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This study tries to analyze the reatlity of child-rear care labor of disaster affected families based on the case study 
of Mabi-cho, Kurashiki City, Okayama Prefecture, Japan, which was severely damaged by the heavy rain disaster of  
July 2018. The study analyzed child-rear care labor focusing on work flexibility and family structure, and revealed that 
both work flexibility and family structure affected child-reare care labor.  Then it discussed necessity of supporting 
framework to reduce labor burden through self-support, community support and  public support. 
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１．はじめに 
 

平時から子育てという「ケア労働」を抱えている子育

て世代は，災害により被災すると，被災に起因する労働

を重ねて抱えることが推察される．しかしながら，そう

した子育て世代が抱える労働の内容や，求められる支援

の枠組みは明らかにされていない．そこで，本研究では，

自然災害で被災した子育て世代（被災子育て世代）が抱

える課題の構造について，個々の被災子育て世代が抱え

る労働負担の程度に違いがみられるのは，就業の自由度

や家族構成が影響を及ぼしていることによると仮定し，

それらの属性に着目して，平成 30 年 7 月豪雨で甚大な被

害を受けた岡山県倉敷市真備町の事例分析を行い，その

うえで必要な支援の枠組みを検討することを目的とする．  
真備町は，倉敷市の北西，総社市の南西に位置してい

る．人口は 22,760 人（平成 30 年），面積は 44.19 ㎢（令

和元年 10 月１日時点）である．2005 年（平成 17 年）に

旧浅口郡船穂町とともに，倉敷市に編入された 1)．町の

東を一級河川の高梁川が，町の東西を高梁川水系の小田

川が流れている． 

  真備町では，平成 30 年 7 月豪雨により小田川とその支

流の堤防が決壊し，約1,200ヘクタールが３日間にわたり

浸水し多くの住家被害が生じた 2)．本研究の対象は，小

田川の北に位置し，地区の南側が浸水被害を受けた真備

町岡田地区（図 1 のとおり）である．同地区には指定避

難所の岡田小学校があったが，他地区からの避難者を含

め一時2,000人あまりの避難者があり，真備町での最大の

避難所となった 3)．被災を免れた隣接する岡田幼稚園で

は，保護者からの強い要望を受け，7 月 12 日から子ども

の緊急的な一時預かり支援が実施されていた 4)．本研究

では，このような支援が必要とされた実態に着目し，同

地区住民を対象により詳細な分析を試みることとした． 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 平成 30 年 7 月豪雨の浸水想定範囲と岡田地区(１) 

 

本研究では，自然災害による被害を受けた地域に在住

しており，かつ子育て中であった世代群を「被災子育て

岡田地区 
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①所得を得るための労働 ②子育てに関するケア労働 

③被災に伴う「上乗せ労働」（例：家の片付け） 

④被災に伴う「上乗せケア労働」（例：通学送迎） 

世代」とする．ここでいう「子」とは，子ども・子育て

支援法（2012年成立）第６条にある「18歳に達する日以

後の最初の3月31日までの間にある者」のうち，発災当時

義務教育課程にある年齢以下の者のことである． 
子ども・子育て支援法では，父母その他の保護者が子

育てについて第一義的責任を負うこと，社会のあらゆる

分野におけるすべての構成員が，子育て支援に協力する

こと，すなわち育児の社会化を基本理念としている.この

理念に示されている育児の社会化とは，「典型的には，

これまで家族によって担われることが前提とされてきた

子どもへのケア提供の内実や責任を，部分的であれ，外

部化，共同化することを意味するもの」5)である．支援

の質や程度の差こそあれども，平時においては，家族だ

けでなく社会全体で子育て支援に取り組む方向性を示し

ており，災害時にも同様に社会全体で取り組む方策が求

められる． 
一般に，子育て世代は，生産領域における賃金を伴う

「生産労働」に加え，子育てという「ケア労働」を抱え

ている．被災すると，これら通常の「生産労働」や「ケ

ア労働」に加え，自宅の片付けなど，被災を契機として

負担を増す労働が発生する．このような労働については

特定の定義がないため，本研究では，災害により被災者

が負担する労働を「上乗せ労働」と位置付けている．一

方，住居移転に伴う通学送迎など，被災子育て世代の子

育てに伴う「ケア労働」については，「上乗せケア労働」

として整理している． 
これらの労働の状況と，被災子育て世代の就業の自由

度（個々の就業状況と，休暇の取得が可能かどうか）や

家族構成がどのように関連しているのかを，平成30年7月
豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町岡田地区の住民への

ヒアリング調査を通し把握する．  
本研究の構成であるが，第2章において既往研究のレビ

ューを通し，被災子育て世代の課題と支援の実態を整理

する．第3章では，被災子育て世代が抱える労働状況と支

援の相関を分析するための枠組みを示す．第4章では，平

成30年7月豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町岡田地区の

事例分析から，被災子育て世代の労働と，就業の自由度，

家族構成との関連を整理する．第5章では，前章までの結

果を第3章で示す分析枠組みを用いて考察するとともに，

被災子育て世代の課題解消のための支援枠組みを提示す

る． 

 

 

２．既往研究から見る被災子育て世代の課題 
 

議論に先駆け本章では，過去の自然災害等で被災子育

て世代が直面した課題に関する研究を通し本研究の論点

を整理する． 

本研究がテーマとする被災子育て世代が抱える悩みや

ストレスに着目した研究としては，特定非営利活動法人

イコールネット仙台が行った「東日本大震災に伴う『震

災と女性』に関する調査」6)や「熊本地震を経験した

「育児中の女性」へのアンケート調査」7)がある．これ

らの調査においては，被災時に子どもの居場所や預け先

がないこと，子どもが抱えるストレスへの不安等，被災

子育て世代が抱える課題は多岐にわたり，これらが自

助・共助だけでは救われていないという実態が示されて

いる．  

これに対し，被災子育て世代を支援する側に着目した

研究には，東日本大震災(2011年)で福島県からの広域避

難した子育て世代への支援に関する西森らの研究8) ，木

脇らの研究 9)がある．被災経験を持つ自治体や被災子育

て世代であった者を構成員とする団体による支援を検証

したものであるが，外部からの支援や取組が，被災者同

士や被災者と地域とを「つなぐ」役割を果たしており，

これらが，被災子育て世代が自立的な生活を送るために

求められたことが示されている． 
以上の研究からは，被災時の行政や NPO 等による支援

の分析を通し，被災子育て世代が多様な課題に直面して

いた事実が明らかである．しかしながら，被災子育て世

代が災害からの生活再建過程においてどのような「労働」

を抱えており，それが就業の自由度や家族構成などの属

性とどのように関わっているのか，という点については

明らかになっていない．  
 
 
３. 本研究での分析枠組み 
 

(1) 災害時の「上乗せ労働」と「上乗せケア労働」 

以上の問題意識に基づき，本研究では子育て世代が生

活再建において負う「労働」に着目する．前章で述べた

ように，子育て世代は，所得を得るための生産労働に加

え，子育てというケア労働を抱えているほか，災害時に

は，これらの労働に加え，浸水した住家の後片づけ、生

活再建のためのり災証明書の発行申請をはじめとした各

種手続き等，被災に伴う労働が上乗せされる．このよう

な労働については特に定まった定義がないことから，本

研究ではこのような労働を「上乗せ労働」とする．子育

てについても，応急仮設住宅への引っ越しに伴う子ども

の通う学校への送迎や，ストレスを抱える子どものケア

等，被災に伴い上乗せされる「上乗せケア労働」がある．

これらの，被災後に変化する子育て世代の労働の概念を

図 2 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 被災に伴う上乗せ労働，上乗せケア労働 

 

これらの労働状況を，被災子育て世代の属性との関連

から分析するため，本論では，以下の二点を分析の視点

とする．なお，以下の分析視点は，平時の都市における

子育てサポートシステムを分析した工藤の研究 10)に基づ

き検討した．工藤らは，休業取得が難しいという男性の

就労環境が母親の育児負担に影響を及ぼす点や，ママ友

や近隣の人などの関係的支援が受けられない人には制度

的支援が必要としている． 

 

(2) 就業の自由度に着目した被災後の労働量分析 

 災害に伴う上乗せ労働にどの程度の時間を費やすこと

ができるのかは，就業の自由度が影響を及ぼす．災害に

伴う労働量が多くかつ所得を得るための仕事を継続する

（または継続しなければならない）場合と，災害に伴う

労働量が少なく所得を得るための仕事がない（専業主婦

を含む），または休みをとることができる仕事の場合と

では，子育てケア労働への影響度合いが異なることが考

えられる．そこで，被災子育て世代が抱えるケア労働と，

就業の自由度との相関を図 3に整理した．図は𝑌𝑌軸が上乗
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有 無 １名
１名

以上
男子 女子 乳児

幼児～

小学生
中学生

Ａ 女性 〇 〇 〇 〇

Ｂ 女性 〇 〇 〇 〇 〇

Ｃ 女性 　 〇 〇 〇 〇

Ｄ 女性 〇 〇 〇 〇

Ｅ 女性 〇 〇 〇 〇

Ｆ 男性 〇 〇 〇 〇 〇 〇

人数 性別 年齢層

子どもの状況配偶者
の状況

性別

対象者 

(実施日) 
就業の自由度 

子どもの状況 

（被災当時） 
避難状況 

Ａ 

(2019.9.30) 
専業主婦 

女子１名 

（年少） 
在宅避難 

Ｂ 

(2019.9.30) 
専業主婦 

女子４名 

(小６、小３、年少、４ヶ月) 
在宅避難 

Ｃ 

(2019.9.30) 

親子世帯 

(正規雇用) 

女子１名 

（小５） 
避難所 

Ｄ 

(2019.12.16) 

