参議院農林水産委員会／2011 年 5 月 31 日

【主 な質 疑項 目】
１．福島 原発 か ら離 れた 神奈 川の 茶や 岩 手の 牧草 でセ シウ ムの 検 出に
つい て
２． お茶 から 放射 性物 質 が検 出さ れた こ とに つい て
３． たば この 損害 賠償 対 策に つい て
４． 原発 事故 の収 束に 向 けた 行程 表に つ いて
５ ． ＴＰ Ｐ に つい て
６ ． Ｅ Ｕ との ＥＰ Ａ 予 備 交渉 協議 開始 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、農林 水産大 臣始 め皆さ ん
に意見交 換をさ せて いただ きます 。
最初に、 今、東 電の 福島原 発から 南へ三 百キロ離 れた箱 根の 麓の足 柄の
お茶から 暫定規 制値 以上の セシウ ムが出 たという ことで あり ますし 、そ
れからさ らに、 北へ 三百キ ロ離れ ており ます盛岡 の岩手 山の 麓の牧 草か
らも規制 値を超 える セシウ ムが出 たとい うことで ありま す。 一体ど こま
での広が りがあ るん だとい う心配 が生産 者の間か らもう ほう はいと して
起こって きてい るわ けであ ります し、同 時にまた 大変な 不安 ですし 、憤
りもいっ ぱいで あり ます。
それでお 聞きし たい わけで すが、 お手元 に今日は 写真を 出さ しても ら
いました 。この 写真 、実は 誠に面 目ない のですが 、この 写真 を見た のは
この爆発 が終わ った 後の、 一か月 ぐらい たってか らなん です よ、私 。こ
れまでは こうし た写 真を見 ており ません でして、 建屋か らも くもく と白
い蒸気が 上がる とい うぐら いの写 真しか 見てなか ったわ けで ありま すけ
れど、と ころが 、い や、も っと爆 発があ るよとい うこと を教 えてい ただ
いて、早 速これ はユ ーチュ ーブか ら取り ました。
もちろ ん 、 そ の 後 も 深 夜 、 朝 方 の 三 時 だ っ た で す か ね 、 こ れ は Ｂ Ｓ 、
民放のＢ Ｓのニ ュー スで も 深夜流 してい ましたか ら、あ あ、 何だと 、我
が国でも 民放放 送で 一部流 してい るとい うことは あるの かと いうふ うに
思いまし たが、 昼日 中この 映像を 見るこ とはまず 私はな かっ たよう に思
うんです 。一体 、や っぱり これだ けの爆 発があっ たとす れば 、これ は大
変なこと なんだ と。 当然、 外国の 皆さん もこの動 画をず っと 見てお られ
るわけで すから 、そ うする と、お い、日 本ではえ らい大 変な ことが 起こ
っている んだぞ とい うこと が、日 本に来 日される 皆さん がも う圧倒 的に
減少して いると いう こと等 々、それか ら ヨーロッ パやア メリ カの皆 さん 、
欧米の外 国の皆 さん の 危機 感がこ の映像 からきて いる。 そし て、こ れが
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多分実態 だとい うふ うに思 うんで す。
一体、 な ぜ こ の 映 像 が 我 が 国 の テ レ ビ 等 の 映 像 で 出 な い ん で す か ね 。
これ、隠 してい ると いうこ とはあ るんで すか。そ れとも 、テ レビ会 社は
自粛して いるん です かね。 これを 原子力 安全・保 安院に お聞 きした いと
思います 。松下 副大 臣お見 えです から、 是非お聞 きした い。
○副 大臣 （松 下忠 洋君 ）
三月十四 日にこ の福 島第一 原子力 発電所 の三号機 の水素 爆発 が起こ
りました 。私も これ はテレ ビで見 ており ました。 その直 後、 福島に 飛ん
だんです けれど も、 当時は 国内の テレビ 局におい て報道 され たとい うふ
うに承知 してお りま す、私 も現実 にそれ 見ました から。 この 映像は その
国内テレ ビ局に よっ て撮影 された もので ございま すが、 政府 として は当
該この爆 発を撮 影し ており ません で、こ の映像に ついて 公表 はして いな
いという ことで ござ います 。
○山 田俊 男君
副大臣、 そうす ると 、我が 国の民 間のテ レビ局は 、自分 で撮 影した ん
だけれど も、こ れを 放映す るのを 控えて いるんで すかね 。こ れはど んな
ふうに受 け止め てお られま すか。 ほとん ど出ませ んよね 。
○副 大臣 （松 下忠 洋君 ）
政府は関 与して おり ません 。民間 放送の 中 で定点 で、望 遠で 撮影さ れ
たものと 思って いま すから 、その 民間の 放映され た映像 をユ ーチュ ーブ
等で自由 に放映 して いるん じゃな いかな と、そ う考 えてい ますけ れども 、
政府は関 与して いま せん。
○山 田俊 男君
私も、わ ざわざ 事を 荒立て て、こ ういう ことだこ ういう こと だと言 う
つもりは ありま せん 。しか し、要 は三百 キロ離れ た地点 から お茶や 牧草
から出て いると いう ことの この危 機感と いいます か、広 がり といい ます
か、その ことを やっ ぱり十 分念頭 に置い て物事を 考える 、進 めてい くと
いうこと が必要 だと 、こん なふう に考え ているわ けです 。
と こ ろ で 、ＳＰ ＥＥ ＤＩで す、こ れは文 部科学省 が仮定 予測 計算と いう
形でお出 しにな って いる。 ただ、 放射性 物質の拡 散の状 況を より有 効な
放出情報 を得ら れな かった ので、 あくま で仮定計 算にな って いるん だよ
という話 になっ てい るわけ ですけ れども 、その計 算され てい る皆さ んか
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らとって 、専門 家か ら見て 、一体 三百キ ロ離れた ところ から こうい うこ
とで出現 すると いう ことは もう想 定され ているん ですか ね。 想定内 の話
なんです か、そ れと も、い やいや 大変だ ぞという 話なん です か、そ れを
お聞きし ます。 文部 科学省 。
○政 府参 考人 （伊 藤洋 一 君）
放射性物 質 の事 故に よる拡 散状況 につい てのお尋 ねだと いう ふうに
理解させ ていた だき ます。 文部科 学省に おきまし ては、 福島 第一原 発周
辺の放射 性物質 の拡 散状況 を把握 するた め、様々 な手法 を駆 使いた しま
して環境 のモニ タリ ングを してい るとこ ろでござ います 。全 国的な 広が
りにつき まして は、 各都道 府県に 委託し まして環 境放射 能の モニタ リン
