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女性の参画を通じた

地域防災力の向上

2020 年2月23日
滋賀県立男女共同参画センター

NPO政策研究所専務理事 相川康子

滋賀県女性の参画による防災力アップフォーラム
第１部基調講演
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今日、お話ししたいこと

「災害対策＝男の仕事、専門職の仕事」という固定的な考え
方を見直し、女性達の参画で災害にも強いまちを目指そう

• なぜ災害対応に女性達の参画が必要か
– 災害は、いつ起きるかわからない →すべての人が当事者に
– 災害時には人権問題が潜在化しがち
– 当事者のニーズは当事者が一番良く把握している

• 地域防災力の向上に向けて
– 災害前からできること（減災）
– 災害時にすべきこと（緊急対応） トータルに考える

– 発災後にすべきこと（復旧・復興）

• 今年度の検討懇話会での議論と提言案の骨子
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なぜ災害対応に女性達の参画が必要か

「災害と男女共同参画」の視点
阪神・淡路大震災（1995年）当時は、明確な視点はなかっ
た（もやもやした思いはあったが…）

台風23号による但馬の水害（2004年10月）
新潟県中越地震（2004年10月）
インド洋大津波（2004年12月）

「同じ苦しみを女性たちが味わっている！」
問題を検証し、発信してこなかった反省

⇒震災10年を機に再検証、再発信
※まだ、新しい政策課題である

2020年2月23日

災害時は「非常時だか
ら仕方ない」「助かった
だけで幸せ」と思って
（思いこまされて）しまい、
不満があっても口に出
さない傾向がある

10年経つと記録が
散逸してしまってい
た反省
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考える視点①災害は想定外に起きる

• 平日の日中など、家族がバラバラ、地域に女性や高齢者し
かいない時間に起きたら？ ←東日本大震災はこのケース
今のままの「防災訓練」で大丈夫なの？

男性が「仕切り役」、女性は「炊き出し」か「救護」

⇒災害はその時々で様相が異なり、逃げ方も種別や時間帯
によって異なるので、過去の事例に基づくマニュアルが役に
立たないこともある
マニュアルは大事だが、
とらわれ過ぎないことが大事

⇒各自の対応力（自助）を
高めることが重要

2020年2月23日

防災訓練や研修の狙いは「指示
待ち人間」や「マニュアル至上主
義者」をつくることではない！
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考える視点②長いスパンで考えよう

減災

発生

救命

救出

復旧

復興

2020年2月23日

「発生」と初期の「救命・
救出」だけが注目され
がちだが…

一連のプロセスを考え
れば、老若男女みんな
の主体的な参画が不
可欠！
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考える視点③見落とされがちな女性の負担

＜避難所での問題＞
– プライバシーのない空間（睡眠、着替え、授乳・・・）
– 衛生面の課題（トイレ、衛生用品の不足）
– 旧来の性別役割分業による避難所運営

＜在宅避難生活での課題＞
– ライフラインが断絶、移動の手段も限定的

→水、食料、燃料の確保が重労働に
– 保育所、学校、施設の閉鎖、震災同居の長期化

→家族のケアが女性に →出勤できない状況
それを理由にした解雇や降格

2020年2月23日

これらの負担が「取るに足らな
いこと」で片づけられてしまう 災害時には普段以上に、人権侵害

事案が潜在化しがちになる
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過去の災害からの教訓

• 女性や災害時要援護者（要配慮者）への対応は、
あらかじめニーズやリスクを想定し、マニュアルに
組み込んでおく

• 災害の各段階を想定し、長いスパンで考える
※「災害弱者」の枠に閉じ込めない

両立すべき2つの視点
①災害時に、不可欠なニーズを満たし、

不利にならないよう支援する

②防災・減災・復興の主体として

エンパワーメント（力づけ）する

※当事者意識の醸成と当事者参加の保障
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現状と課題
• 地方防災会議委員は、あて職が多く女性委員の
割合（2018年4月時点）は、

都道府県平均で15.7％ （滋賀県は19.0％）

市区町村平均で 8.4％（県内自治体では9.5％）

政策目標は「30％以上」で、他分野ではほぼ達成
国の審議会等における女性委員の割合は37.6％（18年9月現在）

消防吏員の女性割合は2.7％（18年4月時点）

消防団員の女性割合は3.1％ （同）

まだまだ「防災」＝男の仕事？

2020年2月23日

では、どんな研修が？
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女性向け防災講座の中身は？
炊き出し訓練

防空頭巾や非常用持ち出し袋の作り方講習

災害を想定した（水を節約する）調理実習

子どものケア

○多くが旧来の性別役割分業に基づき「妻役割」や「母
親役割」を想定したプログラム

⇒未婚者や子どもがいない女性、働く女性や１人暮ら
しの女性たちは「想定外」
○地域の防災訓練等でも、女性は補助的な役割
⇒リーダーシップが育たない
※地域の防災・減災や復興を担う人材養成のメニューが
少ない
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女性たちが災害対応に参画することで

