参議院農林水産委員会／2011 年 5 月 2 日

【主 な質 疑項 目】
１．支 援金 の 支出、 仮設 住 宅の 建設、 ガ レキ の撤 去等 が遅 れて い る原
因に つい て
２．排 水 等災 害復 旧事 業、 ガレ キの 撤去 事業、 除 塩事 業、 経営 再開 支
援事 業等 の一 連の 手順 と 、地 域の 実態 に 応じ た事 前着 工等 の柔 軟 な
取り 組み の必 要性 につ い て
３． 除塩 等の 土地 改良 事 業と 、農 業者 の 負担 等に つい て
４． 農業 者の 経営 再開 に 向け た総 合的 な 取り 組み 支援 につ いて
５． 既往 債務 の棚 上げ 等 対策 の必 要性 に つい て
６． 津波 で破 壊さ れた 漁 船の 補償 と新 造 対策 につ いて
７． 原子 力損 害賠 償審 査 会で の風 評被 害 の適 正な 補償 対策 につ い て
８． 被災 地復 興と も関 連 した 地域 の将 来 像づ くり 対策 につ いて
９． コメ の先 物取 引の 試 験上 場申 請の 扱 いに つい て
10．ＴＰ Ｐ参 加 問題 の扱 いに つい て
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。本日 は、東日 本大震 災等 を中心 に
しながら 、どう ぞ大 臣の所 見、お 聞きし たいとい うふう に思 います 。
まず、今 回の大 震災 でお亡 くなり になっ た方、さ らには 大変 、避難 所
も含めま して御 苦労 されて おられ る皆さ んに対し てお見 舞い を申し 上げ
る次第で ありま す。
さて、今 、当委 員会 におき まして 、我々 の派遣委 員によ りま す調査 の
報告があ りまし た。 そこで 、宮城 県の東 松島市の 阿部市 長さ ん、阿 部市
長さんは 平成十 五年 に一度 宮城沖 地震を 被災され ている 、そ してま た今
回の大震 災を被 災さ れたわ けであ りまし て、二度 の震災 被災 の経験 の中
で大変示 唆に富 んだ お話も いただ いた次 第であり ます。 その 際、被 災者
が一番困 ってい るこ とは、 まず最 初の三 日間は安 否だ そ うで ありま す。
それから 、その 次は 食の確 保の問 題、そ の次は避 難所で はな くて仮 設住
宅も含め まして 住ま いの問 題、そ の次は お金だっ たり、 それ から仕 事の
ことであ って、 そし て最後 はこれ からの こと、将 来のこ と、 ビジョ ン、
これをお 考えに なる という んです 。
ところで 、大臣 、た くさん の人が まだ行 方不明で あると いう ことで あ
りますか ら、安 否の 問題に ついて は十分 片付いて いるわ けで はなく て、
大変これ も皆さ んに 御苦労 を掛け ている 、不安を 掛けて いる 、悲し みを
掛けてい るとい うこ とは事 実であ ります 。しかし 、食の 問題 は、大 臣、
農林水産 省が相 当 一 生懸命 に頑張 ってこ られた、 それか らＪ Ａグル ープ
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もそうで ありま すし 、その 他の団 体等も 一生懸命 にやっ て相 当の努 力を
したとい うふう に思 います 。しか し、そ れ以降が 進んで いな いわけ であ
ります。 結局は 、今 私は、 東日本 の大震 災と、そ れと阪 神大 震災、 この
両方の比 較の表 を出 してお ります けれど も、被害 の弔慰 金の 受付の 開始
ももうこ んなに 遅れ ている 。さ らには 、義 援金の配 付申請 も遅 れてい る。
ましてや 、仮設 住宅 の完成 の程度 も大変 遅れてい るわけ であ ります 。
東松島市 では、 最初 の二週 間目に ともか く被災者 に対し て市 の社会 福
祉協議会 から十 万 円 お出し すると いうこ とをおや りにな った ようで あり
ます。し かし、 それ 以外に 、五十 日たち ますが、 それま でに ともか く被
災者に届 いたお 金は ただそ れだけ だとい うんです よね。 これ は本当 に期
待にこた えたこ とに なって いない という ふうに思 います 。
それから 、仮設 住宅 は、入 るのは いいん ですって 。とこ ろが 、どう し
ても出な きゃい かぬ ように なった ときに 、やはり 出る場 所を 確保で きな
い。とす ると、 仮設 住宅を 造ると きに、 もう尐し 長くち ゃん とおれ る場
所に仮設 住宅を どん なふう に準備 するか 、その 場所 を定め るとい うこと 、
そのこと が大変 課題 である と いう ふうに おっしゃ ってお られ たとこ ろで
あります 。阪神 と比 べまし て、か くのご とく遅れ ている 。ど うして こん
なふうに 遅れた のか 。内閣 府は長 谷川大 臣官房審 議官が お見 えであ りま
すが、ど うして こん なに遅 れてい るんで すか、率 直に意 見を お聞き しま
す。
○政 府参 考人 （長 谷川 彰 一君 ）
お答えい たしま す。 この度 の大震 災にお きまして は、総 理を 本部長 と
します緊 急災害 対策 本部を 、これ は災対 法制定以 来初め て設 置いた しま
して、そ の上で 政府 一丸と なって 対応に は取り組 んでき たと ころで ござ
います。 また、 私事 ですが 、私自 身も発 災当日に 防災担 当 の 東副大 臣と
ともに宮 城入り いた しまし て、現 地で一 生懸命努 力して きた という とこ
ろでござ います 。
その上で 、この 度の 大震災 でござ います けれども 、国内 観測 史上最 大
のマグニ チュー ド九 ・〇の 巨大地 震、そ れから大 津波と いう ことで 、非
常に広範 な範囲 で膨 大な被 害が発 生した という状 況でご ざい ます。 そう
いった意 味で、 阪神 ・淡路 大震災 と比べ ましても その被 害の 態様と か状
況が非常 に異な って おると いうふ うに認 識してお りまし て、 そうい う意
味で、政 府の対 応に つきま して一 概にど うのこう のと言 うの はなか なか
言いにく いのか なと いうふ うに考 えると ころでご ざいま す。
ただ、い ずれに いた しまし ても、 ただい ま委員御 指摘ご ざい ました よ
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うな点を 含めま して 様々な 御指摘 いただ いている ところ でご ざいま して 、
私どもと しまし ては 今後と も全力 を尽く してまい りたい とい うふう に考
えており ます。
○山 田俊 男君
鹿野大臣 、これ は予 算委員 会でも 相当議 論があっ て、大 臣じ っと聞 い
ておられ る様子 を、 私も大 臣を見 ており ましたが 、閣僚 とし て、ま た緊
急災害対 策本部 の副 本部長 等をさ れて、 一体これ どこに 原因 がある とい
うふうに お考え です か。も ちろん 、これ からも早 く一生 懸命 やらな き
ゃいかぬ ことは いっ ぱいあ るんで すよ。 一体、大 臣のお 考え をお聞 きし
