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災害とジェンダーにおける地域コミュニティの課題	 

	 

	 

大川	 真	 

	 

1. はじめに	 

	 	 阪神・淡路大震災以降，日本では自然災害とジ

ェンダーに関する様々な研究， 実践，提言が繰り
返され，その後発生した新潟県中越地震の被災経験

により，我が国の男女共同参画基本計画には防災の

視点が，防災基本計画にはジェンダーの視点が広く

組み込まれることとなった。一方で，防災と復興の

主体である地方自治体や地域コミュニティにおい

てこれらの考えや制度が浸透し，計画や情報が共有

されているかといえば，一概にそうとは言い切れな

い。今となっても、多くの住民にこれらの考えを広

めていくことは地域コミュニティの課題であり、

様々な取組が為されてきた。しかし年数を経るにつ

れて地域住民の災害に対する意識が薄れていくと

いう現状もあり、これらの情報共有は困難を極めて

いる。また、２０１１年３月１１日に発生した東日

本大震災は、我が国の防災と復興のあり方に対して

乗り越えるべき数多くの課題をもたらした。地震の

発生直後に東北地方から関東地方の太平洋沿岸地

域を襲った巨大な津波による甚大な被害と東京電

力福島第一原子力発電所で発生した過酷な事故は，

この震災の影響が広域且つ長期的なものであるこ

とを我々に強く理解させた。日本の災害に対するあ

り方を根本的に覆す大災害であったと考えられる。

震災・災害復興におけるジェンダーの問題について

は，東日本大震災発生直後から少数の先駆的な研究

者たちにより極めて示唆的な提言がなされてきた。

しかし震災から６年目を迎えたが、時間の経過とと

もに福島の現状や取組について発信する機会が明

らかに減少してきている。震災と原発事故に対する

社会の関心が低くなっているとも考えられること

から、男女共同参画視点の重要性や震災と原発事故

によって得られた教訓、これまでの取組の成果等に

ついて、今後も発信し続けることが必要である。本

論では、これらジェンダーの視点が組み込まれた

NPO等の活動主体の課題と方向性に着目し、そのポ
イントを明確にすることで質も高まり、ジェンダー

の問題の解決に繋がっていくことを想定している。

本稿では福島県男女共生センター「女と男の未来館」

が行っているトレーニングプログラムを事例に、５

つの観点から分析していく。それにより、ジェンダ

ーの問題を取り入れた防災関連活動の主体、NPO等
が今後課題とするべきポイントを明確にし、一般化

していくことで他の地域でジェンダーの意識を持

った災害関連活動が広がっていく方向を検討して

いる。 

	  

	 

	 

	 

表 1 東日本大震災と阪神・淡路大震災の死亡者数と男

女比 

※ 内閣府より引用 

2.  分析の方針	 

	 本稿では、災害とジェンダーの視点を組み入れた

NPO 等の活動主体の課題と方向性に着目し、その
ポイントを明確にすることを目的とし、そのための
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５つの条件を設定する。①ジェンダーの観点を持っ

た災害関連活動を行う NPO 等の必要性②経済的観
点③そのコミュニティがあることによる個人にと

ってメリットの明確性④学習プログラムの完成度

⑤実践プログラムの完成度。この５つの指標を元に

事例をあげながら課題と今後の方向性を考察して

いく。この５つの条件が揃うことで、防災とジェン

ダーの視点が組み込まれた地域コミュニティが増

加していくことを想定している。本稿では福島県男

女共生センター「女と男の未来館」の事業をモデル

とし、その課題と方向性を検討することで、複製す

ることが可能な新しい地域コミュニティのモデル

を考察していく。 
3.  福島県男女共生センター「女と男の未来館」の
事例	 

	 震災と原発事故により、福島県男女共生センター

は、約一ヶ月間、公的機関として緊 急被曝スクリ
ーニングと除染施設の役割を果たした後、男女共同

参画関連施設としての使命を果たすべく、ジェンダ

ーの視点に立った避難所運営支援、被災女性への支

援、災害とジェンダーに関する講座・ワークショッ

プ等の開催、震災に関連する情報の発信 ・被災者
支援者支援に関する調査研究など、福島県における

地域課題の一つである災害 。復興とジェンダー課
題に対応するための様々な事業を展開してきた。こ

れらの取組の中でも、特に重点的に取り組んできた

事業の一つが、災害とジェンダーに関する人材育成

事業。震災と原発事故の翌年である平成２４年度か

ら、防災分 野における女性の人材育成や、消防関
係者・市町村職員等向けの災害と男女共同参画関 。
連の普及啓発事業を継続して実施しています そう
した中、「男女共同参画と災害・復興ネットワーク」

