参議院農林水産委員会／2011 年 8 月 4 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 戸別 所得 補償 制度 に つい て
２． 担い 手育 成総 合支 援 新法 につ いて
３． 放射 性セ シウ ム汚 染 稲わ ら等 によ る 内部 被ば くの 懸念 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、戸別 所得補 償の 在り方 を
中心にし まして 質疑 をいた したい と存じ ます。
私、ある 山間の 農協 へ行き まして 、今年 の米は価 格が下 がっ て大変 だ
ったと、 販売額 が総 額で一 億二千 万円で しかなか ったと いう ことで あり
ましたが 、とこ ろが 中山間 地域直 接支払 が六千万 円あり まし た。そ れか
ら、固定 支払が 、戸 別所得 補償の 固定支 払が三千 万円あ りま した。 変動
支払が三 千万円 あり ました 。合計 一億二 千万円で すと。 販売 額とこ れら
支払額、 総額し て二 億四千 万円、 これで ほぼ同額 であり まし たと。 こう
いう話で ありま して 、山田 さん、 これね 、戸別所 得補償 を四 Ｋに入 れな
いでくだ さいと 、こ う言う わけで すよ。 一体、大 変この 議論 は本当 に難
し いとこ ろへ来 てい ると思 います 。一方 、私は、 そう言 われ て申し 上げ
たのは、 これは 米価 が下が ること を放置 して、単 にこれ を補 填する だけ
のものが 固定支 払だ ったり 変動支 払にし かなって いない んだ と。必 ず財
源問題が 出てく ると 。
確かに、 戸別所 得補 償制度 に移行 してか ら経営所 得安定 対策 の関係 予
算は、自 民党の 政権 のとき は三千 八百億 円だった んです ね。 民主党 の政
権におな りにな って から五 千六百 億円と 、こっち の部分 は増 額して いる
わけです 。とこ ろが 、農林 予算は 、御案 内のとお り、増 額す るどこ ろか
総体とし て大き く減 らして いるわ けであ ります。 そ して 、減 らした 中の
予算のう ちのそ の大 半が米 の戸別 所得補 償のとこ ろへ行 って いるわ けで
すから、 大事な 担い 手をど う育成 するか とか、さ らには 農業 農村基 盤整
備をどう 進める か 、この 予算が 大幅に 削 られたと いう事 実が あるわ けで 、
今後この 仕組み がち ゃんと 安定的 に推移 するかど うかは なか なか難 しい
んですよ と申し 上げ て、説 明して いるわ けであり ますが 、な かなか 苦し
いです。
ところが 、一方 で、 担い手 農家が やめて いる事例 が平場 の本 当にす ば
らしい条 件の地 域で もある わけで ありま す。
一つの事 例は、 受託 面積が 四十六 ヘクタ ールであ りまし て、 部分 受 託
を含めま しても 七十 ヘクタ ール。 やめた 理由は、 これか らの 民主党 農政
では展望 が見え ない 。米価 の下落 で昨年 は二千万 円の赤 字を 出した 。こ
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れは地域 により ます からね 、一体 下がっ た分のど れだけ 補填 しても らえ
るかとい う水準 は、 平均の 価格で しか補 填してい ません から 、だか らど
うしても 赤字の 出て くると ころは 御案内 のとおり あるわ けで す。そ れか
ら、大型 の乾燥 機等 、農業 機械が 耐用年 数が過ぎ て限界 に来 ていた 。そ
れから、 これも 容易 じゃな いです 、四十 歳だけれ ど結婚 相手 が見付 から
ない。そ れから 、委 託者か ら、戸 別所得 補償でた くさん の助 成金を もら
ってよか ったね って 言われ ている 。こ れ がもうぶ ち切れ る 、頭が 切れる 、
離農する 決意に なっ たとい うふう に伝え られたり してい まし て、こ うし
た事例で ありま す。
さらにも う一つ は、 自作地 が二． 三ヘク タール、 それか ら受 託面積 は
三十三ヘ クター ルも ありま す。認 定農業 者として 農業者 年金 基金の 経営
移譲を行 おうと 、六 十五歳 です、 長男、 次男に後 を継い でも らおう とい
うことで したが 、長 男、次 男は今 すぐに は後継ぎ になれ ない という こと
が出てき て、か つま た、相 続税納 税猶予 の仕組み にもう まく 該当し なか
ったと。 そして 、経 営移譲 年金も 利用権 設定 の仕 組みを 変え たもの だか
ら該当し なくな った 、こう おっし ゃって いるわけ です。 税務 署にど んな
に相談し たって 、こ れうま くいか なかっ たという んです 。だ から、 結局
は自作地 だけ残 して 、あと は受託 の面積 を全部や めちゃ った と。結 局、
間にＪＡ が入り まし て、地 区内の 営農組 織七か所 に苦労 して 苦労し て受
け取って もらう とい う配分 をやっ たとい うことで ありま す。
両方とも 個別の 事情 がある かもし れない というふ うに思 いま す、今 申
し上げた ような こと です。 後継者 がいて も将来に 対する 展望 がなか なか
開けない とか、 それ からこ の戸別 所得補 償制度は いつま で続 くのか とい
う心配が やっぱ り農 業者に もある わけで すよ。先ほ ど言い ました ように 、
農協の場 合で見 たっ て、販 売額が 半分減 って、そ の該当 の半 分を中 山間
