第３章 「学び」から「実践」へのプロセスの成果

第３章 「学び」から「実践」へのプロセスの成果
１「男女共同参画の視点を取り入れた安心避難所づくり」の成果

現状把握

■県内避難所の状況を市町村にヒアリング
・「炊事が女性だけに割り振られた」「更衣室がなかった」等
男女別ニーズや多様な視点への配慮不足の実態が明らかに

■男女共同参画視点での防災研修プログラムを開発
・実施体制：男女共同参画＋まちづくり
・事業の２本柱：避難所運営訓練

官民の関係部署

地域人材育成

男女共同参画の視点を持った住民・避難所運営委員・女性リーダーの育成

■沿岸被災地を中心に実施

成

・４年間で2,000人余りが参加

果 ①

■地域事情に応じた
多様な組織と連携
★
青森市

・男女共同参画課
★三沢市
・まちづくり防災課
★おいらせ町
・地域自主防災組織
★八戸市
★階上町 ・県防災士会・女性消防クラブ
・町内会・公民館・民生委員
・赤十字奉仕団・中学校・ＰＴＡ

など

成

■「男女共同参画」「多様性配慮」の実践的理解
・「男女問わず人が協力し合うことが大切」
「人それぞれ必要とするものが違うと分かった」

果

・行政計画に具体的な取組みが盛り込まれた

■女性の意思決定への参画促進
・女性が自信を持って意見を出すように

②

・男性の中に「女性リーダー」の理解が進む
・町内会長に女性を推す動きも

■住民が主体的に合意形成に関わり地域の課題を解決
・住民自身の気づきが地域を改善する原動力に
・将来を支える世代が男女共同参画を理解
復興庁主催フォーラム「『よりよい復興』のために～事例に学ぶ男女共同参画と復興」（平成28年2月5日）復興庁男女共同参画班資料より引用
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２ プロセスを大切にした取組みの成果

学ぶ

知る

考える

（気づく）

行動･実践

ふりかえり

本取組みは、単に「間仕切りを使いましょう」
「授乳室を用意しましょう」と言った、参加者が指示を
受けて行動する訓練ではなく、訓練の前に必ず実施する「学び」「気づき」「考える」（以上、運営委員会
でのミニ講話及び地域人材育成事業等で実施）
「行動・実践」というプロセスを大切にすることで、前ペー
ジで述べた成果につながったと考える。
また、具体的な成果の一例として、避難所運営訓練のアンケート結果から、第２章Ｐ85～86で述べてい
る通り、
「事前の運営委員会の会議への出席と避難所運営訓練での達成度の関係」で図ると、避難所運営
訓練は、事前に開催された運営委員会における運営委員同士の議論が参加者の訓練での学びを高めている
ことが分かる。特に「避難所運営のやり方を学ぶことができた」「避難所をイメージしながら活動ができ
た」といった訓練の内容に関わることとともに、
「自分の意見を言うことができた」
「ほかの人の意見を聞
くことができた」という議論・合意形成に関する力量の点で15％ほどの差が出ていることは注目できる。
下記グラフは、設問の中で特に差が表れている項目である。
図表２－３
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３ 「防災ファシリテーター育成講座」の成果
住民の主体性を引き出すための人材育成としてファシリテーションスキルが重要と考え、「防災ファシ
リテーター育成講座」を開催し（詳細はＰ49～54参照）、４市町で107人が受講した。この講座は、「防災
力・減災力を地域に広めるための力を身につける」ための研修として、まず自身が男女共同参画の視点に
立った防災の必要性について、「①気づき」
「②実践力」を高める。そして、「③場づくり力」を身につけ
ることを目的とし、ワークショップ形式の講座とした。
アンケート結果を見ると、質問項目「プログラム全体を通して」に対する満足度は、
「非常に満足」「満
足」の合計で見ると90.6％と高い評価をいただいた。また、項目別にみると、「防災・減災基礎講座」の
満足度が92.3％と最も高く、続いて「場づくり力」が90.1％となっている。自由記述をみても、ファシリ
テーターの基礎知識として実施した「場づくり力」の講座では、
「実践の場で活かしたい」「もっと勉強し
たい」という声が各会場から寄せられ、関心の高さが感じられた。なかには、
「女性のパワーを出せる（出
したくなる）環境を整えつつ女性自身も積極的に参画できるような環境づくりが大切だと思った（30代男
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性）
」など、女性リーダーの育成についても考える場となったことがアンケートの自由記述からみること
ができる。
なお、講座受講生は、この講座で学んだスキル等を活かし、避難所運営訓練においても次のように実践
した。
事例（活かした内容）
〈青森市原別地域避難所運営訓練〉
避難所運営訓練の一コマで、各班が避難所で起こりうる課題
をテーマにして、模造紙とポストイットを使ってワークショッ
プを実施した。受講生がファシリテーターを務め、中学生や地
域住民が自分たちのもつチカラ・つよみを出し合い、理解し合
いながら取り組んだ。

