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ジェンダー視点から見た災害過程の各段階における指標の検討 

 

浅野 幸子（早稲田大学）・池田 恵子（静岡大学） 

 

 

１．はじめに 

 

東日本大震災の被災地の被害の様相と復興過程を評価するにあたっては、基盤整備や住

宅の確保だけでなく、災害発生以前の日常的な生活圏の有り様や、自治体域を超えた都市

圏や同一生活文化圏などとの関係における、人々の暮らしを支える条件――仕事、ケアサ

ービス、地域への愛着・誇り・居心地など――と、そうした地域条件に基づく人々の移動

の動向について詳しく見ていく必要があるが、その際、ジェンダーの視点は不可欠である

と考える。 

たとえば、人口の動態一つを取り上げても、家族関係や経済問題も含めた家族の暮らし

方の選択の結果、つまり、個人と家族の生存戦略のあり様が強く影響することから、家計

状況と職場へのアクセス（複数の家族が働いて家計を成り立たせているケースも少なくな

い）、育児・介護サービスの充実度、DV・虐待等の暴力問題の傾向などを見ることは不可欠

であろう。また、復興事業への生活者目線の反映状況を見るために、復興計画策定プロセ

スにおける女性の参画度合についても見ていく必要があると考える。 

そこで本稿では、東日本大震災の被災地における被害・被災状況と復興度に関する指標

の設定にあたり、ジェンダー視点がどのような意味を持つのかについて整理し、具体的な

指標項目の設定の可能性について検討する。 

なお、今回挙げたデータ項目は、量的なデータでかつ市町村間の比較が可能なものに絞

ったが、質的なデータを基にした指標の設定の可能性についても今後の検討課題としたい。 

 

２．指標の検討 

 

（１）先行研究の調査と検討の枠組み 

 

 検討の前段階において、災害過程におけるジェンダー関連の課題について言及している

国内の文献について、東日本大震災以前にまでさかのぼって網羅的に検索を行い1、その中

でも研究的価値が高いと考えられる 114 本の文献を 18 項目に分けて整理した（表１）。た

だし、災害とジェンダー課題を主題とした学術論文の数自体が限られていることは事前の

 

1 文献の検索にあたっては、CiNii、防災専門図書館、国立女性教育会館アーカイブセン

ター、神戸大学震災文庫、兵庫県立人と防災未来センターの各データベース、東日本大震

災の被災地の主要大学の機関リポジトリを主な対象とした。検索あたっては、「女性」「ジ

ェンダー」「男女共同参画」「性別」の主要ワードと、「防災」「復興」のワードのほか、過

去の大規模災害の名称、独自に設定した表 1 の分類項目に関するワードを組み合わせる形

で検索を実施した。 



科研費基盤(A)19H00613 2019年度報告書 ジェンダーWG（指標グループ） 

 

2 

 

調査で判明していたため、表１の A 群については学術論文以外の文献も積極的に検索対象

とした。B～E 群については学術論文・学術書を中心とし、子育て・介護、保健・医療、広

域避難（家族関係の問題が顕在化した原発事故に関するものを含む）など、幅広い研究領

域を対象として検索を行った。 

その結果、災害過程の各段階における多様な生活課題に対する、ジェンダー視点からの

分析の重要性が改めて明らかになった。ただし、量的調査にもとづく学術論文は限られて

おり、公的な統計データも十分活用されているとはいえなかった。そのため、東日本大震

災の災害過程について、各種の統計データを用いてジェンダー視点から分析を試みること

自体に意義があるといえる。なお、今回の指標項目の検討にあたって重要と思われる関連

文献を、上記の検索結果による 43 の文献を含めて末尾の参考文献一覧に示した。 

 

表 1 災害とジェンダーに関する国内文献の分類項目 （作成：浅野幸子） 

 

 

 

