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第１章 ４年間の事業展開

１　避難所運営訓練

（１）４年間の取組一覧

＊実行委員会とは…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

＊運営委員会とは…各地域で避難所運営訓練を実施する際、中心になって活動する方々

町内連合会

町内会

町内会

＊平成24年度は青森県委託事業「男女共同参画防災体制づくり事業」と同時開催
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（２）４年間の総括

①　平成24年度及び平成25年度は青森市とおいらせ町での実施であったが、平成26年度からは青森県内の

東日本大震災で大きな被害を受けた２市２町と青森市で本事業を実施することができた。2,000人余り

の人が、震災関連死をなくし減災につなげるための「避難所運営訓練」に参加し、その意義と必要性の

理解につながった。また、28年度以降も各自治体あるいは地域で継続していきたいという声があがって

いる。

②　「避難所運営訓練」を実施するにあたり、その前に「学習の場」を設けることで、より理解度が高ま

り、住民主体の訓練の実施につながることが確認できた。平成25年度からは「地域人材育成事業」とい

う位置づけで、「男女共同参画の視点を取り入れた防災教育」を実施し、その方々が運営委員となり、

「学び」「気づき」「考える」「体験・実践」というプロセスを踏むことが実践的理解につながっていった。

また、継続したいという意欲の醸成にもつながっている。

③　「避難所運営訓練」を通して、ア）多様性配慮、イ）女性リーダーの必要性について具体的に認識し

ていく契機となり、これが「男女共同参画」の実践的理解につながった。これまで、男女共同参画に対

し他人事と思っていた地域住民が身近に感じ、「男女共同参画社会」の必要性に対し声をあげていくよ

うになった。

（３）「平成24年度男女共同参画地域防災体制づくり事業」について

　平成24年度は「男女共同参画地域防災体制づくり事業（以下、「防災体制づくり事業」という）」及び

「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業（以下、「再生支援事業」という）」の２つの事業

を活用しながら実施した。

　「防災体制づくり事業」については、平成24年度青森県委託事業を青森県男女共同参画センターが受託

し実施した。同時に開催した「子どもワークショップ」や「非常食の試食」、ＤＶＤ「安心できる避難所

づくり」の制作等については、平成24年度文部科学省委託事業を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（事務局：青森県男女共同参画センター）が受託、実施したものである。

　平成25年度以降の「避難所運営訓練」は、「防災体制づくり事業」の成果等を受け、「再生支援事業」と

して継続したものであることから、「防災体制づくり事業」についても、本報告書にて紹介するものとす

る。
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「平成24年度青森県男女共同参画地域防災体制づくり事業」

（１）事業紹介

　本事業は、男女共同参画の視点が反映された避難所づくりを目的に、青森市と被災地でもあるおいらせ

町の２か所で、自主防災会や町内会、社会福祉協議会や民生委員、ＰＴＡ、小さい子どもを抱える母親な

ど、災害時に支援者となったり、要配慮者の立場になる可能性の方々も交えて実行委員会を組織してモデ

ル事業を実施した。

　「関連死をなくす」というキーワードから、災害時における男女共同参画の視点の必要性を説き、３回

の事前ワークショップで、女性に優しい避難所づくりや体験内容について話し合った。その結果、青森市

はアピオあおもりを模擬避難所エリアと防災啓発エリアに分け、400人余りの市民が「誰もが安心できる

避難所」を体感した。また、おいらせ町では、町の総合防災訓練と連動して、東日本大震災で避難所に

なった深沢コミュニティセンターで「関連死防止の避難所づくり」を実施した。

　ふりかえりのワークショップでは、体験を活かし、「男女共同参画の視点に立った避難所空間づくり」

や「資機材・物資の確保のポイント」などを話し合い、体験をどのように今後につなげるか話し合った。

そして、最後には合同学習会を実施し、互いの成果を発表し合った。

（２）実施までの経緯

　青森県も太平洋沿岸部は被災地であり、４月末まで避難所を開設していた地域もある。被災地の市町村

に避難所等の状況をヒアリングしたところ、ペットがいたり、小さな子ども連れの家族は車中泊であった

り、更衣室がなく着替えはトイレであったり、炊き出しは地域の婦人会の役割だったことがわかり、避難

所等における男女のニーズの違いや男女双方の視点への配慮はなされていなかったことがわかった。

　多くの市町村では避難所運営マニュアルは作成されておらず、精神面でのケアの必要性から保健師を派

遣する程度の認識であり、住民の意識も行政に頼りきりであった地域も多く、自助・共助・公助がうまく

機能していなかった。

　また、これまでの防災訓練はポンプ操作やイベント的なものが多く、図上訓練や避難所運営訓練は実施

していなかった。

　東日本大震災では避難後の関連死で2,000人余りの人が亡くなっている。「非常時だから」という言葉

で、劣悪な避難所でも我慢を強いられたり、女性のリーダーがいなかったことにより、男性の視点でのみ

運営されていたこともその要因といえる。

　以上のことから、発災から３日、４日後、自助・共助で男女共同参画の視点を取り入れた安心できる避

難所運営について、住民が主体的に考え、体験することで、その重要性を認識し今後に活かすことを目的

として、実施することとした。

平成24年度
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（３）学習プログラムの概要
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ふりかえり
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（４）学習プログラムの具体的構成

【青森市】会場：アピオあおもり

○実施主体　青森県、青森県男女共同参画センター

○コーディネーター　石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

○実行委員　町会長、青森市消防団青桜分団、中学校ＰＴＡ役員、中央地区民生委員児童委員協議会、青

森市社会福祉協議会、ＮＰＯ法人青森県防災士会、ＮＰＯ法人ウィメンズネット青森、青森市

ＰＴＡ連合会、青森市（総務部危機管理課、市民協働推進課男女共同参画室、健康福祉政策

課）、青森県（総務部防災消防課防災グループ）

＊防災体制づくり事業実行委員は、ワークショップ及び避難所体験にも参加している。

■第１回ワークショップ＜平成24年６月２日（土）＞

時　間 学　　習　　内　　容

10：00 主催者あいさつ

10：00 地域防災体制づくり事業説明、実行委員会の設置、被災地聞き取り調査結果報告

10：30 ワークショップ

①自己紹介（自己紹介及び東日本大震災時の自身の役割や行動などについて話した）

②講話

・東日本大震災における避難所等の実態について

・一時避難所について

・ＤＶＤ「気仙沼市階上中学校の卒業式」、「全国の訓練事情」を視聴

・関連死をなくすための組織、考え方、ルールについて、男女共同参画の視点で考える

12：00 次回ワークショップについて／閉会

■第２回ワークショップ＜平成24年７月２日（月）＞

時　間 学　　習　　内　　容

18：00 ワークショップ

①避難所を考える場合に必要な知識と考え方について

②アピオあおもり周辺の防災区分けエリアについて

③グループワーク　　テーマ「避難所としてのアピオあおもりについて」

④発表・まとめと質疑応答

20：30 次回ワークショップについて／閉会

■第３回ワークショップ＜平成24年７月23日（月）＞

時　間 学　　習　　内　　容

18：00 ワークショップ

①ＤＶＤ「福祉避難所をつくってみよう」を視聴

②第２回ワークショップのふりかえり

③避難所ワークショップ内容について（事務局案）

④グループワーク（３グループに分かれる）

　テーマ：「当日の時間と空間の使い方『屋外・屋内』で考える」

⑤発表

⑥避難所ワークショップのスケジュールと全体像について

⑦子ども防災ワークショップについて説明

20：30 次回避難所ワークショップについて／閉会
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■青森市避難所体験及びワークショップ　

会場：アピオあおもり　全館

１．日　時　一般公開　　　　９月８日（土）13：00～16：00

　　　　　　実行委員等対象　９月８日（土）19：00～９日（日）９：30

２．参加者　一般公開　400人、実行委員等対象ワークショップ　　33人　

３．内　容　

　　＜一般公開＞　９月８日（土）13：00～16：00

（１）模擬避難所エリア

部屋の名前 役　　　　　割

１F 避難者の受付 「避難者カード」できめの細かい支援につなげる

重篤者避難所 関連死をなくす

子どもルーム お母さんの手を休める

赤ちゃんルーム 安心して授乳できる

簡易トイレ体験コーナー 避難所生活を快適に

２F 一般避難所 「男女共同参画の視点」でプライバシーに配慮した避難所設計

つながりカフェ 女性専用スペースで気兼ねなくおしゃべりができる

ＤＶ被害者シェルター ＤＶ被害女性の安全の確保

乳幼児を抱える母親の避難所 母親と乳幼児が安心して過ごせる

男女別更衣室 それぞれが安心して着替えができる

物資の配布 配布時の工夫で、必要なものが必要な人の手に届く

女性専用の洗濯物干し場 気兼ねなく洗濯物を干せる

（２）防災啓発エリア

会　　場 コ　ー　ナ　ー 時　　間

駐車場 起震車 13：00～15：00

（水消火器は16：00まで）はしご車

タンク車

水消火器

玄関前 炊出し

・だるま芋へっちょこ汁

・ハイゼックスで作るご飯

13：00～16：00（先着順）

エントランス右 ＡＥＤ・心肺蘇生法・救命救急 13：00～16：00

災害用伝言ダイヤル

（伝言171）

エントランス左 「防災資機材」の展示

２F交流展示コーナー 非常食展示及び試食

非常持ち出しグッズの展示

２Ｆ大研修室 子ども防災ワークショップ

ねらい：模擬避難所を設営し、実行委員の提案事項の見える化及び一般参加者に対しては男女共同参画の

視点が盛り込まれた避難所を見える化することで理解を深める。また、他機関が連携し実施することで、

災害時に活かされるネットワークづくりにつなげる。
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＜実行委員及びアピオあおもり職員対象＞　９月８日（土）19：00～９日（日）９：30

時　間 学　　習　　内　　容

19：00 夕食（メニュー：アルファー化米、レトルトカレー）

・想定　停電により投光器の明かりの状況

20：00 ワークショップ（グループワーク）

テーマ「今日の避難所体験を今後にどう活かすか」

①みんなのために取り入れたいことを緑色のポストイットへ記入

②女性のために取り入れたいことをピンク色のポストイットへ記入

③今日はできなかったがこんなことだったらできるのではないかということを黄色のポスト

イットへ記入

④発表⇒重要度の高いと思われることについて、８項目選び発表

21：00 避難所で寝てみる体験（宿泊）

６：00 起床

６：30 ラジオ体操

７：00 朝食（メニュー：アルファー化米（山菜おこわ）、レトルト食品、缶詰）

８：00 ワークショップ

１泊２日の体験を踏まえ、「食べる」「寝る」「元気に過ごす」「体温調整」などについて追加

でポストイットに記入していった。

■第４回ワークショップ（ふりかえり）＜平成24年10月30日（火）＞

時　間 学　　習　　内　　容

18：00 ワークショップ

①おいらせ町の避難所ワークショップの様子について（アピオあおもりとの違い）

②グループワーク（下記４つの中から２つを選んで話し合う）

　ア）男女共同参画の視点に立つ避難所空間づくりのポイント

　イ）男女共同参画の視点に立つ資機材・物資の確保のポイント

　ウ）避難所を運営する人たちにおける男女共同参画のポイント

　エ）避難所運営ルールの検討

③発表

④まとめ

20：30 閉会

【おいらせ町】会場：おいらせ町役場/深沢コミュニティセンター

○実施主体　青森県、青森県男女共同参画センター、おいらせ町企画調整課、まちづくり防災課

○コーディネーター　石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

○実行委員　自主防災会役員、連合婦人会会長、連合町内会会長、社会福祉協議会、ＰＴＡ連合会会長、

　　　　　　おいらせ町環境保健課

＊防災体制づくり事業実行委員は、ワークショップ及び避難所体験にも参加している。

■第１回ワークショップ＜平成24年６月１日（金）＞

時　間 学　　習　　内　　容

18：30 主催者あいさつ

18：35 防災体制づくり事業説明、実行委員会の設置、被災地聞き取り調査結果報告
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19：00 ワークショップ

①自己紹介

・自己紹介及び東日本大震災時の自身の役割や行動などについて

②講話

・阪神淡路大震災の経験から見えてきたことや、地域で取り組むときは男女が共同で力を合

わせたほうが上手くいく

・ＤＶＤ「防災意識は希望のひかり」を視聴

・避難所運営と関連死について

・釜石東中学校の奇跡について

・被災地のトイレについて

・避難所について。レイアウトが大切。ルールを決めることの必要性

③グループワーク（２グループに分かれる）

・それぞれの地域で活用できる地域資源をア）人材・組織、イ）活動・サービス、ウ）情

報・財源・物資の３項目について出し合い、解決できることや、取り組む課題などについ

て話をした

④発表

21：00 次回ワークショップ説明／閉会

■第２回ワークショップ＜平成24年７月３日（火）＞

時　間 学　　習　　内　　容

18：00 ワークショップ

①講義

・災害対応のフェーズについて

・災害時の333の法則

・避難所が閉じられるまでの期間

・災害関連死について

・知恵を出し合うフェーズについて、みんなで考え実行する

・阪神・淡路大震災及び東日本大震災時の事例

・従来の防災訓練は逃げる・助けるが中心

・今回の取組は減災につながる

・今後のスケジュール

・一時避難所について

・おいらせ町における一時避難所とエリア分けについて

②グループワーク

　災害時における地域の「弱み」（課題となること）をふりかえり、特に優先的に解決する

ことが望ましいこと、取り組めそうな課題について話し合った。

　ア．どういう人が災害時、要援護者に成り得るか

　イ．避難するとき、どういうことで困るか、どういうことが難しいか

　ウ．避難所で、どういうことで困るか、どういうことが難しいか

　エ．発表

　オ．まとめと質疑応答

20：30 次回ワークショップについて／閉会

■第３回ワークショップ＜平成24年７月24日（火）＞

日　時 学　　習　　内　　容

18：00 ワークショップ

①ＤＶＤ「福祉避難所をつくってみよう」の視聴を通して、避難所ワークショップの全体像

をイメージする。
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②第２回ワークショップのふりかえり

③グループワーク（２グループに分かれる）

　避難所ワークショップ（10/21）の「時間と空間の使い方」について企画・検討

④発表

⑤避難所ワークショップ（10/21）のすすめ方について

⑥おいらせ町総合防災訓練について

20：30 次回避難所ワークショップについて／閉会

■おいらせ町避難所体験及びワークショップ　

会場：おいらせ町深沢コミュニティセンター、深沢保育園

１．日　時　10月21日（日）９：00～14：00まで

２．参加者　おいらせ町自主防災組織からの代表者・ 実行委員21人、地域住民80人

時　間 学　　習　　内　　容

９：00 ＊12時30分までの内容の対象者は深沢地域住民とおいらせ町自主防災組織からの代表者・ 

実行委員

おいらせ町総合防災訓練（９時発災、大津波警報・避難）

９：30 避難→避難者カードの記入

10：30 発災３日後の避難所づくり体験

①避難者の把握（性別・年代・要援護者など）

②快適な避難所にするために「避難所運営委員会」を設置

③組織化と役割分担を行うために「情報管理」「物資調達」「応援救護」「安全衛生」の班長

を決める。各班の役割について説明

④限りある物資の使用方法、分配を決める際の優先順位について

⑤関連死についての説明

⑥避難所の区分け（眠れる状況をつくる）

⑦段ボールの衝立の感想

⑧段ボールを敷いていない時と敷いているときの体感の比較

⑨食事（手の消毒、毛布をたたむ）、メニュー（豚汁、おにぎり、サバ缶、ミネラルウォー

ター）

⑩健康体操（エコノミークラス症候群の解消）

12：10 非常食の試食会への参加

13：00 ふりかえりのワークショップ

＊対象者はおいらせ町自主防災組織からの代表メンバーと実行委員

①グループワーク（３つのグループに分かれる）

②避難所を運営する上での「ルールづくり」や「安眠対策」「感染予防」「着替え」「トイレ

対応」などについて男女共同参画の視点でとらえた意見を出す

③発表

④地域防災活動で、どのようにしたら「男女が支え合ってよい活動ができるか」についての

ポイントをあげる

⑤発表

10：00～

13：00

子ども防災ワークショップ／展示／非常食の試食

＊会場は深沢保育園、対象はどなたでも
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■第４回ワークショップ（ふりかえり）＜平成24年10月29日（月）＞

時 間 学　　習　　内　　容

18：00 ワークショップ（グループワーク）

①下記の５項目から、２つ選んで各グループで討議

　ア．男女共同参画の視点に立つ避難所空間づくりのポイント

　イ．男女共同参画の視点に立つ資機材・物資の確保のポイント

　ウ．避難所運営委員会における男女共同参画のポイント

　エ．避難所運営ルールの検討

　オ．その他、避難所において男女共同参画の実践事項について検討

②発表

③石井コーディネーターからのコメント

20：30 12月８日の講演会のお知らせ／閉会

【合同学習会】　平成24年12月８日(日)

○実施主体　青森県

　会　　場：アピオあおもり(青森市)

　対　　象：一般県民及び実行委員

時 間 学　　習　　内　　容

13：00 主催者挨拶

13：05 「平成24年度男女共同参画地域防災体制づくり事業」実施報告等

・コーディネーター：小山内世喜子(青森県男女共同参画センター　副館長)

・実施報告者：青森市及びおいらせ町実行委員から各３名

＊本事業の説明と経緯及び避難所体験の報告

＊各実行委員として得た成果等について

14：10 講演会「みんなでつくる安心して過ごせる避難所～男女共同参画の視点から～」

講師：石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

（５）企画時や実施時に工夫したこと等

　実行委員は、災害が起きた際に、避難所運営の中心となる町内会や自主防災会、女性消防団、防災士、

社会福祉協議会、そして、小さな子どもを抱えている母親やＰＴＡ関係者等とした。事前ワークショップ

の際は託児も用意した。町内会役員宅には何度か足を運び、趣旨説明を繰り返した。実行委員の選出につ

いては、自主防災会からはなるべく女性に入っていただくよう依頼した。行政職員は男女共同参画担当課

や危機管理室、健康福祉部など多分野の職員にも入っていただいた。市町との連携については、青森県男

女共同参画センターと県の男女共同参画担当課が強みを生かし合いながら取り組んだ。

　企画・実施においては「男女共同参画」を前面に出すのではなく、あくまでも安心できる（関連死を少

なくする）避難所運営を進めるためには、発災直後の命を守ることとともに、避難所生活が長期化すると

避難所は生活の一部になるということを理解していただき、これまではほとんど取り組んだことがない発

災３日後からの取組みをあえて実施するということを繰り返し説明し、理解していただいた。

　また、避難所体験を実施するまでに、３回にわたる事前ワークショップを実施し、避難所運営に男女共

同参画の視点が必要であることを変化球事例で提示した。課題に対しては主体的に考える場づくりをし、

提案してもらった。
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（６）参加者の声

〇初めは「安心できる避難所」について、イメージがわかなかったが、避難所で約2,000人が関連死で亡

くなったり、性暴力などにあったりしていること。そして女性がひたすら食事をつくるだけの役割を

担っていることを知って、自分がほとんど避難所について勉強不足だったことに気が付いた。

〇実行委員同士、一緒に意見を出し合って、避難所づくりができたことは、大きな連帯をうみ、さらに大

きな力となった。そして、何よりも女性の視点、生活の経験者として、避難所について考え、意見を出

すことが大事だということがわかった。

〇簡易トイレを体験でき、段ボールパネルの利活用、非常食の種類の多さなど、教えられることが盛りだ

くさんだった。実際に体験することで理解が深まった。

〇男女共同参画といえども、最初はとても遠慮していたが、回を重ねるごとに、とても充実したワーク

ショップになった。女性の視点を大切にした避難所づくりをみんなで考えて、本当に女性の視点が大事

だと思った。そして、これまで自分が経験したことを活かしていくことが必要で、遠慮しなくていいん

だ、もっと積極的でいいんだと気づかせてくれたワークショップであった。

〇女性であることにもっと自信をもっていいんだと気が付いた。第１回目のワークショップからふりかえ

りまで、段々と緊張が解けて、メンバーの方々とも自然と会話ができるようになり、意見を出せるよう

になり、これぞ本当の意味での男女共同参画ではなかったかと思っている。

（７）実施後の状況

　実行委員の女性が防災士の資格を取得し、今後女性の視点を防災活動に活かしたいと決意した。また、

女性消防団所属の実行委員は活動において、今後は自主防災組織と一緒に防災訓練の実施や、女性や乳幼

児を抱える家族にとっても安心できる避難所づくり、子ども防災教育なども積極的に実施したいという声

があがった。

　なお、アピオあおもりが立地する横山町会では、自主防災組織を立ち上げることにし、毎月の勉強会が

始められた。特に２月には「防災と男女共同参画」というテーマで実施した。

　事前ワークショップや避難所ワークショップ、ふりかえりなど、５回のワークショップを積み重ね、防

災エリアマップを見ながら災害時の避難経路を確認し合ったり、女性に優しい避難所はどうしたらよいか

を実行委員が主体性をもって学び、考え、行動(体験)していったことで満足感が高く、実施後の行動に結

び付いたと考える。

　また、ワークショップのコーディネーターに自身も阪神・淡路大震災で被災し、その後、大規模災害発

生時には被災地支援活動の調整役を担い現場を数多く踏んでいる石井布紀子さん（NPO法人さくらネッ

ト代表理事）にお願いしたことで、経験に基づいた具体的かつタイムリーな情報提供などにより、実行委

員の関心度が高まった。

　青森市の危機管理室の担当者が以前に男女共同参画の担当経験があったこと、おいらせ町でも担当職員

や危機管理官等が男女共同参画に対する理解度が高く、連携がうまくいった。そういった関係性が実行委

員にも良い影響を与えたと感じる。

―教材の開発―　今後の地域等における「防災教育」に活用していくことを目的に、本事業で実施し

た内容や実行委員の声などを盛り込んだ「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」の作成と、ＤＶＤ「安心できる避難所づくり～男女共同参画の視点を避難所運営に～」

