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平成２５年度 男女共同参画推進講演会 

地域防災と女性の視点 ～川向防災会の活動をとおして～ 

日時：平成２５年６月２９日（土）１３：３０～１５：４５ 

場所：四万十市立中央公民館 ２階大会議室 

概要：１００席ほどの会場がほぼ参加者で埋まり、約９割は

女性の参加者。安芸市自主防災組織連絡協議会副会長 

安芸市川向防災会 仙頭ゆかりさんによる、実践され

ている取組からの防災講演と、一回かぎり座による防

災劇が行われました。 

内容： 

13:30～13:35 司会：四万十市人権啓発課 はまだ                      

・男女共同参画とは、男女の性の別なく、自分の意志で生き方を選べる社会。 

・四万十市では、様々な方の意見を聞き、昨年度に男女共同参画計画の見

直しを行い「新しまんと男女共同参画プラン」を策定した。 

・その中で、より一層の充実が求められる施策の一つに、防災意識の高ま

りを踏まえ、地域防災計画やそれにかかる取り組みをあげています。 

・６月は男女共同参画推進月間であり、女性の視点から見た地域防災活動

への取組の一つが今日の会。 

 

○講師紹介 

・仙頭ゆかり（せんとうゆかり）さん 

・安芸市自主防災組織連絡協議会副会長、安芸市川向自主防災会事務局、安芸市社会教育委員、

安芸市人権尊重の副会長、観光ボランティア、安芸市観光協会理事、安芸釜揚げちりめん丼Ａ

ＫＧ２１のメンバー 

・先月、四万十市に来てもらい、防災の担当と打ち合わせ、下田にも行き津波避難タワー、八束

のゴンドラ式のタワーも見ていただいた。 

・四万十市の取組も踏まえてお話しいただける。 

 

13:35～15:07 講演 地域防災と女性の視点 ～川向防災会の活動をとおして～         

○はじめに 

・がんばりじゃこ～ 語尾に”じゃこ～”を付けるのが流行って

いる。四万十市に流行らせてください。 

・私は防災の専門家ではありません。実際の活動を通して、話さ

せていただく。 

 

○安芸市と四万十市はご縁がある 

・四万十市と安芸市にのみ女性の集まれる場所（働く婦人の家）がある。安芸市にも武家屋敷が

あり「小京都」に指定されている。 
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・一条家 みねさんが安芸市に嫁入りしてくれている。 

 

○本日のメニュー 

(1)南海トラフ巨大地震について 

(2)安芸市自主防災組織連絡協議会の活動 

(3)川向防災会の活動 

(4)東日本大震災からのメッセージ 

(5)東日本大震災に伴う「震災と女性」に関する調査報告書 

  避難所運営で、女性の視点はいかされた？ 

(6)四万十市の防災 地震防災課のやすおかさんに指導いただいた 

(7)今後に向けて 

 防災劇「知っ得！ 津波あれコレ！」川向防災会 一回かぎり座 

 

（１）南海トラフ巨大地震について 

・東海、東南海、南海地震は３連動 

・発生周期は９０～１５０年 

・Ｍ８以上の地震が３０年以内に６０～７０％の確率で起きる 

・震源域が高知県にかかっているので、地震の揺れが強く、津波も大きい。 

 

○巨大海溝型地震が引き起こす４大災害 

①家屋倒壊 

②津波 

③火災 

④山崩れ、地盤災害 

・ビニールハウスのボイラーが火種になって火事を起こすのではと、安芸市では心配している。 

・四万十市では、強い揺れが２分から２分半続く。震度６から震度７ 

 

○「津波の高さ」の表現 

・津波高さが３４ｍというのは、波打ち際に津波が達したときの高さ。 

・陸に津波が上がると浸水深。津波高さがそのまま陸に上がってくるわけではない。 

・浸水深３０ｃｍまでに避難終了 

    １ｍ 命が危険 

    ２ｍ 木造家屋半数全壊 

 お年寄りや子供は浸水深２０ｃｍまでに避難終了を 

 

○死者数 最悪は冬の深夜に地震発生 

・高知市１２，０００人 

・安芸市 ３，８００人 
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・四万十市  ９００人 ← 人口の２．４％ 

 

○高知にすぐに助けが来るだろうか 

・全国では死者３２万３０００人 

・１週間後の避難者９５０万人 

 愛知１９０万人、静岡１１０万人、高知は５０万人 ← 高知に支援物資がくるだろうか？ 

 

