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Ⅰ. はじめに 1

1995年1月17日に起こった阪神・淡路大震災は都
市型災害で6,434名もの被災死者をだし日本人の心に
深く刻まれている。東日本大震災はそれを上回る2万
名近い死者と行方不明者であり、M9の地震、大津波
それに続く原子力事故による緊急事態が今なお続き、
終戦に続く日本の転換点と言われ世界に大きな衝撃を
与えた。東北・関東地域の復興は長期にわたって日本
社会全体で取り組むことが必要である。2011年は9月
初旬に台風12号はじめ豪雨災害が各地で起こり、自
然災害が特別なことでなく、災害への備えを日常のま
ちづくりの中で実践することの重要性が人々の意識に
芽生えた一年でもある。この度の災害では防災まちづ
くり、復興まちづくりにおいて女性の参画の重要性が
認識された。
災害後に制定された「東日本大震災復興基本法」で

は第2条（基本理念）2項において次のとおり定めら
れている。

国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の
連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の
連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民
の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害
者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべき
こと。この場合において、被災により本来果たす
べき機能を十全に発揮することができない地方公
共団体があることへの配慮がされるべきこと。

このような基本法に女性が位置づけられるのは重要
なことである。だが、「あわせて女性、子ども、障害

者等を含めた多様な国民」との文言にはこの法律の主
体が男性の視点であることが窺える。女性は主権者で
ありそれは男性と同じ形で明示されることが求められ
る。

復興災害過程には普遍的な課題とともにその社会の
もつ特殊性があぶりだされる。災害後、多くの支援者、
研究者が被災地にはいり東日本大震災からの復旧・復
興に尽力している。このような調査研究は様々な分野・
立場からまとめ、発信されるべきだ。しかし、ジェン
ダーの視点から災害を考察した研究はこれまで殆どな
い。その重要性は米国で1980年代には調査研究がす
すめられていた。しかし、日本では1995年の阪神・
淡路大震災後に女性の視点から当事者の声として発信
が続けられているものの、具体的な調査研究や統計報
告等はなされておらず、地方政府はもとより中央政府
においてはそれらに関する直接的な政策はほとんどと
られなかった。山崎（2003）が自立支援金における
世帯主制度の課題をジェンダーの視点から考察してい
るが、浅野（2007）、山地（2009）らのように学術的
な立場から調査研究がおこなわれるようになったのは
近年のことである。
そこで本稿では防災・災害復興における女性の政策
決定過程への参画を具体化するための法律改正案およ
び政策提言を行う。防災の意思決定機関である防災会
議、専門委員、そして幹事会に女性の参画が無い現状
とそれを解決するための法律改正案を提示する。この
度の災害の経験から地域で実行性のある防災計画を設
計する必要があり、防災計画の行政計画から社会計画
への転換が求められる。そのためにも様々な社会組織
と連携した防災体制を構築することが求められ、それ
らに必要な組織についても検討する。また、甚大な被
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害を受けた災害では復興計画の策定が求められてお
り、復旧計画・復興計画を災害対策基本法等において
法定化する必要がある。東日本大震災、阪神・淡路大
震災においては復興計画策定や復興計画の進行管理の
ための委員会が各地方公共団体に置かれているが、そ
れら組織における女性の参画状況を検討する。

Ⅱ. 日本の防災・災害復興における
男女共同参画のこれまで

中央政府が男女共同参画の視点で防災の課題を捉え
政策に反映する具体的な災害は、2004年10月23日に
発災した新潟県中越地震である。この災害では村田防
災担当大臣（当時）が現地災害対策本部に「女性の視点」
担当者を派遣することを指示し、男女共同参画局から
1名派遣された。実質的には1か月未満の派遣であっ
たが、男女共同参画局による初めての被災地に赴いて
の調査・支援となった。その後、阪神・淡路大震災で
は女性らがどのような状況であったかヒアリングが行
われ、阪神・淡路大震災と新潟県中越地震の経験をも
とに、国の『第2次男女共同参画基本計画』に「防災
（災害復興含む）」が12分野の中「新しい取組が必要
な分野」として盛り込まれた。この際に「防災」単独
ではなく「（災害復興含む）」が記載されたことの意味
は大きい。これは当時の担当課長が阪神・淡路大震災
復興対策本部にいたことで防災と災害復興では対応が
異なることを熟知しそれを主張したためである（新木
2008、山地2009）。東日本大震災後、2012年2月10
日に復興庁が創設されたことからも、当時の担当課長
の判断は重要であったことがわかる。しかし、都道府
県や市町村の基本計画では「防災（災害復興）」が盛
り込まれていないところが多数みられる。宮城県沖地
震は99%の確率で発災すると言われていたにもかか
わらず、被災三県で記載していたのは岩手のみ、防災
について触れているだけで宮城県と福島県には文言す
ら記載されていない（山地2011b）。仙台市は災害前
から危機意識を持っていたため災害直後の2011年9
月末に基本計画『男女共同参画せんだいプラン2011』
を策定し、そこには防災・災害復興における男女共同
参画の重要性が明記された。

2005年に国の『第2次男女共同参画』に「防災（災
害復興含む）」が明記されたが、2010年12月に閣議
決定した『第3次男女共同参画』の中で「防災（復興）」
はそのまま重要事項として盛り込まれたものの、科学
技術のように独立した項目にはならなかった。そこに
は、防災・復興を独立した項目として事業を提示する
難しさとともに災害は起こらなければわからないとい

う現実がある。2011年3月11日に東日本大震災が発
災し、内閣府男女共同参画局は数多くのアクションを
起こした。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」を被災地に発信し現地へ職
員を派遣した 2。災害直後から男女共同参画局のホー
ムページに「男女共同参画の視点を踏まえた東日本大
震災への対応について」を設置し、継続して被災地の
状況、これまでの災害対策の事例等を掲載している。
さらに、男女共同参画局では11月には「男女共同参
画の視点による震災対応状況調査」を実施しアンケー
ト調査のまとめとヒアリング調査を実施している。こ
れは発災してから緊急期～応急期（応急仮設住宅の入
居）を中心に東日本大震災における男女共同参画の視
点からの被災者支援、仮設住宅、復旧・復興の各段階
での必要な対応を調査したもので、これらの調査結果
をもとに災害対応マニュアルを作成する予定にある。
これらの調査結果とマニュアルは重要である。しかし、
このようなマニュアルが東日本大震災の前にあったら
ずいぶん違った環境があったのではないか。内閣府男
女共同参画局が公表している防災・災害復興における
ジェンダー予算は、2008年、2009年、2010年、2011
年の間0円となっている。その他には2009年から総
務省の女性消防団員事業が計上されている 3。防災・
復興としては東日本大震災後に実施した調査やシンポ
ジウム開催は既存予算の活用であり、防災・復興予算
ではない。阪神・淡路大震災を経験し、地方公共団体
の中でも詳細に防災・復興の重要性を『兵庫県男女共
同参画基本計画』に盛り込んでいた兵庫県の場合も実
際には予算はなく、事業が行われていなかった。内閣
府男女共同参画局は2012年度に向けて予算要求中で
あり、調査研究事業を継続する予定にある。現在、全
国各地で防災・災害復興における男女共同参画の重要
性が高まっており、地方公共団体の『男女共同参画基
本計画』に防災・復興を盛込みたい、あるいは重点事
業としたいという声が挙がっている。内閣府男女共同
参画局によって男女共同参画の視点から防災・復興マ
ニュアルの作成、シンポジウムの実施がなされること
で各地での本分野への具体的な取り組みや予算拡充な
どの展開が期待される。
それでは次に女性が主体として本分野に参画するた

めに何が必要か検討する。

Ⅲ. 女性は防災・災害復興の主体で
ある

日本の防災・災害復興分野は工学系が主となるハー
ド面に重きがおかれてきた。復興過程での生活再建の
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重要性が認識されたのは阪神・淡路大震災以降であ
る。工学系・理系の専攻には男性が多く、そのため防
災は「成人・男子・健常者」（林1996）からの視点で
構築されてきたと言える。しかし、阪神・淡路大震災
の甚大な被害によって復興における生活再建の重要性
が認識され、議員立法による生活再建支援法の制定な
ど市民の生活復興が意識されるようになった。その後
の新潟県中越地震での経験から災害時要援護者（災害
弱者）への対策の必要性が高まり、中央防災会議の『防
災基本計画』では「高齢者、障害者、外国人、乳幼児、
妊産婦」を災害時要援護者として対応の必要性が明記
されている。廣井（2004）によると、災害弱者は「行
動弱者」と「情報弱者」とに分けて考えることができ
る。先の「行動弱者」は高齢者や身体障害者、難病者
など、身体的行動などに制約がある人々のことで、「情
報弱者」とは視聴覚障害者や外国人などの情報収集や
伝達にハンディのある人々をさす。注意すべきはここ
では女性という属性は存在していない。一方で、福祉
分野において女性は社会的弱者と定義されている。福
祉分野における社会的弱者とは、低所得・性別（女性）・
法律的・文化的差別（国籍や人種）・少数派（マイノ
リティ）・アクセスビリティ・情報弱者などが含まれる。
社会的弱者の中の災害弱者はアクセスビリティ・情報
弱者・法律的・文化的差別（国籍や人種）・少数派（マ
イノリティ）が含まれることになり、女性は社会的弱
者ではあるけれども災害弱者ではない（山地2009）。
では女性は日本の防災・災害復興分野でいつから主体
となったのか。それは、2005年7月に中央防災会議の
防災基本計画に「防災への女性の参画・男女のニーズ
の違い等男女双方の視点等に配慮」が明記されること
で実現された。さらに2008年には「防災に関する政
策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画
を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制
を確立する必要」が追記された。阪神・淡路大震災か
ら17年、2011年12月には東日本大震災を受けたこと
によって津波対策に重点を置いた修正がなされた。男
女共同参画の視点からは避難所や応急仮設住宅での運
営に女性参画と配慮の必要性が明記され、「女性を始
めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するもの
とする」と生活復興に重きをおいた内容となっている。
阪神・淡路大震災や中越地震等の経験から避難所運
営への女性の参画や間仕切り等によるプライベート空
間の確保の必要性が指摘されている。だが今も多くの
避難所は男性が主に運営し、間仕切りが設営されてい
ない所もありその対応は多様だ。石巻市の寺避難所で
阪神・淡路を経験した支援者が述べるように「コミュ
ニティが形成されているから、間仕切りは必要ない」
場合もあるだろう。だが、24時間その状態で本当に大

