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特別講演会

国 土 強 靭 化シンポジウム
７月11日（金）、中経連は「特別講演会 国土強靭化シンポジウム」を名古屋市内にて開催した。はじめ
に、自由民主党国土強靭化総合調査会長・衆議院議員の二階俊博氏より
「国土強靭化の推進に向け
て」と題して来賓講演をいただいた。その後、内閣官房国土強靭化推進室内閣審議官の持永秀毅氏

より
「国土強靭化施策の現状および今後の計画について」と題したご講演をいただいた。

「国土強靭化の推進に向けて」
自由 民 主 党 国 土 強 靭 化 総 合 調 査 会 長・衆 議 院 議 員

二階 俊博 氏

場合には、互いが大変慌てることになるだろう。慌てな
いためには訓練が大切であるし、紙に書いたマニュアル
などを準備して、互いに意思が通じるようにしておくこと
も必要だろう。
私が推進している国土強靭化調査会でもこれまで
75回勉強会を行い、
その内容を本にしてきた。
まだ５回
くらい行おうと思っているが、多くの人に同じ考え、問題
意識を持ってもらうことは大切であると考えている。
アメリカ軍のトモダチ作戦では、東日本大震災の際
に、約70億円の予算を投じて対応していただいた。
これ
は日頃からの準備や計画の賜物である。国内で何かが
起こり、
日本の自衛隊で対応できなくなった時、
アメリカ

【講演要旨】
私の地元和歌山県に昔から“稲むらの火”という物
語がある。広村の濱口梧陵という庄屋さんが、安政南海
地震で津波が来ることを予感した際、村人に知らせるた

軍に協力を要請したいと思っても、
日頃から訓練をして
なければ誰がどこに連絡を取るのかもわからない。
日頃
からの準備や訓練こそが重要なのである。
また暗闇での災害発生を考えたとき、
その準備として

めに自分の稲の穂に自ら火を放った。庄屋の家が火事

ＧＰＳの活用なども視野に入れるべきと考えている。

だと思った村民が、消火や見物のためにその火の方に

１分１秒でも早く察知すれば対応も早くできるからであ

上がって来て、後ろを振り返ったら津波で家も何もか

る。今その事を盛んに検討しており、
８月の勉強会では

もが流されていたという話である。
このような防災に関

宇宙に行かれた若田光一さんをお呼びする予定であ

わる話は、国民や子供たちが教科書などで語り継がな

る。国土強靭化はこのように広い範囲の分野をカバー

ければならない物語である。

するものであり、決して建設業者にお金を回すといった

さらに、その話の中で村人がたどり着いたとされる

レベルの低い話ではない。

“広八幡神社”は、今や日頃から避難訓練が行われる
場所となり子供たちの声が絶えない、
と宮司から聞いた。

私が国土強靭化に着手したのは2010年２月、野党

私は全国にこの神社と同じような防災への取り組みが

の立場の時であった。その前に、自民党の全国一斉の

行われる状況を作っていきたいと思っている。

街頭演説があった。私が街頭演説で津波の避難訓練
の大切さを呼びかけても、
うなずいてはもらえるものの、

全国でゲートボールが流行った。地域で行われるイベ

逃げる気配は感じられなかった。
この状況に危機感を

ントは、近所で顔を合わせ、仲良くしておくことがそれぞ

感じ、災害が発生した時に法に基づいて避難してもらう

れの人が自分の命を救うことに繋がる。
このように身近

ようにしようと同志に声を掛けたのがきっかけである。

なところからも、安全を確保するためにどうすればよい
のかを考えてもらいたい。
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与党・野党を超えて「津波・防災の法律」を作ろうと
いうことになった。2010年６月に法案を提出、成立せ

その他、近頃気になるのが外国人観光客への対応で

ずに議論を続けている最中の2011年３月に、残念な

ある。有事の際、大きなホテルなら日頃から外国人への

がら東日本大震災が発生してしまった。
そして、
その年

対応等も訓練されているだろうが、地方の小さな宿の

の６月に「津波対策の推進に関する法律」は各党皆の
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賛成で成立した。皆が賛成するくらいなら、
もっと早く
成立させてくれていれば、
という気持ちであった。
その後2013年12月には、議員立法として提案した