を制作した。（詳細はＰ61～71）
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（１）目　的

　平成24年度に引き続き、青森市とおいらせ町で、災害時の支援にあたる自主防災組織や行政、専門機関

の方々で運営委員会を組織し、男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓練のモデル事業として実施

する。

　そして、①各機関の強みを活かし合った主体的な避難所づくりと要援護者等の受け入れ実地訓練、②災

害・復興時に困難な状況になった多様な人たちが声を出せる・救い上げる仕組みづくりとして、事業の成

果を「避難所運営訓練ヒント集」に反映していく。

（２）実施に至るまでの住民等からの要望・必要な取組

　住民及び前年度の防災体制づくり実行委員から次のような要望・声があった

○住民から

・男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓練をしてみたいが、何が必要か、どのようにすればよい

かよくわからない。

・子どもへの防災教育の場がほしい。

・要援護者等の避難所への受け入れをする際、どのようなことに気を付けなければならないかわからな

い。

・地域でもっと「要援護者スペース」「女性に配慮したスペース」づくりの経験者を増やしたい。

・実践を通して、女性リーダーを育てたい。

・訓練を通して、地域の共助力を高めたい。

○防災体制づくり実行委員会から

　平成24年度の取組みをブラッシュアップし、避難所運営のノウハウを確認するとともに、さらなる被災

者対応のノウハウ構築に向け訓練を行うことが重要である。また、年齢・分野を超えた、さまざまな被災

女性の課題を確認・可視化し、支援者のニーズキャッチ力を身につける避難所運営訓練を実施し、自主防

災組織の方々や専門職の方々とのネットワークづくりにもつなげるための訓練が必要である。

防災訓練を通じての地域コミュニティの再生（青森市、おいらせ町）

平成25年度
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（３）　実施内容

①　事業全体の概要

②　青森市会場の取組み

○実施主体　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

　　　　　　青森県男女共同参画センター
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○運営委員会人数と背景

運営委員（21人）

ＮＰＯ法人青森県防災士会、青森市消防団青桜分団、公益社団法人青森県看護協会、一般社団法人青森

県助産師会、青森市食生活改善推進員、青森市社会福祉協議会、ＮＰＯ法人ウィメンズネット青森、青

森市内町内会、民生委員、青森県子ども家庭支援センター、市職員（男女共同参画室、危機管理課、健

康福祉政策課）

○訓練の目的

男女共同参画の視点を取り入れた災害支援に軸をおき、避難者ケアに焦点をあてた実践訓練を行う。

○ワークショップの開催

＜第１回事前ワークショップ＞

日　　時 平成25年７月４日（木）18：00～20：30

会　　場 アピオあおもり

講　　師 石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

参 加 者 23人（運営委員）

内　　容 ①講義「なぜ、災害時に男女共同参画の視点が必要か」

②運営委員自己紹介：各団体・機関の災害時の支援活動を紹介し情報を共有する

③取り組みたい内容、フェーズなどについて話し合う

④中学生の参加も考えてみる

以上をふまえて、９月の訓練で取り組む内容を次回のワークショップで話し合い、決定す

る。

＜第２回事前ワークショップ＞

日　　時 平成25年８月27日（火）18：00～20：30

会　　場 アピオあおもり

講　　師 石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

参 加 者 21人（運営委員）

内　　容 ①運営訓練をするテーマを３つに絞り、運営委員の班分けと取り組む内容についての班別討

議（当日必要な物品のリストアップや当日参加の中学生の希望人数など）

＊イベント的でなく実践を伝える訓練にする

②班の代表者が班内連絡及び運営委員会との連絡調整を密に行い、当日に向けて準備を進め

ていく

③３つの班は下記のとおり

　Ａ）一般避難所班　会場：イベントホール

　　内容：多数の人が参集し、混乱した状態で本番さながらの避難所づくり体験（夜間訓練

含む）

　Ｂ）福祉避難所班　会場：大研修室１

　　内容：実際に高齢者や体の不自由な人がどう動けばいいかを訓練。プラカードに演じる

役割（認知症・難聴・片まひ）を記入し実際の対応の模擬訓練。福祉避難所づく

り。避難者の自立度を上げる。

　Ｃ）女性の支援班　会場：小研修室１、２

　　内容：女性の身体・心の支援。拠点というより、ケアを重視したシミュレーションを行

う。ＤＶ相談や女性への心と身体に関する情報提供も行う。
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＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成25年９月22日（日）　９：30～16：00

会　　場 アピオあおもり　全館

講　　師 石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

参 加 者 120人（運営委員、町内会住民、民生委員、運営委員所属団体の会員、青森市立東中学校・

南中学校生徒及び教員）

内　　容 ①一般避難所班：夜間訓練、座学、避難所づくり（中学生も参加）

②福祉避難所班：支援する側とされる側の模擬訓練　（受付や誘導、聞き取りなど）

③女性の支援班：「女性の身体（妊娠・出産・生理・更年期やうつ病など）の スペース」「子

どもを遊ばせるスペース」「ＤＶや性暴力の相談スペース」の３つの避難所スペースを設

営

④中学生プログラム

　石井講師によるクロスロードゲームの実施。学校で被災した時「自分ならどうするか」を

考え、判断する訓練

⑤スクリーニング体験

⑥避難所での昼食体験

　・食生活改善推進員による炊出し

メニューは「災害時の簡単レシピ集」（青森県食生活改善推進員連絡協議会作成）より、

「キャロット炊くだけピラフ」「海苔とねぎのスープ」「大根とサバ缶炒め煮」

⑦ふりかえり

＜ふりかえりワークショップPart １＞

日　　時 平成25年10月28日（月）18：00～20：30

会　　場 アピオあおもり

参 加 者 16人（運営委員）

内　　容 ①当日の訓練の様子をスライドショーで確認し、感想や自身のポジションでどう活かせるか

を発表した

②女性、弱者、声を出せない人の声を届けるために青森県男女共同参画センターとしてどん

なことをやっていけばよいかを話し合った

＜ふりかえりワークショップPart ２＞

日　　時 平成25年12月２日（月）18：00～20：30

会　　場 アピオあおもり

参 加 者 16人（運営委員）

内　　容 ①災害アセスメントシートをもとに福祉支援の見直し、修正、削除、加筆すべき項目につい

て意見を出し合う

②避難所に必要なネットワークについて

③男女共同参画の視点を取り入れた避難所ワークショップリーダーの今後の活躍に向けて必

要な支援について

④発表

③　おいらせ町会場での取り組み

○実施主体　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

　　　　　　おいらせ町企画調整課・まちづくり防災課
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○運営委員会人数と背景

運営委員（16人）

　自主防災組織、赤十字奉仕団、社会福祉協議会、連合婦人会、連合町内会

○訓練の目的

　女性の視点を可視化する。避難所に必要なネットワークについて考える。男女共同参画の視点を取り入

れた避難所運営の実現にむけて推進役を担うリーダーが各地で活躍できるようにする。

○ワークショップの開催

＜第１回事前ワークショップ＞

日　　時 平成25年８月28日（水）18：00～20：30

会　　場 おいらせ町役場

講　　師 石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

参 加 者 17人（運営委員）

内　　容 ①講義「なぜ、災害時に男女共同参画の視点が必要か」講師：石井布紀子さん

②運営委員自己紹介：各団体・機関の災害時の支援活動を紹介し情報を共有する

③実地訓練で取り組みたいことをグループで話し合う

＜第２回事前ワークショップ＞

日　　時 平成25年９月21日（土）９：30～11：00

会　　場 おいらせ町役場

講　　師 石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

参 加 者 17人（運営委員）

内　　容 ①運営訓練をするテーマを３つに絞り、運営委員の班分けと取り組む内容についての班別討

議（当日必要な物品のリストアップや名簿作りや物資配給の方法など）

②各班の代表者が班内連絡及び運営委員会との連絡調整を密に行い当日に向けて準備を進め

ていく

③３つの班は下記のとおり

　Ａ）全体避難所班　会場：ホール

　　内容：受付、一般避難所づくり、炊出し

　Ｂ）要援護者班　 会場：ステージ

　　内容：要援護者避難所づくり。避難者の自立度を上げる。支援を受ける側と支援する側

の模擬訓練。便利グッズの展示。

　Ｃ）特別な支援を必要とする避難者班　会場：なんでも創作室

　　内容：男女別の更衣室・トイレ、子どもの遊び場、授乳スペース、女性の洗濯物干し場

をなんでも創作室の中につくる。

＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成25年10月20日(日) ９：00～15：00

会　　場 みなくる館

講　　師 石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

参 加 者 262人　運営委員及び自主防災組織代表46人、行政職員16人、一般参加者129人、一般参加者

（見学のみ）71人
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内　　容 ①オリエンテーション

②班別役割

　Ａ）全体避難所班

　　　館内にあるものを利用しての空間づくり、受付、居住区（小学校別５区）への誘導、

炊出し給仕訓練。

　Ｂ）要援護者避難所班

　　　館内にあるものを利用しての避難所づくり（簡易ベッド）、受傷者に応対する模擬訓

練。

　Ｃ）特別な支援を必要とする避難者班

　　　授乳スペース、女性の洗濯物干し場、子どもの遊び場、男女別トイレを設営。支援物

資の配給訓練。

③避難所設営

④公開プログラム

⑤会場片づけ

⑥ふりかえりワークショップ

＜ふりかえりワークショップ＞

日　　時 平成25年12月３日（火）18：00～20：30

会　　場 おいらせ町役場　会議室

参 加 者 18人（運営委員）

内　　容 ①訓練を通して「避難所を運営する訓練」時に役に立つヒント集の作成にむけて意見を出し

合った

②避難所運営を多くの方に経験してもらい、訓練を継続することによってリーダーが育ち、

いざという時に力を発揮できる人材を増やすための方法について
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（４）取組の充実や課題解決のための工夫

・第１回目の事前ワークショップの際、平成24年度に作成した「『安心避難所づくり』ハンドブック」及

び「ＤＶＤ『安心できる避難所づくり』」を活用しながら、多様性配慮の必要性について再度復習し、

次へのステップに進んだ。

・おいらせ町では、行政職員が一般参加者として参加し、住民目線での訓練をしてもらった。また、それ

は運営委員にとっても、自助、共助を身につけるための訓練にもつながった。

・専門職として、看護師、助産師、介護士の方にも運営委員に入っていただき、アドバイスをいただきな

がら、訓練の組み立てと実践を行った。

・防災教育について経験豊かなアドバイザーに依頼することによって、中学生が防災について考える場の

提供に心がけた。

・住民が主体的に行動できるよう、運営委員の意向を重んじながら進めていった。

（５）取組による成果

・平時における地域の付き合い、情報収集及び助け合い、近隣施設との連携の必要性などの再認識ができ

た。

・子どもから高齢者までたくさんの方が、避難所について学ぶことができた。

・「要援護者スペース」「女性に配慮したスペース」づくりの経験者が増えた。

・男女共同参画の視点をもつリーダーの育成につながった。

・ふりかえりの学びの場を実施したことにより、より一層「防災と男女共同参画」の関係性に理解が深

まった。また、「女性の視点」の必要性についても理解が深まった。

・参加した中学生及び引率教師から「身近な物でも役立つものがあったり、少しでも自分が役立てられる

ことを発見できて良かったです。もしもの時でも、今日やったことを思い出してできればいいと思いま

す」（１学年女子）「色々なことが学べて良いと思います。このような訓練をうければ、災害に対しての

意識が変わると思います。特に、クロスロードはお互いの意見が交換できて良いと思います」（１学年男

子）「とても勉強になることが多い一日でした。様々な情報を得ていても、実際に体験してみてわかる

こと、気付くことの多さに驚き、私と同じように生徒も驚いていたようです。私にも生徒にも充実した

経験となりました」（１学年学級担任）などの感想が述べられた。青森県の学校教育の中で実施している

防災教育の現状をみると、避難訓練や応急訓練が主であるため、今回のクロスロードゲームは「命の大

切さ」と「判断力」の醸成につながった。また、学校側からも、これまでにない訓練内容でたいへん良

かった、また実施したいという声もあがった。

・事前ワークショップで、運営委員が主体的に避難所づくりについて考え、当日は避難所設営などハード

の部分でも一緒に取り組むことで、人と人のつながり（地域コミュニティの再生）につながった。

・おいらせ町は市町村合併で、海のある百石町と海のない下田町が合併し、防災に対する意識の隔たりが

あったが、ワークショップ、訓練等を一緒に実施することで、町の融和につながった。

・再生支援事業実行委員が館長を務める八戸市小中野公民館が、老朽化のため改築することになった。館

長は本事業で勉強したことを新しい小中野公民館の建物に取り入れた。館長以外はすべて女性職員なの

で、職員の意見を聞きながら、市役所を説得して女性専用室を作った。押入れの棚をはずし照明をつけ

て授乳室に利用できる工夫もした。平成26年７月完成。

・看護協会や助産師会、社会福祉協議会の方など、専門職の方に運営委員に入っていただいたことで、避

難者受入等の知識などが深まった。また、つながりができたことで、災害時の連携・協力につなげるこ
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とができる。また、助産師会の方からは、「自分たちが地域のなかでできること、やるべきことがわかっ

た」などという感想が述べられた。

－教材の開発―　自主防災組織や町内会、各自治体に活用していただくことを目的に、青森市とおい

らせ町で実施した避難所運営訓練を基に、準備段階から実施後までの流れを示した実践に役立つ「『安

心できる避難所』づくり訓練ヒント集」を作成した。

　ヒント集には、コピーをすれば訓練時に使える「避難者カード」や「被災者の不安を和らげる聞き

取りシート」を折りこみで入れ、具体的で活用しやすいレイアウトとした。

　なお、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

各地に配布したところ、「自主防災組織の役員に配りたい」「防災講座に参加した人たちに配りたい」「わ

かりやすくて活用しやすい」「庁内の各課に配りたい」などの反響があった。（詳細はP71）

（６）課題や今後の展望

　「『安心できる避難所づくり』訓練ヒント集」を活用しながら、実践していく自主防災組織等がでてくる

ことを望む。今後も、「ＤＶＤ『安心できる避難所づくり』」とあわせて、さまざまな防災グッズや教材等

を使いながら、各地で草の根的な啓発学習をしていきたいと思う。そのためには、周知等の工夫を行い、

多くの人に活用していただけるよう努力が必要である。

　子どもから大人まで多くの市民の方に参加していただくためには、訓練のなかで、「非常食を食べられ

る」「普段見ること・体験できないことができる」などの付加価値が必要であり、さまざまな工夫を凝ら

しながら、実施していく必要がある。

（１）目的

①　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

　中学校区等を中心とした自主防災組織や町内会で避難所運営委員会を設置し、避難所運営訓練を企画・

運営する。訓練当日は地域住民及び若い世代（中学生）が参加し、災害時の避難所になる中学校体育館あ

るいは地域の公共施設で実施。防災・地域復興及び地域コミュニティの再生のモデル的な取組として実施

し、その効果や課題を明らかにし、今後の防災訓練及び防災教育につなげる。

②　ヒント集を活用した避難所運営訓練

　「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・応用しなが

ら、地域や自主防災組織等を中心とした組織が主体的に企画・運営し避難所運営訓練を実施することで課

題解決を図る。なお、訓練の実施規模については、実施者のニーズに添った内容とする。

（２）住民等からの要望・必要な取組

　青森市、おいらせ町からは、平成25年度の取組みをもっとバージョンアップした避難所運営訓練を実施

したいという声があがった。また、中学生などとともに、訓練を実施することで、幅広い層の住民に関心

平成26年度

避難所運営を通した地域コミュニティ再生支援事業
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を持ってもらい、防災意識を高めていきたいという町からの要請もあった。

　さらに、階上町は「単独での実施は予算もノウハウもないので、実行委員会の力をぜひお借りしたい」

という要望があった。八戸市小中野公民館は、震災後、避難所となる公民館を想定して設計された公民館

であり、避難所運営訓練を実施することで、成果や課題を洗い出し、今後の災害に備えたいという声が

あった。

（３）実施内容

◆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

①　おいらせ町

○実施主体　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

　　　　　　おいらせ町まちづくり防災課・企画財政課

　　　　　　青森県男女共同参画センター

○避難所運営委員の人数と背景

運営委員（14人）

　自主防災組織、民生委員、ＮＰＯ法人青森県防災士会、一般公募

　＊運営委員長　山﨑斉（上新町自主防災組織会長）

班名　①総務・情報　②給水・給食　③物資・施設管理　④要援護者・衛生

＜第１回運営委員会＞

日　　時 平成26年５月８日（木）18：30～20：30

会　　場 おいらせ町東公民館

講　　師 石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

参 加 者 17人

内　　容 ・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回運営委員会＞

日　　時 平成26年６月10日（火）18：00～20：00

会　　場 おいらせ町東公民館

講　　師 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）

参 加 者 18人（運営委員等）

内　　容 ・訓練内容の確認

・班別会議(訓練内容、準備物）

・各班発表

＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成26年８月３日（日）８：30～13：00

会　　場 おいらせ町立百石中学校

講　　師 全体コーディネーター

　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）
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中学生プログラムコーディネーター　河田のどか、兼田奈津子（NPO法人さくらネット）

参 加 者 112人

実施内容 ・オリエンテーション

・中学生防災教育プログラム／避難所設営

・班別訓練／中学生の給水訓練

・配食、食事、班別発表

・避難所閉鎖、健康体操、アンケート記入

訓練の特徴 ・「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

・要援護者や妊産婦等のロールプレイを実施。ろうあ者の参加あり。

・企画財政課（男女共同参画担当課）及びまちづくり防災課が中心となり実施。町職員も避

難者役として訓練に参加。

〈ふりかえり〉

日　　時 平成26年９月30日（火）18：00～20：30

会　　場 おいらせ町　まかない

参 加 者 15人（運営委員）

内　　容 ①実行委員会からの報告

②避難所運営訓練全体に対する感想

③予想される成果に対する検証

②　青森市

○実施主体　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

　　　　　　原別地域まちづくりを進める会、青森市立東中学校

○避難所運営委員の人数と背景

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、ＮＰＯ法人青森県防災士会

＊運営委員長　大坂美保（元青森市ＰＴＡ連合会顧問）

班名　①総務・情報物資　②施設管理　③要援護者・衛生　④給水・給食

＜第１回運営委員会＞

日　　時 平成26年５月28日（水）18：30～20：30

会　　場 青森市東部市民センター

講　　師 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）

参 加 者 13人（運営委員）

内　　容 ・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回運営委員会＞

日　　時 平成26年７月10日（木）18：30～20：30

会　　場 青森市東部市民センター
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講　　師 石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