と「公益財団法人日本女性学 習財団」が共同で、
カタールフレンド基金の助成を受けて実施する「災

害に強い社会のための提言と人材育成プロジェク

ト」の一部を、被災県の男女共同参画センターの一

つである当センターが受託（平成２６年１２月から

平成２７年６月）することとなり、「災害とジェン

ダーに関する人材育成プログラム事業検討委員会」

を立ち上げ、その検討結果を踏 まえた「トレーニ
ングプログラム」を実施。プログラム実施に当たっ

ては、震災 以降の当センターの取組から得られた
成果や課題を検証し、新たなトレーニングプログラ

ムをモデル的に実施することで、今後の事業展開に

向けた検討も行った。 

4.事例分析	 

4-1.ジェンダーの観点を持った災害関連活動を行

う NPO 等の必要性	 

	 セミナーを受けた参加者の感想や世論調査を元

に、一般の人達がどのくらい必要性を感じているの

かを計る。以下、福島県男女共生センターによる災

害とジェンダーに関する人材育成関連事業におい

て行われたセミナーで出された感想、課題である。

表２は平成 24年 10月度から、五日間に渡って行わ
れたセミナー。申し込み者数が 25 名ほどおり、こ
れらのどの感想も防災とジェンダーの視点の必要

性を感じているものと思われる。「特に非常時には

女性にとってはまだまだ行きにくいと実感した」と

あるように、特に非常時における必要性が高く、そ

れを理解するのが大事である。ただ、「これまで男

女共同参画を防災の視点で考えたことがなかった」

のようにジェンダーの問題が災害のような非常時

に深刻になりやすい事に気付いていない人がいる

ので、そのことを伝えていくことが今後の大事なポ

イントである。また、「参加者の一人が、受講報告

を自身のフェイスブックで発信したところ、知人の

男性から男性でも参加したかったという反応があ

ったとのことから、男女問わずニーズがあることが

わかった」とあり、男性も必要性を感じている人が

存在していることがうかがえる。「研修プログラム

の内容・講師についての受講生の評価は、全ての講

義で 80％以上が満足、大変満足との回答であった」
という事からも、受講者が必要性を感じており、得

たい知識を得られていると言える。また、男女共同

参画に関する世論調査、平成２８年９月内閣府では、

「あなたは社会全体で見た場合には、男女の地位は

平等になっていると思いますか。この中から１つだ

けお答え下さい。」というアンケートに対し、男性

の方が優遇されている 74.2%、平等 21.1%、女性の
方が優遇されている 3.0%となっており、明らかな
偏りを示している。このセミナーは１年おきに行われ、

平成 25 年にも５日間に渡って行われた。申し込み者
は女性 26 名男性２名と、初の男性参加者がいる。男
性にとっても必要性を感じている人がいることがわか

る。「声を挙げられない弱者の視点で考えることは、災

害時だけでなく普段の質の向上につながると改めて学

んだ。」とあるが、非常時の時だけでなく、日常の生活

の中でもジェンダーの問題は数多く存在する。 
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表 2	 未来塾「つながり	 ひろがる	 女子’’防災’’力

UP セミナー」内容①	 

※福島県男女共生センター「女と男の未来館」より引

用	 

その時に弱者の視点で考える事が出来れば行動は変わ

ってくるので、そのような面でも必要性を感じること

ができる。「防災・減災・復興に女性の視点を入れるこ

とはとても重要な事だと改めて思った。女性だから、

○○だから・・・という言葉でくくるのではなく、全

ての人が情報を共有し話し合える場を持てることが大

事だと思った。」男性、女性を問わず、日常において男

性の視点や女性の視点から見た情報を共有し合える場

の必要性がある。また翌年の平成２６年に五日間に渡

って行われたセミナーでは、「東日本大震災の体験を活

かし、男女平等の観点から地域防災・減災体制を整え

ることが大切だと思った」、「いわき市でもあれば参加

したい」、「避難所運営についてもう少し、女性の視点

での解説や対応例を聴いてみたかった。」「災害が起き

たときの事を頭に入れておき、自分ができることを考

え準備しておきたい。」「講座・パネルディスカッショ

ンともに参加者の８割以上が参考になったと回答し、

満足度が高かった」など必要性を感じている人が多数

いることがわかる。また、「女性の活躍と復興をテーマ

に交流の場の提供をすることで、県内外の女性同士の

ネットワーク作りの支援ができた」とあるように、ジ

ェンダーの視点から見た防災の知識を得るだけでなく、

ネットワーク作りにも効果を示していることがうかが

える。ただ、「24,25年度の未来塾に引き続き、リピー
ターが２名いたことから、まったくニーズがないとは

言えないが、過去２年間とは県民の意識が多く変わっ

てきていることが伺える。防災分野での女性リーダー

の育成が県民のニーズとマッチしていないのではない

か。関心のないあるいは、それほど必要性を感じてい

ない県民をどう巻き込んでいくかが大きな課題」とあ

り、関心や必要性はあっても、女性リーダーの誕生ま

ではいかない、またはそれほど必要性を感じていない

県民もまだたくさんいる事も考えられる。特定非営利

活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査報告書、

平成 28 年 3 月内閣府によれば、災害救援活動や男女
共同参画に関する活動を行っている NPO の割合はそ
れぞれ 12.5％、10.9%と他と比べて低い数字となって
いて、合わせて活動している割合ともなるとさらに低

