参議院本会議／2012 年 2 月 8 日

【 平 成２ ３年 度第 ４次 補 正予 算の 賛成 討 論・ 主な 指摘 項目 】
１ ． ２ ４ 年 度予 算の 一 般会 計総 額を 、 前 年度 より 下回 らせ ると い う形 作
りの ため だけ に 、本 来 、２４ 年度 予算 で 措置 すべ きも のを 補正 予 算に
無理 やり 押し 込ん で い る 。
２ ． 特 に 農林 水産 予算 の 農業 農村 整備 に かか わる ８０ ０ 億 円の 予 算 は 、
これ まで 大幅 に削 って お きな がら 、近 々 に総 選挙 が行 われ かね な いと
の予 想の 下、 選挙 前に 補 正で 追加 し、 集 票の 道具 にし てい る 。
３ ． 福 島県 の被 害者 が 真に 求め てい る 、 除染 や子 供た ちの 健康 診 断や 避
難者 の生 活維 持に 必要 な 支援 を行 う基 金 の造 成を 行う べき だっ た 。
４ ． 畜 産農 家 は 、汚 染 さ れ た 稲 わら や 家 畜の 排せ つ物 を、 いま だに 納屋
な ど か ら 動か せな いで い る 。政権 与党 と 政府 は危 機感 を持 って 対 処し
ていない。
５ ． ＴＰ Ｐに つい ても 、 政権 与党 とし て 戦略 を持 って 対応 して い ない 。
この まま では 、米国 の 各業 界の 様々 な要 求に こた え 、妥 協に 妥 協を 重
ねる こと にな って しま う 。
６ ．「 ア ジ ア の 成 長 を 取 り 込 む た め の Ｆ Ｔ Ａ Ａ Ｐ を 目 指 す 、 そ の 一 環 と
して まず ＴＰ Ｐに 加わ る 」 とい うが 、ア ジア の各 国は、 米 国の 言う 聖
域な き関 税撤 廃の ＴＰ Ｐ には 到底 加わ れ ない 。日 本は アジ アの 成 長を
取り 込み たい のな ら 、 米国 に対 して 、 ア ジア が加 入で きる 形を こ そ提
言 し 、「 Ｔ Ｐ Ｐ の 形 と 内 容 が 悪 い 」 と 、 ア ジ ア 各 国 の 先 頭 に 立 っ て 要
求す べき 。
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。
私は、自 由民主 党・ たちあ がれ日 本・無 所属の会 を代表 して 、平成 二
十三年度 第四次 補正 予算に ついて 、以下 の問題点 を指摘 しつ つ、賛 成の
立場から 討論し ます 。
震災後、 間もな く一 年にな ります 。しか し、復興 は進ま ず、 被災者 は
厳しい寒 さの中 で大 変な苦 労を続 けてい ます。そ して、 原発 事故に よる
避難者は 、ふる さと に帰る めどが 全く立 っていま せん。
こうした 中での 第四 次補正 予算に ついて は、その 内容に つい て多く の
不満があ るもの の、 いささ かなり とも復 興につな がるも のと し て賛 成す
るもので ありま す。
それにし ても、 第四 次補正 予算の 在り方 に不満を 禁じ得 ませ ん。と い
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うのは、 二十四 年度 予算の 一般会 計総額 を前年度 より下 回ら せると いう
形作りの ためだ けの 補正予 算にな ってい るという ことで あり ます。 その
ため、本 来、二 十四 年度予 算で措 置すべ きものを 補正予 算に 無理や り押
し込んで おりま す。
典型は、 農林水 産予 算の農 業農村 整備に かかわる 八百億 円の 予算で あ
ります。 本来、 着実 な計画 を持っ て実施 すべき農 業農村 整備 事業の 予算
を、これ まで大 幅に 削って おきな がら、 近々に総 選挙が 行わ れかね ない
との予想 の下に 、選 挙前に 補正で 追加し 、駆け込 みで要 望に こたえ ると
いう、集 票の道 具に してい ると言 わざる を得ない のであ りま す。
