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話が分かりにくいんであって︑全国民に対して︑

いますが︑しかし︑これジェネリックと言うから

○梅村聡君 今︑選択権というお話があったと思

ます︒

らうような取組を進めたいというふうに考えてい

に考えています︒

がっていかないんじゃないかなと︑私はそのよう

ていかなければこのシェアというのはやっぱり広

は義務付けをしていくのか︑こういうことをやっ

いえば︑自己負担を例えば導入するのか︑あるい

れるわけですよ︒ですから︑そういった意味から

幹にかかわる重要な課題であると思います︒

するための情報セキュリティーの確保は国家の根

とも懸念されますことから︑これを安定的に利用

を受けた場合︑国民生活に甚大な影響が生じるこ

要インフラが一たびサイバー攻撃によりダメージ

ていただくことを義務付けるんだと︑私はそうい

効果︑効能︑安全性が同じであれば安い方を使っ

れるわけですよね︒ですから︑言い方とすれば︑

という︑こういう運動というか政策をやっておら

同等だということが前提で三〇％使ってください

かと︑こういうことで私はこういう提案をさせて

の方に対する偏見とか差別もなくなるんじゃない

る制度をすることが結果としては生活保護受給者

っぱりこれ税なんですから︑納税者の方も納得す

の方だからそうしなさいという話ではなくて︑や

何度も申し上げますが︑これは決して生活保護

生しており︑看過できない問題であると思います︒

ー事案によって毎年一千億を超える損害賠償が発

二〇〇六年から二〇一〇年まで情報セキュリティ

ございます︒
︵資料提示︶

月三十一日に党としての提言をまとめたところで

リティー政策の強化について検討を重ね︑去る五

このような問題意識の下︑党として情報セキュ

ジェネリックはいわゆる先発品と安全性も効能も

う論理をきちっと御説明していただいたら︑義務

いただきますので︑是非ワーキングチームとして

また︑昨年は︑防衛関連企業︑そしてこの衆参両

きな社会問題にもなりました︒

院を含めてサイバー攻撃の被害を受けるなど︑大

また︑我が国の経済損失という観点から見ても︑

付けが今できないというお話がありましたけれど

頑張っていきたいと思います︒
ありがとうございました︒

も︑私はやっぱりそこは考えていくべきところだ
と思います︒

○委員長︵柳田稔君︶ 関連質疑を許します︒吉
川沙織君︒

と二日︑参議院の本会議において答弁をなさって

それで︑これは厚生労働省のホームページから
取ってきた実は資料なんですけれども︑この中に︑

○吉川沙織君 民主党の吉川沙織です︒どうぞよ

総理は︑この問題に関連して︑昨年十一月一日

これは厚生労働省の社会・援護局が出している資

おられますが︑どちらかといえば犯罪捜査や取締

りに力点を置いていたような答弁に見受けられま

ろしくお願いいたします︒
本日は︑国民の安心︑安全を守るという観点か

料ですけれども︑赤字に書いてあります︒患者さ
んの自己負担が生じないため︑コスト意識による

した︒もちろん犯罪捜査や厳正な取締りというも

にとりましてみれば被害を未然に防止するための

ら︑情報セキュリティー確保︑そして防災行政に
スマートフォンの急速な普及など︑情報通信技

防御策が非常に重要であり︑そのための各種政策

インセンティブが働かない等の理由によりこのシ
書かれているわけですよね︒つまり︑これは厚生

術は今や国民生活に不可欠なものとなっています︒

や人材育成︑それから技術開発といったものがど

のは必要不可欠でありますけれども︑一般企業等

労働省として自己負担がないことがインセンティ

さらに︑電力︑ガス︑航空︑鉄道といったインフ

うしても必要だと思います︒

ついてお伺いしたいと思います︒

ブを働かさずにこういうものを使っていただく一

ラも今やＩＣＴで全て制御されており︑これら重

ェアが七％にとどまっていると︑こういうふうに

つの足かせになっているということを認めておら
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政府全体を束ね︑そして我が国の社会経済全体

