参議院決算委員会／2011 年 8 月 5 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 食糧 法の 現状
２． コメ 先物 取引 試験 上 場に つい て
３． 被災 農地 の買 い取 り の必 要性 につ い て
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。決算 委員会で 質疑の 場を 与えて い
ただきま して、 関係 の皆さ ん、ど うも大 変ありが とうご ざい ます。 本日
は、食糧 法の運 営の 現状並 びに、 国の主 食である 米の先 物取 引の試 験上
場を農水 省は認 可さ れまし て、八 月のも う八日に は今年 産米 につい ての
先物上場 がある とい うこの 局面で 、何と してでも それら のこ とにつ きま
して質疑 をして おき たいと いう思 いであ りました ので、 この 時間を いた
だいた次 第であ りま す。ど うぞ率 直な意 見交換を お願い しま す。そ れか
らさらに 、東京 穀物 取引所 の渡辺 社長に も来てい ただき まし た。ど うも
大 変あり がとう ござ います 。
食糧法 の 現 状 、 今 ど う な っ て い る か と い う こ と で あ り ま す け れ ど も 、
平成十六 年の改 正で 相当な 改正が なされ たわけで ありま す。 今、食 糧法
に盛り込 まれて いる ことは 何かと いうと 、需給と 価格の 安定 という こと
の関係で 、もうた かだか 三つし か機能 が ないんじ ゃない かと 思うん です 。
一つは、 生産調 整の 円滑な 推進の ための 生産数量 目標の 設定 であり ま
す。二つ 目は、 備蓄 米の買 入れ、 それか ら米の輸 入、こ れは ＭＡ米 含め
てですね 、輸入 です 。それ から売 渡し。 さらには 、緊急 時の 措置と いう
ことであ ります 。と ころが 、実際 はこの 三 つのそ れぞれ の重 要な規 定さ
れた機能 の中で も多 くの変 化、運 営の改 変が行わ れてい ると いうふ うに
見ざるを 得ない わけ であり まして 、例え ば最初は 集荷円 滑化 対策で あり
ます。大 臣、集 荷円 滑化対 策につ いては 、豊作時 に生産 数量 目標を 超え
た米の需 給調整 を行 う、こ の取組 として 食糧法に 盛り込 んだ わけで あり
ますけれ ども、 この 事業は 今一体 どうい う扱いに なって いる か、お 聞き
します。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今委員か ら触れ られ た集荷 円滑化 対策と いうもの につき まし ては、 い
わゆる農 家の経 営の 安定と いう目 的で戸 別所得補 償制度 と共 通する もの
でござい ますけ れど も、こ の円滑 化対策 というも のは、 まさ しく米 価の
維持政策 という ふう なこと に対し まして 戸別所得 補償制 度を 導入し たと
いうこと により まし て、こ の考え 方は直 接的な所 得補償 とい うこと でご
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ざいます ので、 両者 が並行 して行 われる というふ うな性 格で ないわ けで
ございま すので 、二 十二年 度産米 、二十 三年度産 米につ きま しては 集荷
円滑化対 策は実 施し ていな いとい う状況 でござい ます。
○山 田俊 男君
この点は 食糧法 の第 八条、 第九条 に、こ れは集荷 円滑化 対策 と併せ て
米穀安定 供給確 保支 援機構 という 二つの 規定がち ゃんと 置か れてい るわ
けですが 、今実 施し ていな いとい うこと は、考え ますと 、ま たもう 一回
実施する 可能性 があ るとい うこと ですか 。それと も、も う実 施しな いと
いうこと であれ ば、 もうこ れは明 確に法 に違反し ている とい うこと にな
るわけで すが、 いか がです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今申し上 げまし たと おりに 、戸別 所得補 償制度と いうふ うな ものが 導
入されま して、 その ことに よって 政策が 転換され たわけ でご ざいま すか
ら 、 すな わち価 格維 持制度 と直接 の所得 補償制度 という ふう なもの がい
わゆる共 存して 行わ れると いうふ うな性 格のもの ではな いと いうこ とを
私申し上 げまし たわ けでご ざいま すので 、所得補 償制度 とい うふう なも
のはこれ から続 けて いくと いうふ うなこ とであり ますな らば 、この いわ
ゆる集荷 円滑化 対策 という ふうな ものは 行われな いとい うふ うな考 え方
に立って おると ころ でござ います 。
○山 田俊 男君
昨日、 農 林 水 産 委 員 会 で 大 臣 に 対 し ま し て 質 疑 さ せ て も ら い ま し た 。
この鳴り 物入り の米 の戸別 所得補 償の仕 組み、こ れも法 律に 基づい て実
施してい るわけ じゃ ありま せんよ ね。経 営安定の 交付金 法が 従来か らあ
りますけ れども 、必 ずしも それに 基づい ていない から、 大臣 はその 法律
の改正が 喫緊の 課題 だとい うふう におっ しゃって おりま すけ れど、 法律
に基づい ていな い。 まして や、集 荷円滑 化対策と いう大 事な 仕組み も、
法律の規 定があ るに もかか わらず 、それ も食糧法 の規定 があ るにも かか
わらず実 施して いな い。こ れは両 方とも 、もう民 主党の この 大事な 米政
策にかか わる課 題は 法律に 基づか ないで 実施して いると 、こ んなふ うに
言ってい いんで すか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
すなわち 、何遍 も申 させて いただ きます けれども 、戸別 所得 補償制 度
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というふ うなも のを 法制化 したい と、こ ういうふ うな考 え方 は私ど もは
今でも持 ってい るわ けであ ります 。ただ 、国会で も何回 かに わたり まし
て御答弁 をさせ てい ただき ました けれど も、こ れは 農家の 方々の 直接の 、
本法とも 言える 政策 につな がるわ けであ りますの で、ど んな ことを して
もこの予 算措置 だけ は行わ なきゃ ならな い、こ うい うこと でござ います 。
そうしま すと、 法制 化とい うこと は、衆 参共に確 実に法 案を 成立し てい