〈三沢市、階上町避難所運営訓練〉
避難所運営訓練の際、総務・情報班で実施した「避難所ルー
ル」の作成時、ファシリテーターとして参加者の意見を吸い上
げ合意形成のうえで、ルールづくりをした。
また、訓練の後のふりかえりのワークショップでもファシリ
テーターとして、班員が意見を述べやすい雰囲気づくりをし、
参加者が意見を言える「場づくり」をした。
その結果、活発に意見が出され、特に三沢市淋代町内会の女性
たちは、この場が安心・安全な場であることを感じとり、自信
に満ちた発言を繰り広げ、力を発揮していた。

4

成果目標及び成果実績

本事業の目的は、東日本大震災の教訓を生かし、男女共同参画の視点を取り入れた「避難所運営訓練」
及び「人材育成」をすすめることで、今後の大災害時の「減災」に備えることである。また、一人ひとり
の個性と能力が発揮できる地域コミュニティづくりにつなげる。なお、中学生と地域住民が一緒に実施す
る避難所運営訓練を通して、次世代を担う中学生の「地域への愛着」や「判断力・行動力」
、そして「命
を守ることの大切さ」を学ぶことを目的に取り組んだ。
あおもり被災地の地域コミュニティ再生支援事業実行委員会は、本取組みを実施するにあたり成果目標を
立て実施した。次の表はその成果実績をまとめたものである。
成果目標
１
Ⅰ

避難所運営訓練の開催回数

成果目標

成果実績

５回

５回

達成率
１００％

学びを保障す

る地域コミュニ ２

避難所運営訓練への参加者数

３４０人

８５１人
（訓練見学者を除く）

２５０．
３％

ティの復旧
３

地域人材育成講座の満足度
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８０％

９０．
６％

１１３．
２％

Ⅱ

新たなつなが
りと学びが広が
る地域コミュニ
ティ

１

防災ファシリテーター育成講座の
修了生の人数

４０人

１０７人

２６７．５％

２

中学生防災教育コーディネーター
育成講座の修了生の人数

８人

１１人

１３７．
５％

３

取組み独自で １

Ⅲ

設定した成果目
標

成果目標Ⅰ- １

２

市町村との連携による実施

市町村

５

HPのアクセス
男女共同参画の視点を取り入れた
件数
避難所運営訓練の全国発信
＠500×11ヵ月
運営委員の女性の比率

３０％

市町村

６

９,１８５
（11ヵ月）
４６．
１％

１２０％
１６７％
１５３．
７％

地域住民が避難所運営委員会を設置し、訓練が的確に実施される

実績：おいらせ町（8/2）、青森市（8/23）
、階上町（9/7）、八戸市（9/13）
、三沢市（10/17）で予定通
り、避難所運営訓練を実施できた。実施にあたり、運営委員会を設置し、１～３回の運営委員会を開催
し、
「学び」
「知識」「考える」機会をつくったうえで、避難所運営訓練を実施することができた。
成果目標Ⅰ- ２

避難所運営訓練への参加数

５か所でのべ340人

実績：５カ所で実施し、参加者は851人で達成率は250.3％と、予想を上回る参加者があった。特に、八戸
市小中野公民館で実施した避難所運営訓練には、平成26年度の反省を活かし、運営委員（自主防災会）が
町内会ごとに参加を呼び掛け、海手側の住民178人は避難訓練＋避難所運営訓練を実施したことで、より
リアリティな訓練となった。また、小中野中学校にも何度も足を運び、依頼し、中学校側が部活動を通し
て生徒に参加の情報提供をしたことで、こちらも予想を上回る参加者数となった。
成果目標Ⅲ- ２

