防災・減災絵本『約束のあした』より

「防災・減災、復興に女性の力を」実行委員会は、阪神・淡路大震災から 20 年を迎えるに
あたり、その経験・教訓を活かし、兵庫に根付いた「災害文化」のさらなる発展に資するこ
とを目的に、各分野で活躍する兵庫の女性たちのネットワーク「ひょうご女性未来会議」を
中心に設立されたものです。
男女共同参画の視点を取り入れた復興支援や防災・減災対策等について広く発信するため、
兵庫県、ひょうご安全の日推進県民会議との協働により、平成 26 年９月から 12 月にかけ
て全県フォーラム及び地域フォーラムの開催等の取組を行いました。

「防災・減災、復興に女性の力を」実行委員会事務局（兵庫県立男女共同参画センター内）
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー7 階
TEL078-360-8550 FAX078-360-8558

１

兵庫の女性たちから“10 の提言” ―

防災・減災、復興に女性の力を －

「防災・減災、復興に女性の力を」実行委員会
では、阪神・淡路大震災 20 年事業として、男女
共同参画の視点を取り入れた今後の復興支援や防
災・減災対策等について考えるため、平成 26 年
9 月から 12 月にかけて、地域フォーラム（２回）、
全県フォーラム（１回）を開催し、兵庫の女性たち
からの“10 の提言”をとりまとめました。

１

女性たちの“突破力”と“柔軟性”を活かす
これからの防災・減災の仕組みや組織づくりには、女性たちの生活者としてのゆるぎない土台と、突破

力、行動力、柔軟性が必要。そしてそれらを活かすためのマネジメント力が求められる。
女性自らが地域の担い手となって活躍できるように、平時から人材育成と男女共同参画の視点に立った
組織づくりを進めていくことが大切。
提言１

地域を担う女性リーダーの養成

● 地域コミュニティにおいて、女性たちが役割や責任を担いリーダーシップをとっていけるように、人
材育成、エンパワーメントを行うこと。
● 避難所での炊き出しなどの方法を学ぶ講座だけでなく、避難所運営や企画立案・マネジメント力をど
うやったら身に付けられるかという、女性がリーダーになるための講座やマニュアルが必要。
提言２

女性リーダーが活躍できる場づくり、組織づくり

● 地域で人を育てることに加え、養成された人材をどう活かすのか活躍のルートづくりも重要になる。
力をつけた女性が活躍できる場と、地域に受け入れられ定着していくための戦略が必要。
● 現状では、地域社会に女性リーダーが定着するのは難しい。女性が活躍できるよう地域の組織を変え
ていくこと。
提言３

審議会や自治会など意思決定の場に女性を増やす

● 普段から防災・減災にかかわる行政や審議会、自治会など、意思決定の場に女性を増やしておくこと。
「数だけ増やしても」という声もあるが、数が質に変化していく。
● 被災者支援マニュアル等にも運営に携わるリーダーに「３割以上女性を」と具体的に入れること。
提言４

女性のための女性相談員の育成

● 被災地で起こる性暴力や DV の問題に対応するため、被害者をどう守るか、避難所に行けず車の中で
寝泊まりする女性をシェルターネットにどうつなぐかなど、平時から関係機関と連携を図り、女性の
ための女性相談員を育成しておくこと。

2 “人がつながる”ことが命を救う
住民同士のふれあいや見守りが、生活復興や防災・減災につながる。
互いに助け合えるように、人と人とのつながりをつくり続けることが大切。
提言５

平時からの地域ネットワークの構築

● 過去の被災経験に学び、平時から男女共同参画センター・女性センターや NPO 等の支援機関・団体
と、自治会・町内会、市町の危機管理担当部門等と
連携した地域ネットワークや、全国の志を同じくす
る人との広域にわたる支援ネットワークを構築し
ておくこと。
● 都市部では人とのつながりが希薄。一方で中山間
地域のつながりは強いが、地域の問題に取り組む
のは男性が中心で女性の声が届きにくい面がある
ため、それぞれの実情に応じた取組を。

提言 6

NPO・NGO､行政､地域のキーパーソンの“互いに顔が見える関係づくり”

