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本研究の背景と目的 
 

 2015年 3月に締結された「仙台防災枠組」（Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction: SFDRR）は、インフラを重視した「兵庫行動枠組」から人間中心の防

災への防災対象転換が謳われた国際指針である。この SFDRRでは、より「人間を中心にし

た予防的アプローチ」を強調しており、子どもや高齢者、女性や障碍者などを含むインクルー

シブアプローチを目指している。この中では、女性の防災・減災活動への参加の促進のみなら

ず、女性や若者のリーダーシップも推進している。また、同年に結ばれた「持続可能な開発目

標（SDGｓ）」の目標３の「すべての人に健康と福祉を」や目標５「ジェンダー平等を実現

しよう」にも共鳴し、「災害でだれも取り残さない」に導くことを挙げている。 

 災害大国である日本には災害に関しての経験や知識、そして防災の取り組みに対する情

報は豊富にある。しかし、2018年度のグローバル・ジェンダー・ギャップ指標においては 149

か国中 110位と G7最下位であり、平時から女性の社会参加などの場面におけるジェンダ

ーギャップが大きくあるとされている。 

国レベルでの女性の防災への取り組みを促進させるためにはコミュニティーレベル（ボトムア

ップ的）からのアプローチとの協同が不可欠である。しかし現在、広島にはそのようなアプロー

チをとるプログラム提供がないのが現状である。そのため本研究の学術的問いを「女性の防災

への取り組みを促す効果的なプログラムとは何か」と、アクションリサーチの利点である「参加者

と研究者が研究の主体となり、現状を振り返り、認識を変えるための方法と行動を考え出

す」ことをパイロットテストプログラム実施の目標に捉え、今後の女性と防災の視点から地域実

践が維持・促進される機会となることを期待し、このプログラムの実施を行うこととした。 
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研究方法 
プログラムは、以下の４つのアプローチを組み合わせて実施した。 

１． 広島県内において、地域で防災の啓もう活動や、防災計画の普及、災害後の支援

活動のボランティア、または福祉、介護、保育などの職場を通して防災活動に携わって

いる方など、地域での防災実践を行う方からの、地域防災活動に関する学習ニーズ

のアンケート調査行う。また、地域防災において、キーパーソンとして、防災活動を実

施している実践者からのヒアリングを行う。 

２． １．の結果を踏まえて、地域での防災実践を行う方に、現在どのような学習ニーズが

あるのかをアセスメント後に、そのニーズに応じたプログラムの組み立てを、女性と防災に

関して専門的に活動の経験のある方の意見を取り入れながら、プログラムの組み立て

を行う。 

３． 1日のエンパワメントプログラムを構成後、実施する。実施に関して、プログラムの主旨

が、参加者とも共有が図られるように、目的や実施方法の共有などを、広報時より行

う。 

４． 実施後の評価と、フォローアップ調査。プログラム実施日には、実施前後にアンケートを

行い、引き続きプログラム終了後 6か月後に、プログラム効果の評価を行う。 

 

実施結果 
１．地域プラクティショナーの学習ニーズのヒアリング 

2020年 2月のプログラム実施前に、女性と防災に関する学習ニーズを広く拾いあげるた

めに、広島 NPO/NGO ネットワークを介して地域でプラクティショナーからのヒアリングを行っ

た。ヒアリングを実施させていただいた方らは、ＮＰＯ関係で地域の防災教育に関わっておら
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れる方や、研修を実施される方、また、地域での防災に関するニーズを町の政策などに生か

すような橋渡しの役割をとられる方、2名であった。 

それと同時に、学習ニーズのヒアリングと併せて、オンラインのアンケートを実施し、防災と被

災者支援に関する取り組みの現状やニーズに関する情報収集も同時に実施した。 

 

１）オンライン調査によるアンケートとりまとめ結果 

 オンライン調査は 2019年 12月 18日から 2020年 1月 28日までの期間に、ひろし

ま NPOセンターからの案内 13名（48.2%）や知人からの紹介 9名（33.3%）などに

より合計 27名からアンケートの回答を得られた（詳細は添付資料１参照）。 

質問項目はオンライン調査参加者の日頃の活動と活動へのかかわり方、過去の災害支

援経験の有無について選択式の質問をした。また、支援経験のある方へは、支援活動の中

で印象に残ったことや支援後の状況、支援経験のない方へはどのような支援活動を学んでい

きたいか等を自由記載で回答していただいた。 

オンライン調査参加者 27名の日頃の活動は、子育て・育児関係が 9名（33.3%）、

介護・ケア・福祉関係が 4名（14.8%）であった。また、その他の回答の中には市の行政

（災害）関係、防災・災害関連、国際災害復興支援、被災者支援など、防災や災害関

連の活動に携わっている方が 10名（37.0％）であった（図 1参照）。日頃の活動へ

は、12名（44.4%）が職員として、11名（40.7%）がボランティアとして関わっていた。 

 過去の災害支援の経験があるのは 22名（81.5%）、支援経験はないが学習機会に

は参加していきたいのは 4名（14.8%）であり、支援経験はなく、今後もこのまま活動を

継続していきたいのは 1名（3.7%）だった。 
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  図 1．調査参加者の日頃の活動 

 

 支援の経験のある方には、支援活動で印象的な出来事やその後の状況について、自由

記載による回答を得た。回答には、「土嚢作りが大変である」、「事務作業に時間がかかっ

た」といったことや、支援物資の受け取り窓口での住民の戸惑い、必要物資のマッチングの難

しさがあげられた。また、ボランティアを巡っては、受け入れ窓口を知らず支援を受けていない

町内会があったことや、支援者がボランティア泥棒と間違えられるというトラブルも起きていた。

避難所では臨月の女性や出産間もない女性、障がいのある子どもなど様々な人々が集まる

状況があり、それぞれに臨機応変な対応が必要であるという意見も述べられていた（表 1

参照）。 

 支援の経験がない方からは、「どのようにボランティア活動をすればよいのか」、「心のケアに関

して学びたい」、「支援の成功例を学びたい、情報交換をしたい」という回答があった（表 2

参照）。 

 

 

