参議院農林水産委員会／2011 年 10 月 27 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． ＴＰ Ｐに つい て
２． 鹿野 農林 水産 大臣 の 所信 表明 につ い て
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。質問 の機会を いただ きま して、 大
変ありが とうご ざい ます。
連日大変 な御苦 労が あって 大臣は ちょっ といつも の元気 がな いんじ
ゃないか という こと をちょ っと心 配しな がら、かつ また同 情もし ながら 、
しかし一 方で、 大臣 、しっ かりこ こで励 まして大 臣に頑 張っ てもら わな
きゃこの 大事な 困難 を乗り 切って いけな いという ふうに 思っ ていま すか
ら、エー ルを送 るつ もりで 、本日 は、野 田総理が 十一月 のＡ ＰＥＣ の総
会にＴＰ Ｐ参加 を表 明する という ことを 民主党に 指示さ れて いると いう
ことが伝 えられ る中 で、今 最大の 政治課 題になっ ており ます ＴＰＰ につ
きまして 大臣と 質疑 したい と。そ れから 、関係の 各省の 皆さ んにも 、お
呼 びした わけで あり まして 、単な る農産 物の問題 だけじ ゃな くて多 くの
分野につ いて課 題が あるぞ という ことが だんだん だんだ ん明 らかに なっ
てきたわ けです から 、です から、 その点 について も、各 省の 本当に よく
御存じの 皆さん に出 ていた だいた わけで すから、 率直に 述べ ていた だき
たい、こ んなふ うに お願い すると ころで あります 。最初 、ち ょっと 聞こ
えづらか ったか もし れませ んが、 大臣、 よろしく お願い しま す。
最初に、 お手元 に出 所不明 の資料 が出し てある。 ただ、 出所 不明な ん
だけれど 、ここ に私 の方で 提出資 料で、 出典、外 務省取 りま とめ資 料な
ん て 書 い てある から ちょっ と誤解 を受け るんだけ ど、自 由民 主党の ＴＰ
Ｐ参加撤 回を求 める 会に提 出して もらっ た資料で ありま す。 どこに もど
この資料 かとい うの は書い ていな い資料 なもので すから 気に してい るわ
けであり ます。
この最初 の食品 安全 につい て、個 別の食 品安全基 準の緩 和は 論議さ れ
ていませ んが、 今後 、提起 される 可能性 も排除さ れませ んと 、そし て、
論議され る可能 性が あると いうこ となん でしょう が、一 体ど ういう 根拠
からそう おっし ゃっ ている のかと いうこ となんで す。私 が類 推すれ ば、
これは、 もう既 に米 国から は外国 貿易障 壁報告書 、さら には 日米経 済調
和対話、 これは なか なか舌 かみそ うな言 い方にな るんで すが 、直し ても
らいたい という ふう に思う んです けれど 、翻訳を 。米国 側の 関心事 項に
ある要求 がそれ ぞれ 載って いるわ けです から。こ の食品 安全 につい て、
今 は議論 されて いな いけれ ども提 起され る可能性 が排除 でき ないな どと
山田の国会報告

‐1‐

参議院農林水産委員会／2011 年 10 月 27 日

いって、 これも よく 分から ない書 きぶり になって いるん です が、こ うい
うことで いいん です か。こ れら、 従来か ら米国か ら指摘 され ている それ
ぞれの資 料があ るん で、そ の要求 の中か ら出てく るとい うふ うに見 てい
いんです よ、と いう ことで すか。 これは 外務省の 香川大 臣官 房審議 官、
お答え願 います 。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
お答え申 し上げ ます 。先ほ ど先生 から御 指摘あり ました よう に、こ の
資料の中 にそう いう 、個別 の食品 安全基 準の緩和 は議論 され ていま せん
が、今後 、提起 され る可能 性も排 除され ませんと ありま すの は、ア メリ
カ側が関 心を有 して いるこ とは確 かでご ざいまし て、そ うい う交渉 の中
で提起さ れる可 能性 という のはも ちろん 排除され ない。 ただ 、現在 のと
ころ、我 々が情 報収 集を各 国から する限 りにおい て、今 現在 のＴＰ Ｐ交
渉参加国 の間で 議論 はされ ていな いとい うふうに 承知し てお ります 。
○山 田俊 男君
そうする と、こ の資 料の後 に続い ている んですが 、ある 国の 食品安 全
に関する 措置の 変更 が他国 から一 方的に 求められ ること は想 定しが たく
というの は、こ れは 間違い じゃな いんで すか。だ って、 もう 既にそ うい
う形で来 ている わけ だから 。ＴＰ Ｐの交 渉に入っ ていま せん から、 その
中で議論 してい ない という ことは それは よく分か ります よ。 しかし 、も
う既に日 本にこ れら のこと につい て強い 要求が来 ている わけ だから 、今
おっしゃ ったよ うに 、いつ 何どき その課 題が出て くるか 分か らない とい
うことな んです よ 。そう いうこ とでい い んですね 。も う一 度確認 します 。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
今後のそ の交渉 がど う進む かとい うこと について 、日本 が仮 に参加 し
た場合に アメリ カが この問 題をＴ ＰＰ協 定の交渉 の中で 取り 上げる かど
うかはは っきり しな いとい う意味 でこう いうふう に書か せて いただ いて
おります 。です から 、交渉 の中身 につい て先取り しない 、先 取りし て判
断できな いとい う意 味でご ざいま して、 必ず、ア メリカ から 、日本 が入
ってきた ら必ず これ は取り 上げる という 話をアメ リカ側 から 聞いて いる
わけでは ないと いう わけで ござい ます。
○山 田俊 男君
そうする と、こ の一 ページ の下か ら二行 目に 、い ずれに せよ ＳＰＳ 協
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定で認め られた 食品 安全に 関する 措置を 実施する 権利の 行使 を妨げ る提
案を受け 入れる こと はあり ません と、こ れも、読 んでみ ても 本当に 突っ
かかるよ うな難 しい 整理、 言葉遣 いにな っている んです けれ ども、 どう
書くかえ らい苦 労し て書い てある ような 内容にな ってい るん だけれ ども 、
こんなふ うにお っし ゃる確 信は一 体何な んですか 。根拠 と確 信はあ るん
ですか。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
山田先生 御案内 のよ うに、 このＳ ＰＳ、 動植物検 疫につ きま しては Ｗ
ＴＯのＳ ＰＳ協 定と いうの が各国 の国際 約束の基 になっ てお りまし て、
ＳＰＳ協 定にお きま しては 、各国 が国民 の生命、 安全を 守る ために 検疫