また、先行研究を調べたところ、福島第一原発事故に伴う研究、とりわけ広域避難の問

題に関する研究の多くで、家族関係を含むジェンダーの視点を持つ一方で、津波被災地を

対象としたジェンダー視点を含む研究はわずかしか見当たらなかった。 

原発事故については、避難直後から家族の離散や、遠方の避難先での生活の長期化、帰

還をめぐる家族間の葛藤、とりわけ母子による広域避難の問題が顕在化したため、ジェン

ダー視点は必然的に盛り込まれることになったといえる。しかし、津波被災地においても、

避難先の選定や住宅再建には、家族関係が大なり小なり関係しているはずであり、世帯の

分離/再編があったケースも少なくないと考えられる（前田・佃・小野田ほか 2020）。 

たとえば柄谷らは、岩手県陸前高田市で自主住宅移転再建を果たした 14 世帯について

の詳細な分析を行っているが（柄谷・近藤 2016）、災害に対するリスクのとらえ方、子ど

も・高齢者、地域との関係性、年齢（特にローン問題との関係）、土地の所有状況、復興事

業の進捗状況といった複数の要素をもとに意思決定を行っていることや、再建に役立った

関係性（人的資源）を明らかにしている。対象は比較的条件に恵まれた世帯であると考え

られるが、それでも、これだけの要因を見る必要があるということを示している。 

こうした先行研究も踏まえながら、被災地における被害のインパクトと復興状況につい

A 群：領域全体の理解 

①総論  

②政策 

③支援活動（草の根の 

グループ含む） 

④記録・歴史 

B 群：予防 

⑤防災啓発・人材育成 

⑥地域防災活動 

・防災まちづくり 

 

 

C 群：発災直後・応急対応 

⑦人的被害・避難行動 

⑧避難生活（広域避難含む） 

⑨医療・保健・福祉 

D 群：復旧・復興 

⑩家庭生活（夫婦・家族関係、

子育て・介護など） 

⑪経済（雇用・労働） 

⑫住宅 

⑬復興まちづくり 

 

E 群：その他の重要テーマ 

⑭暴力（性暴力・DV・ 

虐待など） 

⑮若年女性 

⑯障害者 

⑰LGBT 

⑱多文化共生 
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て把握するための指標として、必要と思われる統計データ項目について検討を行い、表 2

にまとめたが、次節では、災害過程の段階の指標項目の設定の趣旨について、関連した先

行研究とともに説明する。 

なお、福島第一原発事故の影響による広域避難については、特に子育て世帯の避難や母

子避難が広範に起きていたこと、避難および帰還をめぐる葛藤を通して世帯分離や離婚が

生じていることが各種調査からわかっているが、その避難生活の内実や世帯の変動状況に

ついて統計的に示すことは難しいと考え、指標項目の設定は残念ながら見送った。とはい

え、家族間の葛藤や、育児・介護を担う女性たちへの過重な負担などの問題を深く捉えた

原発事故に関する研究は、津波被災地の研究も大いに参考とすべき点が大いにあると考え

る。 

 

（２）災害過程の各段階における指標の検討 

 

 指標の検討にあたっては、科研グループにおける議論にもとづき、東日本大震災の＜発

生直後＞＜仮の生活（避難生活前期）＞＜復旧期＞＜復興期＞の各段階にわけて検討する

ことが前提となっているが、指標の中でも特に＜復興期＞は、震災発生以前の状況との比

較が求められることから、表 2 で示したように＜全般＞のカテゴリーを設け、＜復興期＞

は主にこの＜全般＞の指標項目により、震災前とその後の経年変化の中で見ていくことと

した。以下、各段階に分けてみていく。 

 

1）全般 

被災地の災害過程における変化についてまず見るべきは、人口動態と世帯構造の変化で

あろう。特に過疎化が進む地域では、将来にわたり持続可能な人口構成であるかどうかも

重要であるため、生産年齢人口に加えて、若年女性の動態も経年変化で見ておく必要があ

ると考える。また、進学・就職による居住地の移動や、雇用・労働状況、Ｕ・Ｉターンの

動向、育児・介護の実態について、男女別統計も用いて詳しく分析する必要があるだろう。 

例えば浅川は、東日本大震災の津波被災地である岩手県大槌町を対象に、人口構造に対

して震災がおよぼした影響について分析を行っている。具体的には、被災直前の 2010 年を

基準年として男女５歳刻み人口数を調べ、基準年の５年前と比較する形でコーホート変化

率をもとめ、それに基づき５年ごとの将来人口の推計を 2040 年まで行い、この推計と、震

災後の実際の人口を比較すれば、震災による人口へのインパクトが把握できるとしている

（浅川 2017）。 

若年女性人口の動向は、日本創成会議のいわゆる「増田レポート」が明らかにしたよう

に、少子化の問題と直接に関連している（日本創成会議・人口減少問題検討分科会 2014）。

若者の地方から大都市への流出については、魅力ある雇用機会が地方に無いという背景を

挙げると同時に、いったん地方を出た若者の中でも特に女性が地元に戻らない傾向が強い

ことなどに加えて、全国で将来的に消滅する自治体が多く生じる可能性があることが指摘

されたことから危機感が広がり、国の地方創生政策につながったことは記憶に新しい。 
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表 2 ジェンダー視点から見た復興指標 

 