なお、参議院 の野党 各党が 一致し て成 立 させた 、二重 ローン を解消 し、
再生を支 援する 東日 本大震 災事業 者再生 支援機構 法の具 体化 のため の五
千億円の 政府保 証枠 の設定 につい ては賛 成です。 しかし 、い かにも 遅か
った。間 もなく 債務 の償還 猶予の 期限が 切れます 。とも かく 、早く 設立
し、三月 十一日 の被 災一年 の前に は、き ちんと業 務が開 始さ れ、再 生に
向けた取 組が進 むこ とを期 待する もので あります 。
補正予算 は、そ の性 格から して、 震災 ・ 原発事故 対策等 、本 当に必 要
なものに ついて 措置 すべき もので ありま す。例え ば、福 島県 の被害 者が
真に求め ている 除染 や子供 たちの 健康診 断や避難 者の生 活維 持に必 要な
支援を行 う基金 の造 成がな される べきな のです。 昨年七 月に 法律が 成立
している のに、 いま だにこ の基金 が造成 されてい ません 。
まさに、 今回の 補正 でこそ 行うべ きだっ たのであ ります 。
それにし ても、 除染 が進ん でいま せん。 ちなみに 、昨年 七月 に明ら か
になった 汚染稲 わら は、全 国に流 通し、 それを飼 料にし た肉 用牛の 汚染
が大きな 波紋を 広げ ました 。その 汚染稲 わらがい まだに 畜産 農 家の 納屋
にしまわ れたま ま動 かせな いでい ます。 また、汚 染され た家 畜の排 せつ
物も動か せない でい ます。 新しい 稲わら を置く場 所もあ りま せん。 家族
は子供た ちも含 めて 同じ場 所に住 んでい ます。
市町村 長 さ ん た ち が 苦 労 さ れ て い る こ と は 私 も よ く 承 知 し て い ま す 。
だが、政 権与党 と政 府は危 機感を 持って 対処して いると は見 えませ ん。
各地から 悲鳴が 聞こ えてき ていま す。
さて、予 算委員 会の 質疑を 通じて 明らか になった のは、 政権 与党と し
て戦略や 覚悟を 持っ て対応 してい るとは 到底思え ないと いう ことで あり
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ます。
社会保障 と税の 一体 改革の 根幹を 成す 年 金試算も 提示さ れず 、それ を
検討する 内閣府 や内 閣官房 、国家 戦略室 等の連携 も全く 取れ ておら ず、
その法令 上の位 置付 けにつ いても 混乱が あります 。
ましてや 、民主 党内 で元代 表や元 幹事長 が反対し ており 、党 内をま と
められな いでい なが ら他党 に協議 を求め 、それが 入れら れな いとい って
他党を批 判する し、 責任を 転嫁す る。ま さに、野 田民主 党内 閣は機 能不
全に陥っ ていま す。
加えて、 原子力 災害 対策本 部の議 事録が 未作成だ ったこ とは 、公文 書
管理法に も抵触 する のみな らず、 事故を 隠蔽する 犯罪と 言っ ても過 言で
はありま せん。
また、ア ジアの 緊張 が 高ま ってい る中で 、我が国 の安全 保障 の要で あ
る在日米 軍再編 の問 題につ いての 田中防 衛大臣の 答弁は 、ま さに混 乱の
極みでし た。総 理の 任命責 任は重 大です 。
ＴＰＰに ついて も、 政権与 党とし て戦略 を持って 対応し てい るとは 到
底思えま せん。 菅政 権も野 田政権 も、Ｔ ＰＰ交渉 参加に 確信 がある わけ
でなく、 普天間 問題 の失敗 を取り 返すべ く、米国 の機嫌 を取 り繕う ため
のもので しかな かっ たので はない かと考 えざるを 得ない ので す。こ のま
までは、 米国の 各業 界の様 々な要 求にこ たえ、妥 協に妥 協を 重ねる こと
になって しまい ます 。
米国には 交渉参 加を 判断し たと伝 え、一 方、国内 向けに は、 情報を 得
て国民的 な議論 に付 し、結 論を得 ると、 あくまで 協議に 入る だけで 交渉