子育て・育児関係
33%

介護・ケア・

福祉関係
15%

医療・看護・助産関係
4%

防災・被災者

支援関係
37%

その他
11%
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表 1．支援の経験に関する印象的な出来事やその後の状況など（災害支援経験者の

回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2．ワークショップで学びたいこと（支援未経験者の回答） 

  

 

 

 

  

・今の社会で民間ボランティアがどのように活動したらいいか 

・ケアされるべきは心であり、心のケアを学びたい。ＣＦＰや社労士の知識により今後

のライフプランの支援を共に学びたい 

・上手く支援出来た成功例や、企業などの支援が簡便に受けられるなら教えて欲し

い 

・同じような状況のボランティアさんと情報交換をしたい 

 

・人力による土嚢作りが大変である 

・ボランティアとして参加したが、事務作業に時間がかかった 

・避難所で、女性が必要な物資の要望が出しにくい 

・数百か所の避難所を見て様々な状況があった（臨月の女性や出産間もない女性

と子どもが避難所にいた、母親が自閉症の男児を抱えておりお風呂支援を利用でき

ない、子どもが泣くと怒鳴られる等々） 

・支援物資を受け取るのを躊躇う住民がいた（自身が被災者かどうか迷う被災者） 

・支援物資の受け取り窓口となったが、中古衣類の可否など支援とニーズのマッチング

が難しい 

・被災地によって必要な支援物資を見極めることが必要だと感じた 

・住民・町内会がボランティア支援の受け入れ窓口をしらず、支援を頼めていない 

・それぞれの立場での支援が違うことに注意が必要だった。組織の一員（消防団）と

して参加したので、組織から悦脱しないよう注意した 

・ボランティア泥棒と間違えられた 

・災害時に避難所を回り、行政とボランティアの連携を行った 
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２．事前に行ったヒアリングとオンライン調査との結果からの エンパワメ
ント プログラム組み立て 

１、の調査より、事前のアンケートに答えた実践者は、ほぼ災害支援の経験をしており、さら

なる知識や、より良い具体的な災害対策（特に心理面での支援）などの内容を求めてい

たことがわかる。また、避難所での支援の実際では、避難所での支援の様子やその環境が

様々であることがわかる。また、女性に関することで、ニーズを声にしにくいことや、妊婦などの

配慮が行き届いた避難所環境の在り方について、考える必要性を指摘している。 

 ヒアリングからわかったことは、女性と防災に関して、2014年 8月の豪雨土砂災害後にも

同様に、女性と防災のつながり、日頃からの構築を目指そうという動きがあったことである。そ

の後、広島にも女性防災士を中心とした防災活動が活発になり、地域でも女性防災士数

も徐々に増加していった。活動が徐々に活発になりはじめ、軌道に乗ってきたころの 2018

年 8月に再び、豪雨土砂災害の発生となった。この災害を機に、また女性と防災という視点

をもっと取り入れなくてはならない、という実体験を基に、女性の防災活動へのエンパワメント

を支援することに関しては、日頃からの継続的な働きかけが大切であるということが強調され

た。また、定期・継続的なネットワークづくりとその持続可能なシステム作りを支えてゆくことも

必要ではないかと思われた。 

さらに、被災地において女性からのニーズを取り入れるアプローチとして、女性が地域と行

政との橋渡しの役割となり、地域の防災計画や政策の中に、女性の視点を入れ、反映させ

てゆく重要性を指摘された。この女性の視点を用いた、システマティックアプローチの必要性は

今後とも、大いに活用してゆかなければならない。 

オンライン調査、ヒアリング調査を基に、女性と防災に関しての実績と実践経験を持つ方

の、プログラム招待講師への人選を、この研究のパートナー機関と行った。また、講師らとのコ

ンタクトをとる中で、プログラム内容へのアドバイスや、講義の内容が、プログラム全体へ反映さ

れるものとなるように事前にすり合わせを行った。その結果、1日のプログラム実施の中、午前

中は、女性と防災のテーマに基づいた講義、午後からは、参加者が主体となって意見交換が
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行えるように配慮したワークショップの開催を計画した（プログラム詳細は、次のセクション。資

料参照）。 

 

３．エンパワメント プログラムの実施 

３-1．プログラム日程と内容 

日 時：2020年 2月 11日（火）10：00～16：00 

場 所：広島大学 霞キャンパス 保健学科棟 講義室 203号・204号 

実施内容： 

10：00～10：15 開会のあいさつ・プログラム概要説明 

10：05～10：50 第一部 講義 

「ジェンダー視点から見る防災の現状と課題」 講師 池田恵子氏 

10：55～11：40  第二部 講義 

「西日本豪雨における倉敷市真備町での女性たちとその後」 講師 神原咲子氏 

11：40～12：00 質疑応答 

12：00～12：50 休憩 

13：00～15：45 第三部 ワークショップ 

   グループワーク（セッション①13：10～13：40、セッション②13：40～14：20） 

   グループワーク発表（14：45～15：45） 

15：45～16：00 ワークショップまとめ 

16：00 閉会挨拶 

 

 ３-2．講義内容 

  講義は 2部構成として、講義のテーマは第一部「ジェンダー視点から見る防災の現状と

課題」、第二部は「西日本豪雨における倉敷市真備町での女性たちとその後」として講師の

池田恵子氏、神原咲子氏が講演を行った。池田氏は東日本大震災の事例より、被害・被
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災の困難の性別による違いや、近年に起こった災害から防災・復興に関する国内の施策が

改善されている状況を説明し、今後の男女共同参画の必要性や女性防災リーダーの必要

性等について提言した。神原氏は西日本豪雨の際に倉敷市真備町で被災しながらも避難

所で被災者支援を実施した実体験をもとに、人々が受ける精神的・肉体的な困難と女性

にかかる負担についての具体例をあげて説明した。 

 

 ３-3．ワークショップ内容 

ワークショップでは参加者 26名を 5 グルーブに分け、それぞれのグループで講義についての

感想や今後の課題等について話し合いを行った。グループ発表においては、「日頃の地域に

おけるコミュニケーションが大切であることを再認識した」「無関心である人たちをどうやって巻き

込むか、どう対応するかが課題」といった意見が出された。また、課題に対しては「助けてと言

いやすい環境づくり」、「人々が参加しやすい防災イベントの開催」といった解決策も話し合わ

れた（表 3参照）。 

 