措置をと ってい いと いう各 国の権 利が認 められて おりま して 、もち ろん
いろいろ 各国間 で議 論はい たしま すけれ ども、そ の権利 まで 阻害さ れる
ことはな いとい うこ とにな ってい ますの で、その ＳＰＳ 協定 に基づ いて
このＥＰ Ａもで すね 、ＴＰ Ｐも含 めた各 国のＥＰ Ａ、Ｆ ＴＡ という のも
議論され ており ます ので、 基本的 にその 権利とい うのは 維持 しなが ら交
渉 してま いると いう 、そう いうこ とを書 いた所存 でござ いま す。
○山 田俊 男君
日米経済 調和対 話に おける 米国側 の関心 事項の中 に、御 案内 だと思 う
けれども 、残留 農薬 及び農 薬の使 用、そ れから食 品添加 物、 さらに は外
国貿易障 壁報告 書で は食品 添加物 、これ もポスト ハーベ スト 、これ らが
書いてあ るんで す。 これは 一体、 これは どういう 内容の もの なのか 。ど
うぞ、こ れは関 与し ている のは厚 生労働 省ですか 。厚生 労働 省から お聞
きします 。
○政 府参 考人 （三 浦公 嗣 君）
ただいま 御指摘 いた だきま したよ うに、 残留農薬 に対す る残 留基準 の
緩和ある いは 国 際的 に汎用 されて いる添 加物やポ ストハ ーベ ストを 始め
とする添 加物の 指定 手続の 簡素化 、迅速 化などに ついて 要望 が出さ れて
いると理 解して おり ます。
○山 田俊 男君
どうも指 定手続 の簡 素化と か何と かと言 われたっ て内容 はよ く分か
らないん だけれ ど、 それは 国民の 食の安 全、安心 に影響 する ものな んで
すか、全 然影響 しな いもの なんで すか。
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○政 府参 考人 （三 浦公 嗣 君）
食品の安 全につ きま しては 、科学 的知見 、あるい は国際 的な 基準、 そ
ういうも のにの っと って議 論をし ていく というこ とにな って おりま すの
で、そう いう意 味で 、一概 にこれ が安全 、あるい は安全 でな いとい うこ
とを申し 上げる こと は難し いと思 います が、安全 の評価 とい うこと に基
づいて対 応をし てい くとい うふう に考え ておりま す。
○山 田俊 男君
それはい いです よ、 科学的 論拠に 基づい てやって もらう のは 正しい で
すから、 それで いい という ふうに 思いま すけれど 、しか しそ の場合 の、
この書か れてい る基 準の緩 和、こ れにつ いては、 食の安 全、 安心、 我が
国の基準 よりも 緩和 される ことを 求めて いるとい うふう に見 ていい んで
すか。な いしは 、こ の食品 添加物 なんか も数を多 くして くれ と、日 本に
はないん だけれ ど、 これだ けの数 を増や してくれ という 要求 になっ てい
るという ことで いい んです ね。
○政 府参 考人 （三 浦公 嗣 君）
先ほど申 し上げ まし たよう に、例 えば残 留農薬で ありま した ら、残 留
基 準 の 緩 和とい うよ うな形 で御要 望があ るという ふうに 考え ており ます 。
○山 田俊 男君
ポストハ ーベス トも 今は使 ってい ないけ れど、し かし、 日本 が使わ な
いと言っ ている から 使って いない けれど 、今後は そのポ スト ハーベ スト
を、かか わる農 薬を 使わせ てくだ さいと 、こうい う内容 の要 求とい うふ
うに見て いいん です ね。
○政 府参 考人 （三 浦公 嗣 君）
先ほども これお 話し 申し上 げまし たが、 国際的に 使われ てい る、汎 用
されてい る添加 物、 この扱 いにつ いての 要望とい うこと でご ざいま すの
で、それ につい て我 が国も 最大限 の努力 をして科 学的な 評価 という もの
を行って いると ころ でござ います ので、 そういう 意味で は、 広く様 々な
添加物な どにつ いて の対応 という のが今 後とも行 われて いく と考え てお
ります。
○山 田俊 男君
外務省の 香川審 議官 、ＴＰ Ｐ交渉 でこれ らのこと が当然 求め られる と
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いうふう に考え ても いいん ですか 。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
尐なくと も今の 段階 で交渉 に参加 してお りません し、米 側と こうし た
二国間の 協議の 場で 提起が されて いる内 容という のはほ かに も多々 あり
まして、 それが 全て ＴＰＰ 交渉の 中の、 その交渉 のテー ブル にのせ られ
るかどう かとい うこ とはま だ判断 でき な いという ふうに 思っ ており ます 。
アメリカ 側から 明確 なそう いうそ の意思 表示とい うもの をい ただい てい
るわけで はござ いま せん。
○山 田俊 男君
遺伝子組 換え食 品に ついて も表示 のルー ルが議論 になっ てい るわけ
でありま す。表 示を やめる とした 場合は 、遺伝子 組換え 食品 が輸入 され
てきて、 表示が ない ので知 らず知 らずに 国民の口 に入る よう なこと にな
るという ことと 考え ていい んです か。厚 生労働省 。
○政 府参 考人 （三 浦公 嗣 君）
食品の表 示につ きま しては 、現在 では消 費者庁で 対応し てい ただい て
いるとい うこと でご ざいま す。
○山 田俊 男君
いや、 消 費 者 庁 で 対 応 し て い て も い い け れ ど 、 し か し 厚 生 労 働 省 は 、
表示につ いては 消費 者庁な んだけ れど、 しかし遺 伝子組 換え 食品の 、何
というの かな、 扱い だった り検査 だった り、それ はやっ てい るんで しょ
う。
○政 府参 考人 （三 浦公 嗣 君）
これは、 遺伝子 組換 え食品 につき まして も、安全 性の評 価と いうも の
に基づい て、そ の導 入とい いまし ょうか 、利用が 認めら れる かどう かと
いうこと になっ てお ります ので、 そうい う意味で は、私 ども もその 分野
について 関与し てい るとい うこと はござ います。
○山 田俊 男君
これ、こ のよく ある 質問で は、こ のよく ある質問 のこの 資料 ね、牛 肉
の輸入規 制、食 品添 加物、 残留農 薬基準 や遺伝子 組換え 食品 の表示 ルー
ルについ て、今 は個 別の食 品の安 全基準 の緩和は 議論さ れて いない が、
山田の国会報告

‐5‐

参議院農林水産委員会／2011 年 10 月 27 日

今後提起 される 可能 性もあ るとい うふう にしてい るわけ であ ります から 、
そういう 面では 、こ この点 は正直 に書い ていると いえば 正直 に書い てい
るのかも しれま せん 。
それで、 一方で もう 一つ、 これは 外務省 が出され たＴＰ Ｐ協 定交渉 の
分野別状 況とい う内 容のも のであ りまし て、これ は、皆 さん のとこ ろへ
出してな い、大 部な もので すから 出して ないんで すけれ ど、 この 中 で、
