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Ⅰ. はじめに

2011年3月11日に発生した地震とそれに続く津波
は東日本沿岸部を中心に未曾有の災害をもたらした。
東日本大震災復興対策本部よると2011年12月現在、
避難者は33万人を越え、死者は15,842人、行方不明
者は3,475人となっている（警察庁調べ　2011年12
月20日）。日本の社会の在り方を変えるだろうと言わ
れる大災害である。
本論は、この東日本大震災に起因したさまざまな問
題から浮き彫りにされたジェンダー関わる課題につい
て検討するものである。阪神淡路大震災や新潟におけ
る震災時の経験と調査から、災害時には多数の女性た
ちが深刻で直接的被害を受けるジェンダー問題に直面
することは既に多数の報告が出されている。また、今
回の東日本大震災に際して各地でみられた具体的ジェ
ンダー問題についてはいまだに進行中でもあり、情報
の集約も途中である 1。したがって、本論で取り上げ
る具体的被害の実態については、「せんだい男女共同
参画財団」で把握し得た部分的なものにすぎない。ま
た、東京電力福島第一原子力発電所の事故という過酷
な災害は、震災や大津波とは質的にも時間的（原発事
故はきわめて長期にわたる被害をもたらす）にも異な
るため、ジェンダーの問題としても、いわゆる自然災
害とは異なる様相を呈すると考えられ、今後の調査が
必要であり今の段階で検討することは困難なので、こ
こでは取り上げない。
上記のような制約にも関わらず、災害時におけるジ
ェンダー問題には共通の背景と課題があると考えられ
るので、本論ではそれらの課題について考察する。

Ⅱ. 災害発生時における「職場」の
女性たちの行動

これまでの「災害と女性」に関する報告は、被災者
としての女性、災害弱者としての女性の実態に関する
もので、災害発生時および直後の女性たちの行動につ
いては、ほとんど報告もなく、調査も行われなかった
と思われる。特に職場において女性たちがどう行動し
たかは分析されていない。調査という形ではなかった
が、せんだい男女共同参画財団で実施した聞き取りや、
断片的ではあるが寄せられた情報からは、以下のよう
な実情が典型例として挙げられる。

＊役所自体が水没して帰宅できず、すぐ市民救助・
支援に携わった。（I市職員）

＊キャビネットなどが倒れ、産休に入る同僚が心
配だったが、どう動いたらいいか、いろいろジ
レンマもあった（S町職員）。
＊利用客の安全確保のため、揺れが収まらないな
か、客の避難・誘導に当たった（デパート勤務）
＊当日夕方に配食を予定していた高齢者向けのお
弁当を守るのに必死だった。何とかその日に配
食もでき、喜ばれた（NPO法人スタッフ）。
＊立って歩くのも困難だったが、利用者を避難さ
せるため、指定の避難場所に集まってもらい、
全員無事に避難させることができた（団体職
員）。
＊地震発生のその時は、ちょうど勤務先の保育園
から離れていたので、子どもたちが心配で急遽、
保育園に戻った。途中、胸まで水に浸かったが、
子どもたちは全員2階に避難していて無事だっ
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た（私立保育園勤務）。

以上のことから、職場における女性たちは、自分自
身の避難や家族との連絡を優先するのではなく、職務
を全うすることに全力を傾けたと言える（このような
災害の場合、それがいいかどうかは別問題であるが）。
これらは必ずしも特殊な例ではなく、多くの女性たち
が同様の行動をとったと考えられる。男性たちの行動
も同様であったろう。ここには、ジェンダーが入り込
む余裕はなかった。イザという時、性別に関わらず、
多くの人々は職責を最優先することが明らかとなっ
た、と言って過言ではない。問題は、それにも関わら
ず、日常的に女性には重要な責務を任せられないとい
うジェンダーが存在することである。