共働き世帯 

(パート) 

男子１名 

（中１） 

実家避難 

⇒避難所 

Ｅ 

(2020.10.10) 

共働き世帯 

(自営業) 

男子２名 

（小１、小５） 

避難所 

⇒在宅避難 

Ｆ 

(2020.10.10) 

共働き世帯 

(自営業) 

男子１名（小２）、 

女子３名（中３、中２、小２） 

避難所 

⇒みなし仮設 

 

親との

同居

近隣に

親類等

Ａ × ×

Ｂ 〇 〇(姉家族)

Ｃ 〇 〇(妹夫婦)

Ｄ 〇(近隣市) 〇(夫実家)

Ｅ 〇 〇(姉)

Ｆ 〇(近所) 〇(妻実家)

調査目的
被災子育て世代の課題を、就業や家族構成など個々の属性の
違いから調査する。

ヒアリング対象者
真備町岡田地区の被災子育て世代のうち、当地区住民による
推薦を受けた者

調査実施期間
令和元年９月から１２月、令和２年１０月
（インタビュー時間　各１～２時間程度）

共通の質問項目

・配偶者の有無、保育する子どもの状況(当時)
・就業の有無(当時)
・被災状況と避難状況
・被災当時から現在までの状況
・避難や避難生活で困ったこと（生活面、子どものこと等）
・外部から欲しかった支援

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上乗せ労働、 

上乗せケア労働が多い 

休みがとれる 

専業主婦 

 

仕事を継続する 

縦軸：被災時の労働量 

横軸：就業の自由度 

※外部からの支援により、 

上乗せ労働等の負担は減ずる。 

ケア労働に 

かける時間 少 

上乗せ労働、 

上乗せケア労働が少ない 

ケア労働に 

かける時間 多 

せの労働量（多い/少ない），𝑋𝑋軸が就業の自由度（大き

い/小さい）を示している．これを就業の自由度と労働量

分析の視点とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 就業の自由度に着目した被災時の労働量 

 

(3) 被災時の子育てケア労働に対する支援枠組み 

被災時の子育てケア労働に対する支援枠組みを図 4 に

整理する．支援は，世帯内での子どもへのケアが可能な

人（自助），親族等の関係性による支援が得られる人

（共助），行政等の支援制度を活用する人（公助）に大

きく区分する．世帯内でのケアを分担する，あるいは，

関係性による支援により託児が可能な場合は，制度的支

援を活用する必要はなく，逆にそのような協力を得られ

ず子どもへのケアが十分できない場合は，求める外部支

援の度合いは高くなると考えられる．これを支援構造の

分析枠組みとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 被災時の子育てケア労働に対する支援枠組み 

 

以上の二つの視点に着目して，次章では，岡山県倉敷

市真備町岡田地区の事例から子育て世帯が抱える上乗せ

労働の実態を把握する． 

 

 

４．岡山県倉敷市真備町岡田地区での事例考察 

 
(1) 就業の自由度及び家族構成に着目した調査概要 

被災後の子育てケア労働の実態を把握するために，岡

山県倉敷市真備町でのヒアリング調査を行うとこととし

た．調査対象者は，同地区住民の協力を得て年齢・家族

構成を考慮して検討し，ヒアリングに対する本人の同意

を得られた人とした．調査は半構造化面接方式とし，

「被災当時から現在までの状況」「被災中困ったこと」

「欲しかった支援」などの項目を中心に，対象者に自由

に話をしてもらった．ヒアリング対象者を表 1 に，その

家族構成を表 2 に，親との同居等の状況を表 3 に，質問

項目を表 4 に示す． 
 

表 1 ヒアリング対象者の概要(2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 2 ヒアリング対象者の性別，家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 親との同居等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 質問項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ヒアリング結果の整理（テキストマイニング） 

 被災子育て世代の課題をより詳細に把握するために，

前節のヒアリング調査結果の全テキストデータ（Ａ～Ｆ
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特定の定義がないため，本研究では，災害により被災者

が負担する労働を「上乗せ労働」と位置付けている．一
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家族構成がどのように関連しているのかを，平成30年7月
豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町岡田地区の住民への

ヒアリング調査を通し把握する．  
本研究の構成であるが，第2章において既往研究のレビ

ューを通し，被災子育て世代の課題と支援の実態を整理

する．第3章では，被災子育て世代が抱える労働状況と支

援の相関を分析するための枠組みを示す．第4章では，平

成30年7月豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町岡田地区の

事例分析から，被災子育て世代の労働と，就業の自由度，

家族構成との関連を整理する．第5章では，前章までの結

果を第3章で示す分析枠組みを用いて考察するとともに，

被災子育て世代の課題解消のための支援枠組みを提示す

る． 

 

 

２．既往研究から見る被災子育て世代の課題 
 

議論に先駆け本章では，過去の自然災害等で被災子育

て世代が直面した課題に関する研究を通し本研究の論点

を整理する． 

本研究がテーマとする被災子育て世代が抱える悩みや

ストレスに着目した研究としては，特定非営利活動法人

イコールネット仙台が行った「東日本大震災に伴う『震

災と女性』に関する調査」6)や「熊本地震を経験した

「育児中の女性」へのアンケート調査」7)がある．これ

らの調査においては，被災時に子どもの居場所や預け先

がないこと，子どもが抱えるストレスへの不安等，被災

子育て世代が抱える課題は多岐にわたり，これらが自

助・共助だけでは救われていないという実態が示されて

いる．  

これに対し，被災子育て世代を支援する側に着目した

研究には，東日本大震災(2011年)で福島県からの広域避

難した子育て世代への支援に関する西森らの研究8) ，木

脇らの研究 9)がある．被災経験を持つ自治体や被災子育

て世代であった者を構成員とする団体による支援を検証

したものであるが，外部からの支援や取組が，被災者同

士や被災者と地域とを「つなぐ」役割を果たしており，

これらが，被災子育て世代が自立的な生活を送るために

求められたことが示されている． 
以上の研究からは，被災時の行政や NPO 等による支援

の分析を通し，被災子育て世代が多様な課題に直面して

いた事実が明らかである．しかしながら，被災子育て世

代が災害からの生活再建過程においてどのような「労働」

を抱えており，それが就業の自由度や家族構成などの属

性とどのように関わっているのか，という点については

明らかになっていない．  
 
 
３. 本研究での分析枠組み 
 

(1) 災害時の「上乗せ労働」と「上乗せケア労働」 

以上の問題意識に基づき，本研究では子育て世代が生

活再建において負う「労働」に着目する．前章で述べた

ように，子育て世代は，所得を得るための生産労働に加

え，子育てというケア労働を抱えているほか，災害時に

は，これらの労働に加え，浸水した住家の後片づけ、生

活再建のためのり災証明書の発行申請をはじめとした各

種手続き等，被災に伴う労働が上乗せされる．このよう

な労働については特に定まった定義がないことから，本

研究ではこのような労働を「上乗せ労働」とする．子育

てについても，応急仮設住宅への引っ越しに伴う子ども

の通う学校への送迎や，ストレスを抱える子どものケア

等，被災に伴い上乗せされる「上乗せケア労働」がある．

これらの，被災後に変化する子育て世代の労働の概念を

図 2 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 被災に伴う上乗せ労働，上乗せケア労働 

 

これらの労働状況を，被災子育て世代の属性との関連

から分析するため，本論では，以下の二点を分析の視点

とする．なお，以下の分析視点は，平時の都市における

子育てサポートシステムを分析した工藤の研究 10)に基づ

き検討した．工藤らは，休業取得が難しいという男性の

就労環境が母親の育児負担に影響を及ぼす点や，ママ友

や近隣の人などの関係的支援が受けられない人には制度

的支援が必要としている． 

 

(2) 就業の自由度に着目した被災後の労働量分析 

 災害に伴う上乗せ労働にどの程度の時間を費やすこと

ができるのかは，就業の自由度が影響を及ぼす．災害に

伴う労働量が多くかつ所得を得るための仕事を継続する

（または継続しなければならない）場合と，災害に伴う

労働量が少なく所得を得るための仕事がない（専業主婦

を含む），または休みをとることができる仕事の場合と

では，子育てケア労働への影響度合いが異なることが考

えられる．そこで，被災子育て世代が抱えるケア労働と，

就業の自由度との相関を図 3に整理した．図は𝑌𝑌軸が上乗
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有 無 １名
１名

以上
男子 女子 乳児

幼児～

小学生
中学生

Ａ 女性 〇 〇 〇 〇

Ｂ 女性 〇 〇 〇 〇 〇

Ｃ 女性 　 〇 〇 〇 〇

Ｄ 女性 〇 〇 〇 〇

Ｅ 女性 〇 〇 〇 〇

Ｆ 男性 〇 〇 〇 〇 〇 〇

人数 性別 年齢層

子どもの状況配偶者
の状況

性別

対象者 

(実施日) 
就業の自由度 

子どもの状況 

（被災当時） 
避難状況 

Ａ 

(2019.9.30) 
専業主婦 

女子１名 

（年少） 
在宅避難 

Ｂ 

(2019.9.30) 
専業主婦 

女子４名 

(小６、小３、年少、４ヶ月) 
在宅避難 

Ｃ 

(2019.9.30) 

親子世帯 

(正規雇用) 

女子１名 

（小５） 
避難所 

Ｄ 

(2019.12.16) 

共働き世帯 

(パート) 

男子１名 

（中１） 

実家避難 

⇒避難所 

Ｅ 

(2020.10.10) 

共働き世帯 

(自営業) 

男子２名 

（小１、小５） 

避難所 

⇒在宅避難 

Ｆ 

(2020.10.10) 

共働き世帯 

(自営業) 

