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「支援者調査」の後継調査（調査中）を通してみた復興の現状、および復興指標と復興政策への示唆 

池田恵子（静岡大学） 

 

1. 「東日本大震災における支援活動経験に関する調査」 

 報告者は、「東日本大震災における支援活動経験に関する調査」1を実施（調査期間：2011年 6月

～2012 年 6 月）し、女性（もしくはジェンダー、男女共同参画、マイノリティなど）の視点から支

援活動を行った 40組 50名（男性 7名、女性 43名）に聞き取り調査を行った。調査参加者の大半が、

自らも被災しながら支援活動に従事した人々であった。男女共同参画や多様性に配慮した災害対応

の具体的な施策がほぼ皆無であった東日本大震災において、調査参加者はいかに支援活動をしたの

か。また被災した女性たちに最も身近に接したであろうこれらの支援者が何を課題と認識したのか。

これらを記録・整理して支援活動や政策の改善につなげることがこの調査の目的であった。 

ここで報告するのはその「後継調査」（調査機関：2019 年 9 月～実施中）である。「東日本大震

災における支援活動経験に関する調査」と同じ調査参加者がその後どのように活動を展開し、復興

の状況をどう認識しているかを問う。中長期的な視点で被災地の女性や多様な立場にある人々の現

状と変化を理解し、復興期における支援活動や政策の改善につなげることが目的である。 

この調査は本報告の時点で実施中である。ここでは聞き取りが終了した部分のみについて暫定的

な考察を行い、本科研チームが模索している復興指標と、令和２年度以降に実施予定のリーダー調

査への示唆を提示する。なお、本稿では「東日本大震災における支援活動経験に関する調査」を「2011

年調査」と呼び、その「後継調査」を「2019年調査」と呼ぶことにする。 

 

調査の概要 

１） 調査名：「東日本大震災における支援活動経験に関する調査」の後継調査 

２） 調査期間：2019年 9月～2020年 8月頃（実施中） 

３） 調査実施者：池田恵子（静岡大学）・柘植あづみ（明治学院大学） 

４） 調査参加者：「東日本大震災における支援活動経験に関する調査」（2011～2012年）に参加

した 40組 50名のうち、参加承諾が得られた人々。 

５） 調査方法：対面による半構造化インタビューもしくはグループインタビュー（1～2時間）。 

６） 主な調査項目：①支援活動の継続と変化、②東日本大震災から８～９年を経過した時点での

女性（高齢者、子ども、障害者、外国人など）の状況に関する意見、③東日本大震災直後の

支援活動・災害対応に関する再評価、④「復興」への関与と意見、⑤ジェンダー・多様性の

視点をもつ防災・災害対応・復興の担い手の変化、⑥その他 

７） 本報告で用いるデータ：2020年 2月末現在で聞き取りが終了している 22組2（29名：全員女

性）への聞き取りデータのうち、主として上記６）の質問項目の①と②の調査結果のみを使

用する。 

 

2. 「支援者調査」の後継調査：結果概要    

2.1. 調査参加者（本報告に使用するデータ）の属性・立場など 

 調査参加者が支援活動を行った立場と年代、「2011年調査」時と「2019年調査」時の活動内容を
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表 1に示した。22組の調査参加者は、市民活動団体もしくは行政の外郭団体（男女共同参画センター

や国際交流協会など）の立場で東日本大震災の前から被災地で業務・活動の一環としてジェンダー

平等やマイノリティ支援を行い、自らも被災した人・団体が大半を占める。震災後に被災地外から

来て活動を開始した人・団体は 1組（No.11）だけである。したがって、大半の調査参加者は、女性

やマイノリティ的な立場にある人々の復興における状況や課題を詳細に、かつ震災前からの状況と

も関連付けて認識している。これらの課題は、通常のジェンダー・ブラインドな復興の調査では漏

れ落ちてしまいがちである。 

継続調査ということもあり、年齢層は高めで 60 代以上が多い。6 組の調査参加者は、「支援者調

査」の時点から、退職、転職、所属団体の変更などによって所属や立場が変わったが、活動の専門

領域（男女共同参画、子ども支援、社会福祉など）が変わった人・団体はなかった。団体が解散し

て復興に関わる活動をやめたのは 1組（No.12）のみであった。 

 