グを行っ ており まし て、大 気中か ら降っ てくる、 降下す る放 射性物 質を
含むちり 、ダス トの 放射能 濃度に つきま して、事 故後の 三月 の十九 日以
降毎日定 期的に 確認 し、公 表して いると ころでご ざいま す。
この中で 、事故 後の セシ ウ ム１３ ７の降 下状況に つきま して 幾つか の
地点でち ょっと 申し 上げさ せてい ただき ますと、 例えば 、神 奈川県 では
三月の二 十一日 に一 平方キ ロメー トル当 たり二百 十メガ ベク レル、 静岡
では三月 の二十 二日 に一平 方キロ メート ル当たり 七十二 メガ ベクレ ル、
また、岩 手県で は三 月の二 十一日 に一平 方キロメ ートル 当た り六百 九十
メガベク レルと いう 濃度の 放射性 物質が 検出され たとこ ろで ござい ます 。
このよう な形で 広が りを見 せてい るとこ ろでござ います けれ ども、 文科
省といた しまし ては 、各県 にお願 いしま してこう いった デー タを集 め、
公表して いると ころ で ござ います 。
○山 田俊 男君
資料の二 枚目に 放射 性物質 の拡散 状況で すね、こ れ、Ｓ ＰＥ ＥＤＩ 等
の情報も 得なが ら、 これは 国際・ 地球環 境・食糧 問題に 関す る調査 会で
我々がお 呼びし た参 考人の 星先生 からの 資料であ ります けれ ど、こ れ見
てもらっ ても、 こう いう形 での拡 散があ るわけで すが、 この 中心の 拡散
がずっと 箱根の 山ま で広が ってい ると 、こういう 想定は 当然 あり得 ると 、
数字が出 ている んだ からそ うだと いうこ とですか 。これ ぐら いの広 がり
を持った ものに なっ ている という ふうに 見ていい のかど うか 、これ は専
門家の意 見を聞 きた いです 。
○政 府参 考人 （伊 藤洋 一 君）
文部科学 省にお きま しては 、ただ いま申 し上げま したよ うに 、各都 道
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府県にお きます 環境 放射能 モニタ リング のデータ を集め 、公 表して いる
ところで ござい ます が、こ れ以外 にも、 発電所周 辺の二 十キ ロ以遠 にお
きまして モニタ リン グカー による データ の捕捉、 それか らア メリカ のエ
ネルギー 省と連 携い たしま して航 空機に よるモニ タリン グ、 こうい った
手法を駆 使いた しま して、 放射性 物質に よる汚染 の広が り、 これに つい
て確認し ながら 公表 してい るとこ ろでご ざいます 。
先ほど申 し上げ まし た都道 府県の 環境モ ニタリン グの結 果 に よりま
すと、静 岡県も 含め まして 広く東 北・関 東エリア におい て放 射性の 降下
物がある という こと につい て確認 してい るところ でござ いま す。た だ、
それは、 先ほど お話 のござ いまし たＳＰ ＥＥＤＩ という よう な形で の予
測ではご ざいま せん で、実 測値で そうい った広が りを確 認し ている とい
うことで ござい ます 。
○山 田俊 男君
実測値で 出てい ると いうこ とであ れば、 もっと事 態は深 刻で あろう か
というふ うに思 うわ けです 。
ところで 、三月 の十 四日に これ爆 発があ ったわけ ですね 。そ して、 三
月の二十 一日に 実測 値でこ うした 数値が 神奈川県 や静岡 県で も出 て いま
すよとい うお話 があ ったん です。 そうす ると、こ れは大 気中 に放射 性物
質はまだ 残って いる し、そ れから 、今も 場合によ ったら 東電 の原発 は、
これは今 も放出 して いるし 、そう すると 、梅雤や 台風で もっ と遠く へ拡
散すると いうこ とも あり得 るとい うふう に見てい いのか どう か、こ の辺
も大変心 配であ りま す。と りわけ 、これ から果物 が夏場 に従 いまし てず
っと出て くる、 その 果物に これら の放射 性物質が 含まれ てい るとい うこ
とになっ たら、 これ はこれ で大混 乱であ ります。
石川迪夫 さん、 日本 原子力 技術協 会最高 顧問であ りまし て、 二十七 日
の予算委 員会で 我々 も参考 人の御 意見と してお聞 きしま した 。今日 ここ
にいます 我が党 の長 谷川委 員の質 問に答 えまして 、炉心 溶融 の事態 にあ
るけれど も、気 体放 出、放 射能の 放出は 既に出尽 くした と考 えられ 、チ
ェルノブ イリの よう な大気 圏を巻 き込む ような大 汚染に はな らない だろ
うという ふうに おっ しゃっ ている わけで すが、し かし、 高濃 度汚染 水の
扱いは大 変だと いう ふうに もおっ しゃっ ておられ るわけ であ ります 。
一体、 こ れ か ら も っ と こ の 放 出 が 想 定 さ れ る の か 。 そ れ か ら 、 い や 、
そうじゃ なくて 、先 ほど言 いまし たよう に、もう 既に放 出さ れたも のが
大気中に 残って い て 、そし てこれ が降下 してくる んだ、 そう いう形 でこ
の放射性 物質の 拡散 が今後 とも更 にあり 得るとい うふう に見 ていく んで
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すか。そ れとも 、徐 々に収 まって いくと いうふう に見る んで すか。 原子
力安全・ 保安院 、松 下副大 臣です か、よ ろしいで すか。
○副 大臣 （松 下忠 洋君 ）
四月の十 七日に 東京 電力が 工程表 を発表 しました 。三か 月の 間にと に
かく冷温 状態に して 、とに かく安 定させ る、冷や すとい うこ とを成 功さ
せると。 その後 、今 度は三 か月か ら六か 月かけて 放射能 をし っかり と我
が手元で 管理で きる という 仕組み にする という、 この基 本的 な方向 は変
わ ってお りませ ん。 その間 、メル トダウ ンしたの ではな いか という よう
なことも あり、 それ も確認 したと いう報 道もなさ れてい ます けれど も、
とにかく 冷やし て、 冷温、 冷たい 状況に して冷や して、 そこ で安定 的な
状態にし ていく とい うこと は変わ ってい ませんの で、そ の限 りにお いて
は新しく 水素爆 発が 起こる 、ある いは再 臨界が起 こると いう ことは ない
し、新し くそう いう ものが 出てく るとい うことは ないと いう ふうに 我々
は聞いて おりま す。 ですか ら、そ の意味 において は私は 心配 ないと 、そ
う考えて おりま す。
○山 田俊 男君