男子１名（小２）、 

女子３名（中３、中２、小２） 

避難所 

⇒みなし仮設 

 

親との

同居

近隣に

親類等

Ａ × ×

Ｂ 〇 〇(姉家族)

Ｃ 〇 〇(妹夫婦)

Ｄ 〇(近隣市) 〇(夫実家)

Ｅ 〇 〇(姉)

Ｆ 〇(近所) 〇(妻実家)

調査目的
被災子育て世代の課題を、就業や家族構成など個々の属性の
違いから調査する。

ヒアリング対象者
真備町岡田地区の被災子育て世代のうち、当地区住民による
推薦を受けた者

調査実施期間
令和元年９月から１２月、令和２年１０月
（インタビュー時間　各１～２時間程度）

共通の質問項目

・配偶者の有無、保育する子どもの状況(当時)
・就業の有無(当時)
・被災状況と避難状況
・被災当時から現在までの状況
・避難や避難生活で困ったこと（生活面、子どものこと等）
・外部から欲しかった支援
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上乗せケア労働が多い 

休みがとれる 

専業主婦 

 

仕事を継続する 

縦軸：被災時の労働量 

横軸：就業の自由度 

※外部からの支援により、 

上乗せ労働等の負担は減ずる。 

ケア労働に 

かける時間 少 

上乗せ労働、 

上乗せケア労働が少ない 

ケア労働に 

かける時間 多 

せの労働量（多い/少ない），𝑋𝑋軸が就業の自由度（大き

い/小さい）を示している．これを就業の自由度と労働量

分析の視点とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 就業の自由度に着目した被災時の労働量 

 

(3) 被災時の子育てケア労働に対する支援枠組み 

被災時の子育てケア労働に対する支援枠組みを図 4 に

整理する．支援は，世帯内での子どもへのケアが可能な

人（自助），親族等の関係性による支援が得られる人

（共助），行政等の支援制度を活用する人（公助）に大

きく区分する．世帯内でのケアを分担する，あるいは，

関係性による支援により託児が可能な場合は，制度的支

援を活用する必要はなく，逆にそのような協力を得られ

ず子どもへのケアが十分できない場合は，求める外部支

援の度合いは高くなると考えられる．これを支援構造の

分析枠組みとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 被災時の子育てケア労働に対する支援枠組み 

 

以上の二つの視点に着目して，次章では，岡山県倉敷

市真備町岡田地区の事例から子育て世帯が抱える上乗せ

労働の実態を把握する． 

 

 

４．岡山県倉敷市真備町岡田地区での事例考察 

 
(1) 就業の自由度及び家族構成に着目した調査概要 

被災後の子育てケア労働の実態を把握するために，岡

山県倉敷市真備町でのヒアリング調査を行うとこととし

た．調査対象者は，同地区住民の協力を得て年齢・家族

構成を考慮して検討し，ヒアリングに対する本人の同意

を得られた人とした．調査は半構造化面接方式とし，

「被災当時から現在までの状況」「被災中困ったこと」

「欲しかった支援」などの項目を中心に，対象者に自由

に話をしてもらった．ヒアリング対象者を表 1 に，その

家族構成を表 2 に，親との同居等の状況を表 3 に，質問

項目を表 4 に示す． 
 

表 1 ヒアリング対象者の概要(2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 2 ヒアリング対象者の性別，家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 親との同居等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 質問項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ヒアリング結果の整理（テキストマイニング） 

 被災子育て世代の課題をより詳細に把握するために，

前節のヒアリング調査結果の全テキストデータ（Ａ～Ｆ

115

地域安全学会.indd   115 2021/10/11   10:37:48



 

4 
 

抽出語
出現

回数
抽出語

出現

回数

1 子ども 47 支援

2 避難 24 被災

3 人 21 来る

4 家 20 LINE

5 行く 19 言う

思う 多い

入る

7 13

10 12

6 15

のインタビュー記録 6 点）を，テキストデータを統計的

に分析するためのフリーソフトウェアである「KH Coder」
を用いて分析することとした．分析に当たっては，就業

の自由度と家族構成の違いに着目し，頻出語及び共起ネ

ットワークの抽出とその分析を行った． 

頻出する特徴語上位 10 語を表 5-1 と表 5-2 に，対象者

ごとの共起ネットワークを図 5-1 から図 5-6 のとおり示す．

この結果とテキストデータを参照しながら，特徴的であ

った回答に着目し考察した．その結果を以下に整理する． 

 
表 5-1 全データの頻出する上位 10 語 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 5-2  ヒアリング対象者ごとの頻出する上位 10 語(3) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
図 5-1 対象者 A の共起ネットワーク図 

 

 
図 5-2 対象者 B の共起ネットワーク図 

 

 
図 5-3 対象者 C の共起ネットワーク図 

A（専業主婦） B（専業主婦）

弁当 .139 行く .105

幼稚園 .108 子ども .086

抱える .094 幼稚園 .078

並ぶ .063 ミルク .065

今 .061 家族 .064

洗う .059 小学校 .063

離れる .059 避難 .062

風呂 .057 子 .057

経験 .056 支援 .055

配布 .056 考える .044

C（親子世帯） Ｄ（共働き世帯）

人 .175 避難 .118

避難 .130 子ども .118

支援 .108 多い .094

妹 .103 被災 .093

ボランティア .097 家 .086

近隣 .069 思う .079

身内 .069 子 .071

母 .069 生活 .071

一緒 .067 送迎 .071

持つ .065 入る .067

E（共働き世帯） F（共働き世帯）

店 .086 子ども .088

グループ .071 妻 .067

主人 .070 補助 .063

LINE .069 店 .058

来る .069 思う .053

家 .062 行く .051

思う .052 今年 .044

手伝い .046 再度 .044

姉 .045 親父 .044

全部 .044 水害 .044
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図 5-4 対象者 D の共起ネットワーク図 

 

 
図 5-5 対象者 E の共起ネットワーク図 

 

 
図 5-6 対象者 F の共起ネットワーク図 

 

 

① 専業主婦（A） 

共起ネットワークではグループ 1（幼稚園，弁当，コ

ンビニ，残り，詰める等），頻出する上位 10 語では，

「弁当（1 位）」，「幼稚園（2 位）」という語が上位に

挙がった．これに関して，ヒアリングでは「幼稚園のお

弁当，幼稚園が始まっても，お弁当をつくれないから，

配給のコンビニ弁当の残りを詰めていた．300 円くらい

の幼稚園のお弁当は，子どもが食べてくれなかった」と

の話があった．これは，幼稚園は早期に再開されたもの

の，弁当を持参しなければならなかったことによるもの

である．浸水被害により台所が使えず，弁当を準備する

ことは困難であった．なお，ヒアリングでは，「年明け

から（使えるようになった）」とある．被災が 7 月上旬

であることを考えると，A 自宅の台所は半年近く使えな

かったことになる． 
また，幼稚園で用意されている弁当を「子どもが食べ

てくれなかった」という回答からは，災害による子ども

の心理的ストレスが伺える．幼稚園は再開したものの，

登園させるためには弁当を準備しなければならない，で

も準備ができないという「上乗せケア労働」，さらにそ

れによる心理的ストレスを抱えていた． 
 

② 専業主婦（B） 
共起ネットワークでは，グループ 1（小学校，子ども，

年齢等），グループ 4（ミルク，子，小さい，ほ乳（瓶）

等），グループ 5（片付け，ノータッチ），グループ 6
（幼稚園，送迎）が特徴的で，グループ 1，グループ 4及
びグループ 6 については，年齢層が異なる 4 名の子ども

（被災当時，小 6，小 3，年少，4 か月）がいたことによ

る影響がうかがえる．また，グループ 5 については，ヒ

アリングでは「家の片付けにはノータッチで，子どもた

ちの世話に集中した」とあることから，配偶者と役割分

担することができたため，上乗せ労働の負担が及んでい

ないことがわかる． 
頻出する上位 10 語について見てみると，共起ネットワ

ークとも関連のある「幼稚園（3 位）」，「ミルク（4
位）」，「小学校（6 位）」という語が挙がっている．

ヒアリングにおいては，「年齢差がある兄弟は，ばらば

らに預けにいくことが負担，きつい」との話があった．

年齢が異なる子どもがいる場合，被災時の託児を利用し

にくい状況であった．また，「ミルクはたくさんあった

が，ほ乳瓶は 1 本しかなく消毒するものがなかった」と

の意見からは，乳幼児特有の物資への支援が十分ではな

かったことを示している． 
 

③ 正規雇用・親子世帯（C） 
小 6 の子ども（女子）がいる親子世帯であり，さらに

ケアが必要な両親もいたことにより，子どもが避難所で

生活を送ることに不安があったため，子どもを妹夫婦に

預け，本人は両親とともに避難所で生活していた．この

ことは，共起ネットワークのグループ 3（妹，預ける，

母，間接，安全，セキュリティ等），また頻出する上位

10 語のうち 「避難（2 位）」，「妹（4 位）」という語

と関連がある．避難所については，「物・情報がもらい

やすい避難所にいた．親だけを残すわけにもいかなかっ

た．子どもはもともと預ける習慣があったため，妹夫婦

に預けた．女の子だし，避難所で寝られない不安があっ

た」「妹からの間接的な話で，子どものストレス反応を

母目線で直接見れなかった」とあり，親子が別々に分か

れて避難生活をおくることに対する課題を示唆するもの

である． 
 

④ 非正規雇用・共働き世帯（D） 
 共起ネットワークではグループ 2（スクールバス，転

校等），グループ 3（子ども，避難，生活等），頻出す

る上位 10 語では「子ども（2 位）」という語が挙がって

いる．ヒアリングでは「子どもには，マイナスな言葉を

言わないようにしている．子どもも楽しそうな芸科大学

（※倉敷芸術科学大学）の生活を見ることができ，よい

経験になったと思う」，「子どもの変化について，避難

所生活を経験して一人で寝るようになった．そしてよく
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ごとの共起ネットワークを図 5-1 から図 5-6 のとおり示す．

