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南海トラフ巨大地震の死者ゼロを目指す

──高野光二郎先生はたいへん防災に造詣が深い方と聞

いています。

高野　平成 25 年（2013）に初当選しましたが、私の公約

の最優先事項、いわゆる「一丁目一番地」は、「必ず発生

すると言われている南海トラフ巨大地震に対して犠牲者ゼ

ロを目指す。」と訴えてきたことです。

　本来なら選挙で、福祉・教育・経済・外交・防衛を訴え

るべきだったのかもしれませんが、私は、防災、減災対策

しか訴えませんでした。なぜなら、国民の命と財産が一番

大切であり、全てにおいての基盤だからです。選挙広報でも、

そのための具体的な施策を網羅しました。

──先生の地元・高知県は非常に台風の多いところですね。

高野　台風がよく報道されますが、それだけではなく、過

去に大きな地震にも見舞われています。100 年周期で大き

な地震が発生することが分かかっていまして、江戸時代後

期の安政大地震の後、昭和 21 年（1946）には昭和南海

地震がありました。最大震度 6 で、津波高が 4m から 6m、

死者は高知県内で 679 名、全国で 1330 名でした。

　高知県民には昭和南海地震が大前提として存在します。

これを覚えている人は、ご高齢ではありますが、まだご健

在です。

──それで防災意識も高いんですね。

高野　私が平成 15 年（2003）に県議会議員に初当選した

とき、県庁が初めて「津波浸水予想図」を作りました。

　今の中央防災会議（内閣府）によるハザードマップ（被

害予測地図）より大雑把で、精度も高くないのですが、こ

こまで浸水するのかと大きな衝撃を受けました。わが家が
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ある地域や支援者の方々がお住まいの地域、普段から慣れ