2.2. 活動内容 

「2011 年調査」時点の支援活動内容は多岐にわたったが、なかでも多く見られたのは、女性用物

資の調達と配布、避難所の生活環境の改善（女性専用ルームの運営など）、相談および相談の機能

を持つ活動（すなわちサロン、マッサージ、お茶会など）、被災した女性のニーズ把握などであっ

た。当時の災害対応において一般的な被災者支援において漏れ落ちがちなニーズを理解し、応えよ

うとする活動だった。 

「2019 年調査」時の活動の課題領域は、DV/性暴力/離婚、高齢者福祉、子ども・子育て、集いの

場づくり、雇用、原発避難者の交流、地域情報発信、公的な復興の議論の場への参加などと幅広く、

高齢者、若年層（10代後半から 20代）など対象を特定した支援もみられている。避難所や仮設住宅

での生活、物資の不足など、災害時ならではの課題への対応が中心であった「2011 年調査」時点と

比較すると、「2019 年調査」では、震災前からあったものが顕在化したような基本的な社会的課題

への取り組みが多くみられている。 

調査参加者の活動内容とその形態について、いくつか特徴を見出すことができる（表 1）。まず、

「相談」（対面、電話、SNSなど）は引き続き多く実施されている（No.1,8,10,13,15,19）。相談者

の年代や相談内容を特定しない相談もあるが、むしろ性暴力や DV相談、女性向けキャリア相談、若

年女性を対象とした相談（被虐待、性暴力、引きこもり、依存症など）と、専門領域や対象が焦点

化されてきている。復興期における課題の多様化がうかがわれる。「サロン、サークル活動、手工

芸品グループ」の支援も多く実施されている（No.1,3,6,9,13,14,16）。「サロン」の実態は多様で

ある。お茶会、手芸の会、お話サロンなど幅広い。引きこもりがちな被災者に集いの場を提供し、

心のケアを目的とする共通点がある（集う人々には「心のケア」と明示されない）。主催者ごとに、

高齢男女、子育て中の女性などというふうに主要な参加者の世代に違いがみられ、生活や家族の問

題をピアサポート的に語りあえる場として機能している。心のケアという点では、教育現場の関係

者の心のサポートを意識的に行った No17も該当し、幅広い人が心の回復にかかわっていることがわ

かる。 
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表１ 調査参加者の概要および活動内容（2011-12 年、2019 年以前の数年） 

