3年間の取組み

男女共同参画の視点を取り入れた

『安心できる避難所づくり』

おいらせ町立百石中学校での地域住民と中学生合同の避難所運営訓練（平成 26 年８月３日）
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災害時であっても女性も男性もいきいきと生活できるために
東日本大震災から４年。その教訓を次につなげるために取り組んだ、
「男女共
同参画の視点を取り入れた『安心できる避難所づくり』
」
。
その目的は、
①研修や実践を通して、男女のニーズの違いへの配慮等が避難所
生活において必要であることなど、男女共同参画の視点からの災害対応について
理解を深める。
②災害時における女性の参画と女性リーダーの育成をめざす。
取組んだ「避難所運営訓練」により、参加者それぞれの気づきや体験のひとつ
ひとつが男女共同参画社会の形成につながることを実感できました。３年間の取
組みや成果をまとめましたので、ぜひ、ページを開いていただければ幸いです。

３年間の取組みで分かったこと

住民の主体性につなげる
ための４点セット

「学ぶ」
「知る」
「考える」
「体験・実践」
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（ア）実践―避難所運営訓練プログラム
（イ）人材育成―地域人材育成事業プログラム
②平成 26 年度「避難所運営訓練を通した地域コ
ミュニティ再生事業」一覧

バックアップ―実行委員会の支援…10
①「運営」のバックアップ
②「気づき」のバックアップ
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実践例―住民主体、中学生の取組み…05
①避難所運営訓練を続けて 3 年。おいらせ町の取組み
②人材育成から避難所運営訓練につなげた取組み
③避難所運営訓練を通じ、地域における中学生の係りを学ぶ
（ア）中学生防災教育プログラム紹介
（イ）地域住民と一緒の訓練紹介
（ウ）中学生にとっての避難所運営訓練
かかわ

４

成果―①～③…………………………12
①３年間の避難所運営訓練・体験者が９か所で1,029人
②臨場感あふれる訓練で、判断力･行動力･応用力が身につく
③住民が主体となる防災訓練の構築に向けた「実践的学習」
につながった２つの要点

平成 26 年度文部科学省委託事業「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業」
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▼柱 ―大切にして取り組んだこと
①２本の柱

目

災害対策基本法の一部改正
（平成25年６月）
により、
「避難所における良好な生活環境
の確保に向けた取組指針」が定められました（平成25年８月）。その中には各自治体にお
いて担当職員や避難所の運営管理者となる人たちが研修、訓練をするようにと記載さ
れています。
そこで、
平成25年度に実行委員会で作成した
「男女共同参画の視点を取り入れた
『安
心避難所づくり訓練ヒント集』
（以下、
」
「ヒント集」
）
などを活用・応用しながら、
町内会
や自主防災組織等を中心とした地域の方々が主体的な避難所運営訓練ができるための
プログラムをつくり、
実施しました。

（ア）実践―避難所運営訓練プログラム

的

①「安心できる避難所づくり」の理解
②運営リーダーの育成
かかわ

■「避難所運営を通じ、地域における中学生の係りを学ぶ」
運営委員会

訓練参加者

事前に２回の打合せ会議を実施し、男女共同参画の視点を取り入れた避難所
の必要性について事前学習を行う。そのうえで、訓練内容の確認、班分け、
班別訓練の打合せ、訓練に必要な準備物についての検討、当日のみの運営者
及び中学生の受け入れ体制について検討する。
運営委員（10～20人）
、当日参加の運営者（40～50人）、中学生（20～50人）

訓練内容

総務･情報班

物資･施設管理班 要援護者･女性配慮班

給水･給食班

8：30

◆運営委員集合：避難者カードの記入、受入準備、班別準備

9：00

◆当日参加者集合
・受付時避難者カードの記入
◆オリエンテーション
①あいさつ ②運営委員及び参加団体等紹介 ③全体のスケジュール④ミニ講演
・当日参加の運営者の班分け
◆給水・給食班によるアルファ化米のデモンストレーション

9：30

■「ヒント集を活用した避難所運営訓練」
運営委員会

当日プログラム
時 間

◆「女性配慮班」
では
避難所において、妊産婦や乳幼児には保健上の配慮が必要です。必要に応じて妊婦や母
子専用の休養スペースの確保と衛生面での環境を整える必要があります。そこで、母子
空間の休養スペース、おむつ交換スペース、授乳スペースなどの設営及びロールプレイ
による訓練を実施しました。

＊この間、中学生は中学生 ・避難者の把握 ・一般避難所設 ・女性配慮、要 ・アルファ化米
・情報掲示板づ 営
援護者スペー の炊出し
防災教育プログラム
くり
・共有スペース スづくり
・炊き出し会場
（Ｐ7参照）
・避難者サイン づくり
・洗濯物干場の の準備と下準
「災害から生命を守る
・物資配給コー 設置
備
～中学生にできること～」 の設置
ナーの設置
・阪神淡路大震災以降進む
防災教育について
・東日本大震災での教訓
・シミュレーションクイズ
・今日の訓練ポイント
・班分け

訓練参加者
時 間
8：30

事前に１回の打合せ会議を実施。男女共同参画の視点に立った避難所の必要
性について事前学習を行う。事前学習ではDVD「安心できる避難所づくり」
及び「男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓練ヒント集」を活用す
る。訓練内容の確認、班分け、班別訓練の打合せ、訓練に必要な準備物につ
いての検討。
運営委員（10～20人）
、当日参加の運営者（40～50人）
訓練内容

総務・情報班 物資・施設管理班 要援護者・衛生班

給水･給食班

◆運営委員集合：避難者カードの記入、受入準備

9：00

◆班別打合せ・準備

9：30

◆当日参加者集合
・受付時避難者カードの記入
◆オリエンテーション
①あいさつ ②運営委員の紹介 ③今日の全体の流れの説明
④ミニ講演 ・安心避難所づくりのポイント
・DVD「安心できる避難所づくり」視聴(10分)
・当日参加者の班分け
◆給水・給食班によるアルファ化米のデモンストレーション

10：40

◆班別訓練

当日参加者の受付

空間づくり

備品の確認

調理室の準備

・避難者の把握 ・一般避難所設 ・女性配慮、要 ・アルファ化米の
援護者スペー 炊出し
・情報掲示板づ 営
・食事の配食方法、
くり
・共有スペース スづくり
・洗濯物干場の ごみの処理につ
・ルール検討
づくり
いて検討
・物資配給方法 設置
についての検 ・コーナー掲示 ・ごみ箱の作成及
び配食場所の設
討
営、準備

10：30

中学生も各班に分かれて
訓練

11：15

◆全体訓練
①避難所見学 ②物資配給 ③配食 ④食事 ⑤班別発表（実施内容及び工夫したこ
と）⑥食事の後片付け ⑦健康体操 ⑧避難所閉鎖による片づけ ⑨アンケート記入
⑩閉会のあいさつ

12：00

◆全体訓練
①配食 ②食事 ③班別発表（実施内容及び工夫したこと）④物資の配付 ⑤食事の後
片づけ ⑥避難所見学 ⑦アンケート記入 ⑧避難所閉鎖による片づけ ⑨健康体操
⑩閉会のあいさつ

12：00

◆運営委員による片づけ（12：30解散）

13：10

◆運営委員によるふりかえり（14：10 解散）

・ルール検討 ・数の少ない救 ・毛布タンカ体 ・給水作業
援物資の配布 験
・ごみ処理の検
方法について ・要援護者、女 討とごみ箱の
の検討
性配慮支援体 作成
験
・配食準備

▼柱 ―大切にして取り組んだこと
①２本の柱

目

（イ）人材育成―地域人材育成事業プログラム

的

①男女共同参画の視点を取り入れた防災意識の醸成
②女性リーダーの育成

◆女性地域リーダー養成研修（平成25 年度、26年度実施）
講座タイトル 「女性のための防災力ＵＰ講座」
内容：防災における男女共同参画の視点の必要性及び女性の参画が語られている
が、女性リーダーの担い手はまだまだ少ない。また、女性自身も固定的性別役割分
担意識にとらわれ、「女は意見を言ってはいけない」と思っている人も多い。その
課題解決のためには平時における学習による意識改革とスキルの習得が必須。女性
が持つ潜在的能力をブラッシュアップし、論理的に意見を言える女性を育成。日常
における地域コミュニティのリーダーになれる女性を育成することで、災害時、避
難所運営等の女性リーダーとなることを目的とす
る。
プログラム（平成26 年度）
①ワークショップ「みんなのための避難所づくり」
②日常からの取組みが大切です
③DVD視聴「安心できる避難所づくり」
④コミュニケーション講座「発信力を身につけよ
う」（ロジカルシンキング）