親しんだ場所に浸水何 m と書かれているのです。

　当時も、南海トラフ巨大地震は、この 30 年間に 70% の

確率で発生すると想定していました。

──被害予測も出ていますね。

高野　中央防災会議が何回も改定して、マグニチュードは

9.0、死者は全国で 32 万人、高知県だけで 4 万 9,000 人、

経済損失は 220 兆円。昭和南海地震とは桁がいくつも違い

ます。また、直近では、土木学会が 1,410 兆円の被害想定

を発表しました。正しく国難です。

　私は、あわてて予測図の冊子をコピーし、さっそく地域

に行って、何回も住民集会を開きました。ところが、いつも「こ

れはいかん。逃げれん。( 津波が ) 来たら来たでしょうがな

い。」という、諦めでした。特に地域のリーダー役である自

治会役員や消防団の方々からの発言でしたから、大いに危

機感を抱きました。

　津波浸水の数値と避難意識の重要性を県民に浸透させる

ことが私の使命であると、県議会議員のときから継続して取

り組んでいます。

──東日本大震災のときは国会議員ですか。

高野　いいえ、平成 23 年（2011）ですから、最初の参議

院議員選挙に落選した翌年で、次も出馬するために毎日毎

日、地元で地道に活動していました。

　3 月 11 日の昼過ぎ、ある地元の有力企業を県議会議長

にご紹介し、意見交換を議長室で行っていました。高知県

ですから、2 時 46 分に揺れは感じませんでしたが、すぐに

ただ事ではない様子の情報が入り、テレビをつけて事の重

大さを知りました。

　そして、平成 16 年（2004）のスマトラ島沖地震で、高

知県に 50cm の津波が来たことを思い出しました。当時、

私は慌てて皆さんに声をかけ、自車を走らせて 1 歳の息子

が通う保育園に駆け付けました。「すぐに子供たちを高台へ

避難させて下さい」と訴え、園長は指示に従ってくれました。

──意識の高い園長さんでよかったですね。

高野　ところが、沿岸部の住民の皆さんの中には、スマト

ラ沖地震のときに「津波はわずか 50cm だった。津波を見

たい」と実際に海に向かう方々が少なからずいました。非

常に危険です。

私は、保育園を後にしてすぐ、自民党の高知県支部連合

会（県連）の広報車を借り、拡声器で「海に近づかないで

ください」と沿岸部を巡回し、皆さんに注意を呼び掛け続

けました。

──先生お一人で。見事な実行力です。

高野　そして、発災 2 日後から街頭で募金活動をしました。

普段から活発に奉仕活動を行って頂いている民間の各団体

も動き始める前でした。

　高知県民にとって対岸の火事ではなく、みんな、あの ( 津

波の ) 映像を見て泣きました。次々に、年金暮らしのお年寄

りが 1,000 円、2,000 円と募金箱に入れてくれ、子供は仮面

ライダーの貯金箱を持ってきてくれました。

──素晴らしい。良いお話です。

宮城県に駆け付けて「今ほしい」支援

高野　震災後すぐ、宮城県の友人に電話しましたが、全く

連絡がとれません。

　私は県議会議員のときに、40 歳以下の都道府県議で組

織する「全国青年都道府県議会議員の会」で代表を務めて

いまして、全国に仲間がいます。宮城県の友人もその一人で、

普段から地域に強く支持され、行政からも信頼され、自治会・

消防団・市議会議員にも慕われる、リーダー的な人です。

　そんな彼が、発災 2 日目にやっと電話が繋がると、「もう

宮城はダメかもしれない」と言うのです。驚きました。地

域のことをよく知っている政治家は、1 年後、2 年後の復旧・

復興を考えるものですが、それは「もう無理かもしれない」

という絶望の嘆息でした。

──あまりにも衝撃的な光景を目の当たりにしたんですね。

高野　これはいけないと思って、「俺が行くから弱音を吐く

な」と叱咤激励しました。

　しかし、仙台空港も仙台駅も交通網は麻痺しており、唯

一の移動手段であるバスを使って、発災 14 日後の 25 日に

なんとか宮城入りしました。

　仙台港沖には石油タンカーがいるのに、ガソリンや灯油

を供給しているお店は空っぽです。湾内にご遺体がたくさ

んいるので、タンカーが入ってこられないのです。あのとき

は気温が 0 度近くでたいへん寒く、まだすべてが止まって

いる状況でした。

　ご遺体から指輪が抜き取られたという話も聞きましたし、

飲食物が売り切れて、閉店したコンビニの窓が全部割られ

ているのを実際に、この目で見て、なんとも言えない気持
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ちになったものです。