No 所属・立場 年代 活動地 活動内容（2011-2012年） 活動内容（2019年以前の数年） 
*1 市民活動団体 

（ジェンダー） 
40－
70 

福島 
広域 

女性相談；避難所の女性専用ルーム
運営；電話相談；サロンなど 

電話相談；ママ友サロン；同行支
援（DV/性暴力） 

2 行政外郭施設 
（ジェンダー） 

40 福島 
広域 

避難所の女性専用ルーム開設/運営
責任者；避難者支援を行う女性団体
への後方支援、支援経験の情報発信 

被災・復興の経験共有（生徒向
け）；復興の女性人材育成 

3 行政外郭施設 
（福祉） 

50 福島 
原発避難 

震災/原発避難者への対人ケア（主
に高齢者）；サロン運営；仮設住宅
での福祉（障害者/高齢者） 

生活支援相談員とりまとめ；遠距
離避難者の交流；帰還者への支援
（介護予防教室/サロン）；復興 FM 

4 行政外郭施設 
（国際） 

70 福島 
原発避難 

物資供給；相談；外国人の安否所在
確認/サロン/情報収集発信 

海外取材中継ぎ；原発被災の発
信；被災地外の女性支援団体の中
継ぎ 

5  個人 
（医療職） 

70 福島 
原発避難 

相談；対人ケア；若い看護師の相談 准看護学校の再建に参加 

6  市民活動団体 
（ジェンダー） 

70 宮城/ 
福島 
広域 

女性のニーズ把握；洗濯ボランティ
ア；女性用下着などの配布；女性相
談 

女性の状況を記録発信（調査/伝承
/シンポ）；サロン；地域防災リー
ダーの育成（男女）；復興関連審
議会や研修講師 

7  行政職員 
（消防） 

40 宮城 
広域 

現場指揮本部の通信員 地域防災組織の支援；女性防災
リーダー育成の研修 

8  市民活動団体 
（ジェンダー） 

60 宮城 
広域 

女性用物資配布；女性のニーズ把握
（マッサージ/お茶会/手芸）；DV/
性暴力防止・対応の電話相談と情報
提供 

DV/性暴力/離婚の相談/相談員研
修/同行支援；若者支援（被虐待/
不登校/依存症/性暴力）；養護施
設を出た若者の支援 

9 市民活動団体 
（ジェンダー） 

60 宮城 
津波 
 

物資支援；女性のニーズ把握（マッ
サージ/お茶会/手芸）；女性経営者
支援；被災者による情報発信；手芸
品販売 

サロン（心のケア、高齢者）；高
校生の DV講座 

10 市民活動団体 
（子ども支援） 

60 宮城 
広域 

子どもの遊び場；物資支援；子ども
向けイベント実施；子育て相談と支
援者相談/研修；子ども支援の仲介 

親子への物資支援と相談；子ども
支援者の研修/ネットワーク化；子
ども電話相談；被災地の「子ども
子育て県民条例」 

*11 市民活動団体 
（ジェンダー） 

40 宮城 
広域 

ボランティアや地域女性団体の連
携調整；避難所/仮設住宅の女性
ニーズ把握；手工芸（集い＋収入）；
サロン 

テーマ型コミュニティづくりと小
ビジネス（女性のエンパワメン
ト）；女性リーダーシップ育成研
修・交流；キャリア相談 

*12 市民活動団体 
（ジェンダー） 

60－
70 

宮城 
地震 

避難所で女性ニーズ調査；女性用品
の調達/配布；マッサージ；サロン 

解散したため地元では活動なし；
熊本地震の避難所運営支援 

13 個人 
（まちづくり） 

50 宮城 
津波 

避難所・仮設住宅での女性ニーズ把
握；サロンなど 

手工芸品製作者グループ支援；コ
ミュニティカフェでキャリア相談  

14 市民活動団体 
（親子支援） 

60 岩手他 
広域 

絵本の寄付受付・整理･被災地への
寄贈；移動図書館車 

絵本サロン、お話サロン（学童） 

15 行政外郭団体 
（ジェンダー） 

60 岩手 
広域 

避難所の開設；被災者相談；復興計
画へのコメント 

女性の経験の記録発信；総合計画
や復興プランへの意見出し；女性
相談 

16 議員 60 岩手 
津波 

物資の手配と配布；サロンの開催 サークル活動支援；駄菓子屋（高
齢者が運営）；子ども動物セラピー 

17 行政（教育、社
会教育） 

60 岩手 
広域 

避難所に自主運営組織が立ち上が
るまでの運営；児童と保護者の心の
ケア 

学校復興計画「心のサポート」、
復興教育、教員/保護者の心のケア 

18 行政外郭団体 
（ジェンダー） 

70 岩手 
地震 

女性用物資の調達と配達/安否確
認；起業支援 

買い物代行から男女共同参画業務
へ；復興委員会の女性参画推進専
門委員会 

19 市民活動団体 
（ジェンダー） 

70 岩手 
広域 

女性用物資の調達と配達/安否確
認；起業支援 

若年女性の相談/支援（同世代の
SNS）、買い物代行（安否確認）か
ら継続支援 

20 生産組合 
（女性部） 

60 岩手 
津波 

避難所の炊き出し；支援物資の仕分
けと配布のリーダー 

復興委員会の女性参画推進専門委
員会；復興委員会（漁業） 

21 市民活動団体 
（ジェンダー） 

70 岩手 
津波 

安否確認；物資の供給；地元商店の
早期再開 

被災と復興の状況発信；学童保育
の指導員；地域協議会 

22 市民活動団体 
（ジェンダー） 

60 岩手 
津波 

安否確認；物資の供給；被災者の傾
聴；被災地支援の仲介 

被災と復興の状況の発信；防災や
健康などの課題の学習会開催 

「支援者調査」の後継調査（2019 年 9 月～実施中）より作成。「No」欄の「*」はグループインタビュー。性別は全員女

性。 
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震災から時間が経過するにつれ、心の回復に関する課題が「相談」よりも「サロン」へ持ち込ま