◆学びの場「地域防災教育」（平成25 年度、26年度実施）
講座タイトル「地域防災力ＵＰ講座～防災に男女共同参画の視点を～」

（平成25年度）
◆
「災害トレーナー養成研修」
講座タイトル「学んで考える災害支援の大切なこと～あなたの力が
生かせる地域防災づくり～」

内容：男女共同参画社会づくり、町内会、自主防災組織、市民団体、地域防災活
動、医療・福祉、教育などの専門分野で働いている方、活動している方を対象に、
災害時に男女共同参画の視点を持って、活躍できる担い手の育成を目的とする。
【１日目】
①災害と男女共同参画・多様性の配
慮に関する課題
②防災・復興政策における男女共同
参画の視点
③ワークショップ「もしもあなたが
避難所リーダーだったら？」
④まとめ・ふりかえり

【２日目】
⑤要援護者が直面する災害時の困難と対
策
⑥地域での取組み・実践のためにⅠ
⑦地域での取組み・実践のためにⅡ
（地域資源について学ぶ、取組みイ
メージを話し合う）
⑧修了式

＊プログラム提供：東日本大震災女性支援ネットワーク（平成25年時点）

（訓練の導入として重要）
◆避難所運営訓練時における
「ミニ講演」

訓練に初めて参加する方にとっては、
男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓
練の目的や具体的なイメージをつかんで望むと、
理解度が向上し効果があがります。
避難所運営訓練はなぜ
大切なの？

避難所運営訓練のポイ
ントは？

避難所運営委員会って、
何？

DVD「安心できる避難所づ
く り」視 聴 で、訓 練 の イ
メージづくり。
「多 様 性 配 慮」
「女 性 リ ー
ダ ー」の 必 要 性
についての理解
が深まります。

運営委員会の
「班編成」
をしま
しょう！

プログラム
①あなたは避難者です「避難者カード」の記入
②DVD視聴「安心できる避難所づくり」
③多様性配慮の避難所づくり
④イラスト教材でシミュレーション
⑤日常からの取組みが大切です

▲人材育成の講座の際も、
避難所グッズ類を展示し、
臨
場感を味わってもらう

今日の災害の設
定と状況を説明

内容：平成24年度に制作したDVD「安心できる避難所づくり」を活用しながら「防
災と男女共同参画」をテーマに、避難所における男女共同参画の視点の必要性と、
その具体的取組みを学び、今後の防災活動に役立てる。

▲女性人材育成講座では
「ロジカル」
な発言ができるス
キルの習得を

班別に、簡単な自己
紹介をして、まず「生きて
てよかったね！」と確認し
てから、訓練スタート。
仲間づくりが大切です。
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▼柱 ―大切にして取り組んだこと
②平成26年度「避難所運営訓練を通した地域コミュニティ再生事業」一覧
一連の取り組み内容についてはホームページで詳しく紹介しています。

開催地域／実施日

おいらせ町（8/3）

青森市原別地区（8/17）

階上町（9/5）

三沢市立第五中学校区（10/5） 八戸市小中野地区（11/15）

行政単位（市町村）

公民館単位

行政単位（市町村）

中学校区単位

公民館単位

訓練名

避難所運営訓練を通じ、地域における 避難所運営訓練を通じ、地域における ヒント集を活用した避難所運 ヒント集を活用した避難所運 ヒント集を活用した避難所
中学生の係りを学ぶ <詳細はＰ５>
中学生の係りを学ぶ
営訓練 <詳細はＰ6>
営訓練
運営訓練

訓練の特徴

・「男女共同参画の視点」を取り入れ ・原別地域まちづくりを進める会とし ・運営委員は地域人材育成講 ・市の総合防災訓練と同時開 ・小中野地区は、自主防災
た避難所運営訓練は３年目。
て、平成24年から地域づくりに積
座受講者で組織。
催。広報広聴課（男女共同
組織、町内連合会が中心
・要援護者や妊産婦等のロールプレイ
極的に取り組んでおり、これまでも ・総務課（男女共同参画担当
参画担当課）が窓口とな
となり実施。地区内避難
を実施した。
小学生の防災キャンプ、地域の避難
課）が中心となり実施。保
る。これまでは避難所受付
所は公民館、小学校、中
・企画財政課（男女共同参画担当課）
訓練の実施など防災に関する取組み
健師も参加。
体験や物資配布などの訓練
学校、中央高校、教育セ
及びまちづくり防災課が中心となり
を積極的に実施している。
は実施したことがあるが、
ンターの５か所あり、今
実施。町職員も避難者役として訓練 ・地域に住む消防や県警職員が、地域
避難所づくりや運営訓練は
回は公民館で訓練を行っ
に参加。
住民として活動に参画している。
初めて。
た。
・校長自らが運営委員として参画する
・会場となる三沢市立第五中 ・八戸市の避難所マニュア
など、地域と学校の連携が良好。
学校区は沿岸部ではないた
ルを活用しながら訓練を
め、住民の危機意識は低
実施した。
い。

参加人数

112人

キーパーソン

山﨑 斉 さん
大坂美保 さん
過去２年間の訓練の際に運営委員とし 過去２回、当実行委員会で実施した避
て、経験済み。
難所体験及び訓練に委員として参画し
た。平成26年度当実行委員会委員。

運営委員会組織設
立に向けて

・町が中心となって、自主防災組織に ・原別地域まちづくりを進める会が地 ・過去、２年間実施した地域 ・会場となる三沢市立第五中 ・ 連 合 町 内 会 を 中 心 と し
声掛け。町広報誌で一般公募も行っ
域住民に声掛けをし、運営委員会を
人材育成講座へ参加した人
学校区内の自主防災組織と
て、各町内会に声掛けを
た。
組織。
から選出。
学校関係者及び市職員。
して組織。

90人

運営委員（14人）
・自主防災組織
・民生委員
運営委員の人数及
・県防災士会
び背景
・一般公募

62人

運営委員（17人）
・原別地域まちづくりを進める会
・近隣小中学校ＰＴＡ、おやじの会
・町内会会長
・東中学校校長、養護教諭
・県防災士会

・地域人材育成講座受講生は数名であ ・運営委員の中の数名が、受講。
るが、3年前から事前ワークショッ
運営委員の地域人
プを数回開いて避難所運営訓練に取
材育成講座等への
り組んでいることから、男女共同参
参加状況
画の視点を取り入れた防災訓練につ
いての理解度は高い。

90人

93人
森 喜明 さん
小中野公民館長及び当実行
委員会実行委員（Ｈ25、
26年度）。

運営委員（11人）
・自主防災組織会長
・婦人会
・赤十字奉仕団
・ほのぼの交流協力員
・民生委員
・女性消防クラブ

運営委員（21人）
・町内会役員
・市職員
・第五中学校教職員
・市教育委員会

・地域人材育成事業講座に2 特になし
年間町として取組み、受講
者が運営委員になってい
る。

運営委員（15人）
・町内連合会
・自主防災会
・町内会役員

・７月に地域人材育成事業
を実施。運営委員の半数
が受講。
・平成25年度実施の災害
トレーナー養成講座受講
（2人）。

・おいらせ町立百石中学校3年生
・青森市立東中学校1年生から3年生
・地域人材育成事業講座受講 ・三沢市立第五中学校1年生
当日参加者の運営 ・おいらせ町職員（避難者役として参 ・民生委員、ＰＴＡ関係者及び地域住
生を中心とした地域住民
者
加）
民
・自主防災組織、民生委員など

・町内会役員、自主防災会
役員、民生委員など

あり（＊要援護者として、ろうあ者の なし
避難者役の参加者 方参加）

事前打合せ会議

ふりかえり

なし

なし

あり(地域住民）

〈２回〉
◆第１回打合せ会議
・自己紹介
・訓練目的・内容の説明
・事前学習
・当日の訓練内容、空間の利用方法、
スケジュールの提示、班編成。
◆第２回打合せ会議
・訓練内容の確認
・班別会議(訓練内容、準備物）
・各班発表

