参議院農林水産委員会／2011 年 3 月 24 日

【主 な質 疑項 目】
１． 東日 本巨 大地 震・ 津 波対 策に つい て
（１ ）農 畜産 物の 原発 汚 染問 題
（２ ）農 協・ 漁協 の経 営 につ いて
（３ ）農 協共 済の 建更 の 支払 いに つい て
２． 大臣 所信 表明 につ い て
３． コメ の価 格形 成に つ いて
４． 備蓄 米の 確保 につ い て
５． 被災 地の 農林 漁業 生 産基 盤の 整備 に つい て
６． 戸別 所得 補償 の本 格 実施 につ いて
７． 規制 ・制 度改 革へ の 対応 につ いて
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。東日 本の巨大 地震並 びに 津波に お
きますお 亡くな りに なった 方々に 対しま して心か ら御冥 福を 申し上 げる
とともに 、とも かく 被災を された 皆さん に対しま して心 から お見舞 いを
申し上げ る次第 であ ります 。
ところで 、地 震並び に津波 災害も 物す ご いわけで ありま すが 、同時 に、
東京電力 の原発 がも たらし た不安 が大変 な影響を 持って おり ますこ とを
やはり我 々とし て心 配せざ るを得 ないと ころであ ります 。
大臣、こ の農畜 産物 の汚染 の問題 につい ては、一 義的に は厚 生労働 省
が暫定値 を設け まし て、そ してそ れに対 しまして 、原子 力災 害対策 特別
措置法に 基づき まし て原子 力災害 対策本 部が出荷 制限等 の措 置を行 うと
いうこと になっ てお ります が、農 水省は 現場を一 番よく 存じ ている わけ
でありま す。そ れぞ れの作 物がど ういう 形で栽培 されて いる か、い つ、
どんな形 での出 荷状 態にあ るかと いうこ とも承知 してい るわ けであ りま
して、是 非、各 省と 連携を 持った 取組が 必要とい うふう に考 えます が、
農林省は この点 につ いてど んな取 組をさ れておる のか、 お聞 きした いと
存 じます 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、山田 委員か らの 御指摘 の件に つきま しては、 関係省 庁と しっか り
と連携を 取って 、現 場の実 態とい うもの 、現状と いうも のを 正確に 情報
収集して 、そし て今 後の対 策に万 全を期 してまい りたい と、 このよ うに
考えてお るとこ ろで ござい ます。
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○山 田俊 男君
大臣、よ ろしく お願 いしま す。と もかく 、風評被 害はも うな かなか 避
けられな いのか もし れない んです 。しか し、これ に対す る対 策は、 とも
かくしっ かり丁 寧に 多くの 作物に ついて 検査を実 施して 、そ の検査 の結
果をそれ こそ迅 速に 公表す る。ま た、公 表する と 同時に 、こ れ基準 値を
超過した ものは もち ろんそ れぞれ 措置さ れるわけ であり ます けれど も、
基準値を 超えて いな いもの につい てもこ れもしっ かり公 表す るとい うこ
とが、や はり風 評被 害を防 ぐ一番 の対策 でなかろ うかと いう ふうに 思う
ところで ありま す。
ともかく 、信頼 を勝 ち得る 取組を 全省庁 を挙げて 実施し ても らいた いと
いうこと を本当 に切 に願う ところ であり ますが、 今大臣 から しっか り連
携してや るよと いう ことで ありま したが 、改めま して大 臣の そこに つい
ての心構 えを聞 きた いとい うふう に思い ます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
想像を絶 するよ うな 今日の この大 震災、 そしてそ れにお ける ところ の
原発の事 故とい うふ うなこ とにお けると ころの被 害とい うふ うなも の
等々、今 日、大 変、 最もこ れに対 してど う取り組 んでい くか 、重要 な課
題である と、こ うい う認識 を持っ ており ます。
そういう 意味に おき まして 、関係 省庁と しっかり と連携 を取 りなが ら、
現場、実 質的に 農業 にいそ しんで いただ いておる 人たち の現 場、現 状、
そして卸 売市場 なり 小売の 状況と いうふ うなもの も踏ま えな がら、 的確
なる情報 を収集 して 、そし てそれ に対し てどう対 処して いく か、重 ねて
関係省庁 とも連 携を 取っ て 、でき るだけ の努力を してま いり たいと 思っ
ておりま す。
○山 田俊 男君
大変多く の課題 を、 鹿野大 臣、抱 えてお られるわ けで、 背負 ってお ら
れるわけ であり ます が、と もかく この危 機をしっ かり乗 り切 ってい ただ
きたい、 切に期 待す ると同 時に頑 張って いただき たい、 こう お願い する
ところで ありま す。
補償を一 体どう いう 形で考 えるの かと。 これは単 に、今 から 、原発 が起
こって汚 染で大 変心 配して いると きにど ういうこ となん だと いうふ うに
おっしゃ るかも しれ ません が、し かし本 当に、こ うして 遠隔 に離れ て住
まわざる を得な い、 自分の 家族も 被害に 遭って、 かつ亡 くな ってと いう
この心の 苦しみ の中 で更に またこ うした 汚染の問 題をそ れぞ れ抱え ると
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いうのは 、もう 大変 なこと なんで すね。 より的確 に、こ んな 形でち ゃん
と責任を 持って 補償 するん だぞと いうこ とが必要 なんで す。 それは 当た
り前です 。天災 、地 震はい つ起こ るか分 からない から全 部そ れぞれ かぶ
らなきゃ いかぬ とい ったっ て、そ れじゃ 、この原 発の問 題は 自然災 害と
同じよう にこれ は全 部責任 をおっ かぶれ というの は到底 無理 であり ます 。
やはり、 この地 震に 伴いま す原発 の汚染 に伴いま す被害 につ いては 全面
的に補償 すると いう ことを 明らか にし て 掛からな いと、 これ もまた 問題
の解決に つなが らな いとい うふう に思う ところで ありま す。
補償の基 準はど んな ふうに お考え なんで すか、こ れは文 部科 学省で すか
ね、お聞 きしま す。
○政 府参 考人 （藤 木完 治 君）
お答え申 し上げ ます 。今回 の地震 により 発生いた しまし た福 島第一 原
子力発電 所にお ける 事故に 関しま しては 、現在、 東京電 力、 政府関 係機
関、全力 を挙げ てこ の収束 に向け て努力 している ところ と承 知して おり
ます。し かし、 今回 の原子 力発電 所の事 故により まして 損害 が生じ てお
ります。 この原 子力 の損害 につき まして は、その 賠償に 関す る法律 、こ
れがござ います 。こ の原子 力損害 の賠償 に関する 法律に 基づ きまし て、
事故との 相当因 果関 係が認 められ るもの について は、確 実、 適切な 賠償
を行われ ること にな るとい うふう に考え ておりま す。
先ほど先 生御言 及の ありま した風 評被害 等に関し まして も、 このよ う
な事故と の相当 因 果 関係が あるも のない もの、峻 別する こと が必要 では