参 加 者 12人（運営委員）

内　　容 ・ミニ講演・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

＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成26年８月17日（日）８：30～13：00

会　　場 青森市立東中学校

講　　師 全体コーディネーター　石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

中学生プログラムコーディネーター　河田のどか、兼田奈津子（ＮＰＯ法人さくらネット）

参 加 者 90人（運営委員、中学生、地域住民）

実施内容 ・オリエンテーション

・アルファー化米のデモンストレーション

・中学生防災教育プログラム／避難所設営／炊出し準備

・班行動(運営リーダー訓練、物資の配布など）

・手の消毒、食事の配膳、配水

・食事（各班からの発表）

・各避難所の見学、避難所の説明

・健康体操、避難所閉鎖による片付け・アンケート記入

訓練の特徴 ・原別地域まちづくりを進める会は、平成24年から地域づくりに積極的に取り組んでおり、

これまでも小学生の防災キャンプ、地域の避難訓練の実施など防災に関する取組みを積極

的に実施している。

・地域に住む消防や県警職員が、地域住民として活動に参画している。

・校長自らが運営委員として参画するなど、地域と学校の連携が良好。

＜運営委員会ふりかえり＞

日　　時 平成26年９月６日（土）18：00～21：30

会　　場 倭風ダイニング時代屋

参 加 者 14人（運営委員）

内　　容 ①実行委員会からの報告

②避難所運営訓練全体に対する感想

③予想される成果に対する検証

③　三沢市

○実施主体　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

　　　　　　三沢市広報広聴課、青森県男女共同参画センター

○避難所運営委員の人数と背景

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　

　＊運営委員長　田鎖豊（三沢市生活安全課）

班名　①総務・情報物資　②施設管理・要援護者　③女性配慮スペース　④給食・給水

＜運営委員会＞

日　　時 平成26年９月５日　18：00～20：00

会　　場 三沢市役所
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講　　師 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）

参 加 者 25人（運営委員）

内　　容 ・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

＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成26年10月５日

会　　場 三沢市立第五中学校

講　　師 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）

参 加 者 95人（運営委員、中学生、地域住民）

実施内容 ・オリエンテーション

・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」視聴など

・アルファー化米のデモンストレーション

・班別訓練（避難所設営、炊出し準備など）

・全体訓練（避難所の見学）

・配食、食事、班別発表

・避難所閉鎖、健康体操、アンケート記入

・運営委員のふりかえり

訓練の特徴 ・市の総合防災訓練と同時開催。広報広聴課（男女共同参画担当課）が窓口となる。これま

では避難所受付体験や物資配布などの訓練は実施したことがあるが、避難所づくりや運営

訓練は初めて。

・会場となる三沢市立第五中学校区は沿岸部ではないため、住民の危機意識は低い。

・男性だけの給食・給水班

◆ヒント集を活用した避難所運営訓練

①　階上町

○実施主体　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

　　　　　　階上町総務部、青森県男女共同参画センター

○避難所運営委員の人数と背景

運営委員（15人）

町内連合会、自主防災会、町内会役員、婦人会、赤十字奉仕団、ほのぼの交流協力員、女性消防クラブ

＊運営委員長　中田兼雄（大蛇自主防災会会長）

班名　①総務・情報物資　②施設管理　③要援護者・女性配慮スペース　④給食・給水

＜運営委員会＞

日　　時 平成26年８月25日（月）10：00～12：00

会　　場 階上町役場　２階　会議室

参 加 者 14人（運営委員）
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内　　容 ・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

＜避難所運営訓練当時＞

日　　時 平成26年９月５日（金）８：30～14：10

会　　場 ハートフルプラザ・はしかみ

講　　師 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）

参 加 者 62人（運営委員、自主防災組織　町内各団体の代表）

実施内容 ・オリエンテーション

・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

・アルファー化米のデモンストレーション

・班別訓練（避難所設営、炊出し準備など）

・全体訓練（避難所の見学）

・配食、食事、班別発表

・避難所閉鎖、健康体操、アンケート記入

・運営委員のふりかえり

訓練の特徴 ・運営委員は地域人材育成講座受講者で組織

・総務課（男女共同参画担当課）が中心となり実施。保健師も参加

②　八戸市

○実施主体　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、八戸市市民連携推進課

　　　　　　小中野町内連合会、小中野公民館

○避難所運営委員の人数と背景

運営委員（16人）

　小中野自主防災会、町内連合会、町内会、小中野公民館職員

　＊運営委員長　笹森　昭二（小中野町内連合会会長）

班名　①被災者管理・情報広報　②総務・施設管理　③救護　④食糧物資・衛生

＜運営委員会＞

日　　時 平成26年10月14日（火）18：30～20：30

会　　場 八戸市小中野公民館　ふれあいホール

講　　師 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）

参 加 者 16人（運営委員）

内　　容 ・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
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＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成26年11月15日（土）８：30～14：10

会　　場 八戸市小中野公民館　全館

講　　師 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）

参 加 者 93人

実施内容 ・オリエンテーション

・アルファー化米のデモンストレーション

・班別訓練（避難所設営、炊出し準備など）

・住民避難者の受け入れ（受付訓練）

・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」視聴など

・全体訓練（避難所の見学）

・配食、食事、班別発表

・避難所閉鎖、健康体操、アンケート記入

・運営委員のふりかえり

訓練の特徴 ・小中野地区は、自主防災組織、町内連合会が中心となり実施。避難所は公民館、小学校、

中学校、中央高校、教育センターの５か所あり、今回は公民館で訓練を行った。

・八戸市の避難所マニュアルを活用しながら訓練を実施した。

（４）取組の充実や課題解決のための工夫

　平成26年度の避難所運営訓練の目的は２つである。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ある。そこで目的達成のため、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行った。

①「運営」のバックアップ

・運営委員会の設置と打ち合わせ会議の実施

・訓練までのスケジュールの作成と提示

・当日スケジュールの作成及び当日受入れ準備

・使用備品等の提供・貸出

・他の専門機関への協力依頼

②「気づき」のバックアップ

・大切な「事前学習」や訓練時の「ミニ講義」

・ファシリテーターがすすめる「学び」「考え」「行動」に導く訓練
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（５）これまでの取組による成果

①　３年間の避難所運営訓練の体験者は県内９か所で1,029人が取り組んだ

②　臨場感あふれる避難所運営訓練で、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」「男女別洗濯物干場」の設営や「物資や食事」の配布といった臨場感あ

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」が身についていった。

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

　ア）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

　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（プライバシーの問題や、安心・安全・衛生・暴力などの課題を取り上げ、これらがジェンダーの

問題から発生していることを伝えた）が、課題解決とともに内容の深化を促している。

　イ）訓練のプロセス以上に、事業をすす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」に力点をおいたことで次のような成果が生まれた

　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、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」になっており、それが女性のエ

ンパワーメントに結びついている。

④　中学生防災教育の成果

　中学生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と班別訓練において各班の運営者として

参加し、当日参加の関係者などとともに訓練を実施した。アンケート結果を見ると参加したことに全員が

大変満足または満足と回答している。その要因として、避難所運営訓練を通じて、地域との関わりや災

害・防災、また、自分の役割について多くの学びの場があったからと推測できる。

　自由記述からも、「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、多くの生徒が同様の内容を記入して

いる。このように、中学生が災害時に大きな力を発揮できることに気づき、このことが地域住民に理解さ
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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

を認識できたようだ。

―教材開発―　平成24年度から26年度まで３年間取り組んだ避難所運営訓練の成果をまとめ、今後、

避難所運営訓練が多くの地域で実施されることを目的に「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』」を作成した。（詳細はP72）

（６）課題や今後の展望

　再生支援事業に取り組んで、３年目となり、地域住民の主体性も培われてきた。

　今後は、各地域住民が市町村と協力しながら、「避難所運営訓練」や「男女共同参画の視点を持った地

域リーダー」の育成に独自に取り組めるようにつなげることが重要である。これまで、実行委員会がバッ

クアップしてきた部分を担える地域住民のコーディネーター、ファシリテーターの育成が重要と考える。

そして、コーディネーター、ファシリテーターが男女共同参画に対し、センシティブに考え、判断できる

ことが重要で、そのための研修は今後も継続していくことが大事である。なお、地域人材育成事業と避難

所運営訓練の連携を高め、相乗効果を図る必要がある。

　そして、防災担当課、福祉部局、男女共同参画担当課等がさらなる横断的取組みをしながら、一つひと

つの事例に対して、検討しながら実施していくことが重要といえる。

　また、地域の被災者の体験談等を被害を受けなかった同じ地域住民が聞くことが、これまでほとんどな

かったことがわかった。東日本大震災から４年目「語りつぐ」ことの重要性がクローズアップされてい

る。自分たちの地域でどのような被害が起きていたか、どんな課題があったのかについて、地域住民同士

の「学びの場」を設けることが必要といえる。

（１）目的

　避難所運営訓練に取り組んで４年目となる。継続して訓練を実施している地域にとっては、より住民主

体で地域のニーズに寄り添った企画運営で進めていく。

　特に、平成27年度は地域人材育成事業と連動し、学習・知識を身につけた研修参加者の実習の場とし、

平成28年度以降の地域住民リーダーによる避難所運営訓練コーディネーターの育成にもつなげる。なお、

準備・運営においては地域住民あるいは開催地の市町村が主体となることで、28年度以降のソフトラン

ディングにつなげる。

　目的としては、次にあげる成果をめざして実施していく。

　ア．男女共同参画の視点を持った避難所運営委員及び女性リーダーの育成

　イ．避難所運営訓練を地域の多くの人が経験し、地域力の向上をめざす

　ウ．多様性配慮及び男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営についての学習と実践を通して男女共

同参画の理解につなげる

　エ．地域と学校が連携して防災教育に取り組むことで、地域の世代間交流の場や地域コミュニティの強

平成27年度

避難所運営を通した地域コミュニティ再生支援事業
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化につなげる

　オ．平成24年度から26年度に制作した成果品の活用と推進

　カ．「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」プログラムにおいては、中学生が防

災教育プログラム及び避難所運営訓練を実施することで、「考える力」「判断する力」「生き抜く力」

を得ることにつなげる

（２）住民等からの要望・必要な取組

　「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」については、平成26年度から中学校区等

を中心とした自主防災組織や町内会で避難所運営委員会を設置し、避難所運営訓練を実施した。訓練には

運営委員及び当日参加の避難所運営者として地域住民及び中学生が加わり訓練した結果、地域住民はもと

より、学校側からも学校教育の中では得難い「考える力」「判断し行動する力」「生き抜く力」を取得する

貴重な体験であったと、継続を求める声があがった。

　一方、市の総合防災訓練の一環として実施した三沢市においては、「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」の重要性を認識。市の総合防災訓練の対象地域で実施し、草の根的に「安

心避難所づくり」の取組みができる地域を広げていきたいという声があった。

（３）実施内容

◆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

開催地　青森市、おいらせ町、階上町、八戸市

主な内容

　・男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓練

　・中学生防災教育プログラム

①　おいらせ町

○実施主体　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

　　　　　　おいらせ町まちづくり防災課・企画財政課、おいらせ町立百石中学校

○避難所運営委員の人数と背景

運営委員（38人）

　自主防災組織、女性消防団、一般公募の住民

（Ｈ26年度に町の地域防災力向上を図るため、防災士の資格取得費を助成。その方々を主体に希望を取

り、13人が運営委員となった）

　＊運営委員長　深沢栄悦（深沢自主防災会会員）

班名　①総務・情報　②施設管理　③要配慮者・衛生　④炊出し

〈第１回運営委員会〉

日　　時 平成27年５月11日（月）18：30～20：30

会　　場 おいらせ町東公民館

講　　師 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）

参 加 者 34人（運営委員）
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内　　容 ・おいらせ町地域防災計画について

・自己紹介

・平成27年度の事業内容及び本事業における３年間の取組み結果、成果について

・避難所の課題や問題点の共有

・運営委員会の設置及び委員長の選出

・避難所運営訓練プログラム内容についての検討

・班分け

＜第２回運営委員会＞

日　　時 平成27年６月８日（月）18：30～20：30

会　　場 おいらせ町東公民館

講　　師 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）

参 加 者 27人（運営委員）

内　　容 ・「安心避難所運営について」

・訓練の概要

　平成27年度　おいらせ町総合防災訓練と同時開催

　百石中学校での訓練参加

　起震車による地震体験、応急給水、はしご車体験搭乗（中学生のみ）

　11時半から大津波避難訓練参加者見学

・タイムスケジュールの再確認

・全体討論

・アイスブレイク

・班別会議　実施内容、必要備品について検討

・会議結果発表

・今後のスケジュール

・あいさつ　運営委員会委員長　深沢栄悦（深沢自主防災会）

＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成27年８月２日（日）７：50～13：30

会　　場 おいらせ町立百石中学校

講　　師 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）

参 加 者 ○参加人数　118名、

運営委員38人、中学生58人、教員３人、赤十字奉仕団・水道企業団・自衛隊・連合婦人会40

人、スタッフ12人

○一般町民見学者　約150人

実施内容 ・オリエンテーション

・中学生防災教育プログラム

・避難所設営、炊出し準備

・避難者の受付、避難所ルールづくり

・昼食、各班の発表、感想

・避難所閉鎖（片づけ）、健康体操、アンケート記入

訓練の特徴 ・「男女共同参画の視点」を取り入れた避難所運営訓練は４年目。運営委員の中には、すで

に３度目、４度目という人も数人いる。

・運営委員会の打ち合わせ会議等で毎回「学びの時間」を多分にとって進めてきたこともあ

り、多様性配慮や女性リーダーの育成の必要性について運営委員の理解度が高い。

・各班の運営リーダーは女性とする（炊出し班は男性のみとしたため、リーダーは男性）
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・炊出しには、連合婦人会の協力を得て、郷土料理の「へっちょこ汁」を提供。

・中学生と一緒の訓練については、今年で２回目。学校側は３学年の希望者を募り、参加。

今年は町の総合防災訓練と同時開催だったこともあり、中学生は応急給水訓練、はしご車

や地震体験も同時に行い、タイトなスケジュールであったが、防災意識の高揚につながっ

た。

・訓練の統監である町長の視察や町民見学者も多く、安心避難所を多くの人に知っていただ

く機会となった。

・まちづくり防災課及び企画財政課（男女共同参画担当課）が中心となって実施。

＜運営委員会ふりかえり＞

日　　時 平成27年12月５日（土）15：00～16：00

会　　場 おいらせ町東公民館

参 加 者 24人（運営委員他）

内　　容 テーマ　今後に向けて

　～地域で取組む男女共同参画の視点を取り入れた中学生の防災教育について～

①経験者の感想の共有

②地域住民の関わり方

③実施内容についての意見

②　青森市

○実施主体　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

　　　　　　原別地域まちづくりを進める会、青森市立東中学校

○避難所運営委員の人数と背景

運営委員（22人）

原別地域まちづくりを進める会、近隣小中学校ＰＴＡ、東中学校おやじの会、町内会会長、東中学校教

頭・養護教諭、ＮＰＯ法人青森県防災士会、青森県立盲学校教員、東部地域包括支援センター、青森市

職員（市民協働推進課）

＊運営委員長　大坂美保（元青森市ＰＴＡ連合会顧問）

班名　①総務・情報　②施設管理　③要配慮者・衛生　④炊出し

＜第１回運営委員会＞

日　　時 平成27年６月17日（水）18：30～20：30

会　　場 青森市東部市民センター

講　　師 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）

参 加 者 17人（運営委員）

内　　容 ・自己紹介

・平成27年度の事業内容及び本事業における３年間の取組み結果、成果について

・避難所の課題や問題点の共有

・運営委員会の設置及び委員長の選出

・避難所運営訓練プログラム内容についての検討

・班分け

・避難所レイアウトについて
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＜第２回避難所運営委員会＞

日　　時 平成27年７月17日（金）18：30～20：30

会　　場 青森市東部市民センター

講　　師 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）

参 加 者 17人

内　　容 ・ミニ講演「安心避難所について」

・タイムスケジュールの再確認

・全体討議

・避難所運営委員担当班長決定

・班別会議　実施内容、必要備品

・各班の検討事項の発表

・今後のスケジュール等

＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成27年８月23日（日）７：40～12：30

会　　場 青森市立東中学校

講　　師 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）

参 加 者 110人

運営委員26人、東中学生42人、教員３人、地域住民・町会役員19人

青森市職員３人、青森県立盲学校教員４人、東部地域包括支援センター４人、

自閉症児の会３人、スタッフ６人

実施内容 ・オリエンテーション

・アルファー化米のデモンストレーション

・避難所設営／中学生防災教育プログラム

・避難所見学・体験

・ワークショップ　（トイレの問題、物資の

　配布の問題、　避難者名簿の扱いなど）

・昼食、各班からの発表、感想

・避難所閉鎖、健康体操、アンケート記入

訓練の特徴 ・原別地域まちづくりを進める会は、平成24年から地域づくりに取り組んでおり、これまで

も小学校での防災キャンプ、地域の避難訓練の実施など防災に関する取組に積極的に協力

し関わっている。

・地域に住む消防職員や警察職員・市職員が、地域住民として活動に参画しており、消防団

や防災士含め地域の人的社会資源の掘り起こしがなされている。

・地域内にある包括支援センター、県立盲学校教員も運営委員として参加。当日は自閉症児

を持つ親の会も参加。

・訓練内容及びワークショップなどのプログラムは当事業の「中学生防災教育コーディネー

ター育成講座」参加者が中心となり、企画・運営。

・東中学校の教頭及び養護教諭が運営委員として参画するなど、地域と学校の連携が良好。

養護教諭は、県の学校保健・安全・給食研究大会で中学生の避難所運営訓練の取組を発

表。また、東中学校文化祭で訓練参加生徒が研究発表。

・まちづくりを進める会事務局長は市議会議員でもあり、議会でこの取組みについて報告、

市の防災体制について質疑をした。
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＜運営委員会ふりかえり＞

日　　時 平成27年９月18日（金）18：30～21：30

会　　場 海坊厨

参 加 者 16人（運営委員）

内　　容 ①実行委員会からの報告

②避難所運営訓練全体に対する感想

③「予想される成果」に対する検証

③　階上町

○実施主体　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、階上町総務部

○避難所運営委員の人数と背景

運営委員（26人）

道仏中学校区の自主防災組織会長（行政区長）、赤十字奉仕団、ほのぼの交流協力員、民生委員、児童

委員、婦人会（全員が「防災ファシリテーター育成講座」を受講）

　＊運営委員長　中島孝一（追越自主防災会会長）

班名　①総務・情報　②施設管理　③要援護者・女性配慮スペース　④衛生

＜運営委員会＞

日　　時 平成27年８月29日（土）14：00～15：00

会　　場 階上町道仏公民館

参 加 者 23人（運営委員）

内　　容 ・自己紹介

・実施内容の確認

・運営委員会の設置及び委員長の選出

・班分け及び打合せ

・訓練内容とタイムスケジュールの説明

・訓練当日の最終確認

＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成27年９月７日（月）12：15～18：30

会　　場 階上町立道仏中学校

講　　師 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）

参 加 者 131人

運営委員15人、中学生99人、教員13人、スタッフ４人

実施内容 ・オリエンテーション

・講義「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

・中学生が地域の力になった話

・班別訓練（避難所設営、避難所ルールの検討）

・避難所見学

・班別発表、避難所閉鎖、健康体操、アンケート記入

・運営委員のふりかえり

訓練の特徴 ・運営委員は地域人材育成講座受講者で組織

・中学生は授業の一環として全校生徒が参加、教員も全員参加

・総務課（男女共同参画担当課）が中心となり実施
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④　八戸市