すので︑よろしくお願いいたします︒

して︑政府機関︑そして重要インフラ事業者等に

感謝申し上げたいと思います︒

本当に意見集約にお骨折りいただきましたことを

れましては︑党のワーキングチームの座長として

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 吉川委員におか

たします︒

回の事案では︑その独立したシステムがスタック

ット接続から切り離して運用されていますが︑今

なっています︒通常︑重要インフラはインターネ

行っていたと報道しており︑現在︑大きな問題と

時代の六年前からイランに対してサイバー攻撃を

ズ紙によれば︑米国とイスラエルはブッシュ政権

定できているのかどうか︑お伺いいたします︒

どの時点で︑最終的な情報の流出先というのは特

の詳細について経済産業大臣に報告があったのは

染による情報流出事案が報道されております︒こ

業省所管の独立行政法人においてＰＣウイルス感

○吉川沙織君 昨日の報道ですけれども︑経済産

いりたいと思います︒

おける情報セキュリティー対策に万全を期してま

現在の社会経済活動は情報通信技術に大きく依

スネットというウイルスにより攻撃されたと見ら

○国務大臣︵枝野幸男君︶ 今回の件︑大変遺憾

さて︑今月︑六月一日のニューヨーク・タイム

存をしております︒安全で信頼できる情報通信シ

れており︑先日︑イスラエルの国防相はサイバー

の発展に責任を負う総理としての認識をお伺いい

ステムは︑社会経済活動を支える基盤として大変

果について︑六月八日︑当該法人から保安院に対

でございますが︑この件についての詳細な調査結

事実関係として︑日本に対し︑日本に攻撃する

して報告書が提出され︑それが私のところにも報

攻撃を行っていると認めています︒

政府では︑情報セキュリティーの確保が︑国家

意図を持って同様の︑すなわち情報窃取型ではな

重要なものとなっております︒
の安全保障︑危機管理上はもとより︑経済政策上

に関したりあるいは安全に関するような重要情報

告されております︒その報告によりますと︑国益

きているかどうか︑官房長官にお伺いします︒

は流出していないということでございますが︑流

く重要インフラ破壊型の攻撃が来たことは確認で

携による重要インフラ防護対策や情報セキュリテ

○国務大臣︵藤村修君︶ 重要インフラ事業者の

も重要な課題であると認識をしています︒官民連
ィーに精通した人材の育成などの施策を進めてい

出先については残念ながら特定できておりません︒

されましたのが五月二日で︑今度その当該法人か

制御システムがサイバー攻撃を受けて障害が発生
我が国政府に対しては不審メールによる標的型

ら報道発表されましたのが六月十一日ということ

るところでございますが︑今︑吉川委員御指摘の

のサイバー攻撃がなされておりまして︑これによ

ですから︑実に一か月間︑最初の報道発表では流

○吉川沙織君 実はこの事案︑報道発表︑最初に

っかりと進めていく所存でございます︒

るウイルス感染の事例については︑中央省庁では︑

出はしていないということが報道されていました

したという事実はございません︒

○吉川沙織君 社会保障と税の一体改革の議論︑

一昨年度は三省庁︑昨年度は八省庁︑内閣官房情

ので︑やはりその間︑流出しているか︑していな

とおり︑企業が安全にビジネス展開できる基盤を

これから会期末に向けて佳境を迎えることになる

報セキュリティセンターに報告をされているもの

整備するためにも︑情報セキュリティー政策をし

と思います︒でも︑この中で︑消費税を上げる議

ているか最終的な流出が分からないということは︑

かったも分からなかった︒そして︑どこに流出し
政府において︑今後とも︑内閣官房を中心に各

国外にも漏れているという可能性は排除できない

です︒

思います︒企業が安心してビジネス展開や拡大を

府省庁の間の連携を密にするとともに︑官民連携

論という一方で︑経済成長は必要不可欠であると
できるためにもやはりこの方策は大事だと思いま
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伺いします︒