丈夫なのか、声を出せない部分もあるのではないかと
推察する。
何故、このような文言が『防災基本計画』に盛り込
まれる必要があるのか。それは市民生活含め多くの場
において男性のみが主体となって組織・仕組み作り・
意思決定を行うため、女性の声を反映できないからだ。
防災・災害復興の過程では政策など意思決定過程に女
性をいかに参画させるかが喫緊の課題である。
地域をみていると自治会では全国でわずか4.1%が

女性会長であり、このような男性中心の体制は防災で
の自主防災組織や災害復興の様々な過程にも反映され
ている。地域での運営はもとより、様々な意思決定の
場において女性の参画を推進するための工夫が必要な
のである。

Ⅳ. 女性の参画を促進するポジティ
ヴ・アクション（積極的改善措置）

防災・復興は行政と市民がともに取り組んでいくこ
とが重要で、それは男女共同参画の視点からも実施さ
れなければならない。特に防災体制、復興まちづくり
は市民が主体であれども行政との連携を無視すること
はできない。その点からも防災・災害復興関連の法律・
制度・政策には男女共同参画がどれだけ実践されてい
るか、あるいは、参画の仕組みがなされているか検証
する必要がある。
ここでは、次の5つの意思決定機関について考察を

すすめる。まず、一つ目は災害対策基本法に則って設
置される「防災会議」・「防災会議幹事会」・「防災会議
部会」の検討である。防災会議では防災計画が決定さ
れるが、国の中央防災会議では『防災基本計画』、地
方防災会議では『地域防災計画』がそれぞれ決定され
る。次に災害発生後、復興において重要な機関に「復
興計画策定委員会」と「復興計画進行管理委員会」が
ある。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような巨大
災害後には地方公共団体において復興計画が策定され
るため、それを取りまとめる「復興計画策定委員会」
が時限的に設置される。策定後には計画の実施・進行
管理を行うための「復興計画進行管理委員会」が設置
され、これらの機関においても女性の参画を促進する
ための仕組が必要となる。
防災会議や国民保護会議の委員の任命においては職

指定とよばれ、法律上に指定された団体（例えば、国
の出先機関、庁内職員や消防団、そして指定地方公共
団体など）の役員や職員が委員として任命される。そ
こでの男女共同参画の課題は、それらの機関や委員に
任命されるポジションには男性が多く、女性が少ない
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ため女性委員が任命されにくいことである。しかし、
2005年頃より防災会議における女性委員参画の低さ
が指摘され始め、内閣府男女共同参画局もその状況を
課題と捉え、2008年には全都道府県および政令指定
都市に対して防災会議委員の状況および『地域防災計
画』における男女共同参画に関する調査を実施してい
る。にもかかわらず女性委員が10％を超える都道府
県防災会議は少なく、それは職指定が課題であるとさ
れる。
現状を改善するためにはポジティヴアクション（積

極的改善措置）を採用する必要がある。近年、スカン
ディナビア諸国はじめ様々な国で政治、企業で性比率
のバランスに配慮するようクオータ制等が法律で定め
られてきている。しかし、日本でも義務規定・努力
規定はあるが罰則規定までは設けられてない。辻村
（2005）によるとポジティヴ・アクションには国や施
策によって（1）厳格、（2）中庸、（3）穏健に分類さ
れるが、日本の態様は穏健なポジティヴ・アクション
として両立支援、生活保護などの支援策・環境整備と
して解釈される。新たに日本社会の課題として、男性・
女性の比率はもとより高齢者や外国人などについても
様々な形で政策決定過程へ参画させることが必要であ
るという代表制論の議論も、検討が必要となってきて
いる（辻村2011）。
これは国会議員、都道府県議員、市町村議員の政
治家に必要なだけではなく、国や地方自治法202条、
138条に該当する審議会や委員会にも同じことが言え
る。男女共同参画社会基本法の施行後、様々な取組に
よって女性委員の比率は上がってきている。だが、一
部の審議・委員会、例えば理工系を中心とする委員会
では女性委員の任用が難しい分野があり、特例を設け
ている場合もある。島根県では2003年に制定された
「島根県附属機関等の設置及び構成員の選任等に関す
る条例」により「構成員の男女の均等な登用」第3条
において「男女のいずれか一方の構成員の数が、構成
員の総数の10分の4未満とならないように努めるも
のとする」と規定されている。しかし、そこには「執
行機関は、附属機関等を組織する委員その他の構成員
の男女の均等な登用を推進するため、法令又は他の条
例に特別の定めがある場合を除き」と定められており、
防災会議や都市計画審議会、水防協議会など専門性が
高く職指定の多い委員会では男女比率の特例を認めて
いる（山地2009）。
先進国の中でも政策決定過程における女性の参画が
遅れている日本社会では、男性に偏らないよう委員構
成を考えなければならない。ここで求められるのは男
女の構成比率のとれた附属機関構成をつくりあげるた
めの工夫であり、委員の任命方法、専門家の選出、こ

れらを検討し工夫することで適材適所として男女共同
参画を実現することができるのである。そのためには
男女の構成比率が極端にとれていない附属機関につい
ては、ポジティヴ・アクションを導入する必要がある。
それは防災体制、災害復興過程においても求められる。
そこで、次章では防災会議等の課題と法律改正案につ
いて検討する。

Ⅴ. 「中央防災会議・地方防災会議」・
「防災会議幹事会」そして「防
災会議部会」の法律改正案

1.	防災会議の課題と『防災基本計画』修正案

中央防災会議の所掌事務は災害対策基本法において
（1）防災基本計画を作成、及びその実施を推進、（2）
緊急措置に関する計画を作成し、その実施を推進、（3）
防災に関する重要事項を審議すること、そして（4）
（3）に規定する重要事項に関し、意見を述べること、
と定められている。これは地方防災会議においても同
様であり、防災体制の最高意思決定機関には人口の半
分を構成する女性が防災・復興における政策決定過程
に主体的に参画する必要がある。しかしながら、その
重要性にもかかわらず全国の防災会議で女性委員は平
均4.1％となっており、数ある審議会等の中でも有数
の女性比率が低い会議の一つである。東京都や大阪府、
神奈川県、兵庫県、福岡県など政令都市が位置する都
府県においても女性委員0人という状況がある 4。
そのためここでは、男女共同参画社会基本法（1999
年6月23日法律第78号）第5条（政策等の立案及び
決定への共同参画）「男女共同参画社会の形成は、男
女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公
共団体における政策又は民間の団体における方針の立
案及び決定に共同して参画する機会が確保されること
を旨として、行われなければならない」との理念から
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策として防
災体制における積極的改善措置を講じることが必要
だ。女性委員が課題視されてきたにもかかわらず、遅々
と進まない状況に変化をもたらすためには具体的な方
策をもって対応するべきだ。
中央防災会議・地方防災会議は災害対策基本法に則
って設置され、中央防災会議4つの重要政策会議（①
経済財政諮問会議、②総合科学技術会議、③中央防災
会議、④男女共同参画会議）の一つである。災害対策
基本法は5000名を超える被災死者の出た伊勢湾台風
後に体系化した災害対策を構築するために制定された
法律で実務法となっている。中央防災会議は災害対策
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基本法「第12条中央防災会議の組織」によって内閣
総理大臣を会長に下の表1の通り定められている。中
央防災会議の事務局は内閣府政策統括官（防災担当）
が担当し、2001年の中央省庁等改革に伴って中央防
災会議の組織改正が行われ、委員の任期は2年である。
2012年2月10日の復興庁創設に伴い閣僚の定数が復
興庁設置の10年の間、18名以内に変更となった 5。そ
のため、災害対策施行令改正によって中央防災会議
の委員定数は復興庁の廃止まで26名とされた。27名
（中央防災会議会長を含めて）の内、女性委員は厚生
労働大臣1名、学識経験者1名となっている（2012年
2月現在）。国の委員会等では女性委員の任用は委員
全体の3分の1（33.3％）を目指すこととなっている
が、中央防災会議の構成と男女比率は下のとおりで、
2012年2月時点での女性委員の比率は会長を含み7%
である。
指定公共機関の長として委員となっているのは日本
銀行総裁、日本赤十字社社長、日本放送協会会長、日
本電信電話株式会社社長で全員が男性である。いずれ
の組織の長、日本銀行総裁（1882年～）、日本赤十字
社社長（1887年～）、日本放送協会会長（1926年～）、
日本電信電話株式会社社長（1952年～）もこれまで
女性がトップに就任したことはない。学識経験者4名
のうち2名は実質的に職指定扱いであるが、1名は全
国知事会の災害対策委員長、もう1名は日本消防協会
の理事長と、いずれの組織でもこれまでに女性がトッ
プに就いたことはない。この他は学識経験者2名の枠