ます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
どこに原 因があ るか という ような こと等 々につき まして は、 それぞ れ
この本部 といた しま して、 当然、 今日ま でのいろ んな御 批判 という もの
を真摯に 受け止 めて いく、 真正面 からそ ういう批 判を受 け止 めてい くと
いうよう なこと 、そ ういう ことを 考えた ときに、 内閣が 一丸 となっ てこ
の対策に 取り組 んで いくと いうこ とがま ず一番大 事なこ とだ と思っ てお
ります。 そうい う意 味で、 今まで の遅れ を取り戻 すとい うよ うな決 意の
下に、内 閣が心 を一 つにし て、 被 災地の 方々のた めに、 復興 復旧の ため
に頑張る という この 決意が 一番大 切なこ とだと思 ってお りま す。
○山 田俊 男君
東松島市 の現地 では 、先ほ ども委 員派遣 の報告の 中で触 れて おりま す
が、とも かくあ そこ は堤防 が決壊 したこ ともあり ます。 そし て、津 波が
押し寄せ た。い まだ に一面 の湖の ように なってい たとこ ろを 、国交 省の
排水対策 で何と か水 が引い た。水 が引い た途端に 、とも かく 瓦れき がも
う山のよ うに水 田を 埋めて いるわ けであ ります。 まず必 要な のは、 堤防
の修復が 必要で す。 そして 、満ち 潮にな ってもち ゃんと 水が つかな いと
いう対策 を何と か準 備しな きゃい かぬの ですね。
同時に、 そうな った ところ は、あ とは瓦 れきを撤 去する 。そ うした 取
組が必要 になっ てい て、 今 度の事 業、土 地改良の 法改正 の中 で実施 でき
ます除塩 の事業 、そ ういう 手順に なって いくわけ ですね 。農 業者は 、こ
う見てい まして 、天 気はい いです よ、そ れからも う作物 をそ れぞれ 植え
なきゃい かぬ、 もう 農作業 をしな きゃい かぬ時期 であり ます から、 避難
所にいて もうい らい らして おられ るわけ です。早 く自分 たち に手伝 うこ
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とはない のか、 自分 たちは 瓦れき の除去 について 仕事が でき ないの か、
土地改良 の事業 がで きない のかと 、みん なそう思 ってお られ るわけ であ
ります。
今まで予 算がな いか ら手が 着かな かった のか、そ れとも 、今 度予算 が
付いたか ら、補 正予 算決ま ったか ら何と かようや くでき ると いうこ とな
のかどう か。一 体、 この関 係省庁 の連携 はちゃん とでき てい るんで すか
と、これ を鹿野 大臣 にお聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今まで、 今、山 田委 員から の御指 摘のと おりに、 災害応 急の ポンプ を
集中的に 投入い たし まして 排水に 努めて まいりま した。 そし て、梅 雨期
の地域排 水対策 とし て、排 水路の 機能回 復を行う ための 瓦れ き撤去 と排
水ポンプ の応急 の復 旧に着 手をい たして きたとこ ろでご ざい まして 、東
松島地域 では四 月の 十四日 に着手 をいた しました 。そし て、 定川の 河口
では、宮 城県土 木部 が河川 堤防の 仮締切 りを実施 してお ると ころで ござ
いまして 、そし て国 土交通 省が浸 水区域 のポンプ による とこ ろの排 水作
業を継続 をいた して きてお るとこ ろでご ざいます 。
こういう 中、こ うい う状況 を踏ま えて、 この地区 の復旧 を更 に進め る
というこ とを考 えた ときに 、河川 堤防や 排水機場 を一体 的に 復旧す る必
要がある と、こ うい うふう な考え 方に立 っており まして 、今 、山田 委員
が御指摘 のとお りに 、関係 機関が 連携し て対応す ること 、こ ういう ふう
なことが 非常に 重要 なポイ ントで あると 、このよ うなこ とか ら、国 土交
通省の河 川局、 水産 庁及び 農村振 興 局の 間で連絡 調整会 議を 開催す ると
ともに、 現地で は東 北農政 局、宮 城県の 土木部及 び農林 水産 部、関 係
市町村、 関係土 地改 良区が 一堂に 会して 対応策を 協議す る協 議会を この
四月の二 十六日 に立 ち上げ 、準備 すべく 二十六日 には協 議会 の準備 会の
会合も実 施して おる ところ でござ います 。
○山 田俊 男君
その協議 会は、 大臣 、その 東松島 市につ くられて いるん です か、そ れ
とも東京 にある んで すか。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
この協議 会とい うふ うなも のは、 当然現 地でござ います 。

山田の国会報告

‐4‐

参議院農林水産委員会／2011 年 5 月 2 日

○山 田俊 男君
大臣、要 は現地 で地 域の実 態に応 じて、 今大臣お っしゃ った 関係部 局
が自分の 縄張そ の他 関係な く、も うみん な地域の 実態に 応じ て、例 えば
東松島市 は、大 臣お っしゃ いまし たよう に、まず は堤防 だと 、その 次は
排水だと 、それか ら復旧 含めた 瓦れき の 撤去をど ういう 分担 でやる かと 、
それぞれ が言っ てい ちゃも う何に もなら ないわけ ですね 。で すから 、そ
の協議会 をしっ かり 動かす という ことに 全力を挙 げても らい たいと 、こ
れはまず 思いま す。
それから 二つ目 は、県、市 町村と の連携 が 大事で、一 体この 計画は 県、
市町村が 作るの かど うか。 これは 一番近 い市町村 が計画 して 、そし てそ
の市町村 が具体 的な 事業の 実施を 分担す ると。例 えば、 同じ 地域が あり
まして、 排水と いい まして も、も うちょ っと、例 えば東 松島 であれ ば、
ずっと国 道に近 い方 に行け ば、そ れはも うもはや 水のつ き具 合も尐 ない
わけです から、 とす ると、 そこか ら順番 に復旧対 策をや って くる、 瓦れ
きの撤去 をやっ てく るとい う作業 手順も できるわ けです よね 。まさ に、
地域にお いた手 順を つくっ て、そ の手順 に従った 取組を やる という こと
が一番大 事だと 思い ますが 、市町 村、県 、それか ら今お っし ゃいま した
協議会と の連携 はし っかり できて いると いうふう に見て いい んです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、山田 委員か ら言 われた ことは 非常に 大事なこ とであ りま して、 そ
れぞれが 別々に とい うふう なこと では後 れを取っ てしま いま す。そ うい
う意味で 、実質 的に 現地に おきま して、 東北の農 政局そ して 県のい わゆ
る土木部 、そし て農 林水産 部、そ して関 係の市町 村、そ して 土地改 良区