○実施主体　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

　　　　　　小中野自主防災会、八戸市市民連携推進課

○避難所運営委員の人数と背景

運営委員（15人）

　小中野自主防災会、民生委員、小中野公民館職員

　＊運営委員長　奥山二三夫（小中野自主防災会会長）

班名　①被災者管理・情報広報　②総務・施設管理　③救護　④食糧物資・衛生

＜運営委員会＞

日　　時 平成27年８月26日（水）18：30～20：30

会　　場 八戸市小中野公民館

講　　師 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）

参 加 者 12人（運営委員）

内　　容 ・八戸市小中野公民館における実行委員会の取組内容と成果

・小中野自主防災会会長より、今回の訓練の実施内容の説明

・自己紹介

・実施内容の検討・確認

・準備物の確認

・運営委員会の設置及び委員長の選出

・班分け

・当日のスケジュールの確認

＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成27年９月13日（日）８：00～14：10

会　　場 八戸市小中野公民館

講　　師 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）

参 加 者 330人

運営委員17人、小中野中学生82人、教員５人、地域住民178人、

自主防災会12人、民生委員19人、八戸工業大学生４人、スタッフ他13人

実施内容 ・オリエンテーション

・班別打合せ

・班別訓練（避難所設営、炊出し準備）

・住民避難者の受け入れ

・避難者の把握

・講義「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」の視聴

・避難所の見学

・昼食、班別発表

・避難所閉鎖、アンケートの記入

・運営委員のふりかえり

訓練の特徴 ・小中野地区は、自主防災組織、町内連合会が中心となり実施。

・実施会場は避難所として設計された公民館

・山手側住民は避難所運営訓練、海手側住民は避難訓練という位置づけで実施。自主防災会

会長が各町内会へ何度も声掛けしたこともあり、178人の住民が避難者として参加した

・小中野中学校へ生徒の参加依頼をしたところ、学校側が部活単位で声掛けをし、82人の中

学生が参加
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◆ヒント集を活用した避難所運営訓練

開 催 地　三沢市

主な内容　男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓練

①　三沢市

○実施主体　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

　　　　　　三沢市広報広聴課、淋代町内会

○避難所運営委員の人数と背景

運営委員（39人）

　淋代町内会住民（女性のみ）、町内会役員

　＊運営委員長　浪岡寿子（淋代町内会役員）

班名　①総務・情報　②施設管理・物資調達　③要配慮者　④炊出し

＜事前説明会＞

日　　時 平成27年７月19日（日）18：00～19：00

会　　場 三沢市淋代地区コミュニティ集会施設

参 加 者 32人

内　　容 ・説明

　三沢市…三沢市総合防災訓練及びこれまでの経緯　

　実行委員会…これまでの取組内容及び今回の実施内容と必要性について

・今後のスケジュール

＜第１回運営委員会＞

日　　時 平成27年８月23日（日）18：00～19：30

会　　場 三沢市淋代地区コミュニティ集会施設

参 加 者 29人（運営委員）

内　　容 ・ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」の視聴

・実施内容の確認と班ごとの役割の説明

・班分け

・当日おこなう訓練内容と必要備品についての検討

＜第２回運営委員会＞

日　　時 平成27年10月７日（水）18：00～20：00

会　　場 三沢市淋代地区コミュニティ集会施設

講　　師 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）

参 加 者 37人

内　　容 ・運営委員長あいさつ

・ミニ講義「安心避難所運営について」

・訓練内容の確認

・全体討議

　①全体レイアウトについて　②避難者受付の仕方

・班別会議

　①班別訓練内容について　②準備物について

・会議結果の発表

・連絡事項
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＜避難所運営訓練当日＞

日　　時 平成27年10月17日（土）８：00～14：10

会　　場 三沢市立三沢小学校

講　　師 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）

参 加 者 ○避難所運営訓練参加者　65人

　運営委員35人、地域住民の避難者20人、スタッフ他10人

○市総合防災訓練見学者　約60人

実施内容 ・班別訓練（避難所設営、炊出し準備等）

・住民避難者の受け入れ

・オリエンテーション（避難所運営訓練の必要性、空間づくりについて）

・統監（三沢市長）の巡閲

・避難所見学、各班発表

・ワークショップ（避難所運営上、起こりうる課題について考える）

・配食、昼食、健康体操、避難所閉鎖、アンケート記入

・運営委員によるふりかえり

訓練の特徴 ・市の総合防災訓練と同時開催。広報広聴課（男女

共同参画担当課）が窓口。平成26年度も実施して

いるが、地区が異なるため、運営委員は初体験

・事前説明会も含め、３回の打ち合わせ会議を行っ

たことで、運営委員全員の男女共同参画に対する

理解が深まった

・三沢市淋代町内会会長が運営委員に地域の女性を

推薦。女性が89.7％を占めた

・リーダーは全員女性

・避難してきた地域住民は、３世代同居が多い地域ということもあり、赤ちゃんから高齢者

まで幅広い年代が参加した

・市の総合防災訓練の一環として実施したこともあり、一般住民や防災関係者の見学者が多

かった

（５）取組の充実や課題解決のための工夫

　平成27年度の避難所運営訓練は地域のニーズに沿った男女共同参画の視点を取り入れた内容であった。

県内５カ所で実施したが、それぞれ避難所運営訓練の経験値や知識等も異なるため、地域の特性を活かし

ながら実施した。また、当実行委員会でも訓練が４年目ということもあり、各市町村の行政担当者が非常

にスムーズに事業を進めていった。

　準備・運営においては地域住民あるいは開催地の市町村が主体となることで、28年度以降のソフトラン

ディングにつなげるという目的から、準備物や必要物資の購入などについては、運営委員または市町村の

行政職員がその役割を担った。

　企画運営においては、運営委員の多くが「地域人材育成事業」に参加していることで、学んだことを運

営やワークショップに活かすことができた。

―教材開発―　平成24年度から27年度までの記録として「男女共同参画の視点を取り入れた『安心避

難所づくり』４年間の取組み記録」を作成し、４年間の事業展開と成果等についてまとめた。また、

平成27年度に取組んだ５カ所の避難所運営訓練を、体制や内容の特徴を紹介することで、自分の地域

にとってより身近な実施モデルを見つけ、取組んでいただくことを目的に作成した。（詳細はP72～73）
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（６）これまでの取組による成果

　今年の避難所運営訓練には800人余りが参画、参加しており、多くの人が「男女共同参画の視点を取り

入れた避難所運営訓練」の必要性を知る機会となった。平成24年度から、通算４年間の避難所体験・運営

訓練の体験者が県内５市町・14会場、2,000人余りに及んだ。

　企画運営面では、中心となる運営委員は「地域人材育成事業」の講座に参加していることもあり、青

森市では訓練内容に運営委員が進行する避難所における具体的な課題を提示し、解決策を考えるワーク

ショップを実施した。

　八戸市では、避難所運営訓練と避難訓練を同時に実施し、予想以上の地域住民避難者の参加があったこ

とで、よりリアリティーのある訓練となった。

　おいらせ町は訓練４年目となるが、昨年の課題であった真夏の開催による暑さ対策として、こまめな水

分補給や扇風機を設置し実施した。また、中学生と一緒の訓練については今年で２回目であるが、運営委

員の希望により中学生防災教育プログラムを運営委員も一緒に実施した。

　階上町は、訓練当日、訓練地域の住民の葬儀と重なったため、参加できる運営委員が半分となる非常事

態が発生したが、それが「非常時は何が起こるかわからない」という訓練にもつながった。また、中学校

の授業の一環として実施できたことで、教員等も全員が参加し防災教育の重要性を認識し、今後も続けた

いという声が学校側からあがった。

　三沢市では避難所運営訓練は初めてという地域での実施だったが、訓練当日までに３回の会合を持ち、

「学びの場」を充実させたことで、運営委員の理解力、主体性が非常に高かった。また、リーダーは全員

女性とし、リーダーシップを発揮して運営・発表をしていた。その女性リーダーの発表の明快さに町会長

からは「うちの町会の女性たちがこんなに立派に発表ができるなんて驚いた」との発言がなされた。女性

たちが潜在的能力を発揮し、今後のエンパワーメントにつながった避難所運営訓練だった。

　なお、三沢市の運営委員長はご自身が町内会役員になったとき、女性が一人ということで何もできな

かったという経験をしていた。そこで淋代町内会では訓練で学んだことを活かし、町内会の女性の役員を

増やし、女性だけの委員会をつくり、地域防災をはじめ、町内会の活動等に積極的に参加し、活動する事

で盛り上げていこうと動き出したことは大きな成果と言える。
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２　地域人材育成事業

（１）３年間の総括

　「男女共同参画の視点を取り入れた防災教育」の啓発の必要性と、「学び」から「訓練」につなげていく

プロセスの重要性を平成24年度の取組みで認識したことから、平成25年度から研修等にも取り組んだ。

　震災から２年目であった平成25年度は防災と男女共同参画のつながりについて、あまり浸透しておら

ず、「学びの場『防災教育』」や「災害トレーナー養成研修」の中でも「女性の視点」「女性リーダー」「多

様性配慮」に対して拒否感を持つ参加者もいた。また、東日本大震災で避難所生活を送った地域では、震

災時の行政への不満の吐き出しの場となったこともあった。しかし、当実行委員会の地道な研修の積み重

ね及び平成25年９月に内閣府（防災担当）が「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」

を策定したこともあり、地域防災に関わっている方々の意識に変化が見えてきた。

　また、学びの場「防災教育」の参加者は一般公募の場合、その参加者がほとんど男性であった。それは

災害時の地域リーダーとなる自主防災組織や町内会等の役員がほとんど男性であったことと関係するもの

と思われる（平成25年全国の自治会長の女性割合は4.4％）。

　やはり、女性リーダーの育成には、女性のみの研修が必要であると捉え、平成26年度には引き続き「女

性地域リーダー養成研修」を開催し、女性リーダーの育成につなげた。

　さらに、平成27年度は地域の防災リーダーとして、指示型リーダーではなく、住民の主体性を引き出し

ながら運営できる『ファシリテーター』の育成に力をいれ、当実行委員会がめざしてきた「住民主体の避

難所運営」ができる下地づくりに力を入れた。その結果、「防災ファシリテーター育成講座（防災リーダー

塾）」は参加者の満足度も高く、「想像力をフルに働かせて事前に備えることが必要。複数のいろいろな立

場の人の意見は大事。普段からの地域（近所）とのつながり、付き合いは減災の面からも大切」といった

感想も聞かれ、平成28年度以降につながる研修となった。

（１）目　　的

　男女共同参画社会づくり、町内会、自主防災組織、市民活動、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取り入れ活躍できる

担い手の育成を目的とする。

（２）実施内容

①　青森市会場

日　　時 平成25年6月25日（火）12：30～16：30

平成25年6月26日（水）９：30～16：30

対　　象 行政職員、市民グループ、町内会、自主防災組織、女性消防団、子育て支援者等

平成25年度

◆「災害トレーナー養成研修」
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参加人数 のべ58人

会　　場 アピオあおもり

講　　師 東日本大震災女性支援ネットワーク　浅野幸子、丹羽雅代

内　　容 【１日目】

・災害と男女共同参画・多様性の配慮に関する課題（12：30～13：40）

・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？」（13：40～14：50）

・ミニ避難所体験ワークショップ（14：50～15：10）

・男女共同参画と防災に関する国内政策と国際動向および各地の取組例について

（15：10～16：10）

・まとめ・ふりかえり（16：10～16：30）

・情報交換会（18：00～20：30）

【２日目】

・自己紹介（９：30～10：00）

・災害時要援護者が直面する災害時の困難と対策（10：00～11：30）

・イラスト教材を使ったワークショップ（11：30～12：10）

・地域での取り組み・実践のためにⅠ『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～』及びDVDの紹介と活用について

（13：10～15：10）

・地域での取り組み・実践のためにⅡ（地域資源について学ぶ、取り組みイメージを話し合

う）（15：10～16：10）

・修了式（16：10～16：30）

②　八戸市会場

日　　時 平成25年11月20日（水）12：30～16：30

平成25年11月21日（木）９：30～16：00

対　　象 行政職員、防災士、子育て支援者、民生委員、町内会運営者など地域に関わる人等

参加人数 のべ38人

会　　場 八戸市福祉公民館

講　　師 東日本大震災女性支援ネットワーク　浅野幸子、池田恵子

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　小山内世喜子

内　　容 【１日目】

・災害と男女共同参画・多様性の配慮に関する課題（12：30～13：40）

・防災・復興政策における男女共同参画の視点（13：40～14：20）

・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？」（14：30～16：10）

・まとめ・ふりかえり（16：10～16：30）

【２日目】

・要援護者が直面する災害時の困難と対策（9：30～12：00）

・地域での取り組み・実践のためにⅠ（13：00～13：30）

・地域での取り組み・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）（13：30～15：30）

・修了式（15：30～16：00）

（３）協力を呼びかけた団体・関係者、役割分担

①　広報

　青森市会場



－ 40 －

・行政職員：津軽・下北地方の市町村職員に参加案内

・アピオあおもり登録団体（男女共同参画関連団体、子育て支援関連団体）に参加案内

・会場が立地する町内会に参加案内

・ＮＰＯ法人青森県防災士会を通じて県内全域に周知

・防災教育を通じての地域コミュニティ再生支援事業実行委員会運営委員に参加案内

八戸市会場

・八戸市内のすべての自主防災組織、町内会に参加案内

・ＮＰＯ法人青森県防災士会を通じて県内全域に周知

②　連携機関

　・共催：青森県男女共同参画センター

　　　　　八戸市会場―八戸市（広報、行政職員の参集、当日講座運営協力）

　・協力：青森市会場－青森市（協力名義使用、広報、行政職員の参集）

　　　　　東日本大震災女性支援ネットワーク（研修企画・内容プログラムの編成）

（４）取組の充実や課題解決のための工夫

・講座は講義だけでなく、ミニ避難所体験（青森市のみ）やグループワーク、ＤＶＤ視聴など、体感・参

画型のワークを組み入れ、受講生が多くを学び、吸収を深められるようにした。

・青森市会場では１日目の夜に、講師を交えた情報交換会を実施。講座の感想や互いの活動を紹介し合

い、交流を深めた。

・２日間コースを修了した受講生には「修了証」を授与し、達成感と自信につなげた。

（５）成果・課題や今後の展望

・災害時における女性や子どもへの性暴力等の被害については、正しい情報を提示する必要性への理解が

ある一方、男性側からそのような情報の提示を望まない意見が相次いだことから、伝え方に考慮してい

く必要がある。

・男女共同参画の視点での避難所の課題や食物アレルギー・盲導犬など特定の当事者への配慮に関するこ

となど必要な情報を伝え、発信することは今後も引き続き必要であると考える。

・講座を修了した方々（特に２日コース）の今後の地域や職場での活躍に期待を寄せるとともに、当委

員会や青森県男女共同参画センターでも学びと交流・体感の機会の提供と、活躍している人材のフォ

ロー、実践的な活動を県内外に周知していきたいと思う。それぞれの歩みをＨＰ等で地道に発信し続け

られるよう、これからも交流を続け、情報を収集していきたい。

（１）目　　的　

　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が

少ないという事実もある。また、女性自身も固定的性別役割分担意識にとらわれ、「女は黙っているべき」

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

◆女性地域リーダー養成研修
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である。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。

（２）講座タイトル　「女性のための防災力ＵＰ講座」

（３）実施内容

①　おいらせ町会場

日　　時 平成25年９月４日（水）10：00～15：00、９月９日（月）10：00～15：00

対　　象 一般市民（女性のみ）

参加人数 のべ24人

会　　場 おいらせ町立中央公民館

講　　師 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

内　　容 【１日目】

・あいさつ、自己紹介（10：00～10：30）

・防災と男女共同参画～多様性配慮～（10：30～12：00）

・非常食を作って・食べて・配膳してみよう（12：00～13：10）

・イラスト教材でシミュレーション～仮設トイレについて考えてみよう～

　（13：20～14：00）

・震災と男女共同参画・国の動き/男女共同参画の理解

　～阪神・淡路大震災から東日本大震災まで～（14：00～15：00）

【２日目】

・男女共同参画統計を活用して発信力を身につけよう（10：00～11：00）

・「もしもあなたが避難所リーダーだったら？」①

　シミュレーション１～２、フェーズ＝発災直後、３時間後（11：00～12：00）

・防災グッズを見直そう（13：00～13：20）

・「もしもあなたが避難所リーダーだったら？」②

　シミュレーション３、フェーズ＝２日目～１週間ぐらい（13：20～14：20）

・学びを地域でどう活かすか・ふりかえり（14：20～14：50）

・修了式（14：50～15：00）

②　階上町会場

日　　時 平成25年9月10日（火）13：00～16：00、9月11日（水）9：30～16：00

対　　象 一般住民（女性のみ）

参加人数 のべ66人

会　　場 ハートフルプラザ・はしかみ

講　　師 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

ＩＳ・キャリア開発研究所代表、シニア産業カウンセラー　岩舩展子

内　　容 【１日目】

・あいさつ、自己紹介（13：00～13：30）

・防災と男女共同参画～多様性配慮～（13：30～14：40）

・イラスト教材でシミュレーション～仮設トイレについて考えてみよう～

　（14：40～15：10）
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・震災と男女共同参画・国の動き／男女共同参画の理解