ございま すけれ ども 、この 関係に 照らし て判断す ること にな るもの と考
えており ます。
先生お話 しのこ の判 断をど のよう にやっ ていくの かとい うこ とでご
ざいます けれど も、 この原 子力損 害の賠 償につき まして は、 事故と の相
当因果関 係が認 めら れるも のにつ きまし て、被害 者とそ れか ら原子 力事
業者であ る東京 電力 との間 で適切 な賠償 を行うこ とにな る、 すなわ ち、
原子力損 害賠償 法に よって 一義的 に原子 力事業者 である 東京 電力が 賠償
責任を負 うとい うこ とにな るわけ でござ いますけ れども 、こ の賠償 が円
滑 に 進め られる よう 、法律 に基づ きまし て、文部 科学省 に今 回の事 故に
対応する ための 原子 力損害 紛争審 査会を 設置する ことを 考え ており ます 。
この審査 会にお きま しては 、今回 の事故 で生じる 多様な 損害 の態様 が
出てくる と思い ます 。この 態様を 踏まえ まして、 原子力 損害 の範囲 の判
定等の指 針を策 定す ること が法律 上この 審査会の 任務 平 成２ ３年３ 月２
４ 日 とな ってお りま すので 、今回 の事故 における 相当因 果関 係の判 断、
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考え方に つきま して は、こ の指針 に基づ き判断さ れるこ とに なると 考え
ておりま す。い ずれ にして も、被 害者保 護の観点 から万 全の 賠償が なさ
れますよ う、し っか りと取 り組ん でいき たいと思 ってお りま す。
○山 田俊 男君
相当の因 果関係 にあ るもの につい ては対 象にする という お話 をお聞
きして、 かつ、 しか しそれ は、因 果関係 について はきち っと 峻別と いい
ますか、 本当に 因果 関係が あるか どうか というこ とを峻 別し ますよ とい
うことで ありま すけ れど、 例えば 自粛を したとい う者、 特に 出荷自 粛を
したとい う者等 につ いては 、これ は対象 になるん ですか 。
○政 府参 考人 （藤 木完 治 君）
先ほども 申し上 げさ せてい ただき ました とおり、 今回の 相当 因果関 係
に照らし て判断 する という ことに なると 思います が、私 ども も、原 子力
損害が起 こると いう のは十 一年前 のジェ ー・シー ・オー の事 故を経 験し
ておりま すので 、そ ういっ た経験 も踏ま えて、ま さにあ れは 茨城県 で、
今回も起 こって おり ます地 域であ ります けれども 、茨城 県で 起こり まし
た事象で ござい ます ので、 そうい った経 験も踏ま えて判 断し ていく こと
になるだ ろうと 考え ており ます。
○山 田俊 男君
風評被害 はどん なふ うにや ります か。要 は、基準 値は ち ゃん とクリ ア
していた と。と ころ が、出 荷した んだけ れども戻 された 、な いしは 、売
れなかっ たから 戻さ れたと か、そ ういう 事態が当 然のこ と生 ずると 思う
んですよ ね。こ れら につい てはど んなふ うに考え たらい いん ですか 。
○政 府参 考人 （藤 木完 治 君）
風評被 害 に つ き ま し て も 先 ほ ど ち ょ っ と 触 れ さ せ て い た だ き ま し た 。
風評被害 は、事実 に基づ くも の、基づ かな いもの、多 々ある と思い ます 。
今回、こ の原子 力損 害の賠 償に関 する法 律のスキ ームに おき まして は、
一概にこ れを否 定す ること はない わけで あります けれど も、 あくま で相
当因果関 係があ るか ないか という 判断を 個別にし ていく と。 その判 断の
指針はこ れから 、先 ほどの 原子力 損害賠 償審査会 におい て判 定の指 針を
作ってい くとい うこ とにな ります 。それ に基づい て万全 の対 処をし てま
いりたい と思っ てお ります 。
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○山 田俊 男君
これは訴 訟にな ると いうふ うに考 えても いいこと ですか 。例 えば、 因
果関係に ついて 峻別 すると いった 場合、 おっしゃ るよう に審 査会が あり
まして、 審査会 とし て一定 の指針 を出し ますよと 。それ にし ても、 これ
は訴訟に なる可 能性 がある んです か。
○政 府参 考人 （藤 木完 治 君）
この当事 者、す なわ ち原子 力事業 者であ る東京電 力と被 害者 との間 で
見解の相 違が、 この 指針が あるに もかか わらず更 に起こ った 場合に 関し
ての御質 問だと 思い ます。 その場 合には 、まず第 一には 、こ の原子 力損
害賠償紛 争審査 会に おいて 和解の 仲介と いう機能 を持っ てお ります 。ま
ずそこで 議論さ れる ことに なるだ ろうと 思います 。しか し、 それで もな
おかつ解 決しな い場 合にお きまし ては、 司法裁判 の判断 を仰 ぐとい うこ
とがある と考え られ ます。 前回の ジェー ・シー・ オーの 事故 の際に も、
最終的に 裁判ま で行 われた 例がご ざいま した。し たがい まし て、先 生御
指 摘のと おり、 最終 的には 裁判に なると いう可能 性がご ざい ます。
○山 田俊 男君
ジェー・ シー・ オー の事故 の様子 を見て みますと 、あれ は基 本的に は
三日間で 収束し たん ですか ね。し かし、 それにし まして も、 損害賠 償を
含めまし て種々 の訴 訟が生 じたわ けです ね。半年 でおよ そ九 〇％に つい
ては和解 も含め まし て決着 、しか し、あ と十年間 掛かっ て最 終的に は決
着という ことで すよ ね。十 年も掛 かるこ とになる わけで す。 こうい うこ
ともあり 得ると いう ふうに 今想定 して審 査会なり 指針の あり ようを 定め
ていくと いうふ うに お考え ですか 。
○政 府参 考人 （藤 木完 治 君）
先生まさ に御指 摘の とおり 、当時 、約七 千件近く の案件 がご ざいま し
たけれど も、そ のう ち十一 件につ きまし ては裁判 になり 、御 指摘の とお
り、最後 の裁判 が終 結した のが昨 年だっ たと記憶 してお りま す。し たが
って、で きるだ けそ ういう 長く掛 かる係 争が起こ らない よう に、し っか
りとした 指針を 定め てまい りたい という ように考 えてお りま す。
○山 田俊 男君
これは、 御案内 のと おり、 ジェー ・シー ・オーに 比べま して も、規 模
も何もか も、そ れか ら責任 の度合 いから しまして も、こ れは もちろ ん東
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電もそう ですが 、同時に また 、この 巨大な 災 害に伴 います こう した責 任、
無過失責 任につ きま しては 、ちゃ んと国 が責任を 持つと いう ことが ある
わけです よね。 とす ると、 ここの 部分に ついての 国がち ゃん と役割 を果
たすとい うこと につ いて、 もっと 明確に して掛か る必要 があ るんじ ゃな
いですか 。これ はい かがで すか。
○政 府参 考人 （藤 木完 治 君）
原子力損 害賠償 法に おきま しては 、原子 力事業者 である 東京 電力に 責
任が集中 され、 かつ 無過失 責任、 かつ無 限責任と いう体 系に なって おり