我が国の 食の安 全、 安心に 関する 検疫上 の保護水 準が確 保で きるよ う慎
重な検討 が必要 とな るとい うふう に言っ ておられ るわけ であ りまし て、
そういう 面から する と、今 言った よくあ る質問で こうい うこ とが提 起さ
れる可能 性があ る、 そして 分野別 状況に おいては 、これ らに ついて は検
疫上の保 護水準 が確 保でき るよう に、安 全、安心 のため に、 だから 慎重
な検討が 必要で ある という ふうに 問題提 起されて いる。 だか ら、こ れは
ＴＰＰに 参加し て、 そして このこ とがま ともに議 論にな れば 必要な 保護
水準は守 ること に苦 労する かもし れませ ん。ない しは、 必要 な保 護 水準
は守れな いとい うこ とを言 外に言 ってい るんじゃ ないん です か、香 川さ
ん。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
これはあ くまで 、先 ほど申 し上げ ました ように、 ＳＰＳ 協定 にのっ と
って我が 国の国 民の 生命、 身体の 安全を 守るとい う、そ うい う趣旨 が貫
徹できる ように 、こ のＴＰ Ｐ協定 の交渉 がどうな るか予 断で きませ んけ
れども、 そうな るよ うにし ていか なくて はいけな いとい う意 味で書 いて
ございま す。
○山 田俊 男君
ちょっと 次に、 話題 変えま して、 このよ くある質 問につ いて のこの 医
療・保険 のとこ ろに ついて であり ますけ れど、Ｔ ＰＰ協 定交 渉にお いて
議論の対 象とな って おりま せんと いうふ うに明記 してい るわ けだ。
ところで 、ニュ ージ ーラン ドと米 国との 交渉にお いて、 これ は御存 じ
だと思う んです よ、 香川さ ん、米 国はニ ュージー ランド の国 の制度 であ
る医薬品 の安価 供給 の仕組 みにこ れは注 文を付け ていて 、深 刻な対 立に
なってい るとい うこ とを聞 いてお ります 。それは そうい うこ とでい いん
ですか。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
アメリカ がニュ ージ ーラン ドと の 間でそ ういう、 ＦＴＡ の中 でそう い
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う規定を 設けて 協議 してい るとい うこと は聞いて おりま すけ れども 、Ｔ
ＰＰ協定 の中で どう いうふ うに扱 ってい くのかと いうこ とに ついて 、こ
ういう方 向性で こう いう議 論を行 ってい るという 詳細に つい ては明 確に
は把握し てござ いま せん。
○山 田俊 男君
もう一つ 、そこ にあ るんだ けれど 、ＴＰ Ｐ協定交 渉参加 国間 のＦＴ Ａ
では公的 医療保 険制 度は適 用除外 とされ ている、 こう書 いて ある。 しか
し、米国 と韓国 との ＦＴＡ では、 もう最 近物すご く話題 にな ってい るわ
けだから 御存じ だろ うと思 います が、特 区で米国 資本の 病 院 が建設 され
て、韓国 の医療 保険 から外 れた形 での医 療の実施 が盛り 込ま れてい るわ
けであり ます。
そうする と、類 推す ると、 こんな ふうに よくある 質問で は整 理はし て
いるんだ けれど 、し かし米 韓ＦＴ Ａの様 子を見る と、当 然こ れらの こと
も話題に なって くる という ふうに 見てい いんです ね。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
医療保険 制度の そう いう制 度をい じる、 制度を改 変、修 正す るとい う
ことにつ いて、 現段 階で、 我々が 情報収 集する限 りにお いて 、一切 その
交渉の中 で取り 上げ られて いない と。も う一つ言 えるの は、 過去の 各国
間が結ん でいる ＥＰ Ａ、Ｆ ＴＡの 中でも 医療保険 制度そ のも のが改 正し
なくては いけな いと いう、 そうい う内容 の例はな いと承 知し ていま す。
山田先生 おっし ゃら れまし たよう に、米 韓のＦＴ Ａにお いて は一部 経
済特区の 中でそ うい う規制 を特別 に解除 して設け た例が ある と。で すか
ら、全体 のもの とし てそう いう改 正が行 われてい るわけ じゃ ありま せん
の で、そ れは米 韓の 協定交 渉の中 でそう いうもの が実現 した という ふう
に理解し ており ます 。
○山 田俊 男君
これも既 に日米 経済 調和対 話では 、医薬 品や医療 機器で 米国 側の関 心
事項とし て多く のこ とが出 されて いて、 薬価につ いても 、そ れから さら
に医療機 器の保 険適 用につ いても 要求が 出されて いる。 これ 、当然 ＴＰ
Ｐの場で も議論 が出 てくる のじゃ ないか というふ うに考 える わけで あり
ます。こ こに、 仮に 交渉に 参加す る場合 には、政 府とし ては 、安心 、安
全な医療 が損な われ ないよ う対応 します と、こう 言って いる んだけ ど、
一体何を 根拠に 、こ れ、安 全、 安 心な医 療が損な われな いよ う対応 する
山田の国会報告

‐7‐

参議院農林水産委員会／2011 年 10 月 27 日

という自 信を、 こう ここに 書いて あるん ですか。 このよ くあ る質問 に対
する回答 、これ はど なたで すか。 大体、 この紙を 誰がま とめ たかと いう
ことに関 して、 外務 省なの か厚生 労働省 なのかと いうこ とで 大分発 言が
違うんじ ゃない かと いうふ うに思 うんだ けれど、 誰から 答え いただ きま
しょうか 。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
この指摘 いただ きま したペ ーパー におい ては、そ の最後 に、 医療保 険
制度の問 題等に つい て述べ た上で 、最後 に、安心 、安全 な医 療が損 なわ
れないよ うに対 応し ますと いう政 府の立 場を書い てござ いま すけれ ども 、
それは基 本的に 国民 皆保険 制度と か、医 療の根幹 を成す そう いう制 度に
ついては 改正を しな いとい う、そ ういう 政府の立 場を書 いて あるも のだ
というふ うに承 知し ており ます。 この資 料につき まして は、 外務省 が取
りまとめ を行い まし たけれ ども、 厚生労 働省を始 めとし て、 関係省 庁と
協議をし た上で 、そ の合意 の下に 作られ た資料で ござい ます 。
○政 府参 考人 （唐 澤剛 君 ）
厚生労働 省でご ざい ます。 ただい ま御指 摘ござい ました よう に、こ れ
までＵＳ ＴＲの 外国 貿易障 壁報告 書等に おきまし ては幾 つか の要望 とい
うものが 出され てお ります 。 具体 的には 、営利企 業の医 療機 関経営 への
参入であ ります とか 、混合 診療の 導入、 ドラッグ ラグ、 デバ イスラ グ、
これは医 薬品や 医療 機器の 承認期 間の短 縮という ことで ござ います けれ
ども、そ ういう もの の解消 、その ほか、 医薬品の 保険償 還に おける 新薬