れるようになっているとの指摘もある（No.9）。これら「相談」や「サロン」に類する活動の多さ

は、心の回復、暮らしや安全などの課題を抱え、もしくは一歩踏み出すために背中を押す何かを必

要とする人々が、復興期には長期にわたって多く存在することを物語っている。 

女性の視点からの「情報収集、記録と発信、学習の場の提供」活動もみられている（No.6,15,21,22）。

東日本大震災以降、いわゆる「市民調査」3として、被災地の女性が女性を対象に被災や復興の状況

を調査して発信するようになった。なかには、同じ参加者に対して定期的に聞き取りやアンケート

調査を行い、調査結果から立ち現れる課題を通して「復興」を論じるなど、本科研のテーマとも関

係が深い調査もある4（No.6,15）。また、被災地で刻々と移り行く課題を年ごとに学習テーマとして

取り上げ、継続して学習会を開くなど、復興の過程でおこっていることを学び発信する活動もみら

れている（No.21,22）。これらの調査報告や発信には、政策提言につなげるまでに至らずとも、記

録を残して経験を伝承し、民間の立場から将来の災害に備えようとする意図がうかがえる。その一

方で、「防災や復興にかかわる女性リーダー育成」（No.2,6,7,11）や、県もしくは市町の復興関係

の審議会などへの参加」したり、復興や将来の災害対応において意思決定に参加できる女性を育成

したりする取組（No.6,10,11,20,21）もみられている。 

 

2.3. 指摘された復興期の課題 

東日本大震災から 8-9 年を経過した時点で、女性（高齢者、子ども、障害者、外国人など）の状

況に関して課題であるとして指摘された事項を表 2 に示した。この情報に依拠して、指標をたてて

状況を客観的に把握する必要があると思われる主な課題を列挙する。列挙順に意味はない。No.番号

は、表１および２に記した調査参加者の番号を示す。 

 

①人口の流失、②若年層の人口流出（特に女性）（No.1,2,8,9,16,18） 

③家族の分離（No.1,3,5,6,8,9,10,19） 

④小学校の統廃合・児童数の減少（No.3,4,5,10） 

⑤生活困窮・賃金格差・働く場・雇用（No.3,8,10,16,19） 

⑥生活インフラ（買い物・交通など）・子育ての場（No.2,8,9,11,14,16,19） 

⑦帰還・自主避難・住宅・移転先の関係（No.1, 3, 4, 5, 6, 12 ） 

⑧かさ上げや防潮堤の建設など（No.13, 16, 21, 22） 

⑨DV／性暴力／離婚、安全（No.1,8,9,10,15,18,19） 

⑩心身の健康（No.1,6,9,17,21,22） 

⑪高齢者の孤立・孤独（No.1, 6, 9, 12, 13） 

⑫若年男女の問題（虐待・引きこもり・不登校、居場所、性被害、依存症など）（No.8, 10, 18, 19） 

⑬子どもの状態（No.8, 10, 18, 19） 
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表２ 女性（高齢者、子ども、障害者、外国人など）の状況（2019年頃）に関する意見 