で、そこでは女性委員と男性委員がそれぞれ就任して
いる。
中央防災会議の女性委員比率は日本社会の政策決定
過程における女性の参画状況を象徴している。中央防
災会議、地方防災会議での女性委員率（全国平均4.1％）
の低さはこれまで国会、地方議会において指摘されそ
の方策の必要性が明らかになっているが、これまでに
法改正はなされていない 6。地方防災会議に女性委員
の参画を実現するための具体的な提案は山崎（2008）、
山地（2009）らが行っているだけである。地方防災
会議において委員の任命は、都道府県・市町村の条
例に基づき防災担当部局の判断にゆだねられている。
2008年の『防災基本計画』修正で追記された「防災
に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における
女性の参画を拡大」するとの記述は『地域防災計画』
においては未記載な地方公共団体が散見される。「政
策決定過程」が何を指すかも明確ではないため防災体
制の最高意思決定機関である防災会議が含まれると明
示すべきであり、下の表2のとおり『防災基本計画』
の修正を提案する。

2.	防災会議下部組織と委員の課題

防災会議において女性委員の参画の必要性はこれま
でに指摘され女性の登用努力義務の対象である。しか
し、専門委員、幹事会はその役割の重要性にもかかわ
らずそれぞれ殆ど議論されてきたことがない。いずれ

表1　中央防災会議の委員構成と女性委員比率

中央防災会議（2012年2月） 女性委員

会長 内閣総理大臣 0名 （0%）

委員

防災担当大臣、防災担当大臣以外の全閣僚（18名以内） 1名 （5%）

指定公共機関の長（4名） 0名 （0%）

学識経験者（4名） 1名（25%）

27名中2名 （7%）

表2

2011年修正 修正提案

地域における生活者の多様な視点を反映した
防災対策の実施により地域の防災力向上を図
るため、防災に関する政策・方針決定過程及
び防災の現場における女性の参画を拡大し、
男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を
確立する必要がある。

地域における生活者の多様な視点を反映した防災
対策の実施により地域の防災力向上を図るため、
防災会議をはじめとする防災・復興に関する政策・
方針決定過程及び防災の現場における女性の参画
を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災
体制を確立する必要がある。
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も中央防災会議・都道府県防災会議にて設置が義務付
けられていて、防災会議運営においてその役割は甚大
である。専門委員としては求められる専門性が女性委
員の登用を阻むとされる。幹事においては中央防災会
議では法で定められた役職（いわゆる職指定）である
こと、都道府県防災会議においては防災会議に定めら
れた各号委員組織の職員であることが女性委員の登用
が少ない要因である。しかしながら一番の要因は、政
府内での職指定あるいは、地方防災会議での下部組織
としての位置づけによって女性委員登用努力義務の対
象の附属機関となっていないためだ。
専門委員の役割は専門の事項を調査し、「多種多様

な災害、様々な政策手法などを扱うため、技術的・専
門的サポートを得る観点から、専門調査会を活用でき
るようにする」ことである7。災害対策基本法では第
12条第6項において「中央防災会議に、専門の事項を
調査させるため、専門委員を置くことができる」、第
7項で関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学
識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する
ことになる。都道府県防災会議では条例によって部会
を置くことができ、部会の委員及び専門委員は、会長
が指名することになっている（災害対策基本法施行令
第7条（都道府県防災会議の組織及び運営の基準）第
4項および第5項）。
幹事会は中央防災会議において第12条（中央防災
会議の組織）第8項において「中央防災会議に、幹事
を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長（国務
大臣を除く）若しくはその職員のうちから、内閣総理
大臣が任命する」と規定されている。また、都道府県
防災会議の幹事会においては災害対策基本法施行令第
7条（都道府県防災会議の組織及び運営の基準）第1
号にて「都道府県防災会議に、幹事を置く」と定めら
れており、市町村防災会議では幹事会設置についての
規定はないものの都道府県防災会議に準じて置くこと
ができる。
中央防災会議での幹事会の役割は「中央防災会議の

所掌事務について、会長および委員を助ける」（災害
対策基本法第12条第8項）と定められている。幹事
会が中央防災会議の下部組織として果たす役割は極め
て重要で、2000年の内閣府設置時に、関係府省庁等
間の連絡、調整及び中央防災会議決定の実施等のため
幹事会を設置することになった 8。
幹事会において防災に関する様々な事柄について実
質的な検討が行われ、その内容をもって中央防災会議
にて最終議論、決定が行われることになる。これは都
道府県防災会議においても同様である。このような重
要な役割を担う防災会議幹事会で何故、これまで女性
参画の必要性が議論されてこなかったのか疑問が残

る。その理由として考えられるのは、中央防災会議に
おいては幹事が中央防災会議幹事会設置要綱（2001
年1月22日）および中央防災会議幹事会運営規定（2001
年1月22日）によって会長の内閣府大臣政務官（防
災担当）をはじめ幹事の定数および職が厳密に定めら
れ、幹事会顧問（内閣危機管理監）、幹事会副会長（内
閣府政策統括官（防災担当））・（消防庁次長）、そして
幹事35人（内閣府大臣官房審議官（防災担当）ほか、
指定）となっているためだ。さらに、幹事会の下には
主事会議が設置され各府庁省の課長級職員が主事50
人（内閣府政策統括官付参事官（防災総括担当）ほか）
として設置されている。府省課室長相当職以上である
指定職俸給表適用職員及び行政職の男女比率は97.4：
2.6であり、幹事会・主事会にて指定される職に女性
が就いている確率は極めて低い。
国の防災を中央防災会議の下部組織として議論する
役割を担っている専門委員、幹事会、主事においても
女性の参画が重要である。そのため、法制化によって
具体的な方策をもってそれを実現化することが求めら
れる。

3.	災害対策基本法の改正案

ここでは下のとおり、中央防災会議、都道府県防災
会議、そして市町村防災会議にたいしてそれぞれ法律
改正を提案する。改正には災害対策基本法の改正（甲
案）、災害対策基本法施行令の改正（乙案）、あるいは
男女共同参画社会基本法第8条に照らして男女共同参
画を促進すること（丙案）が考えられる。
中央防災会議、都道府県防災会議、市町村防災会議
は法律、政令においてそれぞれ定められているため、
整合性に配慮しなければならない。市町村防災会議に
は幹事会、部会の規定がないが、災害対策基本法第
16条第6項によって都道府県防災会議の組織および所
掌事務の例に準じて、当該市町村の条例で定めること
ができる。多くの市町村で部会、専門委員会を置くよ
う条例によって定めているが、幹事会については指定
都市や中核市等に設置していることが多い。
災害対策基本法（甲案）、災害対策基本法施行令（乙
案）、男女共同参画社会基本法（丙案）、いずれの法律・
政令で定めるのが適切であるか、喫緊の課題として議
論せねばならない。災害対策基本法の改正によって男
女の構成比率に関する項目を置くとの案は、東日本大
震災以降隆盛した男女共同参画推進の中で、堂本暁子
氏をはじめとする「『災害・復興と男女共同参画』6.11
シンポジウム」実行委員会によって政府に提言が出さ
れている（大沢・堂本・山地、2011）。しかし、ポジ
ティヴ・アクションを検討する上で重要なのは、男女
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比率が著しく不均衡な審議会等は防災会議の他に国民
保護や都市計画、経済関係にも多数みられることだ。
防災会議での女性委員参画の低さは日本社会の縮図で
あり、他の審議会等にも影響をもたせる形で検討する
ことが必要だ。

4.	多様性の観点から今後必要な防災体制の検討

都道府県防災会議は法律上の規定によって学識経験
者や専門家を幅広く任命することができないと指摘さ
れる。一方で、市町村防災会議は多くの市町村におい

表3-1

中央防災会議　改正案

防災会議
専門委員
幹事会　

甲案

災害対策基本法第12条（中央防災会議の組織）の第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、
第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項
を第5項とし、同上第3項の次に次の1項を加える
4男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

乙案
災害対策基本法施行令　第3条 （中央防災会議の委員及び専門委員）中に「第6項」を設け、
次の1項を加える
6男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

丙案

男女共同参画社会基本法　第8条に照らし
内閣府設置法第18条に基づき内閣府に設置されている４つの重要政策会議（①経済財政諮問
会議、②総合科学技術会議、③中央防災会議、④男女共同参画会議）をはじめ男女の委員構成
が著しく不均衡な審議会等についてはその下部組織を含め、解消されるまで開催を認めない等
の罰則対象とする

表3-2

都道府県防災会議　改正案

防災会議
専門委員
幹事会　

甲案
災害対策基本法第15条（都道府県防災会議の組織）の第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、
第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

乙案

災害対策基本法施行令第7条（都道府県防災会議の組織及び運営の基準）の第9項を第10項と
し、第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4
項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、次の1項を
加える
1男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