〈２回〉
◆第１回打合せ会議
・自己紹介
・事前学習
・目的と課題の提示
・訓練内容の概要
・班分け
◆第２回打合せ
・ミニ講演（石井布紀子コーディネー
ター）
・訓練実施内容の概要説明
・当日のスケジュール説明
・班分け、打合せ

〈１回〉
◆打合せ会議
・自己紹介
・避難所運営訓練について
・班別訓練の内容説明
・班分け
・タイムスケジュール、準備
物の説明
・各班打合せ

〈１回〉
◆打合せ会議
・自己紹介
・事前学習
・避難所運営訓練について
・班分け
・訓練内容とタイムスケ
ジュールの説明
・準備物の確認
・各班打合せ

〈１回〉
◆打合せ会議
・自己紹介
・事前学習
・訓練内容の説明と準備に
ついて
・施設の活用方法について
・運営委員会及び活動班の
設置
・訓練内容及び準備物の確
認
・各班打合せ

9/30

9/6

訓練終了後、実施

訓練終了後、実施

訓練終了後、実施

実施

実施

小山内世喜子（あおもり被災地の地域 石井布紀子（NPO法人さくらネット代 小山内世喜子（あおもり被災 小山内世喜子（あおもり被災
コミュニティ再生支援事業実行委員会 表理事）
地の地域コミュニティ再生支 地の地域コミュニティ再生支
ファシリテーター 委員長）
＊中学生プログラムは河田のどか、兼 援事業実行委員会委員長）
援事業実行委員会委員長）
＊中学生防災教育は河田のどか、兼田
田奈津子（NPO法人さくらネット）
奈津子（NPO法人さくらネット）

小山内世喜子（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委員
長）

・もとより町内会等の組織や地盤が ・将来、地元を支える立場になる中学 ・運営委員全員が人材育成講 ・事前打ち合わせ会議の事前 ・災害時の避難所として設
計された公民館において
学習会の実施により、男性
座等に参加していたので、
生と一緒に取り組むことで、地域に
しっかりしている地域であるが、ろ
避難所運営訓練が行わ
が給食・給水班に興味を
男女共同参画の視点に対す
おける中学生の力への期待と次世代
うあ者の方の参加や要援護者への
れ、特性を活かした空間
持ったことや、要援護者・
る理解があり、事前打ち合
リーダーの育成の必要性が高まっ
ロールプレイの実践により、互いに
づくりができたことは、
女性配慮スペースづくりで
わせ等でも非常に積極的に
た。
協力し合う関係づくり、また思いや
災害時のスムーズな避難
男性が積極的に関わり、発
話し合いがなされ、当日も
りをもって接することの大切さに気 ・運営委員長に女性が満場一致で選任
所設営・運営に向け、大
言した。
リーダーシップを発揮でき
されたこと。町会長から「男女共同
づく機会になった。
成果の特徴
きな経験となった。
・総合防災訓練のようにシナ
た。
参画の必要性、大切さ」が語られる
・アイディアが次々と出るなか訓練は
＊中学生の成果に
リオがあり、物資や必要な ・今後、災害が発生し避難
・東日本大震災の被災者であ
ようになった。
進み、「男女共同参画を取り入れた
ついてはＰ7～9
所運営が必要になった場
備品が十分用意された中で
り、避難所運営を実際に
避難所運営訓練」が自然体の中で実 ・以前から学校と地域の連携が良好な
参照
合、いかに多くの方々の
の訓練と違って、自らの創
行った行政区長が運営委員
地域であったが、今回の訓練でより
施されていた。
協力が必要か、日ごろか
意工夫で安心できる避難所
長を務め、そのリアルな言
一層、連帯感が強化された。また、
・男性の中に「女性リーダー」の必要
らの訓練、継続、備えが
づくりをしたことは、災害
葉に重みがあった。また、
事前打ち合わせが十分に取れなかっ
性の理解が進み、地域で女性リー
重要かに気づいた。ま
時の大きな力につながるこ
訓練当日の挨拶の中でも、
たにもかかわらず、各リーダーが普
ダーを育成しようとする動きがみら
た、災害時には、自助・
とが理解できた。
男女共同参画の視点の必要
段から地域活動に積極的な人たち
れる。
共助が大切であることが
性を語った。
だったことで、主体的かつスムーズ
認識できた。
な運営ができた。

東日本大震災時の
被害状況及び避難
所開設（「東日本
大震災 平成23
年3月11日ーその
記録と記憶ー」よ
り。青森県発行）

〈おいらせ町〉
津波被害あり、全壊23世帯、半壊46
世帯、一部破損76世帯。3月11日に
は、沿岸地域1,451世帯4,185人に避難
勧告、13施設が避難所として開設。3
月26日全避難所閉鎖。

〈青森市〉
津波警報。3月11日、陸奥湾沿岸部
31,118世帯、68,862人に避難指示。28
施設が避難所として開設。最大避難者
数1,853人。３月12日解除。

〈階上町〉
津波被害あり、全壊14世
帯、半壊９世帯、一部破損
33世帯。人的被害として、
震災関連死で１人死亡。3月
11日には、JR八戸線より海側
地域427世帯1,247人に避難指
示（勧告切替）、３施設が避
難所として開設。3月17日に
は全避難所が閉鎖。

〈三沢市〉
津波被害あり、全壊15世
帯、半壊26世帯、一部破損
53世帯。人的被害として、
２人死亡。3月11日沿岸全域
828世帯2,160人に避難勧告、
11施設が避難所として開
設。3月13日には全避難所が
閉鎖。

〈八戸市〉
津波被害あり、全壊264世
帯、半壊623世帯、一部破
損851世帯。人的被害とし
ては、1人死亡、1人行方
不明。3月11日には沿岸地
域12,859世帯、29,857人に
避難指示、80施設が避難
所として開設。4月30日全
避難所閉鎖。
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▼実践例 ―住民主体、中学生の取組み
①避難所運営訓練を続けて３年。
おいらせ町の取組み（青森県上北郡おいらせ町）
○特徴
事前ワークショップを数回開いての「男女共同参画の視点」を
取り入れた避難所運営訓練は３年目であり、Ｐ（Plan）D（Do）C
（Check）A（Action）サイクルで実施した成果が住民主体の避難
所運営訓練の実施につながっています。今年度はあわせて、地域
の中学生などの若い世代と一緒に訓練に取り組むことで、世代間
交流、地域コミュニティの再生につなげることを目的としました。
○実 施 日 平成26年８月3日（日）
○参 加 者 112人（大人69人、中学生43人）
○訓 練 会 場 おいらせ町立百石中学校体育館 など
○運営委員長 山﨑 斉（上新町自主防災組織会長）
○運 営 委 員 14人（男９人、女５人）
○ファシリテーター
小山内世喜子（あおもり被災地の地域コミュニティ再生支援
事業実行委員会委員長）
○中学生防災教育ファシリテーター
河田のどか、兼田奈津子（NOP 法人さくらネット）

Do

住民主体での
訓練の実施

Check

Plan

訓練実施後の
ふりかえり

次年度

Action

改善策等を検討

「Check」でふりかえりをし、成果や今後に向けた課題を出し合
い、
「Action」で次のステップに向け、改善策や意見を出し合い、
次年度の訓練に生かしてきました。

年度訓練内容

事前ワーク
シ ョッ プ 等
で「学ぶ」
「知
る」
「考える」
を繰り返し
重ね、計画を
立てる

委託事業「男
制づくり事業
女共同参画地
」として、青
域防災体
森市・おいら
所体験」を青
せ町で「避難
森県男女共同
参画センター
ASTAC・G が
指定管理者
実施）

平成

P D CAでブラッシュアップしていく訓練内容

青森県おいら
せ町は人口25
,194人（2010
現在）。東日本
年３月
大震災では津
波
の
高さ：百石漁港
7.5ｍ、深沢は
で
8.8m。被害状
況は人的被害
症者１名、軽傷
として重
者２名。住家被
害153件、非住
害157件。避難
家被
対象世帯が1,45
1世
帯4,185人。避
状況は避難所
難
箇所数13か所
、町内避難所開
21日。
設日数
おいらせ町で
の避難所体験
・運営訓練は
年 度 から ス タ
平成24
ート（＊１）し
、
本 年 で３回目
施。町の男女共
の実
同参画担当課
及び防災担当
断的取り組みで
課が横
実施してきまし
た。
避 難 所 体 験・
運 営 訓 練 を実
施 するにあた
は、平成24年度
って
は３回の事前ワ
ー
クショップとふ
かえり。平成25
り
年度、26年度に
ついては、２回
前ワークショッ
の事
プとふりかえり
を実施し、PDCA
イクルも取り入
サ
れました。
おいらせ町で
男女共同参画
の視点を取り
避難所体験・運
入れた
営の参加者は
の
べ484人。
（＊H24年度は
青森県