るのか︑この問題に対する防衛大臣の御所見をお

国民をこのサイバー攻撃から守る体制はできてい

と考えますが︑我が国がこの問題に対峙するとき︑

争の手段として用いられる時代になってきている

げましたけれども︑もはや国家間の残念ながら戦

サイバー攻撃は︑先ほどイランの事例を取り上

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ おっしゃるように︑

します︒

ておられると思いますが︑外務大臣にお伺いいた

れておりますが︑現在においても同様の措置とっ

トワーク上には置かれておりません︒
﹂と答弁さ

要なものについては︑外部と接続されているネッ

が電子的に保有しております情報で秘密保持が必

外交防衛委員会で当時の外務副大臣は︑
﹁外務省

○吉川沙織君 二〇〇二年四月二十三日の参議院

いし︑もう一言だけ言うと︑やはりＧ８外相なん

とについては引き続き検討していかなきゃいけな

のような状況の中において適用するのかというこ

が原則だと︒

国際法がやはり適用されるというふうに考えるの

考えますと︑やはりサイバー空間においてもこの

理原則が崩れたときに起きる混乱といったものを

国際社会で支えているのはまさに国際法︒この原

は普遍的な価値だと私は思っていますが︑それを

○国務大臣︵玄葉光一郎君︶ 法の支配というの

○国務大臣︵森本敏君︶ 先生御指摘のように︑

オープンＬＡＮでは機密性の高い情報を保存する

かでもこれは大事なテーマになっています︒アメ

以上でございます︒

我が国に対するサイバー攻撃というのが広範に及

ことを禁止しております︒

リカともサイバー協議しています︒インドとも今

と思います︒この問題の特徴はここにあると思っ

んでいるということは︑国の防衛にとって極めて

○吉川沙織君 先ほど引用いたしましたイランに

やり始めています︒アジアではこの問題でしっか

うに︑既に防衛関係の企業が情報を不法に入手す

いう事例はありませんが︑先生先ほど御指摘のよ

それから重要インフラ事業者等が保有する制御シ

れていることから︑各省の秘密保持に関する情報︑

されていない制御システムがネットワーク攻撃さ

在は内閣官房情報セキュリティセンター︑ＮＩＳ

○吉川沙織君 これらの問題に対しましては︑現

はしていきたいというふうに考えています︒

りリードしていけるように︑最低限でもアジアで

ています︒

深刻な問題であると受け止めております︒ただ︑

対するサイバー攻撃事案についても︑外部と接続

るという目的でサイバー攻撃を受けた事例は確か

ステムについても警戒を強めていかなければなら

Ｃを中心として︑総務省︑経済産業省︑防衛省︑

ただ︑何を具体的に︑どのような国際規範をど

防衛省・自衛隊が直接のサイバー攻撃を受けたと

に報告されており︑承知しております︒

ないと考えます︒

今後有効に対処できるのかということについて鋭

りますが︑なおサイバー攻撃に対してどのように

という組織をきちっとつくってこれに対処してお

十年から自衛隊の中に自衛隊指揮通信システム隊

ことはあってはならず︑したがって︑既に平成二

がかかるサイバー攻撃を受けるなどというような

この趣旨について簡潔にお伺いいたします︒

が適当と考える︒
﹂と述べていらっしゃいますが︑

従来の国際法が当然適用されるとの立場を取るの

問題については︑基本的には︑サイバー空間にも

﹁外務省としてあらゆる検討を行った結果︑この

報セキュリティ政策会議において外務大臣は︑

さて︑四月二十六日に開催されました政府の情

政務が関与する必要があると思いますが︑官房長

というバランスが求められるからこそ見える形で

まま︑一方で︑安全保障面にも目配りを怠らない

家︑ＩＴ国家である日本がその成長力を失わない

の側面があることは否めないと思います︒経済国

定の成果は上げているものの︑どうしても縦割り

警察庁の関係省庁が協力するという体制の下で一

自衛隊としては︑まず国民の安全を守る自衛隊

意検討し︑対策を進めているところでございます︒
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ィ政策会議というものを置いているところであり