創出・適 応外薬 等の 解消加 算促進 の恒久 化、医療 機器の 保険 償還に おけ
る外国平 均価格 調整 ルール の撤廃 、こう した要望 が出さ れて いると ころ
でござい ます。
私どもと いたし まし ては、 国民皆 保険制 度を堅持 をして 、国 民の皆 さ
んの生命 、健康 、こ ういう ものを 守って いくとい う考え 方は 従来か ら一
貫してお ります ので 、今後 ともこ の姿勢 を堅持を して臨 んで まいり たい
と考えて おりま す。
○山 田俊 男君
いやに自 信たっ ぷり な言い 方であ るわけ でありま すが、 とこ ろで、 米
韓ＦＴＡ 、その 場で 、医薬 品につ いて米 国の要求 をほと んど 受け入 れる
結果にな ってし まっ ている 。例え ば、独 占的特許 などに つい て米国 の要
求をほと んど受 け入 れてい る。さ らには 、医薬品 に係る 政策 に対し て米
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国が異議 を申し 立て ること ができ る。さ らには、 保険会 社の 、保険 会社
というの は民間 の保 険会社 ですよ 、場合 によった らアメ リカ の資本 によ
る保険会 社とい うこ とがあ り得る わけで 、韓国政 府に対 する 損害賠 償請
求訴訟が できる と、 これは 韓国か らの報 告です、 ＦＴＡ に関 するね 。
こういう 事実を 承知 してい るわけ ですが 、このこ とにつ いて は事実 で
すか、承 知され てい ますか 。当然 承知さ れている という こと だと思 うん
です。韓 国に起 こっ ている ことが 我が国 でも生ず ること にな らない のか
という心 配をみ んな してい るわけ だ。ど うですか 、厚生 労働 省でい いで
すか。
○政 府参 考人 （妹 尾吉 洋 君）
お答え申 し上げ ます 。米韓 ＦＴＡ におき まして、 例えば 両国 の間に 委
員会を設 置して 、医 薬品、 医療機 器の規 制、価格 決定、 それ から償 還に
関する法 律や手 続に ついて 両国関 係者の 間の透明 性確保 を図 るため の監
視等を行 うとい うよ うな規 定、さ らに、 申請者の 要請に 応じ まして 、医
薬品、医 療機器 の価 格決定 等を見 直す独 立の機関 を設置 する という よう
なことに つきま して 定めら れてい るとい うことは 承知を して おりま す。
他方、我 が国に おき まして は、そ の医薬 品、医療 機器の 保険 償還価 格
等の決定 につき まし て、一 つには 中央社 会保険医 療協議 会に おきま して
診療側委 員、そ れか ら支払 側委員 の間で 協議をい ただい て算 定ルー ルを
決めてい るとい うよ うなこ とがご ざいま す。さら に、こ のル ールを 決め
るに当た りまし ても 、医薬 品の関 係業界 と議論を 行うと いう ことを 行っ
ておりま す。
こういう 透明、 公正 な手続 によっ て改定 を行って いると ころ であり ま
して、国 民に適 切な 医療を 確実に 提供し ながら医 療保険 制度 を堅持 する
というこ とが重 要だ と考え ており ます。 こうした 立場を 堅持 するべ きだ
というふ うに考 えて おりま す。ま た、医 薬品、医 療機器 の規 制に関 して
でござい ますけ れど も、既 に行政 手続法 に基づき 、パブ リッ クコメ ント
の実施に より透 明性 の確保 を図っ ており ます。仮 にＴＰ Ｐ協 定にお きま
してこれ 以外の 規制 に関す るよう な議論 がされた 場合に おき まして は、
慎重な検 討を要 する と考え ておる ところ でござい ます。
いずれに いたし まし ても、厚生労 働省 と いたしま しては 、国 民の生 命、
健康に大 きな影 響が 及ぶこ とのな いよう 、政府全 体とし て慎 重に対 応し
ていく、 検討し てい く必要 がある という ふうに考 えてお ると ころで ござ
います。
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○山 田俊 男君
政府全体 として 慎重 に検討 してい くとい う決意だ けはい いん だけれ
ど、しか し、 お っし ゃって いるよ うな透 明、適切 なルー ルで 決めて おり
ますよと いうこ とだ けど、 その透 明、適 切なルー ルと言 って いる部 分に
米国がい ろんな 形で 、今ま での対 日年次 改革要望 書であ った り、そ れか
ら今新し く始ま って いる日 米経済 調和対 話なんか でどん どん 意見が 出て
くるとい うこと じゃ ないで すか 。その こ とはよく 御存じ だと 思うん です 。
ＴＰＰの 交渉に 入れ ば入る ほど、 これら の困難な 問題に つい て、物 すご
い時間と それと 労力 と、そ れから 何です か、攻勢 に遭う とい うこと だと
私は確信 してお りま すが、 まあそ れはそ れで止め ておき ます 。
それから 、金融 サー ビスの 分野に ついて 、これは ＴＰＰ 協定 交渉の 分
野別状況 の中で 金融 サービ スの分 野につ きまして も書い てい るわけ で、
これ、金 融サー ビス の、こ の資料 、なか なかそこ は率直 に書 いてあ るん
ですよ、 金融サ ービ スにか かわる 部分に ついてね 。何て 書い てある かと
いうと、 これは 米韓 ＦＴＡ につい て触れ ているん です。 そし て、韓 国の
農協等の 共済に つい て動向 を盛り 込んで いて、さ らに我 が国 として 慎重
な検討を 要する 可能 性があ る点で 、それ に関連し て、Ｔ ＰＰ 協定参 加国
のＦＴＡ におい ては 見られ ないも のの、 我が国と の二国 間の 協議に おい
て提起さ れてい る 関 心事項 、郵政 、共済 について 、追加 的な 約束を 求め
られる場 合には 、慎 重な検 討が必 要と、 かなり正 直に書 いて あるわ けで
あります 。
まさに 、 言 い た い の は 、 日 米 経 済 調 和 対 話 又 は 外 国 貿 易 障 壁 報 告 書 、
これらに ついて 、我 が国の 共済と 保険と 郵政が米 国の関 心事 項とし て取
り上げら れてい るわ けであ ります 。ＴＰ Ｐではこ れらの 事項 が交渉 事項
になるし 、徹底 して 要求実 現が求 められ ると見て いいん じゃ ないん です
か。これ 、現に 韓国 の、韓 米ＦＴ Ａの中 でその事 態が進 んで いると いう
ことであ ります から 、この 点につ いて、 まず郵政 につい て総 務省の 自治
行 政 局 長 さんで すか 、どう 受け止 めてお られます か、お 聞き します 。
○政 府参 考人 （久 元喜 造 君）
総務省で ござい ます が、申 し訳あ りませ んが郵政 行政の 分野 は担当 し
ておりま せんの で、 地方公 共団体 の調達 分野とい うこと のか かわり にお
きまして 私ども は仕 事をさ せてい ただい ておりま す。
○山 田俊 男君
ああ、そ うか。 名前 が違っ ていま した。
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○委 員長 （小 川勝 也君 ）