ただくこ とが、 これ が不可 欠にな ってく るという ことで ござ います 。そ
の場合に 、今 日の 状況は 、国 会にお ける衆 参のねじ れとい う状 況の中 で、
果たして この戸 別所 得補償 制度と いうふ うなもの が両院 にお いて御 理解
をいただ けるか どう かとい うふう なこと が不確か な中に おき まして は、
やはりま ず予算 措置 を講じ させて いただ くという ふうな こと の措置 をさ
せていた だいた とこ ろでご ざいま す。（ 発言する 者あり ）
○山 田俊 男君
今こち ら の 方 か ら も 意 見 が 出 ま し た が 、 本 末 転 倒 な ん で す よ 。 大 臣 、
国会のこ のねじ れ、 このこ とが課 題なん ですか。 それと も、 そうじ ゃな
くて、本 来、法 に基 づいて 行う行 政推進 は基本的 にはき ちっ と法律 に基
づいて実 施する と い うこと ですか ら、国 会にねじ れであ ろう が何し てい
ようがき ちっと 提案 して審 議して 、そし てお互い に納得 でき るもの は納
得して、 修正す るも のは修 正して 仕上げ るという ことじ ゃな いです か、
それが基 本なん です から。 もう一 回確認 します。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
基本的に は、ま さし くその とおり でござ います。 ですか ら、 二十三 年
度の予算 時にお きま しても 、私自 身も、 今、山田 委員か ら言 われる よう
なことを 意識し なが ら、やろう という ふ うな考え 方に立 った ところ です 。
これは筋 道であ りま す。し かし、 なかな か筋道だ けでは うま くいく のか
なという ような とこ ろもあ るもの ですか ら、これ からこ の法 制化に 向け
て引き続 いて理 解を いただ くとい うこと も含めて 努力を して いかな きゃ
ならない と思っ てお ります 。
○山 田俊 男君
次に、備 蓄の仕 組み であり ます。 備蓄も 食糧法上 極めて 重要 な規定 の
一つであ ります 。と こ ろが 、この 備蓄の 仕組みを 播種前 契約 という 手法
に変えら れたわ けで す。そ うする と、一 体、本当 に過剰 が生 じたと き、
例えば豊 作や需 要減 でその 年度に 過剰が 生じて米 価が低 落す るとき 、何
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らかの形 で国の 需給 と価格 の安定 の立場 からする と備蓄 の買 入れ機 能を
発揮する という のが 本来の 食糧法 上の規 定じゃな いです か。 ところ が、
播種前契 約でや って しまっ ていま す。
ましてや 、今年 は二 十万ト ンの播 種前で の買入れ をやろ うと 思った け
れど十分 集まら ない と。聞 いてみ ますと 、七万ト ンかそ のぐ らいし か集
まってい ないん じゃ ないで すか。 という ことにな ると、 この ことも 十分
機能を果 たして いる とは言 えない わけで あります 。
それから 、食糧 法第 十八条 に米穀 価格形 成センタ ーが規 定さ れてい ま
すね。こ れは大 臣、 今一体 どうい う状況 になって いるん です か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
いわゆる 米穀価 格形 成セン ターと いうふ うなこと につき まし ては、 計
画流通制 度が平 成十 六年度 の食糧 法の改 正により まして 廃止 されま して 、
いわゆる 義務上 場が なくな ったと いうこ とに加え まして 、近 年の状 況と
いうふう なもの から 、いわ ゆる全 農系の 方も入札 上場し なく なった とい
うことで ござい まし て、十 六年以 降、取 引数量が 激変を いた しまし て、
二十二年 度につ きま しては 出来高 なしと 。このよ うなこ とか ら、本 年三
月に米穀 価格形 成セ ンター の解散 をもっ て食糧法 による とこ ろの指 定は
取り消し たとい うよ うな状 況でご ざいま す。
○山 田俊 男君
民 主 党政 権の今 年の 三月の 一日に 価格形 成センタ ーはそ っと 、どこ に
も見えな い形で そっ となく なって いるん です。廃 止して いる んです 。そ
して、今年 の七月 にどう しま した。七 月に やったこ とは、先 物の上 場を 、
試験上場 を認可 した わけで すよ。 一体、 それは価 格形成 セン ターが なく
なったか ら、だ から あとは 先物上 場で価 格の値ご ろとい いま すか、 落ち
着き先を 見なき ゃど うして もなら ないと いうのが この価 格形 成セン ター 、
試験上場 の認可 だっ たわけ じゃな いです か。この 先物上 場と いう話 は、
食糧法上 はどん な規 定にな ってい るんで すか。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
これは、 平成十 六年 の食糧 法改正 により まして、 いわゆ る流 通統制 と
いうふう なもの が掛 かって おった お米で ございま すけれ ども 、基本 的に
これは解 除され ると いうふ うなこ とにな りました 。
そして一 方、先 物と いうふ うなこ とにな りますな らば、 これ はいわ ゆ
る商品取 引法に 基づ いて判 断をす るとい うことで ござい ます から、 一方
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において は、今ま での、平 成十五 年ま での 状況は、す なわち 先物と いう 、
米の先物 という ふう なもの も含め てこれ は駄目で すよと いう ような 状況
になって おった わけ ですけ ど、こ れ解除 されたわ けであ りま すから 、そ
うしまし た なら ば、 これは 商品取 引法上 に基づい てこの 認可 基準に おい
て判断を すると いう ふうな 状況に なった ものと思 ってお るわ けでご ざい
ます。
○山 田俊 男君
今、平 成 十 六 年 の 改 正 で 、 商 品 取 引 法 に 基 づ く 商 品 取 引 に つ い て は 、
従来は食 糧法は 認め ていな かった 、とこ ろが平成 十六年 では 認めた 、だ
から先物 上場、 今は やって もいい んだと 、こうい うふう にお っしゃ るわ
けですが 、実は 、平 成十七 年のと きに、 あのとき に先物 上場 の認可 の申
請があっ たとき には 、ちゃ んと自 民党政 権はそれ を断っ てい るんで す。
認可して いない んで す。
ところが 、今度 は、 見事に そ れに 規定に のっとっ て認可 しま したよ と