くなることが見受けられる。都道府県防災会議に占め

る女性の割合の表を見てもまだ全国的には女性の数が

少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

表３	 全国 NPO法人	 活動分野別割合 
※平成 27 年度特定非営利活動法人及び市民の社会貢
献に関する実態調査	 活動分野別割合	 平成 28年 3

月	 内閣府統計 
 
4-2.経済的観点  
	 この福島県男女共生センターによる事業報告書には、

防災とジェンダーの事業に関して経済的な面において

は全く触れられていない。今後女性リーダーが誕生し、

防災とジェンダーの視点を組み入れたコミュニティの

運営、活動による経済の動きは重要と思われる。この

事業が社会にとって必要であることが明確ならばボラ

ンティアに留まらず、仕事として取り組めるようにな

る方向性は大事である。しかし、防災の知識や経験を

得られるセミナー等は公的機関によって無料開放され
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ている事が多く、経済的に結びつける事が難しい。た

だ公的主体による女性が無くなれば活動自体が無くな

ってしまう可能性が高いので、収入を得ることが難し

いが、アイデア等の販売による経済的戦略の必要性が

ある。 
4-3.そのコミュニティがあることによる個人のメ
リットの明確性  
	 社会にとってのメリットは、上記の必要性からすれ

ば明確であるといえる。それなら個人にとってはどう

だろうか。災害とジェンダーに関するコミュニティに

所属することで継続的に知識を得ることができ、その

意識を持った人同士のネットワークを広げることがで

きる。それらが緊急時、特に女性にとっては自らの命

や子供を守る点において必要である。また、男性にと

っても妻を守る上で重要である。またこれらがボラン

ティア運営ではなく、仕事として運営できるようにな

れば、女性ならではの仕事として女性の地位の向上と

しての機能も発揮すると思われる。 
4-4. 学びのプログラムの完成度  
	 プログラムの完成度の点においては、参加者の満足

度や感想を見ていてもかなり高いところにあると思わ

れる。参加者は防災とジェンダーの視点の必要性を感

じており、今後の活動や仕事、日常生活に活かしてい

きたい旨が伺える。それよりも、このプログラム自体

を多くの人に受講してもらう、その人数の方が課題と

なりうる。今後の地域コミュニティの課題としては、

プログラムの内容を充実させる方向というよりも、一

般の人達により広げていく方向性が重要と思われる。

やはり、このプログラムを受けての女性リーダーの誕

生が少ないことも大きな課題であり、単発のプログラ

ムではなくて継続的な新たなプログラムの開発を検討

する必要性が現れる。 
4-5. 実践プログラムの完成度  
	 この福島県男女共生センターでの事例では、セミナ

ーやワークショップ形式でのプログラムは紹介されて

いるが、そこで得られた知識を実際の現場活動で使う

実践プログラムの事例は載っていない。今後実際の現

場で使うための実践プログラムを準備することは重点

的な課題であると言える。またもう１つの実践活動と

して、ここで学ぶことで女性リーダーが誕生し、自ら

コミュニティを作り出し運営していくということがあ

る。本稿では後者の方の実践プログラムに着目し、受

講者が女性リーダーとして立ち、コミュニティを作る

ことができるサポートがどれだけ充実しているかを見

た。この事例を見ていくと防災とジェンダーに関する

知識を伝えていることが重点的に置かれているが、そ

の学んだ内容を知らない人にいかに広げていくのか、

集まった人どのようにコミュニティ化し、運営してい

くのか、についてはほとんど触れられていない。防災

とジェンダーの事業を立ち上げて、運営していく経営

者の視点が必要であると思われるが、それに関しては

受講者に伝えられていない事が課題と言える。 
5.結論  
	 これら５つの基準を踏まえて見えてきた地域コミュ

ニティの重要とすべき課題は、①女性講師育成プログ

ラム②経済面を含む活動の持続性③知識を活用する実

践プログラム④女性が防災会議、防災組織へと参入し

ていく見通しである。防災とジェンダーに関する知識

と、その必要性はプログラムの参加者にはかなり伝わ

っているといえるが、その参加者が今度は伝える側に

なり、多くの人に広げていく動きはまだ作れていない

と言える。その動きをつくるためには参加者が講師と

なり、リーダーとなって、自ら人に広めていくことで

コミュニティを形成し、運営していく事が必要である。

今回の事例からはそこまでをサポートするプログラム

は見受けられず、今後そのプログラムの開発が望まれ

る。またそのような人材が現れることによって、防災

会議の女性メンバーの比率の増加、自主防災組織（消

防団、自治会など）の女性メンバーの増加、普段から

女性の声が届きやすい環境づくりにつながることにな

る。本論では、福島県男女共生センター「女と男の未

来館」の事例をモデルとし、課題と方向性を検討した。

今後他地域でのジェンダーの意識を持った災害関連活

動が広がっていく参考になるだろう。 
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