丙案
男女共同参画社会基本法　第8条に照らし、都道府県の条例において男女の委員構成が著しく
不均衡な審議会等についてはその下部組織を含め、解消されるまで開催を認めない等の罰則対
象とする

表3-3

市町村防災会議　改正案

防災会議

甲案
災害対策基本法第16条の第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3
項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える
1男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

丙案
男女共同参画社会基本法　第8条に照らし、市町村の条例において男女の委員構成が著しく不
均衡な審議会等についてはその下部組織を含め、解消されるまで開催を認めない等の罰則対象
とする
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て防災会議条例に「市長が特に必要と認める者」等の
号を設置しているため、防災体制に多様な団体を登用
することが可能である。それゆえ、都道府県防災会議
には下のように学識経験者および防災体制に必要とみ
とめられる者を任命できるよう法律を改正すべきであ
る。

表4

防災会議へ
の学識経験
者の参画　

災害対策基本法第15条（都道府県防
災会議の組織）第5項の第7号の次に
次の1号を加える
8学識経験者および防災体制に必要と
みとめ当該都道府県の知事が任命する
者

防災体制において女性を主権者と位置付けその参画
を促進することが必須である。さらに現代社会の多様
性を代表する様々な団体を参画させることが求められ
る（山崎2008、山地2009）。都道府県防災会議、地
方防災会議にどのように女性の参画を拡大するか、こ
れまでの調査研究、全国での講演等で頻繁に尋ねられ
たのは「女性の視点をいれるとはどういうことなの
か？」、「どのようにすれば女性委員をいれることがで
きるのか？」の2点である。各地方公共団体が他の都
道府県・市町村の防災会議で女性委員の参画状況や、
どのような団体が委員となっているのか調査している
こともある。都道府県防災会議は、条例で各号委員の
定数を定めている場合が多く、新たに指定地方公共機
関や指定地方公共団体を指定するには条例改正を避け
る傾向が見受けられる。近年では地方防災会議におい
て庁内（都道府県防災会議は5号委員）の委員数を減
らし、庁内の職員は防災会議幹事会、あるいは庁内の
別の組織で対応し、外部委員の枠を増やしている場合
がある。しかし、各号毎に条例で定められている場合
があるため、災害対策基本法によって地方防災会議に
おいて学識経験者や都道府県知事が必要と認める者、
などが委員として認められた場合、条例改正が必要と
なる地方公共団体は数多くあると考えられる。男女
共同参画の立場から女性委員比率を4割とするために
は、『防災計画』の社会的位置付けを含む様々な検討
が必要で、東日本大震災を受け、新たな防災体制の構
築が急務である。次章では社会計画としての『防災計
画』とその体制について検討する。

Ⅵ. 新しい『防災計画』と市民の参画
〜行政計画から社会計画へ

1.	『防災基本計画』の2011年修正が示す市民
と多様性

2011年12月に出された『防災基本計画』修正では
多様性を反映した防災体制構築の必要性が明記され
た。それらの文言は「消防団組織」「地域コミュニテ
ィの防災体制の充実」「医療」「女性」、「通信」、「ラジ
オ（コミュニティＦＭ放送を含む）」、「在日・訪日外
国人が増加」「家庭動物」「燃料」、「帰宅困難者対策」
などがある。女性に関して明記された項目は2005年
修正、2008年修正、そして2011年修正、これまでに
3回あり、各修正は資料1にまとめている。2011年修
正で注目すべきは第1編 総則において「国、公共機
関及び地方公共団体は、社会情勢の変化に伴う災害脆
弱性の高まりについて十分配慮しつつ防災対策を推進
するものとする」そして、「地域における生活者の多
様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災
力向上を図る」が明記されたことだ。資料1にみるよ
うに、それまでは「男女双方の視点に配慮した防災を
進めるため」であったものが「地域における生活者の
多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防
災力向上を図るため」に書き換えられたのは、女性が
主権者として防災体制に主体的に参加する必要性と共
に、社会の多様性に応じた防災体制構築の必要性が明
示されたと理解することができる。
東日本大震災を受けて修正された『防災基本計画』

で明示された「生活者の多様な視点」と新たに加わっ
た文言を踏まえると表5に挙げた組織が今後防災体制
において重要な役割を担うことになると考えられる。
この度の修正は市民の生活視点からもなされており、
行政計画から社会計画へとその転換を図ることができ
るのではないか。東日本大震災の経験から自主防災組
織の重要性が認識されてきており、市民を代表する組
織との連携を含めた防災計画とすることが必要となる。
表5に挙げた団体は、いずれかの都道府県防災会議
の指定公共機関あるいは市町村防災会議において「市
長が特に必要と認める者」として委員になっている組
織である。例えば、コミュニティFMは四日市市防災
会議の委員および幹事である。北九州市防災会議で
は社会の多様性に対応するため看護協会や市民防災
会総連合の他に北九州国際交流団体ネットワーク会
長、NPO法人北九州子育ち・親育ちエンパワメント
センターBeeが委員となっている。さらに、男女共同
参画の視点では北九州市婦人会連絡協議会長、財団法
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人アジア女性交流・研究フォーラム理事長、北九州市
男女共同参画審議会長と3つの団体が委員となってい
る。なおここで挙げた北九州市の委員7名は女性であ
る（2011年調査）。
先に述べたように、2011年の『防災基本計画』修
正によって避難所や応急仮設住宅における女性の視点
での配慮の必要性が記載された。これは防災体制そし
て、災害後には女性への特別な支援が必要であること
を示している。近年は女性への支援として女性団体を
防災会議の委員に登用している。例えば、札幌市は地
域防災計画の中で防災会議の委員の役割を明文化して
おり、札幌市女性団体連絡協議会の求められる役割は
「（1）災害時における女性被災者の生活支援について
協力すること」と明示されているほか、社団法人北海
道看護協会会長、札幌市女性団体連絡協議会会長、社
団法人札幌消費者協会会長、札幌市ボランティア連絡
協議会副会長が全員女性である。
女性支援の団体としてはこのほかに男女共同参画セ

ンターが果たす役割が期待される。阪神・淡路大震災
では兵庫県女性センター（当時）が女性支援に重要な
役割を果たした（清原2006）。兵庫県は次の防災会議
開催時に兵庫県立男女共同参画センター長が5号委員
に任命されることが決まっている。男女共同参画セン
ターは現在都道府県に50、市町村に337設置されてい
る。東日本大震災において被災地の各センターがどの
ような役割を担ったのか全国女性会館協議会は2011
年に調査を実施している 9。これら調査結果からも男
女共同参画センターはこれまでに被災時課題とされて

きた相談業務、DV対策、性暴力対策、女性の就労支
援の側面から『地域防災計画』においてその役割を明
示し、防災会議委員として防災体制に一定の役割を果
たすことが求められる。ただし、男女共同参画センタ
ーの運営形態は各地方公共団体によって異なるため、
災害時において全てのセンターが同じ役割を担うよう
規定するには難しい面があり、その点は考慮する必要
がある。
災害時要援護者については、2005年3月に新潟県

中越地震の経験を受け「災害時要援護者の避難支援ガ
イドライン」が国によって取りまとめられていて、市
町村を中心に自治会・町内会、民生委員らの協力を得
て「災害時要援護者名簿」の作成が各地で推進されて
いるため、自治会・町内会連合会や民生委員にも防災
会議委員として防災体制の構築に役割を果たすことが
求められる。

2.	防災会議委員の登用には組織の職員も可能

多様な視点で防災体制を構築するため、防災会議へ
の新たな委員の任命は、女性委員の登用の機会ともな
る。その際に確認すべきは、防災会議の委員任命につ
いてはその職が「会長」等、組織のトップであるよう
指定されていないことである。中央防災会議では災害
対策基本法第12条第5項において指定公共機関の委
員は各組織の代表者であることが指定されている。し
かし都道府県防災会議は第15条第5項第7号において
指定公共機関や指定地方公共機関の役員又は職員であ

表5　『防災基本計画』において防災体制に必要と考えられる団体等

分　　　野 団　　　体　　　等

医療関係 看護協会、薬剤師会、ほか

ボランティア 社会福祉協議会、日本赤十字社、ほか

地域団体 自治会・町内会連合会、自主防災組織協議会、ほか

女性関係団体
男女共同参画センター、男女共同参画審議会、女性団体連絡協議会、婦人連合会、
女性財団、婦人防火クラブ、女性消防団、ほか

子ども、学校 PTA連合会、保育園・幼稚園関係、ほか

高齢者・障がい者 民生委員、各施設、ほか

メディア コミュニティFM、ほか

外国人・国際交流 国際交流協会、ほか

観光 観光交流協会、ほか

物資流通 消費者協会、ほか

家庭動物 獣医師会、ほか
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るよう定められているだけであり、そのためトップ
以外で防災に関して決定権のある役職に就いている
者、あるいは役職のない職員であっても、委員登用が
可能である。鳥取県は平井知事および片山前知事の取
組みによって防災会議の女性委員が9名登用されてい
て、女性委員の比率は都道府県の中で一番高く16.6%
となっている。登用に際しては数々の工夫がされてお
り、指定公共機関（第7号）である日本銀行では、一
般の女性職員が委員となっている（山地2009）。さら
に、第5号委員として県庁内において女性職員が7名
任命されていて、その内複数の委員については、部署
移動があっても委員を解かれずそのまま任命されてい
る。富山県防災会議においても5号委員の内、女性が
2名、同様の形式で任命されている。災害対策基本法
第15条第5項第5号では「知事がその部内の職員のう
ちから指名する者」となっているため、このような任
命方法は可能なのである。その他、富山県では第7号
委員に富山県薬剤師会が指定地方公共機関となってい
て、そこでは女性理事が委員となっている。防災会議
に任命される委員には決定権を持つ立場にいることが
必要との意見があるが、そのために組織の長であるこ
とは必ずしも必要ない。第4章、第5章で示したように、
防災会議委員の男女構成比率のバランスを保ちポジテ
ィヴ・アクションの実行のためには、防災担当の工夫
と防災会議委員となる組織との調整を経ることで可能
となり、それはここで述べた取組みが示している。次
章では災害が起きた後、復興過程におけるポジティヴ・
アクションの必要性とその課題について検討する。