いうふう におっ しゃ る。一 体、国 民生活 第一と言 ってい た民 主党、 それ
でかつ、 米の需 要と 価格の 安定、 主食で あるこれ らの安 定に ついて 役割
を果たす という 食糧 法が 、かく のごと く 大事な機 能がみ んな ずたず たに 、
どこへ行 ってい るか 分から ないと いう運 営になっ ている 。大 臣、一 体ど
こへ向か うんで すか 、その ことを 心配せ ざるを得 ないわ けで ありま す。
ところで 、本日 は東 京穀物 取引所 の渡辺 社長さん にお見 えに なって い
ただいて おりま すの で渡辺 さんに もお聞 きします が、一 体、 渡辺さ ん、
三月の八 日の日 に、 大震災 前 に申 請され たわけで すね。 そし て、三 月十
一日にあ の大震 災が あった わけで すよ 。一体、もしも 大震 災があ った後 、
あなたは 申請さ れま したか ね、お 聞きし ます。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
それは、 どうい うふ うにそ のとき におい て判断す るかと いう のは、 今
にわかに 御返事 はで きない です。 ただし 、三月八 日に申 請を したと きの
状況にお いて、 その 後、こ の申請 の内容 は変更す る、あ るい は取り 下げ
る必要は なかろ うと いう判 断をさ せてい ただきま した。
○山 田俊 男君
大臣、三 月八日 に申 請した んです よ。三 月十一日 に大発 災し たんで す
よ。発 災した 後、今や四 か月以 上たっ て いますよ 。そ れでか つ、稲わら 、
牛肉のセ シウム の問 題を含 めまし て、大 臣、午前 中の野 村委 員の質 疑も
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含めて、 昨日の 農林 水産委 員会も 、もう 最近は新 聞を読 むと 農林水 産大
臣が前面 ですよ 。そ れほど やはり この原 発の事故 という のは 大きい んで
す。そし てまた 、ち ゃんと 、かく のごと く事故は 大きい よな んとい うこ
とを何で 言わな かっ たんで すかね 。尐し やっぱり 隠して いる ような とこ
ろがある んじゃ ない かとい う、こ れは農 水大臣に 言うつ もり はあり ませ
んが、あ ったん じゃ ないか という 気がす る。だん だんだ んだ ん大変 なこ
とになっ てきて いる わけで す。も しもこ こで、い や、そ んな ことを 考え
たくもな いんで すが 、一部 の地域 におき まして、 今、米 につ いてセ シウ
ムの検査 も含め てこ れはき ちっと やろう というこ とで徹 底さ れてい るよ
うであり ますが 、そ れは大 賛成で す。し っかりや ってく ださ い。
ところが 、そこ でも しも、 セシウ ムが土 壌から出 ました 、ま してや 米
から出ま した、 米だ けじゃ なくて 一番大 事な胚芽 、ぬか から 出まし たと
いうこと になっ たら 、これ は大臣 、大変 なことで すよ。 それ でも先 物取
引 試 験 上 場おや りに なるん ですか 、お聞 きします 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
基本的に は、この大 震災に 対する 復旧 復 興、今 全力を 挙げて おりま す。
そして、 原子力 事故 に対す る、い ろんな 稲わら等 々の問 題に おきま して
も、対策 を今懸 命に 取り組 まさせ ていた だいてお るわけ であ ります 。そ
して、米 の検査 につ いても 遺漏な き形で しっかり とやる とい うよう なこ
とで過般 も具体 的な 措置を 講じさ せてい ただきま して、 各県 とも連 携を
取りなが らしっ かり とした 検査体 制をや っていき たいと 、こ ういう ふう
に思って いるわ けで ありま す。そ ういう 意味で、 私ども とし て は、 この
大震災そ して原 発事 故に対 する対 処とい うものに ついて あら ゆる努 力、
万全を期 す努力 をし ていく という ふうな ことでご ざいま す。
先物取引 につき まし ては、 三月八 日の申 請、こう いうふ うな ことの 中
におきま して、 法令 に基づ いて私 どもは 判断をさ せてい ただ いたと いう
ことでご ざいま す。
○山 田俊 男君
大臣、 私 は 、 農 林 水 産 委 員 会 で も 大 臣 に 申 し 上 げ た は ず で あ り ま す 。
それから 、お願 いに 大臣室 へ行っ たとき も申し上 げたつ もり であり ます
が。だ って、認可 をしな ければ いけな い、公示期間 ですか 、終 わった 後、
認可をし なきゃ いけ ないま での間 を見た って一か 月あっ たん ですよ 。こ
の一か月 の間に ちゃ んと国 会論議 もすれ ばいいじ ゃない です か。農 林水
産委員会 の論議 すれ ばよか ったじ ゃない ですか。 それを おや りにな らな
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いで早々 と七月 一日 にもう 認可さ れちゃ ったんで すよ。 一体 何でそ んな
ふうに急 がなき ゃい けなか ったん ですか 。あのと きに、 やっ ぱりも うち
ょっと一 体どう いう 需給の 環境が 今後現 れるのか という こと を見る べき
だった。今 どうな ってい ます か。米の 値段 がどうな ってい ます か。これ 、
大臣から お聞き した い。そして 、な ぜ一か 月そのま ま放置 して いたの か、
先に認可 しちゃ った のかお 聞きし たいで すね。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
米の価格 につき まし ては、 一定の 場所に おきまし ては、 地域 におき ま
しては米 の価格 が上 昇して いると いう状 況でござ います 。今 なぜ認 可を
したのか という こと でござ います が、今 お話しの とおり に、 山田委 員を
始めとす るとこ ろの 自民党 の先生 方から もいろい ろと二 度 に わたり まし
て、六月 の二十 日、 二十四 日、御 意見を 伺いまし た。そ れか ら、五 月の
二十七日 、六月 の三 十日に は食糧 部会に おきまし ても御 意見 を伺い まし
た。それ から、 四月 の二十 八日、 六月三 日、お米 の有識 者懇 談会に おき
ましても 御意見 を伺 いまし た。そ して、 米の関係 者ある いは 有識者 にこ
のように 御議論 をい ただい た中で 、私自 身だけで はなし に副 大臣等 々も
直接生産 者団体 とも お会い をして 何回か にわたり まして 意見 交換を させ
ていただ いたと 、こ ういう ふうな ことで ございま す。