今、副大 臣から 工程 表のお 話が 出 ました 。私も工 程表を ずっ と見さ せ
ていただ いてお りま すが、 三か月 で冷温 、水棺と いう状 況を つくっ てい
きたいと いうこ とで ありま して、 さらに それから プラス して 三か月 だっ
たり六か 月だっ たり 、合 わせる と一年 ぐ らいの間 に石棺 とい うんで すか 、
そっちの 方へ持 って いきた いと。 しかし 、この一 年たち まし てもそ こに
それぞれ リスク があ るわけ ですね 。数え てみまし たら、 リス クが九 つあ
る。その 九つあ るリ スクを ちゃん とクリ アしなか ったら この 石棺ま で行
き切らな いわけ です ね。
一体、そ の克服 につ いて当 然のこ と全力 を上げて いかな きゃ いかぬ わ
け で 、 全 力を上 げた 上で、 しかし 全力を 上げつつ も、現 在は そんな 極端
な話、爆 発みた いな 話は生 じない んだと 、改めて 放射能 を大 拡散さ せる
みたいな 事態は 生じ ないん だとい うふう に見られ るのか 見ら れない のか 、
それとも 、いや 、リ スクい かんに よって は大爆発 があり 得て 、その こと
で大変な 拡散が もう 一回あ り得る よとい うふうに 見るの か、 そこは 物す
ごく大事 なんで あっ て、や はり現 在の事 態をどん なふう にち ゃんと 国民
に知らせ るか、 とり わけ生 産者な んかに 知らせる という のは 物すご く大
事だと思 うんで すが 、その 点どん なふう にお考え ですか 。
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○副 大臣 （松 下忠 洋君 ）
今、山田 委員が おっ しゃい ました 大爆発 という意 味の中 身で すけれ ど
も、我々 、水素 爆発 、十二 日と十 四日に ありまし た、そ うい う状態 には
ないと。 そして 、メ ルトダ ウンし ている という状 況から 判断 すると 、こ
こで再臨 界にな ると いう、 そうい う可能 性も極め て少な いと いうふ うに
聞いてお ります 。問 題は、 高濃度 の汚染 された水 がプラ ント の周辺 にた
まってい る、そ の水 の処理 が極め て大事 だという ふうに 聞い ており まし
て、今 そこに 全力 を尽く してい るとい う ふうに聞 いてお りま すし 、また 、
地震等で いろん な配 管とか 中がち ょっと 緩んだり 、ある いは 傷んだ りし
ているか もしれ ない 、そこ から水 が漏れ ているか もしれ ない 、そう いう
ことによ る冷却 の仕 組みの 変更と いうの はあると 聞いて いま すけれ ども 、
そういう 今おっ しゃ ったよ うな大 爆発を 起こすと いうこ とは ないと いう
ふうに私 たちは 報告 を受け ており ます。
○山 田俊 男君
ともかく 大爆発 絶対 起こさ ない、 さらに 、科学的 に見て も、 今の状 態
からする と大爆 発を 起こす ような 事態じ ゃないと いうの なら 、ない とい
うことを もうは っき りさせ る。そ のため に、東電 の責任 だ、 誰の責 任だ
と言わな いで、 原子 力安全 ・保安 院が本 当に責任 を持っ てそ のこと に当
た る と い うこと でち ゃんと やって いただ きたい 、こ んなふ うに思 います 。
さて、厚 労省の 大塚 副大臣 にお見 えいた だいてお ります 。
茶葉に暫 定規制 値以 上のも のが、 先ほど 言いまし たよう に検 出され た
わけであ ります 。販 売済み のもの はもう 直に回収 しまし て、 それか ら新
しいもの は出荷 しな いとい うこと をそれ ぞれの産 地で行 って おりま す。
もっとも 、静岡 県は 規制値 を大き く下回 った、下 回った んだ けれど 、し
かし若干 検出さ れて いるわ けであ ります 。このい わゆる 風評 で新茶 予約
のキャン セルが 出て いる。 ドリン ク原料 への仕入 れにつ いて も、ほ かの
産地へ変 更する と い います か、そ ういう 動きにな ってい て、 取引が 混乱
したり価 格が低 迷し ている という のはも う現に出 ている わけ であり ます 。
ところで 、お茶 は飲 用が基 本であ ります 。ところ が、厚 生労 働省は 五
月の十六 日の日 に、 生の茶 葉の暫 定規制 値と同じ 五百ベ クレ ル、キ ログ
ラム当た り、こ れを 超える ものを 流通さ せちゃい かぬと いう ふうに 通知
されまし た。これ は同時 に、一次加 工の荒 茶につい ても五 百ベ クレル で、
これは流 通させ ちゃ いけな いとい うふう に通知さ れたわ けで ありま す。
荒茶は直 接口に 入る もので はない わけで あります 。仕上 げの 加工を 行っ
た上で、 更 にそ れに お湯を 掛けて その抽 出液を飲 用する とい うこと にな
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るわけで すね。 もう 言うま でもあ りませ ん。要は 、お茶 の飲 用の特 性と
いいます か性格 、こ れを全 く顧み ない通 知になっ ている 、規 制の導 入に
なってい る、こ れが 大きな 混乱を 与えて いるとい うふう に思 うわけ であ
ります。 一体、 加工 段階で 乾燥し て濃縮 させた荒 茶につ いて の基準 は必
要ないん じゃな いか 、こん なふう に考え るわけで す。と ころ が、ま して
やこの五 月十六 日の 通知は 事務連 絡でな されてい る。ま あび っくり です
ね。事務 連絡で こん な大事 なこと を連絡 されて、 そして 地方 に、生 産者
に大混乱 を 起こ して いる。 一体、 こんな ことでい いんで すか ね。ど うい
う観点で これを 通知 された のか。 また、 これ通知 される に当 たって 、と
りわけこ れは、 お茶 につい ては生 産段階 において は農林 水産 省が十 分な
関与をし ている わけ であり ますか ら、そ れじゃ農 林水産 省と 十分な 相談
があった 上での この 通知が 、通知 がです よ、事務 連絡が なさ れたの かど
うか、こ れをお 聞き します 。
○副 大臣 （大 塚耕 平君 ）
大変今足 下で重 要な 課題と なって いる点 を御質問 いただ きま した。 ま
ず、農林 水産省 とは 、大臣 以下、 皆様方 にしっか り御相 談し ながら 今物
事を進め ている とい う こと は御報 告を申 し上げた いと思 いま す。既 に山
田先生御 自身も お詳 しいと 思いま すし、 委員の皆 様方も お詳 しいと は思
いますが 、お茶 につ いての 規制が なぜ難 しいかと いうこ とを 少し、 是非