この結果とテキストデータを参照しながら，特徴的であ

った回答に着目し考察した．その結果を以下に整理する． 

 
表 5-1 全データの頻出する上位 10 語 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 5-2  ヒアリング対象者ごとの頻出する上位 10 語(3) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
図 5-1 対象者 A の共起ネットワーク図 

 

 
図 5-2 対象者 B の共起ネットワーク図 

 

 
図 5-3 対象者 C の共起ネットワーク図 

A（専業主婦） B（専業主婦）

弁当 .139 行く .105

幼稚園 .108 子ども .086

抱える .094 幼稚園 .078

並ぶ .063 ミルク .065

今 .061 家族 .064

洗う .059 小学校 .063

離れる .059 避難 .062

風呂 .057 子 .057

経験 .056 支援 .055

配布 .056 考える .044

C（親子世帯） Ｄ（共働き世帯）

人 .175 避難 .118

避難 .130 子ども .118

支援 .108 多い .094

妹 .103 被災 .093

ボランティア .097 家 .086

近隣 .069 思う .079

身内 .069 子 .071

母 .069 生活 .071

一緒 .067 送迎 .071

持つ .065 入る .067

E（共働き世帯） F（共働き世帯）

店 .086 子ども .088

グループ .071 妻 .067

主人 .070 補助 .063

LINE .069 店 .058

来る .069 思う .053

家 .062 行く .051

思う .052 今年 .044

手伝い .046 再度 .044

姉 .045 親父 .044

全部 .044 水害 .044
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図 5-4 対象者 D の共起ネットワーク図 

 

 
図 5-5 対象者 E の共起ネットワーク図 

 

 
図 5-6 対象者 F の共起ネットワーク図 

 

 

① 専業主婦（A） 

共起ネットワークではグループ 1（幼稚園，弁当，コ

ンビニ，残り，詰める等），頻出する上位 10 語では，

「弁当（1 位）」，「幼稚園（2 位）」という語が上位に

挙がった．これに関して，ヒアリングでは「幼稚園のお

弁当，幼稚園が始まっても，お弁当をつくれないから，

配給のコンビニ弁当の残りを詰めていた．300 円くらい

の幼稚園のお弁当は，子どもが食べてくれなかった」と

の話があった．これは，幼稚園は早期に再開されたもの

の，弁当を持参しなければならなかったことによるもの

である．浸水被害により台所が使えず，弁当を準備する

ことは困難であった．なお，ヒアリングでは，「年明け

から（使えるようになった）」とある．被災が 7 月上旬

であることを考えると，A 自宅の台所は半年近く使えな

かったことになる． 
また，幼稚園で用意されている弁当を「子どもが食べ

てくれなかった」という回答からは，災害による子ども

の心理的ストレスが伺える．幼稚園は再開したものの，

登園させるためには弁当を準備しなければならない，で

も準備ができないという「上乗せケア労働」，さらにそ

れによる心理的ストレスを抱えていた． 
 

② 専業主婦（B） 
共起ネットワークでは，グループ 1（小学校，子ども，

年齢等），グループ 4（ミルク，子，小さい，ほ乳（瓶）

等），グループ 5（片付け，ノータッチ），グループ 6
（幼稚園，送迎）が特徴的で，グループ 1，グループ 4及
びグループ 6 については，年齢層が異なる 4 名の子ども

（被災当時，小 6，小 3，年少，4 か月）がいたことによ

る影響がうかがえる．また，グループ 5 については，ヒ

アリングでは「家の片付けにはノータッチで，子どもた

ちの世話に集中した」とあることから，配偶者と役割分

担することができたため，上乗せ労働の負担が及んでい

ないことがわかる． 
頻出する上位 10 語について見てみると，共起ネットワ

ークとも関連のある「幼稚園（3 位）」，「ミルク（4
位）」，「小学校（6 位）」という語が挙がっている．

ヒアリングにおいては，「年齢差がある兄弟は，ばらば

らに預けにいくことが負担，きつい」との話があった．

年齢が異なる子どもがいる場合，被災時の託児を利用し

にくい状況であった．また，「ミルクはたくさんあった

が，ほ乳瓶は 1 本しかなく消毒するものがなかった」と

の意見からは，乳幼児特有の物資への支援が十分ではな

かったことを示している． 
 

③ 正規雇用・親子世帯（C） 
小 6 の子ども（女子）がいる親子世帯であり，さらに

ケアが必要な両親もいたことにより，子どもが避難所で

生活を送ることに不安があったため，子どもを妹夫婦に

預け，本人は両親とともに避難所で生活していた．この

ことは，共起ネットワークのグループ 3（妹，預ける，

母，間接，安全，セキュリティ等），また頻出する上位

10 語のうち 「避難（2 位）」，「妹（4 位）」という語

と関連がある．避難所については，「物・情報がもらい

やすい避難所にいた．親だけを残すわけにもいかなかっ

た．子どもはもともと預ける習慣があったため，妹夫婦

に預けた．女の子だし，避難所で寝られない不安があっ

た」「妹からの間接的な話で，子どものストレス反応を

母目線で直接見れなかった」とあり，親子が別々に分か

れて避難生活をおくることに対する課題を示唆するもの

である． 
 

④ 非正規雇用・共働き世帯（D） 
 共起ネットワークではグループ 2（スクールバス，転

校等），グループ 3（子ども，避難，生活等），頻出す

る上位 10 語では「子ども（2 位）」という語が挙がって

いる．ヒアリングでは「子どもには，マイナスな言葉を

言わないようにしている．子どもも楽しそうな芸科大学

（※倉敷芸術科学大学）の生活を見ることができ，よい

経験になったと思う」，「子どもの変化について，避難

所生活を経験して一人で寝るようになった．そしてよく
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喋ってくれるようになった，友達の話，先生の話」のよ

うに，子どもを気遣う発言が多くみられた．また，子ど

もが中学生であり他のヒアリング対象者の子どもより年

上で，さらに被災を機により自立傾向にあったことから，

他のヒアリング対象者ほど，D の「上乗せケア労働」の

負担は大きくなかったことを示している． 

また，子どもの夏休み終了後に避難所での避難生活を

送ることとしたDの場合，Cと同じく「避難（1位）」と

いう語が挙がっているが，「避難所は（避難している世

帯が）10 軒くらいで混みあっておらず，快適だった．子

どもの勉強スペースも確保できた」とあり，避難所での

生活環境に関する不満は多くは出されなかった．この点，

親子が別々に分かれて避難生活を送った C の場合とは異

なっており，その要因として子どもの性別や年齢の違い

により，子どもへのケアの負担に違いが生じていること

がある．そして，「親子が揃って避難することのできる

避難先の確保」という課題を示すものである． 

このほか，「送迎（9 位）」に関連するヒアリング内

容としては，「（避難生活で）自分は不満に思わなかっ

たが，まわりのお母さんからは（学校等への）送迎に関

することをよく聞いた．部活をするのであれば，送迎の

必要があった」とある．仮設住宅や応急仮設住宅の移行

期において，居住地の移転を余儀なくされた被災子育て

世代の場合は，学校等への送迎という新たな「上乗せケ

ア労働」が生じていた． 

 