　～阪神・淡路大震災から東日本大震災まで～　（15：10～16：00）

【２日目】

・１日目のふりかえり（９：30～９：50）

・発信する力、伝わる会話力を身につけよう～アサーティブコミュニケーション～

　（９：50～12：30）

・非常食を作って・食べて・配膳してみよう（12：30～13：50）

・避難所運営ワークショップ（14：00～15：20）

・学びを地域でどう活かすか・ふりかえり（15：30～15：50）

・修了式（15：50～16：00）

（４）協力を呼びかけた団体・関係者

　共催：青森県男女共同参画センター

　　　　おいらせ町、階上町

（５）取組の充実や課題解決のための工夫

・自己紹介に十分時間をとり、その後の講義やワークショップの素地を形成した。グループ内の話し合い

や共有の時間を多く持つようにして、受講者同士の「関わり」や「交わり」を重視した。

・階上町会場では、体感型のアサーティブ講座を行い、コミュニケーション力の向上を図った。

（６）課題や今後の展望

・講座が終われば、それぞれが自らの地域に帰り、また女性であるがゆえの壁や無力感に襲われることも

あるのではないだろうか。今回のような講座を、より多くの女性に継続的に行っていくことが重要であ

る。

（１）目　　的

　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

テーマに学びの場を開設し、防災における男女共同参画の視点の必要性と、その具体的取り組みを学び、

今後の防災活動に役立てる。

（２）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～

（３）講　　師　　　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

◆学びの場「防災教育」
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（４）実施内容

　ア）内容　①「安心できる避難所づくり」ＤＶＤ視聴

　　　　　　②「安心・安全なまちづくりのために～防災と男女共同参画～」講義＆ワークショップ

　　　　　　③非常食試食

　イ）実施会場

　　①会　　場　階上町道仏公民館（階上町）

　　　日　　時　平成25年７月17日（水）13：30～15：30

　　　参加人数　21人

　　②会　　場　八戸市湊公民館（八戸市）

　　　日　　時　平成25年９月24日（火）13：30～15：30

　　　参加人数　15人

　　③会　　場　八戸市白山台公民館（八戸市）

　　　日　　時　平成25年11月16日（土）

　　　参加人数　18人

　　④会　　場　七戸町立南公民館（七戸町）

　　　日　　時　平成25年11月26日（火）18：00～20：00

　　　参加人数　30人

（５）協力を呼びかけた団体・関係者

　共催　八戸市、階上町、七戸町

　協力　開催公民館

（６）取組の充実や課題解決のための工夫

・災害時、避難所の運営に携わる町内会や自主防災組織の方々を対象に実施できるよう依頼した。

・話を聞くだけではなく、ＤＶＤの視聴によって、臨場感をもっていただき、ワークショップを実施する

ことで、自分自身の考えをまとめるきっかけ、多様な価値観について学べる内容とした。

・集客に関しては、町内会の回覧版への掲載、自主防災組織の代表や町内連合会の方に個別に依頼し、周

知した。

（７）課題や今後の展望

・講座の受講生の参集に関して、共催の公民館に全面的にお願いしていたため、地区のリーダーや自主防

災関係の方々の参加が主であった。趣旨や講座内容を明記したチラシを作って配布してもらえば、もう

少し地域の一般の方にも参加してもらえたかもしれない。

・一方、講義途中で固定的な役割分担がなぜいけないかと言う質問もあり、事例を通して丁寧にお伝えし

たつもりであるが、どこまでご理解いただけたかは不明。地道な取り組みが重要と感じた。

・全体的には、趣旨を理解していただき、「女性への配慮等の必要性がわかった」とお答えいただいたが、

60代女性のアンケート回答に「男性批判の様に感じた」という感想もあり、話をする際の工夫、配慮が

もっと必要と感じた。



－ 44 －

・全体的に女性の参加は少なかった。その理由は、町内会、自主防災組織等の役員に女性が少ないことが

要因といえる。また、地域のリーダー的な役割を担う高齢の男性の参加者が多く、女性が少数というこ

ともあり、女性はまだまだ意見を言えるような雰囲気ではない地域もあった。女性リーダーの育成を考

えるのであれば、女性に限定した講座が必要であり、コミュニケーション能力の向上に向けた講座も必

要であることを改めて認識した。そして、多様性を認める風土づくりも必要であり、男女それぞれが意

識改革してより良い地域づくりにつなげることが必要である。

（１）目　　的

　①防災や復興の政策・方針を決める過程に参画している女性が少ない。②災害対応において男女のニー

ズの違い等に配慮がない。③災害がおきてから急に男女共同参画の視点で対応しようとしてもできない。

以上①～③のような東日本大震災の教訓を生かし、男女共同参画の視点で災害時に活躍できる女性の人材

育成を目的とする。

　平成25年度に実施した学びの場「防災教育」への参加者がほとんど男性だったこともあり、まだまだ

「防災＝男性」という意識があり、こういった講座に女性が参加しにくい傾向があることがわかった。そ

こで、引き続き女性のみの研修の場を設定し女性のエンパワーメントにつなげることとした。

（２）実施内容

　講座名　「女性の防災力ＵＰ講座～今日から役立つ女性の発信力講座～

　　　　　 地域づくりに参画できるチカラを！～」

「学びの場『防災教育』」
（八戸市白山台公民館）
　11/16

「女性地域リーダー養成研修」（階上会場）９/10

「災害トレーナー研修」（青森会場）６/25

平成26年度

◆女性地域リーダー養成研修
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①階上町会場

日　　時 平成26年８月20日（水）10：00～16：00

対　　象 一般町民（女性のみ）、特に民生委員、女性消防団、ほのぼの相談員などの関係者に個別に

依頼

参加人数 27人

会　　場 ハートフルプラザ・はしかみ

講　　師 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

株式会社ＨＲインスティテュート　チーフコンサルタント　内田友美

プログラム

＊ 印 の み
内 田 講 師
担当

①オリエンテーション

②ワークショップ「みんなのための避難所づくり」

③日常からの取組みが大切です

④ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」　（以上①～④は10：00～12：10）

⑤非常食の調理と試食（12：20～13：00）

⑥＊コミュニケーション講座「発信力を身につけよう」（13：00～15：30）

⑦ふりかえり・アンケート記入（15：30～16：00）

②三沢市会場

日　　時 平成26年11月26日（水）10：00～16：00

対　　象 一般市民（女性のみ）

参加人数 10人

会　　場 三沢市公会堂

講　　師 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

株式会社ＨＲインスティテュート　チーフコンサルタント　内田友美

プログラム

＊ 印 の み
内 田 講 師
担当

①オリエンテーション

②地域づくりに参画できるチカラを！

③ワークショップ「みんなのための避難所づくり」（以上10：00～12：10）

④＊コミュニケーション講座「発信力を身につけよう」（13：00～15：30）

⑤ふりかえり・アンケート記入（15：30～16：00）

③八戸市会場

日　　時 平成26年11月27日（水）10：00～16：00

対　　象 一般市民（女性のみ）

参加人数 ９人

会　　場 八戸市福祉公民館

講　　師 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

株式会社ＨＲインスティテュート　チーフコンサルタント　内田友美

プログラム

＊ 印 の み
内 田 講 師
担当

①オリエンテーション

②地域づくりに参画できるチカラを！

③ワークショップ「みんなのための避難所づくり」（以上10：00～12：10）

④＊コミュニケーション講座「発信力を身につけよう」（13：00～15：30）

⑤ふりかえり・アンケート記入（15：30～16：00）
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（３）協力を呼びかけた団体・関係者

　共催：青森県男女共同参画センター

　　　　階上町、三沢市、八戸市

（４）取組の充実や課題解決のための工夫

　導入部分に十分時間を取り、自分が住む地域も含めた自己紹介などによって、互いの人間像がある程度

把握できたうえで、安心しリラックスしてその後のプログラムに臨めるようにした。

　講座は、座学、グループワーク、ＤＶＤ視聴など、様々な形態を取り入れた。特に、受講者同士の意見

交換やセッション後のシェアを重視し、多様な立場や考えを知り、理解する機会を提供した。

　また、論理的に考えをまとめ組み立て、それを相手に伝わるように話すスキルの向上を目的とした「発

言力を身につけるためのコミュニケーション講座」をプログラムに組み入れた。

（５）課題や今後の展望

　アンケート結果を見ると、ワークショップ、コミュニケーション講座といった参加型のセッションに対

して、複数の受講生が「普段経験しないことなので、難しく感じたが、同時にとても考えさせられる内容

だった」と感想を述べ、満足度も高かった。特にコミュニケーション講座はいずれの会場においても「大

変満足」と「満足」をあわせた割合が90％を超えた。

　「講座を通してグループで話し合うことにより、いろいろな観点から考えることができ、とてもよかっ

た」「日頃から、横のつながりやコミュニケーションが大切だとわかった」という声が複数あり、本研修

の目的を達成できたものと評価できる。

（１）目　　的

　平成24年度に制作したＤＶＤ「安心できる避難所づくり」などを活用しながら、「防災と男女共同参画」

をテーマに学びの場を開設し、防災における男女共同参画の視点の必要性と、その具体的取り組みを学

び、今後の防災活動に役立てる。

（２）実施内容

①青森市会場

講 座 名 「『やさしい日本語』が外国人被災者の命を救います」

日　　時 平成26年６月15日（日）13：30～16：30

対　　象 県民一般

参加人数 33人

会　　場 アピオあおもり

◆学びの場「防災教育」
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講　　師 弘前大学人文学部社会言語学教室　教授　佐藤和之

プログラム ○（開催前）ＤＶＤ「安心できる避難所運営」視聴

　・主催者あいさつ（13：30～13：40）

　・講義（13：40～15：00）

弘前大学人文学部社会言語学教室で取り組んでいる、主に日本に居住する外国人を対

象としたわかりやすい日本語表記・表現について具体的に学んだ。

　・休憩　場内に展示した避難グッズ、簡易ベッド・トイレ等の説明（15：00～15：10）

　・講義（15：10～16：30）

　・アンケート記入、終了

②八戸市会場、階上町会場

講 座 名 「安心できる避難所づくり～男女共同参画の視点で～」

講　　師 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

プログラム ・避難者カード記入

・避難所づくりにおける男女共同参画視点の重要性＜講義＞

・「安心できる避難所づくり」＜ＤＶＤ視聴＞

・避難所における「安全・安心な仮設トイレ」とは？＜ワークショップ＞

・いざというときのために日頃から取組を＜講義＞

・アンケート記入、終了

実施状況 ア）八戸市会場

　　日　　時　平成26年７月19日（土）10：00～12：00

　　対　　象　市民一般

　　受講生人数　15人

　　会　　場　八戸市小中野公民館

イ）階上町会場

　　日　　時　平成26年８月21日（木）10：00～12：00

　　対　　象　町民一般

　　受講生人数　27人

　　会　　場　ハートフルプラザ・はしかみ

③　野辺地町会場

講 座 名 「自分でつくる安心避難所」

日　　時 平成27年３月14日（土）９：40～12：00

対　　象 町民一般

参加人数 66人

会　　場 野辺地町中央公民館

講　　師 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

プログラム ・避難者カード記入

・避難所づくりにおける男女共同参画視点の重要性＜講義＞

・「安心できる避難所づくり」＜ＤＶＤ視聴＞

・避難所における「安全・安心な仮設トイレ」とは？＜ワークショップ＞

・いざというときのために日頃から取組を＜講義＞

・事例）平成26年度の「避難所運営訓練の実施内容と成果」

・アンケート記入、終了

○（終了後）アルファー化米の試食

＊「ちーむ野ｏｐｅｎ」が運営協力
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（３）協力を呼びかけた団体・関係者

　共催：青森県男女共同参画センター

　　　　階上町、野辺地町

　協力：弘前大学人文学部社会言語学研究所、SEEDS　NETWARK、「ちーむ野ｏｐｅｎ」（青森県男女

共同参画センター女性人材育成事業「あおもりウィメンズアカデミー」を修了した野辺地町の女

性グループ）

（４）取組の充実や課題解決のための工夫

　ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」を視聴することによって、被災時の状況、関連データ、避難所づく

りに必要な視点、訓練の様子などについて、五感を使って理解、把握できるようにした。また、グループ

単位でのディスカッションを重視し、実際に起こりうる避難所での具体的な課題事例をつかって「普段か

らの多様なメンバーによるフラットな話し合い」を行った。

　野辺地町会場では、事務局である青森県男女共同参画センターの女性人材育成事業「あおもりウィメン

ズアカデミー」修了生で構成された女性グループ「ちーむ野ｏｐｅｎ」（ちーむのーぷん）が、研修当日

の運営に主体的に参画し、センター事業との連携や人材育成から活躍の場という良い循環モデルを具現化

できた。

　青森市会場では、弘前大学人文学部社会言語学教室の協力の元、被災時の「情報取得困難」に着目し、

日本在住の外国人という対象に目を向けることによって、「多様性配慮」の理解を広げ深められるよう試

みた。

（５）課題や今後の展望

　階上町、八戸市、野辺地町いずれの会場においても、「ハンドブックやＤＶＤが参考になった」という

声が多く、それに比べると「ワークショップは役に立った」という評価がやや少なかった。ワークショッ

学びの場「防災教育」（八戸市会場）７/19

「やさしい日本語講座」（青森会場）６/15 「防災教育」（野辺地町会場）３/14
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プでは、避難所におけるトイレの使い方を考えたり、子ども連れの母親の心情をくみ取る場面があったこ

とから、この講座では参加割合が高かった男性が、生活一般に関するテーマについて、普段考えを述べ合

う機会が少なく、慣れていないのではないかと推察され、そういった訓練の場を提供できたことに大きな

意義があると言える。自由回答欄には、「地域での取り組みを続けることが大切」「講座をふまえて訓練を

行うことが必要」との声が複数見られた。

　「女性地域リーダー養成講座」及び「学びの場『地域防災教育』」のいずれの講座も、参加者からおおむ

ね高い満足が得られた。今後は、地域において男女共同参画の視点をさらに根づかせ、定着させていくこ

とが重要であると考える。また、研修による人材育成から訓練という流れによって、受講者が学んだこと

を実践し、地域のリーダーとして活躍する場を創出し、それを繰り返し継続していくことが肝要である。

　また、近年、働く女性が増加していることから、地域の女性リーダーを育成する機会は休日や夜間な

ど、多くの女性が参加しやすい日時を設定することも大切である。

（１）目　的

　男女共同参画の視点を持った防災訓練や避難所運営訓練をファシリテートできる人材育成をめざす。災

害時の「地域の共助力」を培うためには、住民の主体性が重要となる。そのためには指示型リーダーでは

なく、「聞き出す」「まとめる」「合意する」というプロセスで進行する「ファシリテーター」が必要であり、

その育成をめざす。

（２）開催地　４か所（青森市、おいらせ町、八戸市、階上町）

（３）対　象

　下記の①②について、条件を満たす者。

　①　Ａ～Ｃのいずれか

　　Ａ　平成24年度から26年度の当実行委員会主催事業等に積極的に参加した者

　　Ｂ　防災士の資格を有し地域で活動している者

　　Ｃ　平成27年度青森県自主防災組織リーダー研修会、青森市自主防災リーダー研修を受講済みの者

　②　当実行委員会主催の避難所運営訓練に参加できる者

（４）講座名　「防災リーダー塾　～あなたのチカラで防災力・減災力を地域に広める～」

平成27年度

◆防災ファシリテーター育成講座
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（５）実施内容

①青森市会場

日　　時 平成27年７月12日（日）10時00分～16時30分

場　　所 アピオあおもり

講　　師 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、特定非

営利活動法人全国女性会館協議会代表理事、青森県男女共同参画センター館長）

工藤淳（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副委員長、お天気会社

アップルウェザー代表取締役社長、青森県気象予報士会発起人・初代会長、ＮＰＯ法人青森

県防災士会発起人・初代会長・現相談役、社会貢献学会青森支部発起人・顧問、弘前大学非

常勤講師）

大坂美保（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副委員長、青森県防

災士会理事、日本赤十字社救急法指導員、青森県総合計画審議会委員）

工藤健（ＮＰＯ法人ジュニア・グローバル・トレーニング・スクール顧問、青森市原別地域

まちづくりを進める会事務局長）

森田新（青森市健康福祉部健康福祉政策課副参事）

参加者数 21人

プログラム 10：00～10：20　挨拶・オリエンテーション

10：20～11：30　（１）防災・減災基礎知識

11：30～12：00　（２）地域の防災資源を書き出そう！

12：00～13：00　　　 昼食

13：00～13：30　（３）避難者の受け入れと要配慮者の対応

13：30～14：00　（４）『場づくり力』を高めよう

14：00～14：30　（５）ワークショップ　　要援護者等多様な立場の人の支援を考えよう！

14：40～15：40　（６）ファシリテーション実践

　　　　　　　　　　 その時どうする!?　命・健康・人権を守る避難所運営

15：40～16：10　（７）被災者支援のための情報収集に挑戦

16：10～16：30　（８）今後に向けて、ふりかえり

周知方法、

特 徴 及 び

成果　　

　広報あおもりへの掲載、市内公共施設等へのチラシの配布、ＨＰ等で周知した結果、秋田

県からの参加者も含め21人が参加。

　アイスブレイクでは、グループ分けも兼ねて、「バースデーチェーン」を実施。一挙に和

やかな雰囲気になり、全員参加型のワークを中心とした講座だったこともあり、大変盛り上

がった。

　講師は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のメンバーが中心に

なって務め、青森市健康福祉部森田副参事からは、青森市の「福祉避難所の取組み」につい

て紹介があった。また、森田副参事は、全プログラムに参加。「市民の声を聴くことができ

大変勉強になった」と語っていた。

　アンケート結果をみると、参加動機で一番多かったのは、「地域防災について学習したかっ

たから」が73.3％、続いて「講座の内容に興味があったから」60.0％の順。プログラム全体

に対する評価は「非常に満足」「満足」あわせて、95.4％と高い評価をいただいた。

〈感想：アンケートより〉

・避難所運営のきめ細やかなさまざまな点に気付いた。また女性の意見の大切さと、男性に

はそれを理解し、受け入れてもらえ、同じ立場で考えることの大切さをこの講座を受けた

男性がわかってくれたことがうれしかった。（50代女性）

・想像力をフルに働かせて事前に備えることが必要。複数のいろいろな立場の人の意見って

大事。普段からの地域（近所）とのつながり、付き合いは減災の面からも大切だと思っ

た。（50代女性）

・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

ような空気づくりが大切だと思った。（30代男性）
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②八戸市会場

日　　時 平成27年７月19日（日）10時00分～16時30分

場　　所 八戸市小中野公民館

講　　師 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、特定非

営利活動法人全国女性会館協議会代表理事、青森県男女共同参画センター館長）

白取裕士（青森県防災士会理事、青森市建築指導課課長、防災士、一級建築士、日本赤十字

社救急法指導員）

鳥谷部秋奈（八戸市福祉部福祉政策課主事）

参加者数 39人

プログラム 10：00～10：20　挨拶・オリエンテーション

10：20～11：30　（１）防災・減災基礎知識

11：30～12：00　（２）地域の防災資源を書き出そう！

12：00～13：00　昼食

13：00～13：30　（３）要援護者の福祉避難所への移送方法

　　　　　　　　　　 講師：八戸市福祉部福祉政策課　職員

13：30～14：00　（４）『場づくり力』を高めよう

14：00～14：30　（５）ワークショップ

　　　　　　　　 　　要援護者等多様な立場の人の支援を考えよう！

14：40～15：40　（６）ファシリテーション実践

　　　　　　　　 　　その時どうする!?　命・健康・人権を守る避難所運営

15：40～16：10　（７）被災者支援のための情報収集に挑戦

16：10～16：30　（８）今後に向けて、ふりかえり

周知方法、

特 徴 及 び

成果　　

　周知方法としては、広報はちのへに掲載、市内公民館、小中野公民館近辺の自主防災組織

へのチラシの配布等を行った。その結果、市内各地の自主防災会の関係者や会場のある小中

野地区の方を中心に39人が参加。ところ狭しとたくさんの参加者で大変盛り上がり、アイス

ブレイクの「バースデーチェーン」では、会場を一周するほどの人数であった。また、参加

者の中には「八戸市役所に置いてあったチラシを見て参加しました」と語る20代女性もお

り、八戸市民の関心の高さを感じた。

　講師の八戸市福祉部福祉政策課の鳥谷部秋奈さんからは「要援護者の福祉避難所への移送

方法について」の説明もいただいた。

　アンケート結果をみると、参加動機で一番多かったのは、「講座の内容に興味があったか

ら」47.8％、続いて「地域防災について学習したかったから」の30.4％の順だった。プログ

ラム全体に対する評価は「非常に満足」「満足」あわせて、100％と全員にご満足をいただけ

た講座となった。

〈感想：アンケートより〉

・①沢山の意見を聞くことができ参考になった。②人が集まるといい意見や気がつかないこ

とに気づくことができる。③ワークショップの技法はいいと思う。④組織に女性の力を入

れる工夫が必要。（50代男性）

・平常時でないときに、不安を抱えた人が多数集まる場所での被災者支援の難しさがよく理

解できた。（50代男性）

・ワークショップをふんだんに取り入れた（時間はかかるが）講座は体験的に学べるのでた

だ聞くだけのものよりは地域に持ち帰って広げやすいと思う。（60代男性）

・いろんな活動の中で「場づくり力」「ファシリテーション」など勉強したことを実践した

いと思う。（60代女性）
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③階上町会場

日　　時 平成27年８月29日（土）９時30分～13時50分

場　　所 階上町道仏公民館（階上町）

講　　師 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、特定非

営利活動法人全国女性会館協議会代表理事、青森県男女共同参画センター館長）

参加者数 24人

プログラム ９：30～９：50　挨拶・オリエンテーション

９：50～11：00　（１）防災・減災基礎知識

11：00～11：10　◆非常食を作ろう

11：10～11：30　（２）『場づくり力』を高めよう

11：30～12：30　◆非常食の試食、昼食・休憩

12：30～13：00　（３）要援護者等多様な立場の人の支援を考えよう！

13：00～13：30　（４）ファシリテーション実践

　　　　　　　　　　 その時どうする!?　命・健康・人権を守る避難所運営

13：30～13：50　（５）今後に向けて、ふりかえり

周知方法、

特 徴 及 び

成果　　

　参加者は９月７日に行われる道仏中学校での避難所運営訓練の運営委員が中心となり、24

人が参加した。

　アイスブレイクの「バースデーチェーン」のあとに実施した自己紹介では、「氏名」「地

域」、そして、「避難所応援フーズ」をＡ４の紙に書いて自己紹介。それぞれがその理由も発

表し合ったことで、場が和んだ。階上会場は、９月７日に実施する「避難所運営訓練」で炊

き出しを実施しないこともあり、昼食には非常食のアルファー化米を実際に作って食べ、水

加減で違う出来栄えに一喜一憂しながらもおいしくいただいた。

　アンケート結果をみると、参加動機で一番多かったのは、「地域防災について学習したかっ

たから」が圧倒的に多く57％、続いて「今後の活動・仕事に活かしたいから」の43％の順。

プログラム全体に対する評価は「非常に満足」「満足」あわせて、78.2％と少々辛口の評価

となった。これは、青森、八戸会場に比べて開催時間の関係上、ワークショップの内容が少

ないこと、参加者が公募ではなく、町からの推薦であったことからと推測される。

〈感想：アンケートより〉

・地域や近隣の人が協力することの大切さ。皆さんの方々の意見はすごく良かった。講師の

方のお話も大変勉強になった。（50代女性）

・避難所を設置（開設）した時に、いろいろな人が集まるとそれぞれの要望や必要な物資が

出てくると思われ、その対処方法がわかり勉強になった。（70代男性）

・避難所運営には女性パワーの活用が大切であり、上手に活かすことが大事である。（80代

男性）

④おいらせ会場

日　　時 平成27年12月５日（土）10時00分～16時00分

場　　所 おいらせ町東公民館（おいらせ町）

講　　師 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、特定非

営利活動法人全国女性会館協議会代表理事、指定管理者青森県男女共同参画センター館長）

参加者数 24人

プログラム 10：00～10：20　挨拶・オリエンテーション

10：20～11：30　（１）防災・減災基礎知識

11：30～12：00　（２）おいらせ町の取組み紹介

12：00～13：00　昼食

13：00～13：30　（３）『場づくり力』を高めよう
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13：30～14：00　（４）ワークショップ　　地域の防災資源を書き出そう！