御理解い ただき たい んです が、茶 畑から 取った生 葉の状 態、 これは 野菜
を畑から 取った のと 同じよ うな状 況であ りますが 、とこ ろが お茶の 場合
は、先生よ く御承 知のと おり、そ れを 加工 して荒茶 にして、製茶に して 、
最後はお 湯で薄 めて 飲むと 。この 生茶の 段階で、 例えば 今食 品の規 制と
して導入 してい る基 準で申 し上げ ると、 これが仮 にその 他の 分類に 入る
とすると 五百ベ ク レ ルであ ります が、荒 茶、製茶 にする とぐ っと圧 縮さ
れて、そ の状態 では 数倍か ら、物 によっ てはもっ と高い 倍率 のもの が計
測をされ るわけ であ ります 。とこ ろが、 実際飲む 段階で は、 おっし ゃる
とおりお 湯に薄 めて 飲めば 相当薄 くなる じゃない かとい う中 で、他 の食
品にはな い加工 、流 通、そ して飲 用形態 なので、 一体こ のお 茶につ いて
はどうい う考え 方を 導入す れば消 費者の 皆さんあ るいは 生産 者の皆 さん
にも御納 得いた だけ るかと いうこ とで、 農水省と 今御相 談を させて いた
だいてい る最中 であ ります 。
そうい う 中 で 、 五 月 十 六 日 の こ の 通 知 は 、 当 然 お 茶 で も 計 測 さ れ た 、
そういう 中で、 まず 当面ど ういう 御対応 をしてい ただく か。 この特 殊な
加工、生 産、流 通、 飲用形 態の中 でどう いう対応 をして いた だくか とい
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うことに ついて は、 安全な 上にも 安全を 考えて、 まずは 皆さ んに御 協力
をお願い をした とい う段階 であり ます。
ちなみに 、私も 今回 の三月 十一日 のこの 原子力発 電所の 事故 が起き て
以降、い ろいろ 文献 を読ん だり、 あるい は情報を 聞かせ てい ただい たり
している んです が、 お茶っ 葉とい うのは チェルノ ブイリ のと きにも 、チ
ェルノブ イリで 放出 された 放射性 物質が 日本の茶 葉でも 検出 された とい
うような データ もあ って、 ひょっ とする と他の農 産物よ りも そうい う傾
向の強い ものか もし れない なとい うこと でありま す。い ずれ にいた しま
しても、 農水省 と今 しっか り相談 をさせ ていただ いて、 でき るだけ 早く
きちっと した規 制の 体系を お示し をしな ければな らない と思 ってお りま
す。
○山 田俊 男君
もちろん できる だけ 早く出 しても らわな きゃいか ぬわけ であ ります
が、しか し、お 茶の 特性か らして 、今、 副大臣が おっし ゃっ ていた だき
ましたよ うに、 荒茶 でその まま食 べるみ たいなこ とはな いわ けです ね。
余りない と、ほ とん どない という ふうに 思うんで す。そ れな のにも かか
わらず、 荒茶に つい てちゃ んと検 査して ください よと。 荒茶 を検査 すれ
ば、それ は通常 であ れば、 規制値 が五百 ベクレル であれ ば、 荒茶に なっ
たら三千 になっ たり 四千に なった りしか ねないわ けです ね。 それで 五百
ベクレル 以上と いう ことに なっち ゃった ら、通常 の過程 でい くと、 生葉
からはほ とんど 出な い、若 干しか し出て ますよと 。とこ ろが 、濃縮 して
荒茶にし ちゃっ た途 端出ち ゃいま すと。 出ちゃっ た途端 に、 これは 一体
何だとい うこと にな っちゃ うわけ ですね 。
これは間 違いな く流 通を大 混乱に してい るし、そ のこと は、 出たと こ
ろはいい ですよ 、生 葉で出 た とこ ろは規 制します から、 荒茶 にもな りま
せん。ところ が、そうじ ゃなく て、僅かし か出てい ないと ころ 、それ で、
安全に生 葉では 流通 できる にもか かわら ず、しか し荒茶 の世 界へ持 って
きたらも う身動 きな りませ んとい うこと になった とき、 一体 、もう 大混
乱ですよ ね。こ のこ とはち ゃんと 承知さ れて通知 された んで すかね 。こ
れ、よく 分から ない んです よ。こ れ見て も、「な お、荒 茶に 加工す る場
合、生茶 に比較 して 重量が 五分の 一程度 になるの で、留 意す ること 。」
と書いて あるん です 。留意 するこ とと書 いてある んだけ れど も、暫 定規
制値は五 百ベク レル 、これ が流通 しない ように対 応する こと と書い てあ
るんです 。だか ら、 留意す ること と書い たって、 留意は 何を どんな ふう
に留意し ろとい うん ですか ね。皆 目見当 付きませ んね、 この 紙は。
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○委 員長 （主 濱了 君）
質問です か。
○山 田俊 男君
はい、質 問です 。
○副 大臣 （大 塚耕 平君 ）
まず、先 生に是 非御 理解い ただき たいの は、混乱 をどの よう に平穏 な
状態ない しは消 費者 の皆さ んや生 産者の 皆さんに 御納得 いた だける よう
な状態に 近づけ るか という ことで あって 、やはり これだ けの 震災、 そし
て事故が 起きた 現在 、残念 ながら いろん な意味で 混乱状 態に あるわ けで
あります 。しか し、 食品に ついて は、農 水大臣、 厚労大 臣の 大変迅 速な
御判断に よって 、大 変消費 者や、 とりわ け生産者 の皆さ んに は御迷 惑も
掛けつつ も、早 い段 階に国 際的に も納得 のいく暫 定規制 値を 導入し 、そ
のことに 御協力 をい ただい た結果 、混乱 の中でも 今それ なり に皆さ ん落
ち 着いて 御対応 いた だいて いるわ けであ ります。
そういう 中で、 これ までの 食品や 農産物 とは大変 異なる 、繰 り返し に
なります が、異 なる 生産、 加工、 流通、 飲用形態 のもの に対 してど うい
うルール を導入 した らいい かとい うのは 、これは 我が国 にと って初 めて
のことで あり、 もっ と言っ てしま えば世 界にとっ ても初 めて のこと であ
って、大 変難し い判 断を迫 られて いると いうこと であり ます 。
そうい う 中 で 、 今 先 生 が 御 引 用 さ れ ま し た 通 知 で あ り ま す け れ ど も 、
事務連絡 であり ます けれど も、「 荒茶に 加工する 場合、 生茶 に比較 して
重量が五 分の一 程度 になる ので、 留意す ること。 」と、 これ は非常 に分
かりにく いこと であ ります が、こ れは圧 縮をされ ている ので 、相当 その