No 状況 男女共同参画の変化 

*1 高齢女性の孤独孤立；家族の分離；自主避難者の家賃・暮らし；
帰還の迷い；家族の分離；主訴と震災の関係の不可視化 

女性議員の減少；母子施設（公設）の減少；ジェ
ンダー系間団体の相次ぐ解散 

2 若年女性の流出；大学の定員割れ；（帰還後）学校や病院が遠
く子育ての相談をする場所もない 

ジェンダー平等系団体の解散；農産物販売促進
/農業女子などの団体は増加 

3 学校・児童数の減少；30－40 代の男女比が３対１；世帯構成の
変化；女性の安全・声掛け；働き手不足 

帰還後に外から団体は来たが「ジェンダー平等
の発想はない」 

4 外国人労働者の増加と職場の問題；小学校・児童の減少；復興
公営住宅の位置や間取り高評価；帰還の迷い 

市の審議会は女性比率向上を努力しなくなっ
た；女性の市議会議員は震災前の 3人から 1人
に減少 

5  看護学生が集まらない（若年人口流失）；転入者の没交渉；小
中学校数・生徒の減少；家族の分離、嫁の窮屈さから解放され
た世代 

男女共同参画審議会から計画推進委員会への
権限縮小；男女共同参画広報誌の発行回数と紙
面数が減少 

6  女性の研修を行う連合自治会などの出現；帰宅できない自宅の
処分；家族・自身の体調不良；家族の分離；高齢者一人暮らし
の増加；女性の二極化 

防災を切り口にすることで男女共同参画が「地
域レベルでは進展した」 

7  自らが防災に関わっていこうとする女性が増えた 災害時の働き方（女性消防吏員） 

8  沿岸地の人口減少；若年男女の問題（左欄、回復していない親、
経済的困難）；経済的 DV；家族構成の変化 

行政の不勉強が続く；既存の男女共同参画で対
応できない課題の出現（若年男女の課題） 

9 買い物と公共交通の不便；災害は女性に大きなチャンスだった。
それに乗れた人とそうでない人；居場所がない高齢女性 

男女共同参画は「ない」 

10 宮城県は不登校の発生率 1位（親の困窮や健康問題）；震災 2
世の子も不安定；愛着障害（災害≒虐待）；貧困と奨学金；学
校の減少 

言及なし 

*11 「やりたい」を待つ（子育てしやすいまちづくりを女性たちが
１年かけて提案）；若い世代の性別役割意識や家庭責任意識の
強さ 

言及なし 

*12 隣接する津波被害自治体からの転入者（気になるが没交渉）；
「被災地ではない」 

特に大きな変化はない；総合計画の審議会で男
女共同参画の議論できず 

13 家族の人間関係（高齢者の居場所、夫婦の不仲など）；高台移
転の議論の仕方；外部から支援に入った団体が残った良影響 

言及なし 

14 住まいが定まると働きに出る女性が増えるが学童や保育施設が
不足；子どもの心のケアは時間がかかる 

言及なし 

15 多様な人の可視化（在宅避難、障害者、LGBT など）・でも縦割
りで横の連携はあるのかな？；多様性を配慮すればジェンダー
平等が自動で進むわけではない 

初めて女性議員（震災前ゼロ）；防災活動する
若手女性は増加；緊急雇用で女性枠なく（障害
者枠あり）指摘で改善 

16 かさ上げに時間がかかった；働く場がない；人口流失；子ども
の遊び場がない；女子の進路や就職を家族が拘束しなくなった
（男子よりも） 

言及なし 

17 児童数は震災当時の３分の１に；子どもと保護者の心の問題が
現在も続く；対応しきれない教員；母子世帯中心に生活不安定 

言及なし 

18 出産年齢の女性の流出；若年女性の就学継続困難のケース；復
興の審議過程へ女性の議論をフィードバックする困難（「アリ
バイ工作」）；多様性という発想は進んだ 

復興に関する統計は男女別に整備することが
不可欠だが、作成・使用されていない 

19 10・20 代の女性の問題（家族の変化・困窮の影響）が災害支援
の中で放置・課題の大きさ；若年女性の安全；男女の賃金格差； 

女性議員が新たに誕生 

20 漁協女性部の部員の減少傾向の中で「正会員」になる女性の増
加（家族、生計構造の変化）；男女別の復興の議論は効果的で
ない 

地域組織も漁協も行政も男女共同参画では進
展しなかった 

21 心の回復に時間がかかっている人が多い；防潮堤をめぐる議
論；LGBTや障害者など多様性に関する理解は進んだ 

言及なし 

22 被災地の状況を発信する際の理解の齟齬；防災活動を行う女性
グループ；民生委員などの心のケア（支援者の支援） 

審議会の女性比率は大幅に増加、若い女性が増
加、発言するようになってきた 

支援者調査」の後継調査（2019年 9月～実施中）より作成。 
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紙幅の都合から、いくつかの課題についてのみ、調査参加者の語りを「」中に引用する形で整理