ます。し かしな がら 、国は 東京電 力がこ の責任を 全うで きる ようし っか
りと支援 してい くと いう役 割があ ると思 いま す。 この法 律自 体が、 事故
を起こし ました 東京 電力に しっか りと一 定の額ま できち っと お金が 払え
るような 国との 契約 をまず してお ります し、それ を上回 る額 につき まし
ては政府 がしっ かり と援助 してい くとい う法律の 規定も ござ います 。し
たがって 、今回 、未 曽有の 大きな 事故で あります から、 これ に対応 して
いくため に、東 京電 力だけ ではな くて、 国もしっ かりと これ を支え てい
くという ことが 大事 だとい うふう に思っ ておりま す。
○山 田俊 男君
どういう 内容の 、ど ういう 構成の 審査会 になるん だとい うこ とにつ い
てはこれ からで すか 。いつ 考え方 をお示 しになる んです か。
○政 府参 考人 （藤 木完 治 君）
審査会は 個別の 原子 力の事 故ごと に設置 されると いうこ とで ありま
すので、 これに つい ては今 早々に 準備を 進めてい るとこ ろで 、なる べく
早く設置 してま いり たいと 思いま す。そ の構成に つきま して は、法 令で
既にどう いう方 を選 ぶとい うこと が決ま っており まして 、一 つはお 医者
さんの方 ですね 、そ れから もう一 つは法 律の方、 そして あと は原子 力に
詳しい方 、そう いっ た方々 から構 成され るという こ とが 法令 によっ て定
められて おりま すの で、そ れに従 いまし て現在ど のよう な構 成にす るか
検討して いる、 至急 検討し ている ところ でござい ます。
○山 田俊 男君
どうぞ、 より公 平に 的確に 判断で きる人 を選んで いただ いて 、そし て
しっかり した方 針が 作られ る。その 方針 も、基本的 には東 電と、そ れと、
それを支 える国 の役 割とい います か、責 任を明確 にして 、そ して指 針を
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出してい くとい うこ とをち ゃんと やって もらいた いとい うこ とを切 にお
願いしま す。
ところで 、これ は農 林水産 省なの かどう かという ことで あり ますけ れ
ども、訴 訟にや っぱ りなっ ていく と、こ ういう形 で指針 が出 たにし ても
訴訟にな ってい くと いうこ とであ れば、 それぞれ の自主 的な 生産者 や部
会や、な いしは ＪＡ や、そ うした 取組に おいてよ り的確 に、 どうい う圃
場条件の 下でど うい う栽培 でどう いう検 査を行っ て、出 荷を 行って と、
そこをや はりち ゃん と調べ ておか なきゃ いかぬと いうん です か、事 前に
材料を確 保して おか なきゃ いかぬ という ことだと 思うん です 。
だから、 そのこ とを きっち り事前 に指導 をしてお かなき ゃい かぬ、 こ
んなふう に 思い ます 。も ちろん 国の役 割 あります が、それ は当然 のこと 、
生産者 、生産 団体 の役割 でもあ ろうか と いうふう に思い ます が、その点 、
滞りなく 指導し ても らいた いと思 います が、その 点、い かが ですか 。
○副 大臣 （篠 原孝 君）
今回のこ の原子 力発 電所の 事故が 発生し た後、先 ほど大 臣が お答え に
なりまし たとお りで ござい まして 、厚生 労働省そ れから 原子 力安全 委員
会、文部 科学省 その 他と協 議を重 ねてま いりまし た。そ の結 果です けれ
ども、既 にいろ いろ な手は 打って ござい まして、 今、山 田委 員御指 摘の
生産方法 、それ から 防御方 法、そ れにつ いては既 に 各県 に通 達を出 して
おります 。
○山 田俊 男君
どうぞ、 そのこ とを しっか りやっ て、そ してちゃ んとこ うい う形で 適
切に生産 、出荷 した という ことが 分かっ て、そし て責任 の所 在が分 かる
ようにし ておい ても らいた いとい うふう に思いま すから 、よ ろしく 御指
導しても らいた いと いうふ うに思 います 。
さて、土 壌と海 水に ついて も検査 がなさ れている という こと で、そ の
結果がそ れぞれ 公表 された りする わけで すね。当 然、被 害な いしは 汚染
がこうい う地域 にも 起きて いるよ 、ここ にも起き ている よと いうこ とに
ついては 、これ はも う事実 を知ら しめる ためには やむを 得な いとい うこ
とだと思 うんで すが 、これ は一体 どうい う、誰が どんな 基準 でこの 検査
なりを行 ってい るん ですか 。これ はどち らですか 、文部 科学 省です か。
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○政 府参 考人 （加 藤重 治 君）
お答え申 し上げ ます 。委員 御指摘 の土壌 や海水の 放射性 物質 の調査 で
ございま すけれ ども 、こう いった ものに つきまし ては、 内閣 府の原 子力
安全委員 会の方 で指 針を定 めてご ざいま す。その 中では 、現 在の福 島第
一原子力 発電所 のよ うな原 子力緊 急事態 が出てい る状況 下で のモニ タリ
ングにつ きまし ては 、その 目的と しては 、避難、 飲食物 摂取 制限な どの
放射線防 護対策 に必 要な情 報を収 集した り、また 、原子 力施 設に起 因す
る放射性 物質又 は放 射線の 周辺住 民など への影響 の評価 に資 すると いう
目的で行 うとい うこ とが定 められ ており ます。ま た、そ の手 法につ きま
し ても、 どうい った 試料を 取って 、また その試料 を取る 際も どうい った
点に着目 して取 るの かとい うよう なこと も定めら れてい るわ けでご ざい
ます。そ ういっ た指 針を踏 まえま して、 文部科学 省を始 めと いたし まし
て、各省 庁がそ れぞ れの行 政目的 に必要 なモニタ リング 活動 を行っ てい
るところ でござ いま す。
○山 田俊 男君
そういう 形で調 査が なされ るとい うこと なんだろ うとい うふ うには
思います が、こ うい う趣旨 でこん な形で ちゃんと やって いる よとい うこ
とを、そ れから こん な方法 でやっ ている というこ とも適 時適 切に公 表し
てもらっ て、何 かば らばら いろ ん なこと が出てく るよみ たい なこと が本
当にいい のかど うか と心配 ありま すので 、どうぞ 的確に 、ま さに的 確に
やってほ しいと いう しか言 えない んです が、やっ ていた だき たいと 思い
ます。
さて、建 物や人 命や それか ら農地 や、様 々な被害 が出て いる ところ で
あります が、農 協や 漁協な んかも 、これ は当然の こと被 害に 遭って いる
わけであ ります 。総 会を開 催の準 備をし ていたと いうと ころ もあれ ば、
大きな被 害があ って 総会も 開催で きない という事 態も当 然出 てきて いる
わけであ ります 。農 協や漁 協が果 たして いる役割 は、ま あ言 うまで もな
いわけで ありま すが 、こ う した災 害に当 たっても 、また 大き なこの 地域
の協同の 取組が 大き いとい うふう に伝え られてき ます。 経営 の継続 が図
れるよう な措置 を講 じてお かなき ゃいか ぬ事例も あるや に伝 わって まい