26

８：30
９：00
９：30
10：30
11：30
12：30

運営委員集合
全員集合
班別訓練／
中学生防災教育プログラム
中学生と一緒の班別訓練
全体訓練
訓練終了

要援護者・女性配慮班のロールプレイ
「ヒント集」の「被災者の不安を和らげる聞き
取りシート」を活用し、受付時の要援護者の誘
導や聞き取り訓練を実施しました。妊産婦や要
援護者役は役場職員が担当。また、ろうあ者の
方が参加してくださり、その立場からの感想も
いただきました。

平成25年度 「避難所運営訓練」
・避難所運営の推進役を担うリーダーの育成と避難所空間づ
くりと多様性配慮の視点に立ったスペースづくりを目的と
した訓練。
（成果：住民の共助力が高まった。多くの住民
が安心避難所について学んだ）
平成26年度 「避難所運営訓練」
・運営訓練のバージョンアップとして、ヒント集を活用しな
がら、要援護者等の受け入れのロールプレイの実施。将来、
地域を支える中学生と一緒に訓練に取り組む。
（成果につ
いてはP４参照）
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▲

平成24年度 「避難所体験」
・コーディネーターの指導の下、安心できる避難所を作りな
がら、体験する。
（成果：男女共同参画の理解や多様性配
慮の必要性の理解につながる）

認知症の避難
者に聞き取り
をする中学生

〈感想〉
・認知症がある人の役をして、認知症の人の気
持ちがわかった。
（運営委員）
・次に災害がおきたときにどう避難すれば良い
のかを理解することができた。
（中学生）
・要介護者や障害者の方がどのような生活を希
望されているかを把握できた。
（運営委員）
・ロールプレイをすることで、認知症や妊婦、
車いす利用者などの避難者も来ることがわ
かった。（運営委員）

▼実践例 ―住民主体、中学生の取組み
②人材育成事業から避難所運営訓練に
つなげた取組み（青森県三戸郡階上町）
○特徴
「地域人材育成事業」の受講生から11人が避難所運営委員とな
り、ヒント集等を活用しながら、避難所運営訓練の中心となり実
施。
○実 施 日 平成26年９月５日（金）
○参 加 者 62人
○訓 練 会 場 ハートフルプラザはしかみ ホール、調理室
○運営委員長 中田兼雄（大蛇地区行政区長/被災者）
○運 営 委 員 11人（男４人、女７人）
○ファシリテーター 小山内世喜子（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委員長）

２年間リーダーの育成に
取り組む
平成25年度
○女性地域リーダー養成研修（２日間）
参加者 延べ71人
○学びの場「地域防災教育」
参加者 25人
平成26年度
○女性地域リーダー養成研修
日 程 ８月20日
（水）
参加者 28人
○学びの場「地域防災教育」
日 程 ８月21日
（木）
参加者 21人
＊内容詳細はＰ２参照

「学ぶ」
「知る」
「考
える」を２年間かけ
て実施したことで、
充実した「体験」に
つながった。
前日

訓練の実施
会場へ使用備品の搬入に運営委員も集合。
翌日の会場下見と受け入れ準備。

8：30

8：30 運営委員集合
当日のみの運営者を受け入れるための準備
（８：30～９：30）
・総務・情報（当日運営者の受付）
・物資・施設管理班（全体レイアウトに沿った空間づくり）
・要援護者・衛生班（備品関係の確認と移動）
・給水・給食班（調理実習室確認）

9：30

９：30～10：20
◆オリエンテーション
・運営委員長あいさつ
・運営委員、班長及び参加者紹介
＜ミニ講演＞
・安心避難所づくりのポイント
・ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」視聴(一部)
・当日参加者の班分け
◆アルファ化米のデモンストレーション

10：20

10：20～11：50（班別訓練）
・総務・情報（避難者把握、情報掲示板、ルールづくり）
・物資・施設管理班（一般避難所、生活スペースづくり、
救援物資の配布訓練）
・要援護者・衛生班（要援護者・女性配慮スペース、
洗濯物干場）
・給水・給食班（炊出し、配食の仕方・ごみ処理の検討）

11：50

11：50～13：00（全体訓練）
・昼食の配食
・食事（途中班別発表）
・食事の片づけ
終了後、運営委員によるふ
・避難所見学
りかえりワークショップの
・アンケートの記入
実施。
・避難所閉鎖による片づけ
・健康体操、閉会の挨拶

平成26年 訓練のための
打ち合わせ会議

平成26年８月25日(月)
10：00～12：00
運営委員 11人（男４人、女７人）
内容
・避難所運営訓練についての概要説明
・東日本大震災における、階上町被災
者による体験談
・班別訓練の内容説明とタイムスケジ
ュール
・班分け
・訓練準備物について
・各班打合せ
など

青森県階上町
は人口14,741
人（2010年３
在）。 東 日 本
月現
大震災では太
平
洋
沿岸部が津波
被害を受け、
の
全壊14世帯、
半壊９世帯、
33世帯。３月
一部破損
11日には427世
帯1,247人に避
示が出され、
難指
３施設が避難
所
として開設さ
した。
れま
階上町では、
平成25年度か
ら町の男女共
画担当課（総
同参
務課）と実行
委
員会が連携し
「防災に男女
、
共同参画の視
点を取り入れ
育成」に取り
た人材
組みました。
地域の自主防
災組織やほの
ぼの交流協力
女性消防団、
員、
婦人会、赤十
字
奉
仕団、民生委
などに声掛け
員
をし、２年間
で の べ 21 8人
講。平成26年
が受
「避難所運営
訓練」参加者
が人材育成研
の多く
修を受講済み
。

日時

13：00 ～ 14：00

13：00
14：00
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▼実践例 ―住民主体、中学生の取組み
③避難所運営を通じ、地域における
中学生の係りを学ぶ
かかわ

東日本大震災では、中学生や高校生が持っている力を生
かし、地域のためにできることを一生懸命に取り組んでい
る姿が見られました。
また、男女共同参画の視点を取り入れた防災教育（避難
所運営訓練）は人権や命の大切さなどについても学ぶこと
ができます。
実行委員会では、平成24年度、25年度と実施してきた
青森市、おいらせ町での男女共同参画の視点を取り入れた
避難所運営訓練の経験を活かし、地域住民が主体となり、
中学生と一緒に避難所運営訓練に取り組みました。

（ア）中学生防災教育プログラム紹介
８：30
９：00
９：30

運営委員集合
中学生も含む全員集合
班別行動/中学生防災教育プログラム

10：30
11：15
12：30

中学生も含む班別行動
全体訓練
訓練終了

＜中学生が訓
練に参加する
意味＞
＊学校をよく
知る中学生は
避
難所を
支える力にな
る
＊将来、地域
を支える大人
になる！
・地域をもっ
と好きになる
・世代間交流
につながる

・自分の役割

を見つける

・災害・防災
について学ぶ
・男女共同参
画についての
理解

①考える力
②判断し行動
する力
③生き抜く力

「災害から命を守る～中学生にできること～」プログラム（60分）
①導入（15分） 命を守った中学生の取組み
②シミュレーションクイズ（25分）
③まとめ
講師：河田のどか、兼田奈津子（NPO法人さくらネット）

シミュレーションクイズ
＊想定 （青森市立東中学校の場合）
「この学校は海から約１㎞、海抜約９m
みんなは“津波がくる”エリアにいるという想定です。」
＊発災直後の動きをシミュレーションしよう。
①『自分がどうするか』を考えます。
②番号を選んだ理由をグループで共有します。
③シートにどんどんメモします。