六名の民間有識者を構成員とする情報セキュリテ

ますか︑内閣官房長官ほか五名の閣僚︑それから

Ｃは官房に設置されていますが︑その上にといい

したいと思います︒

ないかと考えますが︑総理の御所見︑少しお伺い

からこそ政治レベルでの専担の責任者が必要では

う発信を日本としてやっていかなければならない

だから︑政治が表に出て︑顔が見える︑そうい

養成というのが非常に大事であると︑こういうこ

的観点︑トータルな観点からそれを取り扱う人材

意味で︑そのことを十分に技術的な観点また法律

進歩というのは日進月歩でございます︒そういう

に︑まさにこの高度情報社会というのは︑技術の

ざいますが︑吉川さんがおっしゃられましたよう

いて文科大臣に簡潔にお伺いいたします︒

ます︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 先ほど来の質疑

とでございます︒今︑大学においてその専門的な

指摘があった会議の後︑外務大臣も参加なさって

情報セキュリティー政策が現代社会において国

を聞いておりまして︑改めましてその重要性とい

知見を持つ︑そういう教育をこれから充実強化を

官お願いします︒

家の安全保障︑危機管理上︑また経済政策上の重

うものをしっかり把握をさせていただいたつもり

していかなきゃならないと︑かように思っており

○国務大臣︵平野博文君︶ 人材ということでご

要な課題と認識しております︒政務の関与と今お

でございますので︑今の御指摘を踏まえた対応を

ます︒

おります︒

っしゃいました︒その在り方についても︑今後更

していきたいと思います︒

○国務大臣︵藤村修君︶ 今おっしゃったＮＩＳ

にどのような対応が可能か︑御意見を踏まえなが

ましたけれども︑ディフェンス以上に攻撃が有利

特に︑クラウドとか︑こういう概念で入ってき

各層の知識も上げていかなければならないという

であると︑こういう今状況でございますから︑そ

○吉川沙織君 今︑どちらかといえば政治の側の

構成員︑閣僚は五名という御答弁をいただきまし

問題がございます︒例えば︑それぞれ皆さんお持

の辺︑トータルにどうやるべきかという︑そうい

ら検討していきたいと思います︒

た︒ただ︑外務大臣はこの二回︑正式な構成員で

ちのパソコンにアンチウイルスソフトを入れてい

う人材を育てていきたいと︑かように思います︒

ますと︑今まではディフェンスを中心にしており

はなくて︑必要があれば出席ができるという形に

ても︑それは日々アップデートをしなければ新手

○吉川沙織君 これまではどちらかといえば国家

話をしましたけれども︑この問題に関しては国民

なっていますけれども︑そこでちょっと総理にお

のウイルスには対処をすることができない︑そう

の重要インフラが攻撃をされて国民の生活が危機

○吉川沙織君 今︑情報セキュリティ政策会議の

伺いしたいと思います︒

いう状況がございます︒

政策の心構えを世界に向けて発信し︑それを実現

信頼性の高さについて︑トップレベル外交で情報

を発信している︒我が国も︑日本が有する技術の

ルから情報セキュリティについて強いメッセージ

議において︑
﹁外交において︑各国はトップレベ

ざいませんので︑我が国の高等教育の在り方につ

一つの学部でも対応できる︑そういう状況ではご

ただ︑この世界︑日進月歩ですから︑一つの大学︑

大学にもその役割が求められていると思います︒

リティー人材を育成していくことも重要であり︑

一方で︑我が国を代表するような高度なセキュ

政府に対する要望という項目がございます︒その

内閣府の国民生活に関する世論調査において︑

す︒

かかわる防災行政についてお伺いしたいと思いま

ましたけれども︑ここからは国民の生命︑身体に

にさらされる︑そういう観点からお伺いをいたし

去年十月七日の政府の情報セキュリティ政策会

する体制を構築することが重要である︒
﹂という
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す︒

いうわけではなく︑これは意識の問題だと思いま

がそれぞれのお住まいの地域で整っているからと