るわけで ありま して 、どう ぞこの 点につ いても、 特別な 法律 が必要 なの
かどうか 、ない しは 関係方 面と十 分協議 の上、滞 りがな いよ うにし てい
かなきゃ いかぬ とい うふう に考え ており ますが、 この点 、誰 かどこ かで
検討をさ れてい ると 思うん ですが 、いか がですか 。
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○副 大臣 （篠 原孝 君）
今回の地 震は、 東北 地方全 般にわ たりま して大災 害を引 き起 こして お
ります。 山田委 員、 今触れ られま したけ れども、 農協、 漁協 、特に 漁協
等は海岸 べりに あり ます、 壊滅的 な打撃 を受けて いると いう 点では 同じ
なのでは ないか と思 ってお ります 。
現在まで のとこ ろで ござい ますけ れども 、我々は まだそ の被 害の全 容
を把握し ており ませ ん。国 の機関 等支分 部局等も ありま すの で、そ ちら
を通じて 情報を 収集 してお ります 。沿岸 の市町村 も、市 町村 の建物 が、
そもそも 役場、 市役 所等が 全部流 されて しまって います ので 、被害 の状
況が分か らない 状況 でござ います 。です から、今 してい るこ とは、 食料
の支援、 それか ら災 害復旧 に当た ってど ういった ことが 必要 かとい うよ
うなこと 、こう いっ たこと に全力 で取り 組んでお ります 。
しかし、 農協、 漁協 の地域 経済社 会に及 ぼす影響 、役割 とい うのが 非
常に大事 なこと を我 々承知 してお ります ので、全 体の災 害の 復旧の 過程
におきま して特 別手 厚い措 置を講 じてい かなけれ ばなら ない んだと 思っ
ておりま して、 全体 の災害 復旧の プラン の中でど ういう ふう に取り 組む
かという のを検 討し てまい りたい と思っ ておりま す。
○山 田俊 男君
是非よろ しくお 願い します 。それ から、 大変な人 命が失 われ たわけ で
あります し、さら に各種 施設 も大変 な被 害です。同 時に、ま たいろ んな、
車やその 他のも のに つきま しても 大変な 被害です 。これ らの 被害に つい
て、民 間の生 命保 険会社 、損 害保険 会社も ちゃんと 対策を 講じ ますよ と、
契 約 ど お り措置 しま すよと いうふ うに報 道してい るとこ ろで ありま す。
この被害 に遭っ た地 域は、 御案内 のとお り、漁村 地帯で あり 、かつ 農村
の地域で ありま す。 とりわ け、東 北の岩 手、宮城 、それ から 福島、 この
地域は農 業者も 大変 多い、 漁業者 も大変 多い。同 時に、 農協 の組織 率も
大変高い わけで あり ます。 生命共 済に加 入もされ ていま す。 さらに は、
建更と言 われま す農 協共済 独特の 火災、 地震等に 対しま す共 済の仕 組み
も契約率 が全国 に比 べまし ても非 常に高 い、それ ほどち ゃん とした 協同
の取組も なされ てい たとい うこと だとい うふうに 思いま す 。心配 なのは 、
こ れ だけ の被害 が多 いわけ であり ます。 ちゃんと 査定を やる こと、 それ
から相談 にもし っか り乗る こと、 物すご い大事な ことで すか ら、こ れは
もう元々 ＪＡ共 済は 取り組 んでい るとい うことで ありま すけ れど、 監督
官庁とし ても、 しっ かりこ れは指 導して いただき たいと いう ふうに 思い
ます。同 時に、 この 農協共 済独特 の建更 という仕 組み、 相当 な契約 があ
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るという ふうに 思い ますけ れど、 しっか り払える んでし ょう ね。こ れは
どんなふ うに聞 いて おられ るんで すか。 払えると いうふ うに ＪＡ共 済は
言ってお ります から 心配な いんで しょう が、これ は監督 官庁 として もし
っ か り聞 いてお られ るとい うふう に思い ますが、 どんな 様子 ですか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今回の震 災によ りま す建物 等の被 害規模 につきま しては 、被 災状況 の
調査が今 進めら れて おると ころで ござい ますけれ ども、 建物 更生共 済の
今お話に ござい まし た支払 の財源 といた しまして は、当 年度 の共済 掛金
やあるい は異常 危険 準備金 や海外 の保険 への再保 険など によ りまし て十
分な支払 能力と いう ものが 確保さ れてお るものと 、この よう に承知 をい
たしてお りまし て、 問題は ないと 、この ように思 ってお りま す。
農林水産 省とい たし まして も、被 災者の 方々に対 する共 済金 の支払 が
できる限 り早期 に確 実に行 われる ように 必要な指 導を行 って まいり たい
と思って おりま す。
○山 田俊 男君
大臣にそ う言っ てい ただい たわけ ですか ら、全国 の被災 の関 係者も 本
当に安心 してく れる という ふうに 思いま す。どう ぞしっ かり 監督し て指
導して、 そして 支払 ができ るよう にやら せていた だきた い、 こんな ふう
に思いま す。同 時に 、漁業 の方で 漁船の 被害も当 然物す ごく 多いわ けで
すね。漁 船の保 険に ついて もこれ は対策 が本当に 講じら れる のかど うか
というよ うな心 配の 声が上 がって おりま す。この 点につ いて はいか がで
すか。も しも支 払対 策でき ないよ という ことであ れば、 国と しても どん
な、何ら かの形 での やはり 応援を 考えな きゃいか ぬのか もし れない んで
すよね。 その点 につ いても お聞き します 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
詳 細 な被 害額に つき まして は、漁 船の保 険組合や 漁業共 済組 合にお き
まして今 損害評 価が 行われ ている ところ でござい ますけ れど も、こ れま
でに入っ てきた 情報 を見ま すと、 相当程 度の保険 金、共 済金 の支払 が必
要になる と、こ うい うふう に考え ておる ところで ござい ます 。
そういう 中で、 実情 、実態 という ものを きちっと 把握し なが らどう 対
処してい くべき か、 これか らも関 係省庁 ともちろ ん関係 のあ ること が出
てくると 思いま すの で、私 ども、 実態を まず把握 しなが ら、 漁業の 再生
というふ うなも のに 向けて どう対 処すべ きかとい うこと も踏 まえな がら
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これから 検討を して まいり たいと 思って おります 。
○山 田俊 男君
どうぞ漁 業の再 生に 向けま して、 これは 大臣、し っかり 取り 組んで い
ただきた い、こ んな ふうに お願い する次 第であり ます。 さて 、大臣 所信
を我々は お聞き した わけで ありま す。災 害発生の 前日に 所信 表明を 聞い
たわけで 、十日 に聞 いたわ けであ ります が、その 後、十 一日 に大災 害が
あったわ けです 。さ らにま た、原 発の問 題もそれ に引き 続い て生じ たと
いうこと であり ます 。こ れ、被害の 行方が 今後物す ごい心 配で ありま す。