そこで、 縦覧の 期日 という ふうな ところ も、六月 の二十 五日 だった と
思います けれど も、 六月の 二十五 日に期 日が参り ました 。そ ういう 中で
何らかの 判断を して いかな きゃな らない 、このま まいけ ば、 何もし なけ
れば認可 になる とい うよう なこと から、 やはりそ のこと は避 けなき ゃな
らないと 。こう いう ことで いろい ろと御 意見を伺 って、 非常 に関係 者の
関心も高 いとい うふ うなこ とも含 めて私 どもとし て判断 をさ せてい ただ
いた、い わゆる 試験 上場と いうふ うなも のについ ての判 断を させて いた
だいたと いうこ とで ござい ます。
○山 田俊 男君
六月の二 十五日 に 公 示の期 間が来 ました と。そこ から、 しか し実際 的
に大臣が 認可し て、 認可す る期間 はぎり ぎりまで 、七月 の二 十五日 まで
一か月あ ったわ けで すね。 だけれ ども、 それを七 月二十 五日 まで論 議を
尽くすと いうこ とを されな いで、 七月の 一日の日 に大臣 は認 可され たわ
けですよ 。そう でし ょう。 なので 、もう ちょっと しっか り議 論すべ きだ
ったとい うこと なん です。 そう考 えると 、何かい ろいろ あっ たんじ ゃな
いのかと 。
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例えば、 東京穀 物取 引所は 、東京 工業品 取引所と の統合 協議 が進ん で
いたわけ であり ます が、そ の関係 があっ たから、 もう早 くや っちゃ おう
と い う こ とだっ たん ですか 。それ とも、 二十三年 産米の 先物 上場に 間に
合わせる ために 、だ ってそ うでし ょう、 八月八日 におや りに なるわ けだ
そうです から、 間に 合わせ るため におや りになっ たんで すか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
山田委員 からい ろい ろな御 指摘が ござい ました。 しかし 、尐 なくと も
山田委員 とは長 い付 き合い でござ います 。山田議 員のこ とも 私もよ く承
知をして おりま して 、私は 当時自 民党の 中で山田 議員と もい ろんな 形で
お付き合 いをさ せて いただ きまし た。尐 なくとも 私自身 のこ とにつ いて
は、いさ さかな りと も承知 をして いただ いている と 思い ます 。
そういう 中で私 自身 が、こ の縦覧 期日が 六月二十 五日に 来て 、そし て
関係者の 方々の 関心 も高い 、そし て今回 は商品取 引法上 に基 づいて 認可
基準とい うふう なも のから するな らば、 なかなか この試 験上 場とい うふ
うなもの をこれ は駄 目です という ふうな ことは困 難だと いう ことを 申さ
せていた だきま した ので、 そうい う中で 私自身が 判断を させ ていた だい
たという ことで ござ いまし て、今 言われ た件につ いては 何ら 関係の ない
ものと、 このよ うに 御理解 をいた だきた いと思い ます。
○山 田俊 男君
エールを 交換す るつ もりは ないん ですが 、私も鹿 野大臣 のこ とはよ く
知ってい る、本 当に 。よく 本当に いろん な薫陶を 受けた とい うふう に思
っており ます。 だか ら、私 たちが 、私も 委員会で 質疑し たり 、それ から
大臣に要 請に行 った ときに 、大 臣は本 当 に苦渋に 満ちた 顔を されて いた 、
どうした らいい かと いうこ とだっ た。大 臣、もし かした ら、 政治主 導と
いいなが らも、 農林 水産省 の官僚 の面々 の、市場 原理の 中で 米の世 界を
こんなふ うに転 がし ていか なきゃ いかぬ という流 れに、 大臣 ももう さお
差せずに どっぷ りと 転がっ たとい うこと じゃない んです か。
○国 務 大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
敬愛する 山田先 生か らどっ ぷりと 官僚政 治につか ってい ると 言われ
ると、私 も正直 ショ ック受 けるん ですよ ね。私は 至らな い者 なりに 、や
はり民主 党のこ の政 権とい うふう なもの は政治主 導でや らな きゃな と、
肝心なと ころは やっ ぱり政 治家が 判断し ていかな きゃな らな いと、 こう
いうふう なこと でご ざいま すので 、本当 に至らな い私で すけ れども 、私
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なりに判 断をし て決 断をさ せてい ただい た、この ことだ けは 間違い ござ
いません という こと だけは 御理解 をいた だきたい と思い ます 。
○山 田俊 男君
そこま で 言 わ れ る と 同 情 を 禁 じ 得 な い わ け で あ り ま す が 。 と こ ろ で 、
今日は渡 辺社長 にお 見えに なって いただ いており ます。 渡辺 社長の 前職
は何だっ たんで すか 。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
東京穀物 商品取 引所 、会員 制時代 も含め まして、 そこに 来る 前は小 泉
内閣の内 閣総理 大臣 補佐官 で、郵 政民営 化を担当 してお りま した。
○山 田俊 男君
郵政民営 化を小 泉内 閣の下 でおや りにな る前は何 だった んで すか。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
二年間ほ ど農林 水産 事務次 官を拝 命して おりまし た。
○山 田俊 男君
私もそれ こそ渡 辺さ んとは 、米の 生産調 整をどう 進める か、 それか ら
転 作 を ど う推進 する か、さ らには 食管制 度の運営 も含め て、 さらに は食
糧法の改 正の時 代に 合った 転換を どう進 めるかと いうこ とで 、一緒 に相
当の長期 間にわ たっ てやら せても らった 、激しい 意見交 換も しなが らや
ってきた わけで あり ますが 、しか し、一 体この時 点で、 渡辺 さんは 食管
制度の運 営も、 それ から食 糧法の 改正に 当たって もやっ てこ られた わけ
ですが、 その立 場か ら見て 、今、 米の先 物上場を おやり にな るとい う考
え、これ は大体 自分 の頭の 中で整 理でき ていない んじゃ ない ですか 。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
全く矛盾 はござ いま せん。 今回の この商 品先物市 場にお ける 試験上 場