ある高校でアジアの学生を呼んで英語の討論会を
行うこととなった。災害についても討論をしてもらおうと
考えているが、多くのプログラムで一番人気だという。

「国土強靭化基本法」
「 南海トラフ地震対策特措法」

こういう取り組みが他の学校にも波及し、多くの高校

「首都直下地震対策特措法」の３法案を成立させること

生や中学生に災害やその対応を考えてもらうというの

ができた。
これにより、国土強靭化担当大臣や国土強

は大変重要な事であると思っている。

靭化推進室を設置し、法律の下で国土強靭化に関する

先般、東京都でオリンピックが決定した場所をバス

予算も確保できた。今年６月には、各地にモデル地域を

で回った。荒川区は木密地帯であり、木造の家屋が密

作り災害対策を考えていただくことになった。
この中部

集しているため災害が起きたら心配だと区長さんが言っ

圏は、特に熱心な意見をいただいている。
さらに、国土

ていた。対策を聞くと各家の玄関に赤いバケツを２つず

強靭化アクションプラン2014も策定した。
これにより、

つ置いてあるという。小さい路地に入ってもバケツがあ

毎年進捗を確認することとなり、遅れている部分も明確

る。火災が発生した際の初期消火に使うのはもちろん

になるようにした。

だが、バケツを毎日見ることにより防災に対しての認識

先日はアメリカ海 兵 隊を中心とする代 表 者と国土

を常に全員が持つことになる。
これは素晴らしいと私

強靭化の私たち関係者が、日米のワークショップを開

もバケツを周りのリーダーに配った。また国土強靭化

催し意見交換を行った。何が日本で進んでいて、何が足

調査会に荒川区長を呼んで話をしてもらった際には、

りないかなど率直な議論を行うことができた。

「私が区長を務めている限り、災害で荒川区民を１人も
死なせない」
と言われた。
どこの首長やリーダーも同じ

日本はアジア諸国に比べ、災害に対する知見が進ん
でいる。
この我々の知見をアジアの各国に提供していくこ

だと思うが、
このように気概を持って対応することが大
切だと思う。

とも日本がすべき重要な事である。私が経済産業大臣を
務めた時、日本を含む16カ国が参加する「東アジア・

国土強靭化については、人知の及ぶ限りしっかりし

アセアン経済研究センター」
を作った。
このセンターを通

た対応をしていこうと皆で申し合わせ、今日まで来た。次

じて、災害・防災でアジアに対する貢献ももっと行ってい

の世代まで安心して過ごせる街となるよう、中部の経済

くべきであると考えている。
そのための予算も確保した。

界の皆さんにも頑張ってもらいたいと思う。国 土 強 靭

世界各国の担当者の会議を皮切りに、今後もいろいろ

化にご協力いただくとともに、新しいアイデアがあれば

取り組んでいきたい。

出していただきたい。是非参考にさせていただきたい。

「国土強靭化施策の現状および
今後の計画について」
内閣官房国土強靭化推進室
内閣審議官

持永 秀毅 氏
【講演要旨】
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立した。大規模自然災害等に備える事前防災・減災や
迅速な復旧・復興を目指した法律である。
また同法に基
づき今年６月には国土強靭化基本計画が閣議決定し
た。
この基本計画は、国土強靭化の指針として、国の他
の計画の基本となる
「アンブレラ計画」
と位置付けられ
る。
また、国土強靭化は施策分野毎に推進方針が定め

1 9 9 7 年の東 海 豪 雨や

られ、
ＰＤＣＡサイクルにより見直し改善を図っていく進

2005年のアメリカにおける

め方である。
そのため毎年の施策の進捗評価やその取

ハリケーンカトリーナなど、

り組み方針としてアクションプランも策定した。

これまで発生した災害は甚大な被害をもたらした。対

国土強靭化基本計画を実行性のあるものとするため

策を講じていれば、
これほどの被害が出なかったと見

には、民間の協力が必要となる。今後とも官民一体とな

込まれている。
このように災害対策はコストをかけて事

って国土強靭化を強力に推進していくので、
よろしくお願

前に講じておくことにより、
コスト以上の成果が得られ

いしたい。

るものなのである。
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国土強靭化基本法は、2013年12月の臨時国会で成

（社会基盤部

山口 智）

中経連

2014.9

3

懇談会

名 古 屋 市・三 重県・岐阜県との 懇談会
中経連は以下の日程で、名古屋市・三重県・岐阜県との懇談会を開催し、
「 中期活動指針 ＡＣＴＩＯＮ
2020」の説明、双方の今年度の事業計画に関する情報の共有化、意見交換を行った。
懇談会の概要
開催日
７月14日（月）
名古屋市との懇談会
７月22日（火）
三重県との懇談会
８月７日（木）
岐阜県との懇談会