地と固定 支払と 変動 支払で 埋めて います みたいな 話が、 やっ ぱり受 け取
っている 方から とっ たって 、この ままこ の仕組み は進む のか という みん
な大変な 心配を 持っ ている んです 。
大臣、こ こまで 申し 上げて 、言い 出すと いっぱい あるん です が、大 臣
の感想を 聞きた いん です。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今二例に つきま して 、離農 した二 つの例 につきま してお 話が ござい ま
した。
基本的に 、離農 する という ような 、農業 を離れる という ふう なこと に
ついては 、いろ いろ なこと がある と思い ます。一 つは、 やっ ぱり販 売収
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入という ふうな もの が生産 費を下 回る 、そしてコ スト割 れを してい くと 、
こういう ふうな こと で、こ れはも う長い 間やって いけな い。 二つ目 は、
過剰な設 備投資 とい うこと で、大 変資金 繰りが厳 しい状 況に なって きて
おると、 こうい うふ うなこ ともあ ると 思 います。 それか ら三 つ目と いた
しまして は、も うだ んだん 高齢化 という ふうなこ とで、 自分 自身が 引退
をしなき ゃなら ない 、農業 からや はり退 いていか なきゃ なら ないと いう
ようなこ と、こ うい うふう なこと が考え られると 思うわ けで ありま すけ
れども。
この中で 今いろ いろ と二つ の例に つきま してお話 がござ いま したけ
れども、 いわゆ るコ スト割 れとい うこと につきま しては 、こ の戸別 所得
補償制度 という ふう なもの の導入 により ましてこ れはカ バー するこ とが
できるも のと、 こう いうふ うに考 えてお ります。 そして 、実 際に戸 別所
得補償導 入によ りま して、 大規 模 の農業 というも のをや って いる人 たち
の加入率 が高く 、そ して交 付金の 支払も 規模の大 きい人 たち に相当 部分
交付され ている とい うよう なこと 、これ も実態で あると いう ふうな こと
でござい ます。
また、資 金繰り の悪 化とい うこと につき ましては 、これ から の長期 整
理資金へ の借換 えと いうも のや、 あるい は農業経 営アド バイ ザーに よる
ところの 経営指 導を やって いくと いうよ うなこと で対処 して いかな きゃ
ならない と思っ てお ります し、ま た高齢 化という ことに 対す る取組 につ
きまして は、農 業を 離れる 人たち と新し く農業に 取り組 んで いきた いと
いう人た ちのマ ッチ ングと いうふ うなも のについ て、円 滑に 行われ ると
いうよう なこと に対 する支 援策と いうふ うなもの を考え てい かなき ゃな
らないん じゃな いか なと、 こんな ふうに 思いなが ら、今 二つ の例を 出さ
れた中で 、私ど も農 林水産 省とい たしま しても取 り組ん でい かなき ゃな
らない点 につき まし て考え 方を申 し述べ させてい ただい たと ころで ござ
います。
○山 田俊 男君
大臣の一 つ一つ おっ しゃる 対策の 内容に ついて私 は否定 する もので
はありま せん。 とこ ろが、 大臣、 予算の 掛け方が 間違っ てい るんじ ゃな
いかとい うふう に思 うんで す。担 い手を つくり上 げてい くと いうこ とに
ついて、 もっと 力を 入れた 取組が 必要な んだと思 うんで す。
ところで 、岡田 民主 党の幹 事長が 四Ｋ見 直しとい うこと の議 論に関 連
して、戸 別所得 補償 制度に ついて も来年 度以降の 修正を 否定 するも ので
はないと いうふ うに 見直し を示唆 したと いうふう に伝え られ るんで すが 、
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大臣、事 前の相 談が ありま したか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
何もござ いませ んし 、しく は承知 してお りません です。
○山 田俊 男君
どうもや っぱり 民主 党の政 権、政 府とい うのは、 一体で やる なんて 言
っている けれど も、 まあそ ういう ことな のかなと 。端的 にこ ういう こと
にも表れ ている とい うふう に思う んです 。大臣、 大臣は 就任 後、大 臣の
強い決意 で百億 円の 予算を 付けた 規模拡 大加算と いう取 組を おやり にな
ったんで す。こ れは 、大臣 の中に 担い手 を育成す る視点 がや っぱり 必要
なんだと いう大 臣の 問題意 識が私 はあっ たという ことだ と思 うんで す。
私は、先 ほど言 った 二つの 事例か ら考え ましても 、私は 大臣 のその 考え
に賛成な んです 。と ころで 、民主 党政権 における 新しい 食料 ・農業 ・農
村基本計 画では どう なって いるか といっ たら、小 規模経 営の 持続を やり
ます、家 族農業 経営 の継続 をやり ますと 。一方で 、効率 的か つ安定 的な
農業経営 を育て ると 言って いるん です。 言うなれ ば、大 臣、 大臣は 規模
拡大加算 をちゃ んと やると おっし ゃった 。しかし 、一方 で、 民主党 の取
りまとめ たこの 基本 計画の 中では 、結局 どっちつ かず、 どっ ち向い てい