する。引用中の（）は筆者が補った部分である。 

地域によっては、「女性に関していえば一番の課題は、25歳から 45歳ぐらいまでの、ちょうど子

産みの時期に相当する年齢の女性が、どんどん都会に行っちゃった」ことであり、それが「震災後

現れた大きな変化」（No.18）であると、②若年層の人口流出（特に女性）の長期的な影響も含めて

深刻に受け止められている。 

男女を問わず若年層の人口流失に拍車がかかった背景について、「働く場所がすぐに復興できな

かった、････（家や店を再建するのが）かさ上げをする場所だったりすると、何年も待たされる」

（No.16）、「（沿岸部と）都会との賃金格差が大きい」（No.18）、「人が帰還している地域では、

学校や病院がなくて女性たちが子育ての相談をする場所もない」（No.2）、「若い人が都会に避難

して帰ってこないのは、･･･向こうでもう仕事探してしまったですね…。子どもも預けるところもあ

るし、…子どもの教育が都会で始まってしまったから」（No.4）など、④小学校の統廃合・児童数

の減少、⑤生活困窮・賃金格差・働く場・雇用、⑥生活インフラ（買い物・交通など）・子育ての

場、⑧かさ上げや防潮堤の建設など、関連する多様な事情の結果であると認識されている。 

 避難過程での③家族の分離をきっかけに、若い女性たちが家族内の位置や関係性を再考したと説

明する人もいる。「村部のお嫁さんは市内よりは頭の硬い舅さん、姑さんとご一緒に生活してます

よね。それで…、高齢者だけ、若夫婦と子どもだけっていう避難の仕方した方もいますよね。そう

するとお嫁さんは『うわー、私たちだけの世界』って、とても快適になってしまった。じゃあそろ

そろ帰るかっていうときに、『いや、うちは子どもいるから、じいちゃんばあちゃん先にどうぞ』っ

て、もう帰ってこない人が村部には多いって…。あそこの嫁さんもここの嫁さんも、帰ってこない

んだよって」（No.5）。同様の意見は、福島県、岩手県、宮城県の調査参加者から聞かれている。

さらに踏み込んで、家族による若年女性の行動規制が弱められる方向でジェンダー規範が変化した

との言及もあった。「…（沿岸部では）女の子は山の向こうへ越しちゃいけないとか、結婚すると

きも沿岸は沿岸の人たち同士で婚姻するとか、そういう慣習が非常に強かったんだけど、そういう

ところが崩れて。震災の影響で一番大きいのはそれかな。もちろん沿岸に仕事もなくなって住むと

ころもなくなったりいろんな要因があると思うんですけど」（No.18）。 

 ⑪高齢者の孤立・孤独、⑫若年男女の問題、⑬子どもの状態など、特定の年齢集団の課題への言

及もみられた。高齢者に関しては、「（若い夫婦だけが遠くへ避難しても、高齢男性である）自分

は病気があったり、身体的に不自由だったりするので、行かれない。お医者さんのこともあるし、

隣近所もあるから行かれない。だけど、寂しい」、「（嫁の実家の近くに避難した）息子さんたち

は『一緒に暮らそうと。お母さんの部屋も準備する』…と。（しかし…）姑の私が行ったら、息子

の立場がない。迷惑を掛けてはいけないというのが、高齢（女性）の相談には大きく関わってます

ね。自分はいっぱい、いっぱい家族の世話も、地域の人の世話もしていて、それは当たり前だった。

でも、自分が、立場が逆になって迷惑を掛けることだけはあってはならないっていうね、その気持

ちが」（No.1）と、ジェンダー意識へのとらわれから家族分離の課題を考察する人もいた。③家族

の分離が、高齢世代、若い世代のそれぞれに意味するところには大きな違いがある。 

 「若い女の子が、とっちらかし（支援もなく放置されていた意）になってた。お年寄りとか子ど
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もとか、障害を持ってる人たちにはすぐ目が行くんだけど、若い女の子、若い男の子に全然目が行

かなかった」と振り返る支援者（No.19）は、「…被災地の高校で話をした時に『これは危ない』っ

て 。…今、若い女の子たちの置かれてる状況ってすごい大変で、家族がいても自分の居場所がない。

場所がないから外に出る、出ると声掛けられる」と被災地における女子中高生の安全の問題や、大

学生の経済問題を指摘する。被虐待や性暴力のサバイバーであったり、引きこもり、依存症などの

状況にある若者たちが復興の中で放置されてきたことを指摘する調査参加者は他にもある（No.8）

が、この領域の支援活動は、まだまだ少ない。 

 子ども支援に長くかかわってきた経験を持つ調査参加者は、2011年以降に誕生した子どもたちが、

保育園や小学校に入った時に起こる課題について、「震災後に親が子どものことを顧みれないほど

大変な状況で育った子どもたちが愛着障害の結果ではないか」（No.10）と指摘する。そして「震災

当時、高校生ぐらいの子どもたちは、もう親になって子育てをし、震災の第 2 世代が育っている。

その親の状況も不安だし、その育てられている子どもたちも不安がある」という状況が生じている

という。若年男女の課題が放置され続けると、この震災の第２世代の問題がより顕在化してくると

考えられる。子ども電話相談の内容も、震災後から、刻々と変化しているという。 

 ⑨DV／性暴力／離婚、安全については、「2011年調査」の段階にはそれほど指摘されなかった（存

在しなかったわけではない）若年層の性暴力や性産業への関与が指摘されている。調査参加者の中

で性暴力や DVについて活動している人の中では、この課題は震災前からあったものであるが、復興

事業として女性相談が導入されたことによって、問題を顕在化することができ、相談を受ける人が

増えたとする声も上がっている（No.8）。 

 以上に示した課題は、相互に関係があり、一つの課題が放置されることによって別の課題が深刻

化するという状況が引き起こされていると考えられる。 

 