表 3．ワークショップにおける主な討議内容 

避難時、避難場所における課題 

・避難が困難な人への地域の助け合いが必要。 

・地域住民全員が避難する場所がない。在宅避難への支援も必要ではないか。 

・地域によって避難所での不足物資が違う。 

・避難所の運営は、行政より住民主導がよいのではないか。 

地域コミュニティにおける課題 

・地域には色々な立場の人がおり（人と関わりたくない・行動したくない人、町内会に未入

会の人）、その方たちをどうやって巻き込むかが課題。 

・防災活動・支援活動を地域の重鎮や教育委員会等が反対する場面があった。 

・無関心な人のデマなども問題。 
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・防犯のため、子どもが知らない人に挨拶ができない（地域住民と関わらないようにしてい

る）状況をどのように変えていくのかが課題。  
地域のコミュニケーションの重要性 

・地域包括センター等を日頃から巻き込み、自分達だけで解決しようとして苦しまない事が

大切。 

・勉強会に参加したら地域に持ち帰り、参加出来なかった人たちにも伝える事が大切。 

・声をあげない人は助けられない為、助けてと言い合える環境作りが一番大切。 

・人々に周知されていない災害時の対応・法律等を多くの人々と共有しておく事が大切。 

行政の課題 

・相談に行ってもたらい回しにされる。縦割り行政を改善してほしい。 

・自治体によっては防災士育成の補助制度がある。他の自治体でも導入する必要あり。 

今後の対策 

【人材育成】その人たちが活躍する「場づくり」が重要になる 

【防災イベントの開催】地域の人を巻き込むためにいろいろな人が参加しやすい、身近なテ

ーマ企画。今なら簡易マスクを作成、年配の人には防災訓練の短歌を作る等の工夫。 

【家族間のコミュニケーション】災害が起きる時間や日にちによって避難場所を変える等予め

話し合う。 

【自治会】避難に消極的な人に対する対応や災害時にどのような行動を起こすべきか考え

る。 

【防災準備】トイレ、飲料水、生活水をどこから調達するのかを考えておく。 

  

グループ発表の後には講師の池田氏より「女性のエンパワメント」という今日のテーマに沿っ

て、女性たちがもっと防災に関わるためにはどうすればよいのかという視点でコメントをいただい

た。まず、防災にかかわりたいという女性は大勢いても、活躍できない現状が述べられた。これ

は、女性たちが①自治会や町内会に活動の場がある人、②市民活動をしている人、③その

他大勢の人という３つのタイプに分けられ、それぞれに専門知識を持っていたり、情報発信す
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る能力があっても、横の繋がりができていないことで、活躍の場に知識や能力が生かせていな

いということであった。例えば、自主防災会発祥の地である静岡県でも、多文化共催の街づく

りが出来る以前に自主防災会ができたことから、町内会や自治体に全てを任せて他の団体

と繋がっていない現状がある。そのため、これから多団体との協力関係を育てていくことが課題

となっている。 

 さらに今後、女性が地域で活躍していくために必要な事や、学んだ事を活かしていくために

は、どうしたらよいのかという点について、まず地域で横のつながりを作ることが大切であるとアド

バイスをいただいた。また、性別の役割に沿ったニーズや安全のニーズに対応していく必要があ

ると事例を挙げて説明していただいた（表４参照）。 

 

表４．女性が活躍していくために必要な事柄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 女性が毎年 100人位防災講座に参加しても、半年後に半分は何も活かせてな
い。 
→受講後いきなり地域で活かせるものではなく、学んだことを地域に受け入れられない

悩みを話し合う横の繋がりが大切。 

2. 防災担当者が男性だと性犯罪が出ても女子高校生が相談できない。 
→家が瓦礫の山でも男性には外で働いてもらい、家庭における食事の支度や子どもの

世話は女性の役割とされてしまい地域の活動ができない現状。これからは役割分担を

変えていく必要がある。 

3. 避難所では炊き出しは女性の仕事とされてしまう。 
→防災倉庫に女性が使える機材があるかどうか確認する。買い替えるのなら女性でも

使える機材を買う必要がある。 

4. 女性たちが防災のリーダーになるためには。 
→安全の確保が必要。トイレを男女別にする、授乳室を作るといった安全というニーズ

を防災の課題の中に入れていく。 
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また、避難所に行かなければいけないのかという疑問に対しては、受け入れ人数の制限に

より地域の人全員を避難所に受け入れることはできない為、基本は在宅生活の継続が大切

であることや、今までは 3日間といわれていた災害時の物資の準備は 7日が奨励されている

ことなどが説明された。ただし、在宅避難とは自宅における避難生活であり、本来は住めない

家に我慢して生活することであることも付け加えられた。現時点で行政は、避難所とは長いこ

と暮らす所と考えてくれていない。しかし、とにかく逃げて短期的な避難しか考えていない場合

は、多様性を受け入れるという発想が出てこない。そのため、避難所は一時的に逃げるところ

ではなく、いまからここで暮らすという所ととらえ、短期的ではなく長期的な発想で考えていくこ

とが必要であると述べられた。 

 

３-４． アンケートの実施 

２-１．事前アンケート 

事前アンケートにおいては、参加者の属性及び参加の動機とワークショップで知りたいことに

ついて質問した。ワークショップ参加者は 28名であり、そのうち 25名（89.3%）から答を

得た。（添付資料２参照） 

年齢層は 60～70代が一番多く 12名（48%）、次に 40～50代が 11名

（44%）であり、20～30代の参加者は 2名（8%）であった。男女別では男性 5名

（20%）、女性 17名（68%）であり、無記入が 3名あったが、女性の参加者が 8割

近くを占めた。参加者の居住区は広島市内が 16名（64%）、広島県内が 9名

（36%）であった。 

参加の動機 6項目（複数回答可）のうち一番多かったのは「女性の立場から防災につ

いてもっと考えたい」が 13人（52%）、二番目が「地域防災について関わっているので、も

っと知識を深めたい」9人（36%）、次いで「女性の立場から防災についてもっと活動をした

いと思っているが、よくわからないので話し合ってみたかった」5人（20%）となった（図２参

照）。 
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図２．事前アンケート 参加者の動機 

参加するにあたって、一番知りたいと思っていること 10項目（複数回答可）に関して一

番多かった回答は「地域防災、特に女性からの視点」18名（72%）であった。次に多かっ

たのは「避難所でのサポートや、問題点について」13名（52%）であり、3番目には「地域

防災に関する経験や実践」10人（40%）が挙げられた。次いで、複数の回答があったの

が「地域防災の一般知識」6名（24%）、「震災後のサポートについて、心理的なサポー

ト」7名（28%）、「地域防災に関するネットワークについて」6名（24％）であった（図

3参照）。 

 