るのか分 からな いと いう方 向があ るんで す。私は 、戸別 所得 補償制 度は
まさにそ の典型 だと いうふ うに思 ってお ります。
ところで 、先ほ ども 青木委 員の質 疑に対 しまして 篠原副 大臣 からも や
り取りが ありま した が 、食 と農林 漁業の 再生実現 会議、 中間 提言を おや
りになり ました けれ ど、平 地で二 十ない し三十ヘ クター ル、 この規 模が
大宗を占 める構 造を 目指す と言っ ている んですよ 。ここ まで 言って いる
んですよ 。ここ まで 言って いたん なら、 先ほど言 ったよ うな 農家が それ
こそ典型 的なこ の稲 作地帯 、大事 な稲作 地帯にお ける本 当の 担い手 です
よ。彼ら は中心 的な リーダ ーだっ たんで すから、 地域の 中で 。
それがこ んな形 でや めてい きます という ことの政 策をや って ちゃい
かぬのだ と思う んで す。ま してや 、ほか の農家か ら、だ って 戸別所 得補
償でたく さんも らっ ていて いいな みたい ようなこ とを言 われ るよう な政
策は到底 長続き しな いとい うふう に私は 残念なが ら思う んで すが、 きち
っと政策 の方向 を定 めるべ きだと いうふ うに思う んです 。
とすると 、ちゃ んと 担い手 育成の ための 農地集積 の取組 にき ちっと 予算
を付ける こと 。そ れから 、戸 別所得 補償に 財源を取 られて しま ってい る、
ここをど んなふ うに バラン スいい ものに 仕上げて いくか とい うこと 。同
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時にもう 一つは 、予 算減ら してい たんじ ゃ何にも ならな いん です。 だっ
てそうで しょう 。旧 政権の 自民党 がやっ ていたと きの二 十一 年度の 農林
水産予算 の総額 は、 二兆五 千六百 億円な ん ですよ 。大臣 、今 大臣が おや
りになっ ていま すこ の民主 党政権 二年目 の二十三 年度の 予算 は、二 兆二
千七百億 円、三 千億 円も予 算が減 ってい るんです よ。こ れだ とやっ ぱり
大事な担 い手対 策で きない でいる んです よ。どう ですか 。こ の現状 をお
考えにな った上 で、 大臣、 どっち の方向 を向いて 仕事を され ている んで
すか、お 聞きし ます 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
まず、戸 別所得 補償 制度に つきま してど う農業者 の方々 が考 えてお る
かという ことは 、近 々のい ろんな アンケ ート調査 でも、 いわ ゆる今 年度
の六月末 の時点 の加 入者は 昨年度 をもう 既に上回 ってお りま すし、 是非
続けてい ってほ しい という ふうな 声がだ んだん多 くなっ てい るとい うこ
ともこれ は事実 でご ざいま す。
すなわち 、初め てこ の農業 政策に おける ところの 大きな 転換 があっ た
わけであ りまし て、 最初は 正直、 私は戸 惑いもあ ったと 思い ます。 どう
いうこと なんだ と、 戸別所 得補償 制度と いうのは 。しか し、 現実的 にこ
の戸別所 得補償 制度 という ものが 交付さ れ れば、 農業者 の人 も、あ っ、
そういう ことな のか 、よし 、これ が継続 していけ ば俺も 農業 をやっ てみ
ようと、 こうい うふ うな考 え方に 私は立 っていく ものと 思っ ている んで
あります 。ゆえ に、 そうい う意味 では、 確かに農 林水産 省の 全体の 予算
の枠では やはり この 戸別所 得補償 制度の 方に偏っ たとい うこ とでご ざい
ますけれ ども、 この ことは 、農業 者のま ず所得の 安定と いう ものが 農業
発展の基 本だと 、根 幹に置 かなき ゃなら ない、こ ういう ふう な考え 方に
立ったわ けであ りま して、 これは 一つの 私は農業 政策の 基本 である と思
っている わけで あり まして 、今、 山田委 員 からの 御指摘 の点 、そう いう
中でこれ から基 盤整 備をど うやっ ていく か、ある いはい ろん な形で のそ
の他の施 策とい うふ うなも のを、 担い手 を育成す る、そ うい うよう なこ
との施策 をどう する かとい うこと は、戸 別所得補 償制度 のい わゆる これ
からの安 定的な 継続 という ふうな ものを 前提とし てこれ から 取り組 んで
いかなき ゃなら ない と、こうい うふう に 思ってい るとこ ろで ござい ます 。
○山 田俊 男君
大臣、続 けてほ しい という 意見が あるの は間違い ないん だよ 。とこ ろ
が、続け てほし いと おっし ゃって いる皆 さんは大 きな勘 違い し て い るん
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です。何 勘違い して いるか といっ たら、 米価が下 がって 、僅 か下が った
分を補填 してい るに しかす ぎない んです 。だから 、これ しっ かり検 証し
てくださ いよ。検 証した ら、一体、そうい う事実が ちゃん と分 かるわ け。
さらに、 大臣、 いま だにこ の戸別 所得補 償制度に きちっ と組 み込ま れ
ているの か組み 込ま れてい ないの かよく 分からな い 、言う なれば 旧政権 、
自民党政 権がや って いたナ ラシの 仕組み をそのま ま踏襲 して いるじ ゃな
いですか 。だか ら、 認定農 業者を 中心に してナラ シの仕 組み をやっ て、