分低いという状況です︒これは︑決して防災体制

すが︑それでもやっぱりほかの項目に比べれば随

震災の発生を受け二四・九％まで上昇しておりま

す︒ただ︑昨年の調査におきましては︑東日本大

た︒ほかの項目に比べずっと低調に推移していま

中で︑防災と回答した割合の推移を取ってみまし

例も報告をされております︒

した︒地域住民が助け合って避難所を運営した事

切な避難行動を取ることができた事例もございま

の災害教訓に基づく防災教育や避難訓練により適

います︒実際に東日本大震災の発生時には︑過去

重要性が改めて認識をされているというふうに思

まして︑国民一人一人の防災意識を高めることの

東日本大震災という未曽有の大災害の発生を受け

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 御指摘のとおり︑

ますが︑総理の御見解︑お伺いいたします︒

○吉川沙織君 では︑各地方公共団体において︑

と思います︒

てるということ︑これも併せて頑張っていきたい

育という意味で専門家をやっぱり地方自治体に育

きたいというふうに思っております︒同時に︑教

○国務大臣︵中川正春君︶ 詳しく調査はしてい

り︑ございませんでしょうか︒

と御答弁されていますが︑これ調査をするおつも

うふうな状況ではないというふうに思います︒﹂

については︑必ずしも十分に把握できているとい

今後は︑このような災害教訓の伝承︑そして

度確保されてきているのか︑その状況を把握され

消防費ではない防災に関する予算が毎年度どの程

実際に災害に遭遇した自治体においては︑質︑
量共に高めていかなければならないという観点で

様々な機会を通じた防災教育︑訓練等を通じ︑国

などの国民の防災意識を高めてまいりたいと思い

のお話でありますけれども︑今御指摘のような部

対応が進むことになると思います︒ただ︑そこか

ざ災害が発生したとき想定外だったというせりふ

ます︒

分でいいますと︑消防本部︑消防団に係る経費と︑

ているのか︑総務大臣にお伺いいたします︒

になって表れてくるというようなこともあります︒

○吉川沙織君 防災意識を高めると同時に︑現状

それから市町村防災会議︑地域防災計画の作成に

民一人一人の自助及び身近なコミュニティー等に

だから︑自らの自治体の防災体制が十分である

をまず把握する必要があるのではないかと思って

係る経費が消防費という形で区分されずに計上さ

ら遠い自治体においては︑やはりどこか遠いとこ

かの見直しが恒常的に行われなければなりません︒

います︒例えば︑どんなに優秀な職員の方でも事

れておりまして︑全体として総額は一兆六千三百

○国務大臣︵川端達夫君︶ お答えいたします︒

そして︑それは防災部局だけではなく全庁的に行

務処理量には限界があります︒したがって︑災害

六十一億円であります︒

よる共助の意識を高めるための取組等を推進する

う必要があると思います︒このことについて︑一

対応時の職員の数も意識しなければ︑仮に質の向

ろで起こっているという感覚に陥ってしまい︑い

般論としては誰も反対しないと思います︒しかし︑

上が図られたとしても物理的に対応することがで

二十二年度の市町村に係る決算統計に基づいて

実際にはこのような認識に基づいて行政運営がさ

きません︒

に対する意識変化が見られる今こそ︑国として防

であると思います︒東日本大震災が発生し︑防災

において︑防災担当大臣は︑
﹁市町村の防災体制

いるのか︒昨年十一月四日の災害対策特別委員会

それでは︑どのような支援や対策を国が打って

ら︑昨年末の地域防災計画の見直し︑あるいは非

思っておりますので︑委員の御指摘も踏まえなが

を踏まえて極めて重要なことであるというふうに

ものをしっかり把握することはこの東日本大震災

公共団体の防災の現況︑今委員御指摘のような

れているかどうか︑人員も予算も少ないのが現状

災意識が高まる方策を打つべきではないかと考え
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常用備蓄物資の購入等に要する経費などに係る市