に参加し たわけ では ないと 言って います 。二枚舌 だと言 わざ るを得 ませ
ん。実際 は、協 議に 入って 情報を それで は得られ るのか と聞 くと、 協議
の内容は 明らか にし ないこ とにな ってい るとして 秘密に して しまう 。こ
れでは国 民的な 議論 に付し ようが ありま せん。
加えて、 国民的 な議 論を経 て結論 を得る としてい ますが 、結 論を得 る
だけの判 断基準 は誰 も持っ ていま せん。 情報もな い、判 断基 準もな い中
では、米 国の産 業界 やオバ マ大統 領の要 求をその まま受 け入 れてし まう
ことにな りかね ませ ん。
大体、野 田総理 も玄 葉外務 大臣も 、主張 している ことが 混乱 してい ま
す。アジ アの成 長を 取り込 むため のＦＴ ＡＡＰを 目指す 、そ の一環 とし
てまずＴ ＰＰに 加わ る、日 本がＴ ＰＰ交 渉に参加 すると 言っ たので 、中
国は日本 との投 資協 定締結 の動き を示し たと自己 評価し てい ますが 、そ
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の矛盾に 気が付 いて いませ ん。
アジアの 各国は 、米 国の言 う聖域 なき関 税撤廃の ＴＰＰ には 到底加 わ
れません 。それ は十 分分か ってい るはず です。ご まかす なと 言いた い。
農産物に 例を取 って も、米 国とア ジア の 農業生産 の形は 全く 異なっ て
います。 他方、 繊維 等の工 業製品 に例を 取っても 、米国 は労 賃の安 いア
ジアとの 競争が でき ないか ら、労 働環境 の改善や 賃金水 準の 向上や 知的
財産等の ルール を徹 底して 求める ことに なります が、そ れを アジア は容
易に受け 入れら れま せん。
とりわけ 、気候 や国 土の条 件に左 右され る農業は 、各国 の生 産の形 態
が全く異 なりま す。 まさに 、各国 の多様 な農業の 共存を お互 いがき ちん
と認める ことか ら始 めなけ ればな らない のです。
私が昨年 ヨーロ ッパ を訪ね たとき 、ＥＵ 委員会の 農業・ 農村 開発総 局
の局長と 次長は 、日 本を心 配して いまし た。各国 の多様 な農 業の共 存を
図るとい うこと で、 ヨーロ ッパも アジア もアフリ カも同 じ考 えで対 処し
てきたじ ゃない です か、そ れに一 番反対 していた のは、 米国 と豪州 でし
たでしょ うと。 それ らの国 と各国 の農業 の特性を 全く認 めな いＴＰ Ｐに
加入する という んで すか、 日本は と、大 変驚いて いまし た。 米国と の間
でＧＭＯ 食品の 扱い や成長 ホルモ ン剤入 りの食肉 の扱い で長 年係争 して
いるＥＵ として は、 怒りを 隠しま せんで した。ど うした のか 日本は 、と
いうのが 彼らの 率直 な意見 でした 。
日本は、 米国に 対し て、ア ジアの 成長を 取り込み たいの なら 、ア ジ ア
が加入で きる形 をこ そ提言 し、要 求すべ きなので す。Ｔ ＰＰ の形と 内容
が悪いと 米国に ちゃ んと言 うべき なので す。我が 国は、 アジ ア各国 の先
頭に立っ て米国 に提 言すべ きなの です。
国民生活 が第一 と主 張して 選挙を 行い、 今もそれ をスロ ーガ ンにし て
いる民主 党が、 そし て野田 政権が 、一転 して市場 原理そ のも の、新 自由
主義その ものに 転換 してし まった ことに 国民は驚 きを隠 し切 れない でい
ます。
もはや、 経験も 戦略 もない 民主党 政権の 存在自体 が国益 に反 すると 言
わざるを 得ませ ん 。一刻 も早く 退陣さ れ るべきで あるこ とを 申し上 げて 、
私の討論 とさせ てい ただき ます。
ありがと うござ いま した。 （拍手 ）
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