2.4. 男女共同参画の進展と復興の議論への女性の関与 

男性と女性とでは復興に何を期待するか、どんなニーズが高いか異なるという指摘があった。「子

育て中の女性たちが欲しかったものは公園だったが、（私たちが）公園をつくることはできないの

で、『子育てフェスタ』の企画をした」、「（中越地震の被災地見学をした）お母さんたちは、町

が立派に復興しても人がいないと町は続かないっていう現実を見た。で、今ここで子育てしてる世

代とか若い世代が暮らしやすい町にならなきゃいけないんだっていうことをみんなが言った」

（No.11）というふうに、女性たちのニーズを掘り起こして活動につなげた調査参加者もいる。 

しかしながら、公の場で復興に女性が意見を出せたかというと、なかなか難しい。「（移転する

かどうかの話し合いは、）ここは女性たちは、ほとんどなかった。もう男衆で決めた。…結構強力

なリーダーシップの下、『おめたち、こうだからな』って」（No.13）。復興に女性の声を届けよう

と思っても、「県の東日本大震災津波復興委員会に女性参画推進専門委員会ができても、計画の中

に災害弱者や女性の視点を入れてっていう一言、一行加わっただけだった。現実はそんなですよ。

それでも諦めずに猛烈発言します。そうしてるうちに少し変わってくる。女性の視点を入れざるを

得ないなっていうくらいのところまで来たでしょうかね」（No.18）という実態も紹介された。 

「2019 年調査」の聞き取りの中で、何人かの調査参加者は、復興の過程で男女共同参画が進んだ

かどうかについて語っている（表 2）。興味深いことに、福島県ではすべての調査参加者によって男
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女共同参画は後退したと考えられている。その理由は、地方議会議員の女性議員が減った（No.1,4）、

母子施設やジェンダー系活動団体の解散（No.1,2）、行政の審議会の女性委員割合の減少や男女共

同参画のための審議会の権限の縮小（No.4,5）などである。しかし、岩手県と宮城県の沿岸地方で

は、地方議会議員に初めて女性が選出されたり（それまではゼロ）（No.15,19）、行政の審議会で

若手や女性が発言することが普通になってきたり（No.15,22）、地域組織を母体とした自主防災組

織への女性の参加の必要性がようやく理解されて来た（No.6,7,19）などの声がある。一方で、まだ

まだ大きな変化はないという意見も多い。 

 