例えば、下記のような質問をしました。
Ｑ．朝5時46分。家で寝ていたら、すごく大きな音がして飛び起き
ました。すると、震度７の地震が起きていて、家中が揺れていま
す。あなたはどうしますか？
①文句を言う ②走って逃げる ③家屋が壊れるか、落下物はどこ
から来るか、確認しながら、ケガから身を守るために動く。机の下
や安全な場所でじっとする。
Ｑ．朝6時3分。発災から15分。あなたは小さな子ども、子どもの
お母さんやお家の人と高台に避難しています。すると、おじいさん
とおばあさんがしゃがみこんでいました。「わしらは逃げん。死ん
でもいい」と言っています。あなたは、どうしますか？
①むかつく。仕方ないので自分たちだけ逃げる ②「時間がないで
す。一緒に逃げましょう」と声をかけ、説得できるまで側にいる
③「あそこに逃げない人がいます」と大人に伝える

〈感想〉地域との交流の観点から
・避難所づくりに参加し地域の方々と交流を深めながらみんなで協
力して助け合うことの大切さを改めて学びました。この経験を生
かして、避難所生活にもしなったら、積極的に働きたいなと思い
ました。すごくいい経験ができました！（中学3年生）
・中学生の一生懸命さが伝わって頼もしく感じた。（運営委員）
・中学生と一緒の活動は、学ぶ点も多く、今後も続けてほしい。
（運営委員）
・中学生がいろいろな意見を出してくれて動いてくれたので、良
かった。（運営委員）
・訓練後、野球部の生徒から「おじいちゃん、おばあちゃんたちと
一緒に取り組めて良かった」と声をかけられた。（運営委員）

▲グループに分かれて、シミュレーションクイズ
に取り組む中学生。机の上には東日本大震災時
の被災状況の写真を置き、イメージづくり。

〈感想〉中学生防災教育プログラムに

参加して
・同じ中学生が市民のために自分は何ができるの
か考えて、実行していることがすごいと思った。
・中学生が率先して避難することで、たくさんの
命を助けられたことはすごいなと思った。
・他人を助けるために、自ら「命」を落とすこと
もある。自分の命を守るためにも、自らも気を
付けないといけない。
・災害があった時に、中学生がすごく大事な役割
を果たしていることがわかった。
・想定にとらわれてはいけないというのと、ス
ピードが大事ということがわかって良かった。
・クイズは班でやったから、みんなが避難する時
にどうするのかわかったし、ゲーム形式だった
から楽しかった。

▲訓練の最後は地域の人と一緒に健康体操

7

給水・給食班の訓練手順について地域の
人たちと打ち合せ（百石中学校）

▼実践例 ―住民主体、中学生の取組み

▼

（イ）地域住民と一緒の訓練紹介
８：30

運営委員集合

９：00

中学生も含む全員集合

９：30

班別行動/中学生防災教育プログラム

10：30

中学生も含む班別行動

11：15
全体訓練
12：30
訓練終了
＊具体的な訓練内容についてはP1 参照

避難所のルールを
発表する百石中学
校の田中志織さん

Ｑ．班別訓練、感想と気づいたことは？（中学生アンケートより）
〈総務・情報班〉

・みんなでいろいろな意見を出し合い、話し合いながらルールをつ
くることができた。
・ルール次第で、どのように避難所が快適に過ごせるか決まるとい
うことを初めて知った。
・避難者の気持ちなどを考えなければならないので、難しかった。
〈物資・施設管理班〉
・配布するものの数が、現場にいる人の数よりも少ない時、どう分
ければよいか難しかった。工夫が大事だと思った。
・物資をどうやって分けるかが避難所にいる人の命に関わるという
ことを知り、仕事の重要性を感じた。
〈要援護者・女性配慮班〉
・体調が良くない人等が過ごしやすい空間や位置などを考えながら
スペースづくりをしなければならない。
・避難所ではマスクと歯ブラシが大切とわかった。
・配慮スペースづくりでアイディアを出して、役だったことがうれ
しい。
〈給水・給食班〉
・震災時の水の大切さがわかった。
・家での手伝いも大事だと思った。
・配食は協力が大事。みんなで協力して最後まで責任をもって仕事
をこなせて良かった。

Ｑ．今回の避難所運営訓練で「大
切だと思われる点」は？
男女共同参画の視点から
（中学生アンケートより）

・男女問わず「人」が協力し合うことが大
切。
・トイレでの配慮が大切だと思うので、工
夫がもっと必要。
・子ども連れの方を優先したり、お年寄り
の方に気を配ることが大切だと思った。
・昔から男女の差別は大きいものだった
が、防災対策を通じて、仕事を共有して
いくことの大切さを学んだ。
・男女共同参画を考えた時、一人一人にど
ういうことに気を付けたら良いのか考え
ることができた。
・プライバシーを守るためにも、衝立は必
要だということがわかった。
・着替えのスペースや赤ちゃんがいる人の
ためのスペースが大切だということを確
認できた。
・人それぞれが必要とするものが違うとい
うことを考えて行動することが大切。

安全で安心な社会づくりに貢献する『共助・公助」の気持ちで行動できた
おいらせ町立百石中学校

教頭 工藤年浩

東日本大震災から３年が経過し、国や自治体による復興や防災・減災対策が進められています。学校現場におい
ても、平成24年３月に「学校防災マニュアル作成の手引き」、平成25年３月には「『生きる力』を育む防災教育の展
開」が文部科学省から全学校に配布され、発達段階や地域の実情に応じた効果的な防災教育を実践することが求め
られています。そして中学校では、「知識、思考・判断」、「危険予測・主体的な行動」、「社会貢献、支援者の行動」
の３つの能力と技能を身につけることが求められています。しかし、授業や行事などの教育活動では、それらの能
力や技能を身につけさせる時間が不足している状況です。
８月３日(日)、本校３年生43名が参加し避難所運営訓練が行われました。当日は、総務・情報、給水・給食、物
資・施設管理、要援護者・衛生の４つの班に分かれて避難所を設営するなど実践的な活動をしたり、大地震や津波
があった場合にどのようにすればよいか考えさせる演習をするなど、いろいろな方々との連携、協力を通した貴重
な時間となったと思います。そして、この訓練から次の成果が挙げられると考えております。
最初に、実践的な活動を通して、自ら危険を予測し、回避するための「主体的態度」のみならず、地域の支援者
として安全で安心な社会づくりに貢献する「共助・公助」の気持ちを持ち、行動できたことが最も大きいところで
した。自分たちの頑張りを、学校行事や地域行事等でしか発揮できない生徒たちにとって、中学生の力も必要なん
だと感じてくれる人がいたということは、何よりも得難い経験だったと思います。
次に、震災時のことをシミュレーションすることで、実際に震災があった場合に自分で判断し、行動する力を育
むことができたのではないかと考えます。さくらネットの河田さんをはじめ、もしものことが起きた場合に、自分
の意見をグループの意見と対比させながら進められる演習は、学校ではできない実践的なものであったし、生徒一
人一人の知識や理解を深めるという点でも貴重なものでありました。
最後に、今回の避難所運営訓練を通して、生徒の新たな一面をたくさん見ることができました。自分を表出する
ことがあまり得意ではない者でも、自分ができることは何か、今やらなければいけないことは何か、周りの人にお
願いできることは何かなどを、判断・行動している姿を見られたことがとてもよかったです。これからも、将来を
担う人を育成するために、学校と関係機関が連携していくことが大切だと感じました。
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▼実践例 ―住民主体、中学生の取組み
（ウ）中学生にとっての避難
所運営訓練（成果）

文化祭で体験を発表（10月18、19日青森市立東中学校）

地域のみなさんと一緒に取り組んだ中学生に、
満足度を聞きました。
対象：おいらせ町立百石中学校3年生(43人)、青
森市立東中学校1～3年生(40人)、三沢市立第五
中学校1年生（52人）

Q．性別

女性
46％

男性
54％

Q．避難所運営訓練に参加していかが
でしたか？

99％が「大変満足」「満足」
と回答
少し不満1％

満足
38％

不満0％

大変満足
61％

「避難所運営を通じ、地域における
中学生の係りを学ぶ」
事業に参加した生徒たちは、はじめての経験でたくさんのことを
学ぶことができました。その貴重な経験を、発信したいという想い
で、文化祭の保健委員会のテーマ展示「おもいやり」に取り組みま
した。「感想文」や「安心・安全な避難所づくり」「トイレの問題」
のパネル展示、
「防災用品」の展示。そして、
「多様性配慮」につい
ての理解を深めるため、一番身近な高齢者の疑似体験も実施しまし
た。
私自身も初めて参加させていただき、改めて学校現場における防
災教育について、また養護教諭として実際にそのような場面に立ち
向かう時、何ができるのか、何をしなければいけないのかというこ
とを考えさせられました。とても貴重な体験をさせていただいたこ
とに感謝しています。
下記、生徒の感想をご紹介します。
○今まで身近に感じていなかったことを、たくさん体験することが
できました。特に大切だと思ったのは避難している人たちで班を分
けて仕事を分担することです。これは避難所づくりでとても大切な
ことで、これをすることによって健康に過ごすことができることを
学びました。また、男女共同で行うことが大切だと学びました。貴
重な体験をすることができたので、今後もし災害が起きたら生かし
ていきたいです。(３年女子)
（青森市立東中学校養護教諭 葛西秀子）