それでよ うやく それ をプラ スして 前年度 並みの収 入を確 保で きてい ると
いうのが 実際じ ゃな いです か。
だから、 大きな 勘違 いの中 の政策 をやっ ているだ けで、 そし てあと 必
要な、し かし本 当に 必要な 担い手 対策の 予算や農 地の利 用集 積の取 組に
ついては 滞って いる わけ。 だから やめて いるんじ ゃない です か、大 規模
な農家が ね。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
私は、そ こは委 員と 見解を 異にし ます。 農業者の 人たち から するな ら
ば、この 所得補 償制 度とい うもの によっ て価格が 下がっ ても 補填さ れる
というふ うなこ の安 心感が ある、 これが 非常に大 きいん であ ります 。し
かし、そ ういう 中で 、ナラ シの問 題が出 ましたけ れども 、一 部それ は補
填する必 要があ ると いうふ うなこ とで施 策が行わ れてい るわ けであ りま
して、あ くまで も農 業者戸 別所得 補償制 度という ものが ある からこ の加
入者も増 えてい る、 そして これか らも引 き続いて やって ほし いとい うよ
うなこと 、そう いう ような 考え方 が農業 者の間に も増え てき ている んで
は ないか なと、 こう いうふ うに私 は考え ていると ころで ござ います 。
○山 田俊 男君
大臣、そ れじゃ 大臣 に聞き ますけ れども 、大臣が 力を込 めて やった 規
模拡大加 算で大 臣は 担い手 をつく りたい とおっし ゃった 。そ して、 その
方向で、 進める 方向 を歩み 出そう とされ ている。 それか ら、 さっき も、
何度も言 うよう です が、再 生実現 会議で も二十な いし三 十ヘ クター ルが
大宗を占 めるよ うな その基 盤をつ くるん だという ふうに おっ しゃっ てい
る。今の 仕組み でみ んな喜 んでい るかも しらぬ。 今の仕 組み でそう いう
方向へ歩 めます か。 大体、 大臣の 規模拡 大加算、 ちゃん とや ろうと 言っ
た、その 実績は どう なって います か。
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○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
この実績 につき まし ては、 交付申 請につ きまして は八月 末、 そして 十
一月末、 二月末 とい うそれ ぞれの 各時点 において 申請が 行わ れるわ けで
ございま して、 申請 状況と いうも のは把 握できる ことは でき ません けれ
ども、農業 者の問 合せも この ことに つい ては非常 に多い と。ここ、委員、
どうぞひ とつ、 非常 に問合 せが多 いとい うことは 関心が ある という こと
でありま す。い わゆ る規模 加算に ついて 関心があ るとい うこ とは、 こう
いう規模 加算を これ からも 続けて いきな がらこの 生 産性 向上 に向け て取
り組んで いかな きゃ ならな いこと だなと 、こう思 ってお りま す。
○山 田俊 男君
それじゃ 、大臣 、そ れは問 合せが 多いか もしらぬ 。よし 、八 月末と そ
れ以降で 一体実 績が どうい う実績 になる かという ことを 徹底 して見 よう
じゃない ですか 。そ して同 時に、 検証、 この戸別 所得補 償の 検証を きち
っとやら ない限 り、 それ本 当に方 向を間 違っちゃ うと思 うん です。 言う
なれば、 再生実 現会 議の方 向へち ゃんと 歩んでい けるん です か。そ うで
しょう、 方針は 出し ている けれど も、ど っち向い ている か分 からな い、
そういう 政策に なっ ちゃう んじゃ ない で すかとい うこと を言 ってい るわ
けですか ら、そ うや ろうじ ゃない ですか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
当然、政 策転換 をし たわけ であり ますの で、検証 という もの はやは り
今委員か らの御 指摘 のとお りにや ってい かなきゃ ならな いと 、こう 思っ
ておりま す。
○山 田俊 男君
もう一 つ 、 大 臣 、 大 臣 は 昨 年 の 秋 で し た で す か ね 、 昨 年 夏 で す か ね 、
この戸別 所得補 償制 度を本 格実施 するに 際して裏 付けと なる 担い手 経営
安定の取 組に関 する 交付金 法です ね、い わゆる経 営安定 対策 交付金 法、
これの見 直しを やろ うとし たけれ ども先 延ばしし たと。 今回 は事業 と予
算だけで この仕 組み を進め るんだ という ふうにお っしゃ った わけで すね 。
一体今の 実情は どう かとい ったら 、間違 いなく法 律に定 めて いる方 向と
は違う方 向で戸 別所 得補償 を事業 と予算 で実施さ れてい るん ですね 。そ
の認識は お持ち です よね。
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○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
法 制 度 に よって やっ ていき たいと いうふ うな考え 方には 今も 変わり
ございま せん。
○山 田俊 男君
そうす る と 、 こ の 交 付 金 法 、 大 臣 、 法 改 正 さ れ る ん で す か 。 そ し て 、