は、私は 、実は 私が 企画室 長をし ており ましたガ ット・ ウル グアイ ・ラ
ウンド農 業合意 を受 入れを 決めた 時点か らしかれ た路線 の中 で、最 終的
に農業に 携わる 方々 が自分 の経営 をマー ケットの シグナ ルを 得なが ら展
開してい くとい うそ の集大 成であ ろうと 考えてお ります 。
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○山 田俊 男君
いやいや 、そこ まで言 われ ちゃい ますと 、大臣、ガット・ウル グ ア イ ・
ラウンド 以降の この 流れの 集大成 だと、 それが先 物だと いう ふうに おっ
しゃった ら、あと は行き 着く先 はＴＰ Ｐ じゃない ですか 。そうで しょう 。
そういう 流れの 中で これが あると いうこ とじゃな いです か。 ちょっ と今
は極めて 重要な 、何 という のか、 判断で すよ。頭 の中が もう 本当に 物す
ごく逆転 してい るん じゃな いです か。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
重ねて 申 し 上 げ ま す が 、 ガ ッ ト ・ ウ ル グ ア イ ・ ラ ウ ン ド の 農 業 合 意 、
これを受 け入れ たと きに、 価格を 支持す るという 政策は 赤で あり、 直接
支払が緑 の政策 であ る、そ ういう ふうに なりまし た。言 わば 、消費 者負
担型農政 から納 税者 負担型 農政へ の転換 でありま す。そ うい う点に 立ち
ますと、 市場価 格は 変動す るとい うこと を受け入 れなが ら、 個別の 経営
は所得補 償でや って いくと いう路 線がし かれたわ けであ りま す。
私、明確 に覚え てい るんで すが、 この農 業合意を 受け入 れま したと き
の農政審 議会の 会長 であっ た武田 誠三さ んが、私 は食管 制度 につい て揺
りかごか ら墓場 まで 担当し てきま したと おっしゃ いまし た 。その 時点で 、
農政審議 会の会 長で ある武 田さん は食管 制度は終 わった とい うふう にお
っ し ゃら れたわ けで ありま す。
最後に 、ＴＰ Ｐの問 題であ ります が、私 の個人的 な見解 を問 われれ ば、
私はＴＰ Ｐには 賛成 できま せん。 理由は 簡単であ ります けれ ども、 地域
限定排他 的協定 であ ります ので、 でき得 るならば ＷＴＯ の場 で世界 共通
のルール を作る べき だろう と考え ており ますので 、ＴＰ Ｐの 問題と 先物
の問題は 全く別 であ ります 。
○山 田俊 男君
私も、Ｗ ＴＯで 基本 的に合 意する という のは私も 賛成で すか ら、そ う
いう立場 ですか ら、 だから それは ちゃん としてお ります が、 どうも 、こ
の市場開 放の前 提と して市 場原理 に任せ るという 思想が あな たの 前 歴と
の関係で 必ずし も一 致して いない んじゃ ないかと いうふ うに 申し上 げた
だけであ ります 。と ころで 、世界 を見渡 してみて 、そし て、 その国 の主
食たる穀 物に先 物を 導入し ている 例は幾 つぐらい ありま すか 、御存 じで
すか。
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○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
主食とい う定義 を何 でする かによ ります 。国民の 供給カ ロリ ーのか な
りの部分 を占め ると いう定 義でい けば、 尐なくと も、欧 米に おいて 小麦
の市場は シカゴ とい う立派 なマー ケット が機能を してお りま す。そ れの
地方市場 として カナ ダにも オース トラリ アにもマ ーケッ トが ござい ます 。
米につき まして は、 計画経 済であ るとか 自給自足 的な側 面が 強かっ た
わけであ ります ので 、これ まで、 タイに 一部マー ケット があ る、そ れか
らシカゴ に長粒 種の マーケ ットが ある、 あるいは これは 中国 の鄭州 でし
たか、加 工、工 業用 のマー ケット がある というロ ーカル なも のにと どま
っており ます。
○山 田俊 男君
尐なくと も、今 欧米 という ふうに おっし ゃいまし た。欧 米で 、アメ リ
カの先物 の相場 に大 々的に ヨーロ ッパが 参加して 、そこ で価 格形成 をし
て、そし て自分 の国 の指標 にして いるか と。そう じゃな いで しょう 。尐
なくとも ヨーロ ッパ はやっ ていな いです よ。そう いう事 実 の 中で、 この
日本が米 につい て先 物をや るとい うこと 自体の判 断の誤 りと いうの は物
すごく大 きいと 思い ます。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
重ねて先 生に反 論を いたし ますけ れども 、シカゴ の小麦 の市 場が世 界
的な規模 で世界 をリ ードし ており ますの で、欧米 におい ては 、特に ヨー
ロッパの 方々も 輸出 、輸入 、そう いう立 場でＣＢ ＯＴを 利用 されて 、そ
ういうも のがあ るか らそれ で機能 として 果たして いるわ けで ありま して 、
米につい ては恐 らく 日本は 東アジ アの主 導権を取 れるよ うな 立場に ある
と思いま すので 、こ れから 日本の 米市場 を育てて いくと いう ことが 我が
国にとっ ても重 要不 可欠で はない かとい うふうに 私は思 いま す。
欧米とい うふう に一 くくり にしま したが 、ヨーロ ッパの マー ケット に
お い て 、 時間的 にも 近いア メリカ のシカ ゴに立派 なマー ケッ トがあ る、
ロシアも それを 利用 してい る、中 国も利 用してい る、Ｅ Ｕも それを 利用
している という 実態 があり ますの で、必 要がない という こと ではな いの
でありま す。
○山 田俊 男君
もう拍手 が起こ るな んとい うのは 信じら れないん ですが 、も う本当 に
どうかし ている んじ ゃない かとい うふう に思いま すが。
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大臣、生 糸につ いて は先物 をやっ ていた んです。 そして 、私 も古い 歴
史は知ら ないん です けれど も、も う党の 場でけん けんが くが くの議 論が
あったと いうの は承 知して います 。国が 、政府が 、当時 は蚕 糸局と いう
のがあり まして 、農 林水産 省が一 定の規 制や制度 の運用 をや るわけ です
ね、価格 安定制 度を やって いるか ら。そ こと先物 取引し てい る関係 者と