と一体と なって 今後 の対応 につい て協議 をしてい くと、 こう いうふ うな
ことによ ってで きる だけ早 くこの 事 業を 進めるこ とにし てい かなき ゃな
らないと 思って おる ところ でござ います 。
○山 田俊 男君
その場合 、今度 被災 に遭っ た市町 村の地 域、そん なにも う大 きくあ る
わけじゃ ないん です 。青森 それか ら岩手 、宮城、 福島、 ずっ と市町 村、
こうして 並んで おり ますけ れども 、そこ へ霞が関 のそれ ぞれ の担当 部署
の役人を 固定し て配 置して その仕 事に当 たるとい う段取 りぐ らいは 十分
できるは ずなん です 。是非 そのこ とをや はりやっ てもら いた いとい うふ
うに思い ます 。同時 に、私、是 非お 願いし たいのは 、今 もあり ました が、
市町村等 が柔軟 性を 持って この仕 事に取 り 組める という こと にして おか
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なきゃい かぬの です よ。協 議会で 決まら なかった ら市町 村が 手が出 せな
いんだと いうこ とじ ゃなく て、市 町村が もう申請 して、 これ でこう やり
たいんだ という 中で 仕事が 進んで いく。
同時に、 もう一 つは 、これ 是非、 先ほど も申し上 げまし たが 、お願 い
したいの は、被 災者 にどう 働いて もらう か、被災 者をど う雇 用する かと
いうこと をその 仕組 みの中 にしっ かりは め込んで いかな きゃ いけな いん
だという ふうに 思い ます。 大臣、 そこは どんなふ うにな って います か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今御指摘 の点も 非常 に私ど もとし ては 重 要なこと だと思 って おりま
して、当 面、こ の半 年の間 におい て災害 復旧事業 が速や かに 終了し 、本
事業に取 り組め る農 地、そ れから 、被害 の程度が 比較的 軽微 で、災 害復
旧事業を 必要と せず 、すぐ に本事 業に取 り組める 農地、 これ を対象 とい
たしまし て、そ こで この農 業者の 方々に いろいろ と直接 かか わって いた
だくと、 こうい うふ うなこ とで予 算も計 上いたし ている とこ ろでご ざい
まして、 これか らも この復 旧事業 という ふうなも のを、 数年 要する とい
うところ もある いは あると いうふ うなこ とも考え ながら 、災 害復旧 事業
の進捗状 況とい うも のを踏 まえて 、この 被 災農家 経営再 開支 援事業 とい
うふうな ものを 含め て対応 してま いりた いと思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
今大臣の 方から 話が ありま した、 除塩の 事業も含 めて、 そし て経営 再
開支援事 業、こ の取 組につ いては 複数年 も含めて 取り組 める んだよ とい
うことを おっし ゃい ました が、ま さに私 も確認し たかっ たん ですけ れど
も、この 補正で 盛り 込まれ たこの 事業で あります けれど も、 除塩の 事業
なんかも 、一年 だけ で除塩 ができ るとい うわけで はない んだ と思う んで
すよ。こ れも実 態に あって 異なる んだと いうふう に思い ます けれど も、
複数年掛 けて除 塩し なきゃ いかぬ という 事態もあ るとい うふ うに思 うん
ですよね 。とす ると 、そう いう複 数年の ことを当 然計画 した 事業な んで
す ね。こ れ、確 認し たいん ですけ れども 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
当然、一 か月や 半年 で終わ るとは 考えて おりませ ん。尐 なく ともこ の
事業にお いては ある 程度複 数年と いうふ うなもの を想定 して 、そし てや
っていか なきゃ なら ないと 、こう いうふ うな考え 方であ りま す。で すか
ら、この 支援事 業と いうふ うなも のをこ れからど うして いく かとい うふ
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うなこと も、こ れは 当然の ことな がら、 今後の事 業の進 捗状 況とい うふ
うなもの を踏ま えて 検討し ていか なきゃ ならない 大切な こと だと思 って
おります 。
○山 田俊 男君
さて、先 ほどの これ は委員 派遣の 報告と 関連して 、いた だき ました そ
れぞれ土 地改良 の事 業の改 善や、 改善と いいます か、負 担が 大変重 くな
るわけで ありま すか ら、そ れの軽 減の話 、さらに は農業 共済 の組合 の運
営のこと につい ても それぞ れ要望 があっ たわけで ありま すが 、この 除塩
も含めま した復 旧事 業を取 り組み ますと いうとき に、土 地改 良事業 を実
際として は復旧 事業 を含め て新し くやる ことにな るわけ です ね。そ うす
ると、今 までの 優良 な数年 前に実 施した 土地改良 の負担 金を そのま ま抱
えながら 、今度 また この復 旧に伴 います 土地改良 事業に 取り 組むと いう
こ とに相 なるわ けで すから 、これ はもう 、負担金 に負担 金を 重ねる よう
なことは 到底で きな いぞと いうこ とがあ るわけで ありま す。 その関 係は
今度の補 正予算 につ いても 当然配 慮して あるとい うこと でい いんで すね 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今回の補 正予算 の中 に盛り 込まれ ておる ところで ござい ます 。
○山 田俊 男君
もう一つ は、共 済組 合の運 営に関 してな んですけ れども 、共 済組合 の
運営に関 しまし て、 除塩の 事業を 実施す るという ときに 、除 塩の取 組を
やってい る限り は、 それは 何も作 付けな いで、と もかく 、ま あ休耕 にな
っている か、水 張っ てあ る か、な いしは 水の入替 えを何 度か やって いる
かという 取組だ けじ ゃなく て、今 農業者 の間にも いろい ろ議 論があ るん
ですけれ ども、 思い 切って もう塩 があっ てもそこ は作付 けち ゃうと 、作
付けるこ とによ って 場合に よった ら除塩 にも役立 つかも しれ ないと 、こ
ういう意 見があ りま す。そ の際、 当然予 想できる のは、 場合 によっ たら
収量が低 かった り、 それか ら作物 が十分 育たなか ったり とい う問題 が生
ずる可能 性があ りま す。そ の際、 共済に は実は入 れない と、 その取 組を
やっても 、植え ても 共済に は入れ ないと いうこと であれ ば、 これは やっ
ぱり大変 な苦労 を掛 ける こ とにな るわけ ですから 、是非 、除 塩のこ とを
念頭に置 きつつ も、 こうし た作付 けでそ の対策を 講じよ うと いう取 組に