戸別所得 補償を そん なに力 説され ている わけです から、 その 戸別所 得補
償の方向 に沿っ て交 付金法 も見直 してい きます、 ないし は、 交付金 法の
方向、す なわち 認定 農業者 を中心 にしな がら経営 安定の 所得 安定対 策を
講ずると いう方 向へ 戸別所 得補償 制度を 見直して いくの か、 どっち かの
方向で検 討され てい るんで すか、 お聞き します。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
委員御承 知のと おり に、今 のこの ねじれ 国会、衆 議院と 参議 院の意 思
決定が異 なる、 こう いうよ うな状 況の中 でなかな かこの 法制 化とい うふ
うなもの は難し いと 、こう いうよ うな判 断から予 算措置 でと いうふ うな
ことの考 え方を 取ら させて いただ きまし た。
そういう 中で、 この 戸別所 得補償 制度と いうもの をやは り軌 道に乗 せ
たいとい うのが 私ど もの基 本的な 考え方 でありま すので 、こ の法制 化を
目指して いきた いと 思って おりま すが、 また現実 を考え れば そう簡 単な
ものでは ないと 、こ ういう ことで ござい ますので 、今後 、こ の法制 化に
向けて、 一部改 正な のか新 法なの かとい うふうな ことに つい て は当 然の
ことなが ら今後 検討 してい かなき ゃなら ないこと だと思 って おりま す。
○山 田俊 男君
大臣、そ こは、 だっ て行政 施策は きちっ と法律に 基づい て実 施する わ
けで、今 も戸別 所得 補償に 掛けて いる金 は、継続 した特 別会 計の金 をこ
こへ支出 すると いう 形の財 源の論 拠とな っている 大事な 法律 なわけ です
から、そ れはち ゃん とやっ ぱり可 能な限 り一致さ せてそ れは 実施す ると
いうこと が基本 じゃ ないで すか。 例えば 先ほど言 いまし たナ ラシの 取組
なんか 、一 体戸別 所得補 償方式 には位 置 付けられ ていな いん だけれ ども 、
こっち側 の法律 には 、交付 金法に は旧政 権の内容 として 入っ ている から
ナラシの 仕組み は渋 々やっ ておら れるん じゃない ですか 。そうで しょう 。
とすると 、だっ てナ ラシは 認定農 業者を 中心にし て、そ れに 対策を 講ず
るという 中身に なっ ている わけで すから 。そう考 えてみ るだ けでも 、あ
らゆる販 売農家 を対 象とす る、全 ての販 売農家を 対象と する 戸別所 得補
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償制度の 向かっ てい る方向 と、こ っちで 認定農業 者を中 心に しなが らナ
ラシの仕 組みを やっ ている のと、 方向違 うんです もの。
だから、 大臣、 法改 正する ならき ちっと 法改正し て、今 状況 が厳し い
というん じゃ僕 は間 違って いると 思うん です。い い内 容 のも のであ れば
ちゃんと 一致し て仕 上げて いこう じゃな いですか 。それ を、 いい内 容と
は言えな い、自 信が ないか ら法制 度の改 正をおや りにな らな いとい うこ
とじゃな いんで すか 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
私から明 確に申 させ ていた だきま すけれ ども、戸 別所得 補償 制度こ そ
はまさし くこれ から の農業 の発展 にこれ は欠くこ とので きな い政策 であ
ると、こ ういう ふう に私は 基本的 に考え ておりま す。
しかし、 そうい う中 で、今 委員か らおっ しゃられ たとお りに 、現実 を
踏まえた ときに 、こ れを法 制化し たい、 軌道に乗 せたい とい っても 、現
実できな いわけ であ ります 。なか なか御 理解を、 この私 ども の今考 えて
おるよう なこと で理 解をし ていた だくこ とができ るなら ば是 非法制 化を
させてい ただき たい 。しか し、現 実とし てなかな かでき ない という こと
ならば、 当然、 どう いう形 でこの 法制化 、軌道に 乗せる こと ができ るか
というこ とは、 いろ いろな 話合い という ふうなも のは、 なし ていか なき
ゃならな いとき が来 るなら ば、当 然話合 いをして いかな きゃ ならな いと
思 ってお るわけ であ ります 。しか し、根 幹は農業 者戸別 所得 補償制 度と
いうふう なもの を継 続して いくと いうふ うなこと だと思 って おりま す。
○山 田俊 男君
大臣、戸 別所得 補償 のモデ ル事業 を実施 するとき に財務 大臣 から何 点
かにわた って指 摘が ありま した。 一つは 、一体、 対象農 家を 全ての 販売
農家にす ること でい いのか どうか という 指摘だっ たり、 それ から変 動支
払という ことで 、米価が 低下し た部分 を 補填する という こと でいい のか 、
それから そっち の対 策に財 源をず っと使 うという ことで いい のかと いう
指摘だっ たとい うふ うに思 います 。この 指摘は今 も 結局 変わ らない わけ
で、多分 変わら ない んだと 思うん です。
大臣が戸 別所得 補償 制度は 大事だ とおっ しゃって いる。 評価 もされ て
いる。こ れを目 指す という ふうに おっし ゃってい る。し かし 、一方 で、
この仕組 みにつ いて 、先ほ ど言っ た担い 手がやめ ていっ てい る実態 を踏