の間で物 すごい やり 取りが あった わけで すね。
昭和四十 二年の その ときの 生糸の 様子を 見てみま すと、 大体 国内で 必
要とされ る生糸 の量 、機械 でこう みんな 製造する 、糸に 製造 するわ けで
すから、 その生 糸の 量の何 と十一 倍、十 一倍も取 引の対 象に なって いる
んです。 さらに 、価 格の乱 高下が ありま して、数 か月単 位で 一〇％ から
三〇％の 価格の 乱高 下があ ります 。これ だけの乱 高下が あっ たらい かぬ
から、結 局規制 を加 えるん です。 それも 、農林水 産省の 蚕糸 局長が これ
とこれと こうい う規 制をや ります という ことを言 うわけ で、 だから そこ
で物すご い摩擦 が生 じてい るわけ であり ます。
要は、こ ういう 世界 に場合 によっ たら米 の世界が 入ると いう ことな ん
ですよ。 そのこ との 怖さ加 減とい うこと について 一体大 臣は ちゃん と認
識されて いるの かど うかと いうの が大変 心配なん で すけ れど も、い かが
ですか。 大臣、 様子 見てお られた と思う んですよ 、あの とき の。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
この農林 漁業の 世界 に大変 精通を なされ ておられ る山田 先生 から私
に対して 大変御 心配 をいた だいて いると いうこと は有り 難い ことで ござ
います。 純粋に そう いう気 持ちで ありま す。
ただ、今 回の米 の先 物とい うのは 、試験 上場とい うもの を認 めたと い
うことに つきま して は、七 十二年 ぶりな わけです 。七十 二年 ぶりと いう
と、この 試験上 場で この二 年間ど ういう 状況にな るかと いう ことは 、正
直なとこ ろ、な かな か判断 できる 人がい ないとい うふ う なこ とにも なる
わけです 。
そして、 そうい う中 で、平 成十五 年の食 糧法の改 正によ って 、重ね て
申し上げ ますけ れど も、流 通統制 が掛か っておっ て、商 品の 取引法 にお
きまして は、こ れは お米だ ろうが 何だろ うが、先 物上場 とい うふう なも
のを考え ておっ ても 食糧法 の方で 駄目よ と、こう いうふ うな 歯止め が掛
かってお ったわ けで すから 、これ はこの お米につ いての 先物 はなさ れて
いなかっ たと。 しか し、こ れが、 流通統 制が外れ たわけ であ ります 、外
れたわけ です。 だか ら、外 れたな らば、 商品取引 法に基 づい ても、 これ
は駄目と いうふ うな 理由も ない。
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そ う す る と、ま さし く国の 政策で はなし に民間に よると ころ の事業 で
ございま すから 、そ ういう 中で、 この商 品取引法 に基づ くと ころの 認可
基準とい うふう なも のに基 づいて 判断せ ざるを得 ないと いう ふうな こと
だという ことも 、い ささか なりと も山田 先生に御 理解を いた だけれ ばと
思ってお るとこ ろで ござい ます。
○山 田俊 男君
大臣、流 通統制 が外 れたか らやる んだと おっしゃ るけど 、流 通統制 外
れていな いんで す、 食糧法 あるか ら、現 に。だっ たら、 おや りにな るん
だったら 、食糧 法を ちゃん と改正 してや るべきで すよ。
だから、 商品取 引法 の規定 は外れ ました よ。だけ ど、し ょせ んは食 糧
法があっ て、国 が需 給と価 格の安 定につ いてちゃ んと役 割を 果たす とい
う規定が あって 、重 要な三 つの機 能が柱 としてあ るとい うこ とです から
ね。そこ を抜き にし てその 根幹を 全部外 すみたい なよう な話 はあり 得な
いですよ と申し 上げ ている んです 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
まさしく 、先生 、米 の安定 的供給 という ふうなも のは当 然で ござい ま
す。だか ら、だ から 私は山 田先生 にもう 何回も申 し上げ てき ました けれ
ども、こ の試験 上場 という 中で、 きちっ と農林水 産省は 検証 して、 そし
て監視を して、 いろ んな需 給に問 題があ る、 ある いはま た十 分なる とこ
ろの取引 量を確 保で きない という ことな らば何ら かの措 置を 講じな きゃ
いかぬと 、こう いう ふうな ことで ありま す。
ただ、何 遍も言 いま すけれ ども、 その辺 のところ がなか なか 、私自 身
のこの今 日の状 況の 中でこ うなり ますと いうふう なこと を申 し上げ るこ
とができ ないと いう 中でこ の判断 をさせ ていただ いたと いう ことで ござ
いますの で、そ れは いささ かなり とも、 僅かでも 結構で すか ら御理 解を
いただけ ればと 思っ ており ます。
○山 田俊 男君
渡辺社長 、先ほ どの 話にち ょっと 戻りま すけれど 、東京 工業 品取引 所
との統合 を予定 さ れ ていた わけで すね。 統合を予 定され てい た背景 は何
だったん ですか 。経 営が苦 しかっ たんで すか。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
今、統合 という 言葉 を使わ れまし たけれ ども、市 場統合 とい うこと を
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目指して おりま した 。これ は、今 政府部 内におい ても検 討さ れてお りま
すけれど も、総 合取 引所構 想の中 でワン ストップ ショッ ピン グをす る、
投資家に 利便の 場を 提供す る、魅 力ある 商品のラ インナ ップ をつく ると
いう方向 で進ん でお ります 。そう いう点 でいきま すと、 工業 品の市 場と
農産物の 市場が 一つ の市場 として 魅力あ るもの、 コスト の安 いもの 、利
便性の高 いもの に持 ってい くとい うこと は時代の 趨勢で あり ますの で、
そうした ことに つい て検討 してき たこと は事実で ありま す。
しかし、 こ の度 、米 の試験 上場の 認可が あり、い ろいろ な懸 念があ る
というお 声もあ りま した。 二年間 しっか り検証し ていく とい うこと にな
りました ので、 私ど もとし ては、 これま で六十年 間培っ てき た農産 物の
市場管理 、市場 運営 という ことに ついて 手だれた 担い手 とし て東京 穀物
商品取引 所がし ばし これを 運営し ていく のがふさ わしい ので はない かと