中に濃縮 された 放射 性物質 の影響 が出て いること を勘案 して いただ きた
いという ことで あり ます。
そのこと を直裁 に表 現する ことが いいの か悪いの かとい うこ とも勘
案してこ ういう 表現 になり ました が、も うそれだ けはっ きり 聞いて くだ
さってい るので ずば り申し 上げる と、そ の荒茶と か製茶 で三 千ベク レル
とか四千 ベクレ ルと かとい うもの が流通 をすると いうこ とに 果たし て消
費者の皆 さんが 御納 得をい ただけ るかど うか、そ して、 生産 者の皆 さん
に 御 迷 惑 を掛け ない ように しっか り経済 的補償を すると いう ことも 含め
て、総合 的にこ のお 茶とい うもの に対し てどうい う対応 をす るのが 、ベ
ストとは 言えま せん が、よ り合理 的であ るかとい うこと を現 在悩ん でお
ります。
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○山 田俊 男君
検査につ いて連 絡さ れたわ けです ね。な いしは、 通知さ れた わけで す
ね。とこ ろが、 県な り市町 村によ りまし ては、も うこん なこ とじゃ 検査
できない という ふう におっ しゃっ ている 県もある やに聞 こえ てきて おり
ますが、 行政上 はそ ういう ことで もいい んですか 。
○副 大臣 （大 塚耕 平君 ）
その点も 恐らく 、お 茶にか かわっ てお ら れる生産 者、そして あるい は、
特に行政 の皆さ んが もう一 つ今決 断をさ れかねて いると いう ことだ と思
います。 どうい うこ とかと 申し上 げます と、発災 直後も 、食 品の規 制を
設けるこ とにつ いて は生産 者や自 治体を 中心に大 変大き な迷 いとそ して
反対があ りまし た。 しかし 、繰り 返し申 し上げて いたこ とは 、残念 なが
ら、我が 国はこ れか ら長い 間放射 性物質 と向き合 わなく ては いけな い中
で、きち っと検 査を して、 きちっ とルー ルを守っ て出荷 制限 なりに 御協
力をいた だくこ とが 結果と してそ の産地 の信頼を 高める こと になる ので 、
大変申し 訳ない けれ ども御 協力を いた だ きたいと いうこ とを ずっと 申し
上げてき た結果 、自 治体や 産地ご とに若 干温度差 はあり ます けれど も、
大変積極 的に御 協力 いただ いてい る先に ついては 随分、 国内 的には 風評
被害もあ る程度 抑制 しつつ 、今の 状態が できつつ ありま す。
そういう 中で、 お茶 という ものが 五月の 中旪に、 まさか お茶 からは 出
ないだろ うとい うこ とで計 測をさ れたの かもしれ ません が、 計測を され
た。しか し、先 生が おっし ゃると おり、 荒茶で検 査をす ると 大変予 期せ
ぬ展開に なるの で検 査をし たくな いとい うお気持 ちがそ れぞ れの行 政側
にもある ことは よく 分かり ますが 、その ことが産 地や我 が国 のこれ から
数年先、 十年先 を考 えたと きに適 切かど うかとい うこと につ いては 大変
難しい点 である とい うふう に思っ ており ます。
○山 田俊 男君
私は、本 当はこ の事 務連絡 を委員 の資料 として提 出して もよ かった ん
ですけれ ども、 それ じゃ余 り、ち ょっと みっとも ないか なと 思って 控え
たぐらい なんで す。 大体、 先ほど 読みま したけど 、なお 書き で書い てあ
ることは 、それ は副 大臣、 考えに 考えて 苦しんだ 上での 判断 だとい うふ
うにおっ しゃる かも しらぬ けれど 、留意 すること という のは 、これ だっ
たら、荒茶は 五百 なんだ けれど も、ここは もう五分 の 一に なる んだか ら、
そこはも うバン と出 たって これは やむを 得ない 、そ ういう ふうに 言える 。
だから、 もうそ こは いいん だみた いなふ うに読め ちゃう 。ま してや 事
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務連絡で すよ。 こん な大事 なこと を事務 連絡で出 すんで すか 、厚生 労働
省は。そ れとも 、今 までも 実はこ ういう ことは事 務連絡 でや ってき たと
いうこと なんで すか 。それ とも、 この政 権ないし は今の 事態 ですか ら、
この問題 につい てだ け事務 連絡な んです か。一体 事務連 絡と いうの は、
それは副 大臣御 存じ なかっ たら、 厚生労 働省の事 務方が お見 えにな って
いるんな らお聞 きし てもい いんで すが、 こういう 形の事 務連 絡とい うの
が続いて きたん です か。
○副 大臣 （大 塚耕 平君 ）
自民党、 公明党 の皆 様方が 政権を 運営し ていた時 代と特 にや り方は 変
えており ません 。む しろ、 その中 身につ いて、私 どもと して はより その
都度関与 するよ うに 努力は してお ります 。特段は 変えて おり ません 。
○山 田俊 男君
前の政権 といい ます か、自 公政権 からも 厚生労働 省は事 務連 絡でや っ
てきたと いうこ とな ら、そ れはそ れで、 そのこと も含め て厚 生労働 行政
というの は一体 何だ ったん だろう かとい うことを 徹底し て考 えなき ゃい
かぬです ね。それ じゃな かった ら、こんな 曖昧こと をやっ てい たんじ ゃ、
本当に苦 労する のは 生産者 であっ たり、 それは現 にそこ で仕 事をし てい
る人です よ。こ うい うこと では絶 対に駄 目だとい うふう に思 います か
ら、どう ぞ副大 臣、 早く答 え出し ましょ うよ。
それは、 荒茶に つい てはこ うした 事情な んだから 、だっ て荒 茶食べ な
いでしょ うとい うこ とな ん ですか ら、口 に入れな いでし ょう という こと
なんです から、 そう いう立 場で内 容を明 らかにし た上で 、生 葉につ いて
ちゃんと 基準値 下回 ってい るとい うこと であれば 、そう いう 内容の もの
なんだと 。さ らにま た、当然、飲用 茶につ いて、きちっ と判断 した場 合、
飲用茶に ついて も基 準値以 下であ るとい うことを はっき りさ せた上 で、
それは流 通させ ると いうこ とじゃ ないで すか。是 非その 点の 整理を して
いただき たいと 、こ んなふ うにお 願いし ておきま す。
なお、こ のこと と関 連して 、これ は文部 科学省に 聞いて おき たいん で
すが、神 奈川県 は県 が出荷 自粛し たんで す。だか ら、当 然こ れは損 害賠