ついても 農業共 済へ の加入 をちゃ んと認 めていく という 仕組 みが私 は必
要だとい うふう に考 えるわ けです が、こ の取組は いかが なっ ていま すか 。
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○副 大臣 （筒 井信 隆君 ）
主食とし ての米 の作 付けを したと ころが 塩の関係 で収穫 が大 きく低
減したり 、ある いは 難しく なった りした 場合には 農業共 済の 対象に なる
ことは当 然かと 思い ます。 しかし 、農業 共済は除 塩作業 のた めの作 付け
を予定し ている もの ではあ りませ んので 、その点 は御理 解を いただ きた
いと思い ます。
○山 田俊 男君
副大臣、 わざわ ざこ れは除 塩のた めに作 付けしま したな んと いうこ と
はおっし ゃらな いと 思うん ですよ ね。ち ゃんと一 生懸命 に作 付けし なが
ら、ちゃ んとし た取 組を、 栽培の 取組を やりなが ら、し かし 、その こと
がひいて は除塩 に結 び付く と、結 果とし てね、と いうこ とを 想定し なが
ら、まあ 痛いよ うな 気持ち で取り 組むん でしょう から、 そう したこ とで
区別付か ないと 思う んです よ。
それはも う、ち ゃん と作付 けする んだと いうこと で取り 組む という ふ
うに思い ますの で、 そうい う区別 を置か ないでち ゃんと やれ るよう にし
てもらい たいと いう ふうに 思いま すが、 いかがで すか。
○副 大臣 （筒 井信 隆君 ）
今の山田 先生の おっ しゃる 意味は 、主食 米として の作付 けを したと い
う場合に は全て 共済 の対象 にすべ きであ る、塩の 影響で 収穫 が大幅 に減
ったり、 難しく なっ た場合 に対象 にすべ きだとい う趣旨 とし て理 解 をし
ますれば 、先生 のお っしゃ るとお りでご ざいます 。
○山 田俊 男君
副大臣、 塩トマ トと いうの を私食 べたこ とがある んです が、 塩分の 多
いところ で作っ たト マトな んです よ。こ れまた格 別甘い んで すよ。 それ
で銘柄で ちゃん と売 れるわ けです から、 場合によ ったら いろ んな方 法が
あります よ。是 非、 いろん な知見 、工夫 が生かさ れると いう 取組を ちゃ
んとやれ れば私 はい いとい うふう に思い ますので 、是非 工夫 しても らい
たいとい うふう に思 います 。
さて、こ の宮城 県の 南部の 被災地 域です ね、イチ ゴを中 心に して大 変
若い農業 者が立 派な 経営や ってい る んで すよ。あ そこは 、一 帯は、 それ
こそ仙台 、それ から 名取、 それか ら亘理 、岩沼も ありま す、 山元、 この
一帯の地 域はそ れこ そ東日 本最大 のイチ ゴ産地で すよ。 立派 な経営 やっ
ていたん です 。若 い皆さ んが 、驚く くらい 若いみん ながや って おりま す。
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そこがと もかく 被災 で全部 失いま した。 全部失っ た。
ところで 、こう した 若い皆 さんが 、五十 日たって 、今年 のク リスマ ス
にはイチ ゴを出 荷し たいと 。そし て、被 災に遭わ なかっ た地 域があ るん
です、ごく 僅か、四 ヘクタ ールぐ らい 残っ ていると いうん です、圃 場で 。
その四ヘ クター ルの 圃場の イチゴ の苗、 これの、 こうし て芽 が出て きま
すから、 こう出 てく るこの 芽が、 一つ一 つがこの 次の苗 にな ってい くわ
けですか ら、こ れを 生かす 取組を 何とか したいと 、大事 に育 ててき たこ
の苗も大 事にし てい きたい と、こ ういう ことでい ます。
こうした 取組を やる ために は、そ れこそ 言うまで もなく て、 今、水 に
つかった 農地を すぐ 使える かとい うのは なかなか 難しい かも しらぬ 。と
すると、 今年は 遊休 地だっ たり耕 作放棄 地がある とすれ ば、 そこを どん
なふうに 活用で きる か。それ から、当 然、ハウスが 全部壊 れま したか ら、
ハウスの 団地化 含め てハウ スの取 組が必 要、共 同で 使える 作業 場 も必要 、
それから 選果場 も、 ＪＡの 選果場 も必要 になって いくわ けで ありま す。
そうなる と、こ こを どうコ ーディ ネート するかと いう取 組が 何とし ても
必要なん だから 、こ れも先 ほど言 いまし たように 、普及 所も もちろ んで
す、農協 もそう です 、市町 村もそ う、県 もそう、 それか ら農 林水産 省の
コーディ ネート でき る担当 者を配 置して 、全体で 三百八 十戸 もいる んで
すから、 若い青 年が 。そう いう地 域を支 えて、ク リスマ スま でにイ チゴ
を作ると 、この 希望 をかな えさせ るよう な取組を 、私は モデ ル的で もい
いからち ゃんと 実施 してい くとい うこと が必要に なると 思 う んです が、
この点に ついて 対策 が今度 の補正 で準備 されてい ますか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今委員か ら言わ れた 地域は 、まさ しく東 北を代表 するイ チゴ 産地と い
うふうな ことで 、す ばらし いイチ ゴを供 給してこ られた とこ ろでご ざい
まして、 その約 百ヘ クター ルが本 当に被 災に遭っ てしま った という ふう
なことで ござい ます 。
そういう 状況の 中で も、何 とか今 年のク リスマス までに はこ のイチ ゴ
を生産し て間に 合わ せたい という 、こう いう農家 の人た ちの 意気込 みと
いうふう なもの を踏 まえて 、農協 におき ましても 、ＪＡ みや ぎ亘理 がイ
チゴの復 興プロ ジェ クト会 議を設 立する と、この ような こと も承知 をさ
せていた だいて おる わけで ありま して、 このため には、 農林 水産省 とい
たしまし ても、 先週 の四月 の二十 八日で ございま すけれ ども 、東北 農政
局担当官 が現地 に出 向きま して、 現状や 具体的な 要望等 につ いてＪ Ａ等
の関係者 から、 また 自主的 に営農 をやっ ておる方 々から 聞き 取りを 実施
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い たして おりま す。
今後、 東 北 農 政 局 の 関 係 部 局 に よ る 支 援 チ ー ム を 設 置 い た し ま し て 、
営農再開 に向け た指 導、助 言を行 うとと もに、東 日本大 震災 の農業 生産
対策交付 金等に より まして 、普及 指導セ ンター等 が行う 営農 相談、 指導
や栽培施 設及び 選果 場の導 入等に ついて 支援を検 討をし てま いりた いと
思ってお ります 。
そういう 中で、 この 百ヘク タール のうち 九ヘクタ ールく らい はハウ ス