いうふう に判断 した わけで ござい ます。
それから 、米の 試験 上場期 間ある いはそ れを超え て運営 する 上での 財
政問題は 全く問 題が ないと いうふ うに考 えていま す。
○山 田俊 男君
一体、 先 物 取 引 を お や り に な っ て 手 数 料 は ど の ぐ ら い 入 る ん で す か 。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
現在のと ころ、 標準 的には 、一枚 、つま り百俵の 取引に つい て五十 五
円という 手数料 であ ります 。
○山 田俊 男君
取扱量が 元々減 って 経営も 苦しく て、会 員からは 解散を 迫ら れてい た
というの が東京 穀物 取引所 の現状 だとい うふうに 思いま す。 今回、 これ
をやれば 相当や って いける という 水準の ものなん ですか 。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
米は、商 品とし て甚 だ魅力 のある もので あること は間違 いあ りませ ん 。
しかし、 そのこ とが 直ちに どうい うふう に具 体的 な効果 を上 げるか とい
うことよ りも 、マ ーケッ トの指 標価格 を 示すこと によっ て需 給を調 整し 、
価格を平 準化し 、ヘ ッジ機 能を与 えると いうこと の重要 性を 検証す る道
を選んだ わけで あり ます。
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○山 田俊 男君
社長、失 敗した らど うする んです か。解 散するん ですか 、そ れとも も
う一度工 業品取 引所 と統合 をお願 いする んですか 。
○参 考人 （渡 辺好 明君 ）
先のこと をにわ かに 申し上 げるわ けには いきませ ん。全 力を 挙げて 米
の上場を 成功さ せた いと思 ってお ります 。しかし 、近い 将来 には、 二〇
一三年度 という ふう に想定 される 総合取 引所の構 想もあ るわ けであ りま
すので、 そうい った 中で、 日本の デリバ ティブ市 場がよ り一 層利便 性高
く使われ るよう な、 そんな 道も模 索をし たいと考 えてい ます 。
○山 田俊 男君
大臣、お 聞きし ます けれど 、大臣 先ほど 、この米 の戸別 所得 補償が 柱
でありま す、そ れか らさら には、 この先 物に上場 して指 標価 格を実 現し
ていくと いうこ との 意義を おっし ゃった わけです が、大 臣、 先物取 引で
形成され る価格 を戸 別所得 補償の 販売基 準価格に 採用す るつ もりで すか 、
いかがで すか。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
いわゆる このこ とに つきま しては 、あく までも現 物価格 を用 いて単 価
を算出し ていき たい と思っ ており ます。
○山 田俊 男君
それじゃ 、現物 価格 という のは現 行の相 対取引の 価格の レベ ルとい う
ふうに考 えてい いん ですか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
基本的に は、今 の取 引の中 での単 価と、 こういう ふうな 原価 と、い わ
ゆる現物 価格と 、こ ういう ことで ござい ます。
○山 田俊 男君
現物の、大 臣、価格 形成セ ンター、ちゃん と設けよ うじゃ ない ですか 。
食糧法に も規定 があ るんだ から、 ちゃん とやれば いいじ ゃな いです か。
そういう 取組、 ちゃ んとや ってこ そ初め て意義が あると いう ふうに お考
えになり ません か。
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○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
重ねて申 し上げ ます けれど も、こ の単価 というふ うなも のは 、出回 り
から三月 までの 現物 価格と いうふ うなも の、これ は全農 等か らのい わゆ
る報告さ れる相 対取 引価格 という ことで ございま す、申 し上 げたと おり
でござい ます。 それ を用い て算出 すると いうこと でござ いま して、 米の
先物取引 が開始 され てもこ の考え 方には 変わりご ざいま せん という ふう
なことを 申させ てい ただき たいと 思いま す。
○山 田俊 男君
そうする と、こ の相 対の価 格形成 、現物 の価格形 成の仕 組み を一体 ど
んなふう にちゃ んと 位置付 けるか 、考え るか、整 備する か、 運営の 在り
方を考え るか、 是非 そのこ とに力 を注い でいただ きたい とい うふう に思
い ま す 。 でない と、 結局は 、ずっ と価格 が下がる 。下が った 分を、 何の
ことはな い、財 源で 補填す る。幾 ら財源 があって ももう 足り ないぐ らい
価格が下 がっち ゃう 。その ことは 生産者 にとって も損、 それ から国 にと
ってもい たずら な財 源を使 うとい うこと になるこ とを是 非是 非認識 して
いただい た上で の今 後のあ りよう を本当 に考えて もらい たい し、そ れか
ら是非幅 広く議 論す る仕組 みをつ くって 進めても らいた い。
二年間の 試験上 場と いうん だった ら、大 臣が、よ し、今 年の 状況見 て
次からや めると いう ふうに おっし ゃるん なら違う んです けど 、どう も試
験上場は そのま ま 続 くんで すかね 、二年 間。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
これも重 ねてと いう ことに なりま すけれ ども、あ くまで も二 年間の 試
験上場期 間とい うこ とに対 して認 可をし たわけで ござい ます ので、 今、
山田先生 から言 われ たいろ んな御 指摘の ことにつ きまし ては しっか りと
検証をし ていか なき ゃなら ない、 こうい うふうに 考えて おる ところ でご
ざいます 。
○山 田俊 男君
そのこと と、も う一 つは、 結局は これか らの食糧 法の運 営を どう考 え
ていくか という こと と関連 します ので、 食糧法の 在り方 、戸 別所得 補償
にかかわ る法律 の在 り方、 その二 つを一 体どんな ふうに 考え ながら 運営
していく のかと いう ことを ちゃん と提起 して、そ して議 論し ていか ない
限り、私 は、先 物に 引きず られて 、そし て我が国 の米政 策の 基本を 本当
に崩して しまう とい うふう に思い ますか ら、その 点、ち ゃん とやっ てい