⑤ 自営業・共働き世帯（E） 

 岡田地区で衣料品などを取り扱う店を営んでいた E の

場合，店舗が被災した自営業者であったこともあり，共

起ネットワークでは，グループ 4（グループ，補助，揃

える，大変，12 月），上位 10 語でも「店（1 位）」と

「グループ（2 位）」という語があり，店舗の再開に向

けた内容や，平成 30 年 7 月豪雨でも適用された「中小企

業等グループ補助金」に関する内容が挙がっていること

が特徴的である．「店を直すより，商品を揃えることが

大変．全部ないので」，「グループ補助金の申請でレポ

ート提出の必要があり，書類を揃えたり，パソコンに打

ち込むのが大変だった」といった発言が見られたことか

ら，事業を継続し店舗を再開するための「上乗せ労働」

を負担していることがわかる． 

 また，共起ネットワークではグループ 7（LINE，手伝

い，呼びかける），上位 10 語では「LINE（4 位）」，

「手伝い（8 位）」が挙がっている．この「LINE」につ

いては「友達や知り合いに支援情報を送るためにグルー

プLINEをつくっていて，それを拡散した」との発言にあ

るよう独自のネットワークを築いており，「手伝い」と

の関連では「学生服は寄付を受けて，岡田地区はこの店

で配布することとした．LINE で手伝いを呼びかけたとこ

ろ，結構集まってくれた．PTA のお母さん方」，「何も

ないときに，8 月にここで子どもたちの祭りをやった．

スーパーボールすくいとか．その手伝いも，LINE で呼び

かけた」とあり，被災子育て世代同士の助けあいや支え

合いにより，被災に起因する E の「上乗せ労働」を減ず

るだけでなく，地域のつながりを取り戻す取組にまで発

展していることがわかる． 

 このほか，共働きであり，E とは別の仕事に従事する

「主人（4 位）」との関係では，「主人はしばらく仕事

を休んで，家の片付けなどをしていた．男手がないとと

てもできない．役割分担として力仕事は任せた」，「子

どもは主人が真備なので，（仕事に）行く途中で送って

いった」とあるよう，共働きであっても，配偶者の存在

で上乗せ労働（＝家の片付け）や上乗せケア労働（＝子

どもの送迎）が減ずることがわかる．「姉（9 位）」と

の関係においても，「子どもに関しては姉に預けていた，

預けるところがあったことがよかった」とあるよう，親

族の関係性による支援によっても，上乗せケア労働（＝

子どもの預け先）が軽減されていたことがわかる． 

⑥ 自営業・共働き世帯（F） 

 F は，ヒアリング対象者のうち唯一の男性である． 
店舗をもつ自営業者である点では E と共通しており，

共起ネットワークではグループ 1（店，修繕，グループ，

補助等），上位 10 語についても「補助（3 位）」と「店

（4 位）」とあり，発言の中には「店の再建もしながら，

隣接する家の修繕も並行してやっていた」とあり，E と

同様，店舗再建のための上乗せ労働を抱えていたことが

わかる． 

また，共起ネットワークでは，グループ 3（送り迎え，

部活，行く，見る）やグループ 6（子ども，連れる，多

い），上位 10 語でも「子ども（1 位）」となっており，

子どもに関する内容は多い．「昼は妻が仕事で，自分は

夜からの仕事だったので，日中は自分が子どもたちの面

倒を見た．部活の送り迎えもした記憶がある」，「子ど

もと過ごす時間が増えて，子どもの部活を見に行くこと

ができた」，「子どもは最初バスだったが，他校の子ど

もと一緒になるのをいやがったので，送り迎えをした」

とあり，平時・災害時の子育てに関するケア労働を，男

性である F が担っていることがわかる．このことは，子

育てケア労働が，女性の役割として限定されているので

はなく，家事労働を担う人の負担となっていることを示

している． 
このほか，共起ネットワークのグループ 7（アパート，

仮設，いらいら等），F の発言の中にも「（みなし仮設

の）アパートが狭かったことやプライバシーのないこと

から，子どもたちはいらいらしていた」とあり，被災と

転居に伴うストレスを F の子どもたちが抱えていたこと

がわかる． 
 

(3) 就業の自由度に関する考察 

 以上に述べたテキストマイニングの結果では，被災子

育て世代特有の，住居移転に伴う通学送迎や幼稚園の被

災に伴う臨時の弁当づくり等「上乗せケア労働」があっ

たことが示された．日中の子育てへの対応については，

（A）幼稚園が再開したものの，弁当の準備ができなか

った，（B）年齢層の違う子どもを抱えるため託児が利

用できなかった，（C）妹に預けた，（E）店の片付けを

する間，姉にあずけていた，というように（D）と（F）
をのぞきいずれも課題を抱えていた．そこで，本項では，

より詳細に日中の子育てに関する労働の内容を検討する

こととする． 
専業主婦（B）は，被災時の子どものケアをある程度

集中的に担うことができていた．その一方で，同じ専業

主婦である A は，子どもの状況から預かりの利用を見合

わせつつも，その後預かりを利用しており，専業主婦で

も被災時の託児ニーズがあることを示している． 
C と E は，それぞれ親類等の支援を得ていた．F（男性）

は夜からの仕事であったことから，被災から店舗復興ま

での間は，日中の子どものケアにあたることができてい

た．C は，避難所は小さい女の子の生活環境としては不

安であること，子どものみならず親のケアをする必要が

あったことから，子どもを妹夫婦に預けていた．D は配
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場 所 実施主体 対 象 期 間 

①  真備公民館二万分館 倉敷市子育て支

援センター 

３歳未満児 H30.7.17～8.31 

 

② 岡田、薗、二万幼稚園 

（土日は岡田幼稚園） 

倉敷市・保育幼

稚園支援室 

３歳児～５歳児 

（土日は～小学３年生） 

H30.7.20～8.31 

(H30.7.21～8.12) 

 

③ 岡山県立大学（総社市） 岡山県福祉保健

部こども未来課 

０歳児～小学校低学年 

(条件次第では高学年も対象) 

H30.7.18～8.31 

 

偶者が夜勤であることと，夏休み後の子どもの通学の関

係から，親族の支援を得ながら自ら継続して子どものケ

アに当たっていた．なお，D の場合は子どもが中学生で

あったため倉敷市の託児支援の対象とはなっていなかっ

た． 
仕事を持っており親類等の関係性による支援を受けら

れない場合，または共働きで共に災害に伴う休暇を取得

できない人の場合（もしくは，どちらかが日中の子ども

のケアに当たることができない場合）は，日中の子ども

の預け先がなく仕事の継続が困難になる．この点につい

ては，第 2 章で述べた既往研究でも指摘されている課題

であり，仕事を継続しなければならない被災子育て世代

の託児支援のニーズは大きい． 
また，ヒアリングの結果からは，子どもの預け先だけ

ではなく，子どもを預けることに伴う弁当の準備，送迎

などの「上乗せケア労働」も課題であることが示された．

なかには，上乗せケア労働を回避するために，預けない

選択をする人もいた．預け先を確保するのみならず，こ

れらの労働を軽減するための方策の検討が求められる． 
 

(4) 家族構成の違いに関する考察 

家族構成の違いのうち「配偶者の有無」は，子育てケ

ア労働に影響を与えていた． 

B の「片づけにはノータッチで，子どもの世話に集中

した」，F（男性）の「自分は夜からの仕事だったので，

日中は自分が子どもの面倒を見た」とあるよう，配偶者

との役割分担や，一方の配偶者の協力を得ることで，発

災直後から生活再建期の「上乗せ労働」や，子どものケ

アに当たることができている．ただし，D と E のように，

一時的に親類等の関係性による支援を頼る場合もあった．

これに対し，C に関しては，C 自身は両親の世話をしな

がら，必要な物資や生活する場所を確保するために避難

所生活を送っており，子どもは妹に預け，親子が離れて

避難生活を送っていた．このことは，配偶者がいない場

合，特に災害時にはさまざまな課題に対して，外部から

の支援を受ける必要性が高くなることを示すものである． 
また，子どもの状況の違いについては，当時乳幼児を

含む年齢層の違う子どもを 4 人抱えていた B に関して，

ほ乳瓶の替えがなかったことや，被災時の託児支援の対

象年齢が限定され利用しにくかったことなど，子育て世

代の状況に応じた支援の必要性も示された．このほか，

当時中学生を抱えていた D の発言からは，被災時でも子

どもにあまり手がかからなかったとする一方で，他のお

母さんの話として，みなし仮設からの送迎が大変だった

ことをうかがっている．このことは，学年が進んだ子ど

もに関する「上乗せケア労働」は，手のかからなくなっ

てきた時期の子どもに対するもののため，逆に負担感を

増しているのではないかということが推定される． 
以上の分析から，配偶者との役割分担ができているこ

とや協力関係がある場合に世帯内でのケアが（自助）が

ある程度可能なこと，配偶者がいない場合は，外部から

の支援（関係性による支援，それがない場合は行政等の

制度的支援）の必要性が高くなることがわかる．また，

子どもの学年の違いにより，「上乗せケア労働」の負担

感に違いがあることがわかる． 
 

(5) 被災子育て世代が抱える労働量 

本章では，岡山県倉敷市真備町岡田地区住民へのヒア

リング調査結果をもとに，被災子育て世代が抱える労働

について，就業の自由度と家族構成の違いに着目して分

析を行った．分析を通して，明らかになった点は以下の

通りである． 

第一に，平成 30 年 7 月豪雨では，表 6 のとおり行政等

を中心に災害時の託児支援が実施されていたものの 11)12)，

B のように年齢層が異なる子ども（小学生、幼稚園児、

乳幼児）を一緒に預けることができないという理由から，

利用できていない人がいた． 

 

表 6 平成 30年７月豪雨災害時の臨時的支援（託児支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二に，託児支援の利用を検討した世帯についても，

託児に伴う，上乗せケア労働（弁当作り，送迎等）が発

生しており，その労働負担を回避するためにあえて預け

ない事例が見られた． 

第三に，就業の自由度が高い世帯，なかでも専業主婦

については，日中は自ら子どもの育児に携わることが可

能であった．これに対し，仕事を持つ人の中には，子育

てに対する親族等の支援を得ていた者もいた．このこと

から，親族等の支援が得られない場合は，行政等による

支援が求められる．さらに，行政等による支援が利用で

きない場合は仕事の継続/子育ての継続が困難になること

が懸念される． 

第四に，家族構成の違いでは，配偶者のいることに加

えて，配偶者との役割分担や協力関係がある場合は，こ

れらの関係性を通した支援により子育てケア労働が軽減

されていた． 

なお，調査対象者は，同地区住民の協力を得て年齢・

家族構成を考慮して検討し，ヒアリングに対する本人の

同意を得られた人であったが，協力を得られたのは F
（男性）を除きすべて女性であった．また，ヒアリング

を母親のみ，父親のみに対して行うのではなく，双方同

席の上で行うことや，何世帯かを集めて合同で行うこと

など，調査方法を工夫する必要がある．これらの点は今

後の課題とする． 

 
 
５．被災子育て世代の課題の構造 
 

(1) 被災子育て世代の課題の構造 

 以上に述べた分析結果を踏まえ，本章では，被災子育

て世代が抱える課題の構造について考察する．第 3 章で

示した被災時の労働量と就業の自由度に着目した労働量

分析枠組みから，真備町岡田地区の事例を検討した結果

を図 6 に示す．また，ヒアリング結果から見た対象者の

負担の違いを表 7 のとおり示す． 

ヒアリングからは，被災時の労働量が多くかつ就業の

自由度が少ない世帯（負担の多い順に，C＞F＞E）は子

育てケア労働の負担が大きく，逆に被災時の労働量が少

なく就業の自由度が高い世帯（負担の多い順に，D＞A＞

B）は子育てケア労働の負担が少ないことが示された． 
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喋ってくれるようになった，友達の話，先生の話」のよ