14：00～14：40　（５）ワークショップ　　要援護者等多様な立場の人の支援を考えよう！

14：40～14：50　休憩

14：50～15：50　（６）今後に向けて

　　　　　　　　　　～地域で取組む男女共同参画の視点を取り入れた中学生の

　　　　　　　　　　　防災教育について～

15：50～16：00　アンケート記入

周知方法、

特 徴 及 び

成果　　

　８月２日に実施した避難所運営訓練運営委員及び自主防災会、広報「おいらせ」で参加を

呼び掛けたところ、避難所運営訓練運営委員が14人、自主防災会等から７人、町の職員３人

の計24人の参加があった。

　プログラム内容は、おいらせ町での開催が避難所運営訓練の後となったこともあり、課題

解決のワークは行わずに、「地域の防災資源」や「要援護者等、多様な立場の人の支援を考

えよう」というワークに力を入れた。

　講座の最後には、８月に実施した避難所運営訓練のふりかえりも兼ねて、「地域で取組む

男女共同参画の視点を取り入れた中学生の防災教育」について、今後自分たちがどう取り組

んでいくかを考えるワークを盛り込み、町内会や自主防災会単位でも、地域の子どもたちを

巻き込んだ取り組みが大切という意見が多く出された。

　アンケート結果をみると、参加動機で一番多かったのは、「地域防災について学習したかっ

たから」が86.4％、続いて「今後の活動・仕事に活かしたいから」が54.5％の順。プログラ

ム全体に対する評価は「非常に満足」「満足」あわせて、90.9％と高い評価をいただいた。

〈感想：アンケートより〉

・今まで受けた講習等では、避難所が開設されるまでの内容だったので、避難所運営につい

て学ぶことが出来て大変良かった。特に女性の視点からの意見を取り入れることが重要で

あることが良く理解できた。（50代男性）

・テーマ別の困りごとや対応などの項目を考える時に、自分で考えられることは少なく、幅

広い知識が必要と感じた。やはり何人かのグループでの討論が良いと感じられた。（60代

男性）

・防災・減災は教育及び訓練の積み重ねが大事であり、継続していきたい。（60代男性）

・今までの講座よりレベルアップした内容だったように思う。以前は気づけなかったことに

気づけてとても良かった。（60代女性）

（６）協力を呼びかけた団体・関係者

　共催　八戸市、階上町、おいらせ町

　協力　青森市、青森市教育委員会

（７）取組の充実や課題解決のための工夫

　プログラム内容については、これまで３年間の「避難所運営訓練」を実施しての課題や減災と男女共同

参画研修推進センター発行の「男女共同参画・多様性配慮の視点で学ぶ　防災ワークブック」を参考にし

ながら、開催地域の特性に合わせたプログラム内容を組み立てた。

　特に、被災地を中心とした県内４カ所はそれぞれが抱えている課題や住民の意識、防災と男女共同参画

への取組み状況も異なるため、それぞれの地域の状況を把握しながら、連携先の行政職員と協議しながら

プログラムを構築していった。

　青森会場、八戸会場に関しては、参加者はすべて公募であり、参加意欲の高い人たちが多かった。ま

た、市の防災計画（避難者の受け入れと要配慮者の対応）についての説明の時間も盛り込んだ。階上町に
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ついては、９月７日開催の中学生を交えた避難所運営訓練の運営委員を中心とする町民を対象にし、訓練

に臨むための事前学習会の要素も含めた。一方、おいらせ町は町の行事の関係上、避難所運営訓練終了後

の12月５日の開催となり、参加者24人中17人が訓練参加者であったため、訓練のふりかえりも兼ねた内容

とした。

　住民の主体性を引き出す人材の必要性の課題解決には、ファシリテーターの育成が重要と考え実施した

講座である。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た。そのため、講義形式の知識の習得は１コマとし、

他はワークショップ形式とし、グループのメンバーがそれぞれ自分の持っている知識や経験を活かしなが

ら話をすることで、たくさんのアイディアや課題解決策が出され、参加者が力をつけていくというもので

あった。と、同時に、自分一人の考え方では災害時想定外のことには対応できない、みんなで力を発揮し

合うことが大事だということを、ワークを通して感じ取り、実践に活かしてもらうことを目的とした。そ

の結果、アンケートの自由記述からもわかるように、参加者の理解につながったことがわかる。また、

「ファシリテーション」についても関心を持った参加者がたくさんおり、防災のみならず、日常における

地域コミュニティのなかでも活かしていただけることを期待する。

（８）課題や今後の展望

　先述の通り、ファシリテーターについて関心を持っていただいた参加者が多くいたが、今後も継続して

学ぶ場や実践の場が必要である。しかしながら、今回の参加者は防災等に関わっている方々が多く、参加

動機として「防災リーダー塾」という言葉に関心をもって参加。今後、防災のリーダーたちがどうやって

ファシリテーターの講座に参加し、スキルアップして実践に生かしていただくかが課題である。

　青森県にはＮＰＯ法人青森県防災士会や女性消防団という組織があり、そういった団体と連携し団体の

研修会に盛り込んで進めていくことも妙案かもしれない。そして、お茶とお菓子を用意しながら「私はこ

う思っているんですが」と誰もが発言でき、合意形成していく、そういう文化の構築が大切と考える。

「防災ファシリテーター育成講座」(おいらせ町会場)12/5

「防災ファシリテーター育成講座」（八戸市会場）7/19
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（１）目　的

　平成26年度に実施した「避難所運営を通じ、地域における中学生の係りを学ぶ」の成果を受けて、地域

で中学生と地域住民を対象に、当実行委員会で実施してきた「考える力」「判断し行動する力」「生き抜く

力」を大切にした防災教育を広めていく訓練等をコーディネートできる人材育成をめざす。

（２）対　象

・平成24年度から26年度の当実行委員会事業等に積極的に参画し、今後も防災教育に取り組んで行きたい

と考えている者。

・被災地視察事後研修、防災ファシリテーター育成講座受講及び避難所運営訓練時実地訓練に参加できる

者。

・推薦（三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町の市町または実行委員会からの推薦）。

・おおよそ12人。

被災地視察及び中学生防災教育プログラム研修

（１）　目　的

　阪神・淡路大震災から20年。被災地である兵庫県神戸市を訪問し、震災時の様子とその後、市民がどの

ように復興に立ち向かい今があるかについて生の声を聴くことで、「中学生防災教育プログラムコーディ

ネーター」としての知見を高める。また、講師のＮＰＯ法人さくらネット石井布紀子代表理事（所在地：

兵庫県西宮市）から、現地で中学生防災教育プログラムについて研修を受けることで、臨場感を持って研

修に臨む。

（２）　日　程　平成27年５月13日（水）～14日（木）

（３）　プログラム

時間 行　程 内　容

　５/13（水）

12：30 人と防災未来センター見学 ・1.17シアター（12：30～）

・こころのシアター（14：00～）

・語り部による講和（14：50～15：20）

・見学

＊案内　河田のどか（NPO法人さくらネット）

15：30 災害復興住宅見学 ＊案内　河田のどか（NPO法人さくらネット）

17：00 東遊園地公園見学

（神戸市三宮）
＊案内　河田のどか（NPO法人さくらネット）

◆中学生防災教育プログラムコーディネーター育成講座
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18：30 情報交換会

会場：百済（神戸市役所内24F）

ゲスト：河田のどか（NPO法人さくらネット）

　　　　相川康子（NPO政策研究所）

　　　　泰地英夫（神戸防災士会）

20：30 自由行動

　５/14（木）　会場：兵庫県民会館

９：00 「中学生防災教育プログラム」

Part①

講師・石井布紀子（NPO法人さくらネット代表理事）

アシスタント：河田のどか（NPO法人さくらネット）

13：00 「中学生防災教育プログラム」

Part②

講師・石井布紀子（NPO法人さくらネット代表理事）

アシスタント：河田のどか（NPO法人さくらネット）

15：30 研修終了

（４）　参加者名簿

市町村 所　　　属 氏　名

１ 青森市 ＮＰＯ法人青森県防災士会 長尾友利

２ 青森市 青森市消防団青桜分団分団長 田中茂子

３ 弘前市 ＮＰＯ法人青森県防災士会、弘前市女性消防団 佐々木ゆかり

４ 三沢市 Women’s　Vision代表 岩本ヤヨエ

５ おいらせ町 おいらせ町避難所運営訓練運営委員 山﨑　斉

６ おいらせ町 おいらせ町避難所運営訓練運営委員 大槻勝助

７ 八戸市 当実行委員、八戸市小中野公民館長 森　喜明

８ 階上町 階上町総務課副参事 佐京　実

９ 階上町 階上町総務課主事 栁沢春乃

10 実行委員 当実行委員会副委員長、ＮＰＯ法人青森県防災士会相談役 工藤　淳

11 実行委員
当実行委員会副委員長、元青森市ＰＴＡ連合会顧問、ＮＰＯ法人青

森県防災士会
大坂美保

12 実行委員
当実行委員、ＮＰＯ法人ジュニアグローバルトレーニングスクール

顧問、原別まちづくりを進める会事務局長
工藤　健

13 事務局
コーディネーター

（当実行委員会委員長、青森県男女共同参画センター館長）
小山内世喜子

14 事務局 運営スタッフ（青森県子ども家庭支援センター部長） 吉田圭子
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（５）　研修内容の概要

平成27年５月13日（水）

①　人と防災未来センター

　人と防災未来センターは2002年に誕生。事実を後世に語り継ぐこ

とを目的に設置された。

ア）１.17シアター視聴

　阪神・淡路大震災の震災時の様子やその後の復興の様子をリアリ

ティに復元。前半の８分の映像（震災時の様子）を見ることで、こ

のセンターの見学する意味があると言うほどショッキングな映像で

あった。

イ）こころのシアター

　３Ｄ映像で見る東日本大震災被災地のドキュメンタリー映像「津

波の傷跡」の上映。阪神・淡路大震災との災害状況の違いを感じる

とともに、地域住民の力強さを感じる映像となっている。

ウ）講話（体験談）

　語り部：谷川三郎（震災時、芦屋市役所建設部長）

　震災時の行政職員の対応の重要性や、自助、公助、共助の大切さ

について語ってくれた。

・市役所職員としての行動

　素早い参集と初動行動が大切

　助役からの４つの指示（①救命救助　②救護所の開設　③ご遺体

の安置　④棺桶、ドライアイスの確保）

・がれきの下敷きになった人たちの救助

　がれきの下敷きになったが生存していた方で救助された人（生存

者）は１日目が80人中60人。２日目が22人中５人、３日目が19人中

０人であった。うち、助け出された人の８割は、ご近所の住民によ

る救助であった。

⇒自主防災の重要性

・避難所について

　芦屋市の人口87,000人（当時）のうち、１日目は20,000人が52の

避難所に避難していた。水と食料をどう調達するかが課題であっ

た。

　長期化した避難所生活で一番の問題となったのが、断水によるト

イレの問題であった。小学校に2,000人の避難者がおり、あっとい

う間に便器に大便が山のようになった。

　また、仮設トイレが20基届いても、すぐにいっぱいになった。下

水道普及率100％であったため、バキュームカーが市には１台もな

く、九州の宮崎県から救援でバキュームカーが届き、やっと処理が

できた。

５/13　人と防災未来センターで

３Ｆ　震災記録フロアー

ボランティアの方から話を聞く研修生

防災・減災体験キッド

震災時の記録タッチパネル
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・救援物資の問題

　救援物資は市役所の地下に置いた。そこで、仕分して避難所に届

けたが、地下であったため、搬入搬出が大変であり、高校のグラウ

ンドに変更した。

　また、この際の指揮官は女性職員が担ったが、心配りができてお

り、大変良かった。

　救援物資に関しては、ひと箱にさまざまな物が混入しており、仕

分する側が大変で三日三晩徹夜で作業が続いた。大学生のボラン

ティアに手伝っていただいた。救援物資は、単品で送ってほしい。

・ご遺体の管理と火葬について

　助役の指示で、保育所の所長が、ご遺体についての仕事を命ぜら

れた。また、棺桶やドライアイスの確保等も行政職員が担った。

＊このことについては、他の支援者等からは、福祉関係者がこのよ

うなことを担ったことにより、本来するべき避難所等にいる生存者

に対しての支援活動ができていなかったという課題を述べている。

・大災害後に実施したアンケート結果について

○困ったこと

　①電話の不通　②水と食料の確保　③トイレ用水

○役立ったもの

　①懐中電灯　②携帯ラジオ　③バケツや風呂に水を溜めていたこと（学校等のプールの水は溜めておく

ことで、災害時のトイレ用水として使用できる）

【学んだこと】展示ブースでは、大震災によって壊れた生活用品や大震災から復興までの様子がメッ

セージやグラフとともに展示され、神戸市の現在に至るまでの様子が一見できた。そのほか子ども向

けの防災コーナーもあり、実験やゲームが行われ、子どもの防災への理解を深めるためには、有効な

手段だと感じた。

　被災者講話では、大震災当時、芦屋市役所の職員であった方の、震災当時の様子や行政職員として

の対応方法について聞くことができた。発生直後、災害対策本部長の代わりとなり、指示を出した助

役は職員に対し、「①消防団と救命救助へ行くこと」「②小学校に救護所を開設すること」「③寺院に

遺体を安置してもらうよう手配すること」「③葬儀屋へドライアイスや棺桶を用意してもらうよう手

配すること」の４つを指示したとのこと。物資の面では、市町村の広域的な援助に助けられたことか

ら、日頃から行政同士のネットワークを構築していることの重要性を説いていた。行政職員として

は、素早く参集し、初動対応や被災者への対応が大事であるとのことだったが、行政職員が対応しき

れなかった際には、地域リーダーの働きが重要となるとのことだった。講話を聞き、震災が起こった

際の行政職員としての対応方法はもちろんだが、減災のために行政職員として、何ができるかを考え

る機会となった。

【活かしたいこと】中学生への防災教育を当町でも予定しているが、中学生だけではなく、幼少期か

らの防災教育も必要であり、わかりやすくかつ興味をひく防災教育グッズはとても感心したものの一

つだった。講話での行政職員の対応については、震災等の発生直後やその後の支援に関しても、素早

く判断し、対応できるよう日頃から自分をはじめ、職員が知識をつけることが必要だと思った。ま

た、避難所を開設した際には、様々な配慮が必要となるが、抵抗がなくスムーズにいくよう地域住民

に対し、避難所運営訓練等を実施し、男女共同参画の視点を盛り込んだ防災についての知識や経験を

積んでもらうほか、それらの訓練が地域のコミュニティの醸成または強化に繋がるよう尽力したい。

（階上町総務課主事　栁沢春乃）

講話、語り部の谷川さんから震災当時
のお話を聞く

防災・減災ワークショップ：免震や液
状化についての実験
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②　復興住宅

　人と防災未来センターが立地する神戸市中央区脇浜海岸通には、

復興住宅が立ち並んでいる。案内してくれたＮＰＯ法人さくらネッ

トの河田さんが大学の卒論で、復興住宅をテーマにしていたことか

ら、当時及び現在の状況について説明していただいた。

　復興住宅が建てられたころは、近辺には建物がほとんどなく、買

い物、病院等、日常生活を送るのに不便な所であった。建物がデザ

イン重視されたものであり、機能性の観点からみると、生活しにく

い構造であった。また、阪神・淡路大震災の復興においてよく言わ

れることであるが、要援護者や高齢世帯等が優先的に復興住宅に入

居したため、コミュニティが崩壊してしまった。これが、住民の孤

立や孤独死等につながった。

　現在は、病院や学校、ショッピングセンター等が周辺にあり、環

境は良くなっているが、家賃の問題や住民の高齢化が課題になって

いる。

③　東遊園地公園見学

　平成７年１月17日、夜明け間近の午前５時46分、突然震度７強の

激震に襲われ倒壊した住宅等の下敷きで死者「6,434人」を数え、

数えきれない程の負傷者、倒壊建物「7,400余棟」を数えた「阪

神・淡路大震災」の復興したと思われる町並みを、おおよそ20分程

度左右に視察しながら東遊園地公園に到着。市役所隣地の緑多い公

園一角に、被災実態を未来に語り継ぎ、また、風化防止と思われる

慰霊鎮魂施設はあった。被災地の方々の名前を記した「あいうえお

の名盤」が壁面に列記され毎年、１月17日に行われる慰霊祭の会場

を見学した。

　今年の１月17日は阪神・淡路大震災から20年ということもあり、三宮駅まで人の列が続くなど、たくさ

んの方が訪れたという。

感想

　阪神・淡路大震災の追悼行事の行われる東遊園地公園に行き、慰霊と復興のモニュメントや１.17

希望の灯りなど、阪神・淡路大震災を象徴する記念碑の見学を行った。阪神・淡路大震災で亡くなっ

た方の名前が刻まれた記念碑や大震災発生時刻のまま時計が止まっているマリーナ像を目の前にする

と、阪神・淡路大震災がもたらした悲しみや被害の大きさを痛感した。しかし、それと同時にそれら

の悲しみを１.17希望の灯りが照らしている気がして、復興に向けて多くの人の期待を感じることがで

きた。東遊園地公園は、悲しみと希望が混在した空間であったが、大震災を風化させないためにも、

20年経った今もこれからも重要な役割を果たしていくのだと思う。私たちも東日本大震災を忘れるこ

となく、教訓を活かし、防災に取り組んでいかなければならないと思った。

（階上町総務部副参事　佐京　実）

右先方に見える復興住宅

東遊園地公園内にある慰霊鎮魂施設

「あいうえおの名盤」
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④　情報交換会

　参加者　研修参加者14名

　ゲスト　相川　康子（特定活動法人ＮＰＯ政策研究所）、泰地英夫（神戸防災士会）

　　　　　河田のどか（ＮＰＯ法人さくらネット）

　◆相川康子さん講話

　ア）自己紹介

　現在、特定活動法人ＮＰＯ政策研究所専務理事。1987年春から2007年秋まで神戸新聞社に勤務。

1995年当時は生活部の記者で災害報道のなかでも、市民救済活動、女性問題、環境問題等を手掛け

る。2001年３月から退社まで６年は論説委員室に勤務し、防災、復興まちづくり関連の社説を担

当。退職後３年間の神戸大学教員を経て、現在はコミュニティシンクタンクを標榜するＮＰＯ法人

の役員。

　イ）阪神・淡路大震災の特徴

　　　都市直下型、冬の未明の発生

⇒住宅や都市インフラの被害甚大、死因も建物倒壊に伴う圧死が多いが、関連死も次々と。行政

機能がマヒ

⇒ボランティア元年（全国から来た人だけでなく地元住民も、その後ＮＰＯやコミュニティビジ

ネスへ）

⇒社会実験・協働（被災者復興支援会議、県民ネット、GONGO ／民間の基金事業）

　中心部が被災（兵庫県庁も神戸市役所も被災）　10市10町

⇒全県あげて復旧・復興に取り組む、地方分権型復興、創造的復興

　土地区画整理事業や再開発の手法による復興まちづくり

　　課題として

　　　○住宅復興とまちの復興、産業復興等のタイムラグ：まちが整備されても人が戻らない

　　　○コミュニティ対策の遅れ（コミュニティサポートやコレクティブ住宅の事例もあるが…）

　　　○国や制度の壁、長期戦略の難しさ（当初、良かれと思ったことも後で不都合に）

　ウ）女性問題・人権問題

　　○「非常時だから」のもとで人権侵害　←訴えづらさ、バッシング

　　○性別役割分業の増大…家事労働の矮小化、働く女性のジレンマ

　　○県立女性センターの動き／市民団体の動き

　　　　⇒大きな動きにはならなかった。2004年の中越大震災で共通の問題に気づく

　　○地域内のニューカマーの存在等、潜在化していた問題が露わに

　　　　※「家族愛」や「地域の絆」では救えない・救われない人をどうするか？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・震災では建物倒壊での圧死が多いが、その後の関連死も多かった。