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ただきた いと思 いま す。大 臣の決 意、聞 きます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今先生か ら言わ れた 点は非 常に大 事なこ とだと思 ってお り ま す。そ れ
だけに、 試験上 場の 先物、 どうな ってい くのかと いうこ とを 常に緊 張感
を持って 私ども は検 証して いかな きゃな らないし 、そし て同 時に、 戸別
所得補償 制度と いう ふうな ものを これか らも軌道 に乗せ てい くとい うふ
うなこと を考え た場 合には 、法制 化とい うふうな ものが 望ま しいと いう
ふうな考 え方で ござ います ので 、そう い う中で 、この 食糧 法との 関係等 々
も含めて 、今御 指摘 の点に つきま しては これから もしっ かり と取り 組ん
でいかな きゃな らな い課題 である ものと 思ってい るとこ ろで ござい ます 。
○山 田俊 男君
平野復興 大臣、 大変 お忙し いとこ ろ、時 間いただ きまし てあ りがと う
ございま した 。私 は、平野大 臣に二 点どう しても聞 いてお きた いんで す。
何かとい ったら 、被 災農地 の扱い の問題 なんです 。結局 、被 災地に おい
てはいま だに水 につ かって 瓦れき が残っ ている農 地の扱 いが 皆さん の、
被災者の 最大の 悩み なんで す。そ してま た、それ が復興 する ことが また
希望でも あるわ けで ありま す。ど ういう 形で復旧 と土地 利用 計画に 取り
組まれる ことに なる んです か、お 聞きし ます。
○国 務大 臣（ 平野 達男 君 ）
今、農 水省の 方では 、そ ういっ た被災 農 地どのよ うに復 旧し ていく か、
その手法 並びに 工程 、 今、 鹿野大 臣先頭 に一生懸 命にな って 詰めて いた
だいてお ります 。復 興基本 方針に もござ いますけ れども 、除 塩をし っか
りやる、 瓦れき をし っかり 取り除 く、そ の上で、 きちん とし た土地 利用
計画、営 農計画 を作 りまし て、被 災した 地域が将 来にわ たっ て生産 性の
高い農業 を継続 して いける と、そ ういう 状況をつ くるた めに 頑張っ てい
きたいと いうふ うに 思って います 。
○山 田俊 男君
今のよう なお話 を聞 くつも りじゃ なかっ たわけで ありま すが 、まあ 当
然といえ ば当然 の話 ですか らね、 それは 。そうじ ゃなく て、 もう尐 し突
っ込んで お聞き した いんで すけれ ども ね 。被災者 にとっ てみ ると、 とり
わけ農業 者、そ れか らさら に、中 小企業 の商店の 皆さん もそ うだと 思う
んです、 全部な くな ってい る。残 ってい るのは水 につか った 農地だ った
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り、それ からま だ瓦 れきが 残って いる農 地だった り、そ れか らほと んど
区画も確 定もで きな い、言 わばお 店の宅 地だった りして いる わけで す。
それで、 考え得 るの は、そ して事 実そう なんです けれど も、 それら の農
地や宅地 にみん な抵 当権が 設定さ れてい るんです 。抵当 権設 定され てい
るという ことは 、そ の裏に 負債を 抱えて いるんで す。
この問題 を解決 しな かった らもう 夜も寝 れないと いう ん です 、みん な 。
だったら 、そこ の対 策をや るため に、そ の負債を ちゃん と解 消して あげ
るために 、棚上 げし てあげ るため に、買 い取って あげる ため に、そ のた
めに、宅 地であ った り農地 だった り田ん ぼになっ ている とこ ろを一 時公
有化する なり買 上げ をする なりす ればい いじゃな いです か。 なぜそ の方
向をきち っと打 ち出 されな いんで すか。
○国 務大 臣（ 平野 達男 君 ）
二重ロー ン問題 につ きまし ては、 もう委 員御案内 のよう に、 自民党 さ
ん、公明 党さん 、民 主党、 三者で かなり の議論を しまし て、 立法化 が必
要かどう か、あ るい は機構 の仕組 みをど うするか 等 々に つい てまだ 意見
は分かれ ており ます が、か なりし っかり とした対 策がで きた という ふう
に思って おりま す。
一方で 、土地 の買上 げ、これを どうす る かという ことに つき まして は、
従来から 何回も 申し 上げて おりま すけれ ども、こ れから 、今 、地域 の中
で土地利 用計画 を作 ってま いりま す。そ の中で、 場合に よっ たら使 える
土地、使 えない 土地 も出て くるか もしれ ません。 その使 えな い土地 、従
前地のよ うな使 い方 ができ ない農 地を、 土地をど うする か、 これは 全体
の土地利 用計画 の中 で決め ていく 話であ りまして 、結果 的に その農 地を
買い上げ る、あ るい はその 土 地を 買い上 げるとい うこと も一 つの有 力な
手段だと 考えて おり まして 、どう いう場 合にどう いう単 価で そうい う土
地を買い 上げて いく かとい うこと につい ては、こ れから 、今 、市町 村で
様々な計 画作っ てお ります ので、 その計 画を見な がら考 えて いく話 だと
いうふう に思っ てお ります 。
○山 田俊 男君
これで終 わりま すが 、お願 いがあ ります 。鹿野大 臣、そ れか ら海江 田
経産大臣 、それ から 野田財 務大臣 、今、 平野大臣 は、し っか りした 買上
げも含め た二重 ロー ンの対 策をや るんだ というふ うにお っし ゃった 。全
然しっか りして ない んです よ。だ から、 この参議 院で野 党が 全部一 致し
て、野党 が全部 一致 して復 興再生 支援機 構、これ を決め たん じゃな いん
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ですか。 新しい 機構 で対策 を講ず るとい うことを 決めた わけ ですか ら、
経産省の 中小企 業基 盤整備 機構の 子会社 でやりま すみた いな 話だけ の案
はこれは 駄目な んで 、ちゃ んとし た、参 議院でそ れだけ の世 論、参 議院
の 野党全 部一致 して 決めた この案 につい て、四大 臣、し っか り検討 して
もらいた い、そ して 成立さ せても らいた い、こん なふう にお 願いし て終
わります 。あり がと うござ いまし た。
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