中塚内閣 府副大 臣。
○副 大臣 （中 塚一 宏君 ）
山田先生 にお答 えい たしま す。郵 政改革 に御関心 をお持 ちを いただ き
まして、 どうも あり がとう ござい ます。 今までの ところ 、そ のＴＰ Ｐ協
定交渉へ の我が 国の 参加条 件とし て、ア メリカを 始めと する 関係国 から
郵政改革 につい ての 言及は ないと 、こう いうふう に聞い てお ります が、
ただ、先 生御指 摘の とおり で、我 が国の 郵政改革 に関し まし てアメ リカ
が関心を 有して いる という のはそ のとお りであり ます。
例えば、 政府の 郵政 改革推 進室が 実施を いたしま した郵 政改 革に関 す
る意見募 集、こ れは 二年前 なんで すけれ ども、そ のとき にも 対等な 競争
条件の確 保とい う も のを要 求をし てきて おります し、ま た、 これは 去年
なんです が、ジ ュネ ーブの 大使級 会合に おきまし ても、 これ はアメ リカ
だけじゃ ありま せん 、ＥＵ からも であり ますけれ ども、 日本 郵政が 民間
企業に比 べて優 遇的 な取扱 いを受 けてい るんじゃ ないか と、 そうい う指
摘があっ たとこ ろで ありま す。
他方、郵 政改革 法案 、今国 会で御 審議を お願いを してお るわ けであ り
ますが、 この法 律の 第十二 条にお きまし て、郵政 事業は 、同 種の業 務を
行う事業 者との 競争 条件の 公平性 に配慮 するもの とする とい う条文 を入
れてござ います 。そ の方針 の下で 、競争 条件の公 平性に つ い ては郵 政改
革を進め る上で 配慮 してい きたい と、そ ういうふ うに思 って おりま すし 、
国際約束 との整 合性 を確保 してま いりた いと、そ のよう に考 えてお りま
す。
○山 田俊 男君
競争条件 につい て同 等性を 配慮し ていき たいとい うこと です ね。そ う
すると、 アメリ カ側 の金融 会社等 々の間 でも同等 の対応 にな るよう に配
慮してい くとい う観 点で受 け止め ていい わけです か。
○副 大臣 （中 塚一 宏君 ）
この競争 条件の 公平 性とい います のは、 郵政改革 法案を 策定 をする と
きから実 は大き な課 題にな ってお りまし た。ＷＴ Ｏ協定 の中 にＧＡ ＴＳ
というの があり ま す が、そ れに違 反をす ることの ないよ うに 法案を 作ら
なければ いかぬ とい うこと もあっ て、そ れで先ほ ど申し 上げ た第十 二条
をこの法 案の中 に入 れさせ ていた だいた というこ とであ りま す。
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ＴＰＰに 参加す る、 しない という ことと は関係な く、日 本の 郵政に つ
いては競 争条件 を公 平にし ていか ねばな らぬとい うこと を考 えてお ると
ころであ ります 。
○山 田俊 男君
いずれに しても 、こ の議論 もどう いう形 で進展す るのか 、き っちり 関
心を持っ て見て いか なきゃ いかぬ という ふうに思 ってお りま す。農 水省
は、ここ で言っ てい る、日 米経済 調和対 話で言っ ている 共済 の分野 につ
いてどう 受け止 めて います か。
○副 大臣 （岩 本司 君）
山田先生 にお答 えい たしま す。日 米経済 調和対話 とＴＰ Ｐと の関連 に
ついてで ござい ます けれど も、山 田先生 、やっぱ り限ら れた 情報で は限
られた議 論しか でき ないわ けでご ざいま すけれど も、こ のＴ ＰＰの 交渉
で共済事 業が議 論さ れてい るか否 かとい うのは承 知いた して おりま せん 。
ただ、先 ほ どか らも 議論ご ざいま すよう に、米国 が過去 締結 したＦ ＴＡ
において は協同 組合 が実施 する保 険事業 について 同種の 民間 保険と 同一
のルール を適用 すべ き旨を 規定し た例は あると承 知をい たし ており ます 。
○山 田俊 男君
どうも、 香川さ ん、 よくあ る質問 の資料 を各省が 一緒に なっ てまと め
ましたよ という こと であり ますが 、大体 、どこの 資料か 全然 書いて いな
いわけよ ね。そ れか ら、各 省一緒 になっ てまとめ たとい うこ とも一 切書
いていな い。そ れか ら、大 体文章 が物す ごい難解 。そう でし ょう。 難し
いことを 何とか 言い 逃れよ うとい う言い 方になっ ちゃう から そうい うこ
とになっ てしま って いると いうふ うに思 うんです よ。
委員長、 私、お 願い したい んだけ れど、 この文書 の責任 の所 在を明 ら
かにして ほしい んで す。そ のため にどう ぞ、どこ からこ の報 告書を もら
うのか分 からな いけ れど、 この文 書につ いて、こ ういう 性質 のもの であ
りますと いうこ とに ついて の報告 書をい ただいて くれま すか 。お願 いし
ます。
○委 員長 （小 川勝 也君 ）
ただいま のお申 し越 しにつ きまし ては、 後刻理事 会で協 議を させて い
ただきた いと思 いま す。
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○山 田俊 男君
政府調達 のこと につ いてち ょっと お聞き したいわ けであ りま す。政 府
調達につ いても 、現 在もＷ ＴＯ協 定にあ るわけで ありま すけ れども 、我
が国にお いては 現在 一体ど ういう 運用に なってい るのか 、こ れをお 聞き
します。
○政 府参 考人 （久 元喜 造 君）
現在、地 方自治 体の 公共事 業の発 注ルー ルにつき まして は、 ＷＴＯ の
政府調達 協定に 基づ きまし て都道 府県及 び指定都 市が締 結す る二十 三億
円以上の 契約に つい て一定 の義務 が課せ られてお ります 。そ の主な 義務
事項です けれど も、 例えば 事業所 所在地 要件、こ れは通 常は 課すこ とが
できるわ けです けれ ども、 こ れは 課すこ とができ ない、 ある いは最 低制
限価格制 度は適 用し ない、 あるい は一般 競争入札 の公告 など におい て契
約の手続 におい て使 用する 言語を 明らか にするほ か、一 定の 事項に つい
て英語、 フラン ス語 又はス ペイン 語によ って記載 をする と、 こうい った
義務が課 される こと になる と承知 をして おります 。
○山 田俊 男君
今のとこ ろ、Ｔ ＰＰ のＰ４ 協定に ついて は地方は 対象に して いない と
いうこと なんだ けれ ど、と ころが 、これ は各国の ＦＴＡ では 地方も ある
んですよ ね。だ から 、地方 もある 。これ はどっち かな、 総務 省かな 。そ
れで、こ のＴＰ Ｐに おいて も 地方 自治体 に拡大す ると、 そう すると 様々
な問題が 出てく るん じゃな いかと いうふ うに思う んです 。特 に地方 の場
合の尐額 の物品 やサ ービス の購入 も対象 になった り、小 さな 公共事 業も
対象にな るとい うこ とにな った場 合の市 町村、自 治体等 の事 務負担 の増