・戦後50年の節目の震災で、この当時は法的なことが整備されてなく、国の壁が高かった。

・地方自治体が中心となって復興したのは神戸だけである。

・ボランティア元年といわれるように、地元の人も全国から来た人も復興に力を貸した。

・被災者復興支援会議には、官民共同（行政・第三者機関・被災者など）で取り組み、市民の目を重要視

した。

・都市計画の地域だったことが幸いした。

・女性問題、人権問題が表面化した。
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◆泰地英夫さん講話

　１）講話内容

　　・向こう三軒両隣のつきあいがないことが、コミュニティづくりを難しくしている

　　・人は見た目ではない。茶髪のお兄さんも、反社会組織も協力してくれた

　　・トイレの水で困らないためにも、お風呂の水は残す

　　・非常持ち出しゲームやクロスロードゲームで防災対策

　　・町と住宅の復興を、一緒にやるという発想がなかった

平成27年５月14日（木）

　２日目はＮＰＯ法人さくらネットの石井布紀子さん（代表理事）と河田のどかさんを講師に迎え、中学

生に向けた防災教育を行う際のプログラムの構成やファシリテーターとしての知識について講義を受け

た。

①　中学生防災教育について〈午前〉

ア）研修の目的

　地域防災のリーダーが男女共同参画の視点を持って、中学生とともに地域防災を進めていけるよう、そ

のあり方や具体的な手法、プログラム作成について学ぶ。

イ）自己紹介（アイスブレイク）

○Ａ４コピー用紙を３分割し、次の３項目について記入

　・所属と名前

　・防災応援フーズ

　防災活動のイメージキャラクターの食べ物版：防災を応援しているなと思えるような食べ物をイ

メージをして記入。アイディアなので、気軽に、難しく考えない。

　・昨日の研修で、特に印象に残った「これは持って帰れる考え方だ」と思ったこと防災に関することで

大切にしていきたいことなど。

○発表：一人５分程度、発表順番は、生まれ月の早い人から

○コメント（石井講師）

　・自分たちの経験を理解し合うということについて

　・ワーク事例について

　・支援物資の配布について「誠実でまじめは後ろ向き」

　・防災未来宣言について

ウ）防災教育「チャレンジプラン」について

エ）ぼうさい甲子園の事例紹介

　（受講生感想）平成17年度から実施している「ぼうさい甲子園」の冊子を用い、各市町村での防災の取

組みについて河田さんから説明があった。

　中学生が災害時をイメージし、自ら判断し、行動する力をつけることを目的とする防災教育だが、中学

生自身が地域の実情に合ったテーマを設置し、被災者の体験を聞くとともに学習を重ね改善策を考え、行

動することが重要であるといった内容であった。

　例えば、釜石東中学校では、「避難スピードをいかに速くするか」というテーマで、中学生が自ら考え、

石井布紀子さん
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避難が完了したことを伝えるために玄関先に掲示する「安否札」というものを作成し、戸別配布を行っ

た。助けられる人が助ける人に何かできることはないかということを念頭に作られ、これにより、助けに

きた人は家の中を確認する必要はなくなり、避難スピードを速めることができた。他、戸別配布をしたこ

とにより、地域にどんな人が住んでいるか知るきっかけとなった。防災の取組みが、地域コミュニティの

醸成にもつながっていると感じる一例であった。

オ）質疑応答

　・ぼうさい甲子園について

　・地域防災エリアと校区等について

②　中学生防災教育プログラムを作ってみよう〈午後〉

　午後は、実際に地域で中学生を交えた防災教育を開催する際のプログラム構成や実施するにあたっての

必要なプロセスについて考えるグループワークを行った。プログラムの構成及び開催までのプロセスは６

Ｗ３Ｈ（いつ、どこで、誰が、誰のために、何をするか、なぜ、どのように、いくらで、目標はなにか）

を基本に考える。

　その際の注意事項としては、目標を「中学生の主体性を引き出す」といったようなものにしないことで

ある。あくまで目標は、「けが人への対策を身に付ける」など成果を書き、自発性が出たというものはあ

くまでもその結果としてついてくるものとのことだった。どうすれば自発的なものになるのか考えること

が必要である。

＜グループワーク＞

ア）６Ｗ３Ｈ（プログラムの構成及び開催までのプロセス）

　　　Ｗｈｅｎ　　　　季節、曜日、時間

　　　Ｗｈｅｒｅ　　　会場、エリア（対象とする地域）

　　　Ｗｈｏ　　　　　誰が（世話役）

　　　Ｗｈｅｎ　　　　誰に

　　　Ｗｈａｔ　　　　何を（内容、スケジュール）

　　　Ｗｈｙ　　　　　なぜ（目的、目標、ねらい、背景）

　　　Ｈｏｗ　　　　　どのように（すすめ方の工夫、こだわり、技術）

　　　Ｈｏｗｍａｃｈ　いくら（予算）

　　　Ｈｏｗｆａｒ　　どこまで（目標をしぼる）

　　・プロセスがゴール

　　　目標はタスク

　　　タスクは「けが人」「多様な人を受け入れる」「トイレの問題」など⇒ルールを決める

イ）３つのグループに分けて、避難所運営訓練の企画書を作成

３つのグループに分かれて企画書の作成中 チームあぶらめの発表中
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ウ）発表・助言

＊助言者　石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

グループ名：「チームねぷた」企画書

メンバー：栁沢春乃、佐々木ゆかり、山﨑斉、大槻勝助、吉田圭子

１　会場　弘前市を想定

　　　　　＊弘前市は自主防災組織率が10％と非常に低いため、最初は小さい単位で進めていく。

２　６Ｗ３Ｈ（時間がなく、３Ｈまで話が進まなかった）

３　助言

　学校のタイプとして、非常に素直な学校、「ここ掘れワンワンタイプ」の学校と、「何言うとるん

じゃ、知るかい！」みたいな空気が漂う学校がある。

　実施する学校のタイプを決定してプロセスを考えるといいと思う。

Ｗｈｅｎ 時期：未定

曜日：未定

時間：未定

Ｗｈｅｒｅ 未定

Ｗｈｏ 主体：町会長、民生委員、児童委員、消防団員

協力：社会福祉協議会、ねぷた祭りのグループ、自衛隊

Ｗｈｅｎ 地域住民、中学生

Ｗｈaｔ ＜内容＞

①　中学生へのオリエンテーション

　・何の役割が必要か考えてもらう

　・実施する目的の説明（誰の指示に従うか）

②　班分け

　・総務班　・情報班　・設備班　・給水班　・配色班　・ガイド班

③　避難所運営訓練

　・外（校外）でテントの設営

　・洗濯物干場の設営

　○みんな（生徒）で考えながら、合意形成しながら設営していく

④ふりかえり

　・話題のシェアと大切なことは何かなどのふりかえり

Ｗｈｙ 未定

Ｈｏｗ 未定

Ｈｏｗｍａｃｈ 未定

Ｈｏｗｆａｒ 未定
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グループ名：「チームあぶらめ」企画書

メンバー：大坂美保、工藤淳、岩本ヤヨエ、佐京実、小山内世喜子

１　運営委員会を立ち上げる

　①水道企業団との打ち合わせを事前におこなう

　②事前運営委員会　２回　㋐　㋑
　③前日の準備と最終打ち合わせ　㋒
２　運営委員会の内容

　㋐　プログラムの確認（目的の共有、自己紹介）

　　　役割分担

　　　タイムスケジュールの確認

　㋑　班ごとに内容を詰める

　　　準備物の確認と用意

　㋒　最終打合せ

３　６Ｗ３Ｈ

４　助言

　１グループの人数は何人になるか。中学生の参加人数によって訓練内容が全く変わる。200人と400

人では違うし、100人と50人でも変わるので、何人かによって、空間と時間の回し方が違ってくるこ

とを運営者はよくわかっておかないと、うまくいかない。

　例えば、消火器訓練とかでは少ないと全員触らせてもらうことができる。多い場合で、全員が触る

となると、どの程度のことをするか考えておくことが必要である。

Ｗｈｅｎ 時期：9月

曜日：休日（土、日）

時間：８：３０～１３：００

Ｗｈｅｒｅ 階上町　道仏中学校　体育館

Ｗｈｏ 避難所運営委員会（15人前後）

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

Ｗｈｅｎ 町内の自主防災会（19地域）

中学生、教員（100人）

Ｗｈaｔ ＜内容＞

Ｗｈｙ ①中学生が防災教育を通じて、判断力、行動力を身につける

②地域の住民と中学生が一緒に活動することで、地域への愛着、つながり、信頼が育つ

③断水時でも潤う、「安心避難所」

Ｈｏｗ 内部資源の活用、個人の強みを生かす

Ｈｏｗｍａｃｈ 実行委員会負担

Ｈｏｗｆａｒ 未

中学生 総務・情報班 物資・施設管理班 要配慮者・衛生班 炊出し班（給水・給食）

中学生防災教育
プログラム

避難者受付
避難者カード

一般避難所づくり 女性配慮スペースづ
くり
男女別洗濯物干場
授乳スペース
オムツ替えスペース
ＤＶ被害者スペース

炊出し
・アルファ化米
・水
・味噌汁
・缶詰（缶切りをあえ

て使用し、新聞紙サ
ランラップに盛り付
ける）

給水作業

合同
（各班に入る）

避難所ルールづくり 物資配布ロールプレ
イ・ワークショップ

合同（各班に入
る）

食事をもらう 食事をもらう ＜手の消毒＞ ＜食事配布＞

合同（各班に入
る）

食事、発表、町の体操、避難所閉鎖、アンケート記入
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グループ名：「チーム東雲（しののめ）」企画書

メンバー：工藤健、長尾友利、田中茂子、森喜明、河田のどか

１　運営委員会の開催

　（１）開催概要の確認打合せ　㋐
　（２）事前運営委員会　２回　㋑㋒
　（３）前日の準備　　　　　　㋓
２　運営委員会の内容

　㋐開催日・開催場所・開催の概略

　㋑開催概要とプログラムの確認（目的の共有、自己紹介）

　　役割分担

　　実施内容とタイムスケジュールの確認

　㋒班ごとに内容を詰める（目的の再確認）

　　必要な資機材・消耗品の確認と準備

　㋓現地へ資機材搬入

３　６Ｗ３Ｈ

４　助言

　考え方としては、主体性とかはあまり目的にしないほうが失敗しないかもしれない。成果にしてお

く。プロセスがゴールと考えたほうが良い。できたら、実施目的は、タスクとか、役職つくるとかに

Ｗｈｅｎ 時期：８月23日

曜日：日曜日

時間：９：00～12：00

Ｗｈｅｒｅ 青森市　東中学校　体育館

Ｗｈｏ 避難所運営委員会（15人前後）

原別地域まちづくりを進める会、中学生、ＰＴＡ、おやじの会、ケアマネージャー、消

防士、民生委員、県立盲学校生徒・教師、他地域の方（約80名）

Ｗｈｅｎ 東中学校区の地域の皆さん

県立盲学校生徒、中学生

Ｗｈaｔ ＜内容＞

Ｗｈｙ 「行って良かった避難所づくり」

　つめたくない、あたたかい、避難者への手厚い対応

Ｈｏｗ 昨年実施した避難所運営訓練の実績と人材を活かす

スタッフを増やす工夫：声掛け⇒意思確認⇒事前説明⇒打合せ⇒役割分担

　　　　　　　　　　　⇒飲みニケーション⇒訓練のシミュレーション

Ｈｏｗｍａｃｈ 実行委員会・原別地域まちづくりを進める会負担

資機材の購入（段ボール、簡易トイレ、アルファ化米他）

学校調達（ブルーシート、ホワイトボード、机・椅子、バケツ、ハンドマイク他）

その他：リヤカー・ベスト（原別）、ミネラルウオーター（市）、軽トラ（地域）

Ｈｏｗｆａｒ 地域に根差した危機管理文化として継続事業へ

中学生 総務・情報班 物資・施設管理班 要配慮者・衛生班 炊出し班（給水・給食）

中学生防災教育
プログラム

避難者受付設営
避難者受付

一般避難所づくり 女性配慮スペースづ
くり

炊出し
給水作業

合同（各班に入
る）

ワークショップの開催
　・トイレの大変さを再現し、維持管理を考える
　・けが人などが想定、避難所での対応を考える
　・障害者・外国人・ＬＧＢＴなど多様な配慮の必要な方への対応を考える。
　・400人に300個のおにぎりの配食を考える
「行って良かった避難所」への感想・意見

合同（各班に入
る）

食事、発表、避難所閉鎖、アンケート記入
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〈３つの企画全体に対しての助言〉

　書き方としては、今自発性とかを目的にしている班は、違うことで書き直して、その組み方がいいから

結果として自発的に関わる人が増えるという流れにしてほしい。そうやって、企画を作り込んでいったほ

うが成果は高い。

　ボランティア活動もルーティンにして流したほうが、捌くのは楽だが、それだとやっぱり、作業は見て

も被災地を見ないボランティアさんとかいっぱい出てしまう。作業の進め方や、ルールとかを工夫するこ

とで自発性が上がっていくようなものにして、自発性のイメージがそれぞれ違うので、最初から自発的に

やってくださいと言ってしまうととんでもないことになる。その点は一回整理してもらったほうがよいと

思う。

　主体性にこだわりたいのであれば、そのことを主体的にやってもらうためのＨｏｗは何なんだ、という

ことを考え進めたほうがよいと思う。Ｈｏｗは「生徒の自主性」と「避難所運営の大切さ」であれば、避

難所運営の大切さの何かをもうちょっと具体的に記入しておいたほうがいい。班別の運営が欠かせないん

だということを理解してもらうとか。その中で、班の中で自発的に動いてもらうための工夫をこういうふ

うにしますみたいな考え方で企画する側がやったほうがうまくいく。

エ）「タスクゴール」にするために

　＊タスクゴールとは：目標や取組みが、どの程度達成されたかを評価する視点

　具体的な標題をつける。「防災教育を一生懸命」みたいなのはだめ。例えば、「300人においしい避難所

食を作る」とか。それに「自発的に関わってもらう」みたいに。

　キャッチコピーふうにするなら、例えば、「断水でも潤う」とか。その目的を中学生が聞いたときに、

それに向けて頑張れるものが良い。

（案）

・「行ってよかった避難所づくり」←例えば、そのために必ず必要なものは何ですかというのを書いても

らうと、その子たちがそれを獲得したかどうか後日チェックできる。

・「行きたくなる」とか「行ってよかった避難所」

・「断水でも困らない避難所」←そもそも避難所が断水することを知らないかもしれない。そうすると、

例えば「３か月断水していた地域があったよ」みたいに。だから、この地域も危ないんだよって。「断

水してもやり抜きたいから、３ヵ月住むかもしれないからね」みたいな感じで、「みんなの力を借りて

何とかするから、今日は協力してね」と言っておけば、逃げられない。そこで、中学生が「うん」と

する。この企画だと「トイレの対応力を身に付ける」「けが人の対応力を身に付ける」「多様な人を受

け入れる方策を見出す」といったことを、どちらかというと上に掲げて、その結果、自発性も引き出

されるみたいなふうにしたほうが良い。

　事前学習などがあれば別だが、訓練そのものだけで自発性を引き出すのは、ちょっと厳しいかもし

れない。例えば、「さっきのトイレの訓練をやりたいから、うんこ提供してください」と言って、手

を挙げてうんこする人が自発性が高いかと言ったら、別にそうではない。タイミングとかもある。で

も、自発性とかを目的にすると、そのように見てしまうことがある。そこで手を挙げてうんこしてく

れる人は自発性が高いみたいな話になりやすい。

　これは罠で、今はみなさん笑っているけれど、当日になったら、何でお前は自発的にうんこしない

んだと言い出しそうな空気ってある。限られた時間の中なので。そういう目に見えにくいものより

は、目に見えやすいものを主目的にしておいて、それをどういう方法を使えば、自発性を引き出すプ

ログラムになるかというところを創意工夫したほうが良い結果を得られやすい。
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言ってしまうと、本当に水止めてやったら面白い。

オ）この企画をスムーズに進めるための協力者たち（人材の発掘）

　こんな力を持った人たちにこんな力を発揮して欲しい。何人ぐらい、どういう皆さんの協力者がいれ

ば、その目的を達成できる、また、子どもたちの自発性にも配慮した訓練ができるのか。

・人材洗い出し（どういう人を何人、具体的に発揮してほしい力）

・道具の洗い出し（こういう道具がうちの地域にはあるから使おう、こういうのは買ってでも使ったほう

がいいなど）

カ）スタッフの人数

　ここでいうスタッフは、世話役がスタッフ。皆さんの仲間であるスタッフがいないと、いい研修的な訓

練はできない。例えば、学生の中で20人は手を挙げてもらって、事前から打合せにも入ってもらう。当日

だけの参加はスタッフとしては厳しい。

キ）スタッフが当日スタッフとして機能するために、事前にやっておくことの洗い出し

　発表内容

　・（３班）声掛け、意思確認、事前説明。飲みニケーションをして、シミュレーション

　・（１班）事前の打合せを行って、スタッフの統一を図る

　・（２班）運営委員会を立ち上げ、事前の打ち合わせ委員会を２回しながら、前日も打合せをして、合

計３回。内容としては、プログラムの確認、目的と自己紹介をやって、役割分担をしながら

委員長を決めて班分けをして、タイムスケジュールを確認する。次に、班ごとの内容を詰め

て、準備物の確認。あるものを使うのか、購入するのか。そして、最終打合せ。前日の準備

として、現場でのレイアウト確認をしながら、スペースを作り、資機材を運搬する。

　一番よいのは、事前に３回あって、４回目本番で、ふりかえりが別にあるというのが、成果が高くなり

やすい。学習の要素があり、みんなで何かを学んで考えるほうがよい。しかし、３回事前に集まるのは

ハードルが高いので、少しまとめてみるのも良いかもしれない。また、持っている資源だけで進めるので

はなく、新しい何か情報を入れたうえでやるというプロセスにしたほうが、成果は上がる。スタッフの得

意分野の話を毎回５分ずつでもしてもらうこともよい。例えば、プロパンの会社の人が一人いたら、ガス

のことを話してもらうとか、そういうやり方でも、内部資源の徹底活用も良い。

　学習と協議プラス内部資源の徹底的活用で、さらにこのレベルは上がる。

③　まとめ

　訓練をする時には縦と横の使い分け、バランスが大事である。特に避難所のフェイズはトップダウン的

な内容がほとんどであるが、そこからは「自発性」は引き出されにくい。こういう部分はトップダウンで

やったほうがいいからリーダーシップを活かすが、ここは水平のネットワークを使って知恵を出し合うと

いうプロセスにしたほうが良いと考えながら進めることが大切である。

　今日は、そういうところを整理する話と、実行委員会などを組織し順番、プロセスでいくのか、その中

でお互いが相互理解し合うところも大切だという貴重な意見が出たと思う。

　なお、みんなで取組んだ時は、最後に今日一日に感謝し、いやらしくない範囲で、抱擁かウィンクで挨

拶することも良い。単純にありがとうの挨拶よりも、もうちょっと瞬間キュって入ったほうが避難所訓練

では良い。それを続けることで、変化に気づきやすくなる。「あ、顔色悪い」「呂律回ってない」とかに気

がつきやすくなるので、コミュニケーションを取りながらも、ピクって入るような関わりを積極的に働き

かけてほしい。
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防災ファシリテーター育成講座

（１）　日程・会場

　＊いずれかの講座に参加。詳細についてはＰ49～54で紹介

　①　青森市会場　平成27年７月12日(日)

　②　八戸市会場　平成27年７月19日(日）

　③　階上町会場　平成27年８月29日(土)

　④　おいらせ町会場　平成27年12月５日(土) 

避難所運営を通した地域コミュニティ再生支援事業

（１）　日程・会場

　＊いずれかの講座に参加。詳細についてはＰ28～37で紹介

　①　おいらせ町会場　平成27年８月２日(日)

　②　青森市会場　平成27年８月23日(日）

　③　階上町会場　平成27年９月７日(月)

　④　八戸市会場　平成27年９月13日(日)

　⑤　三沢市会場　平成27年10月17日(土) 