Ⅲ. 災害発生後前期における女性た
ちの動向

災害発生後前期、というのをどう定義するかは難し
い。ここでは、災害発生から半年程度を「前期」とし
ておくこととする。まだ復興・復旧にはほど遠く、仮
設住宅も十分でなく、かなりの被災者が避難所暮らし
を余儀なくされている時期である。東日本大震災では、
避難所が全て閉じられたのは、震災から約9ヶ月後の
2011年末であった。
この時期のジェンダー問題としては、従来から指摘
されている通り、女性たちのニーズが後回しになりが
ちである、避難所の運営に女性の声が反映されないと
いう事態が多く見られた 2。既に、阪神淡路大震災等
の経験から、女性用の下着類、ベビー用品などが不足
することはわかっていたはずなのに、今回の東日本大
震災でもその教訓がきちんと活かされたとは言い難
い。また、被災家族が被害を受けなかった親族等の家
に同居する「震災同居」により、急に大人数の家族・
親族等の世話に当たらざるを得なくなって、女性たち
が大変な重荷を負うことになったのも、これまでの災
害時と同様である。大人数でなくとも、震災を契機に
急遽義父母と同居することで、夫婦関係にまで亀裂が
生じたという例もある。しかも、彼女たちはその負担
について不満や苦情を言えない立場に置かれているの
である。逆に、そうした「助け合い」が「絆」の一つ
と称して賞賛され、ますます女性の負担は見えないも
のになってきている。せんだい男女共同参画財団の「女
性のための災害時緊急ダイヤル」に寄せられた相談に
は下記のような例が少なくない。

＊義妹から震災後、しつこいメールがある。

＊隣家の70代の人の干渉が耐えられない。地震
の時も声掛けをしたが、いやな思いをした。
＊被災した姉夫婦に夫が大金を振り込んだ。（独
断でそんなことをした）夫に憤慨している。
＊認知症の義母の介護を（震災によって）するこ
とになり、不安だ。
＊（被災者の）受け入れ家族とトラブルがあった。

さらに、避難所では、「乳幼児連れでは居づらい。
しかし、避難所にいないと情報が入らない」「避難所
では安心して過ごせる場がない。若い女性が通るとひ
やかしたり、お酒を飲んで暴れる人がいて怖い」「避
難所のトイレが暗くて陰の方にあるので、夜、ひとり
でトイレに行くのがためらわれる」「生理用品等を、
男性の世話役から手渡されるので、恥ずかしい」「女
性だけが炊き出しづくり担当で、男性は有償のガレキ
処理に行ってしまう」等々、深刻な訴えも目立つが、
これらも既に指摘されていたジェンダー問題である3。
「避難所の運営に女性の声を」「避難所のリーダーに
女性を」という主張は、以前からあったにもかかわら
ず、そうした意見はほとんど顧みられることはなかっ
た。大多数の避難所で、リーダーは男性で、「着替え
をするために、段ボールの衝立がほしい」というよう
な女性の要望は、「避難所のみんなは家族みたいなも
のだから衝立など不要」「衝立の陰でお年寄りなどが
具合が悪くなって倒れていたりしたらどうするんだ」
等という男性リーダーの一喝でおさめられてしまって
いた。誰がリーダーになるかは、避難所の自主的な運
営に任されており、自治体は安易に介入できないし、
すべきでもない。外部の女性団体や女性NPO等が申
し入れすることは、可能ではあるが、その結果、避難
所に居続けざるを得ない当該女性が、そこで非難の的
となることも懸念される。当該女性たちが主体的に世
話役やリーダーを引き受ける態勢が必要であり、その
ためには、常日頃から女性のエンパワメントが不可欠
である。
この時期における女性公務員の声は、これまであま

り取り上げられなかったが、ジェンダー問題を逆照射
するものなので幾つかの例を挙げておきたい。以下は、
S町で行った聞き取りで、複数の市町村の公務員であ
る。

＊避難所のことが担当になった。仮設トイレの世
話で12時間勤務。（あまりに大変で）骨折して
しまった。男性にはそんな仕事はさせられない
と思った。
＊区役所の職員は避難所対応で72時間勤務。
＊娘が発熱したが帰れなかった。
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＊町のために何でもしたいと、膨大な時間と労力
をかけて対応したが、泣かれたり、怒鳴られた
り、叫ばれたりした。