Ⅶ. 復興計画策定委員会等への女性
の参画促進に向けて

1.	復興計画策定委員会等の根拠規定と現状

災害対策基本法には災害復旧・復興に関する条文が
定められていないため、災害復旧・復興に関する施策
は、それぞれの分野を所掌する行政の縦割りの形で事
業形式で行われてきた。しかし、被害が甚大な場合に
は地方公共団体によって総合的に復旧・復興計画が策
定される。過去の災害では、1983年の三宅島噴火の
『三宅島阿古地区復興計画』、1991年雲仙・普賢岳噴
火災害での『雲仙・普賢岳噴火災害島原市復興計画』、
1993年北海道南西沖地震の『奥尻町災害復興計画』、
1995年阪神・淡路大震災の被災地である兵庫県、神
戸市、芦屋市、西宮市の復興計画などが挙げられる。
復興計画の策定は復旧・復興を単体の事業ではなく、
生活再建、産業の回復、雇用の創出、地域振興等を含

め、地域全体の復興の在り方を明確化し、市民、市町
村、都道府県、国それぞれの理解と協力を得て効果的
な復興事業の推進を図ることが目的とされる。
先に述べたとおり、復旧・復興計画の策定は法律で
は定められていないが、災害対策基本法に直接の根拠
を持つ法定計画とするようその必要性が議論されてい
る（生田2010）。
現在、内閣府防災担当では「災害対策法制のあり方
に関する研究会」（平成23年9月12日～）と「防災対
策推進検討会議」（平成23年10月28日～）において
災害対策基本法はじめとする災害関連法制度の見直し
が検討されていて、本稿に関連する部分には、「11.災
害対策基本法における防災（予防、応急、復旧、復興）
の理念の明確化」、「14.地方防災会議の組織の見直し」、
「17.『災害復旧計画制度』の法定化」、「18.『災害復
興計画制度』の法定化」が挙げられる 10。
東日本大震災では被災6県（青森・岩手・宮城・福島・
茨城・千葉）において43市町村が復興計画を策定済
みあるいは策定中である 11。復興計画を策定するため
には、被災地方公共団体において行政・専門家・市民
らによる検討委員会が設置される 12。復興計画の策定
はその後の復旧・復興を決定するため被災後の迅速な
対応が求められ、3か月～半年ほどでの策定を求めら
れる。東日本大震災においては被害が甚大で広範囲で
あるため、国の方針や予算が決まらず、策定に1年近
くかかった地方公共団体もある。そのため3か月～半
年の間に「復興ビジョン」のような形で一度概案を出
した市町村も多い。
間もなく3月11日の震災・津波から1年が経つ。こ

の時期には全ての被災地方公共団体の復興計画決定が
待たれており、現在進んでいるのが、復興計画の進行
管理である。復興計画が行政、専門家、市民によって
策定されるように、復興計画の進行管理は専門家、市
民もともに行うことが求められる。阪神・淡路大震災
では神戸市や兵庫県において復興計画進行管理委員会
が設置され、5年、10年、15年と継続して復興の検
証と総括を行っている。
復興計画策定委員会、その後の復興計画進行管理委
員会は、公的な立場で復興まちづくりに大きな役割を
果たしている。復興計画策定は、検討委員会の他に、
ワーキング・グループやパブリック・コメント等様々
な形で市民の声を吸い上げ、反映することが必要だ。
本稿で議論するのは、復興まちづくりに女性がどのよ
うに参画しているか、という点である。具体的には、
復興計画策定や復興計画の進行管理等、政策や方針決
定過程の場に女性がどのように主体的に参画できてい
るのか、さらに市民の多様性がいかに反映されている
のか、である。復興計画策定は、その重要性から調査
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表6　東日本大震災被災市（一部）の復興計画策定委員会等（2011年7月～12年2月調査）
　　　	 （努力義務：女性委員の参画努力義務対象の委員会）

都道
府県

市・町 委員会等の名称 委員等
女性
比率

努力
義務

目標値 総数 （男）（女） 設置根拠 設置期限

宮城県

石巻市

石巻市震災復興ビジョン
有識者懇談会

専門家  18% × ― 11  9 2 なし
2回

開催のみ

石巻市復興基本計画市民
検討委員会

市民  13% ● 30% 29 25 4 設置要綱
2012年

3月31日

気仙沼市

気仙沼市震災復興市民委
員会

市民  18% × ― 11  9 2 設置要綱 期限なし

気仙沼市震災復興会議

全体
市長
副市長
専門家
市民

  0%
100%
100%

  0%
  0%

× ―

15
 1
 1
 7
 6

15
 1
 1
 7
 6

0
0
0
0
0

設置要綱 期限なし

仙台市
仙台市震災復興推進本部
会議

全体
専門家
経済界
市民

 18% 
  0%
  0%

100%

● 35%

16
12
 2
 2

13
11
 2
 0

3
1
0
2

設置要綱
復興計画
策定日

南三陸町

南三陸町震災復興計画策
定会議

全体
専門家
経済界
国・県

  0%
  0%
  0%
  0%

× ―

 9
 6
 1
 2

 9
 6
 1
 2

0
0
0
0

設置要綱 2年間

南三陸町震災復興町民会
議

市民  12% × ― 24 21 3 設置要綱
復興計画
策定日

岩手県 釜石市

釜石市復興まちづくり委
員会

市民  17% ● 40% 45 37 8 設置要綱
復興計画
策定日

釜石市復興まちづくり委
員会
アドバイザー会議

専門家   0% × ―  6 6 0
まちづくり
委員会設置
要綱第5条

復興計画
策定日

釜石市復興プロジェクト
会議

全体
専門家
市民

 17%
  0%
 30%

× ―
17

4
13

14
 4
10

3
0
3

設置要綱
復興計画
策定日

千葉県 旭市 旭市復興計画検討委員会

全体
専門家
審議会
団体代表
行政機関
市民

 10%
  0%

100%
  0%
  0%
 12%

19
 2
 1
 6
 2
 8

 2
 1
 6
 2
 8

0
1
0
0
1

なし
復興計画
策定日

研究がなされてきており、どのように市民が参画し、
意見を反映する仕組みづくりが行われているか着目し
た研究もある。しかし、個人の属性に着目し、女性の
参画についての調査研究はこれまでなされていない。

2.	東日本大震災復興計画策定委員会の現状と課
題

本稿では東日本大震災後に復興計画を策定した43
市町の中から、6市町を選び復興計画策定委員会にお
ける女性の参画状況を調査した。6市町にはこれまで
2回（2011年7月・12月）現地調査を実施した石巻市、
気仙沼市、仙台市、南三陸町の4市町と岩手県釜石市
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と千葉県旭市の2市である。福島県は原子力事故災害
による長期避難者が数万人におよぶため今回の調査に
は含んでいない。調査を実施した地方公共団体の復興
計画策定経緯はホームページ上に掲載されており情報
の入手は可能である。それらの情報を基に現地調査で
のヒアリングと電話によるヒアリング調査を行った。
復興計画策定委員会のあり方は地方公共団体によっ
て多様であるが、ここでは行政単独で庁内に置いた委
員会は含めていない。今回の調査では行政・専門家・
市民によって構成されている委員会（気仙沼市震災復
興会議）、市民のみで構成されている委員会（石巻市
復興基本計画市民検討委員会、気仙沼市震災復興市民
委員会、南三陸震災復興町民会議、釜石市復興まちづ
くり委員会）、あるいは専門家と市民で構成される委
員会（仙台市震災復興推進本部会議、旭市復興計画検
討委員会、釜石市復興プロジェクト会議）そして、専
門家らのみからなる委員会（石巻市震災復興ビジョン
有識者懇談会、南三陸町震災復興計画策定会議、釜石
市復興まちづくり委員会アドバイザー会議）の4つを
対象としている。各委員会の構成員および女性委員の
比率をまとめたのが表6である。
表6では女性委員比率が20%を超えている委員会は