中学生のわたしたちにできること「地域住民とともに地域を支える一員に」
青森市立東中学校

校長 工藤宏明

８月17日、町会やＰＴＡ、民生委員をはじめとする運営委員の方々が主体となり、避難所運営訓練が本校
で実施され、40名の生徒が参加しました。生徒たちは、中学生防災教育プログラムなどのオリエンテーショ
ンの後、班別訓練において各班の運営リーダーとして参加し、当日参加の関係者などとともに訓練を実施す
ることができました。生徒たちは、参加したことに全員が大変満足または満足と答えているように、この避
難所運営訓練を通じて、地域との関わり、災害・防災について、自分の役割についてなど、多くを学ぶこと
ができたようです。
「災害があった時、中学生の力がとても大きいのだと感じた」「中学生は地域の役に立てること、地域の
人々に貢献できる人にならないといけない」など、多くの生徒がアンケートに同様の内容を記入しているよ
うに、中学生が災害時に大きな力を発揮できることを知るとともに、このことが地域住民に理解され、地域
住民と相互協力のもと活動していくことの必要性や避難所運営に欠かせない一員であることなどを再認識で
きたようです。
４つの班に分かれた班別訓練において、避難所でのルールを考えたり、物資を運んだり、生活スペースを
設営したり、炊き出しの手伝いをしたりという避難所開設に関わるいろいろな活動を実際に体験したことに
より、災害緊急時に自分たちができることや役に立つことなど、そして、自分たちが助けられる側になるの
ではなく、助ける側にならなければと、意識を変化できたようです。
また、本校の文化祭で、参加した生徒が体験したことのまとめを展示発表をしていましたが、全員のこと
を考えたルールづくりの難しさやゴミ処理・トイレなどの衛生管理の大切さ、プライバシーの確保、要援護
者や男女のニーズに配慮したスペースなどの多様性への配慮、男女がともに支え合い責任を分かち合って避
難所を運営することが必要であることなどをポイントとしてあげていました。（ P９参照 ）
訓練に参加したことや展示発表したことによって、災害・防災について、「中学生の私たちにできるこ
と」を生徒自身が具体的にイメージすることができたようです。そして、地域住民の一員として、
「自らの
命は自ら守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」という考え方に立ち、地域住民とともに地域を支えて
いってくれることを期待したいです。
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▼バックアップ ―実行委員会の支援
平成26年度の避難所運営訓練の目的は２つ。１つは平成25年に作成した「男女共同参画の視点を取り入れた
『安心できる避難所づくり』訓練ヒント集」を活用し、県内で避難所運営訓練を実施する地域を増し、経験者を
増やすこと。２つ目には、過去２年間の実績を持つおいらせ町、青森市で訓練内容のブラッシュアップを図ろう
とするものです。目的達成のため、市町村や地域の人たちが負担感をあまり持たず、より効果的な進め方ができ
るように、
「運営」及び「気づき」のバックアップとして、実行委員会では次のようなことをしました。

①運営のバックアップ
（１）
運営委員会の設置と打ち合わせ会議（事前学習）
の実施
①市町村及び実施地域との打合せ（キーパーソンへの依頼）
②運営委員の選出依頼
③運営委員会の開催準備

①事前打ち合わせ会議（7/10青森市）

（２）
訓練までのスケジュールの作成と提示
①運営委員との打ち合わせ会議〈写真①〉
（1回ないし、2回）
②準備物の現地調達物と不足分の確認と補充（購入）
③会場の下見と大まかな空間づくりのレイアウトの作成
④使用備品の搬入（前日）

②受け入れ準備

（３）
当日スケジュールの作成及び当日受け入れ準備
①運営委員及び当日参加の運営者の把握やこれまでの経験及び地域のニーズ
に応じた内容の組み立て
②（訓練当日）大まかな空間づくり。一般避難所の通路づくり。オリエンテー
ションでも使用する共有スペースにブルーシートを敷いておく。
〈写真②〉

③班別コンテナ

（４）
使用備品等の提供・貸出
①「ヒント集」P３に基づき、
「共通アイテム」
「要援護者スペース」
「一般避難
所」
「女性配慮スペース」など班別にコンテナ〈写真③〉に詰める。
②説明文付きコーナー掲示〈写真④〉及び認識ベスト〈写真⑤〉の貸出し
③炊き出し関係の材料の調達
④避難者カード、避難所ルール記入用紙などの準備

④コーナー掲示

（５）
他の専門機関の協力
①NPO法人青森県防災士会（＊以下、県防災士会）との連携。主に一般避難所
づくりの班に入っていただき、運営委員の補助的な立ち位置で訓練に参加。
〈写真⑥〉県防災士会の活動は地区制になっており、開催地の近隣の会員の
協力を得た。
⑤認識ベスト着用

Topics
トピックス

たかが班分け、されど班分け

Topics 事前学習の成果：固定的性別役割分担
トピックス

意識の解消

「自分の命は自分で守
る」。そのためには判断
力が大切です。どの班に
入るか、自分で決めま
しょう。自分で決めて、
自分で動くことが大事で
す。そして、年代、性別
などでバランスが取れな
かったとき、協力の姿勢
も大切。
▲「さあ、この班は女性が多いね。男女の
バランスも大事だよ」

⑥県防災士会の
協力

「炊出しは女性の役割」
から「男性もやってみよ
う」と意識の変化。
男女共同参画の視点を取
り入れた安心避難所の事
前学習の後、班分けをし
たところ、「給水・給食
班」のメンバーにたくさ
んの男性が立候補。
▲アルファ化米のデモンストレーション。男
性陣が頑張っていました。
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▼バックアップ―実行委員会の支援
②「気づき」のバックアップ
（１）
大切な
「事前学習」
や
「ミニ講演」
訓練前の「事前学習」

▼

打合せ会議での「事前学習」や訓練前のオリエンテーションでの
「ミニ講演」が「学ぶ」「知る」「考える」のプログラムとして大切な
役割を果たしています。
避難所運営訓練の目的は、地域住民が「安心避難所」の設営、運営
ができるようになることです。そのためには、なぜ、この訓練が必要
なのか理解し、実践に移ることが大切です。

「事前学習」プログラム
①避難所運営訓練はなぜ、大切なの？
②避難所運営訓練のポイントは？
③避難所運営委員会って何？
④避難所運営訓練のイメージづくり
（DVD視聴）
⑤今日の災害の想定とスケジュール
⑥今日の訓練の班編成は？
⑦班づくりをしましょう！

（２）
ファシリテーターがすすめる訓練
従来の防災訓練は防災の専門家がいて、
「指導」
するケースが多かったかと思います。しかし、
「男
女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓練」
は、東日本大震災における教訓を「学び」、課題意
識を持った後に、参加者全員が「考え」、意見を述
べ合いながら、訓練を進めていきます。そのスムー
ズな進行が可能になるための役割をファシリテー
ターが担います。

男女共同参画の視点をもったファシリテーター
がすすめる「避難所運営訓練」は
・男女共同参画の視点からみた避難所
の課題の提示
・臨場感あふれる場の設定

ファシリテーターがすすめる
一人一人
が考える

みんなで
合意形成

工夫し
ながら
実践

主体性が身につく＝達成感がある
（プラス新たな課題に気づき、課題解決のための
知恵や工夫が災害を乗り超える力となります）

「語りつぐ」から育む。地域の力！
石井

布紀子（N P O 法人さくらネット代表理事）

私は阪神淡路大震災によ
り 被 災 し、そ の 後、ボ ラ ン
ティア活動や防災活動に取
り組ませて頂いています。
災 害 発 生 時 に は、現 地 で
お手伝いをさせて頂きます。
時折、
「生命を守る地域の力
が発揮されている」と気づ
かされます。思わず手を合
わせ、感謝に包まれるなど、見えにくい地域の力を、
確かに感じて参りました。
いざという時、自然の猛威から生命を守り、暮らし
を取り戻す力は、日常に育まれると言われています。
そして、生命を守る力は「語りつぐ」ことから生
まれる、という考え方を知り、各地でのお手伝いを
続けてきました。
「語りつぐ」は２つ、
「さまざま被災
地の経験を語りつぐ」
「地域の言い伝えや伝統などを
語りつぐ」です。つまり、人と人が話し合い、ご自
分たちの暮らしや地域を見直すことで、その地域な
らではの防災力、減災力 ( 被害を減らす力 ) は生ま
れるのです。
できるだけ多くのみなさんが意見を出し合い、避
難所体験を行うこと。男女がつながり、資源がつな
がり、生活を支える力を高めること。集いの場が持
つ力を大切にすることが、ファシリテーターの役割
だと、喜びを持って関わらせて頂いています。