 
図 3．事前アンケート 参加して知りたいこと 
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２-２．実施後アンケート 

ワークショップ後のアンケートでは、①ワークショップが期待したものに見合うものであったのか

（満足度）、②事前に知りたいと思っていた事は解決したか、③ワークショップ参加の後の情

報や知識を今後どのように活用したいかの 3点について質問した。事後アンケートはワークシ

ョップ参加者 28名中、26名分（92.9%）の回答用紙を回収した。 

ワークショップの満足度については「大変そう思う」12人（46.2％）、「そう思う」11人

（42.3%）、「まあまあそう思う」3人（11.5%）であり、「あまり思わない」、「そう思わな

い」という否定的な回答は 0%であった（添付資料３参照）。 

事前に知りたかった事が「解決した」と回答したのは 21人（80.8%）であり、80%以上

が知りたかったことが解決したと回答していた。また、「解決しなかった」を選択した中には、講

義ですでに解決済みであり、ワークショップでは解決済みであるという回答も含まれている。解

決した理由は、「新たな発見があった」、「運営側と被災者とのギャップがわかった」、「防災リー

ダーとしての具体的な活動が聞けた」、「女性の意見を多く聞けた」、「何から始めたらよいかわ

かった」などが見られた。また、解決しなかった理由として「問題の共有はできたが解決案がわ

からなかった」、「専門的な部分が未解決」、「心理的なサポートが難しい」などの意見があっ

た。 

ワークショップ参加の後の情報や知識を今後どのように活用したいかという質問に対しては、

「災害の備えについて考える」、「他の方との共有をはかる」、「地域に持ち帰って、共有・実践

したい」、「自主防災組織に女性参画を伝える」という回答が見られた。また回答者によって

は「明日の研修会で活用」、「防災講座で伝えていきたい」、「地域の防災語ろう会などで話

していきたい」、「地元の防災計画に反映させたい」などの具体的な実践活動に結びつけた内

容を考えている方も見られた。 
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まとめ 
本研究は女性の防災への取り組みを促進するために、コミュニティーレベルからのアプローチ

をとるプログラムの開発を目的として実施した。そのため、参加者と研究者が研究の主体とな

り、現状を振り返り認識を変えるための方法と行動を考え出すことを目標とするアクションリサ

ーチの手法を用いたものである。アクションリサーチは、参加者とともに研究者が、共同で、現

在ある問題点に関しての振り返りを行い、それに対しての目標を立案し、その解決方法を探

ってゆく過程である。 

 

方法 1. にて実施した、地域での学習ニーズの把握であるが、アンケートを実施することに

より、より具体的な地域の実践者の経験や、学習ニーズに関しての意見を収集することがで

きたのではないかと考えられる。キーパーソンレベルでの、情報収集が、時間の制約により、一

部からのインタビューに終始したのは反省点である。今後このようなキーパーソンとの継続的コ

ミュニケーションを行い、地域での学習ニーズを定時的に把握する必要があるであろう。この実

践により、プログラムの波及効果の評価へと将来つなげてゆくことができると考える。 

方法 2.では、プログラムの組み立てを 1. の結果をもとに行った。オンラインアンケートで

は、多くの回答者が災害支援の経験がある（81.5％）としながらも、もっと知りたいと思う内

容は、具体的な成功例や対処策（例えば、避難所での妊婦女性への対応など）、そして

同じような活動をしている人々からの情報交換ということであった。このことを踏まえて、プログラ

ムには、招待講師からは、1．広島県の地域防災に関する全国からみた評価を知る、2．

他県での災害後の女性の視点を踏まえた活動報告を受け、広島での災害支援後の経験を

省みる、という参加者のニーズも踏まえながら、目標を設定を行なった。この講義では、全国

レベルから見た広島での防災に関する現状を、参加者と共有することができた。このことから、

現時点での防災への進捗状況と、現在も山積する課題への認識が深まったのではないかと

考える。また、後半の講義では、実際に岡山もおそった、西日本豪雨災害からの災害前後

の支援活動に関する報告を受け、広島での災害後の支援活動との類似点やまた、相違点
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などを再度考える機会があったと思われる。さらに、現在地域で防災活動や災害後の支援

活動をされる方ならではの視点での気づきや学びがあったのではないかと考える。 

 

ワークショップには目的意識を持った参加者が多く、当日の事前アンケートでは参加の動機

として「女性の立場から考えたい（52%）」「知識を深めたい（36%）」が多く挙げられ、

当プログラムにおいて一番知りたいことは「災害における女性の視点（72%）」や「避難所で

のサポートと問題点（52%）」とされていた。 

 

また、ワークショプの参加者目標として、１）参加者それぞれがどのようなことに課題を感じ

ているか、解決するにはどのような方法がいいのか、などのアイデア・意見を共有し、自分なりの

行動目標が見つけられる機会となる。２）さまざまな意見を共有でき、受け入れることを体

験する。様々な意見から、どのように問題解決を図ってゆくことができるのかを考えることができ

る、をあげた。これらの目標は、当日の配布資料の中に記載し、ワークショップでの目標を参

加者と再度共有を行ない、ワークショップ終了後に、配布したプログラム当日、終了後アンケ

ートとして集計、評価を行なった（参考資料参照）。 

 