市区町村はたった四・三％です︒つまり︑ほとん

います︒本年三月公表調査において︑今後も業務

一方︑二〇一〇年四月︑これ震災前ですけれど

我が国は︑東日本大震災で地方公共団体の機能

継続計画の策定予定がないと回答している団体数

○吉川沙織君 今御答弁ございました決算統計把

も︑内閣府から︑
﹁地震発災時における地方公共

喪失事態に向き合っているにもかかわらず︑策定

どの自治体において業務継続体制が整っていませ

握ですが︑例えば︑今平成二十二年度のものを引

団体の業務継続の手引きとその解説﹂が策定され

予定をしていない団体がこんなにも多いというこ

町村予算について調査する方向で取り組んでまい

用なさいました︒平成二十二年度市町村決算にお

ていますが︑東日本大震災の教訓を踏まえ内閣府

とについて強く働きかけをしていくべきではない

は都道府県で五団体︑市区町村で一千百四十一団

ける歳出総額に占める消防費の割合はたった三・

の手引きを見直す必要があるかないか︑お願いい

かと思いますが︑防災大臣︑いかがですか︒

ん︒

一％です︒この中には火災対応や救急関連経費な
たします︒

○国務大臣︵中川正春君︶ 私も同じ問題意識を

りたいと思っております︒

どが入っておりますことから︑僅か三・一％の中

○国務大臣︵中川正春君︶ 御指摘のように︑Ｂ

体にも上っています︒

で防災関連の経費にどの程度振り向けられている

そしてまた民間団体もそうなんですが︑協議会を

持っておりまして︑改めて︑それぞれ市町村︑県︑

二十二年の四月に︑地震発生時における地方公

それぞれ地域で持っていきながら︑そんな中でこ

ＣＰ︑大変重要な課題であると思っています︒

いった現状を直視するためにも︑今調査をしてい

共団体の業務継続の手引きとその解説︑これがあ

かというと︑非常に少ないと予想されます︒そう
きたいという御答弁ございましたので︑是非調査

の業務継続計画というものについてもしっかりと

した浸透をさせていくようにということで︑具体

るんですが︑改めて見直していきます︒そして︑
しっかりとした形でＢＣＰ︑浸透していくように︑

的に計画を進めていきたいというふうに思ってお

をお願いしたいと思います︒

これも頑張っていきたいと思います︒

ります︒

東日本大震災においては︑災害対応の拠点とな
る市町村庁舎︑そして消防庁舎など︑施設そのも

○吉川沙織君 是非︑東日本大震災の反省を踏ま

えば︑避難勧告の策定基準ができない︑それから

のが被災をし︑多くの方が犠牲になられるととも

この手引きを見直していただくことはもちろん

今回の業務継続計画が策定できない︑これは人員

○吉川沙織君 これまで総務委員会や災害対策特

必要でございますけれども︑一方で︑二〇一〇年

や予算の問題もあります︒それから︑策定の仕方

えた形で手引きを見直していただきたいと思いま

地方公共団体は災害時であっても継続しなけれ

四月の内閣府︑消防庁の調査によりますと︑業務

が分からないという︑そういう回答結果も多うご

に︑市町村の災害対応の機能が一時的に喪失若し

ばならない業務を抱えていることから︑大規模災

継続体制が市区町村で整っていない理由について

ざいますので︑それは国が助言︑指導︑そして必

別委員会でも質疑をしてきたんですけれども︑例

害時においても業務が適切に継続できる体制を整

どういうものが述べられているかといいますと︑

要な財政措置を行う︑そういう形で是非リーダー

す︒

えなければなりません︒本年三月に公表された

この必要性について庁内で議論がされていない︑

シップを取ってやっていただきたいと思います︒

くは著しく低下をするという事態が発生すること

﹁地方自治情報管理概要﹂によりますと︑全庁的

若しくは必要な人員や人材がいないからとされて

になりました︒

な業務継続計画︑ＢＣＰの策定済団体について︑
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ウドの導入は考えられることだと思います︒しか