同時に、 大臣、 所信 でしか るべく 取組を きちっと おっし ゃっ たわけ であ
りますが 、しか し、 もうこ れだけ の災害 が出てき て、災 害に 対する 対
策、復興 対策で あっ たり、 さらに は原発 の汚染問 題であ った り、そ れか
ら場合に よった らあ れだけ の破壊 がなさ れた村や 町をど んな ふうに つく
り替えて いくか 、場 合によ ったら 新しい 村づくり も必要 にな るかも しれ
ないんで すね。
こうした ことに つい て、大 臣、所 信に対 してこれ とこれ とこ れはこ ん
なふうに 付け加 えて いかな きゃい かぬぞ というも のがあ るは ずなん です
が、それ はどう ぞ今 考えて おられ るので あれば明 らかに して もらい たい
というふ うに思 いま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、山田 委員か ら御 指摘の とおり 、想像 を絶する 今回の 大震 災にお け
る被害で ありま す。 そうい う中で 、過般 、農林水 産省の 方か ら田名 部政
務官も視 察に参 りま して、 岩手県 の漁業 、漁村の 実態と いう ものを 目で
確かめて きた、 そし ていろ いろと 現場の 人たちの 御意見 も聞 いてき てい
るところ でござ いま すけれ ども、 今のお 話のとお りに、 漁村 そのも のが
もうなく なって いる という ような 状況の 中でこれ をどう 再生 してい くか 。
まさしく 今回被 災に 遭われ た漁業 地帯と いうもの は我が 国を 代表す る、
まさしく 誇り得 る漁 業地帯 でもあ るわけ でござい まして 、何 として もそ
ういう意 味では 再生 をさせ なきゃ ならな い、こう いうふ うな 私自身 認識
に立って おると ころ でござ います 。
そういう 中で、 まだ どうい う実態 、実情 というも のも把 握し 切れな い
ところも ござい ます ので、 まさし くこれ からの、 この被 害に 遭った 、被
災に遭わ れた人 たち の意欲 という ふうな ものをど うやっ て、 これか ら漁
業に頑張 るんだ とい う気持 ちを持 っても らうかと いうこ とも 含めて 、し
っかりと したこ れか らの漁 業、漁 村の再 生という ものの 在り 方を検 討し
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ていかな きゃな りま せんし 、また 農地に おきまし ても相 当な やはり 被害
を受けて おると 、こ ういう ふうな ことも 承知をい たして おる わけで あり
ます。
そういう 中で、 東北 地 域に おける ところ の大変重 要な食 料基 地とし て
の農業の 地帯と いう ものの 再生に おいて も、もち ろん今 まで では考 えら
れないよ うな被 災に 遭って いるわ けであ りますか ら、そ うい うこと も踏
まえる中 で、今 後、 我が国 の農林 水産業 全体の再 生の中 で、 今回被 災に
遭われた 地域を どう 立て直 すかと いうふ うなもの は一体 的に 取り組 んで
いかなき ゃなら ない 、この ように 考えて おるとこ ろでご ざい ます。
○山 田俊 男君
大臣、も う新し い発 想で、 そして 大臣の その思い をきち っと 具体化 す
る、そ のため にも 復興予 算、思い切 って作 り直さな きゃい かぬ のです よ。
そのため にもう 協力 できる ところ は一緒 に協力し てやら なき ゃいか ぬと
いうふう に思い ます から、 もう本 当に決 意を高く 持って 、そ してお 願い
したい、 こんな ふう に思い ます。
さて、こ の所信 表明 で高く 評価で きるこ とがもう 一つあ りま して、 と
いうのは 、この 所信 表明に 、大臣 、ＴＰ Ｐという 言葉は どこ にも書 いて
いないん です、 どこ にも書 いてい ないこ とを高く 評価し てい るわけ であ
りますが 。とこ ろで 、「包 括的経 済連 携 に関する 基本方 針に 沿って 経済
連携を進 めてい く」 と、こ れは書 いてあ る。多分 これは 、オ ースト ラリ
ア等との 経済連 携に ついて はこれ は進め るよとい うふう に書 いてあ るの
かなと、こんな ふうに 思い ます。しかし 、「その際 、最も 大事な ことは 、
情報を国 民に提 供し 、議論 をして もらい 、関係者 の理解 を得 ながら 進め
ていくこ とであ りま す。」 と書い てある んです。 このこ とが 物すご く
大事なん だとい うふ うに思 います 。
開国開国 という ふう に叫ん でおれ ば物事 が進むと いう話 じゃ ないわ
けだから 、そう いう 面で大 臣もこ の精神 で進めて もらい たい という ふう
に 思うん ですが 、大 臣、こ の六月 までＴ ＰＰにつ いて参 加の 判断を する
というの はもう あり ません ね。お 聞きし ます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
ＴＰＰに ついて はあ りませ んねと 、こう いうよう なお話 をい ただき ま
したけれ ども、 基本 的に、 私自身 といた しまして は、今 この ような 大震
災に遭わ れた方 々の この被 災地の 皆様方 に、避難 されて いる 方々に 食料
と水をし っかり と供 給して いく、 この役 目を果た すのが 農林 水産省 にと
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って最も 大事な 役割 だ、そ して被 災に遭 われた方 々の更 なる 復興に 向け
てどうい う新し い漁 業の在 り方、 また農 業の在り 方をつ くっ て いく かと
いうよう なこと に取 り組ん でいく のがこ れまた大 事な問 題で あると 、こ
ういう認 識で、 その 供給、 食料と 水の供 給と、復 興、再 生に 向けて まず
取り組む ことが 最優 先課題 だと私 は認識 をいたし ておる とこ ろでご ざい
ます。そ ういう 意味 で、今 後、今 御指摘 の点につ いてど うす るかは 政府
全体とし て考え てい くべき ことで はない かと思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
明らかに はおっ しゃ いませ んでし たが、 大臣のそ の決意 、ま さにこ れ
に向けて 全力を 挙げ ましょ うよ。 是非そ れをお願 いしま す。 さて、 ＷＴ
Ｏのドー ハ・ラウ ンドに ついて は、多様な 農業の共 存を基 本理 念とし て、
引き続き 取り組 んで まいり ますと いうふ うにされ ている 部分 も大変 いい
ところで ありま して 、この 理念で 進める というこ とであ れば 、もう オー
ストラリ アとの ＥＰ Ａにつ きまし てもこ の精神を 貫くと いう ことで ある
と思いま すが、 これ もその 方向で いいで すね。そ れとも 、オ ースト ラリ
アとのＥ ＰＡも もう 今すぐ 交渉を 、第二 回目の交 渉をこ んな 形で進 める
という形 になか なか ならな いんだ ろうと いうふう に思う んで すが、 その
点、いか がです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
このＥＰ Ａの推 進と いうも のは昨 年の秋 の包括的 経済連 携に 関する
基本方針 で決め られ たとこ ろでご ざいま すが、そ ういう 中で オース トラ
リアとの 交渉、 ＥＰ Ａの推 進にお けると ころの交 渉も十 か月 ぶりに 始め