その結果、おおよその参加者は、ワークショップは期待していたものであり、自身がもっていた

問題や疑問が解決できたということを報告している。終了後のアンケートでは全員が期待に沿

ったものであったと回答し、80.8%が知りたかったことが解決したとの回答を得ている。また、プ

ログラム参加で得た情報や知識については「地域に持ち帰って、共有・実践したい」、「地元

の防災計画に反映させたい」という回答も寄せられており、講義およびワークショップを通して、

参加者は希望していた知識を得ており、今後の地域実践の促進に役立つことが期待され

る。これは、事前にワークショップの趣旨と目標を共有し、特に主催者側からの問題提起に対

してではなく、地域の実践者側からの問題的に主観を置いたものであったからと考える。また、

ワークショップがオンラインアンケートにも回答があったように、「情報交換がしたい、ほかの実践

者の実践の様子を知りたい」という希望にも即するものであったためと考えられる。 
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ワークショップにおける討議内容は避難時・避難所における課題や地域コミュニティにおける

課題など、体験に基づく具体的な内容であり、講演内容からのアドバイスやワークショップ内の

討議により、参加者は現状の振り返りと今後の対策・行動について考えをまとめることができ

たと思われる。 

プログラム終了後のフォローアップであるが、プログラムの実施の様子を再度、視聴または、

地域の実践者メンバーとも共有したいという方のために、オンラインでの情報共有が継続して

実施されるようにウェブサイトを開設し、プログラム参加者にもアクセスができるように情報共有

を行なった。また、6 ヶ月時点でのプログラムフォローアップに関しては、現在準備中であり、終

了後報告を行うこととする。 

 

おわりに 
災害時に問題となることは、非災害時にも起こっていることであり、災害という現象によっ

て、この問題がより深刻に増幅される。平時の取り組みができていなければ、災害が起こって

からどのように取り組むことができるであろうか。防災の場面における女性の活動に関しても、

日本のジェンダーギャップ指数が示すように、平時の女性の社会が活動できる場の拡大を目

指す必要がある。防災計画は往々にして、男性中心となった防災会議や防災計画策定が

反映されることもあるだろう。しかし、地域で生活を守る役割を担うことが多いのも事実であ

り、防災計画をその地域のニーズに根差したものとするためには、生活に密着した視点での具

体策も必要なのである。そのために、ボトムアップ、そしてアクションリサーチを用いて、防災を根

付かせてゆくアプローチとして、今回このプログラムを実施した。 

参加者の地域の実践者は、日ごろからどのような活動が、災害への備えを強化するのに役

立つのだろうかと苦心をされている。そして、2月に行なったプログラム終了後ごろから、新型コ

ロナウィルスのパンデミックが世界を襲っており、このような状況下での災害時の避難に関して

は、まさしく今、新しい局面を迎えている。 
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地域での実践者の学習ニーズを把握し、実践者が実施することに関してエンパワメントを

行い、またその活動が周囲のエンパワメントを呼び起こす。このようなエンパワメントの輪が広

く、地域に広がってゆけば、より住み良い地域、ひいてはレジリエントな地域へと変わってゆくの

ではないかと考える。 

 

今後の課題としては、地域の実践者は情報の共有の機会を探索しており、このような機

会を提供するには、どのような方法が良いのかを考慮する必要があること、また、実践者として

の支援方法に関する手技の取得、例えば、心理的支援をどのように行えば良いのか、また避

難所での脆弱な立場にある人への具体的な対応の方法など、実践に即座に生かすことがで

きる情報を求められている。そのため、このようなニーズに関して、どのような対応ができるかを

考慮してゆくことも必要であろう。 
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参考資料 

朝日新聞（広島版）2020年 2月 12日（水）掲載 

 

 
 

２．本プログラムに関するホームページ 

「女性の防災活動エンパワーメントを応援します」 

http://app005.xsrv.jp/hiroshima-u-empowerment/program/ 

 

http://app005.xsrv.jp/hiroshima-u-empowerment/program/


添付資料１ ｐ.1 
  
女性の防災取り組みへのエンパワメントを支えるプログラム 
オンライン調査によるアンケート 
 
 

【アンケート項目】Q1~Q8 

Q1.このオンライン調査をどのように知りましたか？ 
 
Q2.日頃の、ご自身が行われている活動について、あてはまるものを回答ください。 
 
Q3.２の質問に関してどのような立場で関わられていますか？あてはまるものを回答ください。 
 
Q4.過去の災害支援の経験についてお聞かせください。あてはまるものを回答ください。 
 
Q5.4の質問に関して支援の経験ありの方にお聞きします。（自由記載） 
Q5-①支援活動の中で印象に残ったことを具体的に教えてください。 
Q5-②.なぜ、この出来事は印象的でしたか？  
Q5-③現在、この出来事はどのようになっていますか？わかる範囲でお教えください。 

 
Q6.4の質問に関して、災害支援の経験はないが、学習（ワークショップ）機会には参加したいと思う
方にお聞きします。（自由記載） 
Q6-①どのようなことを支援活動に生かすために学びたいですか？  
Q6-②それはなぜですか？  

 
Q7.そのほか、何かご要望・ご意見などがありましたらご自由にご記入ください。 
 
Q8. 2020年 2月 11日のワークショップについてお知りになりたい方は、フライヤーを添付しており
ますので、是非ご覧ください。また、そのほか何かご質問等ありましたら、ご自由にご記載くださ
い。 
 

  



添付資料１ ｐ.2 
  

【アンケート結果】 

Q1.このオンライン調査をどのように知りましたか？ 
ひろしまNPO センターからの案内 48.2% 13 
知人からの紹介 33.3% 9 
その他  18.5% 5 
 
Q2.日頃の、ご自身が行われている活動について、あてはまるものを回答ください。 
子育て・育児関係 33.3% 9 
介護・ケア・福祉関係 14.8% 4 
心理・精神衛生関係 0.0% 0 
医療・看護・助産関係 3.7% 1 
そのほか (自由にお書きください) 48.2% 13 
 
Q3.２の質問に関してどのような立場で関わられていますか？あてはまるものを回答ください。 
職員として 44.4% 12 
ボランティアとして 40.7% 11 
そのほか (自由にお書きください) 14.8% 4 
 