参加者
名古屋市

河村市長、岩城副市長、田宮副市長はじめ10名

中経連

三田会長、須田評議員会議長、河野・水野・佐々木・小笠原各副会長はじめ９名

三重県

鈴木知事、石垣副知事、植田副知事はじめ11名

中経連

三田会長、須田評議員会議長、上田・水野・小川各副会長はじめ12名

岐阜県

古田知事、髙原副知事、上手副知事はじめ15名

中経連

三田会長、須田評議員会議長、河野・水野・佐々木・竹中各副会長はじめ14名

名古屋市との懇談会

らしい都市を作っていきたい」
と応えた。
自由懇談では「リニア中央新幹線の開業を見据
えた名古屋のまちづくり」
「 南海トラフ巨大地震等
に対する防災・減災への対応」
「 人材育成」等につ
いて、幅広く意見交換を行った。

三重県との懇談会

三田会長は
「リニア中央新幹線開業後の名古屋
駅には、中部圏のハブとしての大きな役割が期待さ
れており、大改造が必要であるが、残された時間は
少なく猶予はない。
『 名古屋駅周辺まちづくり構想
（案）
』が６月に発表されたが、早期成案が待たれる
ところである。名古屋駅を日本一便利で使いやす
い駅にするために、河村市長には強いリーダーシッ

三田会長は「伊勢神宮の式年遷宮や熊野古道

プのもと名古屋駅および周辺の再開発を推し進め

の世界遺産登録10周年に加え、地域の関係者の

ていただきたい」
と要望した。

努力と魅力発信によって観光客が増えており、
さら

河村市長は「リニア中央新幹線によって首都圏
とのつながりが深まるという期 待がある一 方で、

ラでは、紀勢自動車道や熊野尾鷲道路が全線開通

ストロー現象が懸念される。名古屋駅が東京と大

したが、東海環状自動車道の西回りルートや新名

阪の中間にある単なる乗換駅にならないよう、産業

神高速道路の早期全線開通に向けて、一緒になっ

の発展をベースとした魅力ある面白いまちを作ると

て取り組んでいきたい」
と述べた。

ともに、ベルリンやウィーンに並ぶ文化的にも素晴
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なる地域活性化に大いに期待している。道路インフ
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鈴木知事は
「産業のさらなる高付加価値化と国際
中経連
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競争力の強化に向けた取り組みを進めていくこと
や、航空機産業やヘルスケア産業などの新たな産
業の柱を構築していくことを考えている。
また、
中小・
小規模企業の底上げも必要であり、新製品や新技
術の開発、企業連携体の構築、人材育成への支援
など、具体的な取り組みを進めていく」
と述べた。
自由懇談では
「中小企業の振興」
「 防災・減災へ
の取り組み」
「 広域連携や産学官連携の推進」等、
広範な分野にわたって活発な意見交換を行った。

古田知事は
「岐阜県は県民の誇りとして
『清流の
国ぎふ』
というキーワードにたどり着いた。2020年

岐阜県との懇談会

までのスポーツや観光振興などの様々なプロジェク

三田会長は「古田知事の海外でのトップセール

トを
『清流の国ぎふ2020プロジェクト』
と名付けて

ス等の取り組みにより、海外からの観光客や県産

取り組んでいく。
リニアの開業効果を最大限に活か

品・農畜産物の輸出の増加につながることを期待

すための取り組みもその中で行っていく」
と述べた。

している。また、
リニアの効 果を中部 圏の発 展に

自由懇談では「リニア中央新幹線や北陸新幹線

繋げるためには東海環状自動車道の西回りルー

の開業、高山本線全線開通80周年などを活用した

トや中部縦貫自動車道などの幹線道路網の充実

広域観光の振興」
「 防災などでの広域連携」等につ

が必要であり、一緒になって取り組んでいきたい」

いて、幅広く意見交換を行った。
（企画部

と述べた。

岡戸 信之）

「昇龍道」の世界への発信に
向けた意見交換会
７月30日(水）、
「 昇龍道プロジェクト推進協議
会」
（ 会長：三田中経連会長）は髙木国土交通副
大臣、久保観光庁長官をはじめ国交省の幹部と

告するとともに、
「 昇龍道の魅力を国内外へ発信す

プロジェクトのさらなる発展に向けた意見交換会

るシンポジウムを東京でも開催していきたい。是非

を名古屋市内にて開催した。

とも国交省や観光庁の後援をいただきたい」等と

昇龍道プロジェクト推進協議会からは大村愛
知県知事、鈴木三重県知事をはじめ昇龍道９県

これに対し、髙木副大臣からは
「東京での昇龍道

の副知事や水野北陸経済連合会専務理事等が

シンポジウムには国としても後援協力を約束したい。

参加し、昇龍道の知名度向上への支援や誘客促

また、
ビザ要件緩和や無料Wi-Fi等の環境整備で誘

進に向けた環境整備を求めた。

客を後押ししたい」
との力強い言葉をいただいた。

三田会長はプロジェクトの取り組みについて報
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要望した。

（社会基盤部

坪内 幹定）
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