うに，子どもを気遣う発言が多くみられた．また，子ど

もが中学生であり他のヒアリング対象者の子どもより年

上で，さらに被災を機により自立傾向にあったことから，

他のヒアリング対象者ほど，D の「上乗せケア労働」の

負担は大きくなかったことを示している． 

また，子どもの夏休み終了後に避難所での避難生活を

送ることとしたDの場合，Cと同じく「避難（1位）」と

いう語が挙がっているが，「避難所は（避難している世

帯が）10 軒くらいで混みあっておらず，快適だった．子

どもの勉強スペースも確保できた」とあり，避難所での

生活環境に関する不満は多くは出されなかった．この点，

親子が別々に分かれて避難生活を送った C の場合とは異

なっており，その要因として子どもの性別や年齢の違い

により，子どもへのケアの負担に違いが生じていること

がある．そして，「親子が揃って避難することのできる

避難先の確保」という課題を示すものである． 

このほか，「送迎（9 位）」に関連するヒアリング内

容としては，「（避難生活で）自分は不満に思わなかっ

たが，まわりのお母さんからは（学校等への）送迎に関

することをよく聞いた．部活をするのであれば，送迎の

必要があった」とある．仮設住宅や応急仮設住宅の移行

期において，居住地の移転を余儀なくされた被災子育て

世代の場合は，学校等への送迎という新たな「上乗せケ

ア労働」が生じていた． 

 

⑤ 自営業・共働き世帯（E） 

 岡田地区で衣料品などを取り扱う店を営んでいた E の

場合，店舗が被災した自営業者であったこともあり，共

起ネットワークでは，グループ 4（グループ，補助，揃

える，大変，12 月），上位 10 語でも「店（1 位）」と

「グループ（2 位）」という語があり，店舗の再開に向

けた内容や，平成 30 年 7 月豪雨でも適用された「中小企

業等グループ補助金」に関する内容が挙がっていること

が特徴的である．「店を直すより，商品を揃えることが

大変．全部ないので」，「グループ補助金の申請でレポ

ート提出の必要があり，書類を揃えたり，パソコンに打

ち込むのが大変だった」といった発言が見られたことか

ら，事業を継続し店舗を再開するための「上乗せ労働」

を負担していることがわかる． 

 また，共起ネットワークではグループ 7（LINE，手伝

い，呼びかける），上位 10 語では「LINE（4 位）」，

「手伝い（8 位）」が挙がっている．この「LINE」につ

いては「友達や知り合いに支援情報を送るためにグルー

プLINEをつくっていて，それを拡散した」との発言にあ

るよう独自のネットワークを築いており，「手伝い」と

の関連では「学生服は寄付を受けて，岡田地区はこの店

で配布することとした．LINE で手伝いを呼びかけたとこ

ろ，結構集まってくれた．PTA のお母さん方」，「何も

ないときに，8 月にここで子どもたちの祭りをやった．

スーパーボールすくいとか．その手伝いも，LINE で呼び

かけた」とあり，被災子育て世代同士の助けあいや支え

合いにより，被災に起因する E の「上乗せ労働」を減ず

るだけでなく，地域のつながりを取り戻す取組にまで発

展していることがわかる． 

 このほか，共働きであり，E とは別の仕事に従事する

「主人（4 位）」との関係では，「主人はしばらく仕事

を休んで，家の片付けなどをしていた．男手がないとと

てもできない．役割分担として力仕事は任せた」，「子

どもは主人が真備なので，（仕事に）行く途中で送って

いった」とあるよう，共働きであっても，配偶者の存在

で上乗せ労働（＝家の片付け）や上乗せケア労働（＝子

どもの送迎）が減ずることがわかる．「姉（9 位）」と

の関係においても，「子どもに関しては姉に預けていた，

預けるところがあったことがよかった」とあるよう，親

族の関係性による支援によっても，上乗せケア労働（＝

子どもの預け先）が軽減されていたことがわかる． 

⑥ 自営業・共働き世帯（F） 

 F は，ヒアリング対象者のうち唯一の男性である． 
店舗をもつ自営業者である点では E と共通しており，

共起ネットワークではグループ 1（店，修繕，グループ，

補助等），上位 10 語についても「補助（3 位）」と「店

（4 位）」とあり，発言の中には「店の再建もしながら，

隣接する家の修繕も並行してやっていた」とあり，E と

同様，店舗再建のための上乗せ労働を抱えていたことが

わかる． 

また，共起ネットワークでは，グループ 3（送り迎え，

部活，行く，見る）やグループ 6（子ども，連れる，多

い），上位 10 語でも「子ども（1 位）」となっており，

子どもに関する内容は多い．「昼は妻が仕事で，自分は

夜からの仕事だったので，日中は自分が子どもたちの面

倒を見た．部活の送り迎えもした記憶がある」，「子ど

もと過ごす時間が増えて，子どもの部活を見に行くこと

ができた」，「子どもは最初バスだったが，他校の子ど

もと一緒になるのをいやがったので，送り迎えをした」

とあり，平時・災害時の子育てに関するケア労働を，男

性である F が担っていることがわかる．このことは，子

育てケア労働が，女性の役割として限定されているので

はなく，家事労働を担う人の負担となっていることを示

している． 
このほか，共起ネットワークのグループ 7（アパート，

仮設，いらいら等），F の発言の中にも「（みなし仮設

の）アパートが狭かったことやプライバシーのないこと

から，子どもたちはいらいらしていた」とあり，被災と

転居に伴うストレスを F の子どもたちが抱えていたこと

がわかる． 
 

(3) 就業の自由度に関する考察 

 以上に述べたテキストマイニングの結果では，被災子

育て世代特有の，住居移転に伴う通学送迎や幼稚園の被

災に伴う臨時の弁当づくり等「上乗せケア労働」があっ

たことが示された．日中の子育てへの対応については，

（A）幼稚園が再開したものの，弁当の準備ができなか

った，（B）年齢層の違う子どもを抱えるため託児が利

用できなかった，（C）妹に預けた，（E）店の片付けを

する間，姉にあずけていた，というように（D）と（F）
をのぞきいずれも課題を抱えていた．そこで，本項では，

より詳細に日中の子育てに関する労働の内容を検討する

こととする． 
専業主婦（B）は，被災時の子どものケアをある程度

集中的に担うことができていた．その一方で，同じ専業

主婦である A は，子どもの状況から預かりの利用を見合

わせつつも，その後預かりを利用しており，専業主婦で

も被災時の託児ニーズがあることを示している． 
C と E は，それぞれ親類等の支援を得ていた．F（男性）

は夜からの仕事であったことから，被災から店舗復興ま

での間は，日中の子どものケアにあたることができてい

た．C は，避難所は小さい女の子の生活環境としては不

安であること，子どものみならず親のケアをする必要が

あったことから，子どもを妹夫婦に預けていた．D は配
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場 所 実施主体 対 象 期 間 

①  真備公民館二万分館 倉敷市子育て支

援センター 

３歳未満児 H30.7.17～8.31 

 

② 岡田、薗、二万幼稚園 

（土日は岡田幼稚園） 

倉敷市・保育幼

稚園支援室 

３歳児～５歳児 

（土日は～小学３年生） 

H30.7.20～8.31 

(H30.7.21～8.12) 

 

③ 岡山県立大学（総社市） 岡山県福祉保健

部こども未来課 

０歳児～小学校低学年 

(条件次第では高学年も対象) 

H30.7.18～8.31 

 

偶者が夜勤であることと，夏休み後の子どもの通学の関

係から，親族の支援を得ながら自ら継続して子どものケ

アに当たっていた．なお，D の場合は子どもが中学生で

あったため倉敷市の託児支援の対象とはなっていなかっ

た． 
仕事を持っており親類等の関係性による支援を受けら

れない場合，または共働きで共に災害に伴う休暇を取得

できない人の場合（もしくは，どちらかが日中の子ども

のケアに当たることができない場合）は，日中の子ども

の預け先がなく仕事の継続が困難になる．この点につい

ては，第 2 章で述べた既往研究でも指摘されている課題

であり，仕事を継続しなければならない被災子育て世代

の託児支援のニーズは大きい． 
また，ヒアリングの結果からは，子どもの預け先だけ

ではなく，子どもを預けることに伴う弁当の準備，送迎

などの「上乗せケア労働」も課題であることが示された．

なかには，上乗せケア労働を回避するために，預けない

選択をする人もいた．預け先を確保するのみならず，こ

れらの労働を軽減するための方策の検討が求められる． 
 

(4) 家族構成の違いに関する考察 

家族構成の違いのうち「配偶者の有無」は，子育てケ

ア労働に影響を与えていた． 

B の「片づけにはノータッチで，子どもの世話に集中

した」，F（男性）の「自分は夜からの仕事だったので，

日中は自分が子どもの面倒を見た」とあるよう，配偶者

との役割分担や，一方の配偶者の協力を得ることで，発

災直後から生活再建期の「上乗せ労働」や，子どものケ

アに当たることができている．ただし，D と E のように，

一時的に親類等の関係性による支援を頼る場合もあった．

これに対し，C に関しては，C 自身は両親の世話をしな

がら，必要な物資や生活する場所を確保するために避難

所生活を送っており，子どもは妹に預け，親子が離れて

避難生活を送っていた．このことは，配偶者がいない場

合，特に災害時にはさまざまな課題に対して，外部から

の支援を受ける必要性が高くなることを示すものである． 
また，子どもの状況の違いについては，当時乳幼児を

含む年齢層の違う子どもを 4 人抱えていた B に関して，

ほ乳瓶の替えがなかったことや，被災時の託児支援の対

象年齢が限定され利用しにくかったことなど，子育て世

代の状況に応じた支援の必要性も示された．このほか，

当時中学生を抱えていた D の発言からは，被災時でも子

どもにあまり手がかからなかったとする一方で，他のお

母さんの話として，みなし仮設からの送迎が大変だった

ことをうかがっている．このことは，学年が進んだ子ど

もに関する「上乗せケア労働」は，手のかからなくなっ

てきた時期の子どもに対するもののため，逆に負担感を

増しているのではないかということが推定される． 
以上の分析から，配偶者との役割分担ができているこ

とや協力関係がある場合に世帯内でのケアが（自助）が

ある程度可能なこと，配偶者がいない場合は，外部から

の支援（関係性による支援，それがない場合は行政等の

制度的支援）の必要性が高くなることがわかる．また，

子どもの学年の違いにより，「上乗せケア労働」の負担

感に違いがあることがわかる． 
 

(5) 被災子育て世代が抱える労働量 

本章では，岡山県倉敷市真備町岡田地区住民へのヒア

リング調査結果をもとに，被災子育て世代が抱える労働

について，就業の自由度と家族構成の違いに着目して分

析を行った．分析を通して，明らかになった点は以下の

通りである． 

第一に，平成 30 年 7 月豪雨では，表 6 のとおり行政等

を中心に災害時の託児支援が実施されていたものの 11)12)，

B のように年齢層が異なる子ども（小学生、幼稚園児、

乳幼児）を一緒に預けることができないという理由から，

利用できていない人がいた． 

 