何が変わるか？ 何を変えるか？

• 健常な男性の視点や価値観だけで考えられがちな災害対
応に「別の視点」を持ち込むこと

（例） 世帯の変化や地域コミュニティの実態

世代間格差、マイノリティ（少数者）の存在

避難所に行かない人・行けない人の存在

※防災・減災・復興の各段階での当事者参加の道を拓く

• お仕着せの「〇〇の視点」や「〇〇の役割」の問い直し
※女性も男性も多様。分野や可能性を狭めない

具体的な避難所運営の注意点などについては、内閣府男女共同参画局が「男

女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（H25）を公表したり、各地の啓発
資料のリンクを張ったりしている http://www.gender.go.jp/policy/saigai/shishin/
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地域防災力の向上に向けて

地域防災の訓練や体制の現状は？
発災当日の対応だけに偏りがち
例えば、地域の防災訓練・避難訓練は
あらかじめ予告し、休日に行われることが多い
旧来の性別役割分業（男性が仕切り、女性は炊き出しか救護）
避難行動要支援者や要配慮者を巻き込むことが難しい
平日の日中に起きた際はどうなる？ 関連死を防ぐことはできる？

地縁組織（自治会）と行政だけの連携にとどまりがち

行政の防災部局や消防、地域の自主防災組織は健康な
男性が多く、自分たちだけで計画をつくりがち
熱心で善意にあふれた人達だが…

同じような立場・性別の人だけだと気づかないこともある

※多様な視点で点検し、現行の「穴」に気付き、事前・事後の
対応も含めた総合的な取組にする必要がある
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（男性の防災関係者には）見落とされがちな課題

• 女性達に特有の困りごとやニーズ
– 身体や心のトラブル
– 家事・育児等の負担増大
– 仕事と家庭責任との板挟み

• 公的な避難所に行かない・行けない人の存在
• 避難生活上の諸課題

• 家族や世帯の変化、子育て・介護環境の変化
– 単身世帯や一人親世帯が急増
– 児童や女性、高齢者らに対する暴力・虐待の増加

で「はい、終わり」ではない！

災害対応は、要支援リストに
載っている人を避難所に運ん
で「はい、終わり」ではない！
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地域防災のフェーズ
連続した取り組みで「いのちを守る」

2020年2月23日

面識社会をつくる

〇取り残されそうな人（脆
弱性の高い人）の把握

〇日常的なケア （声掛け、
交流行事など）

安全な場所へ逃げる

〇自分（＋家族）の身の安
全を確保

〇避難行動要支援者への
対応、安否確認

〇地区の救助活動

災害関連死を出さない

〇地域のローラー点検

〇避難先での要援護者
（要配慮者）のケア

〇復旧に向けた取組

連続して（分断なく）取り組めるのは地域コミュニティだけ
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災害関連死、という悲劇

当日、助かっても、不自由な避難生活で心身を壊して亡く
なる「災害関連死」が続出している
阪神・淡路大震災で919人（兵庫県の10年検証／14.4％）
東日本大震災では3,676人（復興庁調べ、2018年3月末時点）
うち約6割にあたる2,227人が福島県、
発災後１ヶ月以内の関連死は1,212人

＝７割近くが１ヶ月以上経ってから亡くなっている

熊本地震は死者270人（2019年3月時点）の多くが関連死（直
接死は50人）
一時（いっとき）避難所に逃げるだけが「災害対応」
でない

2020年2月23日

災害関連死は「防ぐことができる死」（過去の災害から、ど
んな人がどんな時期に体調を崩しやすいか判明しつつある）で
あるにもかかわらず、充分な対策がとられていない
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災害にも強いまち、とは

• 普段から住民同士の関係が良好である
近所づきあい、諸団体のネットワーク

女性も、高齢者も、子どもも、新参者も
誰もが声をあげられる風通しの良さが重要

• 住民が地域への愛着や自治の心意気を持つ
• 住民が地形特性など災害リスクを周知
• 外部に対しても開放的（支援者の受入)
※旧来の性別役割分担意識に、とらわれない
※たくさんのネットワークを張り巡らせる

※怖がらせるだけでなく「楽しく続けられること」を
探す
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滋賀県女性の参画による防災力向上検討懇話
会について なにを話し合ってきたか

＜メンバー＞
防災の研究者、アドバイザー、自治体担当職員、消防吏員、
消防団員、自主防災会リーダー、防災士、災害支援や防災
啓発のボランティアグループメンバーのほか、社会福祉や男
女共同参画の専門家、大学生ら14人