＊ファシリテーターとは
○会議の「進行役」
、
「コーディネーター」役
＜聞き出す＞ 会議のアウトプットを素晴らしいものとするために必要なインプットを会議の場に与え、それを順を追って話を展
開していく。必要なインプットとは、会議のメンバーの意見や知識、経験であり、それを会議の場に引き出すこと。
＜まとめる＞ 会議の主旨、メンバーの合意を得ながら会議の目的に沿わせてプロセスを作っていく役割。
＜合意する＞ 「聞き出し」と「まとめ」の繰り返しを通じて形成された共通認識について特に何が重要か、重点事項は何かを導
き、会議の目的を達成するために必要不可欠な意見を選択します。一番効果が現れると思われることは何かを選択
することがとても重要。
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▼成果①

３年間の避難所運営訓練、体験者が９か所で1,029人
事業名

平成24年度

避難所運営訓練を ■子ども防災教育
通した地域コミュ ９ / ８ 青森市
ニティ再生事業
10/22 おいらせ町
「学ぶ」
「知る」
「考える」
「体験」
地域人材育成事業
「学ぶ」
「知る」
「考える」

◆DVD「男女共同参画
の視点を取り入れた
安心できる避難所づ
くり」制作（＊１）

平成25年度

平成26年度

９/22 青森市
10/20 おいらせ町

■避難所運営を通じ、地域にお
ける中学生の係りを学ぶ
８/３ おいらせ町（百石中学校）
◆「男女共同参画の視点を取 ８/17 青森市(東中学校)
り入れた避難所運営訓練ヒ ■ヒント集を活用した避難所運
ント集」の作成
営訓練
９ / ５ 階上町、10/5三沢市
11/15 八戸市

避難所運営訓
練、体験者・
経験者
3 年 で 9 ヶ 所、
1,029人

■災害トレーナー養成研修
６/25～26 青森市
11/20～21 八戸市
■学びの場「防災教育」
７/17階上町、９/24、11/16
八戸市、11/26七戸町
■女性地域リーダー養成研修
９/４、12 おいらせ町
９/10～11 階上町

2年間15地域
で、425人が
「防災と男女
共同参画」に
ついて学ぶ

■学びの場「地域防災教育」
・７/19八戸市、８/21階上
町、９/14野辺地町
■女性地域リーダー養成研修
８/20階上町、11/26三沢市
11/27八戸市
■「やさしい日本語」が外国人
の命を救う ６/13青森市

（＊１）『避難所体験』は平成24年度青森県委託事業「男女共同参画の地域防災体制づくり事業」で青森
市及びおいらせ町で実施。◆DVD「男女共同参画の視点を取り入れた安心できる避難所づくり」
は『避難所体験』を収録し制作。

成果品を活かしなが
らブラッシュアップ

H24年度「避難所体験」（＊1）

H25年度「避難所運営訓練」

・体験を通して「気づき」と「男女共
同参画への理解」

・避難所運営を担うリーダーの育成
・専門職の手を借りながらの運営

成果品として、DVD「安心できる避難
所づくり」制作

成果品として、「『安心できる避難所』
づくり訓練ヒント集」作成

H26年度「避難所運営訓練/
運営委員の育成」
・地域の担い手である次世代の実践的
力量形成（青森市、おいらせ町）
・ヒント集を活用した避難所運営訓練
の実践（階上町、三沢市、八戸市）
成果品として、「３年間の取組み『男女
共同参画の視点を取り入れた安心でき
る避難所づくり』」作成

「男女共同参画の視点を取り入れた避難所訓練」３年間の取組みを今後の地域防災にどう生かすか

「ある特定の人たちだけの訓練であってはならない」
おいらせ町まちづくり防災課

危機管理専門員 池添

孝史

１

避難所訓練との出会い
私は平成24年６月に航空自衛官を定年退官し、同年７月においらせ町役場の防災危機管理専門員として
採用され、町の総合防災訓練の担当をすることになりました。
10月下旬に実施する訓練計画の立案を急ピッチで行っている中、男女共同参画を担当する部署から、総
合防災訓練の中で、
「男女共同参画の視点を取り入れた『避難所体験』」（＊1）を行うことが出来ないかとい
う相談があり、総合防災訓練に取り込むことになったのが、私と男女共同参画の視点を取り入れた避難所訓
練との出会いでした。
２ 避難所訓練の３年間の歩み
総合防災訓練では、５か所の避難所を開設して、それぞれの避難所で訓練を行い、その中の１か所で「男
女共同参画の視点を取り入れた避難所訓練」を初めて行いました。避難所訓練のアンケートで、男女共同参
画の視点を取り入れた避難所訓練が一番よかったというコメントが多数あったことや、当該避難所の町内会
長から「本避難所訓練を行ってみて、男性では到底発想ができないことばかりで、目から鱗が落ちる思いの
訓練であった。」という内容のご意見をいただき、この訓練を継続させていくことが大切であると痛感しま
した。２年目は、初回の訓練の充実を図るため、男女共同参画担当課と連携を図り、指導者層の育成を主
眼に訓練を行いました。３年目は、学校の理解・協力を得て、地域につながりの強い、中学生を交えた避
難所訓練を行いました。
３ 今後の地域防災にどう生かすか
３年間の避難所訓練を通じて地域防災に関して強く感じたことは、ある特定の人たちだけの訓練であって
はならないということです。避難所運営のノウハウを知る段階では、スペシャリストを育成する目的で、特
定の住民による訓練は必要です。しかし、それだけでは、地域全体の防災意識及び能力は向上しません。そ
のことを痛感したのが、３年目に行った中学生を交えた避難所訓練です。生徒に役割を与え、大人たちと一
緒に訓練を行うことにより、積極的に訓練に参加していくようになりました。中学生のアンケートで、
「自
分たちにできることがあるとは思わなかった」「日頃接していない大人の人と一緒に行った訓練は楽しかっ
た」。また、教頭先生からは「子どもたちがこんなにいきいきと、自主的に動けるとは思わなかった。是非
継続してもらいたい」という感想もいただきました。地域防災の鍵は、人に対する思いやりや人と人との
つながりにあると思っています。そのためには、子どもたちと一緒になった地域による避難所訓練を継続
することは、子どもたちの社会への関わりを知る手段となり、将来の地域防災の礎になると確信しています。
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■避難所運営訓練参加者
アンケート結果
平成26年度県内５か所で実施した「避難所運
営訓練」の運営委員のみなさんに伺いました。
回答者：164人（男93人、女71人）

91％が訓練に参加して満足
Q．訓練に参加していかがでしたか？

▼成果②
臨場感あふれる訓練で、判断力・行動力・
応用力が身につく
「要援護者・女性配慮スペース」「洗濯物干場」の設営。「物資や食事」
の配付といった臨場感あふれる訓練は、参加者同士が課題の共有をした
うえで、考え、意見を出し合い、合意形成をし、工夫しながら実践する
ことで、「判断力」「行動力」「応用力」が身につきます。
声 自分の考えがベスト
○
と思っても、他の意見
もいろいろ聞くことが
大事だと思った。

洗濯物干場

不満0.0％
少し不満
8.9％
大満足
23.1％

声 避難所は自分
○

たちの創意 工 夫
で 安 心 できる場
所につくり上げて
いくものだ。

満足
68.0％

85.8％が男女共同参画の視
点を取り入れた避難所づくりが
「できた」
「ややできた」と回答

中学生が体育館にあるものを活用しながら
作っています。（三沢市第五中学校）

声 指示を待つの
○

卓球台を活用
（青森市立東中学校）

要援護者・女性配慮
スペース

ではなく、自分か
ら動け るように
なることが大事

Q．男女共同参画の視点を取り入れた避
難所づくり及び避難所運営ができま
したか？
できなかった
4.2％
体育館ステージの上に作った要援護者・女性配慮スペース（青森市立東中学校）