まえて 、大 臣が更 にまた 規模拡 大の方 向 をやらな きゃい かぬ という こと 、
それから 、先ほ ど、 何度も 言うよ うです が、再生 実現会 議が しっか りと
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二十ない し三十 ヘク タール を大宗 にして いくとい う中間 提言 お出し にな
っている こと、 相変 わらず どっち 向いて いるか分 からな いじ ゃない です
か 。 だ か ら、大 臣、 もっと 徹底し てこれ を検証し なきゃ いけ ないん だと
いうふう に私は 思い ます。
今日、資料を 出して います が、この資 料 はどうい う資料 かと いった ら、
上は小売 価格、 青い 色は小 売価格 、この 紫の色は 卸屋さ んが 生産者 から
買う価格 です。 この 印付い ている ところ は自民党 から民 主党 へ政権 交代
した時期 。政権 交代 した時 期以降 どうな っている かとい った ら、結 局米
価は、もち ろん作 柄や価 格変動 の動向 も あったと いうふ うに 思いま すが 、
こんなふ うに変 動率 が大き く下が って、 そして小 売価格 は下 がって いな
いんです 。何の こと はない 、この 差額支 払、変動 支払は ここ の差額 を埋
めただけ 。生産 者に とって もプラ スにな っていな い。消 費者 にとっ ても
プラスに なって いな い。じ ゃ、プ ラスに なってい るのは どこ か。こ の間
にいる流 通業者 じゃ ないで すか。 この仕 組みなん です。 だか ら、こ の仕
組みは本 当にそ うな のかと いうこ との検 証をやっ てくだ さい よ。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
価格変動 率の推 移と いうふ うなも のの資 料をこう やって 出さ れてお
りまして 、今御 説明 いただ きまし た。私 どもとし ては、 いろ いろこ うい
うような 変動が なぜ 推移し たのか という ふうなこ とにつ きま しては 、い
ろいろ経 済情勢 等々 もご ざ います ので、 軽々に私 から申 し上 げると いう
ふうなこ とは控 えさ せてい ただき ますが 、そうい う中で 、ど っちを 向い
ているか 分から ない じゃな いかと いうよ うな、今 、山田 委員 からの お話
でござい ますけ れど も、私 どもの 向いて いる方向 はきち っと してい るん
です。こ の戸別 所得 補償制 度とい うふう なものを 長く継 続し てやっ てい
くんだと 。
しかし、 いろん なこ とにお いて、 検証と いうこと を今言 われ ました け
れども、 問題点 があ るなら ばそう いうよ うなこと をいろ いろ と考え 合わ
せながら 、補填 すべ きとき は補填 してい くという ような 考え 方でい く。
しかし、 どっ ち を向 いてい るか分 からな いという ことだ けは 、これ は違
います。 向いて いる 方向は 戸別所 得補償 制度とい うもの を軌 道に乗 せる
というふ うなこ とで あると いうこ と
だけは申 させて いた だきた いと思 います 。
○山 田俊 男君
大臣、そ うおっ しゃ ってお りなが ら、先 物取引の 試験上 場を 認可さ れ
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たじゃな いです か。 間もな く先物 取引が 十一月限 りに上 場さ れると いう
ことです 。これ だけ の大災 害が起 こって 、そして セシウ ムの いろん な拡
散の問題 があっ て、 一体、 米の需 給全体 はどうい う方向 へ行 くかと いう
ことがな かなか 見え づらい ところ で、そ して今も いろん な思 惑があ る中
での価格 形成が なさ れてい る中で 、ここ で先物を おやり にな ったら 、こ
の口が一 体どん な形 で開く のか分 かりま せんよ 。そし て 、開い たこの 口、
開いたこ こに変 動支 払の金 を掛け るとい う話です よ。こ んな ことを やっ
ていて、 大臣、 もう 一回戻 ります 、本当 にちゃん とした 担い 手をつ くり
上げるこ とがで きる んです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、山田 委員か ら先 物試験 上場に つきま して、お 米の先 物に ついて の
試験上場 につき まし て触れ られま した。 これは、 この委 員会 でも何 回か
にわたり まして 私が 申し上 げてき たとこ ろでござ います けれ ども、 三月
八日、い わゆる 震災 前にお きまし てこの 上場試験 の申請 がな された わけ
でござい まして 、そ ういう 意味で は、法 律の規定 に沿っ て判 断をし てい
かなきゃ ならな い、 そうい うふう なとこ ろから私 といた しま して判 断を
し た と い うこと でご ざいま す。当 然、試 験上場と いうこ とで ござい ます
から、こ の間、 いろ いろと 需給関 係にお いて影響 を及ぼ す、 支障を 来す
というよ うなこ とで ありま すなら ば、当 然、国と しての 措置 も講じ てい
かなきゃ ならな いと いうこ とでご ざいま して、そ ういう 意味 では、 私ど
もはきち っと法 令に 沿って 措置を させて いただい たと思 って おると ころ
でござい ます。
○山 田俊 男君
自民党が 五月三 十一 日に衆 議院の 農林水 産委員会 に担い 手育 成総合
支援新法 を趣旨 説明 してい るんで す。大 臣、御存 じです かね 。この 法案