表 6 平成 30年７月豪雨災害時の臨時的支援（託児支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二に，託児支援の利用を検討した世帯についても，

託児に伴う，上乗せケア労働（弁当作り，送迎等）が発

生しており，その労働負担を回避するためにあえて預け

ない事例が見られた． 

第三に，就業の自由度が高い世帯，なかでも専業主婦

については，日中は自ら子どもの育児に携わることが可

能であった．これに対し，仕事を持つ人の中には，子育

てに対する親族等の支援を得ていた者もいた．このこと

から，親族等の支援が得られない場合は，行政等による

支援が求められる．さらに，行政等による支援が利用で

きない場合は仕事の継続/子育ての継続が困難になること

が懸念される． 

第四に，家族構成の違いでは，配偶者のいることに加

えて，配偶者との役割分担や協力関係がある場合は，こ

れらの関係性を通した支援により子育てケア労働が軽減

されていた． 

なお，調査対象者は，同地区住民の協力を得て年齢・

家族構成を考慮して検討し，ヒアリングに対する本人の

同意を得られた人であったが，協力を得られたのは F
（男性）を除きすべて女性であった．また，ヒアリング

を母親のみ，父親のみに対して行うのではなく，双方同

席の上で行うことや，何世帯かを集めて合同で行うこと

など，調査方法を工夫する必要がある．これらの点は今

後の課題とする． 

 
 
５．被災子育て世代の課題の構造 
 

(1) 被災子育て世代の課題の構造 

 以上に述べた分析結果を踏まえ，本章では，被災子育

て世代が抱える課題の構造について考察する．第 3 章で

示した被災時の労働量と就業の自由度に着目した労働量

分析枠組みから，真備町岡田地区の事例を検討した結果

を図 6 に示す．また，ヒアリング結果から見た対象者の

負担の違いを表 7 のとおり示す． 

ヒアリングからは，被災時の労働量が多くかつ就業の

自由度が少ない世帯（負担の多い順に，C＞F＞E）は子

育てケア労働の負担が大きく，逆に被災時の労働量が少

なく就業の自由度が高い世帯（負担の多い順に，D＞A＞

B）は子育てケア労働の負担が少ないことが示された． 
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上乗せ労働、 

上乗せケア労働が多い 

休みがとれる 

専業主婦 

 

仕事を継続する 

縦軸：被災時の労働量 

横軸：就業の自由度 

※外部からの支援により、 

上乗せ労働等の負担は減ずる。 

ケア労働に 

かける時間 少 

上乗せ労働、 

上乗せケア労働が少ない 

ケア労働に 

かける時間 多 

  Ｄ 
Ａ 

Ｂ 

  Ｃ 
Ｆ 

Ｅ 

仕事 片づけ 親のケア
子どもの

ケア

避難所

での生活

Ｃ △（⇒×）※1 〇 〇 △（妹） 〇（長期） 　 負担多

Ｆ 〇 〇 × 〇 △（短期）

Ｅ 〇 △ × △（姉） △（短期）

Ｄ ×（休） △ × 〇 〇（中期）

Ａ × △ × 〇 ※2 ×
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図 6 被災時の労働量と就業の自由度（岡田地区の場合） 
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同様に，前者は，平時・災害時のケア労働にかける時

間は少なく，後者は逆に多い．仕事に就いている場合，

その仕事を休むことができるかどうかは，その仕事の労

働条件に左右される．また，医療従事者や災害対応に当

たる被災市町村の職員など，どうしても継続しなければ

ならない性質の仕事もあり，就業の自由度による負担は

ある程度固定的なものとならざるを得ない． 

その一方で，被災時の労働量については，外部からの

支援により負担を減らすことができる．今回の真備町岡

田地区の事例でも，被災時の託児支援のほか，C のヒア

リングにおいては，家の片付けに関して「身内が５人く

らい手伝ってくれた」とあるように，親類による支援を

受けているほか，「軽トラで外に出ているものを持って

行くだけのボランティアが助かった」のようにボランテ

ィアによる支援へ感謝する発言も見られる．このように，

自助（世帯内でのケアが可能）を得にくい場合でも，外

部からの支援を得ることにより労働負担が軽減される事

例もあった．また，E のヒアリング内容からは，学生服

の配布や地域での行事等の，LINE を活用した「つながり」

による支えあいの取組があったことがわかる． 

そこで，第 3 章で示した，被災時の子育てケアへの分

析枠組みを，真備町岡田地区のヒアリング対象者に当て

はめると図 7 のとおりとなる． 

ここでは，自助によるケアをやり切った（BとF），何

らかの外部からの支援を受けた（A と D と E），最初か

ら関係性による支援を受け，これがない場合は制度的支

援が必要と想定される C に，グループ分けをした． 
専業主婦（B）のように，世帯内でのケアが可能な場

合は外部支援の必要度合いが小さく，逆に単身で子ども

のケアに当たる親子世帯（C）や仕事を継続しなければ

ならない場合や，休むことのできない共働き世帯（E）
は外部支援の必要度合いは大きくなる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 被災時の子育てケア支援枠組み（岡田地区の場合） 

 

しかしながら，行政等による支援については，対象年

齢が異なるので制度を使いづらいという課題が見られた．

この点については，年齢層の違う子どもを抱えている世

帯への配慮など個々の世帯の事情に配慮した制度設計が

必要である． 

NPO等との連携による支援について，平成 30 年 7 月豪

雨では，全国的な支援を展開していた公益社団法人セー

ブ・ザ・チルドレン・ジャパンによる岡山県への働きか

けを契機とした岡山県立大学での託児支援があった 12)．

倉敷市，総社市をはじめ岡山県内の被災地域を対象とし

た臨時的なものであったが，利用できない者もあり課題

も残る．冒頭に，育児の社会化，すなわち，育児（子育

て）については，家族だけでなく社会全体で子育て支援

に取り組むという方向性が示されている．行政・NPO の

みならず，地域や社会全体で災害時の子育て支援を行う

ための体制を構築する必要がある． 

 なお，子どものケアにかける時間の多寡と，ケアが十

分できているかどうかの相関はサンプリングや調査方法

の限界から十分に明らかにできていない．このほか，避

難形態の違い（避難所への避難か，在宅避難か）が被災

子育て世代の負担軽減に繋がっているかどうかは，ヒア

リング結果からははっきりと確認できていない．これら

の点は今後の課題とする． 

 

(2) 被災子育て世代の課題解消のための支援枠組み 

以上の考察を踏まえ，被災子育て世代の抱える自助に

より難い課題の解消のための支援枠組みを，図 7 をもと

に作成した図 8 により検討する．  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 被災子育て世代の課題解消のための支援枠組み 

  

第一に，自助により解決が難しい課題を持つ世帯への

支援をどのように行うのか，という点であるが，まずは

前節の図 7 で示したとおり，親類等による関係性支援が

ある．加えて，その関係性支援には図 8 のとおり，被災

子育て世代同士の助けあい、支えあいや，地区防災とし
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ての取組も期待される．本研究のヒアリング結果におい

ては，LINE を活用した被災子育て世代間の「つながり」

による助けあいの事例がみられた．既往研究が指摘して

いるように，被災子育て世代の抱える課題は，子育て当

事者以外の人からは気づかれにくい課題である．しかし

ながら，子育て中，または子育てを経験した世代であれ

ば，「子育ての苦労がわかる」という共通認識があるた

めに，その課題が共有されやすい．A の話の中にも「つ

らい経験は，言える他のお母さんの友達がいたので助か

った．乗り越えられた」とあった．被災時に生じる様々

な「上乗せケア労働」に対しても，同じ境遇にある，ま

たは同じ経験を持つ，被災子育て世代同士が「つながる」
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は，その実践事例とも言える．特に現代は核家族化が進
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ことは有効であろう．また，関係性による支援について

は，現在，各地で進められている「地区防災」の取組と

しての一環に位置づけ，事前に子育て世代のサポート体

制を構築することも考えられる．平素から子育て世代と

地域が関係性を築いておくことで，発災時の協力や配慮

が得られやすくなることも期待される． 

第二に，関係性による支援が受けられない場合のセー

フティネットとして，災害時の子育て支援のための制度

的支援の仕組みをあらかじめ準備しておくことである．

特に被災時の託児支援に関しては，今後ほかの被災地で

も同様に生じ得る課題であることから，平成 30 年 7 月豪

雨において各主体が行った臨時的支援のやり方も参考と

しながら，事前の制度設計を進めておくことが必要であ

る． 

 