の骨組み が残っ てい るとい うこと であり ます。そ ういう ふう なこと を考
えたとき に、こ の骨 組みが 残って いる、 このとこ ろを尐 なく とも復 旧の
シンボル にして いき たいと いうの が 私ど もの基本 的な考 え方 であり ます 。
○山 田俊 男君
いや、 い い 話 聞 き ま し た 。 是 非 、 復 旧 の シ ン ボ ル 、 復 興 の シ ン ボ ル 、
そういう 観点で 、そ この地 域に、 農林水 産省は担 当の方 もお いでで しょ
うから、 まさに 全力 を挙げ てやっ てもら いたいと いうふ うに 思いま す。
それで、 ちょっ と心 配な話 は、大 臣、こ ういう立 派な産 地は しっか りし
た苗も持 ってい る、 技術も 持って いる。 もう苗を 持って 来て くれな いか
という声 が掛か って きてい るとい うんだ よ。国内 ならま だい いよ。 場合
によった ら国外 かも しらぬ からね 、その 話は。こ ういう こと にこの 際や
っぱり委 ねるこ とに なって しまっ たら、 この国の 名折れ です よ。徹 底し
て 対策を 行って ほし いとい うふう に思い ます。
さて、そ の取組 をや るに際 してど うして でも必要 になる こと がある ん
です。何 かとい いま したら 、大臣 、この 地域は、 大臣が おっ しゃっ たよ
うに、栽 培面積 百ヘ クター ルある わけで す。担い 手農家 は三 百八十 戸で
すよ。一 戸当た り二 十五ア ール、 四十億 円の販売 を持っ てい ます。 一戸
当たり一 千万円 を超 える販 売高、 誇って いますよ 。平均 で一 千万円 を超
える。と ころで 、と もかく 全部失 いまし た。被災 農家は 三百 八十戸 のう
ち三百五 十六戸 です よ。被 害面積 はもう 九五％、 ほとん ど全 部消滅 しま
した。
さて、個 別の事 例 で 言いま す。父 親と長 男が中心 で、家 族六 人、大 型
のビニー ルハウ ス二 棟、三十五 アール 、米 を二ヘク タール やっ ていま す、
合わせて ね。年間 販売高 は二千 三百万 円 の農家で す。それ こそ農 業機械 、
農地、ハ ウス、 育苗 施設、 作業所 、自宅 の全てを 失って いま す。借 金の
残高は一 千万円 を超 えてい ます、 優に超 えていま す。
さて、こ の新し い経 営をや って、 そして クリスマ スまで にそ のイチ ゴ
が売れる ように した いとい うとき に、こ れまでの 借金を 抱え たまま 新た
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に新しい ハウス の借 金を抱 え込む という ことは到 底無理 なわ けです 。農
林水産省 は、金融 対策も 今度の 補 正予 算 の中にお 入れに なっ て、無利子 、
無担保、 無保証 人と いうこ とをお っしゃ っている けど、 借金 のかさ 上げ
になった んでは 、これは もう農 家は踏 み 出せない という わけ です 。一方 、
貸す方も 、前の 借金 は、一 千万円 を超え る前の借 金は一 体返 ってく るの
かどうか 。それ じゃ 、返っ てこな いとす れば、こ れは不 良債 権にな りま
すから、 その貸 す方 の経営 にも影 響して くるわけ ですか ら、 新しく 一体
貸せるの か貸せ ない のかと 。無利 子、無 担保、無 保証人 です よ。そ れで
も貸せる のか貸 せな いのか という 大変な 心配をし ている わけ です。 これ
に早くこ たえて やら なきゃ い かぬ のです よ。これ までの 借金 を、要 は、
棚上げす るか、 国が 買い取 るか、 これを やらない と新し い挑 戦をス ター
トさせる ことに はな らない わけで 、これ は今イチ ゴ農家 の話 をしま した
が、しか しこれ はそ うでな くて、 これは もう全部 、岩手 の漁 業の関 係者
も、それ からそ れぞ れの、 宮城県 やそれ ぞれの中 小企業 の関 係者も 、そ
して貸す 方から いう と地方 銀行も 信金も 信組も農 協もそ れか ら信漁 連も 、
みんな同 じだと いう ふうに 思いま す。
金融庁に お聞き しま すが、 和田政 務官、 おいでで ありま す。 一体、 こ
うしたこ とに対 応す る検討 を行っ ておら れますね 。いか がで すか。
○大 臣政 務官 （和 田 隆 志 君）
山田委員 にお答 え申 し上げ ます。 まず最 初に、先 ほど来 お伺 いして お
りました お話、 私自 身も感 銘を覚 えまし た。十二 月には 、是 非その イチ
ゴ農家の 方々が 作ら れたイ チゴの 乗った クリスマ スケー キを 自分で 進ん
で買い求 めたい とい うふう に思っ ており ます。
さて、お 問合せ でご ざいま すが、 現在の 被災地域 におけ る農 業、漁 業
を営んで いらっ しゃ る方々 始め製 造業中 心の中小 企業の 方々 、おっ しゃ
るとおり 既往の 債務 に大変 苦しん でいら っしゃい ます。 そう したと ころ
をどうや って対 応し ている か、ま ず御説 明させて いた だ きた いと思 いま
すが、ま ず、被 災直 後から 金融庁 は各レ ベルの金 融機関 の方 に要請 いた
しまして 、この 事態 におい て債務 の返済 猶予など 金融円 滑化 法の趣 旨に
のっとっ て最大 限債 務者に 資する ような 対応を取 ってい ただ きたい
というふ うに申 し上 げてま いりま した。 各金融機 関にお かれ てもそ の趣
旨を非常 に重く 踏ま えてい ただき まして 、現在で は、ど の業 種につ きま
しても、 既往債 務の 債務返 済につ いては ほぼ全面 的に猶 予し ていた だい
ている実 情でご ざい ます。
実態上、 三か月 とか 六か月 とかの 猶予に なってい るもの が多 いので ご
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ざいます が、今 まで 国会の 審議の 中でこ の期間を もっと 長期 化でき ない
かという ような 御議 論もご ざいま した。 実は、こ の点に つき まして は、
いろいろ 私ども も金 融機関 と相談 をしな がらまい ってお りま すが、 債務
企業、債務者 の方 々にお かれま しても 、事 態の推移 が進ん でい くとき に、
例えば一 年なり 二年 なりの 債務返 済猶予 期間を設 定した とす れば、 そこ
から先、 事態が もし 思わし く進ま ないと きには、 それよ りも っと要 する
に具体的 に踏み 込ん だ債務 の返済 猶予、 それから 若しく は一 部には 債務
免除、そう したも のも考 えてい かなく て はいけな いだろ うと いうこ と で 、
やはりそ こは状 況を 見極め ながら 判断し ていこう という こと が、債 務企
業と金融 機関の 側と の間で そうい った方 がよいと いうよ うな 意向が 働い
ているよ うでご ざい ます 。これ が今の 債 務返済猶 予の状 況で ござい ます 。
また、実 質的に 皆様 方から よくお 話しい ただくん でござ いま すが、 そ