は、意識 的、政 策的 に担い 手を育 成して いこうと いう内 容の ものな んで
す。先 ほど 来申し 上げて きまし た食の 再 生実現会 議の中 間提 言の中 にも 、
この法案 の趣旨 と同 様の若 い青年 農業者 をきちっ と育て てい こうと いう
方向が出 ており ます 。これ 、同じ です。 どうぞ、 大臣、 この 自民党 提案
の担い手 育成総 合支 援新法 、これ 、どん なふうに 受け止 めて おられ ます
か、お聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
戦後にお きまし ても 、自由 民主党 という 政党は政 権党と して 、とり わ
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けそうい う中で 農業 問題に 対して 非常に 熱心に取 り組ん でこ られた とい
うことは 、私自 身も かつて 自由民 主党に おったわ けであ りま すから 十分
承知をさ せてい ただ いてお りまし て、そ の熱心な 御熱意 に対 しまし ては
私自身も 敬意を 表さ せてい ただい ており まして、 私自身 が党 を離れ てか
らも引き 続いて 、山 田委員 始め、 今日は 野村筆頭 を始め 委員 の先生 方が
本当に御 努力を いた だいて いると いうこ とに対し ては、 私は 重ねて 申し
上げます けれど も、 心から 敬服し ている んであり ます。
そして、 そうい う中 で今回 、農 業 の担い 手の育成 及び確 保の 促進に 関
する法律 案とい うふ うなも のをこ の国会 において 提出に 至っ たとい うこ
とも承知 をさせ てい ただい ており ますけ れども、 この根 幹は 、いわ ゆる
担い手を どうし ても 育成し ていか なきゃ ならない 、確保 して いかな きゃ
ならない 、そし て我 が国の 農業の 発展、 あるいは また自 給率 向上と いう
ふうなも の、そ して 農村の 活性化 という ふうなも のに目 指す という 上に
おいては どうし ても 重要な 課題で あると いうよう な、こ うい う考え 方で
取り組ん でおら れる という ふうに 思って おるわけ でござ いま す。
そうい う 意 味 で は 、 今 後 、 国 内 農 業 の い わ ゆ る 体 質 を 強 化 し て い く 、
あるいは また、 そう いう中 で担い 手を育 成してい かなき ゃな らない 、確
保してい かなき ゃな らない という ふうな ことにつ きまし ては やはり 私ど
もも共通 の認識 でご ざいま すので 、農林 水産省と しても 、今 後この 考え
方という ふうな もの につい ては非 常に重 要な課題 である とい うふう な認
識の下に 取り組 んで いきた いと思 ってい るところ でござ いま す。
○山 田俊 男君
大臣にそ こまで 言わ れると 、この 政局の 中で何か ラブコ ール をいた だ
いたよう な気持 ちに なっち ゃった もので すから、 なかな かす ぐには こた
えられぬ のです が 、問題 意識は 私も一 緒 だと思う んです 。そうい う中で 、
大臣、取 り巻く 環境 は財源 的にも 大変容 易じゃな いわけ です 。そし て、
大臣おっ しゃる よう に、担 い手を ちゃん と育てて いこう 、一 生懸命 に苦
労しなが らやっ てい る担い 手に自 信を持 って継続 してい って くれよ とい
うふうに 言わな きゃ いかぬ 環境に ありま す。
そういう 観点か らし ても、 じゃ、 戸別所 得補償制 度のど こと どこが ち
ゃんとそ の良さ を生 かしな がら役 割を果 たせる、 しかし どこ はきち っと
見直して いくと 、そ ういう 観点で 、かつ 法律に基 づいた 仕組 みにし てい
くという こと が 求め られる んです 。どう ぞ、この 担い手 総合 支援新 法を
評価して いただ ける んだっ たら、 この観 点で、じ ゃ与野 党一 致して 案作
ればいい じゃな いで すか。 是非そ のこと を、まあ 大臣も お返 事でき ない
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でしょう からあ れで すが、 是非そ れ仕上 げていこ うじゃ ない ですか 。手
挙がって います から 、聞い てあげ ますか ね。
○副 大臣 （篠 原孝 君）
それでは 、答え にく い大臣 に成り 代わり ましてち ょっと 答弁 させて い
ただきた いと思 いま す。山 田委員 御指摘 のとおり 、我々 民主 党、自 民党
変わりな く、農 業を ちゃん としな くちゃ いけない という 点で は同じ でご
ざ い ま す 。違いは、山田委 員いろ いろ そこ に突っか かって、済みま せん 、
指摘され ておら れま したけ れども 、我々 、大きな 農家、 きち んとし た農
家を育て なくち ゃい けない という のは全 く同じで す。しか し、その一 方、
一生懸命 やろう とし ている 小さな 農家を 捨ててい いのか 。例 えば、 典型
的な例は 二ヘク ター ルの青 年農業 者、二 十ヘクタ ールの 高齢 専業農 家。
じゃ、二 十ヘク ター ル今持 ってい るから といって 、その 高齢 専業農 家の
方だけを バック アッ プして いいの か、二 ヘクター ルのこ れか ら一生 懸命
やってい こうと いう 農業者 も救わ なけれ ばならな いと。 だか ら、基 本的
な ス キ ー ムは一 緒に してい かなけ ればい けない、 これか ら規 模拡大 した