Q4.過去の災害支援の経験についてお聞かせください。あてはまるものを回答ください。 
支援の経験あり 81.5% 22 
支援の経験ないが、学習（ワークショップ）機会には参加したいと思う。 14.8% 4 
支援の経験ない。今は特にこのままの活動を継続してゆきたいと思っている。 3.7% 1 

 
Q5.4の質問に関して支援の経験ありの方にお聞きします。（自由記載） 
Q5-①支援活動の中で印象に残ったことを具体的に教えてください。 
Q5-②.なぜ、この出来事は印象的でしたか？  
Q5-③現在、この出来事はどのようになっていますか？わかる範囲でお教えください。 
A1.①災害現場でボランティアをしました。力仕事でした。当日事務的な手続きに時間がかかっ
たこと。 
A2.①元気いっぱいに室内で遊んでいる子どもも、雨や暗闇を怖がる話しを聞いたこと。 
②話には聞いた事があっても、実際に会うと重みが違うから。 
③わからない  

A3①キャリア教育に関しては、年代を問わず今後も必要だと思いました 
②学生だけでなく、学びなおし（リカレント）の認知不足を感じたため 
③災害を含め、ありたい自分を阻害する要因への対象の窓口が知られていない 

A4①特に避難所支援における女性の力の重要性を認識した。 
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②女性、子供、高齢者等への接し方を心得ておられる 
③当市では女性に避難所支援を主に行う消防団員になってもらいたいと考え、勧誘を行って

いる 
A5①マスコミが横暴 
②要支援者を排除しようとした 
③当時は消防団員だったが、同じようなクレームが他からも聞こえてきたので、何らかの対

応がなされていてほしい。 
A6①人力による土嚢つくり 
②微力ではあるが重要 
③改善 

A7①H30年 7 月豪雨の広島市内被災地で、臨月の女性が避難しておられました。出産は間もな
くとのことで、体育館で出産するわけにもいかないのでステージの奥に場所を変え、「私は
出産に立ち会ったことがあるので心配しないでください」と伝え、安心していただき、その
間に出産できる場所を探し、無事に出産前に移動することができました。 

②臨月で体育館に避難している女性を見ると、みんなが近寄らないようにしていたことから私
はあえて妊婦に近づきその妊婦さんに安心感を与え、さらに周囲の避難者にも安心してもら
いました。 

③その後無事出産したことは聞きましたが、その後の情報は入っていません 
A8①支援活動で関わった被災者の方と今も一人ひとりの関係が続いている。 
②支援者と被災者ではなく、名前のある人と、人としてお付き合いできていると思うから。 
③現在も支援活動を続けており、1～2 か月に 1回お会いする。 

A9①未就園児の母親から「笑ってもいいんだと思えた」と言われたこと。 
②謹慎ムードの中、楽しい・嬉しいと感じることが不謹慎だと無意識に思ってしまいがちだ
と思った。 

③色々なところで中止になったイベントの代わりに新しくイベントが開催されるなどした。 
A10①活動と言うか。自分も被災したので、自宅が片付いた後にボランティアとして地域の別の
お宅を手伝いに。同じ市域の被災した人が手伝いに行くことで、同じ環境、経験等もあり色
んなことを話してくださる。「ウチはこうだったんよ。おたくはどうだった？」と堰を切っ
たように話始めて…話してわかってもらえる人を探していたのかな？と感じた。 

②地域につながりを持たないといけないなと感じた 
③地域活動に積極的に参加するようになった 
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A11①さまざまな条件のもとにいらっしゃる避難所にいらっしゃる女性について（東日本大震災
支援の中で、数百か所の避難所に行きましたが本当にそれぞれ）、女性が運営にまったく関
わられていないケース、必要な女性ならではの物資の要望がとても出しにくい、子どもの鳴
き声がうるさいなどの苦情（怒鳴られる）が頻繁、出産後間もない母子がそのまま避難所に
居続けていた（遠方への避難のお誘いもあったが、舅さんなどからの反対で）、自衛隊のお
風呂支援でも自閉症の息子を抱えた母親（父親はいない）が使えなかった、また子どもの状
況が被災前に比べて悪化していて、とても避難所に居られない、避難所に居ないと受けられ
る支援、また情報も非常に限られた、などという女性の声を聴いた 

②国際協力（人道支援）の分野でもよく問題になるような事象（ジェンダー主流化の不足）
が、そのまま現場で散見されたため（むしろ、支援側に知識、経験がまったく足りていない
ことを痛感） 

③ジェンダーや女性関係のアカデミアの皆さんの提言もあって、とくに内閣府（防災）などの
政府機関に、これらジェンダー主流化の必要性はかなり浸透し、他の災害発生時にも各自治
体に対して政府から提案されるようになり（とくに参画）、一定の前進は目に見えてあるも
のの、大規模災害が初めてという自治体が多い（昨年の広島などは例外的）ため、必ずしも
中央（政府）からの「指示」ではなく、あくまで「参考意見」という扱いであることから、
日頃からの認識の共有がより求められるようになっている。ただし、さまざまなテキストが
つくられているので、「気づき」があれば一定誰でも取り組むことができるようになったの
は大きい。支援側も（すくなくとも NPO など市民団体は）、こうした事例の共有なども進ん
でおり、現場でのあり方は変わってきていると感じる。ただし、性暴力、性的マイノリティ
などへの対応は、まだまだ国際基準からはほど遠いと感じる  

A12①支援とニーズのマッチングが難しい 
②東日本大震災の折、支援の品が自分の意にそぐわない物を求められ、断ったがその人にとっ
ては心の平静を保つ為に必要だったのではないかと後悔。西日本豪雨災害では支援品を受け
取る窓口となるも、被災者さんの求める物と支援する側とそれを見た周りの人のそれぞれ価
値観の違いで論争になっているのを多く見たため。例えば中古衣類の可否など。 

③同じスタンスの人で協力し、一緒に活動する人との考え方のすり合わせでなんとか活動して
いますが、個々のボランティアの間では解決していない。 

A13①支援物資を送る際、現地のニーズをくみ取ることが重要であること。 
②災害の際は、多くの支援物資が集まるが被災地にとって必要なものなのかを見極めることが
難しいものもある。 