ない。女性比率が高いのは気仙沼市震災復興市民委員
会と仙台市震災復興推進本部会議、石巻市震災復興ビ

ジョン有識者懇談会の18%で、次に17%の釜石市復
興まちづくり委員会および釜石市復興プロジェクト会
議となっている。女性委員が0%の委員会が3つあり、
それは気仙沼市震災復興会議、南三陸町震災復興計画
策定会議、釜石市復興まちづくり委員会アドバイザー
会議である。委員会の構成から考察すると、女性比率
は「市民のみ」あるいは「市民（専門家含む）」の委
員構成でより高く、女性委員比率が0%の委員会はい
ずれも「専門家のみ」の構成となっている。女性委員
は復興計画策定に市民委員として関わっているが、専
門家としてはあまり関与していないということにな
る。専門家（大学教員）を含む7つの委員会に女性委
員が入っているのは、石巻市震災復興ビジョン有識者
懇談会と仙台市震災復興推進本部会議であるが、石巻
市震災復興ビジョン有識者懇談会は5月に2回開催さ
れたのみであり、設置要綱のない懇談会の位置づけで
ある。そのため、6つの市町の策定委員会の中で専門
家の女性委員は仙台市震災復興推進本部会議の1名の
みである。
一方で、市民が主体の委員会では女性委員を増やす
取り組みが行われている。石巻市震災復興基本計画市
民検討委員会の場合には女性委員は保育所の園長と民
生児童委員各1名、さらに地区代表2名の計4名がいる。
これは石巻市が市内8地区の代表選出の際、各地区

表7　阪神・淡路大震災被災市（一部）の復興計画策定委員会等	 （努力義務：女性委員の参画努力義務対象の委員会）

都道
府県

市・町 委員会等の名称 委員等
女性
比率

努力義務
（仮定）

総数 （男） （女） 設置根拠 設置期限

兵庫県

神戸市

神戸市復興計画検討委員会

専門家
委員会
分科会１
分科会2
分科会3

  3%
  0%
  0%
  0%

×
27

7
7
7

26
7
7
7

1
0
0
0

神戸市復興計画審議会

全体
専門家
市会議員
民間団体
経済界
労働界
関係機関
市職員

  7%
  2%
 16%
 20%
  0%
  0%
  0%
  0%

●

100
40

6
25
12

6
8
3

93
39

5
20
12

6
8
3

7
1
1
5
0
0
0
0

条例
期限なし
（条例有）

芦屋市
芦屋市震災復興計画検討委
員会

全体
専門家
市助役
市会議員
兵庫県
経済界
団体・市民

 12%
 20%
  0%
  0%
  0%
  0%
 20%

16
6
1
1
1
2
5

14
5
1
1
1
2
4

2
1
0
0
0
0
1

設置要綱
期限なし
（終了）

西宮市 西宮市復興計画学識者会議 専門家   0% 11 11 0 なし なし
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に「女性を選出して欲しい」との要望を伝えて、女性
が委員になるよう工夫したためである（山地2011a）。
なお、復興計画策定委員会では市民代表でも地域の経
済・産業界はじめ地域団体が主になるため、そのポジ
ションにない女性委員の任命は難しく、千葉県浦安市
の委員会のように女性が商工会議所の会頭として委員
に入っていることは特筆すべきであろう。また、釜石
市のように総合計画審議会の委員が復興計画策定委員
となる場合がある。それは、復興計画は地方公共団体
のあらゆる施策と関連していて、総合計画との整合性
が必要となるためだ。気仙沼市震災復興会議は専門家
と総合計画審議会の委員から構成されているが、審議
会の会長・副会長および部会長が指名されているため、
女性委員は0名となっている。市町村によっては女性
団体の代表が市民委員としてはいっている委員会もあ
る。本調査の対象ではないが、女川町は「女川町婦人
会長」（12名中女性委員1名）、陸前高田市では「陸前
高田市地域女性団体協議会」・「陸前高田商工会女性部」
（50名中2名）、大船渡市においては「大船渡市女性団
体連絡協議会」・「気仙沼医師会」（28名中2名）が女
性である。
専門家としての女性委員が少ない理由として最初に
挙げられるのは、復興計画では復旧に重きがおかれる
ため、防災・工学系の研究者の参画が求められている
点だ。ヒアリングで市民への依頼および専門家への依
頼には、表8と表9のような理由がそれぞれ複数の地
方公共団体で挙げられた。さらに、防災・工学系分野
にも少なからず女性研究者がいるにもかかわらず委員
に女性がいない理由として、災害前からの市町政への

関わりの希薄さが挙げられた。仙台市では地元の東北
大学から8名の研究者（工学、医学、農学、法学、経済）
が参画しているが、全員男性委員である。果たして一
人として適任の女性研究者がいないとは考えにくい。
また、高崎経済大学の男性教員は東北大学出身者であ
り、被災地に詳しいからと委員を委嘱されたが、女性
にも仙台出身で、復興計画策定に必要な見識を持つ研
究者がいるのではないだろうか。そのほか、専門家に
依頼の際には、災害前からまちづくりはじめ市政に関
わっていたことが理由として挙げられている。さらに、
委員あるいは既知の専門家に新たに紹介を依頼した場
合には、男性は男性を紹介する事が多いため、雪だる
ま式で男性が増えていくことが指摘できる。
これらをまとめて考えた際、復興計画策定委員会に
積極的に女性委員参画を促すためには、複数の施策が
必要だ。第一に、復興計画策定委員会を条例によって
設置することが求められる。東日本大震災では、仙台
市をはじめ市町村の策定委員会が設置要綱あるいは内
規で設置されている。災害直後に条例を制定するのが
困難な時期であること、また時限設置の委員会形式と
なっていることなどから、要綱での設置となってい
る。第二に、復興計画策定委員会が設置要綱で置かれ
た場合、その委員会を附属機関と同様の委員会として
扱い、女性委員の登用を30%以上（国は40%、地方
公共団体によっては30～40%）とすることを努力義
務化して、女性委員の委嘱を増やすべきである。表6
にあるように、今回の調査では、女性委員の登用努力
義務の対象となる復興計画策定委員会は、石巻市復興
基本計画市民検討委員会、仙台市震災復興推進本部会

表8

市　　　　　民

活発な団体活動 災害が起こる前から審議会や懇談会等に関わり、市政に詳しいため依頼

地元への縁 地元出身者に依頼

総合計画との連携・整合性 復興計画と総合計画との連携、関連性から総合計画審議会委員に依頼

表9

専　　門　　家

旧知の専門家 災害が起こる前から審議会や懇談会等に関わり、市政に詳しいため依頼

地元への縁 地元出身者、地元の大学、研究機関などに依頼

専門性 防災・工学系の研究者・研究員が多くなった

専門家の紹介 旧知の専門家に紹介を依頼

経験のある専門家 災害復興の経験（阪神・淡路大震災、新潟県中越地震）ほか

支援者 災害直後から支援に入っている
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議、釜石市復興まちづくり委員会、旭市復興計画検討
委員会のみである。気仙沼市の場合、気仙沼市震災復
興市民委員会・気仙沼市震災復興会議、南三陸町の南
三陸町震災復興計画策定会議と南三陸町震災復興町民
会議の、いずれもが対象とはなっていない。気仙沼市
で対象となるのは条例に基づいて設置された委員会等
のみであり、復興計画策定委員会は要綱で設置されて
いるため対象とならない。また、釜石市のように釜石
市復興まちづくり委員会を上位機関と位置づけ、その
ほか下部組織に該当する委員会等を対象としない場合
もある。また、南三陸町は災害による庁舎被害が甚大
であるため過去の委員会等の対象状況の調査自体が必
要となっている。
今回の調査の中では女性委員登用の必要性を認識し
ていてもそれを実現することができなかったとの回答
がある。委員選任の際に女性参画の工夫をしたと回答
したのは、石巻市と釜石市のみであった。1995年の
阪神・淡路大震災では、神戸市が「神戸市復興計画審
議会」を条例によって設置していて、2009年の兵庫
県佐用町の水害においても「佐用町災害復興計画検討
委員会」は条例で定められている。東京都の場合は、
東京都震災復興本部の設置に関する条例によって復興
計画の策定を定めることができる。災害後に議会の決
議が必要な条例による設置は困難であるとの意見もあ
る。将来、災害対策基本法において復旧・復興計画の

策定が法定化された場合、市町村は政令にもとづいて
設置する可能性が高いため、災害対策の一つとして各
地方公共団体はこの二つの事項について早期に検討す
べきである。

3.	復興計画進行管理と女性参画の工夫

阪神・淡路大震災の復興計画策定員会では、表7に
あるように神戸市が3%と7%、芦屋市が12%、西宮
市が0%と女性委員の登用は少なかった。しかし、そ
の後の復興計画進行管理では、1996年に設置された
神戸市復興推進懇話会で21%と状況が異なってくる。
阪神・淡路大震災が起こった1995年は、北京女性会
議が開催された年でもある。男女共同参画社会基本法
の制定は4年後の1999年であり、当時、女性委員登
用の目標数値があったわけではない。女性の参画が進
んだのは災害から1年経ち、男性中心の委員会に女性
委員の必要性が認識された結果だと捉えてよいのでは
ないか。さらに神戸市復興推進懇話会とそれに続く神
戸市復興・活性化推進懇話会では、外国人やまちづく
りコンサルタントが委員として入っている。また、兵
庫県は災害の翌年2月には「外国人県民復興会議」を
設置し、芦屋市は国際交流協会を委員とすることで、
外国人の声を反映する仕組みづくりがなされている。
東日本大震災の被災地では市町村の復興計画がよう