──やるせないですね。

高野　被災地への実効的な支援には、「もっと時間と労力と

人がいる」と感じて、一度、高知県に戻り、57 人の仲間を

集めました。ボランティアだけではなく、現地ですぐにでも

対応できる各分野のプロたちです。例えば、高知県橋梁会

も一緒に連れていきました。

──橋の建設ですか。

高野　橋梁会の主な仕事は、建設・建築コンサルタントで

す。最初に仙台空港に行ったとき、高知空港周辺の都市形

成によく似ていました。仙台空港周辺の住宅を含む都市イ

ンフラが、地震と津波により、瓦解している光景と高知空港

周辺とを地図とイメージで重ね合い、南海トラフ地震が来

れば、高知はこれ以上の被害が出る。との思いで、高知県

の公共インフラを設計した皆さんにあえて、自分たちが作っ

た本県のインフラの脆弱性を確認してもらい、今後のイン

フラの強靱化や都市形成に生かしていただきたいとの思い

でした。

── 2 度目の宮城入りで、しばらく滞在されたそうですね。

高野　2 か月間、滞在しました。全国から私の仲間である

11 団体を誘致し、大規模なボランティアや物品提供、交流

の調整をしてきました。「今ほしい支援」に集中しました。又、

宮城県知事や政治家とも情報交換にも努めました。

──当時は民主党政権で、不手際がたいへん目立ちまし

たね。

高野　まず救助が遅れ、原発対応を間違えました。それか

ら、迅速で的確な復旧措置が遅れ、復興庁設置など、危

機管理のノウハウや地域との連携がとれる自民党が対策本

部を設置し、必要な措置や政策を何度も提案しているのに、

民主党のプライドによって、ずいぶん遅れてしまいました。

それによって二次災害と被害が広がったのです。

　例えば、がれき置き場の問題です。夏休み期間の小学校・

中学校にがれきが集められましたが、移動する場所がなく、

悪臭が漂い、衛生上もよくないので、新学期を始めること

ができません。子供たちの帰る場所がなくなりました。

　本来は、国がいち早く権限を代行して処理しなければな

らないのに、普段から地域に密接な関わりが少ない民主党

には、分からないのです。

　また、立ち往生している個人の車輌を撤去しないと自衛

隊や消防、警察などが現場に入れないのですが、民主党

政権は、自民党の提案に聞く耳も持たないので、遅れに遅

れました。

政治家が、現場で見て、知り、聞き、応えることは、全

てに責任が伴います。それを地域の皆さんと積み上げてい

くのが政治だと確信しています。

──地域の人たちは何と言っていたのですか。

高野　地元の多くの首長や政治家から直接、憤りと怒りを

お伺いしました。「民主党の大臣や政治家は、なんでも軽く

請け負って帰るけど、その後の情報を全くよこさない。たま

に返してくるのは可否だけ。できないならできないで、他

にも方法があるはず。あいつらはいかん」と。

巨大地震対策の二法を議員立法で成立

高野　復旧・復興は首長や市町村のレベルによって、随分

違います。「国の助けなんか待っていられるか」という市町

村は、素早い対応で、復旧・復興もどんどん進んでいますが、

一方で国や県に頼りすぎて、指示を待っている隣の市町村

は、取り残されていきます。特に緊急事態では政治の役割

が、国民の命と財産を握ります。

──それは国会議員も同じですね。レベルによってずいぶ

ん違う。地元の高知県には具体的な防災のご意見を出され

ましたか。

高野　高知県・尾崎正直知事、国土強靱化の二階俊博先生、

高知県選出の国会議員の先生方と連携しながら活動してい

ます。私は、即決、スピードと質の高い準備、即行動を心

がけています。
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　私は平成 25 年（2013）7 月 21 日の参議院議員選挙で