の逸失を防ぐ手段の一つの方策として自治体クラ

る動きが広まりつつあります︒確かに︑住民情報

したけれども︑自治体クラウドを導入しようとす

東日本大震災を機に︑先ほども御答弁がございま

しても住民情報が保全されることが求められます︒

災者の生活再建を支援するためには︑災害が発生

た︒災害からの円滑な復旧を進めるため︑また被

保有する住民情報が逸失する事態が発生をしまし

してもセットで必要であろうというふうに思って

うにそれをクラウド化すること︑この三つがどう

アップ体制を取ること︑そして︑委員御指摘のよ

踏まえまして︑電子化すること︑それからバック

紙であると︒当然ながら︑東日本大震災の教訓も

けれども︑固定資産税台帳についてはまだ一七％

住民基本台帳は一〇〇％電子化されております

が残っております︒御指摘のとおりでございます︒

いわゆる重要なデータでまだ紙であるという部分

○国務大臣︵川端達夫君︶ 委員御指摘のように︑

見解をお伺いいたします︒

反省等がきっかけとされています︒ＧＩＳは︑災

組が始まりましたのは阪神・淡路大震災における

このＧＩＳについて︑政府において本格的な取

の一つになっています︒

まして︑地理情報システム︑ＧＩＳの整備も課題

○吉川沙織君 なお︑これらの課題に関連いたし

いう作業を今始めております︒

連︑これをトータルで総合的に見直していこうと

くりまして︑このバックアップとそれから情報関

持って検討会議の中のプロジェクトのチームをつ

○国務大臣︵中川正春君︶ そうした問題意識を

にお伺いします︒

さて︑東日本大震災では︑津波により自治体が

し︑自治体クラウドを導入する︑しないの前に︑
おります︒

本データが失われました︒これまでは︑災害が発

破壊をされたため︑住民生活にかかわる多くの基

野では︑津波による被害で多くの庁舎等が流失︑

化やデータバックアップが遅れているこれらの分

という現状をパネルにしてみました︒情報の電子

が保有する台帳についても電子化が進んでいない

後その発生の切迫性が指摘をされております東海︑

要性について御答弁いただきましたけれども︑今

○吉川沙織君 今総務大臣からバックアップの必

てまいりたいと思っております︒

においてしっかり進むようにこれからも支援をし

的な助言︑支援︑そして財政的な支援が今の三点

ましたけれども︑こういうことを踏まえて︑技術

というのが残念ながら現状でございます︒

れを活用した整備が十分に必ずしも進んでいない

でいないという実情がございます︒ですので︑こ

先ほど御覧いただきましたとおり︑まだまだ進ん

迅速な罹災証明の発行にもつながっています︒

整備が終わっているところではかなり活用されて︑

るとされていますし︑今回の東日本大震災でも︑

害時には救出活動︑被害認定調査︑罹災証明︑生

生しても自治体の行政機能が喪失することは想定

東南海︑南海の三連動地震︑こういったことが発

また︑地方公共団体において既にＧＩＳを活用

そういう意味で︑この被災県においてのクラウ

そもそも多くの自治体において様々な住民情報が
紙でしか保存されていないとされます︒

されてこなかったですが︑東日本大震災では実際

生をした場合︑それぞれ被災の少ない地域で︑例

している部署がありますが︑中央省庁の縦割りの

活再建などに活用され︑大きな力を発揮されてい

にそのような事態に陥ってしまいました︒

えば中央省庁のデータも含めて︑バックアップの

影響もあり︑各部署が特定の用途に利用するため

ド化に関しては財政的な支援する仕組みをつくり

そこで︑行政機能が喪失する可能性があること

在り方というものを強力に検討していく必要性も

にばらばらに整備を進めてきました︒そのため︑

道路︑河川︑農道︑林道︑公有財産など︑行政

を想定し︑まずは住民情報や各種台帳の電子化を

あると思いますが︑防災担当大臣の御所見︑簡潔

ただ︑行政が保有する各種台帳のデジタル化は︑

強力に推進するべきと考えますが︑総務大臣の御
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○国務大臣︵羽田雄一郎君︶ 政府といたしまし