● NGO・NPO の役割が大きくなっているが、行政側がうまく付き合えていない。それぞれの強みを活
かしながら連携できるように、キーパーソン同士の「互いに顔が見える関係づくり」が大切。ネット
ワークの単位は個人と個人であり、信頼に裏打ちされた人間関係がもとになっている。
● 「ひょうご女性未来会議」は、地域団体、NPO、消費者団体、企業、有識者、行政など様々な分野で
活躍する女性たちの形式にとらわれない、ゆるやかなネットワーク。こういった行政だけでなく民間
だけでもないセミフォーマルな場で議論することで、新しいものが生まれてくる。

３ 自分たちの命は、自分たちで守る
自分たちの命は自分たちで守る、どんなことがあっても生き延びる、一人の人も自然災害で亡くさない
という強い思いを持つことが重要。五感を大切にして磨いておくこと。
提言 7

若者も楽しく参加できる“柔らかい防災活動”

● 自治会・町内会など地域で防災･減災活動に取り組む組織が高齢化し、若い世代の参画が進んでいない。
若者も楽しんで参加できるような柔らかな感性での取組、住民参画によるマニュアルづくりなど、各
世代が互いに語り合い、力を持ち寄って未来の安全をつくる取組が必要。
提言８

県・市町村の地域防災計画、マニュアルづくり

● 県・市町村の地域防災計画、マニュアルづくりをしておくこと。普段から議論し準備しておくことが
重要。その際には団体との協働、住民参画によるワークショップ、防災訓練の見直し等を行い、それぞ
れが自分の住んでいる地域の防災に関わりを持ってほしい。
提言９

子育て世代の女性たちへのアプローチ

● 防災を自分のこととして捉えていない女性たち、特に
子育て世代へのアプローチが重要。子育てサークルなど
いろんな地域ネットワークを活用した防災の取組を。
提言 10

“ずっと忘れない”

● 何より「ずっと忘れない」ということが大切。
被災地を訪れる以外にも、様々な形で被災者を支援する
方法があり、求めている人に届く“手”がある。

２

阪神・淡路大震災の概要

－1995 年（平成 7 年）1 月 17 日 午前 5 時 46 分－

【阪神・淡路大震災】
● 震源地 淡路島北部（北緯 34 度 36 分、東経 135 度 02 分）
● 震源の深さ １６㎞
● 規模 マグニチュード７．３
● 各地の震度 ７（神戸、芦屋、西宮、宝塚、北淡、一宮、津名の一部）
６（神戸、洲本） ５（豊岡など） ４（姫路など）
● 死者 6,434 人

行方不明 3 人

【兵庫県内の被害等の状況】
● 死者 6,402 人：女性 3,680 人 男性 2,713 人 不明 9 人

男性

不明
0.1％
女性

(0～64 歳)

(0～64 歳)

23.2％
男性
(65 歳～)

19.2％

27.2％

死者の
内訳

女性
(65 歳～)

30.3％

（うち 65 歳以上 3,172 人：女性 1,941 人 男性 1,231 人）

● 行方不明 3 人 負傷者 40,092 人
● 住家全半壊 240,956 棟 住家全焼 7,036 棟 ● 避難者数 ピーク時 316,678 人
● 応急仮設住宅 48,300 戸
● 災害復興公営住宅 42,911 戸

1,153 か所

（1995 年 8 月 全戸完成～2000 年 3 月 全戸撤去）

３

阪神・淡路大震災により顕在化した男女共同参画の問題

(1) 死者数、被災者の生活
● 女性の死者数は男性より約 1,000 人多く、特に 65 歳以上の女性が 1,941 人と、全体の 30.3％を占めた。
大都市直下型地震で、死因の多くが家屋の倒壊による窒息・圧死。低家賃の古い住宅に住む多くの高齢
女性の命が奪われたという背景には、女性の雇用状況、所得格差等の問題があると考えられる。
● 仮設住宅入居後の男性たちの閉じこもり化、アルコール依存、DV 等が問題となった。