当選しました。衆参両院には特定の内容を審議・調査する

ため、いろいろな特別委員会が設置されています。私は任

期が始まるとすぐ、参議院災害対策特別委員会に席を置く

つもりでした。

　ところが、この委員会は、首長経験者が優先という慣習

があり、大いに困惑しました。しかし、先輩の先生方に一

所懸命お願いして、なんとか委員になることができました。

──国会議員としていよいよ本格的に活動開始ですね。

高野　まず、初当選して 2 ヶ月後に「南海トラフ巨大地震

対策特別措置法案」が自公で議員提案されました。私は強

く切望して、初質問の機会を得て、その必要性を思いっき

りお訴えして全会一致で成立しました。

　実は、同法案は民主党政権時に廃案になっていました。

今まで防災・減災に対する事前の事業がなかったため、こ

の二法が成立させる事が悲願でもありました。そして、国

土強靱化の各施策、例えば津波避難タワーの嵩上げなどが

できるようになりました。正に基本の法律です。

──具体的にどのような内容ですか。

高野　国の責務として、内閣総理大臣が静岡県・高知県な

どを特別強化地域として指定しました。高知県では沿岸線

の全ての市町村が対象になりました。

　逃げることが最優先の為、避難路・津波避難タワーの整

備が必要です。また、特に要介護者や高齢者の福祉・介

護施設、子供たちが通う保育園・幼稚園・小学校等の耐震

化と高台移転を優先して実施してきました。

　さらに高知県津波避難計画をつくって、南海トラフ巨大地

震発生のとき、自衛隊・警察・消防等は、どれくらいの早

さで駆け付けることができるか、例えば道がふさがれてい

た場合、陸上自衛隊・海上自衛隊のヘリコプターはどこに

降りるか、D-MAT はどこに入れると効率がいいかなど、県

と連携しながら、より実効的な計画作りに携わりました。

──津波については。

高野　マグニチュード 9.0 の大地震が発生すると、3 分以

内に津波が来ます。特に高知県は津波高の数字が圧倒的。

全国でいちばん高いのは黒潮町の 34m です。

── 34m。東日本大震災の最大津波高は宮城県の 22m

でしたね。

高野　奇しくも黒潮町は、平成 28 年（2016）に「世界津

波の日」高校生サミットを開催したところです。国連で制定

された「世界津波の日」に、世界の高校生を集めて、津波

の脅威と対策を再認識しました。

　黒潮町の津波高ばかりピックアップされていますが、じつ

は県内の土佐清水市も 33m、土佐市も 30m です。

燃油タンクが林立する高知県の農業地域

──県の対応はどのようになっていますか。

高野　やはり、まず逃げる場所です。南海トラフ特措法に

よって国からの補助金が嵩上げされ、さらに強化拠点県に

指定されて、県が避難路・避難場所、1,455 カ所の計画を

立てました。市町村と連携した取り組みです。

　そのうち、1,445 カ所が平成 29 年（2017）3 月までに完

成しました。これは国の支援がなければ全く進まない事業

でした。また、津波避難タワーは 115 カ所必要で、99 カ

所まで整備することが出来ました。

──住民との連携も大事ですね。

高野　住民の方々にお願いしているのは、例えば、「地域に

自主防災組織を立ち上げて下さい。要支援者・要介護者の

所在をきちんとチェックして下さい。ハザードマップ（被害

予測地図）をつくって一次避難所、広域避難場所の確認を

して下さい。二次避難所に備蓄食・備蓄飲料・備蓄用毛布

がどのくらい必要か確認しておいて下さい」などです。

　それから、防災教育の充実も大事です。地域で防災カル

タを作ったり、教育委員会に働きかけ、子どもたちの避難

訓練を推進、実施してくれています。

──民間企業についてはいかがですか。
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高野　BCP（緊急事態後の事業継続計画）に取り組んでく