りしてい く人た ちを 救わな ければ いけな いという ことで 、大 臣の命 令一
下、規模 拡大加 算と いうの を加え たりし ているわ けです 。目 指すべ き方
向は同じ です。
それから もう一 つ、 この資 料のこ と、大 事ですの でちょ っと 答えさ せ
ていただ きます が、 このワ ニの口 みたい になった ところ 、こ こが良 くな
いという のは、 私は そのと おりだ と思い ます。農 業者戸 別所 得補償 で農
業者に直 接行く もの です。 それが やっぱ りこうな ってい るの は、ち ょっ
とそごが 生じて しま ったと 。です から、 私が思う に、価 格決 定 が公 正に
行われて いない 面が あるの ではな いかと 。余りに も急激 に変 わり過 ぎて
しまった んです ね。 ですか ら、固 定支払 の一万五 千円の を見 越した りし
てこうい った価 格が 下がっ たりし たこと も考えら れるの では ないか と思
っており ます。 そう いう意 味では 、公正 な価格と いうの はき ちんと 決め
てもらわ なくち ゃい けない と。そ れに基 づいて支 払をす ると いうこ とも
考えてい かなく ちゃ ならな いんだ と思い ます。
それで、 その一 つの 指標と して先 物があ るかどう かとい うの は、試 験
的にやっ てみな けり ゃ分か りませ ん。ず っと、試 験上場 は自 動的に 認め
ただけで して、 二年 後に我 々が判 断する わけでご ざいま して 、その 結果
を、どう いうふ うに 行くか を見て 先物に ついては 結論を 出し たいと 思っ
て、今あ くまで も試 験上場 でござ います 。
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○山 田俊 男君
誤解あっ ちゃい かぬ のです が、私 も、意 欲ある小 規模な 農家 も含め た
多様な農 家をき ちっ と元気 にして いかな きゃいか ぬ、対 策を 講じて いか
なきゃい かぬと いう のは全 く同じ 考えで すから、 それを 踏ま えた上 で、
重点の置 き方や 制度 の仕組 み方に ついて 申し上げ ている わけ ですか ら、
ちゃんと あれし てく ださい ね、理 解して おいてく ださい よ。 それか らも
う一つ、 最後に ……
○委 員長 （主 濱了 君）
簡潔にお まとめ くだ さい。
○山 田俊 男君
この資料 の二枚 目に ありま す写真 見てく ださい。 これは 宮城 県の北 部
です。私 、日本 農業 新聞の 写真な んです が、この 写真を 見て 本当に もう
びっくり して、 かつ 、どう したら いいか という思 いであ りま す。右 側の
写真は稲 わら、 これ 場合に よった ら五十 万ベクレ ルとか 六十 万ベク レル
の汚染し ている 可能 性があ るんだ よ。そ れから左 っ側は 、場 合によ った
らこれも 大変な 汚染 してい る可能 性があ って、直 ちにこ れは 汚染廃 棄物
として的 確に処 理し なきゃ いかぬ 。ここ に、こん な形で 作業 して、 こん
な形でい て、子 供た ちもい るんで すよ、 間違いな くね。 ここ につい て早
く本当に 手を打 たな かった ら大変 だとい うふうに 思う。 是非 、この 点に
ついてど ういう 考え で、急 いでお られる のかどう か、指 示さ れてい るか
どうか、 危険を 訴え ておら れるか どうか 、お聞き したい と思 います 。
○委 員長 （主 濱了 君）
簡潔に御 答弁願 いま す。
○副 大臣 （篠 原孝 君）
はい、済 みませ ん。 山田委 員の御 指摘、 ごもっと もでご ざい ます。 食
べ物を通 じた体 内被 曝のこ とにつ いてだ け関心が 行って おり ますけ れど
も、それ よりも 何よ りも、 六十九 万ベク レル、五 十万ベ クレ ル・パ ー・
キログラ ム、この 稲わら を扱っ た人た ち が、ま ず気道 を通 じた体 内被曝 、
それから 体外被 曝、 強烈に 受けて いるは ずでござ います 。私 の方か ら指
示いたし まして 、こ の農家 の皆さ ん、優 先的に検 査して いた だくと 。
それから 、昨日 、厚 生労働 委員会 でちょ っと失礼 な言い 方を したわ け
ですが、 私はこ れは 正直な ところ でござ います。 日本で は野 菜や稲 わら
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や牛の方 が検査 をき ちんと されて いて、 人間の方 が検査 され ていな いわ
けです。 私は、 一番 最初の 危険な 作業を されてい るのは この 畜産農 家だ
と思って おりま す。 ですか ら、昨 日、前 からやっ ていた わけ ですけ れど
も、具体 的に福 島県 等とも 連絡い たしま して、優 先的に 健康 診断を 受け
るように という 指示 をして おりま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
非常に重 要な指 摘を いただ きまし た。高 濃度のこ こに、 稲わ らの農 家
の方々に 直接農 林水 産省か ら人を 派遣し まして、 それぞ れの 農家に 派遣
しまして 、そし て一 時的な 対応に ついて きちっと 連携を 取ら させて いた
だいてい るとい うこ とだけ は申さ せてい ただきま す。
○山 田俊 男君
お願いし ます。 終わ ります 。
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