れぞれ既 往の債 務を 抱えた 状態で は次の 事業に進 んでい けな いとい うよ
うなこと をよく おっ しゃっ ていた だきま す。確か に非常 に大 変な中 でご
ざいます 。それ があ るがゆ えに、 各金融 機関も一 件一件 個別 に、こ の企
業につい ては、 この 事業者 につい ては債 務免除を せざる を得 ない と いう
判断を行 ってい くも のと思 われま す。
私どもは 、現在 私ど もの持 ってお ります 法制で金 融機能 強化 法とい う
のがござ います が、 この法 律は、 危なく なった金 融機関 を助 けるた めの
法律とい うより は、 むしろ 健全な 間にも 地域経済 や中小 企業 の方々 の企
業経営を 助ける 意味 で、地 域経済 に資す る意味で 、積極 的に 金融機 関が
取り組ん でいた だけ るので あれば 、そこ は国とし ても進 んで 資本注 入を
検討して いくと いう 枠組み でござ います 。現在、 十二兆 円の 政府保 証枠
がありま して、 幸い なこと にまだ 使われ ているの は三千 五百 億円程 度で
ございま すので 、こ の枠を より積 極的に 皆様方に も提唱 し、 そして 各金
融機関に も使っ てい ただけ ればと いうふ うに思っ ていま す。
こういっ たこと を今 取り組 んでお るわけ でござい ますが 、更 にどう い
った工夫 ができ るか 、財政 やまた 政策金 融、そし て各金 融機 関の民 間金
融、これ らを政 策総 動員い たしま して対 応してい きたい と考 えてお りま
すので、 また御 提言 ござい ました ら是非 いただけ ればと いう ふうに 思い
ます。以 上でご ざい ます。
○山 田俊 男君
今、るる お話が あり ました が、ち ょっと その枠組 みでは 負債 を積み 上
げるだけ になっ てし まうん じゃな いのか と。そし て、お っし ゃいま すよ
うに、金 融機能 強化 法の運 用も含 めて、 金融機関 による 債務 の免除 も考
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え得るん だと、 将来 的には ねとい うふう におっし ゃって いる 。そん な悠
長なこと では、 おっ しゃい ます、 政務官 、クリス マスに イチ ゴ食べ られ
ないです よ。そ れは ね、間 に合わ ないん ですよ。 だから 、こ こはし っか
りと、既 往の債 務は もう免 除する 、ない しは、し かるべ く仕 組みを つく
ってこれ を買い 上げ るか、 棚上げ するか 、それこ そ塩漬 けし てしま うと
い う取組 の中で 新し いこと をやり ますよ というふ うにし ない 限りこ の問
題は片付 かない んで す。
この点は 、昨日 の予 算委員 会で野 村委員 から、隣 の野村 委員 から総 理
に対して 大分激 しい やり取 りがあ りまし て、総理 は最終 的に は、債 務を
抱えてい る事業 主が 更に債 務を積 み増す という形 でない 救済 策も検 討し
ていきた いと答 弁し ている んです 。これ 、金融庁 の方へ ちゃ んと下 りて
きていま せんか 。総 理は往 々にし て、予 算委員会 や国会 で答 弁され てい
るんだけ れども 、そ れが下 へ下り ていな いという 心配が ある んだけ れど
も、これ は下り てい ないん ですか 、どう ですか。
○大 臣政 務官 （和 田 隆 志 君）
決して官 邸の方 から 御意向 が下り てきて いないと いうこ とで はなく
て、もう 既にか なり 前から 、いわ ゆる二 重ローン という ふう に世の 中で
は称して おるよ うで ござい ますが 、この 問題にど んな対 応が 可能か とい
うことは 鋭意検 討さ せてい ただい ている ところで ござい ます 。
しかし、 今まで 検討 してい る中で はまだ 妙案が見 付かっ てお らず、 是
非皆様方 にもお 知恵 をお貸 しいた だきた いと思い ますが 、こ の問題 を国
民の皆様 方に御 理解 いただ けるよ うに解 決してい くため には 、今ま での
債務を抱 えてい らっ しゃっ た方が 大変な こと は皆 様方多 分国 民の合 意、
同意が取 り付け られ るもの だと思 います が、さり とて、 債務 があっ た方
となかっ た方に つい てどう いうふ うな仕 切りを付 けるか とい うこと も国
民の皆様 方に御 説明 する必 要がご ざいま すし、そ れから 、こ れから 先、
次の事業 をされ るの か、も う事業 はされ ないでほ かのと ころ に取り 組ま
れるのか 、そう いっ たとこ ろによ って様 々のニー ズがあ るか という ふう
に思って おりま して 、それ らをど のよう に類型立 てて御 支援 申し上 げる
べきかと いうと ころ に今頭 を悩ま せてい る次第で ござい ます 。
○山 田俊 男君
この点も 昨日の 予算 委員会 で大分 激しい やり取り があり まし たが、 御
案内のと おり、 もう 御存じ だと思 うんで すよ。阪 神・淡 路の ときに 中小
の多くの 企業に 対し ておっ しゃい ますよ うな形で の債務 の猶 予期間 を設
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けて、そ してや った と。し かし、 債務猶 予期間過 ぎたら もう みんな 倒産
ないしは 撤退し たん じゃな いです か。そ うでしょ う。多 くの 企業が そう
したんで すよ。
今この地 域にお いて 債務の 猶予期 間を置 いたって 、置い た後 それは 続
かないも の。み んな この時 点でも う出て いっちゃ います よ。 苗持っ てど
こかへ行 っちゃ いま すよ。 海渡る かもし れない。 こんな こ と してい ちゃ
駄目でし ょうが 。だ から、 今持っ ておら れる債務 も、そ れじ ゃ努力 不足
だったで すか。 そう じゃな いでし ょう。 一生懸命 やって きて 、自分 の責
任ですか 。そう じゃ ないで す、こ の大災 害じゃな いです か、 大津波 じゃ
ないです か。防 ぎよ うがな かった ですよ 。まして や、家 族み んなそ ろっ
ている方 はいい んで すよ。 あそこ の地域 は千二百 名亡く なっ たんだ よ、
そして六 百名行 方不 明とい う実情 を、だ んだん尐 なくな って いるよ うで
あります けれど も、 しかし まだ四 百名と 、我々が 伺った とき にそう おっ
しゃって いた。
そんな事 態の中 で将 来の将 来像を 描いて あげなき ゃいか ぬ、 ビジョ ン
を示さな きゃい かぬ。そ のと きに、一 体、既往の債 務があ るじ ゃない か、
国民的な 理解は 得ら れない かもし らぬ、 経営に就 くのか 就か ないの か見
通しが立 たない じゃ ないか といっ て、霞 が関にい て、こ こに 永田町 にい
て話して いたん じゃ 駄目な んだと 思うん だよ。や っぱり 現地 に行っ て、
彼らにイ チゴを 作っ てもら うため に何す るんだと 、その ため に必要 な対