女性の運営委員参画率

30％以上

実績：各地域ともに女性の参画を意識して参加者を募ったこともあり、女性の運営委員の割合が46.1％に
達した。運営委員となった女性たちは訓練では、それぞれが持っている知識や経験を活かし、活躍した。
おいらせ町運営委員会では、各班のリーダーを女性にすることを運営委員長が提案し、選出。リーダー
としての訓練の場ともなった（炊出し班についてはあえて男性のみの班員としたため、リーダーは男性）
。
三沢市では訓練対象地域となった淋代町内会（東日本大震災で人的被害はなかったが家屋の浸水等被害
があった地域）の町会長が、趣旨を理解し、積極的に地域の女性を集めてくださったことで、39人中34人
が女性で、運営委員長及び各班のリーダーも女性が担った。訓練終了後、町会長からは、「こんなに町内
の女性たちが発言してくれるとは思わなかった」など、驚きの声も聴くことができた。
こういったことからも、女性たちはリーダーとしての潜在的能力は持っているが、これまでの社会の中
で「リーダーは男性に向いている」という固定的な性別役割分担意識により、その力を訓練する機会や発
揮するチャンスがほとんどなかったため女性リーダーが育たなかったともいえる。今後は女性がリーダー
という場を意識的につくることが必要であることが実証された。
〈まとめ〉
以上のように、いずれにおいても高い成果実績を残すことができた。その要因としては避難所運営訓練で
は、本取組みも４年目であったこともあり、訓練内容も一律ではなく、地域のニーズや特徴に合わせで実
施したことや各市町村や地域団体が主体的に取り組んだことで、地域住民のモチベーションアップにつな
がり、成果がでたと考える。
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また、青森市や三沢市、八戸市のように、ある特定の地域を対象に実施した場合は、
「学び」「実践」がそ
のまま地域の変容に結びつきやすく、地域住民の合意のもと継続の可能性も高い。しかし、予算獲得等の
力量が問われる。一方、おいらせ町や階上町のように、広域から運営委員が集まっている場合は、町全体
の機運は高まるが、継続に関して各地域で実施するためには行政支援が必要になってくることも考えられ
る。いずれもメリット、デメリットがあり、欲張らずに、目的を明確にし、一つひとつ積み重ねていくこ
とが大切である。
地域人材育成事業についても、「防災リーダー塾」というタイトルで広く広報したことで意識の高い地
域住民が集まり、ファシリテーターの重要性に気づき、自分たちの活動に取り入れていこうという動きも
見受けられる。
そして、運営委員の女性の比率に関しては、本事業の趣旨を自主防災組織や町会長などに理解していた
だき、地域リーダーからの声掛けにより、多くの女性たちが参加している。青森県においては、まだまだ
固定的性別役割分担意識が根強いため、女性たちがこのような「学び」の場へ出てくることはむずかし
く、地域の男性リーダーの理解や女性団体に所属していることが必要である。男性リーダーの理解を得る
ためには、具体的な事例を示し、足繁く通うなどの努力が必要である。

５ 「集いの場」がもつ力を大切にする
人的社会資源がつながる
性別に関わりなく一人ひとりが
持っている個性や能力、経験を
活かす
・消防署で働いている
・看護師や介護士の資格を持って
いる
・ガス会社で働いている
・料理が得意
・歌がうまい

など……

集いの場

男女がつながる
互いを尊重し、認め合う

（ファシリテーターの存在）

合意形成につながる
性別に関わりなく、一人ひ
とりが意見を言える・聞い
てもらえる
＊避難所運営訓練の場が「集いの場」に！

「避難所運営はリーダーたちだけで出来るものではなく、さまざまな人が持っている知識や経験、みん
なで意見を出し合うことで生まれる知恵と工夫力が必要なことがわかった。そのためには、日頃から町内
会活動などで地域の人たちとのつながりが大事だと改めて感じた」
（参加者アンケートより）。
「性別に関わりなく、一人ひとりの個性と能力が発揮できる社会」が男女共同参画社会であり、まさし
く、「集いの場」が「人的資源」や「男女」がつながるきっかけとなり、
「生活を支える力」を高めること
につながっている。このことは「次の災害をよりよく生きのびるための力」につながっていくと捉えられ
よう。
そのことに、本取組みに参加した人たちが気づき、減災に向け一歩前進したと言えよう。そして、この
ような参加者の意識の変容こそが、男女共同参画社会の形成につながっていくと考えられる。
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