償されて しかる べき だとい うふう に思い ますし、 静岡県 はい わゆる 風評
でこれは 価格が 下が ったり 流通が 混乱し たりして いるわ けで ありま す。
本日の損 害賠償 審査 会の第 二次指 針にこ れらお茶 のこと につ いても ちゃ
んと明記 される とい うふう に思っ ており ますが、 それで いい んです ね。
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○政 府参 考人 （田 中敏 君 ）
原子力損 害賠償 紛争 審査会 におき まして も、第一 次指針 で取 り扱わ な
かった損 害、こ れを できる 限り早 く指針 を示すと いうこ とで 検討を 進め
てござい まして 、ま さに本 日開催 されて おりまし た第六 回原 子力損 害賠
償審査会 、現時 点で 指針と して追 加可能 な整理を して、 たっ た今終 了し
たという ふうに 、を もって 、第二 次指針 が決定さ れたと いう ふうに 聞い
ておりま す。第 二次 指針で は、第 一次指 針の対象 外であ るい わゆる 風評
被害につ きまし て、 農林漁 業及び 観光業 につきま して、 現時 点で本 件事
故との相 当因果 関係 が認め られる 範囲と いうこと を原子 力損 害とし て示
し てござ います 。
先生御指 摘の神 奈川 、静岡 のお茶 につき ましては 、県に よる 出荷自 粛
要請が出 たもの 、こ れは既 に第一 次指針 の対象で ござい ます 。それ 以外
のものは まさに 先生 がおっ しゃっ たよう な風評被 害に当 たる という ふう
に考えて ござい ます けれど も、本 年四月 末までの 出荷制 限指 示等に 関す
る風評被 害を対 象と した第 二次指 針の対 象にはな ってご ざい ません 。こ
の第二次 指針の 対象 外とな ったも のにつ きまして は、今 後、 同審査 会に
おいて具 体的な 調査 あるい は事故 との関 連性等々 の調査 検討 を早急 に進
めまして 、七月 ごろ に中間 指針と して取 りまとめ てい き たい という ふう
に考えて いると ころ でござ います 。
○山 田俊 男君
それでは 、四月 末ま での風 評被害 につい てはやり ました けれ ども、 そ
れ以降の ものに つい ては四 月中だ と、四 月、じゃ なくて 、今 後、五 月中
ですか。
○政 府参 考人 （田 中敏 君 ）
七 月 です 。
○山 田俊 男君
七月ね。 四月と 七月 とうま く聞き 取れま せんでし て、七 月中 だとい う
ことであ ります から 、これ 、きち っと当 然やって もらえ るも のとい うふ
うに思い ますか ら、 しっか りやっ てくだ さい。
ところで 、もう 一つ 、これ と、大 変お茶 と似た作 物で葉 たば こがあ る
わけであ ります 。葉 たばこ は福島 県にお きまして は大変 重要 な作物 であ
りまして 、原 発事 故後の 県の対 応とし て、当面は耕 うん作 業は 行わな い。
耕うん作 業は行 わな いとい うのは 放射性 物質が拡 散する こと を控え るた
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めに耕う んしな いと 言った 。耕う んしな いという 通知の 中で 、耕う んし
ないでい たら結 局は 作期を 逃しち ゃった 。だから 、もう 全面 的に葉 たば
こは耕作 しない と、 耕作で きない という ことでや めたわ けで ありま す。
これに つ い て は 当 然 補 償 さ れ て し か る べ き と い う ふ う に 考 え ま す が 、
本日のこ の第二 次指 針にき ちっと 明記さ れたんで しょう ね。 それを お聞
きします 。
○政 府参 考人 （田 中敏 君 ）
先ほど御 説明を 申し 上げま した、 たった 今決定を いたし まし た第二 次
指針にお きまし ては 、具体 的には 幾つか のものが 規定を され たわけ でご
ざいます けれど も、 原子力 損害と して認 められる ものの 中に 作付け 制限
指示等に よる損 害と いうこ とが入 ってご ざいまし て、御 指摘 の作付 け断
念した福 島のた ばこ につき まして は、第 二次指針 におい て、 政府等 によ
る作付け 制限指 示等 に係る 損害と して賠 償すべき 対象と いう ふうに なっ
たという ふうに 聞い てござ います 。
○山 田俊 男君
ところで 、そう する と、福 島県以 外の、 宮城県も 、隣県 の栃 木県も 茨
城県も千 葉県も 、こ れは葉 たばこ の有力 な生産地 であり ます 。そう しま
すと、皆 さん大 変心 配して いるの は、お 茶に出た んだか ら、 場合に よっ
たら葉た ばこに セシ ウムが 出るん ではな いかとい う大変 な心 配をさ れて
いるわけ です。 もち ろん植 物、違 います から、一 体、お 茶に は出る けれ
ど葉たば こには 出な いとい うこと もあり 得るのか もしれ ない 。出な いこ
とを祈る だけで あり ますけ れど、 しかし 、もしも 出たと きは 、一体 どう
いう基準 でこれ を取 り仕切 るのか 。
御案内の とおり 、葉 たばこ は絶対 食べま せんよね 、その まま 。乾燥 し
ます、お 茶とよ く似 ている 、凝縮 するで しょう。 そして 、か つそれ は加
工して、 加工と いう か、葉 たばこ をです ね、食べ ません から 、それ に火
を付けて 煙を吸 うわ けです ね、そ れの味 を味わう わけで すね 。一体 、煙
からセシ ウムを 測り ますか ね。そ れとも 、どの段 階でこ れを 、やっ ぱり
たばこ吸 っちゃ いか ぬと出 荷規制 をする ことにな るんで すか 。この こと
について 、誰か 、ど こかで 検討さ れてい ますか。 今日は 、関 係の皆 さん
がみんな おいで にな るわけ であり ますけ れど、い かがで すか 、この こと
に ついて 。
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○副 大臣 （篠 原孝 君）
農林水産 省の直 接の 所管で はない かと思 いますけ ど、山 田委 員は非 常
に根源的 な問題 を提 起して いただ いてい ると思い ます。 暫定 規制値 、設
けてあり ますけ れど も、暫 定とい う名前 のとおり 、これ きち んと食 べ物
なり今の たばこ なり に、そ れ一々 細かく 暫定規制 値なり 規制 値を設 けて
いると大 変なこ とに なるわ けです 。どう いうこと かとい いま すと、 加工
と調理の 段階で 違っ てくる わけで す。
例えば、 一番単 純、 ちょっ と長く なって 済みませ んけれ ども 、大事 な