策をやろ うじゃ ない かと、 そして そのた めに必要 な特別 立法 を作ろ うじ
ゃないか と、そ のた めの枠 組みつ くろう じゃない かと。 十年 でも二 十年
でも掛か っても いい じゃな いです か。そ れを管理 して、 そし て運営 して
いく仕組 みつく れる はずで すよ、 今まで 何度も経 験して いる んだか ら。
そういう 特別立 法が 私は何 として でも必 要だとい うふう に思 います
から、ど うぞそ のこ とをや ってい ただき たい。大 臣、も う大 臣は予 算委
員会にも 出てお られ て、今の御 議論も お 聞きです から 、一 体何が 必要か 。
まさに、 大臣、 モデ ル事業 として 新しい 復興の絵 をそこ に見 ようと いう
ふうにお っしゃ るの であれ ば、二 重債務 の問題に ついて きち っと整 理し
ていくと いうこ とを 考えな きゃい かぬわ けで、断 固それ をや ってい ただ
きたいと いうふ うに お願い します が、 意 見聞きま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
既往債務 の負担 軽減 という ふうな ものに つきまし ては、 今委 員から の
お話のと おりに 、昨 日の予 算委員 会にお きまして 総理大 臣自 らが検 討し
ていくと 、こう いう ような 発言も ござい ました。 そうい う意 味では 、総
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合的に対 応して いく という ふうな ことが 大事だと 思って おり ます。
もう一つ は、こ の負 担軽減 という のと同 時に、や はりそ の現 地にお け
るところ の農協 等の 金融機 関の機 能が発 揮できる ように する という よう
なことも 大事な こと だと思 ってお ります ので、金 融庁と 、あ るいは 関係
省庁とも 連携を 取っ て今後 対応し ていか なきゃな らない と思 ってお ると
ころでご ざいま す。
○山 田俊 男君
まさに大 臣がお っし ゃると おりな んです よ。この 仕事ど この 仕事な ん
だと、対 策本部 もい っぱい あるか ら、対 策本部の うちの どこ とどこ だと
いうふう に言っ てい るうち に何か 月も掛 かっちゃ うみた いな 話にな りか
ねないわ けだか ら、 ここは おっし ゃるよ うに担当 部署は もう はっき りし
ているわ けです よ 。金融 庁はど うしま す か、農 林水産 省は どうし ますか 、
それから 経済産 業省 はどう します か、財 務省はど うしま すか としっ かり
決まって いるわ けだ から、 そのし っかり 決まって いると ころ で体制 を組
んで、そ して、 農協 だけの 話じゃ ない、 漁協だけ の話じ ゃな いね。 信金
も信組も 銀行、 地方 銀行も みんな 同じ課 題抱えて いるん です から、 その
地域の。 だから 、是 非、そ の連携 をつく っていた だいて この 問題の 解決
に当たっ ていた だき たいと いうふ うに是 非是非お 願いす ると ころで あり
ます。
もう一つ 、この こと と関連 して、 漁船の 津波によ ります 破壊 の問題 が
あります 。これ は、 私のふ るさと は富山 県なんで すが、 その 富山県 から
も何と八 そうの 船が 気仙沼 へ行っ て、気 仙沼でそ してイ ワシ の漁を やっ
て、富山 県の需 要の 三割は 、イワ シの三 割はもう 気仙沼 から 来てい ると
いうこと であり ます から、 海は一 つです ね。本当 にそう 思い ます 。 そし
て、あそ こで、 今休 漁期で すから 、それ の補修も 含めて 行っ ていて 、そ
して修理 してい て被 災して もうほ とんど 使い物に ならな いと いうこ との
ようです 。
船一そう 七億か ら八 億掛か るんで すか、 漁具も入 れたら 、一 億ない し
二億、ト ータル でい うとや っぱり 十億ぐ らい掛か るんで すね 、一つ の船
ね。これ 、それ は大 変です よ。是 非、こ れらの船 の問題 につ いて、 ちゃ
んと新し い船が 造れ ると、そ れから 同時 に、今まで の船の、壊れた 船の、
ないしは 始末し てし まわざ るを得 ない船 の負債を そのま ま積 み上げ てい
たのでは 、これ はも う新し い船は 造れま せんから 、 是非 この 点につ いて
も対策を 考えて ほし いんで すが、 今回の 補正予算 の中で この 点の取 組は
どうなっ ていま すか 。
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○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
漁船の建 造につ きま しては 、激甚 法に基 づきまし て五ト ン以 下の漁 船
対策とい たしま して は漁協 が行う 、漁協 が所有す るとい うこ とでご ざい
ますけれ ども、 共同 利用小 型船の 建造に ついては 国が三 分の 一、都 道府
県が三分 の一の 助成 を行う という ような ことであ ります 。
そしてさ らに、 今回 は激甚 災害法 のスキ ームでカ バーさ れな い被災 地
域の漁船 や五ト ン以 上の漁 船につ きまし ては、激 甚災害 法の 措置並 みと
なる新た な支援 策を 盛り込 んだと ころで ございま すので 、基 本的に 今お
話のあり ました 気仙 沼で被 災した 富山県 の漁船も 対象と なる と、こ うい
うふうな ことで ござ います 。
○山 田俊 男君
先ほど金 子委員 の方 から、 金子委 員のふ るさとで 原発の 大き な被害 に
遭ってお られる わけ で、本 当にお 見舞い 申し上げ るとこ ろで ありま すけ
れども、 ともか く、 原発問 題で損 害賠償 紛争審査 会、こ れ、 風評被 害の
指針が出 なかっ たと 、風 評 被害の 補償に 関する指 針が先 送り された とい
うのは大 変残念 なん です。 微妙な 言いぶ りになっ てはい るん ですけ れど
も、この 問題を 今後 どう扱 うのか 、文科 省から来 ていた だい ており ます
ので、この扱 いに ついて 見解を お聞き し ます。しっか り答 えてく ださい 。
○政 府参 考人 （藤 木完 治 君）
お答え申 し上げ ます 。原子 力損害 賠償紛 争審査会 、四月 二十 八日に 第
一次指針 を作成 させ ていた だきま した。 これは原 子力損 害の 範囲の 判定
等の指針 という こと であり まして 、これ は被害者 を可能 な限 り早期 に救
済してい こうと いう ことで 、相当 因果関 係が明ら かなも の か ら順次 策定
していく と。全 部そ ろって 一回で 出そう という考 え方で はな くて、 でき
るものか らどん どん 策定し ていく という こととし ており ます 。先日 出さ
れました 第一次 指針 におき まして は、こ のような 考え方 に基 づきま して 、
政府の指 示等が あり ました 避難、 農作物 の出荷停 止等々 によ り生じ まし