たところ でござ いま す。
そういう 中で今 回の 大震災 という ふうな ことにな ったわ けで ござい
ますけれ ども、 今、 政府一 体とな って震 災対策に 力を注 いで いると ころ
でござい まして 、今 後、外 交交渉 につき ましては 引き続 き地 道に、 相手
方もござ います ので 、理解 を得な がらど う進めて いくか とい うふう なこ
とを考え ていく 必要 がある んでは ないか と思って おりま す。
そういう 中で、 政府 全体と しての 取組で ございま すので 、ま ず私自 身
といたし まして は、 先ほど も申し 上げま したとお りに、 とに かく避 難し
ておる方 々に対 して の安定 した食 料と水 の供給と 、それ から 被災地 にお
けるとこ ろの復 興と いうふ うなも のに全 力を挙げ て取り 組ん でいく とい
うふうな 考え方 に立 ってお ります という ことは申 し上げ させ ていた だき
たいと思 います 。
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○山 田俊 男君
まさに大 臣のそ の決 意につ いても 大賛成 でありま すので 、し っかり や
ってまい りたい 、私 も野党 ではあ ります けれど応 援でき ると ころは 一生
懸命に応 援して やり たいと 、こん なふう に思いま す。
続いて、 米の価 格形 成につ いて、 これも 大変心配 であり まし て、先 物
取引の試 験上場 の申 請がな されて いまし て、そし てこれ の判 断を求 めら
れている はずで あり ますが 、四月 の上旪 には判断 せざる を得 ないと い う
局面が来 るやに 聞い ている んです けれど 、しかし 、今も う三 月のこ の時
点であり ます。 一体 、この 判断を できな いんじゃ ないで すか 。とい いま
すのは、 今も大 臣お っしゃ いまし たよう に、主要 な米ど ころ がああ いう
打撃を受 けてい ると ころで ありま す。来 年の二十 三年産 米の 生産数 量目
標を改め てどん なふ うに設 定でき るのか 、そうい うこと も含 めて考 えて
いかざる を得な いは ずなん です。 農地も 一体どれ だけど んな 形で破 壊
されてい るのか 、そ れはい つどん な形で 復興でき るのか とい うふう に考
えますと 、この 大き な変動 の中で 先物を やります よとい う話 になら な い
んだとい うふう に思 います が、大 臣、こ の点につ いては どん なふう にお
考えです か。
○副 大臣 （篠 原孝 君）
三月八日 ですけ れど も、東 京穀物 商品取 引所と関 西の商 品取 引所の 両
方から米 の先物 取引 の試験 上場申 請を受 けており ます。 今の ところ 、明
日ですけ れども 、こ れを官 報に公 示する 予定でご ざいま す。 その後 一か
月以内、 ですか ら、 これか ら三か 月公示 いたしま して、 それ から一 か月
以内、今 四月上 旪と おっし ゃいま したけ れども、 今のと ころ では、 ちょ
っと遅れ ており ます ので七 月下旪 、その ころまで に認可 の適 否を決 定す
る必要が ありま す。
今 は 関係 者の意 見を 聞いて いると ころで 、これか ら聞い てい かなく ち
ゃならな いわけ です 。取引 見込み 量だと か、皆目 見当も 付き ません 。そ
れから、 生産、 流通 への影 響等十 分に精 査して、 商品取 引法 上のル ール
に従いま して認 可の 適否を 判断し ていく 予定でご ざいま す。
しかし 、 今 、 山 田 委 員 御 指 摘 の と お り 、 大 災 害 が 起 き て し ま っ た と 。
農地がど のぐら い被 害を受 けてい るかと いうのを まだ完 全に は分か って
おりませ ん。今 承知 してい るのは 、津波 でもって 塩水に 洗わ れてし まっ
た田畑が 大体約 二万 ヘクタ ールご ざいま す。しか し、各 地で パイプ ライ
ンが壊れ たとか 水 路 が壊れ たとか 、これ はまだ全 く把握 し切 れてお りま
せん。今 続々そ うい ったこ とが分 かって 、これは 大変だ とい うこと を今
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調査しつ つあり ます 。しか し、田 植時期 がだんだ ん近づ いて きてお りま
すし、二 万ヘク ター ルでは とても 私は済 まないん じゃな いか と思っ てお
ります。 そうい った ことで 、地震 の災害 と米の取 引、先 物取 引の上 場と
いうのの 関係と いう ものを 、もう どのよ うに関係 してく るの か、こ れは
結構今の 、今と いう よりも 長期的 な問題 でござい ますの で、 どのよ うな
因果関係 があっ てこ れをど の程度 考慮し なくちゃ いけな いと いうこ とも
含めまし て、こ れ か ら三か 月の間 にきち んと検討 してま いり たいと 思っ
ておりま す。
○山 田俊 男君
私ちょっ と勘違 いし ていま して、 四月じ ゃなくて 七月、 六月 ないし は
七月です ね、は い。 心配な のは、 現在、 米の価格 形成を ちゃ んとや る場
所がある のかと いう ことと 関係し て、そ れが今不 十分な もの だから 先物
取引の試 験上場 化み たいよ うなこ とにな っている 側面も 私は あるん だと
いうふう に思い ます けれど 、しか し、現 行の現物 取引だ った り相対 の取
引であっ たり、 それ をちゃ んと成 長、発 展させて いくと いう やり方 もき
ちっとあ るわけ であ りまし て、そ れなの に先物で やらな きゃ いかぬ とい
う話では ないは ずで す。言 うなれ ば、先 物にある のは、 価格 の安定 を図
れ るよと いうみ たい な話の 以前に 、ど う も投機的 な資金 が動 きます よと 、
こんな印 象を与 える わけで す。ま さに、 今これだ けの大 災害 の下で みん
な不安を 抱いて いる 中で、 こんな 投機に 委ねます よみた いよ うな印 象を
与えてし まう、 現に そうい う側面 もある わけであ ります けれ どね。
こうした ものの 実施 に当た っては 、よく よくよく 考えた 上で やはり 進
めるべき だとい うふ うに思 います ので 、ちゃんと 配慮し てい くべき だと 、
こんなふ うに申 し上 げます 。
続きまし て、備 蓄米 につい てであ ります が、今、 被災地 に米 が足り な
いよとい う声が 相当 程度あ ったわ けであ りま すけ れど、 ガソ リン等 の充
実ができ てくる 中で だんだ んだん だん輸 送できる ように なっ てきた とい
う声も聞 こえて きて いるわ けであ ります けれど、 備蓄米 を出 す考え はお
ありなん ですか 。そ れとも 、今後 、原発 の動向い かんで 大災 害が起 こる
みたいな 話にな った らもう この備 蓄米は 百万トン でも足 りな いわけ であ
りますけ れど、 これ は、備 蓄米の 運営に ついて今 どんな ふう にお考 えな
んですか 。
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○副 大臣 （篠 原孝 君）
今回の震 災に伴 う被 災地の 食料の 供給に つきまし てです けれ ども、 鹿
野大臣の 陣頭指 揮の 下、す ぐ我々 はこれ に取り組 みまし た。
どういっ た状況 かと いうの は大体 分かっ ておりま す。ラ イフ ライン が