表10　東日本大震災被災市（一部）の復興計画進行管理委員会等（2012年１～2月調査）
（努力義務：女性委員の参画努力義務対象の委員会）

都道
府県

市・町 委員会等の名称 委員等
女性
比率

努力
義務

目標値 総数 （男）（女） 設置根拠 設置期限

宮城県

石巻市 検討中 ― 未定 ― ― ― ― ― ―

気仙沼市

（継続） 気仙沼市震災復
興市民委員会

市民 18% × ― 11 9 2 設置要綱 期限なし

（継続） 気仙沼市震災復
興会議

全体
市長
副市長
専門家
市民

  0%
100%
100%

  0%
  0%

× ―

15
 1
 1
 7
 6

15
 1
 1
 7
 6

0
0
0
0
0

設置要綱 期限なし

検討中 ― ― 未定 ― ― ― ― ― ―

仙台市 今後検討 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

南三陸町 検討中 ― ― 未定 ― ― ― ― ― ―

岩手県 釜石市

（継続） 総合計画振興審
議会

市民 17% ● 40% 45 37 8 条例 期限なし

検討中
進行管理委員会

（女性・子ども中心）
― ― 未定 ― ― ― ― ― ―

千葉県 旭市 検討中 ― ― 未定 ― ― ― ― ― ―
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やく出そろったところである。防災・減災、高台移転
問題などのハード面、産業のソフト面と難題が山積で
あるが復旧・復興は急ピッチで進められている。行
政・専門家・市民は、復興計画がどのように進んでい
るのか進行管理に努めるべきだ。阪神・淡路大震災
後、芦屋市・西宮市では継続した進行管理委員会は設
置されなかったが、それぞれ芦屋市が10年、西宮市
が6年の検証を行っている。東日本大震災の被災地で
は、釜石市で総合計画振興審議会が進行管理を引き継
いでいる。さらに、復興計画の策定において女性の意
見を取り入れる仕組みが弱かったとの反省から、女性
そして子ども中心の委員会を別途設置することが検討
されている。気仙沼市では、2つの復興計画策定委員
会は今後も継続し、別途、進行管理委員会の設置を検
討中である。今回の調査では仙台市が今後検討すると
の回答の他、石巻市、南三陸町、旭市においても内部
で進行管理委員会設置が議論されている。今後東日本
大震災の被災地ではなんらかの形で復興計画の進行管
理がおこなわれるであろう。その際に配慮すべきは女
性の参画、多様性の反映である。復興計画策定時は委
員会の設置、計画の策定に迅速さが求められ、それら
への配慮を可能とする状況になかった地方公共団体が
ある。災害からほぼ1年を経て、復興まちづくりを推
進するためには、専門家、市民を問わず、女性の参画
と地域の多様性の反映が求められる。復興計画進行管
理委員会は設置要綱あるいは内規で定められることが
予想されるが、復興計画策定委員会も女性委員の登用

を30%以上（国は40%、地方公共団体によっては30
～40%）とする努力義務の対象委員会とすべきである。

Ⅷ. おわりに

これまで日本、台湾、米国での被災地調査において
女性は様々な形で復興まちづくりにおいて活躍してい
ることが明らかになった。しかし、女性達を意思決定
機関や地域の組織の中でみることは少ない。フンク
（2004）は阪神・淡路大震災後の復興まちづくりで区
画整理に関わった88組織のまちづくり協議会の内、
女性リーダーのいる協議会は5つのみであったと指摘
する。まちづくり協議会は世帯単位毎に加入するため、
男性が表にたち、女性は裏方に徹するという構図が存
在した。地域の自治会等においては参加が世帯単位の
ため、登録は世帯主である男性の名前でされるものの、
実際には妻である女性が活動しているとの声もある。
これら女性自身による活動は、女性個人が表にたつ事
が必要ではないか。これまで述べたように防災・復興
分野に女性の参画を一層進めるには、日常のまちづく
りに女性が様々な立場で参加できるよう具体的な仕組
みづくりが必要である。それは専門家でも市民でも同
じことがいえる。
防災会議、防災会議幹事会、専門委員会等は防災体
制構築のための意思決定機関である。さらに復興計画
策定委員会と復興計画進行管理委員会は災害後の復興

表11　阪神・淡路大震災被災市（一部）の復興計画進行管理委員会等（2012年1～2月調査）
（努力義務：女性委員の参画努力義務対象の委員会）

都道
府県

市・町 委員会等の名称 委員等
女性
比率

努力
義務

（仮定）
総数 （男）（女） 設置根拠 設置期限

兵庫県

神戸市

神戸市復興推進懇話会

全体
専門家
経済界
アドバイザー
市民

 21%
  5%
  0%
 33%
 62%

●

33
19

3
3
8

26
18
 3
 2
 3

7
1
0
1
5

設置要綱
1996年8月～

1998年3月

神戸市復興・活性化推進懇
話会

全体
専門家
経済界
市民

 15%
  7%
  0%
 50%

●

26
15

5
6

22
14

 
 

4
1
0
3

設置要綱 2012年3月31日

芦屋市
芦屋市まち・人・くらし活
性化推進懇話会

全体
専門家
市民

 40%
 42%
37%

15
7
8

 9
 4
 5

6
3
3
設置要綱 2005年3月31日

西宮市 震災復興６年の総括（冊子）
専門家
新聞社
民間団体

  0%
  0%
―

11
 4

不明

11
 4
―

0
0
―

なし 2001年4月
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まちづくりの方針を決定する意思決定機関である。こ
れらの政策決定機関に主権者としての女性の参画を促
進することが重要なのである。本稿で考察したように、
防災会議の設置と運用は法律によって定められている
ため、女性の参画を促進するには法令の改正と『防災
基本計画』の修正が求められる。ここでは防災計画を
防災体制構築のために地方防災会議の委員として求め
られる組織や機関を提示した。
第7章では、復興計画策定委員会と復興計画進行管

理委員会における女性参画を促進するための方策を提
案した。東日本大震災の被災地方公共団体では、復興
計画策定委員会が条例ではなく、設置要綱で定められ
ている。復旧計画・復興計画が災害対策基本法などに
よって法定化されれば、策定委員会は条例で設置する
ことになる。条例設置の付属機関は男女の構成比率の
バランスをとることが努力義務となり、委員の選任に
おいても配慮がなされることになる。仙台市は2011
年9月決定の『男女共同参画せんだいプラン2011』に
おいて、「男女共同参画の視点に立った震災復興計画
の策定」と明示している。しかし、仙台市の復興計画
策定員会の女性比率は18%、専門家としては12名中
女性は1名のみで、復興計画進行管理委員会の設置も
まだ決定していない状況にある。復興計画は市民の生
活に直接かかわっており、多様な分野からの参画が必
要で、進行管理委員の適任者は必ずいるはずである。
復興計画進行管理委員会を設置することになった場合
には、委員の男女構成比率に配慮すべきであり、それ
には担当部局の努力が必要だ。本稿では東日本大震災
で復興計画が策定された6つの市町の調査結果に基づ
いているが、今後は復興計画を策定した43市町村全
ての復興計画策定委員会の委員選定過程と委員の男女
構成比率、そして復興計画進行管理委員会の設置状況
について調査を実施し、さらに考察を深める。
最後に、市民の手による復興計画の進行管理委員会

の設置を提示する。阪神・淡路大震災では「被災者復
興支援会議」が兵庫県の呼びかけによって第三者機関
として発足し、メンバーは専門家、医師、経済界、行
政職員らで構成された。会議は第三者機関としながら
も現場を重視し、被災者の声を聞くため応急仮設住宅
はじめ各地での「移動いどばた会議」やフォーラムを
積極的に開催し、それらでの議論をもとに提言を行っ
た。会議は3期に分かれ、震災直後の7月から10年後
の17年3月まで継続しており、メンバーは3期でそれ
ぞれ交代し、メンバーの女性の比率は「被災者復興支
援会議 I」24名中5名（20.8%）、「被災者復興支援会
議 II」15名中4名（26.6%）、そして「被災者復興支
援会議 III」18名中2名（11.1%）であった。東日本大
震災の復興において「被災者復興支援会議」の設置を

実現できるのであれば、女性委員の比率は30%以上
を超えることが求められ、さらには高齢者や障害者、
外国人など多様な人々の声を反映できるよう調整する
ことが必要だ。
東日本大震災の被災地では「復興が遅れている」と
の声が聞かれ、市民が震災前の生活を取り戻している
とは言えない。個人の生活再建、地域の再建、復興計
画の進行管理、それぞれ段階は異なるが様々な形で専
門家や市民が直接関わっていくことになる。2012年2
月10日には復興庁が正式に発足した。しかし、復興
庁の幹部は1名が女性でほか全員男性であり、今後は
防災・復興担当への女性職員配置の必要性について調
査が求められる。復興庁の内部組織としては、東日本
大震災対策本部に2011年10月1日付で住民支援系に
設置された男女共同参画班が、そのまま設置されてい
る。今後男女共同参画班が内閣府男女共同参画局らと
ともに、どのような形で復興における男女共同参画を
制度設計し、推進していくのか、各地方公共団体の動
きと併せて注視しなければならない。
復興まちづくりは既に始まっている。地域や行政は
女性が参画できる仕組み作りを工夫しなければならな
い。同時に、女性自身が自ら手を挙げ、復興まちづく
りへの参画に向けて努めなければ、災害復興における
男女共同参画は実現できないであろう。

参考文献
浅野幸子2007「地域防災活動における女性の活躍とこれから」『災
害社会学入門』弘文堂

阿部康孝1996『大震災の法と政策』日本評論社
生田長人2010『防災の方と仕組み』東信堂
伊藤雅春・小林郁雄ほか2011『都市計画とまちづくりがわかる本』
彰国社

太田敏一・牧紀男・林春男2008「神戸市復興計画策定過程の評価と
考察」『地域安全学会論文集』10： 215-224

太田敏一・ジョンソンローリー・牧紀男・林春男2010「大災害後の
復興計画策定過程－神戸市とニューオーリンズの計画策定過程
の比較を中心として」『地域安全学会論文集』13： 335-345

大沢真理・堂本暁子・山地久美子編『「災害・復興と男女共同参画」6.11
シンポジウム～災害・復興に男女共同参画の視点を』GCOE「グ
ローバル化時代の男女共同参画と多文化共生」東京大学社会科
学研究所4、ISIリサーチシーリズ46

片山善博・津久井進2007『災害復興とそのミッション』クリエイツ
かもがわ

木村拓郎ほか「特集：復興計画と自治体」『自治研』2011年11月
清原桂子2006「防災・災害復興に活かす女性の視点・女性の力」『国
立女性教育会館研究ジャーナル』1:.33-39.