問題です ので触 れさ せてい ただき ますと 、米、稲 につい て、 皆さん 何も
疑問を感 ぜられ ずに おられ るかと 思いま すけど、 我々は 玄米 でもっ て規
制してお ります 。で すけれ ども、 我々ど ういった 食べ方 をす るかと いう
と、もち ろん玄 米で 食べら れる方 もおら れると思 います けれ ども、 大半
は白米で 食べて おる わけで す。で すから 、食品の 調理、 加工 の過程 にお
きまして 、放射 性核 種とい うのは どんど んどんど ん減っ たり してい くわ
けです。で すから、それを やり出 した ら切 りがない わけで す。です から 、
私は一番 いい検 査の 仕方と いうの は、一 番最初の 段階か 一番 最後、 口に
入る、ど ちらか しか ないん だろう と思っ ています 、先ほ ど大 塚副大 臣が
いろいろ 説明さ れて おりま したけ れども 。
そして、 基準は どう やって 設ける かとい うと、体 内被曝 を抑 えると い
う観点、 この一 事じ ゃない かと思 います 。どうも 、議論 を聞 いてお りま
すと、流 通して いる ものを 何でも 五百ベ クレルに しなく ちゃ いけな いん
だという ような こと をちら っとう かがう ことがで きたん です けれど も、
そうじゃ なくて 、最 終目的 は体内 被曝を 抑える、 その観 点に 立って ルー
ルを決め ていく とい うこと で 、今 までに なかった ことで すか ら、我 々は
虚心坦懐 、ゼロ から ルール を決め ていく という気 持ちに なっ て決め てい
くべきだ ろうと 思い ます。
そういう 点では 、た ばこに ついて 決めら れており ません ので 、これ から
検討して 決める べき だと思 ってお ります 。
○山 田俊 男君
篠原副大 臣、と にか くお茶 の問題 、それ からさら に、こ れは 極めて 異
質かもし れませ んが たばこ の問題 、きち っとよく 相談し て、 そして 早く
基準出し てくだ さい 。そう じゃな いと、 みんな不 安でみ んな 混乱し てい
ますから 。是非 それ をお願 いしま す。さ て、ＴＰ Ｐのこ とに ついて 触れ
て お き た い。大 臣、 こうし てそろ ってい ただいて おりま すの に大変 申し
訳ない、 お聞き しま すが、 政策推 進指針 、何が書 いてあ るか 分から ぬ、
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大体。そ れで、 大き な被害 を受け た農業 者、漁業 者の心 情、 国際交 渉の
進捗、産 業空洞 化の 懸念等 に配慮 と、だ からあと は総合 的に 検討す るっ
て書いて あるん です 。一体 、みん な並べ て書いて あって 、ど っちに ちゃ
んと重点 を置い て 、どう いう整 理をし た かなんと いうの 全然 分から ない 。
大体、政 策推進 指針 そのも のが、 誰かが 書いた、 まあ私 が電 車の中 でメ
モ書きし たみた いよ うな類 いのメ モでし かない、 たかだ か。 あれだ った
ら 私 も 書 けます よ。 それを 、総理 もそろ った内閣 で決定 した という んで
すから、 驚きで すね 。だか ら、一 体どこ に重点を 置いた か分 からな いか
ら、多分 、農業 者、 漁業者 の心情 って書 いてある ところ は鹿 野大臣 の思
いかなと 。それ から 、国際 交渉の 進捗と いうのは 、これ は誰 ですか ね、
外務大臣 ですか ね。 産業空 洞化の 懸念と いうのは 、これ 経済 産業大 臣で
すかね。 よく分 から ない、 並べて 書いて あるだけ 。
こんなこ とだか ら、 一体ど んなこ とが起 こってい るかと いっ たら、 松本
外務大臣 は日経 新聞 社主催 のアジ アの未 来という セミナ ーで 、日本 の意
向を交渉 に生か せる 早い タ イミン グを選 ばないと 意味が ない と、こ れは
新聞報道 ですが 、そ う書い てある わけで あります 。だか ら、 日経新 聞は
見出しは 、早い 時期 に判断 という ふうに 見出しを 付けて 、そ れだと 、日
経新聞の 解説だ と、 ＡＰＥ Ｃ首脳 会議が 開かれる 十一月 に交 渉が節 目を
迎えるこ とを念 頭に 、遅く ても今 秋まで に交渉参 加を決 断し たい意 向を
にじませ た格好 だと いうふ うに報 道して いるわけ であり ます 。
一体、こ の松本 大臣 のこの 態度、 言葉の 言いぶり は、こ れは 指針か ら
逸脱して いるん じゃ ないん ですか 。それ とも、そ うじゃ なく て、ち ゃん
と閣僚会 合でこ れを 判断し て、そ ういう ことだと 、早期 判断 だとい うこ
とで合意 してお っし ゃった ことな んです か。これ もう皆 目見 当付か ない
んです。 まずも って 、外務 大臣、 外務省 からお聞 きした いと 思いま す。
○大 臣政 務官 （徳 永久 志 君）
先生、今 御指摘 いた だきま したよ うに、 五月十七 日に閣 議決 定をさ れ
ました政 策推進 指針 に基づ きまし て、Ｔ ＰＰ協定 交渉参 加の 是非の 判断
の時期に ついて は総 合的に 検討す るとい うのが政 府の一 貫し た方針 であ
ります。 御指摘 の講 演にお いて松 本外務 大臣は、 この交 渉参 加時期 につ
いては総 合的に 検討 するこ ととな ったと 述べた上 で、我 が国 を取り 巻く
国際的な 環境が 震災 前から 基本的 に変わ っておら ず、Ｔ ＰＰ 協定交 渉そ
のものが 着々と 進ん でいる ことを 踏まえ ると、日 本の意 向を 交渉に 生か
せる早い タイミ ング を選ば ないと 意味が ないとい う考え を述 べたも ので
あ ります 。
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○山 田俊 男君
そうする と、並 列で いろい ろ書い てある 部分の自 分の都 合の いい文 言
だけを参 酌して 、そして 大臣が おっし ゃ ったとい うしか 見れ ないわ けよ 、
どう考え たって 。そ れで、 これは 日本経 済新聞と いうの は大 変心配 な新
聞なんで すよ。 五月 の十一 日にト ン米国 ＡＰＥＣ 担当大 使の 発言を 、こ
う書いて ありま す。 ＴＰＰ の枠組 みがで き上がっ た後に 日本 が参加 する
のは難し いとの 認識 を表明 したと いう形 で記事が 書いて ある 。しか し、
調べてみ ると、 トン 担当大 使がこ んなふ うに発言 されて いる とは到 底思
えない内 容にな って いるわ け。外 務省は こ の事実 を把握 して います か。
逆に言う と、も う日 経新聞 は自分 の都合 のいいよ うにこ んな ふうに 、ト