土交通大臣の御見解をお伺いいたします︒

ＧＩＳ活用の基礎となる地図データを所管する国

資を排していかなければならないと考えますが︑

国及び地方におけるこのような縦割りと重複投

じてきました︒

に利用ができず︑また︑重複投資となり無駄が生

各部署の保有する空間データの互換性がなく相互

私の質問を終わらせていただきます︒

めていただきたいということを申し上げまして︑

の命を守る︑住民の命を守るための政治を前に進

是非︑総理以下政府のリーダーシップで︑国民

し︑現状もそれぞれ指摘をさせていただきました︒

災行政︑先ほど意識の問題も見ていただきました

すし︑国民の生命︑身体︑財産を守るために︑防

がら研究及び整備を進めていただきたいと思いま

省庁間の縦割りを排しつつ︑国︑地方が連携しな

執行部というのはあるかもしれないけど︑日本の

う真剣にどう動かしていくか︑それは官邸と党の

末ですから︒だから︑ゴールデンウイーク後はも

あと一週間と一日ですよね︑六月二十一日が会期

月半しかないわけですから︑国会が︒もう今日︑

ンウイーク明けたら︑これはもう本当にあと一か

私︑国会対策をやらせていただいて︑ゴールデ

うことで︑その法案も通したわけでございます︒

当然︑五月から国会議員の歳費を災害対応でとい

意思でどう法案を審議に回していくか︒

政治全体の責任者は総理なんですから︑その強い

ても︑地理空間情報活用推進基本計画を閣議決定

ありがとうございました︒
○委員長︵柳田稔君︶ 以上で川上義博君の質疑

するとともに︑各省庁による推進会議を設置する
など︑緊密な体制をつくり︑一体となってその整

我々参議院は︑法案回ってこないから︑各委員

会工夫しながら︑視察へ行ったり参考人質疑やっ

は終了いたしました︒
︵拍手︶
│││││││││││││

備に取り組んでいるところでございます︒
国土交通省においても積極的にＧＩＳの活用を

憲法審査会も粛々と︒衆議院もそうでございます

たり︑そういうことをずっとやっていましたよ︑

疑を行います︒魚住裕一郎君︒

が︒もちろん︑総理は外交日程もいろいろあった

○委員長︵柳田稔君︶ 次に︑魚住裕一郎君の質

東日本大震災に際しましては︑発災直後から空中

○魚住裕一郎君 公明党の魚住裕一郎でございま

かもしれない︒ただ︑ようやく先月︑五月末から

推進しておりまして︑先ほどお話があったように︑
写真を撮影し公開するとともに︑被災状況を反映

す︒

るように見えるけど︑しかしほかのところはほと

ようやく政治が動いてきたなというイメージなん

ようやく参議院においても正常化したなと︒四

んど止まっているんですよ︒審議できるように環

随分押しているような状況でございますが︑総

○吉川沙織君 今後発生の切迫性が指摘されてい

月二十日ですか︑参議院におきまして二大臣の問

境を整えるのが与党の責任じゃありませんか︒そ

ですね︒国民の皆さんから見れば︑一体改革の特

る災害等においては︑一人でも多くの命を救うた

責決議を行いました︒それで︑衆議院で送ってい

の総責任者が総理なんですね︒

理︑何か久しぶりに総理のお顔を生で見るなとい

した地図を作成するなど︑ＧＩＳが復旧復興支援
に大きく貢献していると思っております︒
今後とも︑町づくりや国土づくりの中でＧＩＳ

めの救助活動︑被災者を支援するための迅速な罹

ただいたやっぱり重要な法案であります郵政改革

私は︑もうこの一か月半︑本当に政治が漂流し

別委員会だけが動いていると国会全体が動いてい

災証明書の発行︑復旧復興作業を早期に進めるた

法案︑何とかゴールデンウイークまでに︑四月中

たな︑一番法案審議ができるこの一か月半をその

う感じでございますけれども︒

めの瓦れき撤去作業の進捗管理︑その後の本格的

にということで四月二十七日に成立をさせました︒

の積極的な活用を進めてまいります︒

な復旧復興など︑東日本大震災の反省を踏まえ︑
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