また、T市のある女性職員は「復興は紙ベースでし
か流れてこない。（上からの指示には）女性の支援が
入っていないことに怒りを感じた。気になって仕事に
集中できない」と打ち明けていた。地震・津波発生の
その時と同様、女性公務員は、男性に劣らず激務をこ
なしていたのである。
同時に、災害発生後間もなく、女性たちによる支援
活動が立ち上げられた。その活動内容は多種多様であ
る。これまで、何らかの形でジェンダー問題に関わっ
てきた女性たちがそれぞれたった一人で友人・知人に
声をかけて物資を集め、避難所に届けた例や、被災し
た女性企業家・起業家を支援しようと復興資金や起業
資金を提供する女性団体もあった。そうしたなかで、
大きな力を発揮したのが「みやぎジョネット」である。
これは、従来D.V.・性暴力・離婚問題等の電話相談・
被害女性の保護（シェルター）等の活動を行っていた
NPO法人ハーティ仙台が中心となって立ち上げた「み
やぎ女性復興支援ネットワーク」である。特に女性に
必要不可欠と思われる物資の収集・配布だけでなく、
手工芸サロン等も開設し、被災者の心のケアの一助と
したり、パープル・ホットラインを設けて、災害時に
多発することが危惧されているD.V.や性暴力の相談
にも応じている。
興味深い取り組みとしては「せんたくネット」が挙

げられる。避難所では、洗濯した女性の下着を干すの
がためらわれたり、盗まれたりといったことが起こる。
そこで、女性ボランティアが避難所の女性に代わって
洗濯乾燥して3，4日で持ち主に返却するというユニ
ークな支援である。せんだい男女共同参画財団が仲介
したが、洗濯ボランティアはまたたくまに200人を超
えた。ニーズも多く、仙台だけでなく気仙沼や南三陸
町でもやってほしいという要望が出され、結局、宮城
県内3ヵ所で実施した。
半官半民ともいえる支援活動として、登米市の「え

がおネット」がある。登米市の女性職員が、登米市内
の避難所に支援食料は豊富に届くのに、更衣室も授乳
室もなく、女性たちに必要な物資はほとんど来ないこ
とに憤りを感じ、同市の男女共同参画条例策定委員有
志によびかけて立ち上げた任意団体である。このグル
ープの物資調達方法は見事であった。先ず、被災女性
全員に対し、必要な物品についてきわめて具体的な調
査（下着のサイズまで）を、記入しやすい調査票を用
いて行い、それらを集計して、企業に寄付を呼びかけ
た。その際、グループの後援者として市が関わってい

ることを明確にし、企業が寄付をしやすい環境づくり
を心がけている。その結果、必要な物資を必要な量だ
け確保することが可能となり、被災者ひとりひとりの
ニーズに対応することができたのである。この方法は、
今後、災害の時に大いに参考になると思われる。支援
する側も、無駄なく物資を提供できるし、受ける側も
余ってしまったり、一方で全く届かなかったり、とい
うことがない。このプロジェクトの実施に当たっては、
専門家のアドバイスも受けている。行政だけではでき
ず、任意の市民グループだけでも難しい方策を、両者
のコラボレーションで成し遂げた例である。
他には、とかく支援からこぼれ落ちがちな十代の女
性支援も実施された。被災者支援というと、高齢者や
障害を持つ人々そして乳幼児のいる母親などには配慮
されるが（もちろん、きわめて不十分ではあるが）、
十代の女子は、完全に見落とされてしまう。震災から
半年以上たった10月、MDGガールズプロジェクト 4 
によるティーンズの女子会が開催された。そこでは、
支援対象者として想定している中・高生よりちょっと
だけ年長の大学生や専門学校生が話し相手になりなが
ら、彼女たちに今何が必要かを探り、元気を取り戻し
てもらうというものである。ささやかな支援であるに
もかかわらず、仙台だけでなく、石巻でもという要望
が出て、5ヵ所で開催された。十代の女子たちのニー
ズがこれまでほとんど顧みられなかったことを示すも
のと言えよう。

Ⅳ. 震災発生後の内閣府等の動向

今回の東日本大震災に遭遇し、内閣府の動きは速か
った。発災から5日後の3月16日には「女性や子育て
のニーズを踏まえた災害対応について（避難所等での
生活に関する対応の依頼）」を関係機関に発出してい
る。一週間後の3月18日には宮城県の政府現地対策
本部に職員を派遣し、3月下旬から4月中旬にかけて
相次いで「女性被災者に対する相談窓口の設置および
周知並びに懸念される女性に対する暴力への対応につ
いて」の文書を出したり、男女共同参画局ウェブサイ
トに「東日本大震災への男女共同参画の視点を踏まえ
た被災者支援等について」というページを設置したり
している。復興関係についても4月から6月にかけて
矢継ぎ早に「復興・生活再建への女性の視点：阪神・
淡路大震災の事例」・男女共同参画会議議員提言等の
公表や東日本大震災復興に向けてのシンポジウムを2
度も宮城県で開催するなど精力的に取り組んでいる。
しかしながら、それらの取り組みが被災地・被災者に
どれほど届いたか、というときわめて疑問である。内