③現地のスタッフからの連絡があってから、支援物資を選定して集めるようになった。 
A14①平成 30年 7月豪雨災害時に、三原市内の避難所を廻り行政に対して避難所の現状報告と
改善を提案指導等行いと共に、行政とボランティアとの連携を行った。 

②行政は避難所に於ける実情を派遣している職員から情報提供を受けることもなく行っていた
ので、三原市医師会会長や三原市危機管理監から直接依頼を受け行動しました。 

③避難所の中で地域住民が連帯感を持ち避難所運営を行った事例を、県内だけでなく神戸市の
勉強会に於いても事例発表しています。 
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A15①社協を知らない人がいる。ボランティアがどこから来るかわかっていない。各窓口担当者
の真剣度合いにより、支援の受け入れが行われること、行われないことがある。 

②町内会が早く取りまとめれば災害初期からくるボランティアの有効活用と安全性が保たれ
る。来てもらうのにどこから派遣されるかわかってない人が調べもしないことに驚き。窃盗
などともあるのに。支援の話が来ても対応窓口の人により受け入れなどが出来る、出来ない
の返事が違うので、いい窓口へのみ話をもっていくことになる。 

③どのようにもなっていない。防災活動するときには、社協へ連絡といいますが、いまだ災害
が起きてない地域の人は知らないと思う。町内会へのニーズのまとめ、社協へニーズをあげ
る。ことは、周知していけると思う。担当窓口はだいたい行政なので転勤、移動、災害の伝
承が消えたらまたできない窓口の人が電話をとるので、出来る人が座るのを期待するしかな
い。ほぼ、人柄にもよる。 

A16①自身が被災者だったことで相身互い。出来ることをします。イベントに発展しています 
②みんなが緩やかに集まって自身の出来ることを持ち寄った 
③復興イベントとして継続中 
A17①災害後の心のケア 
②私自身熊本地震を体感しているので西日本豪雨災害も同じ心のケアが必要だと思うから 
③地域サロンで癒しの空間サロンオハナというお茶会やランチ会などを継続的にしています。 
A18①被災地で支援物資をお勧めしたところ、みんな「自分が被災者に当てはまるかどうか分か
らない」と物資を受け取る事をものすごくためらわれたこと。 
②「そんなことひとつでも迷うんだ！」と、被災の戸惑いや気苦労を目の当たりにしたため。 
③被災地で寄り添う人、相談できる人が必要だと具体的にわかった。土砂かき以外のボランテ
ィア活動の整備の必要性を感じるがまだまだ周知されていない。 

A19①立場・立場でできる支援が違うこと 
②消防団として支援しました。個人ではなく組織としての支援だったのでそこから逸脱しない
ようにするのに注意が必要でした 

③退団したので現状は不明 
A20①ボランティア泥棒と間違えられたこと 
②助けたい思いよりも受け入れ側が本当に何を求めているのかわからないまま、支援、支援と
なってしまった 

③一歩も、二歩も人より後に動いてしまう自分で申し訳ない 
A21①平素のつながりが大切 
②思いやノウハウがあっても被災した地域とつながれない 
③少しずつ日頃のとりくみを広げている 
A22①避難所での出来事 
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Q6.4の質問に関して、災害支援の経験はないが、学習（ワークショップ）機会には参加したいと思う
方にお聞きします。（自由記載） 
Q6-①どのようなことを支援活動に生かすために学びたいですか？  
Q6-②それはなぜですか？ 
A１①避難所 
① 体力がないから 
A2①災害時、ケアされるべきは心だと思います。キャリアコンサルタントとして傾聴を用いた支
援、またＣＦＰや社労士の知識により今後のライフプランの支援を共に学んで生きたいと思い
ます 

② 心だけのケアだけでなく、ライフプランを通じて、ありたい自分を実現するために学びたい
と思います 

A3①今の社会で民間ﾎﾞランテイアがどのように活動したらいいか？教えてください。経過として
素晴らしいことをしているﾎﾞランテイアであっても、一旦ケチが付くと社会から非難される。
社会全体の心理と個人の理想像とは何か？今一度考えてみたい。 

②ﾎﾞランテイア活動について、社会がもっと理解してほしい。表面だけで理解したような言葉が
多すぎるため。 

A4①上手く支援出来た成功例や、企業などの支援が簡便に受けられるなら教えてほしいです。 
②小さな地域で小さなグループで活動してみて、物量的にもっと上手く動けたらたくさんの支援
を届けられたのではないかと思うから。 

A5①何もしたことのない方は今されているものでいいのでは？敷居を高くする必要はない。 
③ やらないとわからないことを机上で理論するより、考えられることを共に考えたコミュニテ

ィの方が、実際即戦力として戦い続けると感じる。救命行為などでなければ、臨機応変。コ
ミュニュケーションがうまいチームの方が活動がうまい。現場、現場で必要なスキルは違う
が、どこにも必要なスキルは、臨機応変、コミュニュケーションスキル。 

A6①他の同じようなボランティアさんからの情報 
②周りとの情報交換をしたいなと思います！ 
A7①知識、地域、行政などと交流できる場所に率先していく。 
②自分を守ることができて初めて人を守れるのに、知ったかぶりでは動けないから。 

 
Q7.そのほか、何かご要望・ご意見などがありましたらご自由にご記入ください。 
・防災の取り組みのうち、真にニーズがあることを知りたい。 

・防災士として何ができないか 

・防災の取り組みのうち、真にニーズがあることを知りたい。 

・このようなワークショップがあることを初めて知りました。  とても興味があるので宜しくお
願い致します。 
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・2/11 の特別講義・ワークショップなどの学習機会については、主に女性をターゲットとしてお
られるのでしょうか？ 

・おすすめの支援について 

・５でも書きましたが、「女性の」という冠にした場合に、これだけ人口全体の中でも少ない
とは言えない（少なくとも５％以上と言われている）性的マイノリティの視点が抜けないか懸
念がある。もちろん、それ以外のいわゆるマイノリティと言われる皆さんも、避難所に入れる
ような配慮（取り組み）が平時からなされるべきで、それは「女性」や「障がい者＝ここは設
備も絡むので別でも仕方ないが」、「外国人、外国にルーツをもつ人」なども、同時に並行し
て考えた方が、実効的な対策につながるようにこのところ考えるようになりました。別の部分
もありますが、「避難所に入れない」ということなど、かなり「処方箋」において共通点（受
け入れマジョリティの感覚の改善など）が見受けられると思います。 