大や地域 の建設 業者 に仕事 が行か なくな る。さら には、 地方 に建設 業者
がそうい うこと の結 果とし ていな くなっ た場合に 、冬の 除雪 や緊急 の災
害に出動 できな いと いう問 題も抱 えるわ けですよ 。だか ら、 これ、 政府
調達も簡 単な問 題じ ゃない という 問題意 識でいる んです が、 このこ とに
ついての こと。 それ からも う 一つ は、も しもそう なった 上で 地元の 業者
を優遇し た場合 、相 手国の 企業か ら国が 訴えられ るとい うこ ともあ ると
いうふう に聞い てい るんで すが、 そうい うことで いいん です か。
○政 府参 考人 （久 元喜 造 君）
現在外務 省から 聞い ている 話では 、ＴＰ Ｐ交渉の 参加国 の間 では現 時
点では中 央政府 の調 達につ いて議 論をさ れている という こと ですけ れど
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も、今後 、地方 公共 団体に ついて も取り 上げられ る模様 だと いうふ うに
聞いてお ります 。
その場合 にＷＴ Ｏ協 定と同 様のレ ベルで あります ならば 地方 公共団
体の契約 調達手 続に は影響 がない わけで すけれど も、そ れ以 上の対 応を
求められ た場合 には 、私ど もが所 管して おります 地方自 治関 係法令 に影
響が出て くると 。そ ういっ た事柄 につき ましては 、今委 員御 指摘が あり
ましたよ うに、 地方 公共団 体の発 注手続 、これは もうそ れな りにコ スト
が掛かっ ており ます ので、 それへ の影響 やあるい は地域 経済 への影 響と
いうこと を勘案 しな がら慎 重に対 応して いく必要 がある とい うふう に考
えており ます。 相手 国から 訴えら れるか どうかに つきま して は、恐 縮で
ございま すけれ ども 、私は 承知を してお りません 。
○山 田俊 男君
今答弁が ありま した ように 、この 協定交 渉の分野 別状 況 、よ く書い て
あると思 うんで すよ 。そし て、そ の部分 のここの 中に地 方機 関が調 達対
象になる という ふう になっ た場合 は大変 な課題が 生じま すよ という こと
を書いて あるわ けで 、要は そのこ とを十 分念頭に 置いた ＴＰ Ｐにか かわ
る議論を ちゃん と進 めなき ゃいか ぬと、 こんなふ うに思 いま す。
さて、農 産物の 関税 撤廃に ついて これは お聞きす るんで すが 、米国 の
主要農業 団体や 他の 様々な 業界団 体がオ バマ大統 領に対 して 書簡を 出し
て、相互 に完全 な市 場アク セスを 実現す べきであ る、こ れは ＴＰＰ につ
いてね、 そして いか なる除 外も認 めない というも のらし いん で すが 、香
川さん、 当然こ れは 御存じ ですね 。
○政 府参 考人 （香 川剛 廣 君）
米国の各 種団体 、商 工会議 所等各 種団体 がオバマ 大統領 に、 そうい う
例外なき 自由化 を求 めると いうこ とでア メリカ、 米国政 府と して交 渉し
ていくべ しとい う、 そうい う要望 書を出 している という こと につい ては
承知して おりま す。
○山 田俊 男君
鹿野大 臣 に お 聞 き し た い わ け で あ り ま す け れ ど も 、 そ う い う 動 き が 、
大変なア メリカ の業 界団体 が強い 動きを している という 中で 、今政 府の
中で、な いしは 党の 中で、 民主党 の党の 中で議論 があり ます 。まず 協議
に入って 、納得 がで きない なら出 ればい いという 議論が ある やに聞 いて
いますが 、これ では 、こう いう内 容のも のであれ ば協議 にも 入れな いん
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じゃない かと思 うん です。 それで も入る べきだと いうこ とに なった ら、
それこそ 入るん だと いうこ とにな ったら 、これは 全ての 関税 を撤廃 を覚
悟して入 るとい うこ とにな っちゃ うんで すが、そ ういう 理解 されて いま
すか。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
この今、 アメリ カの 産業界 からの オバマ 大統領あ ての書 簡と いうも の
につきま しては 、四 十二の 団体の 人たち が、言わ ば、分 かり やすく 申さ
せていた だきま すな らば、 除外品 目を認 めるべき でない と、 こうい うふ
うなこと の申入 れを したと 、こう いうふ うなこと だと受 け止 めてお りま
す。そうい う中で、今九か 国にお きま して いろいろ と、市場 アクセ ス等 々
も含めて 二十一 の分 野等々 におい て交渉 がなされ ている とい うこと も聞
いておる わけで あり ますけ れども 、そう いう中で 、この 市場 アクセ スの
話合いが 進んで おる という ような ことは 私どもの 方には まだ 情報は 入っ
ておりま せんの で、 どうい うふう に除外 品目が認 められ るか どうか とい
うことは 全く私 は分 かりま せんの で、こ れ以上私 の知見 でこ の件に つい
て申し上 げると いう ことは 限界が あると 思ってお ります 。
○山 田俊 男君
今、確か にそう かも しらぬ けれど も、し かし、そ ういう 動き がある と
いうこと は当然 のこ と、も うそれ はちゃ んと情報 収集さ れた 上でこ の問
題を考え ていく と、 僅かな 期間で あとど うするか という こと を判断 して
いかなき ゃいか ぬわ けです から、 という ふうに思 うんで すよ 。
それで、 当委員 会、 二十亓 日の挨 拶で、 大臣は、 これは 食料 自給率 亓
〇 ％を実 現すべ く取 り組ん できた と、食 と農林漁 業の再 生を 亓年間 で実
現すべく 全力を 挙げ て努力 すると いうふ うにおっ しゃっ てい る。今 、全
ての関税 撤廃す る形 で云々 につい てはど ういう形 で進む か分 からな いと
いう前提 を置い てお られる ようで すが、 しかし、 全ての 関税 を撤廃 する
形でＴＰ Ｐの形 が定 まって いくと いうこ とになれ ば一体 、亓 〇％の 実現
なんとい うのは 夢物 語じゃ ないで すか。 それは当 然考え てお られる わけ
ですね。 念頭に はあ ると聞 いてい いんで すね、大 臣。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
ＴＰＰの 参加交 渉を するか どうか という ようなこ とにつ いて は、も う
何遍も私 は申し 上げ ており ますけ れども 、まだ結 論が出 され ている わけ
ではござ いませ ん。 ただ、 基本的 に、こ の食料の 自給率 とい うふう なも
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のを目指 して推 進を すると いうふ うなこ とは、言 わばこ のＴ ＰＰ交 渉に
参加する しない にか かわら ず推進 をして いくとい うふう なこ とを過 般の