災害とジェンダーをめぐる諸問題 009

特集 1

閣府男女共同参画局という部署の性格上、できること
は非常に限られている。関係機関への働きかけ、情報
の提供そしてせいぜいシンポジウムの開催とか相談窓
口の設置といったことに限定されざるを得ない。
そもそも、既に震災前年12月に第三次男女共同参

画基本計画が閣議決定され、「防災における男女共同
参画の推進」は施策の基本的方向とされ、具体的施策
についても策定されていたはずである。平成20年に
決定した防災基本計画にも男女共同参画の視点で防災
体制を確立すべきことが明記されている。にもかかわ
らず、発災直後もその後も両計画の主旨が現場に伝わ
っていたとは言い難い。
また、内閣府とは別に、日本学術会議「災害・復興

と男女共同参画6.11シンポ」実行委員会が主催して
災害・復興に男女共同参画の視点を入れるべきことを
討議し、内閣総理大臣宛に「東日本大震災復興基本方
針への要望」を提出した。この実行委員には、以前か
らジェンダー問題に取り組んでいたさまざまな女性団
体や個人そして全国各地の女性センターなどが名を連
ね、共催者には日本学術会議の人間の安全保障とジェ
ンダー委員会、東北大学GCOE「グローバル時代の男
女共同参画と多文化共生」、海外学術調査「ジェンダ
ーと災害復興ー制度設計と生活再建をめぐる課題に関
する国際比較研究」の3組織が入り、ジェンダー法学
会が後援している。いわば、ジェンダーに関わる学会・
研究者・実践者挙げての取り組みであった。
発災からおよそ9ヶ月、内閣府の関係各機関への働

きかけや上記の「6.11シンポ」の提言等々がその後、
効果を発揮したようには思えない。例えば、5月に設
置された宮城県震災復興会議の委員12人中、女性委
員は1人だけであった。また、仙台市震災復興検討会
議の委員は16人だったが、女性委員は3人しか入っ
ていなかった。復興計画の内容にしても、宮城県の計
画の場合、基本理念前文の最後に「男女共同参画の観
点から女性の参画を促進します」という一行があるだ
けで、基本理念に掲げられた5つの柱にはジェンダー
に関わる文言は全くない。仙台市の計画を見ても、「復
興の基本理念」にも「被災された方々の生活の再建」
にも男女共同参画の記述はない。同計画には「復興に
向けた4つの方向性」5 が掲げられているが、そのう
ちの一つの項目に「復興に当たっては、男女共同参画
の機会を確保しながら」という文言が申し訳程度に挿
入されているだけである。計画の第Ⅱ部「100万人の
復興プロジェクト」の中では、一部男女共同参画に関
わる記述はあるものの、とりわけ、減災にも、経済・
都市活力の創造にも、男女共同参画の視点が不可欠で
あるにもかかわらず、最初に掲げられている概要の部
分では、ジェンダーには全く言及していない。