れた企業は、価格以外の要素も加味する総合評価落札方式

に参加できるようになりました。

──農業については。

高野　高知県は農業県ですが、平地が少ないため、ビニ

ールハウスによる園芸作物の栽培が盛んです。ビニールハ

ウスを一定の室温に保つために、ボイラーで加熱するわけ

ですが、その燃油を備蓄供給するタンクが、なんと 986 カ

所もあり、そこに各 200 リットルの燃油が常に充填されてい

ます。

　地震の際に漏れ出すのを防ぐために弁をつけたり、津波

で流されてしまわないように囲いをつけたりする必要があり

ますが、費用が 90 万円もかかるので、一気に整備するこ

とはできません。そこで県が半分、補助金を出すことにより、

随時取りかかれるようになりました。

──高知県はやはり意識が高いですね。

高野　はい。県と市町村と国、民間も連携し、災害対策を

総合的に進めています。また、県や市町村、県民の皆さ

んからは、こういった法律をつくってほしい、この法律のこ

の部分を改正してほしい、法律の運用基準を変えてほしい、

と私に建設的なご要望を頻繁にいただいています。

──防災産業はどんな状況ですか。

高野　本県の防災産業は優秀です。非常食の乾パンや缶

詰、公共事業では架設橋や耐震工事、救護用の各製品や

段ボールのトイレなど、メイド・イン高知の防災製品がたく

さんあります。これらを国として認定すれば、海外の災害対

策用として ODA（政府開発援助）の中小企業枠の物品に

することもできますし、防災関連の国際会議に行って売り込

むこともできます。

　私が災害対策特別委員会の質問に立ったときは、防災産

業の育成、振興の奨励についても言及しています。

　地方公共団体による物品・サービスの購入や工事の発注

を官公需と言いますが、国の出先機関は、その地域にある

中小企業の製品やサービスを極力供給するべしという官公

需法もあります ( 市場規模は年間、国で 8 兆円、都道府県

で 14 兆円 ) 。その中に防災製品を含めるべきと、要望しま

した。

──防災産業は大きな市場になりますね。

高野　そう思います。私と一緒に東日本大震災の支援に行

ったメンバーたちが、防災産業に取り組み、一定の成果を

上げています。

　彼らの製品などを一堂に集めた「KOCHI 防災危機管理展」

という見本展を、年に一度開催しています。そのパンフレッ

トを持って、いろいろなところに売り込みにもいきます。

──たいへんな実行力ですね。

「特任」防災士を地域防災計画の核に

高野　河野洋平先生（元・衆議院議員）の秘書をしていた

関係で、子息の河野太郎 外務大臣と親しくご指導いただい

ております。また、私の仲人親でもあります。

　河野太郎 先生と連携して、アジアパシフィックアライアンス

（A-PAD）という団体に加盟しました。政官民から人が集ま

り、塩崎恭久 先生（衆議院議員）が会長、私が事務局を務

めています。

──どんな団体ですか。

高野　平成 24 年（2012）に、インドネシアのジョグジャカ

ルタで開催された、第 5 回アジア防災閣僚級会議において

設置されました。各国の情報・人・資金・モノを共有し、

活用して迅速で効果的な支援をするために協議しようとつく

られました。加盟国は日本、韓国、インドネシア、フィリピ

ン、スリランカ、バングラデシュで、年に一度、総会を開い

ています。

　その中でも日本は特に台風・地震・津波・水害・火事

などが発生している災害大国ですから、その経験によって、

防災関連産業がよく育っています。

──各国の危機管理体制というのは、国家機密の部分もあ

りますね。

高野　はい。どこまで情報を出せるのかわかりませんが、

まず各国における災害リスク、脆弱性、防災体制、装備等

を出来るだけ共有しようと言っています。例えば韓国の船が

遭難しそうになったら、高いスキルやノウハウ、装備を有し

た海上保安庁や自衛隊が救援に向かうなど、枠を超えてい

こうということです。

　また、装備についても使うエネルギーの質や質力が違え

ば、使うことが出来ません。これらを事前に把握することが

必要です。

──なるほど。素晴らしい取組ですね。

　ところで、先生は防災士（日本防災士機構）の資格をお

持ちだそうですね。
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高野　国会議員になってから取得しました。私は、さらに