できた
50.0％

ややできた
45.8％

Q．避難所運営のノウハウを学ぶことがで
きましたか？
できなかった
2.2％

どの場面でも、

物資の配付

生活者の視点が

運営することで、
男女それぞ れの
必要です！
イコール
ニーズ が わかっ
＝ 女性が声を出すチャン た！
スにもなります→
「自分も役に立つ」と気が付く
→自信につながる。
声 その場にある
○
ものを利用しな
がら、いろいろな
スペースを作る
ことができた。

できた
41.7％
ややできた
56.1％

声
○

救援物資の数が避難者全員に満たない場合
の配付方法を検討。意外と難しかった。
（階上町）

Q．年齢・分野を超えた、さまざまな被災
女性の課題を確認・可視化することが
できましたか？

声 男女が一緒に
○

段ボールとテープと知
恵があれば生きていける！
ということを学んだ。

食事の配付

できなかった
13.3％
できた
32.8％
ややできた
53.9％
「食事の配付の仕方は？」「並べ方は？」みんなで話し合って決めました。（八戸市小中野公民館）
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▼成果③
住民が主体となる防災訓練の構築に向けた「実践的学習」につな
「誰もが安心できる避難所づくり事業の展開―男女共同参画の視点からー」
がった２つの要点
『日本公民館学会年報11号』（2014年）より引用
（１）避難所という状況下で課題解決を図る
「気づきのツール」とした。
男女共同参画の視点からみた「避難所の課題」の提示

・避難所づくり
・被災者の受付
・班のあいさつ
「生きてて良
かったね」
・炊き出しと配食

模擬的な場面
での参加者の
臨場感や緊張
感を助長

プライバシーの問題
安心・安全、衛生、
暴力 など

課題解決を図るための
「気づきのツール」となった
単なる「避難所づくり」ではなく、切り口・テーマ
として「男女共同参画の視点」を取り入れたことが、
課題解決とともに内容の深化を促している。

（２）訓練の遂行以上に、事業を進めるプロ
セスにおいて、
「参加者にいかに気づき
を起こさせるか」に力点をおいた。
企画・実施において、参加者自身が主体的
に発言、課題の共有、合意形成を行い、役
割を確認・遂行し、ふりかえりをしなけれ
ば進まない事業であり
（ P11･13参照 ）、それ
が、住民の主体性につながった。
＊また、避難所運営には女性及び女性を通
じた生活者の視点が求められることで、
「女
性の主体的な発言や行動が促進される（女
性の出番や女性の力が必要とされる）プロ
グラム」になっている⇒女性のエンパワー
メントに結びついている。

多様な場への波及

「男女共同参画」の実践的理解
事業を通じた地域（参加者）の反応からみる成果（おいらせ町の場合）

■第56回全国社会教育研究大会分科
会で取り組みを発表
おいらせ町避難所運営訓練運営委員長

山﨑

斉さん

避難所づくりを通じて、女性が意見を出したり考えたりした
ことが、男女共同参画のイメージづくりの引き金となった。
「女性でも意見をいってもいい」
「リーダー
は男性でなければならないわけではない」と
ジェンダー（※1）の気づきがあった。
「○○さんはこれが得意だから」と性別に関
係なく個人の特性で役割分担がなされるよう
になった。
防災に男女共同参画の視点を入れた訓練は、
日常生活の見方にも変化を生じさせた。
＜下記①参照＞
行政の変化：第２次おいらせ町男女共同参画プラ
ンの全項目に「推進するための具体的な取り組
み」が具体的に盛り込まれた。＜下記②参照＞
①9/30のふりかえりで男性運営委員の声

②おいらせ町ヒアリングより（生島美和氏）

「町内会で女性の方々に『是非リー
ダーに』と言っても、女性が遠慮する
ことが多い。どうやったら女性にリー
ダーを引き受けてもらえるだろうか」
と男性運営委員が話していた。避難所
運営に限らず、平時の町内会組織にお
ける女性リーダーの育成が必要である
ことを理解し、実際に女性リーダーを
擁立しようと試みた。

おいらせ町で2010年に策定された「第１
次男女共同参画プラン」は内容も概括
的・スローガン的なものであり、具体的
な取り組みや事業には至らなかった。そ
の背景には、行政側も住民も、
「男女共
同参画」の言葉は聞いたことがあるが、
実際に何をすればよいかわからなかっ
た。しかし、避難所づくりを通じ、男女
共同参画の具体的な理解につながった。

■『日本公民館学会年報11号』
（2014）
に、一連の事業の動向と考察を論文と
して発表。
「誰もが安心できる避難所づくり事業の
展開 ―男女共同参画の視点からー」
（小
山内世喜子・生島美和（弘前学院大学）
との共著、pp.52-61）

■青森市議会で、工藤議員が「避難所
開設・運営」の体験が必要と語る
青森市原別地域訓練に運営委員として
中心的に参画した工藤健議員が、平成26
年第3回定例会9/4本会議で青森市の避難
所運営に対する事項を質問。自らの経験
に基づき、
「一度体験すると知識、意識、
認識が変わる。青森市でも避難所開設・
運営訓練を取り入れては」と提案。

■「安心避難所づくり」に取り組む地
域の増加
・青森県消防学校及び各地で講座の開催
・青森県西北及び下北男女共同参画ネッ
トワークで訓練の実施
・富山県南砺市で訓練の実施 など

（※1）ジェンダーとは…「社会的・文化的に形成された性別」。社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的･文化的に
形成された性別」（ジェンダー/gender）という。
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本事業の学習ツールとして使用したテキスト

男女共同参画の視点を取り入れた
「安心避難所づくり」ハンドブック
～共に支え、助け合う地域づくり～
発行 青森県
企画・編集 青森県男女共同参画センター
指定管理者ASTAC・G

男女共同参画の視点を取り入れた
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これらのお問い合わせは青森県男女共同参画センター内まで TEL017-732-1085

次の災害をよりよく生きのびるために
「避難者のさまざまな力の必要性を認識した。今後、避難所
運営が必要になった際、いかに多くの地域住民の力を得て、役割
を分担していくか、日頃から町会活動や防災組織での備えが検
討課題となるなど、次への課題が見えてきました」。階上町の避
難所運営委員の方が訓練のふりかえりのワークショップで語っ
てくれました。まさしく、この３年間の取組みの成果がこの言葉
に集約されているように思われました。
平成26年度は青森県内５カ所で「避難所運営訓練」を実施。
その中で、被災者の方々の想いは非常に深いところにあることも
感じました。また、地元の被災者の方の体験談を地域の人たち
が「知る」ことの重要性も感じました。そして、今後、さらなる
女性リーダーの育成とともに、男女が対等に議論できる仕組み作りの必要性を認識しました。
平成25年度に作成した「ヒント集」の避難者カードの性別の欄を「男・女・その他」としました。性別欄につい
ては、当事者の方の声を大事にしたいと思い、県内の性的マイノリティの活動団体の方にご相談し、作成したもの
です。この性別欄について、受講生から質問がでる場面もありました。このように、参加者が「学び」「知る」「考
える」ことが、自らの「気づき」になり、「主体的な行動」への変容につながっていく可能性を確信しました。
この取組みを通して、行政、自主防災組織の方々をはじめ、地域で活動しているＮＰＯや活動グループなどの多
分野の方々とご一緒に横断的に取り組んだことが、男女共同参画の実践的理解につながりました。
「防災と男女共同参画」の取組みは、地域における男女共同参画の推進を図る上で大事なツールであり、ひいて
は地域を変える原動力にもつながると感じております。そして、私たちが次の災害をよりよく生きのびるために、
必ず大きな力になるでしょう。
この３年間の取組みにご指導いただいたNPO法人さくらネットの代表理事石井布紀子さんをはじめ、避難所運
営訓練でご一緒した地域住民のみなさま、そして、市町村の行政担当者のみなさまに感謝申し上げるとともに、避
難所運営訓練が各地域で実践され、地域の共助力の向上と男女共同参画社会の推進につながることを願っておりま
（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 委員長 小山内世喜子）
す。
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