さらに、7月に仙台市を会場として開催された東北
社会学会では、「社会問題としての東日本大震災」と
いう特別部会を組み、「震災経験の記録と伝達」や
「NPOの支援活動」等、4本の報告があり、その他、
自由報告でも「東日本大震災の社会学」という部会を
設けて「震災時におけるホームレス支援の変容」「激
甚被災地における小経営の存続と再生の可能性」とい
った4本の報告があったが、ジェンダー問題を取り上
げた報告は皆無であった。合計8本の多種多様な角度
からの報告があったにもかかわらず、ジェンダーの視
点からの調査研究は全くなかったのである。9月に開
催された日本社会学会も同様であった。東日本大震災
に関する報告は、一般研究報告のなかで3本、研究活
動委員会のテーマセッションとして6本、合計9本の
報告がなされた。いずれも、力のこもったものばかり
で、とりわけ「東日本大震災をどのような転換点とす
るのか」「防災コミュニティの虚と実」といった、い
わゆる常識を打ち砕くような興味深い報告も多かっ
た。他には、震災時における野宿者の問題、非浸水地
域の役割、NPOの課題、デジタルメディアの果たす
役割等々、東北社会学会と同じく、さまざまな角度か
らさまざまな現実を取り上げていたが、ジェンダー
の視点から東日本大震災を論じた報告は1本もなかっ
た。日本社会学会で、ジェンダーが全く取り上げられ
なかったというのではない。同年の学会では、社会学
教育実践ワークショップを含め、全部で73の部会が
あり、報告数は推定250本前後である。その中で、ジ
ェンダーについては、「性・ジェンダー」「育児と母親」
「女性運動」「生活史」といった部会に囲い込まれてい
るのである。このことは、現在の日本社会のジェンダ
ーに対する態度を反映するものと言えよう。社会学は、
社会のありとあらゆる現実を分析する。今回も、人口
問題から階級と階層、ナショナリズムや社会意識から
介護やマンガ研究など、実に多様な研究報告が活発に
なされた。いずれの事象にもジェンダーが関わってい
るが、ジェンダー問題については別に枠組みをとって
「部会」を構成している。そうしたなかで、東日本大
震災の部会にはジェンダーの視点での報告は全くなか
ったのである。

Ⅴ. 東日本大震災から見えてくる
「災害とジェンダー」

災害勃発のその時、ジェンダー人々の行動に影響し
たかどうかは、まさにその瞬間にどういう「場」にい
たか、による。職場にいた人々は、性別にかかわらず
職責を果たす行動を優先する傾向があったと言えよ
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う。一方、家庭にいた人々のなかにはジェンダーに拘
束されて落命した女性もあった。高齢の義母の世話を
していたある女性は、津波が迫っているから即刻避難
するよう勧告を受け、いったん逃げようとしたものの、
義母を置いて避難するわけにはいかない、と家に戻り、
結局、津波に流されてしまった。実の息子である夫は、
といえば「老母の世話をするのは嫁の役割」として自
分はいちはやく避難できたのである。おそらく当該女
性も避難したかったであろう。しかし、それで助かっ
た時、地域や親族から「動けないお姑さんを置き去り
にするなんて」という非難が集中することが目に見え
ていての行動だったことは容易に推測できる。
東日本大震災から見えてきた第一の問題としては、
発災時、職場では女性たちが男性と同様に行動するに
も関わらず、それは全く見落とされていることである、
そして、多くの仕事の現場において日常的に、根拠も
なく「イザという時、女は頼りにならない」「責任あ
る仕事は女性には任せられない」というジェンダーが
存在することが問題なのである。また、家庭や地域に
おいて女性はケア役割を課せられていることが、災害
時に女性の死者が男性よりも多い理由の一つと考えら
れる。
第二の問題としては、発災直後から、「場」を問わ
ず深刻なジェンダー問題が多発することは既に知られ
ていたにもかかわらず、それが広く社会に周知されて
いなかったことが挙げられる。今回の大震災でも相変
わらず女性に必要な物資の支援には偏りがあり、女性
の要望は「この非常時に何を言ってるんだ」「わがま
まだ」と切り捨てられがちであった。阪神淡路大震災
等の経験も知見も、今回の災害への対応に当たってあ
まり活かされることはなかった。それは、災害時のジ
ェンダー問題について社会全体として、特に一般の多
数の人々が認識も関心も持っていなかったことを示し
ている。内閣府男女共同参画局等の関係機関への働き
かけも隔靴掻痒で、現場にはきちんと届かなかった。
T市のある女性公務員は「国からでも県からでも、緊
急時には『このようにやれ！』と通達なり命令なりし
てもらえれば、もっとしっかり女性支援ができたのに」
とさえ悔しがっていた。一方、女性警察官による避難
所等の巡回や女性自衛官が仮設風呂を運営したことな
ど、女性被災者の安全確保に有効だったし、安心感を
もたらす取り組みも見られた。とりあえず緊急時に重
要なのは、抽象的な「男女共同参画の理念」でも「施
策の方向性」でもない。「ジェンダーの視点に立った
活動の指針」ですらない。今、具体的に何をすべきか
という個々の活動そのものを明示することである。さ
らに言うなら、例えばジェンダーの視点に立った被災
者のニーズ調査の調査票をあらかじめ作っておき「必