ふりかえり及び修了式（本育成講座のまとめ）

（１）　日時　平成27年12月19日（土）10時30分～12時00分

（２）　成果と今後の取組み

　本育成講座参加者12人中11人に修了書を授与した。ふりかえりでは、「本講座で学んだことをどう活か

してきたかと今後どのように活かしていくか」について一人ひとりに語っていただいた。

　被災地の視察は、「もし自分がそういう立場だったら」と置き換え体験ができ、災害に対しより身近に

考えることができ、防災教育のプログラム作成時においても、臨場感あふれる企画案をつくることにつな

がった。

　また、「中学生防災教育プログラム研修」で石井講師から学んだ後、防災ファシリテーター養成講座を

受講したことで、住民の主体性とそれを引き出すファシリテーターの役割についてより具体的に理解する

ことができた。

　青森東中学校の避難所運営訓練では、それらの学びを実際に活かし、運営委員による避難所課題解決型

ワークショップを訓練の一部に取り入れた。課題の内容については試行錯誤の部分はあったが、実践でき

たことは今後に向け大きな自信につながった。

　このように、参加者が各地域での避難所運営訓練の中心的役割を担い、研修成果を活かしたことで、ど

の会場も訓練の成果が増した。今年初めて中学生といっしょに実施した階上町でも学校側が中学生防災教

育プログラムを取り入れた避難所運営訓練を高く評価し、町では次年度に向け予算化を図っていきたいと

いう声もあがっている。他の地域でも、引き続き中学生を交えた避難所運営訓練を継続していきたいとい

う考えであった。

　「自発性」を引き出す防災教育の担い手として、中学生防災教育コーディネーター育成講座参加者一人

ひとりが地域の担い手として活躍し、次世代の防災の担い手の育成及び地域の活性化につなげていくこと

を期待する。
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３　教材開発

（１）教材開発一覧

年　度 名　　　称 発行元

平成24年度 ①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（以下、ハンドブックという）（2012

年12月作成／８頁）

②ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」（以下、ＤＶＤとい

う）（2013年３月製作／30分）

③避難所体験記録パネルの作成

①は、「青森県」（企画・編

集：青森県男女共同参画セン

ター）

②③は「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」

平成25年度 ①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」（以下、「ヒント集」という）

（2014年３月作成／８頁）

②避難所運営訓練記録パネルの作成

「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」

平成26年度 ①３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』（以下、「３年間の取組み」

という）（2015年３月作成／１６頁）

②３年間の取組み紹介パネルの作成

「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」

平成27年度 ①男女共同参画の視点を取り入れた「安心避難所づく

り」４年間の取組み記録（以下、「４年間の取組み記

録）（2016年３月／180頁）

②「安心避難所づくり」実施モデルカードセット（以

下、実施モデルカードセット）（2016年３月／５枚１

セット）

「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」

（２）学習ツール作成の意義と主な内容

①　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

ア）目　　的

　東日本大震災時の避難所でおきた問題を紹介しながら、課題解決のため

に有効な男女共同参画の視点に立った避難所づくりのポイントを紹介し、

男女共同参画と防災の結びつきの理解や気づきを図ることを目的とした。

おいらせ町及び青森市で実施した「避難所体験」や「ワークショップ」で

でた委員からの声などを盛り込みながら作成。

イ）発　　　行　　青森県　平成24年12月

　　企画・編集　　青森県男女共同参画センター

　　発 行 部 数　　12,000部、頁数　８頁、フルカラー

ウ）主な内容

　・災害発生時から、復興のプロセスのなかで発揮された女性の視点

　・発災３日後、さあ、「安心して過ごせる避難所」を自分たちの手でつくりましょう

　・安心避難所づくりのポイント（レイアウトの工夫）

　・男女共同参画の視点から避難所生活の課題を探ります〈ケースストーリー〉

　・日常からの取組みが大切です
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②　ＤＶＤ「安心できる避難所づくり～男女共同参画の視点を避難所運営に～」

ア）目　　的

　青森市とおいらせ町で実施した「避難所体験」を収録・編集し、「男女共同参画の視点の避難所マニュ

　アル（ＤＶＤ）」を制作し、今後の地域等における「防災教育」に活用する。

イ）制　　作　　平成24年２月　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

ウ）ＤＶＤプレス枚数　　500枚

エ）監　　修　　ＮＰＯ法人さくらネット代表理事　石井布紀子

オ）主な内容　　３部構成で制作しており、各パーツでの活用も可能

　１部）関連死防止のための避難所づくり（おいらせ町避難所ワークショップ）

　２部）特別な配慮を必要とする人のための避難所（青森市避難所ワークショップ）

　３部）地域で進める自主防災活動の中に、女性の視点を取り入れましょう

　　　　・防災訓練を見直しましょう

男女共同参画の視点を取り入れた「安心避難所」ハンドブックより

▲P ２間仕切りでプライバシー
の確保

▲P ４男女別のトイレ・更衣
室・洗濯物干し場等の設置
等によるプライバシーの確
保等、生活環境の改善対策
として具体的に提示。

▲P ４授乳室や乳幼児を抱えた
家族、子ども、DV被害者な
ど災害発生時に配慮を要す
るものスペースの確保の重
要性を明示。
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　　　　・避難所訓練を実施しましょう

カ）ＤＶＤの配布先　　県内各市町村（男女共同参画担当課、防災関係課、公民館、図書館等）

　県外関係機関 （都道府県男女共同参画担当課、男女共同参画センター等、

　文部科学省、内閣府、独立行政法人国立女性教育会館、ＮＰＯ法人全国女性会館

　協議会等）

③「『安心できる避難所』づくり訓練ヒント集」

ア）目　　的

　東日本大震災以降、防災訓練のプログラムの中に避難所運営訓練の必要性が語られているが、これまで

多様な人に配慮した避難所づくりがほとんどなされていなかったことから、実用的な訓練マニュアルがほ

とんどなかった。そこで、青森市とおいらせ町で実施した避難所運営訓練を基に、準備段階から実施後ま

での流れを示した「『安心できる避難所』づくり訓練ヒント集」を作成した。実践に役立つ内容とし、自

主防災組織や町内会、各自治体に活用していただくことを目的とした。

イ）発　　行　　平成25年３月　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

　　　　　　　　発行部数　10,000部、　頁数10頁、フルカラー

ウ）監　　修　　石井布紀子（ＮＰＯ法人さくらネット代表理事）

エ）実施状況

・青森市、おいらせ町で実施した避難所運営訓練を基に、ふりかえりワークショップで各運営委員から

ヒント集作成に係る意見を出していただいた

・より利用者目線を大切にするため、検討委員会を設置し、６人の運営委員からご意見をいただいた。

なお、検討委員からのアイディアで、ヒント集には、コピーをすれば訓練時に使える「避難者カー

ド」や「被災者の不安を和らげる聞き取りシート」を折りこみで入れ、具体的で活用しやすいレイア

ウトとした

オ）主な内容

　・避難所運営訓練実施までのプロセス　

　・見せるための訓練会場レイアウト　

　・準備物

　・当日のプログラム

　・避難所運営委員が「配慮を必要とする人」に対応する際、心がけること

　・男女共同参画の視点を取り入れた訓練の継続で地域の共助力と男女のリーダーを育てる

　・被災者の不安を和らげる聞き取りシート／避難者カード

カ）配 布 先　　県内市町村（男女共同参画担当課、防災関係課、公民館、図書館、自主防災組織）、県

外関係機関（都道府県男女共同参画担当課、男女共同参画センター等、文部科学省、内

閣府、独立行政法人国立女性教育会館、ＮＰＯ法人全国女性会館協議会等）

取材風景　おいらせ町避難所体験（10/21）

DVDパッケージ
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④　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』

ア）目　　的

　平成24年度から26年度まで３年間取り組んだ「避難所運営訓練」により、参加者それぞれの気づきや体

験の一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。その成果をまとめることで、今後、避

難所運営訓練が全国展開することを目的に作成したものである。

イ）発　　行　　平成26年３月　

　　　　　　　　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

　　　　　　　　部数　10,000部、頁数　12頁、フルカラー

ウ）主な内容

　・柱―大切にして取り組んだこと　

　　○実践－避難所運営訓練プログラム、人材育成－地域人材育成事業

プログラム

　　○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支援

事業」一覧

　・バックアップ―実行委員の支援　「運営」、「気づき」

　・実践例―住民主体、中学生の取組み

　　○避難所運営訓練を続けて３年。おいらせ町の取組み

　　○人材育成から避難所運営訓練につなげた取組み　階上町

　　○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

　・成果①～③

　　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

⑤　男女共同参画の視点を取り入れた「安心避難所づくり」４年間の取組み記録〈本報告書〉

ア）目　　的

　「４年間の取組み記録」を行政担当者や防災関係者が読むことで、たくさんのまちや地域で「安心避難

所づくり」に取組みはじめ、住民主体の防災訓練が各地で行われることを目的とする。

イ）発　　行　　平成28年３月　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

表紙 Ｐ２ Ｐ３
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　　　　　　　発行部数350部、頁数160頁

ウ）主な内容

　・４年間の事業展開

　・参加者の学習成果

　・地域人材育成事業をどう実践につなげたか

　・地域における取組みの成果と今後

　・４年間の成果（それぞれの立場から）

　・新聞から見る取組み

⑥　「安心避難所づくり」実施モデルカードセット

ア）目　　的

　平成27年度に５市町で実施した「避難所運営訓練」を、実施主体・形態の違いを示した実施モデルカー

ドとして作成することで、後継の自治体がそれぞれの地域特性に合った形を選択し、実施につながること

を目的とする。

イ）発行部数　500部

ウ）主な内容

　・おいらせ町：４年目を迎えた男女共同参画の視点を取り入れた「安心避難所づくり」の開催

　・青 森 市：地域住民が主体となりながら運営委員会で訓練内容を練り上げていく

　・三 沢 市：町内会の女性が中心になりながら組織された運営委員会

　・八 戸 市：公民館を拠点にし、自主防災会が中心となって地域住民とともに実施

　・階 上 町：中学校の学校行事に位置づけながら住民とともに訓練を実施

⑦活動パネルの作成

　平成24年　「避難所体験」記録パネル

　　　　　　（青森市避難所体験、おいらせ町避難所体験、子どもワークショップ）

　平成25年　「避難所運営訓練」記録パネル

　　　　　　（青森市避難所運営訓練、おいらせ町避難所運営訓練）

　平成26年　「３年間の取組み紹介」パネル

「平成26年度「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業成果」パネル（英語版

も併せて作成）

（３）防災教育推進に向けた学習ツール

　ハンドブック、ＤＶＤ、ヒント集、３年間の取組み、４年間の取組み記録という成果品（道具）を作成

し、地域レベルでの男女共同参画の視点に基づいた防災教育の推進を図りたいと考える。

　ＤＶＤは映像であることでよりインパクトがあり、東日本大震災の状況と避難所生活の劣悪さ、その解

決策としての避難所運営訓練について具体的に見ることができ、地域人材育成事業や避難所運営訓練での

啓発部分に活用した。また、ＤＶＤについては県内のみならず、全国各地の自主防災組織、町内会、男女

共同参画社会づくりの啓発活動等で活用いただいている。「男女共同参画の活動もしているが、自主防災

会を立ち上げたいと考えている。ぜひ男女共同参画を推進する一つのツールとしてＤＶＤを活用していき

たい。ＤＶＤをみると一目瞭然で男女共同参画の理解につながる」「避難所運営訓練のイメージを持つこ

とができる」「わかりやすい」といった感想をいただいている。
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　ハンドブック、ヒント集については、地域人材育成事業（女性地域リーダー養成研修や公民館単位での

学習会、災害トレーナー研修、防災リーダー塾等）でテキストとして活用し、男女共同参画の視点を取り

入れた学習会を実施し、本実行委員会主催事業のみでも３年間で550人余りの方への啓発講座等を実施す

ることができた。

　３年間の取組みについては、「避難所運営訓練」が、男女共同参画の実践的理解につながることを、事

例や成果等を通して具体的に知っていただくツールとして活用した。

　なお、ハンドブック及びＤＶＤについては、ビジュアル化しており、より親しみやすいマニュアルであ

るということで、平成25年10月に仙台市で行われた内閣府（防災担当）「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の説明会」東北ブロック会議で「避難所における良好な生活環境対策に関する事

例発表」を行い、紹介した。

　４年間の取組み記録及び実施モデルカードセットについては、「安心避難所づくり」の取組みが単なる

避難所づくりではなく、地域コミュニティの再生及び男女共同参画社会づくりにつながることを理解し、

活用していただき、多くの地域で取組まれることを期待するものである。
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（１）平成24年度

◆ポスターセッション

①目　　的

　当実行委員会で実施した避難所体験を、研修大会の参加者に周知することにより、防災教育及び災害時

における地域コミュニティの重要性を知っていただく。

②平成24年度東北地区社会教育研究大会におけるポスターセッション

　日　時　平成24年11月１日（木）11：00～17：00

　会　場　八戸市公会堂

　内　容　避難所体験で取り組んだ内容をパネルに作成し展示した

　参加者　644人

◆ＤＶＤマニュアルを活用した被災地での学習会

①目　　的

　八戸市白銀公民館は東日本大震災時に避難所となった公民館であり、学習会を通じて今後の防災や避難

所運営について考える機会とする。また、ＤＶＤを上映し、今後の地域での活用のＰＲにつなげる。

②実施内容

　　開催場所　八戸市白銀公民館

　　開 催 日　平成25年３月３日（日）10：00～13：00

　　対　　象　白銀地区及び学習会に関心のある方

　　参 加 者　100人

　　内　　容　ア．ＤＶＤ上映

　　　　　　　イ．講　　演

　　　　　　　　　テーマ「多様な人たちが力を発揮して『災害に強いまちづくり』」

　　　　　　　　　講師　相川　康子　氏（ＮＰＯ法人ＮＰＯ政策研究所専務理事/主任研究員）

　　　　　　　ウ．ワークショップ

　　　　　　　エ．非常食の試食

　　　　　　　オ．東日本大震災パネル展示

　　　　　　　カ．女性に優しい防災グッズ

◆『復興支援女性アーカイブ』等のＰＲ活動

　　文部科学省「東日本大震災復興支援イベント」におけるＰＲ活動

　　開 催 日 時　平成25年３月11日（月）11：00～15：00

　　場　 　所　霞テラス　中央ひろば（東京都千代田区）

　　実 施 内 容　復興支援女性アーカイブの紹介、ＤＶＤの上映、避難所体験パネルの展示

◆ＤＶＤ完成記念上映会

①目　　的

　青森市を中心とする県内各地における今後のＤＶＤ活用を推進する機会とする。また、参加者や避難所

体験に関わった方々から感想やＤＶＤの活用方法に対するご意見を伺い、今後の防災教育につなげる。

②実施内容

　　開催場所　アピオあおもり　イベントホール

　　開 催 日　平成25年３月22日（金）18：30～20：30

４　情報発信事業

DVDを真剣にみる参加者
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　　対　　象　一般県民及び避難所体験にご協力いただいた方々等

　　参 加 者　30人

　　内　　容　・ＤＶＤの上映

　　　　　　　・ＤＶＤを視聴しての感想及び今後の活用方法について情報交換

　　　　　　　　ファシリテーター　小山内世喜子（青森県男女共同参画センター　副館長）

（２）平成25年度

◆国立女性教育会館主催「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップへの参加

テーマ：「あおもり学びを通じた地域コミュニティ再生事業の取組と今後」

①目　　的

　東日本大震災では避難所運営に男女共同参画の視点が盛り込まれなかったことから、多様な人たちが劣

悪な環境の中での生活を強いられたケースがある。その反省を踏まえ当実行委員会が平成24年度から取り

組んでいる内容を紹介しながら、防災に男女共同参画の視点がなぜ必要かを改めて理解していただく機会

とする。また、事業の取組みの中で制作した「安心避難所ハンドブック」やＤＶＤ「安心できる避難所づ

くり」を活用した防災教育プログラム案を提示し、今後の地域防災活動や男女共同参画社会づくりのツー

ルとして活用していただくことを目的とする。

②実施内容

　日　程　平成25年８月22日（木）～24日(土)

　場　所　独立行政法人国立女性教育会館（埼玉県）

　内　容

　　ア）ワークショップの開催

　　　日　時　平成25年８月23日（金）10：00～12：00

　　　内　容　あいさつと進め方（５分）

　　　　　　　防災と男女共同参画及び平成24年度の取組み紹介（15分）

　　　　　　　ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」上映（30分）

　　　　　　　ハンドブックを活用しての講義＆ワークショップ（30分）

　　　　　　　ＤＶＤ、ハンドブック活用のプログラムの紹介（15分）

　　　　　　　質疑応答（15分）

　　　　　　　まとめ（10分）

　　　参加者　25人

　　イ）パネル展示

　　　日　程　平成25年８月22日～24日

　　　会　場　本館ロビー

　　　内　容　平成24年度実施の避難所体験のパネル展示
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（３）平成26年度

◆第３回国連防災世界会議等での情報発信

①　目　　的

　第３回国連防災会議パブリックフォーラム「女性と防災」及び国内で開催する防災と男女共同参画関連

フォーラムにおいて、当実行委員会がこれまで実施してきた「防災と男女共同参画」の取組みを、展示等

で紹介し、全国、世界に向け情報発信をして、他地域での取組みに役立ててもらうことを目的にする。

②　実施状況

○内閣府主催「防災・復興における女性の参画とリーダーシップ～第３回国連防災世界会議に向けてのシ

ンポジウム～」において活動紹介

　日時　平成26年12月３日（水）11時30分～17時30分

　場所　福島市　コラッセ福島

　内容　・活動展示パネル紹介

　　　　・ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」放映

・「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」及び「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」の配付

○第３回国連防災会議仙台パブリックフォーラム「女性と防災」において活動紹介

　日時　平成27年３月14日（土）～18日（水）

　場所　仙台市　エル・パーク仙台　「青森・岩手・福島展示ブース」

　内容　・活動展示パネル紹介（＊世界会議のため、英訳版も展示）

　　　　・ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」放映

・「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」及び「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」「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』」の配付

〈内閣府主催「防災・復興における女性の参画とリーダーシップ～第３回国連防災世界会議に向けてのシンポジウム～」に
　おいて活動紹介〉

〈第３回国連防災会議仙台パブリックフォーラム「女性と防災」において活動紹介〉
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（４）平成27年度

◆アピオあおもり秋まつり　テーマ館「アピオ防災・減災」

①　目　　的

　防災・減災活動をしている３団体（ＮＰＯ法人青森県防災士会、青森消防団青桜分団、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）が合同で、防災グッズやパネルの展示、体験コーナー等を

設置し、取組みを紹介することで、来館者によりインパクトを与え、県民の防災・減災意識の啓発につな

げる。

②実施内容

　日時　平成27年11月８日（日）９：30～15：30

　場所　アピオあおもり（青森市）

　内容　ＮＰＯ法人青森県防災士会（ＡＥＤや毛布を使った救助法の体験、災害用缶入りソフトパンの販

売、ロープ結び、災害時のペットについて）

青森消防団青桜分団（活動紹介、制服の着用体験など）

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

（３年間の取組み紹介、成果品の紹介）

（５）ＨＰ・アーカイブによる情報発信

①　目　　的

　ＨＰを活用し、当実行委員会の事業等取組内容を情報発信することで、今後の地域での防災教育の学習

支援につなげる。また、独立行政法人国立女性教育会館女性デジタルアーカイブにアップロードし、公開

することで、これまでに実施した災害・復興支援を整理・保存し、東日本大震災の記憶と支援活動を風化

させず、後世に活かす。

ＮＰＯ法人青森県防災士会に
よる「津波タペストリー」。
津波の高さを表示
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②　実施状況

＜ホームページトップページ＞

　　アドレス　http://www.aomoricombiz.co.jp/hinanjyo/index.html

　　◆平成24年度から27年度の実施内容を紹介

＜デジタルアーカイブ＞

　　アドレス　http://w-archive.nwec.jp/il4/meta_pub/G0000002wd

　独立行政法人国立女性教育会館が持っている「女性情報ポータルウィネット」の「ＮＷＥＣ災害復興支

援女性アーカイブ」のデータベースを活用して、復興支援を通じた地域コミュニティ再生実践の記録を収

集・保存した。

＊ＮＷＥＣ災害復興支援女性アーカイブは独立行政法人国立女性教育会館と全国の女性関連施設が連携し

て構築する、女性の視点からの災害復興支援特別記録である。女性関連施設による復興支援を通じた地域

コミュニティ再生実践の記録を収集・保存している。