もうパン クいた しま して 、とて も料理 で きる状況 じゃな いと いうこ とで 、
おにぎり 、弁当 、パ ン、こ ういっ た調理 をしなく て済む もの から供 給い
たしまし た。大 体ラ イフラ インが でき上 がってく ると、 今は 炊き出 しが
できると ころま で来 ました ので、 精米を 送ってお ります 。備 蓄でご ざい
ますけど 、これ は山 田委員 御承知 のこと と思いま す、玄 米で 備蓄さ れて
おります 。玄米 です と、送 っても 、ある いはこち らで搗 精す るかあ ちら
で搗精す る。あ ちら では多 分、被 災地で は搗精も できな い、 特に手 間が
掛かりま すので 、今 のとこ ろ民間 にあり ます在庫 、これ をフ ルに活 用さ
せていた だきま して 精米を 送って おりま す。現在 のとこ ろを 見ます と、
首都圏に おいて 、何 という か、米 不足は 本当はな いんで すけ れども 、数
人の消費 者にそ れが 広がっ て、ち ょっと ずつ余計 に買う とい うよう な行
為が多分 あった んだ ろうと 思いま すが、 一時精米 が消え たと いうこ とが
あります けれど も、 だんだ んそれ が解消 されてき ており ます 。経産 省に
いろいろ お願い いた しまし て、大 手の業 者さん方 にガソ リン をきち んと
優先的に 手当て して いただ くとい うよう なことも いたし まし た。
で す から 、今の とこ ろ我々 は政府 の備蓄 米を使う ような 必然 性はな い
のかと思 ってお り、 もっと 重要な 場面、 今、山田 委員触 れら れたよ うな
場面が生 じたと きに 備蓄米 を使っ ていく べきでは ないか と思 ってお りま
して、今 のとこ ろ民 間の備 蓄で対 応して いるとこ ろでご ざい ます。
○山 田俊 男君
二十三 年 産 米 の 播 種 前 の 備 蓄 米 契 約 と い う こ と で 進 め て お り ま す ね 、
一定量、 二十万 トン につい て。当 然、こ れは罹災 地のＪ Ａ、 被災地 の農
業者につ いても 播種 前の事 前契約 をやっ ていると 思うん です ね。今 後、
一体、被 災地の 米の 生産数 量目標 をどん な形で設 定し直 すの か とい うこ
とが必ず 来ます ので 、これ らのこ とをよ く考えた 上で、 被災 地に対 する
配慮、例 えば、 備蓄 米で事 前契約 してい たんだけ れど、 これ らにつ いて
は主食用 に転換 する とか、 こうし たこと もあると いうふ うに 思うん です
よね。こ ういう こと をどこ かで検 討され ています か。

山田の国会報告

‐16‐

参議院農林水産委員会／2011 年 3 月 24 日

○副 大臣 （篠 原孝 君）
今のと こ ろ は 、 ま ず 第 一 義 的 に は 被 災 地 の 皆 さ ん に 食 料 を 提 供 す る 、
届ける、 これを 第一 にして おりま す。二 番目が復 旧でご ざい ます。 備蓄
米のこと につき まし ては、 今御指 摘があ りました ので、 これ を放出 する
かどうか という のは 検討い たしま した。 それで、 今のと ころ そうい う事
態ではな いとい うこ とを承 知して おりま す。
二十三年 度から は二 十万ト ンの備 蓄買上 げしてい かなけ りゃ ならな
いわけで ござい ます けれど も、そ の点に ついてま でまだ 思い が至っ てお
りません でして 、そ の前に どれだ け作付 けするか といっ たよ うな議 論を
今中心に してお りま して、 二十 万 トンど うするか どうか とい うもの につ
いてはた だいま のと ころき ちんと は検討 はいたし ており ませ ん。
ですけど 、いず れき ちんと してい かなけ ればなら ないこ とじ ゃない か
と思いま す。先 ほど 申し上 げまし たよう に、二万 ヘクタ ール は完全 に塩
水につか ってお りま す。そ れから 、何万 ヘクター ルが播 種で きない か、
まだ見通 し立た ない ところ でござ います ので、そ れらを 勘案 した上 で決
めてまい りたい と思 ってお ります 。
○山 田俊 男君
被災地の 声をお 聞き します と、本 当に破 壊されて しまっ た、 農地が 破
壊されて しまっ たと ころは 、これ はもう 何年掛け てど ん なふ うに復 興す
るかとい うこと を国 挙げて、大臣、や らな きゃいか ぬので すが、一 方で 、
近辺の圃 場並び に隣 県の圃 場なん かにお きまして も、目 に見 える限 りは
何の被害 もない よう に見え るんで すよ。 ところが 、もし もそ こへ水 を入
れると水 が抜け ちゃ う、な いしは 地割れ ができて いる、 底が 抜けて いる
というこ とが心 配さ れると 言って いるん です。そ れから 、用 排水路 の水
の流れも ちゃん と完 備して いるか どうか 分かりま せん。
ですから 、ここ は、 種もみ の確保 、今も うまさに 早いと ころ はそれ を
やらなき ゃいか ぬの です。 そのた めに塩 水選もや るわけ です 。塩水 選や
れば芽が 出てく るわ けです から、 それを 先にやっ ちゃう と、 植える とき
にもう実 は水が 抜け ていた という ことも あり得る ような 圃場 実態が 隣県
からも出 てきて いる ところ であり ます。 だから、 こうし たと ころを 早急
にやはり 把握し まし て、号 令掛け てもら って早急 に把握 して 、同時 に、
一体、必 要な生 産数 量目標 をどん なふう に達成す るかと いう ことを やっ
ていただ きたい 、是 非是非 これも お願い しておき ます。
それから 、大臣 、当 然のこ と、こ れは来 年度の予 算に絡 む、 復興予 算
をどんな ふうに 準備 するか という ことが 今後の大 きな大 きな 課題に なり
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ます。と り わけ 、た め池に 相当や はり傷 が来てい るんじ ゃな いかと いう
話も聞き ます。 この 点も、 土地改 良それ から農業 農村整 備の 予算も 大き
く削られ ている もの ですか ら、手 の打ち ようがな いとい う心 配が上 がっ
てきてお ります 。こ うした 部分に ついて も忘れず に、そ れも もう今 から
準備しな きゃい かぬ 可能性 がある んです よね。こ れらに つい て、ど んな
予定とい います か、 考えで おいで になり ますか、 お聞き しま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
とにかく 、この 度の この災 害、大 災害、 どの程度 の被害 に遭 ったか と
いうふう なこと をき ちっと 実情を 把握す るという ふうな こと がまず 第一
だと思い ます。 そし て、そ ういう 中で生 産にどう いう形 で影 響を及 ぼし
ていくか という ふう なこと であり まして 、このこ とに対 して はきち っと
手を打っ ていか なき ゃなり ません し、ま た、これ からの 新し い、被 災地
の方々に 、再生 に向 かって 、復旧 復興に 向かって きちっ と取 り組ん でい
ただける ような そう いう体 制もつ くって いかなき ゃなり ませ んので 、政
府全体と して、 全体 として この復 興の手 当てをど うする かと いうふ うな
ことを考 えてい かな きゃな らない 。大き な視点に 立って 、こ れから の我