近藤民代2008「巨大都市災害後の復興計画づくりを考える－カトリ
ーナ災害の被災地から何を学べるか－」『減災』3：44-52

辻村みよ子2005『自治体と男女共同参画─政策と課題』（自治体議
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資料1　　防災基本計画（中央防災会議）における男女共同参画（抜粋）
2005年・2008年・2011年修正

第1編 総則・第2編 地震災害対策編・第3編 津波災害対策編・第4編 風水害対策編・第5編 火山災害対策編・
第6編 雪害対策編・第15編 その他の災害に共通する対策編

2005年7月修正 2008年2月修正 2011年12月修正

第1編 総則　第3章 防災をめぐる社会構造の変化と対応

●住民意識及び生活環境の変化とし
て、近隣扶助の意識の低下がみられ
るため、コミュニティ、自主防災組
織等の強化が必要である。さらに、
障害者、高齢者等の災害時要援護者
や女性の参画を含めた多くの住民参
加による定期的防災訓練、防災思想
の徹底等を図る必要がある。

●住民意識及び生活環境の変化とし
て、近隣扶助の意識の低下がみられ
るため、コミュニティ、自主防災組
織等の強化が必要である。さらに、
障害者、高齢者等の災害時要援護者
を含めた多くの住民参加による定期
的防災訓練、防災思想の徹底等を図
る必要がある。
●男女双方の視点に配慮した防災を
進めるため、防災に関する政策・方
針決定過程及び防災の現場における
女性の参画を拡大し、男女共同参画
の視点を取り入れた防災体制を確立
する必要がある。

（略）
●（略）地域における生活者の多様
な視点を反映した防災対策の実施に
より地域の防災力向上を図るため，
防災に関する政策・方針決定過程及
び防災の現場における女性の参画を
拡大し，男女共同参画の視点を取り
入れた防災体制を確立する必要があ
る。

第2編 地震災害対策編　第1章 災害予防　第3節 国民の防災活動の促進　（4）防災知識の普及，訓練における災
害時要援護者等への配慮

●防災知識の普及，訓練を実施する
際，高齢者，障害者，外国人，乳幼
児，妊産婦等災害時要援護者に十分
配慮し，地域において災害時要援護
者を支援する体制が整備されるよう
努めるとともに，被災時の男女のニ
ーズの違い等男女双方の視点に十分
配慮するよう努めるものとする。

同左 同左

第2編 地震災害対策編　第1章 災害予防　第3節 国民の防災活動の促進　（3）国民の防災活動の環境整備

●地方公共団体は，自主防災組織の
育成，強化を図るものとする。この
ため，組織の核となるリーダーに対
して研修を実施するなどにより，こ
れらの組織の日常化，訓練の実施を
促すものとする。その際，女性の参
画の促進に努めるものとする。

同左

地方公共団体は，自主防災組織の育
成，強化を図り，消防団とこれらの
組織との連携等を通じて地域コミュ
ニティの防災体制の充実を図るもの
とする。また研修の実施などによる
防災リーダーの育成，多様な世代が
参加できるような環境の整備などに
より，これらの組織の日常化，訓練
の実施を促すものとする。その際，
女性の参画の促進に努めるものとす
る。
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2005年7月修正 2008年2月修正 2011年12月修正

第2編 地震災害対策編　第2章 災害応急対策　第5節 避難収容及び情報提供活動　（2）避難場所の運営管理

●地方公共団体は，避難場所におけ
る生活環境に注意を払い，常に良好
なものとするよう努めるものとす
る。また，避難の長期化等必要に応
じてプライバシーの確保，男女のニ
ーズの違い等男女双方の視点等に配
慮するものとする。

同左

●地方公共団体は，避難場所におけ
る生活環境に注意を払い，常に良好
なものとするよう努めるものとす
る。そのため，食事供与の状況，ト
イレの設置状況等の把握に努め，必
要な対策を講じるものとする。また，
避難の長期化等必要に応じて，プラ
イバシーの確保状況，入浴施設設置
の有無及び利用頻度，洗濯等の頻度，
医師や看護師等による巡回の頻度，
暑さ・寒さ対策の必要性，ごみ処理
の状況など，避難者の健康状態や避
難場所の衛生状態の把握に努め，必
要な措置を講じるよう努めるものと
する。また，必要に応じ，避難場所
における家庭動物のためのスペース
の確保に努めるものとする。
●地方公共団体は，避難場所の運営
における女性の参画を推進するとと
もに，男女のニーズの違い等男女双
方の視点等に配慮するものとする。
特に，女性専用の物干し場，更衣室，
授乳室の設置や生理用品，女性用下
着の女性による配布，避難場所にお
ける安全性の確保など，女性や子育
て家庭のニーズに配慮した避難場所
の運営に努めるものとする。

第2編 地震災害対策編 第2章 災害応急対策　第5節 避難収容及び情報提供活動　（3）応急仮設住宅の運営管理

●地方公共団体は，各応急仮設住宅
の適切な運営管理を行うものとす
る。この際，応急仮設住宅における
安心・安全の確保，孤独死や引きこ
もりなどを防止するための心のケ
ア，入居者によるコミュニティの形
成及び運営に努めるもとともに，女
性の参画を推進し，女性を始めとす
る生活者の意見を反映できるよう配
慮するものとする。また，必要に応
じて，応急仮設住宅における家庭動
物の受入れに配慮するものとする。
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山崎栄一（大分大学准教授）氏には示唆に富んだ貴重な意見を
いただいた。また、東北大学GCOE三隅多恵子（研究企画マネ
ージャー）氏にはプロジェクト間の研究交流に多大なご支援を
いただいた。ここに記して深謝する。

次の方々の調査へのご協力に感謝しここに記す。
内閣府男女共同参画局
総務省消防庁国民保護、防災課
宮城県
　　　 石巻市復興対策室、企画部市民協働推進課、産業部 

商工観光課
　　　 気仙沼市企画部 企画政策課、まちづくり推進課 男女

共生推進室
　　　仙台市震災復興本部震災復興室
　　　南三陸町復興企画課　
岩手県釜石市総務企画部総合政策課、復興推進本部都市整
備推進室
千葉県旭市企画政策課企画調整班
兵庫県
　　　芦屋市政策企画室
　　　 神戸市財政局行政監察部行政経営課、企画調整局企

画調整部総合計画課、市民参画推進局 男女共同参画
課

　　　西宮市総合企画局企画総括室政策推進グループ
　木村拓郎（一般社団法人 減災・復興支援機構理事長）氏
　小林郁雄（神戸山手大学教授）氏

  2 筆者が3月14日に提示した大臣宛の要望書およびその後の提案
書（3月16日と21日）にも対応を示し、担当者とは3月19日に
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面談し意見交換をしている。
  3 2009年から総務省が女性消防団の予算を挙げているがこれは既
存の「女性消防団員大会」の実施費用が外郭団体から総務省へ
の直接の経費に変更となったもの。

  4 兵庫県は次年度開催される防災会議において兵庫県立男女共同
参画センター（イーブン）センター長（庁内）、財団法人兵庫県
看護協会（指定地方公共団体）会長が女性委員として入ること
が予定されている。

  5 第5条　内閣法の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2復興庁が廃止されるまでの間における第二条第二項の規定の
適用については、同項中「14人」とあるのは「15人」と、同項
ただし書中「17人」とあるのは「18人」とする（復興庁設置法
　2011年法律第125号）。

  6 例えば、第177回国会東日本大震災復興特別委員会第2号、岡
崎トミ子参議院議員の質問と菅直人総理大臣（当時）の答弁（抜
粋）。2011年6月14日。http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangi
in/177/0152/17706140152002a.html　

  7 「重要政策に関する会議の専門委員等の在り方等について（案）」
中央省庁等改革推進本部顧問会議　第17回議事概要（2000年
4月20日（木））。

  8 同上。
  9 「東日本大震災に関連しての活動に関するアンケート調査」特定
非営利活動法人全国女性会館協議会（会員館88施設中、82施設。
回収率93.2％）。

 10 「災害対策法制のあり方に関する研究会―中間論点整理（案）―」 
（2011年12月6日）。http://www.bousai.go.jp/chubou/suishinkaigi/
3/2-2.pdf　

 11 東日本大震災対策本部資料「復旧の現状と復興への取組」2012
年1月23日東日本大震災復興対策本部事務局。

 12 2010年『復興マニュアル』内閣府（防災担当）作成。