上の段階を目指しています。

　今、防災士は全国で 11 万人ぐらいいますが、地域防災

計画の中に、法律ベースで防災士をきちんと位置付けたい

と思っています。これは防災に造詣が深い長峯 誠 参議院議

員 ( 元宮崎県都城市長 ) と連携して、同士と共に取り組んで

します。

　又、長峯先生が幹事長、私が事務局長で防災関連の議

員懇話会をつくっていまして、防災士の資格を持っている国

会議員 13 人ほどと定期的に議論しており、今後、活動を加

速していきたいと思います。

──現行の防災士を地域防災計画に組み込むんですね。

高野　いいえ、防災士の上位資格をつくるのです。例えば、

国家資格に準ずる資格として、研修も試験のレベルを上げ

ることも一案です。また、11 万人の防災士資格者の中に、

医師、看護師、保健師、介護士、保育士や建設、建築、

重機のオペレーターなどの資格を有している方は、「特任」

防災士 ( 仮称 ) として、それぞれの的確なニーズに応じて一

定の義務を担った上で、全国各地から救助、救援、復旧、

復興を担っていただく事は、公助と共助の隙間を埋めるこ

とが期待でき、大変意義があります。

   しかし、これには日本防災士機構や関係者の皆さんのご

理解とご協力が必須です。政治家は、関連法令に防災士を

位置づけることにより、都道府県の防災計画、市町村の地

区防災計画に反映させることが必要です。　

──なるほど。資格の取得がさらに有意義になって、生き

てきますね。

高野　防災に関しては、予知にしても予見にしても、ハー

ドにしてもソフトにしても、技術レベルが日進月歩で進んで

います。AI（人工知能）や IoT（モノのインターネット接続）

の活用によって、進化はまだまだ続くでしょう。

国会議員としても災害と向き合う仕事

──行動力の高野先生は、いつも、いち早く被災地に駆け

付けておられますね。

高野　平成 26 年（2014）の広島土砂災害でも、私は 3 日

後に単独で現地入りしています。仲間の広島県議会議員に

同行してもらって、自治会長さんなどから「今ほしい」要望

を聞きました。

　例えば「泥が迫っているので立入禁止にしたいが、ボラ

ンティアやマスコミが入ってしまう。それを防ぐ境界用のテ

ープがほしい」と言います。いちばんいいのは警察のもの

ですが、規定外ですので、高知県建設業協会に頼んで送っ

ていただきました。

──一部のマスコミは正に傍若無人の振る舞いですね。

高野　被災者より先にコンビニの弁当を食べ尽くしてしまう

こともありました。それから、ドローンを勝手に飛ばして、

災害救助の妨害になりかねない状況もありました。又、東

日本大震災時、被災地近郊の宿泊施設では、マスコミの実

利用もかなり多く、部屋の「仮押え」も散見していました。

　緊急事態時にマスコミとの協議を行い、事前協定をすべ

きだと考えましたので、参議院災害対策特別委員会におい

て、防災担当大臣の山谷えり子先生に質問したり、同じく防

災担当大臣の古屋圭司先生に説明したりしました。

　平成 27 年（2015）の関東・東北豪雨による鬼怒川の堤

防決壊にも行きました。

　また、翌年の熊本地震は 30 人体制で臨み、0 泊 3 日で

活動しました。被災地の中学校の体育館には、まだ約 500

名が避難していたので、ここでも今必要な支援をしていまし

た。当時は河野先生が防災担当大臣だったので、非常に動

きやすかったのを覚えています。

──地元の国会議員と一緒に回るんですか。

高野　広島県も熊本県も一応、お話はしていますが、迅速

がいちばんなので、完全に独自の活動でした。地元の国会

議員がいなくても、身一つで現地に飛び込んでも、迅速だ

からこそ出来できる支援があります。

──高知県でも、たいへん大きな台風被害がありました。

高野　平成 26 年（2014）の台風 12 号・11 号のとき、広

島土砂災害から 1 週間以上も中四国を中心に日本列島に雨

が降り続けました。私が広島入りしたのは 7 月 24 日で、高

知県に大きな農業被害が出たのは 7 月 30 日だったと思いま

す。そこで私は災害特別委員会で質問に立ち、激甚災害指

定の期間を広げるよう要望し、高知県も指定され、被害額

の 9 割を国から補助を受けることが出来るようになりました。

──現地で活躍されるだけでなく、国会議員としても良い

お仕事をされましたね。

　ところで、高野先生の事務所には「命の道」の揮毫が飾

ってあります。先生は正に「命の道」を守る政治家です。

どなたの書ですか。
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高野　これは書家の柴舟さんです。大河ドラマ「龍馬伝」

の題字を書かれた方です。

　この書は「四国 8 の字ネットワーク」の整備促進のキャ

ンペーンで、各市町村や県、四国の国会議員が使っていま

す。これは高規格道路網のことで、災害時の「命の道」です。

本県の 713㎞に及ぶ海岸線には、東西に国道が一本しかな

く台風や大雨の時には、頻繁に通行止めになります。命の

道である 8 の字ルートの整備率は、四国全体で 71％ですが、

本県は、未だ整備率が 53％と四国 4 県で最低です。1 日も

早く完成を目指し一致して取り組んでいます。

──なるほど。命の字の中に横向きの 8 の字（∞）が見え

ますね。そして整備による四国の発展は無限という意味で

すね。

　では最後に、今の若者へのメッセー

ジをお願いします。

高野　私は自民党の政治制度改革実行

本部で、「若年層のチャンス拡大部会」

の主査 ( まとめ役 ) を務めています。そ

の活動の中で、若者たちと直接話す機

会がありました。5 月 9 日は約 50 人、

5月17日は約70人に集まっていただき、

政治への関心等について尋ねました。

　じつは彼らは政治にたいへん関心

を持っています。ただ、自分の 1 票に

対する無力感があって、「私の一票で、

何が変わるだろう」と思っています。

　私は不条理な世の中を変えたいか

ら、世の中を創る側に回りました。だ

から彼らにも、「誰かにつくられた環境

で暮らし、自分を合わせるのか、環境

をつくるほうにまわり、自分や大切な

ものを守るのか」と問いかけています。

　また、「今の世の中に不平も不満も

ない」と言う若者も多くいますが、そ

れは、これ以上良くはならないかもし

れないが、悪くならないだろう。が大

前提の発言です。しかし、大災害や北

朝鮮のミサイル危機、テロや犯罪に巻

き込まれる可能性など「そのとき君は、

生き延びられるのか、家族は、大好き

なカノジョや友達はどうだ」等、危機に備える問いかけもし

ています。

　今より悪くなったときを想定し、防災や防犯の危機管理

意識を自らが高めることにより、自らの人生、大切な人、もの、

故郷、祖国を守り育むための確かな原動力だと確信します。

──若者たちには、災害に強い人になって、災害列島を支

えていただきたいと思います。

　本日はありがとうございました。
（収録日 : 5 月 14 日　聞き手 : 本誌主幹 久保田ようじ）