食と農林 水産業 の再 生の基 本方針 の中に 盛り込ま させて いた だいて おる
わけであ ります ので 、そう いう中 で私ど もとして は自給 率向 上とい うふ
うなもの を目指 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
また、大 臣のこ の発 言の中 で、Ｗ ＴＯド ーハ・ラ ウンド 交渉 につい て
は、多様 な農業 の共 存を基 本理念 とし、 引き続き 取り組 んで まいり ます
というふ うに書 いて あるん ですよ 。とこ ろで、Ｗ ＴＯの 取組 姿勢と 、そ
れと、経 済連携 協定 の分野 に書い てある んだけれ ども、 経済 連携協 定の
取組との 姿勢は 分け てこれ 考えて おられ るんです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
基本的に 、この ＷＴ Ｏは、 もう言 うまで もなく百 亓十三 か国 におけ る
ところの 取決め と 、こう いうふ うなこ と でござい まして 、そうい う中で 、
我が国と しては 多様 な農業 の共存 という ふうなも のを、 考え 方を申 し上
げてきた わけで あり ますが 、これ は我が 国として の基本 的な 考え方 とい
うふうな ことで ござ います ので、 今後、 経済連携 という ふう なもの 、Ｅ
ＰＡ等々 を進め る上 におき まして も、こ の多様な 農業の 共存 という ふう
な我が国 の実態 、実 情に合 った基 本的な 考え方と いうふ うな ものは これ
からも主 張して いか なきゃ ならな いもの だと思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
そうする と、お 聞き します けど、 経済連 携協定の 中の一 つの 分野に な
るのかも しれま せん が、Ｔ ＰＰに ついて は、大臣 、多様 な農 業の共 存を
主 張 して いかれ ない んです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
ＴＰＰに ついて は交 渉参加 するか しない かまだ決 めてい ない 段階で
あるとい うこと を重 ねて申 させて いただ きたいと 思いま す。
○山 田俊 男君
参加する かしな いか という のは、 いいわ 、それは 、念頭 から 外して も
いい。し かし、 農林 水産大 臣発言 の中の 経済連携 協定の 、経 済連携 につ
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いては云 々とし て、 そして 、そこ に一つ の例とし てＷＴ Ｏの ことが 書い
てあって 、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 書いて ある んだも の。こ れは、 ＷＴＯは 多様な 農業 の共存 でい
きます。 経済連 携に ついて は、い や、実 は多様な 農業の 共存 は別の もの
として念 頭にな いん ですよ という ふうに 、じゃ、 書いて ある んです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
ＥＰＡ等 々の経 済連 携を進 めるに おきま しては、 多様な 農業 の共存 と
いうふう な考え 方も 生かさ れるよ うな形 で今後交 渉に当 たっ ていく とい
うふうな ことに なる わけで ありま す。
○山 田俊 男君
もう一度 聞きま す。 ＴＰＰ につい ては参 加するか どうか とい う判断 は
していな いよと いう ふうに おっし ゃる。 だけど、 包括的 経済 連携協 定方
針の中に は二国 間の ＥＰＡ もＦＴ ＡもＷ ＴＯも、 それか らさ らには 、こ
のＴＰＰ のこと も触 れてあ るわけ じゃな いですか 。じゃ 、Ｔ ＰＰは 参加
するかし ないか 分か らない けれど も、多 様な農業 の共存 とい うこと はＴ
ＰＰとは 関係な いん ですか 、もう 一度お 聞きしま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
いわゆる ＦＴＡ ＡＰ 、先ほ どもお 話があ りました けれど も、 いわゆ る
アジア太 平洋の 自由 貿易圏 という ものを 形成する という ふう な中に おい
て、どの ような 道筋 を作成 してい くかと 。こうい うふう な中 でＡＳ ＥＡ
Ｎプラス ３、Ａ ＳＥ ＡＮプ ラス６ という ふうな、 こうい う考 え方も あり
ますね、 あるい はま た二国 間、バ イの関 係で進め ていく とい うふう な、
ＥＰＡを 進めて いく 、推進 すると いう考 え方もあ ります ね、 そして ＴＰ
Ｐという ふうな 交渉 もあり ますね と、こ ういうふ うなこ とで ござい まし
て、そう いうふ うな 中で、 私ども 日本の 国として 、政府 とし てどう ある
べきかと いうふ うな ことの 、その 一つが 今ＴＰＰ 交渉参 加す るかど うか
というふ うなこ との あるも のと思 ってお るところ であり ます 。
○山 田俊 男君
ＦＴＡＡ Ｐね、 ＦＴ ＡＡＰ 、これ は場合 によった ら、先 ほど 言った ア
メリカの 各団体 がＴ ＰＰを 関税撤 廃を基 本として 、関税 撤廃 だと、 除外
は認めな いとい うこ とで進 んで、 そのこ とによっ て、Ｆ ＴＡ ＡＰ、 環太
平洋の国 々との 取組 につい て、そ れを、 除外って やつを 徹底 してい くん
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だと書い てある わけ です。 それじ ゃ、大 臣今おっ しゃっ たよ うな、 ない
しは我が 国の方 針に あるよ うに、 ＦＴＡ ＡＰにつ いては 、こ れは多 様な
農業の共 存とい うこ とも念 頭に置 きなが ら進めま すよと 言っ ていて 、そ
れで、こ っちの ＴＰ Ｐとは それは 関係な いという ふうに とら えてお られ
るんです か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
この四 十 二 団 体 の 動 き と い う ふ う な も の は 、 そ れ ぞ れ の 各 国 が 、 今 、
ＴＰＰ九 か国の 中で 交渉が 行われ ており ますけれ ども、 除外 品目等 々を
求める動 きとい うふ うなも のもあ る程度 想定をさ れる中 で牽 制をさ れて
いるもの と、こ んな ような 認識を いたす ところで ござい ます 。
○山 田俊 男君
大臣はそ こら辺 の事 情をよ く見極 めてお られるの かなと いう ふうに
思います 。とい うの は、除 外も主 張する ような動 きがあ ると いうふ うに
おっしゃ ってい るわ けであ ります から、 多分そう いうこ とな のかも しら
ぬと、こ んなふ うに 思いま す。
多様な農 業の共 存と いうの は、ウ ルグア イ・ラウ ンドが 始ま るに際 し
て我が国 が主体 的に 多様な 農業の 共存と いうこと を打ち 出し て、ヨ ーロ
ッパやア ジアの 国々 等の理 解も得 ながら 、そして 重要品 目と いうカ テゴ