 

６．おわりに 
 

 本研究では，被災子育て世代が抱える課題と，それら

の課題を解決するための支援枠組みについて，平成 30 年

7 月豪雨により被災した岡山県倉敷市真備町を事例とし

て，被災時の労働状況と，就業の自由度及び家族構成に

着目して分析を行った． 

就業の自由度に着目した分析からは，就業の自由度の

違いにより，被災子育て世代の抱える労働に従事できる

時間に差が生じること，そのことが子育てケア労働にか

けることのできる時間の多寡に影響を及ぼしていること

が明らかになった．また，家族構成の違い（配偶者の有

無）も，配偶者の役割分担や協力関係で，被災子育て世

代の抱える負担に影響を及ぼしていた． 

被災子育て世代の，子育てケア労働の負担を軽減する

ための方策の一つが託児支援である．自助・共助の仕組

みで対応が難しい人を支えるには，公助による託児支援

が求められる．この点，岡山県や倉敷市は，災害時の緊

急一時預かりという支援の仕組みを構築していたものの，

これらの支援制度を知らない，子どもの年齢層が異なる

ために利用しにくいという課題が示された．また，これ

らの仕組みは災害時に臨時につくられた仕組みであった

ことから，災害に備えこれらの仕組みを平常時に構築・

周知しておく必要がある．そのためには，平成 30 年 7 月

豪雨において臨時に構築された支援の仕組みを参考とし

つつ，不足する部分，例えば被災地外から応援に駆け付

けることのできる保育士等の人材の事前登録制度や，そ

のネットワークをつくっておくこと等，具体的な体制づ

くりを進めることが求められる． 

また，育児については，冒頭述べたように育児の社会

化が基本理念とされていることからも，地区防災の枠組

みのなかで，被災子育て世代への支援や助けあう仕組み

を事前に整えておくことも重要である．そのような災害

への備えの体制を構築することは，被災時に避難所生活

での配慮や，地域での助けあい，支えあいの実践につな

がるものと期待される． 

以上のように本論では，被災子育て世代が被災に起因

した労働負担を抱えており，その負担の程度は被災子育

て世代の就業の自由度や家族構成の違いによって差が生

じていること，その負担を軽減するために求められる支

援枠組みについて明らかにした． 

なお，本論では議論できなかった課題として，第一に，

親子が安心して避難できる避難先を確保すること，第二

に，子育てをめぐる夫婦内での役割分担について，第三

に，被災子育て世代の支援ニーズの把握方法が挙げられ

る．これらの点は，今後の研究課題とする． 

 
 
補 注 
 

(1)国土地理院ホームページ（2018）を加工した． 
(2)いずれも自宅が浸水被害（床上浸水以上で全壊認定）

である． 

(3)表の右列は jaccard 係数を表す． 
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めに，その課題が共有されやすい．A の話の中にも「つ

らい経験は，言える他のお母さんの友達がいたので助か

った．乗り越えられた」とあった．被災時に生じる様々

な「上乗せケア労働」に対しても，同じ境遇にある，ま

たは同じ経験を持つ，被災子育て世代同士が「つながる」

ことで，お互いに助け合うことが可能であること，ヒア

リング対象者 E の話にあるように，LINEを活用して地域

の被災子育て世代に手伝いや催しの協力を呼びかけたの

は，その実践事例とも言える．特に現代は核家族化が進

み，世帯同士や地域とのつながりが希薄となりつつある

ことから，子育て世代間の関係性を事前に構築しておく

ことは有効であろう．また，関係性による支援について

は，現在，各地で進められている「地区防災」の取組と

しての一環に位置づけ，事前に子育て世代のサポート体

制を構築することも考えられる．平素から子育て世代と

地域が関係性を築いておくことで，発災時の協力や配慮

が得られやすくなることも期待される． 

第二に，関係性による支援が受けられない場合のセー

フティネットとして，災害時の子育て支援のための制度

的支援の仕組みをあらかじめ準備しておくことである．

特に被災時の託児支援に関しては，今後ほかの被災地で

も同様に生じ得る課題であることから，平成 30 年 7 月豪

雨において各主体が行った臨時的支援のやり方も参考と

しながら，事前の制度設計を進めておくことが必要であ

る． 

 

 

６．おわりに 
 

 本研究では，被災子育て世代が抱える課題と，それら

の課題を解決するための支援枠組みについて，平成 30 年

7 月豪雨により被災した岡山県倉敷市真備町を事例とし

て，被災時の労働状況と，就業の自由度及び家族構成に

着目して分析を行った． 

就業の自由度に着目した分析からは，就業の自由度の

違いにより，被災子育て世代の抱える労働に従事できる

時間に差が生じること，そのことが子育てケア労働にか

けることのできる時間の多寡に影響を及ぼしていること

が明らかになった．また，家族構成の違い（配偶者の有

無）も，配偶者の役割分担や協力関係で，被災子育て世

代の抱える負担に影響を及ぼしていた． 

被災子育て世代の，子育てケア労働の負担を軽減する

ための方策の一つが託児支援である．自助・共助の仕組

みで対応が難しい人を支えるには，公助による託児支援

が求められる．この点，岡山県や倉敷市は，災害時の緊

急一時預かりという支援の仕組みを構築していたものの，

これらの支援制度を知らない，子どもの年齢層が異なる

ために利用しにくいという課題が示された．また，これ

らの仕組みは災害時に臨時につくられた仕組みであった

ことから，災害に備えこれらの仕組みを平常時に構築・

周知しておく必要がある．そのためには，平成 30 年 7 月

豪雨において臨時に構築された支援の仕組みを参考とし

つつ，不足する部分，例えば被災地外から応援に駆け付

けることのできる保育士等の人材の事前登録制度や，そ

のネットワークをつくっておくこと等，具体的な体制づ

くりを進めることが求められる． 

また，育児については，冒頭述べたように育児の社会

化が基本理念とされていることからも，地区防災の枠組

みのなかで，被災子育て世代への支援や助けあう仕組み

を事前に整えておくことも重要である．そのような災害

への備えの体制を構築することは，被災時に避難所生活

での配慮や，地域での助けあい，支えあいの実践につな

がるものと期待される． 

以上のように本論では，被災子育て世代が被災に起因

した労働負担を抱えており，その負担の程度は被災子育

て世代の就業の自由度や家族構成の違いによって差が生

じていること，その負担を軽減するために求められる支

援枠組みについて明らかにした． 

なお，本論では議論できなかった課題として，第一に，

親子が安心して避難できる避難先を確保すること，第二

に，子育てをめぐる夫婦内での役割分担について，第三

に，被災子育て世代の支援ニーズの把握方法が挙げられ

る．これらの点は，今後の研究課題とする． 

 
 
補 注 
 

(1)国土地理院ホームページ（2018）を加工した． 
(2)いずれも自宅が浸水被害（床上浸水以上で全壊認定）

である． 

(3)表の右列は jaccard 係数を表す． 
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   In order to mitigate the damage caused by serious disasters, it is necessary to improve the disaster prevention literacy 
of residents. In this study, a disaster risk communication method consisting of risk mapping and timeline development 
was developed to support residents' proactive disaster prevention activities by accumulating disaster information in a 
spatio-temporal manner.  The risk map provided an understanding of the spatial distribution of disaster risks, and the 
timeline triggered a chain of self-help and mutual-help actions. 
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１．はじめに 
 

近年，平成27年関東・東北豪雨による鬼怒川堤防の決

壊や平成29年７月九州北部豪雨など人的被害を伴う災害

が頻発している。1995年に発生した阪神淡路大震災以降

は「防災」から「減災」への災害対策の理念の転換が行

われ1)，行政による「公助」から，自らの安全を確保す

る「自助」や地域コミュニティでの「共助」の推進が求

められている。筆者らは2012年より，福岡県糸島市にお

いて，市と協力して災害による被害を抑止するためのソ

フト対策として津波ハザードマップの作成，配布を行っ

てきた。しかし，ハザードマップは情報の受け手である

住民にリスク情報や作成意図が正しく理解され，それに

応じた行動がとられてこそ活きるものである2)。つまり，

災害情報などの断片化された知識の提供を行うだけの防

災教育では災害時の対応行動に結びつかないとされてい

る 3)。また，田中ら4)は，住民の災害知識が構造化されて

いることが，災害発展過程の正しい理解を踏まえた適切

な対応行動につながる可能性があり，知識構成過程への

介入をどのように図るかが求められると指摘している。 
このように，住民の避難行動によって被害の軽減を図

るためには，防災活動の最終的な担い手である地域住民

の防災リテラシーの向上が求められる。リテラシー

（literacy）とは，「読み書きの能力」の意味であり，転

じて，ある分野に対する知識や能力を指す言葉である。

そのため，防災リテラシーとは一般に防災や災害対応能

力を指して用いられる。防災リテラシーについて林5)は

「災害に対して，脅威を理解し，必要な備えなどをして，

いざというときに適切な行動をとっていける力」と定義

している。さらに，立木ら6)は防災リテラシーや実体験

に基づく上位概念である災害スキーマが個人の意識の中

で形成されていることが，実際に避難行動に移すために

は重要であると述べている。川見ら7)は高い防災リテラ

シーを持つと災害に直面した際に，被害を受けないこと

に掛けるリスク追及バイアスの回避に期待できることを

示している。そして，藤本ら8)の構築した防護行動意思

決定モデルでは，リスク回避行動に対して災害スキーマ

が最も大きな効果を有しており，災害スキーマは災害時

に自分の置かれた状況を理解し，迅速な対応へとつなが

る思考を促していたことを示している。また，金井・片

田9)らは災害から命を守るためには，個々の住民が災害

に関する知識を習得し，危機意識を持つことが必要であ
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