(2) 意思決定過程への女性の視点と参画の不足
● 避難所、仮設住宅、復興公営住宅等のリーダーがほとんど男性で、女性の意見が十分に反映されなかった。
女性用・ベビー用救援物資（ほ乳瓶・離乳食､ベビーバス､下着､衛生用品等）の不足
避難所の仕切り、授乳・着替えスペース､洗濯物干し場の確保、トイレ

等

(3) 女性たちの不安定雇用
● 震災の影響で解雇された人の多くが女性の非正規雇用者だったと言われ、雇用保険に加入していない例
も含め平時からの不安定雇用の実情が浮き彫りとなった。

(4) ｢女性｣｢嫁｣の役割、｢男性｣｢長男｣の役割へのとらわれ
● 災害当日、家族をおいては職場に行けなかった働く女性労働者の出勤率の低さ、避難所での役割、震災
同居により大家族で求められた｢嫁｣の役割
など、女性たちを苦しめた様々な状況が
あった。
● 一方で男性たちは、家庭生活を顧みず
職場に行って働くことで、仕事と家族
との間で引き裂かれ葛藤したり、｢男性｣
｢長男｣という役割へのとらわれから、
自分自身を追い詰めたり、ＤＶや離婚
問題などの相談も増加した。

(5)

｢働きたい!｣女性たちの声

● 県立女性センター（現 男女共同参画セン
ター）には、解雇や自宅待機、店の全壊、

夫の失業、生活再建費用、家計の悪化等
により働きたい女性の相談が寄せられた。

弁護士による法律相談を開設
※雇用保険、借地借家関係が増加

４

兵庫県立男女共同参画センター（イーブン）の取組

阪神・淡路大震災直後からの取組
震災当時の県立女性センター（現 男女共同参画センター）の事務所は、壁の亀裂、本棚・ロッカー
の倒壊等はあったものの、他の相談機関では建物が使用できなかったり、地域の避難所となり業務がで
きない状態にあった中、６日後の１月 23 日から総合相談窓口として業務を再開しました。

(1) 相談業務
● 震災６日後の 1 月 23 日に電話相談業務を再開し、1 月 24 日にテレビ・ラジオが「総合相談窓口」
として紹介した直後から、相談が殺到した。
【情報ファイル分類】（最終版）

(2) 情報提供

①災害対策本部･救護対策本部 ②ホットライン
③福祉 ④心のケア ⑤法律・税金 ⑥医療･保健
⑦労働 ⑧融資・生活資金 ⑨仮設住宅 ⑩住宅
（２月５日までは毎日、以後週３回､２回､１回の頻度で発行）
⑪家屋の解体・撤去 ⑫教育・入試 ⑬外国人

● 「阪神・淡路大震災緊急情報ファイル」を作成し、各
避難所に 1 月 25 日から 7 月 11 日まで提供。

(3) 新聞連載「心の悩み相談室」（毎日新聞掲載）
● 震災に関わる悩み、震災後明らかになった問題など、センターに寄せられた相談をＱ＆Ａ形式で紹介。
読者からは「私も同じような悩みを持っているので相談したい」との多くの電話相談が寄せられた。
2 月 7 日～翌年 1 月 12 日まで。（週２回、後半は週 1 回）

(4) 男女共生のまちづくり提言～復興の兵庫へ向けて～
● 被災地復興に向けて、あらゆる人々が共にまちづくりに参画
し、だれもが暮らしやすい地域社会づくりを考えるために、
推進協議会を設置。被災 4 地域での地域フォーラム等からの
意見・提案と、専門委員で構成した検討委員会での結果をま
とめた「男女共生のまちづくり提言」を発表。
平成 7 年 2 月
2 月～3 月

「男女共生のまちづくり推進会議」設置
被災地復興に向けて、だれもが暮らしやすい地域づくりを考える
男女共生のまちづくり地域別フォーラム開催、並行して意見募集
（阪神 2/22