ずそれを配布回収すべし」といった具体的マニュアル
でないと、緊急時には役に立たない。
避難所の世話役あるいはリーダーに女性を、という
声も以前からあった。しかし、避難所は、いわば自治
区であり、その運営はそこにいる避難者に任されるこ
とになる。そして、安易に行政や外部の者が介入する
ことは難しい。仙台市のある女性区長はジェンダー問
題の専門家でもあるが「私の区で、とんでもない避難
所の男性リーダーがいるが、どうにもならない。そう
いう避難所が複数ある。」「しかも、そんなリーダーに
限って、支援物資を素早くたくさん集めたとか、避難
者のとりまとめが上手だとか言われてマスコミにまで
もてはやされている」と嘆いていた。こうしたことか
ら第三の問題が見えてくる。イザという時、その場に
いる女性たち自身からリーダーや世話役を買って出る
女性がいなければならない、ということである。それ
には、やはり常日頃から全ての女性のエンパワメント
を図っておかなければならない。いつ、どこで、誰が
災害に遭遇するかわからないからである。女性自身の
エンパワメントがなければ、いかに外部から働きかけ
を行おうとも、災害時には今後もジェンダー問題はな
くならないであろう。発災してからでは遅い。平時か
ら、そして幼少時から女性のエンパワメントを実践し
ておかなければ、災害時になって急に力を発揮できる
ものではない。
先に述べたように、震災発生間もなくから内閣府も
女性関係団体も積極的に「災害とジェンダー」の課題
に取り組んだ。多種多様な女性による女性の支援も展
開されたし、今も展開中である。しかし、残念ながら、
そうした動きは社会全体には広がらなかった。復興会
議の委員数や復興計画等の内容を見ても、一例として
社会学会の動向を見ても、ジェンダー問題への取り組
みはないに等しい。すなわち、第四の問題は、ジェン
ダー問題は男女共同参画を推進する関係団体やそれを
担当する部署に任せておけばよい、といったいわばジ
ェンダー問題の囲い込みが見られたことである。
さらに、第五の問題としては、今回の震災で盛んに
もてはやされている「絆」の危うさである。「絆」が
何を意味するのか不明なまま、それが重要視されるこ
とで、ジェンダー問題となっている可能性も少なくな
い。女性たちの過大な負担の上に「絆」が成り立って
いないかどうか、検証が必要である。これと関連して、
世帯単位での支援金申請にも、女性たち、特に夫から
逃れて生活していたD.V.被害女性たちから困惑の声
が上がっている。世帯という「絆」も、支援金を受け
取れない個人（多くは女性）を生み出す元凶ともなる
ことも認識しておかなければならない。
発災から災害発生前期までのジェンダーに関わる問
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題は、以上の五点が指摘できるが、災害発生後期以降
については、今まだその途中であり、今後実態を調査
しつつ検討しなければならない。現実には、これも既
に指摘されていた通り、発災から半年頃から、せんだ
い男女共同参画財団にもD.V.の相談が増えつつある。
また、震災による失業者は、正規雇用労働者よりも非
正規雇用労働者に多いといわれているが、それは女性
の方が男性よりも多く失業することになる、というこ
とを意味する。さらに、就労支援や起業支援について
も、男性が優遇される傾向があることも知られている
が、同じことが今回も繰り返される危惧は大いにある。
これらも今後の調査が必要な検討課題である。
「災害とジェンダー」を検討するに当たって、今ま
でのところ、十分検証できていないのが、災害時のジ
ェンダー問題を解決することが、復興・生活再建にど
のような影響を及ぼすか、についてである。ジェンダ
ー問題のマイナス面については、女性の人権という観
点から当然克服しなければならないこととしてこれま
でも数多く報告されてきた。しかし、マイナス面の強
調だけではなく、ジェンダー問題克服が、単に女性に
とって当然の人権保障ができるようになる、というこ
とだけではなく、社会全体にとってどのようなプラス
効果をもたらすのか、ということも現実に即した分析
が必要であろう。
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