た損害に 関する 賠償 の考え 方を明 らかに したとこ ろでご ざい ます。
委員御指 摘のと おり 、この 第一次 指針で はいわゆ る風評 被害 は対象 外
となって おりま す。 これは 、審査 会でも 議論がご ざいま した が、そ の被
害が非常 に広範 囲な 産業分 野にわ たって いる、ま た被害 の形 態も多 種多
様である という こと があり ますの で、そ れらにつ いて今 回の 原子力 発電
所の事故 との相 当因 果関係 につい て明ら かにして いくと いう ために は、
被害の実 態ある いは 事故と の関連 性の程 度、そう いった もの につい て更
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に詳細に 調査検 討し ていく 必要が あると いうこと で、今 後の 検討課 題と
はなって おりま す。
しかしな がら、 こう した風 評被害 にかか わる損害 につき まし ても、 こ
の第一指 針の中 では 今後検 討する 旨が明 確に記述 されて おり ます 。今後 、
この風評 被害に 関し まして もでき るだけ 早く検討 を進め まし て、そ の結
果を次の 段階の 指針 に反映 させて まい り たい、そ ういう ふう に考え てお
ります。
○山 田俊 男君
今後の検 討課題 とし て明記 されて おりま す。私も 承知し てい ます。 ち
ゃんとや るとい うふ うにお っしゃ います ので、次 の指針 には ちゃん と盛
り込んで くださ い。 そうじ ゃない と、み んな物す ごく不 安を 抱いて いま
すから、 よろし くお 願いし ます。
さて、最 後に、 大臣 、先ほ どと関 連しま すが、要 は、や っぱ り被災 さ
れた皆さ ん、将 来こ の地域 はどう なるん だろうか という こと をそれ ぞれ
みんな考 えてお られ るわけ です。 その中 で、自分 はどう いう 農業を やろ
うか、水 産業を やろ うか、 そして またど ういう生 き方を しよ うかと 本当
に深刻に 考えて おら れます よ。そ れにや っぱり、 大臣、 こた えなき ゃい
かぬとい うふう に思 います 。その 復興計 画、将来 像を一 体ど んなふ うに
おまとめ になる のか 、関係 方面の 意見も ちゃんと 聞きな がら 絵を早 く描
いていか なきゃ いか ぬとい うふう に思い ます。
なお、そ のこと と関 連して 、大臣 、米の 先物取引 の試験 上場 申請の 問
題が出て いるわ けで す。何 か新聞 の報道 で見てび っくり した んです けれ
ども、今 度の東 穀の 理事長 、申請 してい る東穀の 理事長 は、 震災に よる
影響は軽 微だと 、試 験上場 は必要 だとい うふうな 我田引 水の 何か会 見か
発 表をさ れて、 もう びっく りしま した。 これ、東 北の皆 さん 、物す ごく
怒ってい ますよ 。一 体、こ んな事 態にあ るのに、 我々の 米の 生産も ひっ
くるめて 苦しん でい るとき に、ど こへ持 っていこ うとし てい るんだ とい
う不安で ありま す。 国がし っかり 、我が 国の米は こんな ふう に国が 管理
するよと いう仕 組み の根幹 を崩さ せちゃ 駄目なん ですよ 。是 非、そ のこ
とを。
それから もう一 つは 、これ はもう どこに 行っても 言われ る。 震災対 策
があるか ら、大 臣も まずこ の復興 対策が 第一だと 考えて いる から、 ＴＰ
Ｐの問題 は念頭 にな いとい うふう に大臣 明言され ている んだ けど、 しか
し、地方 へ行く と、 そうじ ゃない という ふうにお っしゃ るん だよ。 地方
に行くと 、いや 、何 で新聞 であん なふう に書かれ るんだ と、 何であ んな
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ふうに経 団連が 、Ｔ ＰＰ促 進だと 、震災 だからこ そＴＰ Ｐだ という ふう
に言うの かと。 一体 何だと いう議 論です よ。
大臣、こ んなこ とを 、ちゃ んと、 放置し たまま将 来像を 描こ うとい っ
ても駄目 です 。どう ぞ、大臣、重大 な決意 を持って 、本 当の困 難です よ、
この困難 を我々 は乗 り切っ ていか なきゃ いかぬと いうふ うに 思いま すの
で、大臣 の決意 をお 聞きし ます。
○委 員長 （主 濱了 君）
鹿野農林 水産大 臣、 簡潔に お答え くださ い。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
この被災 地を新 しい 食料基 地とし て復興 させると いうこ とに つきま
しては、 当然の こと ながら 、地域 の方々 、都道府 県なり 市町 村なり 関係
の方々と 、御意 見を 聞きな がらこ の組立 てをして いかな きゃ ならな い。
そういう 意味で は、 復興構 想会議 におい ても議論 されて いる ところ でご
ざいます けれど も、 農林水 産省の 考え方 がそうい う中で 取り 組まれ るよ
うにこれ からも 積極 的に対 応して まいり たいと思 ってお りま す。
ＴＰＰに 関しま して は、こ れは大 きな変 化があっ たわけ です 。我が 国
において 大きな 変化 があっ たんで す。大 きな変化 があっ た限 りは、 まさ
しく今後 ＴＰＰ に参 加する かしな いかの ことにつ いても 新た なる検 討が
必要であ るもの と思 ってお ります 。
○山 田俊 男君
先物はい かがで すか 。
○副 大臣 （筒 井信 隆君 ）
これは、 先生お っし ゃると おり、 東京と 関西の商 品取引 所か ら試験 上
場の申請 があり まし て、三 月二十 五日に 官報に公 示をい たし ました 。三
か月間を 経て、 その 後一か 月以内 に決定 をすると いうこ とに なって おり
ます。た だし、 その 決定の 際には 、試 験 上場でご ざいま すか ら、二 つの
要件、こ れ今時 間が ないと いうん で省略 いたしま すが、 二つ の要件 に該
当しなけ れば試 験上 場を認 めなけ ればな らないと いう規 定に なって おり
ます。
さらに、 今、米 の需 給の方 の話が ありま したが、 今度の 震災 で十四 万
トン、生 産数量 目標 の配分 に宮城 県、福 島県が応 ずるこ とが できな いと
いうこと で、県 内調 整、県 間調整 をやっ てまいり ました が、 その結 果、
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十二万ト ンがそ こで 手当て が付く ことに なりまし た。一 部、 備蓄米 が津
波に被災 した点 もご ざいま すが、 これら 二つの点 を併せ ても 米の需 給関
係に大き な支障 は生 じない とい う ふうに 農水省と しては 考え ており ます 。
○山 田俊 男君
ありがと うござ いま した。 終わり ます。
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