神戸 2/23 東播磨 2/27 淡路 3/6）

３月

男女共生のまちづくり検討委員会（3/10、3/16）

4月

男女共生のまちづくり県民フォーラム（4/8)
「復興の兵庫へ向けて 男女共生のまちづくり提言」２万部発行

5月

【提案項目１５】
①労働 ②家族 ③子育て
④福祉 ⑤生活 ⑥こころ
⑦からだ ⑧障害者 ⑨外国人
⑩文化 ⑪住宅 ⑫生涯学習
⑬情報 ⑭住民と行政
⑮まちづくり

(5) 女性の就業支援
● ３月には、再就職をめざしている人向けの情報誌「就業援助め～る」を発行（3/20）し、各種講座案内、
受講者募集を開始。 ・再就職セミナー：第 1 回「震災後の雇用の現場から」（4/22）
・技術講習：パソコン、ワープロ、簿記、医療事務等 13 コース（各 21 日間）
● ４月に「女性たちの仕事づくりセミナー」（6/17～全 10 回）の受講者募集を開始。
※どの講座も定員を大幅に上回る申込があった。（技術講習：８倍、仕事づくりセミナー：６倍）

兵庫県男女共同参画計画 ―新ひょうご男女共同参画プラン２１－
震災の経験と教訓を生かし、兵庫県男女共同参画計画では、一人ひとりが地域社会の一員としての自
覚と責任を持ち、互いに支え合って生きることのできる社会をめざして、「防災・災害復興への取組の
促進」を男女共同参画で進める地域づくりの主な取組に位置づけています。
この計画のもと、女性も地域防災の担い手となるよう人材育成・啓発活動等を推進しています。

男女共同参画兵庫県率先行動計画 ―ひょうごアクション８－
県自らがモデル職場となるよう率先行動計画を策定し、庁内の男女共同参画を推進しています。
目標１｢意思決定過程への女性の参画促進｣では、防災分野における男女共同参画の推進を具体的取組
項目に掲げています。
● 県職員女性管理職（知事部局等の行政職８級相当職以上）の比率目標 15％（H32.4.1）← 5.8％（H26.4.1）
● 県審議会等の女性委員登用状況 16.1％（H6.3 末） → 33.0％（H26.3 末）
● 県防災会議の女性委員登用状況
０％（H6.3 末） → 10.9％（H26.3 末）

東日本大震災以降の取組
（兵庫県より）震災発生 2 日後の 3 月 13 日以降、ほ乳瓶・離乳食、消毒剤、衛生用品、ベビーバス、
紙おむつ、清浄綿等が被災地へ送られました。
また、阪神・淡路大震災後から１年間にわたり新聞に連載した「心の悩み相談室」記事を整理し、東
北地方の女性関連施設、マスコミ等に資料として提供。被災地から相次いで問合せが寄せられました。
平成２３年度

(1) 震災復興と男女共同参画フォーラム
● 阪神・淡路大震災の経験と教訓を活かし、女性の視点
からの東日本大震災の復興を協議。

(2) 関西広域連合構成府県男女共同参画担当者会議
● 平時から各機関の連携による情報・マニュアルの共有、
相互支援の体制準備の必要性を確認。

(3) “心のケア”支援等の研修会
● 市町の相談員、支援者にスーパーバイズ（トラウマを踏まえた支援方法の専門講義）を開催。さらに情報担
当者研修を開催し、平時の取組を災害時に活かすためセンターの情報収集・相談業務等の役割を確認。

(4) 復興のまちづくりと男女共同参画フォーラム等
● 東日本大震災の復興に関わった人たちと、女性、若者を主人公とした復興、新しい社会づくりを考える
フォーラムや、男女共同参画の視点から防災、減災を話し合うフォーラムを開催。

(5) 母と子の防災・減災ハンドブック作成
● 普段からの備えや災害発生時の行動ルールなど、母と子の視点からの
防災情報や、妊婦や授乳中の母親、乳幼児に着目した留意点を掲載。
平成２４年度

(1) 「母と子の防災・減災ワークショップ」リレー開催
● 子育て中の親や祖父母等対象に、県内各地でワークショップをリレー開催。この成果を活かし、各地域
の災害特性や連絡先など、母と子の視点から行動ルールや備えをまとめた地域版ハンドブックを発行。
男女共同参画推進員や各市男女共同参画センターが協働し、これを活用したセミナーを各地で開催。