○被害 

・断水率８２％、停電率９９％、下水道の支障率９３％ ← ライフラインはズタズタ 

・備蓄品は１週間分の用意を 

・避難してきた人に「帰宅を促すトリアージ」も必要となる ← 自宅が残っているなど、被災

が軽い人には、自宅での避難生活も必要とされる 

 

○大丈夫です！ 

・共に立ち向かいましょう！ 自主防災活動が私たちを助けます！ 

 

○「女性の視点」って何？ 

・男女共同参画の視点 

・同じ土俵で共に参画 

  家事・育児・介護 

  地区会、一斉清掃 

  学校 個人の尊重、進路 

  職場 育児休業、介護休業 

・防災会 活動に参画できていますか？ 

 「参加」ではなく「参画」 

   考えや思いを伝えていますか？ 

   企画・立案実行できていますか？ 

   評価・反省・責任もおっていますか？ 

・災害対策基本法 ← 平成２０年の改訂に男女挙動参画の視点が入った 

 

（２）安芸市自主防災組織連絡協議会の活動 

○安芸市自主防災組織連絡協議会 

・平成１８年に設立 

・男性から生理用ナプキンを渡されたのでは、女性は受け取りにくい。男性はナプキンを１つず

つ渡すが、１つでは役に立たないことが男性はわからない。 

・原則として、役員は男女２名ずつとする。 ← 女性は家事や育児があり、出てくるのが大変

ではとの声が出た。しかし、 
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○自主防災組織連絡協議会の活動 

・４０組織 年３回の会議 

・防災講座、研修会、交流会、視察研修 

・先進地との交流 たつの市との交流 

・訓練 ＬＰガス復旧訓練、訓練時に防災会役員の紹介、倒壊家屋救出訓練、資機材使用訓練 

・岡村真教授と地区の防災点検 

・競技名「地震発生！」 コーンのまわりを１０回まわってから非常持ち出し袋を背負ってのリ

レー 

・競技名「お隣さんは無事か！」 借り物リレー 

 

（３）川向防災会の活動 

○川向防災会の活動 

・男女共同参画の視点での取組 ← 女性の提案・企画・行動 

・震度７ ３分以上揺れる ３ｍ～５ｍ～１０ｍの津波 

・９６世帯 役員は２１名そのうち８名が女性 

・活動費：年会費１００円 

・総会：町内会の総会終了後に開催 年に１度の会で参加できるようにしている 

 

○男女共同参画の視点での活動 

①規約 

②女性参画の時間に配慮 介護や子育てなどを避け、出やすい時間を配慮 

③原則として役割に男女分けをしない 

④避難訓練のメニューが豊富 

 かき氷、○×クイズ、飴を配布、ストッキングを使った応急手当、防災劇、ビンゴゲーム、飲

みにケーション開催 

 

○川向防災会規約 

・副会長（男女各１名） 

・副班長（男女各１名） 

・会長の任期は最長２年 

・班長、副班長は原則として名簿の順とし、１年交代とする ← 全員に関わってもらえる 

 

○アンケート 

・４４％ 避難場所に行ったことがない ← 防災訓練に関わったことがない 

・避難訓練に参加してもらいたい！ がやけんど どうしたらええか！ 

・阪神淡路大震災で 救助隊に助けられた人は１．７％ 

自力、家族、隣人に助けられた人は９５％ 

・自分たちの命は自分たちで守る！ → しくみづくり 「お助け５人組」 
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○お助け５人組 

・なぜ５人？ ３人では一人怪我をすると残りは二人、心細い。 

・お助け５人組カード：「要援護状況」「就寝時居場所」「緊急連絡先」「防災用の備蓄品など」 

・グループ数：２４ １グループ世帯数：３～５世帯 １グループ人数：４名～１０名 

・リーダーや役員をたくさん作っている そうすることで情報が伝わりやすくなる、防災への意

識を高く持ってもらいやすくなる 

・参加軒数がしだいに減ってきた ← 高齢化（世話ができなくなったのでと脱退） 

 Ｈ１７年：９６軒 → Ｈ２４年：６９軒 

・防災会入会を増やすために 

  安芸市広報で呼びかける 

  入会案内文作成 

  対象全世帯へ配布 

  近所の勧誘 → 成果７軒１４名 

 