が国の三 十年後 、五 十年後 という ふうな ものを見 据えな がら 一面に おい
ては取り 組んで いか なきゃ ならな い。そ ういう中 で、じ ゃ、 財政的 にど
ういう措 置を講 じて いくか という ふうな ことも含 めて考 えて いかな きゃ
ならない ことで はな いかと 、こん なふう に思って いると ころ でござ いま
す。
○山 田俊 男君
大臣、大臣の その決 意であ ります が、米 の戸別所 得補償 につ きまし て、
これ本来 は、大 臣、 法改正 が必要 だった というこ とであ りま す。そ うじ
ゃないと 、対 象農 家につ いても 考え方 が 違います し、さら に固定 支払や 、
ないしは 変動支 払の お金の 支払の 仕方も 、これは 予算で 実施 してい る、
対策で実 施して いる ことと 、それ と担い 手経営安 定のた めの 交付金 です
ね、この 現行の 法律 と趣旨 が違う わけで あります 。何と か法 改正を やっ
て、戸別 所得補 償の 仕組み との整 合性を 図ってい くとい うの が、こ れは
大臣、農 林水産 省の 大きな 課題だ ったん でしょう けど、 しか し、具 体 的
な事業実 施を着 実に 図る、 そのた めの予 算措置も 確保し てい くと、 農業
者に迷惑 を掛け ない 形で推 進する という ことであ れば、 ここ は目を つぶ
って、本 当に異 例な んだろ うとい うふう に思いま すが、 法律 は先送 りし
たわけで すね。 結果 的に、 今こん な大災 害が生じ まして 、大 臣の判 断が
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極めて的 確だっ たの かもし らぬと いうふ うに思っ たりも して いるん です
が、法律 作った はい いが身 動きが 付かな い、予算 は支出 でき ない、 農業
者は物す ごい困 って いると いうこ とにな ったかも しれな いわ けであ りま
すけれど 。要は 、法 改正が 必要だ ったと ころをな しで推 進し てきた と い
う実態が あると ころ であり ます。 そのこ とは、食 糧法に つい ても同 様な
んです。
集荷円滑 化対策 の取 組を含 めまし て、法 制度上、 法の運 用と それと 実
態がずれ てきて いる んです 。生産 調整の 実施に当 たって も考 え方が ずれ
てきた。 それか ら、 備蓄の 運用に 当たり ましても 考え方 が違 ってき た。
現行の食 糧法の 基本 の場合 によっ たら改 正も含め て必要 だっ たとい うこ
とがあり ますが 、こ れも 、今こ ういう 大 災害を前 にして 、い や、違うと 。
国が一定 の生産 流通 管理に ついて 命令を 発して役 割があ ると いう食
糧法の法 律でも あり ますか ら、逆 に言い ますと、 今後い ろん なこと が生
じまして も、大 臣、 大臣の 権限で しっか り国民に 対する 不安 がない 仕組
みができ ている のか という ことで あれば 、できて いるわ けで ありま すか
ら、是非 、先ほ ども 言いま した価 格形成 も、それ から生 産数 量目標 の設
定の仕方 にして も、 それか ら備蓄 のあり ようにし ても、 これ らの運 用に
つきまし て、今 まで の取組 にこだ わらず 前広に、 しかし 幅広 く、こ れら
の大災害 の実態 を前 にして しっか り検討 してもら いたい とい うふう に思
っている んです 。こ の点に ついて 、大臣 のお考え をお聞 きし ます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今回の大 災害に より まして 、 漁村 、漁業 、そして 農業者 、農 地、ま さ
しく考え られな いよ うな被 害、こ のこと に対して 、これ から の我が 国の
国民に対 する農 林水 産物の いわゆ る安定 供給とい うふう なも のがど うあ
るべきか という ふう なこと をやは り考え ていかな きゃな らな い。そ うい
う意味に おきま して 、今議 員が指 摘され たように 、単な る個 別的に 取り
組んでい けばい いの ではな いかと いうよ うな対処 法では とて もこの 困難
な状況と いうも のを 乗り越 えるこ とがで きない。 そうい う意 味では 、政
府全体と して一 体的 に、こ の大災 害に遭 われた人 たちに 対す る復旧 復興
というふ うなも のを 大きな 視点 で 考えな がら取り 組んで いく 必要が ある
んではな いかと 、こ ういう 認識に 立って いるわけ であり ます 。そう いう
意味にお きまし ては 、私ど も農林 水産省 といたし まして も、 これか らの
新しい農 業再生 、漁 業再生 、林業 再生、 そういう 中で食 の供 給とい うも
のをいか にして 国民 生活に 対して 安定的 に供給し ていく こと ができ るか
という、 そうい う新 たな役 割、使 命とい うふうな ものを しっ かりと 意識
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をしなが ら、我 が省 政務三 役また 事務方 一体とな って取 り組 んでい きた
いと考え ている とこ ろでご ざいま す。
○山 田俊 男君
大変あり がとう ござ いまし た。大 臣の決 意 、よく 分かり まし た。食 と
水の供給 をこの 困難 な中で ちゃん とやっ ていくと 。まし てや 、先ほ ど来
ありまし たＴＰ Ｐの 問題に ついて も今は その時期 じゃな いと 、もっ と国
を挙げた 大事な こと をちゃ んとや ってい きたいと いう決 意を お聞き した
わけであ りまし て、 しっか りやっ ていた だきたい と思い ます 。
最後に、 内閣府 にお 聞きし ますが 、規制 ・制度改 革会議 から 、この 規
制見直し 等とも 関係 しまし て、指 摘事項 があって 、三月 まで 結論を 出す
という話 にして いた んです が、こ れもこ うした事 態を前 にし て、あ りま
せんね。 これは 確認 してお きます 。
○政 府参 考人 （松 山健 士 君）
ただいま 御質問 のあ りまし た規制 ・制度 改革に関 します 取り まとめ で
ございま すけれ ども 、三月 末を目 指して 各省庁と 調整を させ ていた だい
ていたと ころで ござ います 。しか しなが ら、地震 の発災 後で ござい ます
けれども 、震災 対応 を最優 先すべ きとい うことで 、各省 庁と の調整 は一
時ストッ プをい たし ており ます。
しかしな がら、 既に 各省庁 と実質 的に合 意をいた してい る項 目も多 数
ございま す。そ れら につき まして は、 蓮 舫担当大 臣以下 政務 三役の 御判
断として 四月に 取り まとめ をした 上で、 閣議決定 をさせ てい ただき たい
というふ うに考 えて おりま す。残 余のも の、すな わち、 これ から、 各省
とまだ合 意がで きて おりま せんで 調整を 要するも の、こ れに つきま して
は、しば し状況 を十 分に見 させて いただ いて、各 省庁と 御相 談がで きる
という状 況にな りま したら ばそこ で調整 をさせて いただ いた 上で改 めて
閣議決定 をさせ てい ただく と、そ ういう 方針で取 り組ん でお ります 。
○山 田俊 男君
終わりま す。あ りが とうご ざいま した。 頑張りま しょう 。
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