(2) イーブン設立２０周年記念フォーラム
「男女共同参画の視点から防災・減災を進める」
● 女性や生活者の視点でのまちづくり、ルール化・マニュアル化を提言。

(3) イーブン震災ライブラリー開設
● 阪神・淡路大震災当時からの作成ファイルや収集資料、東日本大震災以降に
充実させた男女共同参画の視点での関連資料をまとめ、情報図書室内に開設。

(4) 「兵庫と東北つながっ展」開催
● 東北の被災女性たちの手づくり小物やグループ活動を紹介し、
兵庫と東北、そして全国へと思いをつなぐ巡回展を開催。
平成２５年度

(1) 「親子で学ぶ防災・減災体験セミナー」
● 市町等と連携し、身近なことから簡単にできる体験プログ
ラムを取り入れた親子対象のセミナーを開催。

(2) 「親子で学ぶ防災･減災体験プログラム集」作成
● 普段の生活から防災意識を普及する取組として、地域で自主的に体験セミナーが開催できるよう、セミ
ナーのノウハウや実施事例、講師連絡先をまとめた｢親子で学ぶ防災･減災体験プログラム集｣を発行。
平成２６年度

◆ 震災 20 年事業ひょうご女性フォーラム「防災・減災、復興に女性の力を」実施
● 全県フォーラム、地域フォーラム等を開催し､兵庫県からその取組を広く国内外に発信。

５

但馬フォーラム「想いをつなぐ、命をつなぐ」
【日 時】平成 26 年９月７日(日)13:30～15:30
【参加者数】５０名
【場 所】豊岡市民会館（豊岡市立野町 20-34）
【出演者】永田 萠（絵本作家）、大内 曜子（作家）、豊岡市内の小中学生

今回の但馬フォーラムに向けて制作した防災・減災絵本の絵
を描いた子どもたちと、作画指導を行った永田萠さんが、作品
を通じて感じたことを語り合いました。
その後、絵本の文章を書き下ろした大内曜子さんと、永田萠
さんが対談。震災によって“明日”が来なかった人々のこと、
備えることの大切さを決して忘れず、次の世代の子どもたちに
伝えていってほしいと参加者たちに呼びかけました。

絵本『約束のあした』

【文】大内 曜子 【作画指導】永田 萠
【絵】伊藤 碧唯 中尾 美樹 川戸 紗香

森田 千裕 倉田 瑞希

豊岡市内のバニラシティ・ふるさと青年隊の若者たちが、
地元の高齢者や震災経験者 約 20 人から聞き取った話を、
作家の大内曜子さんが文章に仕上げ、5 人の小中学生が絵を
担当。絵本作家の永田萠さんの作画指導のもとで絵を描きま
した。1925（大正 14）年 北但大震災、1995（平成 7）年 阪神・
淡路大震災、2011（平成 23）年 東日本大震災の３つの話には、
祖母から母、娘、そしてまた次の世代へ、震災の経験と教訓
を忘れずに伝えたいという女性たちの思いが込められています。

６

尼崎フォーラム「未来へ伝える

女性たちの復興」

【日 時】平成 26 年 12 月７日(日)13:30～15:30
【参加者数】３３名
【場 所】尼崎市女性センター・トレピエ（尼崎市南武庫之荘 3-36-1）
【出演者】斉藤 容子（人と防災未来センター主任研究員）
正井 禮子（NPO 法人女性と子ども支援センター ウィメンズネットこうべ代表理事）
宗片恵美子（NPO 法人イコールネット仙台代表理事）
清原 桂子（ひょうご女性未来会議代表・神戸学院大学教授）

阪神・淡路大震災時に、被災地から女性たちが発信した提案は実を結んでいるのか、国内外で被災者
支援に携わってきたパネリストと共に、東日本大震災後の被災地の現状やこれまでの復興支援等を振り
返り、男女共同参画の視点から今後の取組について考えました。