ン大使は 早く入 れと いうふ うに言 ってい るよと書 いて、 五月 十一日 です
よ、その 後、外 務大 臣は五 月のい つです か、この 日に、 もう 日経新 聞主
催の会合 でおっ しゃ ってい る。全 くそこ は話合っ ている わけ ですよ 。そ
ういう仕 組まれ 方を 意識的 にして いるん じゃない ですか 。一 体、ト ン大
使の発言 内容を ちゃ んと承 知され ていま すか。
○大 臣政 務官 （徳 永久 志 君）
今御指摘 がござ いま した五 月十一 日の日 経新聞の 記事に つき まして
は、外務 省にお いて も調査 を行い 把握を している ところ であ ります 。
これは、 トング 米国 ＡＰＥ Ｃ担当 大使が ワシント ンのシ ンク タンク にお
いて東日 本大震 災後 の日本 経済の 復興に ついて討 議が行 われ た際、 パネ
リストの 一人と して 参加を して発 言をし たものと 承知を して おりま す。
その際に 、ＴＰ Ｐに ついて は冒頭 発言の 中ではト ング大 使の 方から は言
及はあり ません でし たが、 質疑応 答の中 で場内か ら、も し日 本が来 年交
渉に参加 する場 合、 門戸は まだ開 かれて いるのか との質 問が あった のに
対し、同 大使よ り、 仮定の 問いに お答え をするの は常に 危険 が伴う もの
であり、 自分か らは ＴＰＰ 交渉は 現在進 行中であ るとし か申 し上げ られ
ない、我 々は今 年中 に相当 の前進 を期待 している 、新規 参加 を希望 する
エコノミ ーには 新規 参加の 手続に ついて 説明して きた、 この 困難な 交渉
への参加 を求め る決 断につ いては 、それ を望む可 能性の ある 国々に 門
戸が開か れてい る、 よって 、この 課題に 立ち戻る のに適 切な 時期の 判断
はまさし く日本 に委 ねられ ている と述べ た模様で ありま す。
○山 田俊 男君
そうです よ。日 本が 判断す るとい う話な んですよ 。だか ら、 早く入 れ
なんてい うこと 、一 言もど こにも 書いて いない、 おっし ゃっ ていな いん
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ですよ。 だから 、ち ょっと 、非常 に心配 、非常に 心配、 みん な勝手 に物
をおっし ゃって いる から。
それで、 あと、 総理 もサミ ットに お行き になって 、そし てオ バマ大 統
領とお会 いにな って 、そし て早期 に判断 するとい うふう にお っしゃ って
いる。こ れも本 当に 一連の 整理の 上での 話なのか どうか 、そ れとも 得意
のパフォ ーマン スだ ったん じゃな いかと いうふう に言え るん ですけ れど 、
平野副大 臣、こ れ真 相はど うなん ですか 。
○副 大臣 （平 野達 男君 ）
御案内の とおり 、Ｔ ＰＰに つきま しては 、元々は 六月を めど に交渉 の
参加の是 非につ いて 判断を すると いうの が政府の 姿勢で ござ いまし た。
その後、 震災が 起き まして 、もう 未曽有 の震災で ござい ます 。現段 階に
おいては 復旧と いう 、復旧 復興と いう作 業がござ います が、 復旧に つい
ても本格 的な状 況に まだ入 ってお りませ ん。そ れから 、御案内 のとお り、
福島の原 発のプ ラン トにつ いては まだ事 故が進行 中であ りま す。ま ずは
復旧復興 に全力 を尽 くすと いうの が、こ れは私は 政府の 変わ らぬ一 貫し
た方針だ という ふう に思っ ており ます。 その中で ＴＰＰ につ いても 判断
の時期に ついて はス ケジュ ールを 見直す というこ とで、 先ほ ど山田 委員
から御紹 介のあ った 政策指 針の閣 議決定 になった という こと です。
総理の発 言でご ざい ますけ れども 、ＴＰ Ｐにつき まして は、 そうは い
っても十 一月に ひょ っとし たらま とまる かもしれ ないと いう ことで 、九
か国で今 鋭意作 業を 進めて ござい ます。 いつまで もその 判断 時期を 延ば
していい わけで はな いとい う趣旨 で発言 されたと いうふ うに 理解し てお
りまして 、ＴＰ Ｐ協 定交渉 参加の 判断時 期につい ては総 合的 に検討 する
としたこ の政策 推進 の指針 という ことに つい ては 何ら変 わっ ていな いと
いうふう に理解 して おりま す。
○委 員長 （主 濱了 君）
時間が来 ており ます ので、 おまと めくだ さい。
○山 田俊 男君
はい、ま とめま す。 ＥＵと の間の ＥＰＡ 交渉につ いても 、こ れは事 前
協議を進 めると いう ことで ありま すので 、私はこ れ大賛 成。 だから 、あ
とは、松 下副大 臣、 非関税 障壁に ついて 焦点にな るんで す。 だから 、非
関税障壁 につい てき ちっと 経済産 業省は 前へ出て 、そし てま とめて いか
なきゃい かぬの です よ。農 産物に ついて 、農業に ついて 悪口 だけ言 って
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いるよう な話で 、進まな い進ま ないっ て 攻撃して いるん じゃ 駄目な んで 、
今まさに 経済産 業省 がその ことを 求めら れている という こと であり ます
ので、それ をしっ かりや っても らわな き ゃいかぬ という ふう に思い ます 。
それから 、農水 大臣 、ずっ と座っ ておい ていただ いて、 農水 大臣に 質
疑するこ とをい っぱ い用意 してい たんで すが、も う駄目 であ ります が、
ただ、農 水大臣 、農 水省は ちゃん と宮城 県のあの 大津波 の被 害の地 域に
おきまし て、ク リス マスに イチゴ を売ろ う、出荷 しよう とい う動き につ
いてしっ かりし た、 農水省 、体制 をおつ くりにな って、 常駐 の、二 人の
常駐体制 もつく って モデル 的な復 興をそ こで図る んだと いう 取決め をさ
れている という こと であり ますの で、そ の姿勢で やはり 復興 地に元 気を
出しても らいた いと いうふ うに思 います し、今日 は大臣 お一 人であ り ま
すけれど 、とも かく お茶の 問題も 、たば この問題 も、そ れか らＴＰ Ｐの
問題も、 それか らＥ ＰＡの 問題も 、もう 大臣、中 心にな って やって いた
だきたい 。期待 して います から、 しっか りお願い します 。発 言はい ただ
く時間が ありま せん ので、 終わり ます。 ありがと うござ いま した。
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