＜会議と検討内容＞
〇今年度4回の全体会と、2回のワーキンググループ。
ほかに随時、メールやファクスにて委員の意見聴取、関
係部局へのヒアリングなど

〇昨年10月に、来年度の県施策に盛り込んでもらいたい項
目を「中間提言」で先出し。年度末に、広く県民全体に呼び
かける「提言」をまとめる予定。
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検討懇話会の議論の狙いと枠組み

• 「防災力向上」は平時からの課題なので、男女共同参画、福
祉、教育、コミュニティ政策などの分野にも視野を広げて議
論する

• 「目指すところ＝災害への備えが進んでいる社会の実現」と、
現状とのギャップを洗い出し、それらを女性の参画によって
どのように埋められるか、具体的なアイディアを出し合う

• 災害時の女性問題（性暴力やDVの防止）やLGBTQの人達へ
の配慮については、公開の場では議論しづらい内容も含ま
れることから、今年度は項目出しにとどめ、次年度以降に適
切な体制で検討することを提案する

「懇話会の目的は、防災分野への女性の参画拡大が“流行や義務だ
から”ではなく、防災力向上のため真に必要な方策であることが、す
べての県民や事業者、行政に理解され、実践され、定着するために
は何が必要かを、多角的に話し合うことでした」（「提言案」前文より抜粋）
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目指すところ

Ⅰ 女性たちも地域防災の主体になっている

Ⅱ 地域の特性を踏まえた、災害に強いコミュ

ニティが形成されている

Ⅲ 災害時に誰も取り残さない取り組みが進

んでいる

Ⅳ 多様な主体が地域防災の担い手になっ

ている
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Ⅰ 女性たちも地域防災の主体に
なっている

• 防災分野での女性リーダーを増やす
育成支援
取り組みやすい環境の整備

• 防災会議等、決定の場への女性の参加比率をあげる
方策を検討する

• 男女共同参画の視点で防災活動に取り組む人に対
する認証制度や、女性の参画に積極的な団体への助
成制度を検討する

• 男性の意識改革を進める（講座、啓発資料の工夫）
など

2020年2月23日

他分野の女性リーダー
達に、防災との接点を
見つけ、かかわっても
らうことも効果的です
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Ⅱ 地域の特性を踏まえた、災害に
強いコミュニティが形成されている

• 地域特性（災害リスク＋地域コミュニティの実状と将来
像）を理解する

• SNS等を利用した生活防災に関する情報共有のプラッ
トフォームをつくる

• 地区防災計画の策定を通じて、災害に強いコミュニ
ティづくりに取り組む

• 防災運動会や防災まち歩きなど
地域行事に防災の要素を取り
入れるよう工夫する

• 防災を軸に地域コミュニティづくりを進め、高齢化など
で単独の自治会では活動が難しい場合、複数の地域
が集まって自主防災組織をつくるよう努める など

2020年2月23日

生活者の感覚を持
つ女性たちが、アイ
ディアを出しましょう
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Ⅲ 災害時に誰も取り残さない取り組
みが進んでいる

• 避難行動要支援者のための個別計画の策定や
実証訓練のモデル事業に取り組む

• 要配慮者（外国人や妊産婦ら避難行動要支援者でな
い人も含む）に対する支援ネットワークを構築し、
平時の備えを強化、さらに発災後の安否確認や
緊急支援が迅速に行えるようにする

• 福祉施設などの復旧体制の整備を支援する
• 避難生活の質を改善することで、心身の疲弊を
和らげ、災害関連死を予防する など
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Ⅳ 多様な主体が地域防災の担い手
になっている

• 女性たちが参加しやすい防災学習や訓練の手
法の調査・研究・実践を行い、優良事例を広める

• 体験・体感型防災学習を推進し、学校以外の場
（育児サークル、子ども食堂、放課後児童クラブ等）を活用
し、子どもの頃から防災教育を推進する

• 県内事業所において防災に関する啓発や実践
を推進する など

2020年2月23日

一人ひとりが防災やまちづくりについて考え、活
動の担い手になることで、平時でも非常時でも
人権が守られ、安全・安心な地域社会の実現に
近づきます
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第２部に向けて

防災のイメージを変えていきましょう

「守られる側」から「守る側」へ
～他人任せでは、自分や家族の命を守れない

○いざという時、行政や地域の役員さんは当てにできない恐れがある
（とくに平日日中の災害）

○災害対応は、各自の対応能力を高めることが大事（マニュアルの想
定どおりにいかない場合が多い）誰かの指示がないと動けないようで
は、適切な避難等の行動が取れない

防災を特別なことにしない
○女性の視点や柔らかい発想で、防災対策を見直そう
例）お得な備蓄、行きたくなる避難所、楽しい研修…

○日常生活や地域の行事の中に「防災」の要素を上手く
組み入れよう
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