○自主防災活動に参加していますか（高知新聞アンケート） 

・自主防災組織があるかどうかわからない ２４．８％ 

             積極的に参加 ２７．３％ 

・どうすれば避難訓練に参加しようと思う？ → 近所同士で声を掛け合い一緒に参加する ３

９．３％ → 「睦（むつみ）・つながり」が大事 

 

○避難訓練参加率（平成２４年９月２日） 

・檮原東 ６９．８％ ← ダントツの参加率、地域の団結力が強い 

・黒潮町 ３６．０％ 

・安芸市 １８．２％ 

・四万十市 ４．２％ 

 

○防災訓練 

・男女に関わらずにスタッフ、運営に関わる 

・ストッキングを使った救護訓練、○×クイズ、・・・ 

・非常持ち出し袋を見せてください 

・熱中症防止のため、学校から借りたテントを活用 資機材の使用訓練 

・最後にお楽しみのかき氷 

 

○次世代に命をつないでいくために！ 

・地区の中学生が防災訓練の司会や訓練の実施 

・子供たちが一緒に訓練をすることで、大人が真剣に訓練を行う。 

・子供たちは、将来必ず防災のリーダーとなる。 
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○防災教育の効果 

・自分の家やブロック塀を守れば、自分の命だけでなく周囲の人の命も守ることになる。 → 自

分のためは、人のためにもなる 

 

（４）東日本大震災からのメッセージ 

・南三陸町に行ってきた。 

・高台に小中高校があった。町の８割の方が平場に住み、４割の方が家を失った。 

・３階建ての防災庁舎も水没。 

・建物の写真を撮るのはかまわないが、ピースをしながらの記念写真なんかは撮らないでくださ

い！ 

 

○南三陸町の語り部さんより 

・秋田から嫁いできた。１歳の子供がある。 

・大震災の２日前にも地震があり、次に大きな地震があれば津波が来ると言われており、すぐに

逃げた。オムツ４枚と携帯のみ持ち出す。 

・山中に逃げる（１７ｍの津波）、怖くてたまらない。娘さんに声をかけるのが精一杯。 

・体育館に避難。歩ける人には布団がなかった。夫とわたしで娘を挟んで夜を過ごした。 

・明日のパンツもない、靴下もない。 

・明るくなると、親族を捜す人が多くなった。探している人が死んでいることを知っていても、

そのことを伝えられない。 

・生きていることは素晴らしい！ 

 

○お願い 

・いつも家族に「ありがとう！」と言葉で伝えてほしい！ 

・見たこと、感じたこと、出合ったことを伝えてほしい！ 

・私たちに思いを寄せていただくとありがたい！ 

 

○「南三陸ホテル海洋」の女将さんより 

・親の教え「地震後は早く逃げろ！津波が来る！」 

・自分の命は自分で守る！ 

・当たり前のことが当たり前でなくなる。 

・日頃の訓練が行われていないと有事には実行できない 

・宿泊客、住民、スタッフ合計３５０名を受け入れる。５月には二時避難場所として町民６００

名を受け入れる。 

・家を失ったスタッフと家族約１００名にも部屋を提供。 

・今ある食材で１週間持たせたいので、お客様に不自由をさせないために、スタッフはおにぎり

１個、笹カマボコ１枚を二人で分け合った。お客さんを１週間で無事帰らせることができた。 

・６５０ものイベントを開催したが、人口減少をくい止められない。 
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（５）避難所運営で女性の視点は生かされた？ 

○東日本大震災に伴う「震災と女性」に関する調査 

◇避難所の設備 

・授乳室が無く辛かった！ 

・男女の間に仕切が無く恐怖！ 

・トイレはブルーシートで覆われているだけで丸見え 

◇避難所生活で感じたこと 

・洗濯機もなく、着替えもないため同じ服で過ごした。 

・いびきや寝言がうるさく眠れなかった。 

・リーダーはいなかったが、中学生が活躍してくれた。 

・車中避難のため、食料がもらえなかった。 

・乳児を連れて避難。母乳が止まり、ミルクをあげようにもほ乳瓶もミルクを溶かすお湯もなく

困った。 

◇家族状況 

・働き手が仕事を失い、生活が苦しい。 

・夫のお酒の量が増えた。 

・子供が震災の恐怖で離れたがらなくなった。 

・家族の持病が悪化し、介護が必要となり、仕事に出られない。 

◇仕事について 

・職場が被災し、解雇となった。仕事が見つからない。 

・仕事が激減し、収入が減った。 

・家族を介護する必要からスタッフがやめていって、仕事が増えた。 

・家事や買い物の出来ない高齢者がいたので大変だった。 

◇健康について 

・病院も被災し、通院できなくなったので困っている。 

・不眠が続いている。睡眠薬を飲んでいる 

・ホルモンバランスが崩れ、生理不順になった。 

◇被災者は支援者になっている 

・食料や飲料水の助け合い、避難所の支援、救援物資などの運搬や仕分けなど被災者支援を行っ

ている ６３％ 

・女性が支援する側となっている 

 