フォトボイス展

～東日本大震災被災地の女性撮影者をかこむ集い～
地域フォーラムの開催に先立ち 11 月 30 日から
12 月 7 日にかけて、尼崎市女性センターで東北被災
３県の女性たちが災害やその後の生活を撮った写真
と「声」を展示する『フォトボイス展』を開催。
初日には、撮影者の
一人 八代ちか子さん、

このプロジェクトを全国で展開する NPO 法人フォトボイス・プロジェ
クト ゆのまえ知子さんを招いたワークショップが催され、期間中に
あわせて 322 名が来場しました。

７

ひょうご女性フォーラム「防災・減災、復興に女性の力を」
【日 時】平成 26 年 11 月 2 日(日)13:30～16:50
【参加者数】160 名
【場 所】クリスタルホール（神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー3 階）
【出演者】武川 恵子（内閣府男女共同参画局長）
清原 桂子（ひょうご女性未来会議代表・神戸学院大学教授）
浅野 幸子（早稲田大学「地域社会と危機管理研究所」招聘研究員）
田端八重子（もりおか女性センター センター長）
永田
萠（絵本作家）
中野 則子（公益社団法人兵庫県看護協会 会長）
中村 順子（認定 NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸 理事長）
兵庫県立大学看護学部学生、神戸学院大学「防災女子」メンバー ほか

第１部の冒頭に、次世代を担う女性の活躍を讃える“ひょうご女性未来・縹（はなだ）賞”の授賞式
が行われ、NPO の人材育成や、震災被災者の思いを作品を通じて
伝える活動等に携わってきた女性３名を表彰。
引き続き、内閣府男女共同参画局

武川恵子局長による男女共

同参画の視点からの防災・復興の取組指針についての講演と、阪
神・淡路大震災以降の県立男女共同参画センターにおける取組、
但馬及び尼崎での地域フォーラムの活動報告が行われました。
第２部では、これまで被災者支援に携わってきたパネリスト
たちが、女性の力をどのように防災・減災対策や、復興計画等
に活かしていくかについて議論。兵庫県立大学看護学部の学生
と、
“女子力”を活かして防災の
啓発活動を行う神戸学院大学生
のグループ「防災女子」も参加
し、
“しなくてはならない”では
なく“したくなる”女性目線の
防災活動のアイデアを発信し、若い世代からの取組を広げていきたいと
いうそれぞれの思いを語りました。
またロビーでは、防災・減災絵本『約束のあした』の展示、縹賞受賞者による「絆プロジェクト作品
展」
、県内外で巡回展を行っている「兵庫と東北つながっ展」等を併催しました。

兵庫県立男女共同参画センター（イーブン）
【沿革】

平成 4 年 10 月
平成 5 年 10 月
平成 7 年 １月
平成 14 年 4 月

兵庫県立女性センター開設（神戸市中央区三宮町）
※県立就業援助センターを廃止し、業務を県立女性センターに移管
兵庫県神戸ハーバーランド庁舎（神戸市中央区東川崎町）に移転

阪神・淡路大震災発生
兵庫県立男女共同参画センターに名称変更

兵庫県立男女共同参画センター・イーブンでは、男女がともに人生のどの時期においても、
いきいきと暮らせる社会の実現をめざし、次のような事業を推進しています。

● 人材育成 地域・職場で実行力のあるリーダー的 ● チャレンジ支援
役割を担う人材を育成する講座、意識啓発と実践の
機会を提供するための各種セミナー等を実施

● 活動支援

再就業や社会参画をめざす
女性を対象に、個別相談からセミナー・技術講習
の開催、職業相談・紹介までワンストップで支援

地域や企業で啓発事業等を行う男女
共同参画推進員の活動を支援

● 相談 女性のための相談、男性のための相談等
● 情報収集・提供、普及啓発 情報紙の発行、

● ネットワークの推進 ＮＰＯ、団体、企業、関係

図書・資料、人材情報等の提供、男女共同参画・
ＤＶ防止等啓発事業の実施

機関との協働による取組の実施、市町等との連携

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー７階 電話 078-360-8550
ホームページ

FAX 078-360-8558
http://www.hyogo-even.jp/ Facebook https://www.facebook.com/hyogo.even