リーに発 展して いっ たわけ であり ますし 、さらに 、途上 国に 対して は、
多様な農 業の共 存と いう観 点で、 そうい う面 では 途上国 のセ ーフガ ード
であった り、そ れか ら途上 国の特 別品目 という考 え方に 発展 してい った
というい きさつ があ るんで す。ま さに、 この多様 な農業 の共 存とい う理
念は物す ごい大 事な んです 。だか ら、私 がこの春 にヨー ロッ パへ行 った
ときに、 ヨーロ ッパ の農業 団体も ヨーロ ッパの政 府も農 業委 員会の 総局
も結局一 緒に、 多様 な農業 の共存 という ことでア ジアの 皆さ んと日 本と
アフリカ とヨー ロッ パと一 緒にや ってき たじゃな いです かと 。それ に一
番抵抗し ていた のは オース トラリ アであ って、さ らにア メリ カでし たね
と。その 二つの 国に 多様な 農業の 共存と いう こと を一言 も言 えなく て、
ましてや 関税撤 廃を 基本と するそ のとこ ろへ入っ ていき ます なんと いう
のは、日 本どう した んです か、気 が狂っ たんじゃ ないで すか みたい な言
いぶりで 指摘が ある んです 。その 点、本 当にどう お考え にな ってい るの
かという ことな んで す。そ んなも の、こ っちの国 に対し ては 多様な 農業
の共存と いうこ とを 言って きます 、こっ ちの国に 対して は、 いやい や、
それはま だ、い や整 理付い ていま せん、 言いませ ん。こ んな 話して いた
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んでは、 もうそ れこ そどっ ち向い ている 話か分か らない し、 日本は 完全
に私は信 頼を失 うん だとい うふう に思う んで す。
是非多様 な農業 の共 存をき っちり 主張し ていくと いうこ とを やらな
きゃいか ぬのじ ゃな いかと いうこ とを私 は申し上 げたい んで す。今 言っ
ているよ うに、 ＴＰ Ｐも、 一体そ れは、 アメリカ なりの 意図 はよく 分か
りません が、しか し、それ にして もＴ ＰＰ が、これが 環太平 洋に実 質的 、
本当に発 展して いく という ことで あれば 、アジア の国々 に対 してし っか
り理解を もらわ なき ゃ、な いしは アジア の国々が 入って こな い限り 環太
平洋の取 組とい うの は実現 しない わけだ し、それ から、 言っ ておら れる
ようなＦ ＴＡＡ Ｐと いう仕 組みも 実現し ないわけ でしょ う。 ところ が、
ＡＳＥＡ Ｎの整 理は 、自主 性を重 んずる 、柔軟性 を重ん ずる という 原則
の下にＡ ＳＥＡ Ｎは まとま ってい るわけ じゃない ですか 。
だから、 今大事 なこ とはＴ ＰＰの その原 則だけで 、そし てあ とは全 体
の国々に 波及し てい くとい ったっ て、そ れは無理 じゃな いで すか。 我が
国がそれ こそア ジア の中の リーダ ー国と して、そ してフ ィリ ピンや イン
ドネシア やタイ やイ ンドや 、それ ぞれの 国々と連 携しな がら 、本当 にこ
の体制を つくっ てい くとい うこと であれ ば、柔軟 性や自 主性 、弾力 性を
しっかり とＴＰ Ｐの 中でも 発揮す べきだ と、それ でなか った ら絶対 にこ
の 理 想 は 、思い は実 現しな いよと いうこ とを言っ ていか なき ゃいか ぬの
じゃない ですか 。ア ジアの リーダ ー国で すよ、日 本は。 アジ アのリ ーダ
ー国がそ ういう 決意 とアジ アに対 する貢 献として 、そし てア メリカ に主
張すべき じゃな いで すか。 ＴＰＰ の議論 をすると きに、 そう いうこ とが
念頭にあ るんで しょ うね、 今、民 主党野 田政権の 下で議 論し ている とき
に。いか がです か、 大臣。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
まだＴＰ Ｐにつ いて は参加 交渉す るかし ないかと いうこ とは 明確な
考え方と いうも のは 示され ていな いわけ でござい ますが 、私 どもと いた
しまして は、こ の経 済連携 を進め るにお きまして 、もち ろん いろん な考
え方がご ざいま す。
しかし、 いろん な今 後の交 渉とい うふう なもの、 特に農 産物 にかか わ
るところ のいわ ゆる 市場ア クセス 等々と いうふう なこと の問 題が今 大き
な問題と して取 り上 げられ ておる わけで あります けれど も、 重ねて 申し
上げます けれど も、 ＴＰＰ につい てはま さしくま だこれ から のこと でご
ざいます から、 ＥＰ Ａ等々 を進め る上に おきまし ては、 いわ ゆる多 様な
農業の共 存とい う考 え方を 生かし ていか なければ ならな いと 、こう いう
山田の国会報告

‐19‐

参議院農林水産委員会／2011 年 10 月 27 日

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
最後にし て、そし て大臣 に一 言お願 いし たいんだ けれど も、大臣、今、
多様な農 業の共 存と いうこ とを頭 に置い てやりま すとい うふ うにお っし
ゃった。 いいで すね 。ＴＰ Ｐにつ いても 、それか らそれ の、 場合に よっ
たらアメ リカが 狙っ ている ような 、場合 によった らＡＰ ＥＣ のそれ ぞれ
の国々が 期待し てい るよう な、そ ういう ＦＴＡＡ Ｐの展 開の 形とし て多
様な農業 の共存 とい うこと が大変 大事だ というこ とを念 頭に 置いて おら
れるのか どうか 。そ れを聞 きたい し、今 、大変大 臣は慎 重な 発言を され
ているわ けであ りま すけれ ども、 しかし 本当は、 我が国 の将 来を誤 りか
ねないこ の大事 な危 機に際 しまし て、政 治家とし て、閣 僚と して一 つの
大きな判 断が私 は求 められ るとい うふう に思うん ですよ 。政 治家鹿 野道
彦として 決断が 求め られる と思う んです 。是非、 決意を お聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
山田先生 がびし びし びしび し私ど もに対 して質疑 をなさ れて おるわ
けでござ います けれ ども、 私自身 といた しまして は、何 遍も 申し上 げま
したとお りに、 この ＴＰ Ｐ の交渉 参加と いうこと につき まし てはい わゆ
るどうい う協定 であ るのか という ような ことをで きるだ け、 私たち はも
ちろんの こと、 国民 の皆様 方にも 情報を 提示する 中で議 論を してい ただ
くという ふうな こと が大事 ではな いかと 、そうい うふう なこ との考 え方
に立って やはり 事に 当たっ ていく 必要が あるんで はない かと 、こん なふ
うに考え ておる とこ ろでご ざいま す。
○山 田俊 男君
じゃ、終 わりま す。 大臣、 頑張っ てくだ さい。
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