・災害によって緊急支援的な支援と長期的な支援が災害復興期のフェーズによって分けられて
くるとおもうので、質問の内容に関してもう少し区分けられている方が、より詳細な支援の内
容が記入できるように感じました。 

・市民主導の避難でなければ助からないと大学から多数の提言を受け、防災の形も大きく変わ
りました。現実、間に合わないことも多いですが、避難するのは市民ですから、市民目線、医
療のお世話になる方、博士のお世話になる方、この３つから考察するしかないと思います。市
民目線でと学識関係者が提言してくれることで行政主導のまとめて防災する姿勢からそれぞれ
の町、それぞれの河川流域での防災を見直していけるといいです。看護関係の方には無線でや
りとりしてでも早く到着していただきたいのは山々ですが、看護者も市民。市民の安全を守り
出勤できないこととあるとしてあげてほしい。  そうすると、市民もなんでもしてもらえるわ
けではないと気がつくと思う。いつでも自衛隊がくると思っている人が多いわけです。 

・防災減災の取り組みは、仕事をしている人は出向いて行きにくい。夜は男性主流、女性に何
を求めるのか、もしもの時に、どんなことを誰が担当するのか、役割の明確化、実際には難し
くてもある程度の方向性があると無いでは、指示を出すのが違ってくる。もう少し深く勉強し
て行きたい 

 
Q8. 2020年 2月 11日のワークショップについてお知りになりたい方は、フライヤーを添付しておりま
すので、是非ご覧ください。また、そのほか何かご質問等ありましたら、ご自由にご記載ください。 
 参加できないかもしれませんが、結果を取りまとめられれば提供いただければと思います。 
 現在避難所運営に女性の参画を進めていますが、やはり男性主体の考えで行われているところが

多く在ります。これに対してどのように啓発活動を行っていけば良いのか具体的な事が知りたい。 
 早めに広報してもらえたら勤務調整できるのに、とても残念です。でも、この講義やワークショ

ップを SNS で教えて頂けると助かります 
以上 
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ワークショップ参加者への質問票調査によるアンケート 
【事前アンケート結果】 

１．ワークショップを知った媒体            人数 % 
 NPO センター 4 16.0 
 同僚や友人 14 56.0 
 その他 7 28.0 
2．年齢   

 20-30代 2 8.0 
 40-50代 11 44.0 
 60-70代 12 48.0 
 70代以上 0 0.0 
３．性別   

 男性 5 20.0 
 女性 17 68.0 
４．居住区   

 広島市内 16 64.0 
 広島県内 9 36.0 
 広島県外 0 0.0 
５．参加の動機（複数回答）  

 知識を深めたい 9 36.0 
 聞きたいことがある 3 12.0 
 女性の立場から考えたい 13 52.0 
 女性の立場で話し合いたい 5 20.0 
 交流を深めたい 3 12.0 
 SDG と女性に興味がある 3 12.0 
 その他 5 20.0 
６．一番知りたいこと   

 一般知識 6 24.0 
 女性の視点 18 72.0 
 高齢者サポート 1 4.0 
 障がい者サポート 1 4.0 
 こどものサポート 2 8.0 
 心理的なサポート 7 28.0 
 ネットワーク 6 24.0 
 経験や実践 10 40.0 
 避難所でのサポートと問題点 13 52.0 
 その他 0 0.0 
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ワークショップ参加者への質問票調査によるアンケート 
【実施後アンケート結果】 回答者 26人 
１． ワークショップが期待したものであったか      人数   ％ 

  大変そう思う 12 46.2 
  そう思う 11 42.3 
  まあまあそう思う 3 11.5 
  あまり思わない 0 0.0 
  全然思わない 0 0.0 
     

２． 知りたかったことは解決したか 
  解決した 21 80.8 
  解決しなかった 5 19.2 
     

３． 今後の活用について 

 ① 子どもの本のシェアハウス（主催）に活かしていきたい 
 ② 災害の備えについて考える 
 ③ 他の方との共有をはかる 
 ④ 防災の事に少しでも関心を持って地域の方と協力したい 
 ⑤ 地域、グループに持ち帰って、共有、できれば実践したい 

 ⑥ 親子対象に定期的に防災の事を伝えていきたい。避難道を探す・避難体験・
非常食試食など 

 ⑦ 防災カフェ、防災ピクニック、カードゲームなどしてみたい 
 ⑧ 地域コミュニケーション作りの必要性がよく理解できたので引き続きやり

たい。町内の多団体ともつながる勇気をもらった 
 ⑨ 地域の防災士や役員で情報共有したい。また、新たにイベントなどを企画実

施したい。 
 ⑩ 女性リーダーの活躍について課題となった事を伝えていきたいと。 
 ⑪ それぞれの地域にお話をして広げていく 
 ⑫ 防災講座で伝えていきたい 
 ⑬ 小さいことからコツコツと防災教育にとりくみたい。企画からともに取り組

むメンバーを作る。 
 ⑭ 自主防組織に女性参画を伝える 
 ⑮ 地元の防災計画に反映させたい 
 ⑯ 明後日の研修会 
 ⑰ 中学生の子どもと、どのように向き合えるか参考になりました 

 ⑱ 地域の防災語ろう会などで話していきたいです 
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女性の防災取り組みへのエンパワメントを支えるプログラム 
2 月 11 日（水）プログラム 資料写真 
第一部 第二部 講義 

 講義中の様子 

 神原氏の講義 
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女性の防災取り組みへのエンパワメントを支えるプログラム 
2 月 11 日（水）プログラム 資料写真 
第一部 第二部 講義 

    
講義後の質疑応答 

 
第三部 ワークショップ 
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女性の防災取り組みへのエンパワメントを支えるプログラム 
2 月 11 日（水）プログラム 資料写真 

 

     
グループワークの発表 

 
 

ワークショップ参加者 
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