3. 復興指標、復興感に関する指標や質問項目への示唆 

3.1. 復興指標、復興感に関する指標への示唆 

本科研の「復興指標」班ジェンダー・チーム（浅野・池田）は、「ジェンダー視点から見た復興

指標」（浅野幸子報告を参照）を選定した。上記（２．）の報告は、個々の指標を選定した背景理

由もしくは根拠となるものである。今後、提案された復興指標を用いて量的な調査を行う際に注目

する必要があると思われる事項を挙げておく。 

災害前の状況の分析 

上記２．に示した復興期の課題が、「災害復興の課題」か「平常の社会の課題」かは、わけられ

ないという認識が、大半の調査参加者にみられている。災害社会学の基本タームである脆弱性の考

え方に照らしても、このことは妥当である。土台がしっかりしていれば災害で被害を受けても元に

戻しやすいが、そうでない場合には状況が深刻化して次つぎ課題が連鎖して出てくる。したがって、

震災前の状況との比較考察をしっかりと行う必要がある。 

年代別・性別に細分化されたデータ収集と考察 

 復興の時間がすすむにつれ、立場や性別・年代別の課題が焦点化されている。そのような課題を

浮き彫りにし、復興をより人間の実態に即して把握するためにも、可能な限り統計は年代別・性別

に収集、分析するべきである。ところが、中央省庁においても、地方自治体においても、合計は発

表されても性別もしくは年代別の統計は公開されていないことが多い。ここで諦めるのではなく、

細分化されたデータの開示を求めていくべきである。 

政策が体系化されていない領域・アクセスしにくいに統計資料への対応 

 復興の過程でようやく可視化されてきた課題の代表的なものが若年男女の課題である。元々、若

年層支援は、政府・民間ともに支援の施策・活動が少なく政策が体系化されていない領域であった。

復興においてもこの課題が政策的な対応から取り残された結果、課題が顕在化した。この状況がさ

らに続くと、震災当時子どもだった世代が回復しないままに子育てをする課題の深刻化へとつなが

る。このように社会課題の領域として認知されて日が浅く、政策が体系化されていない課題を示す

ための統計はなかなか存在しない。また、DV や性暴力については、警察や相談機関で把握される件

数は、「氷山の一角」であり、その数値をもって増減を論じることはあまり意味がない。 

これらの課題については、支援団体などが持っている情報を活用するなどして、補足的に統計を

作成するべきである。政策が体系化されていなかったり、アクセスしにくいことを理由に実態をあ

ぶりださないでおけば、これらの課題は、災害が起こるたびに再生産されていくばかりである。 
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3.2. リーダー調査への示唆 

 誰にとっての復興か。リーダー調査でいう「リーダー」として、すぐに想起されるのは、町内会

や自治会に代表される地域組織やまちづくり系の市民活動団体の代表者であろう。地域組織の代表

者は、退職した世代以上の男性が大半を占め、市民活動団体のリーダーも男性が圧倒的に多い。彼

らに復興の課題や、そもそも復興とは何かを尋ねるなら、本報告の２．で紹介したような課題を重

要な課題として挙げることは珍しいかもしれない。 

報告者は、本報告の調査参加者たちを「中間の存在」と位置付けている。様々な状態に置かれた

人々の声を聞くことができ、またある程度、政策の動向についてもアンテナを張っているという意

味で「中間」である。多様なニーズを聞くことができる立場にある人は、地域に根付いて活動して

いる当事者団体（障害者、高齢者、外国人、セクシャルマイノリティなど）やその支援団体に多い。

女性のニーズであれば、まさに本報告の調査参加者であろう。このような多様な人々の身近で課題

に取り組んでいる人々をリーダー調査に含めるべきである。 

 

４．復興の地域最適解とは何かを問う 

 いくつかの疑問を提示しておきたい。 

誰にとっての最適解か。誰が、いつ判断するのか。 

コミュニティにとっての最適解が、世帯や個人の最適解と一致しない場合にどうするのか。コミュ

ニティを構成する最小単位を世帯と考えた時、上記２．で論じた高齢者・若年層・子どもが復興期

に被った課題のように、世帯内で異なる影響をどのように評価するのか。 

とりわけ、特定の集団が地域の意思決定に参加しておらず、特定の集団のニーズが見えにくい状

況下で得られた情報に依拠して最適解を考えることは、脆弱性の再生産とはならないだろうか。 

地域の参画力の一部としての女性・多様な人たち 

では、見えにくい課題をどう掬い取るか。 

人口推移、地域の基幹産業、地域の独立性（産業、通勤圏など）、コミュニティの共同活動と住

民間の凝集性、被害の大きさ（産業、鉄道の被害の影響がどれくらいあるか）、地域のリーダーが

生き残ったかどうか、都市の再生プランが以前からあったか、事後的にできたプランを行政主導か

市民主導か。 

これらの観点に加えて、「女性や多様な人々の参加状況」の視点を加えることを提案したい。本

報告で論じてきたような、これまで見えにくかった復興の課題を掬い取ってよりよい社会への復興

を論じることができる主体は、地域社会に確実に存在しているが、すべての地域で存在するわけで

はない。地域に存在していても、復興の議論に参加して（できて）いなかったり、調査研究の場で

は不可視化されていたりするかもしれない。「女性や多様な人々の参加状況」に着目することによっ

て、復興の議論にどのような課題を含むことができるか、地域の人々である程度議論できるのか外

装的に議論を誘導する必要があるのか違ってくるだろう。「ジェンダー視点から見た復興指標」（本

報告書の浅野・池田報告を参照）の「地域社会」（自治会長に占める女性割合）、「女性相談」（相

談件数）「よりよい社会への復興」（復興計画策定員会の女性比率）、地域で活動する市民活動団

体数は、この視点の代替指標として有効かもしれない。 
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