○女性の視点 

・生活者の視点、地域人としての視点、乳幼児・子供・お年寄り・障害者・介護者など 弱者の

視点に立てるのは女性 

 

○復興計画に女性の視点を反映させるために盛り込むべき内容は 

①「障害のある人、妊産婦、病人、高齢者、子供などのニーズを踏まえたきめ細やかなサポート
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体制を整備する。 

②女性の地域防災リーダーや災害復興アドバイザーを育成し、地域に住む人々の支援体制を実効

性のあるものにする。 

③女性の視点に配慮した避難所運営マニュアルをつくる。 

④避難所や仮設住宅の運営に女性の参画が必要であることをマニュアル化する。 

 

○東日本大震災被災地における女性の悩み、暴力相談事業相談件数の内訳 

・３０～５０代の悩みが５４．２％ 

・家族、自宅、故郷を失った悩みは深刻 

 

○防災対策推進検討会議最終報告（平成２４年７月） 

・避難所の運営にあたっては、女性が責任者に加わり、女性が関わっていかなければならない。 

・男女のニーズの違いに配慮すべき・・・ 

 

（６）四万十市の現状 

○まちづくりに関するアンケート調査（平成２４年１２月） 

・特に力を入れるものは、「震災対策の推進」が一番で６７．７％ 

・地震や津波から身を守るためにもっとも必要なことは 住宅の耐震化、津波避難経路の整備、

地域内の住民のつながり。 

・四万十市は津波浸水する割合が少なく、家の耐震化をすれば、多くの人が助かる。 

・各地区の自主防災組織、四万十市自主防災会連合会、幡多地区自主防災連絡協議会（４１６団

体） 

・ネットワークづくり、月１回の「防災の日」 

 

○地域防災会議の委員に占める女性の割合 

・新潟 ２０％ 

・高知 １０．５％ ５７名中６名女性 

 

○水深３０ｃｍなるまでに逃げよう ← 津波の到達時間を確認しよう 

○最大浸水深を確認しよう ← あわせて揺れの強さを確認しよう 

○四万十市の建物被害 

・ゆれで２，２００棟、津波で１，１００棟が全倒壊 

○津波浸水深時間変化図 ← ＨＰで見ることができる 

○万全な対策をとる！ 

・高知県全体で４２，０００人の死者を、１，８００人に減らせられる。 

・八束 ゴンドラ 

・海抜高度表示板 

・避難誘導表示板 
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・避難道の整備 

 

○揺れから身を守るために 

①家具の転倒防止対策 

・高齢者世帯、体が不自由な人が住む世帯などに対する補助事業あり。 

②住宅耐震化 昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅 

・耐震診断（木造住宅は無料！） 

・耐震化異臭設計（費用の２／３で、上限２０万円の補助） 

・耐震改修工事（上限９０万円の補助） 

③ブロック塀の撤去、設置（避難に利用する道路に面している） 

・一戸当たり上限２０万円の補助 

 

○自分たちにできること 

・住んでいる家やまちの危険性を知る（耐震診断など → 耐震補強） 

・家具の転倒防止や配置換えを行う 

・避難場所を複数選ぶ → 確認！ 

・非常持ち出し品を用意する → すぐ手に取る！ 

・近所の人との睦を大切にする 

    ↓ 

 自主防災会に参画する 

 

○次世代へと活動をつなげていくために 

・女性の力がこじゃんと必要ぜよ！ 

 生活者の視点位優れている 

 地域の達人 

 コミュニケーション力、行動力、総合力 

・小中学生の力も超必用ぜよ！ 

 防災訓練の計画段階から参画 

 子供を中心として企画を練る 

    ↓ 

 未来の防災の達人 

 

○日頃できていないことは、有事にはできない！ 

・避難できない → 避難場所はどこ？ 

・家族が心配で逃げられない！ 

・何を持って逃げるの？ ← 避難訓練、家族会議 

・知らない人の中での避難生活 

・授乳室、着替えの部屋がほしい 
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・生理用品が欲しい 

・トイレが怖い 

    ↓ 

 町内会活動、防災活動 

 

○生き延びるために 

・睦を築く！ 

・お隣さんを大切に！ 

・何でも相談できるようなお付き合いを！ 

     ↓ 

 専門分野を担う人材の掘り起こし！！ 

医師・看護士・介護士・理学療法士・消防士・土木建設建築機械などの技術者・保育士など 

 

（７）今後に向けて 

「た」のしみながら活動 → 次世代へつなげる 防災文化 

「の」ぞみ・命をつなげるために 「代わりあう役員・みんな主人公」 

「じ」ょせいはもっと参画を 「女性の出番です！」 

「も」しも防災 → いつも防災 睦・つながり 

「う」ちらの命は自分たちで守るぜよ！ 学校との連携、広報誌の発行 

 

15:07～15:14 休憩 

 

15:14～15:33 防災劇  川向防災会「一回かぎり座」                    

○防災訓練 

・心肺蘇生 ＥＴＣとかいうやつよね そぅそぅ 

 

○シルバー大学 

・世界的に有名な地震学者を友達

に持つ、津波子先生の講演。 

Ｑ：どちらから来ましたか？ 

Ａ：家から来ました。 

 

Ｑ：私もばあさんは足腰も悪く、

避難できません。 

Ａ：ゴンドラを搭載した津波タワーがありましたが、乗りましたか？ 

Ｑ：訓練の時には、腹をこわして行ってない。避難するときには車を使わないと聞きましたが、

車を使った方が早く高いところに逃げられるのではないか？ 

Ａ：国道５６号は津波で浸水します。東日本大震災でも、車で避難し津波に襲われて亡くなられ
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た方が多い。五人組のような体制で、ご近所で助け合って避難を。 

 

Ｑ：避難し、どれぐらいしたら戻ってもいいですか？ 

Ａ：津波警報が解除されるまで戻らない 

 

○出演者紹介 

・ブラボーまさこ： しまもとまさこ 自主防副会長 飴、劇、声かけの発案者 

・きむたく： たぶちみっちゃん 自主防副会長 アイディア

マン、行動力あり 

・いちじょうたま： くもん 民生委員 ２班の役員選考にく

じ引きを提案 

・あべしんぞう： 安芸市危機管理課 中西 

・老人大学学生： 四万十市人権啓発課 おかむら 

 

15:33～15:45 質疑 

男性①Ｃ：緑が丘団地の自主防の代表 四万十市の安岡さんに、会の時には質問するのが気が引け

たのだが、セクト的な質問。私たちの団地は、災害時の避難場所の枠に入っている。災害時に

は車で逃げないのが基本だが、災害が起きたときに、液状化、津波も来る、仕事から帰ってく

るとき、一本の道しか無く、災害が起きた時に車で避難する人が出てくると思う。東日本大震

災の例では、道路の右左に乱雑に駐車されており、火災が起きたときに、車が火災をつないで

しまう。救急車があがって来られないし、避難場所から帰ろうと思っても降りていけない。登

り車線の左側には止めないということを、県下的に言っていくべき。災害時の避難場所に指定

されているところへの道路の使い方について、いろいろな会議で言ってほしい。 

 

女性①Ｑ：地域での活動について教えてほしい。地域のグループでの５人組で、避難がスムーズに

行くということですが、助け合えるグループになれるものか、名簿を作るにあたって、長い間

かかったのか。 

仙頭Ａ：助け合いは隣近所で作っているので、仲良し会ではない。町内会が母体となっているので、

好き嫌いではないので、地域で声かけし、一緒に逃げようと取り組んでいる。 

女性①Ｑ：グループが集まってきたときに、どうなっていくのか。 

仙頭Ａ：あの人と一緒はイヤやということは無かった。やりましょうと言い始めて、その年に出来

た。個人情報だからイヤだという人もいたが、書けるところだけ、名前だけなど書いてもらっ

た。それでも９割以上書いてもらえた。 

 

仙頭Ｃ：四万十市は耐震診断の自己負担３千円がいらなくなった。是非、耐震診断をしてください。 

 

－ 以上 － 