＜全般＞ 

＊少子高齢化の傾向 [特に若年女性（15－34 歳）の動向に注目] 
・人口構成（国勢調査／市町村）   
・出生率（人口動態統計・国勢調査／市町村） 
・社会増減（国勢調査／市町村）  
＊世帯内の相互扶助関係等に関する変化（ひとり親家庭も含む） 
・世帯人員、世帯構造（国勢調査／市町村） 
・離婚割合（人口動態統計・国勢調査／市町村） 
＊就労状況 
・就労者数（全数・産業大分類別・従業上の地位別）（国勢調査／市町村） 
・年齢階級別有業率（就業構造基本調査／都道府県・都道府県市部・政令市） 
・従業上の地位・雇用形態           （    〃     ） 
・前職の離職理由・現職の就業理由       （    〃     ） 
・育児・介護をしながら働いている人      （    〃     ） 
・世帯主との続き柄等別の現職の雇用形態についている理由 （  〃  ） 
・自市区町村で従業・通学している人口（国勢調査／市町村） 
・賃金（賃金構造基本統計調査／都道府県）  
・完全失業者数（国政調査／市町村） 
＊進学・就職 
・高卒就職率（学校基礎調査／市町村） 
・大学進学率（学校基礎調査／市町村） 
＊生活の利便性［医療・福祉・保育・買い物］ 
・要介助・介護者数、在宅介護者数（介護保険事業状況報告／市町村・一部事務組合） 
・病院・一般診療所病床数 (医療施設調査／都道府県・二次医療圏・市町村） 
・医師数（医師・歯科医師・薬剤師統計／都道府県・二次医療圏・市町村） 
・介護施設の定員（介護サービス施設・事業所調査／都道府県・政令市・指定都市） 
・保育所定員と待機児童数（市町村のデータ） 
・最寄りの老人デイサービスセンター・保育所までの距離 
 （住宅・土地統計調査／町村は人口 1.5 万人以上が対象） 
・小売業年間販売額（経済センサス調査／市町村）  
＊生活保護世帯率（被保護者調査・市町村のデータ／都道府県・市町村） 
＊自殺率（地域における自殺の基礎資料／市町村） 
＊地域社会 
・自治会長に占める女性割合 
（地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査／市町村） 
＊女性相談（福祉行政報告例／都道府県・相談所設置エリア・同設置自治体） 
＊政治  
・女性議員の割合  
（地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査／市町村） 

＜発災直後＞ 

＊避難行動 
・昼夜間人口（国勢調査／市町村） 
・要介助・介護者数・在宅介護者数（再掲） 
・人的被害（市町村データ） 
・女性防災組織の有無・構成員数（各県消防協会・消防署／市町村・地区） 

＜仮の生活＞ 

＊避難所運営・在宅避難者支援 
・自治会長に占める女性割合（再掲） 
・女性防災組織の有無・構成員数（再掲） 
・災害関連死（市町村データ／市町村・小地区） 

＜復旧期＞ 

＊移動 
・仮設住宅入居者数（市町村データ） 
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＊ケア 
・生活支援員の配置数（市町村データ） 
＊生活状況、生活再建に関する動向 
・被災者向け・仮設住宅向けの学術調査・自治体による調査 

＜復興期＞ 

＊＜全般＞を用いる 
＊よりよい社会への復興 
・市町村の復興計画策定委員会の女性委員比率 
（東日本大震災からの復興に関する男女共同参画の取組状況調査／市町村）" 
・総合計画、「まち・ひと・しごと」における若年女性定着の施策の有無（市町村データ） 
・防災施策のジェンダー視点による見直し状況（市町村データ） 
・市民団体などが独自に行った復興シンポなどの数・記録（今後の検討） 

  

   ※市町村データは、各市町村に問い合わせて入手するデータのこと。 

 

したがって、子どもを産み育てる世代の女性たちの定着度合いは、過疎化の進行と表裏

であり、こうした女性たちが暮らしやすい地域社会を作っていくことが、過疎化の進行を

食い止める最重要課題の一つであると言っても過言ではないだろう。 

前述の浅川による大槌町を対象とした分析においても、基準年における子どもを産む可

能性が高い年代の女性の数に比べて、４歳以下の子供の数が極めて少ないことや、男女と

もに高校・大学などへの進学を機に多くが大槌町を離れる傾向が強く、Ｕターンする数少

ない若者の中でも、女性が戻ってくる数が少ないことを明らかにしている。 

ところが、こうした若年女性たちは、震災後の増大した家庭内のケアワークを負担した

り、職を変える必要に迫られたり、進路変更を余儀なくされたり、引っ越しをせざるをえ

なかったりするなど、ライフコース上の影響を受けているケースも少なくないにもかかわ

らず（オックスファム・ジャパン 2015）、その実態は十分には明らかにされておらず、支

援の対象となることもほとんどないのが現実である。 

次に、家計と雇用・労働の関係について見ていこう。近年の経済状況の悪化や産業構造

の変化等により全国的に共働き世帯が増加しているが、野中によれば、東北では従来から

農家世帯において世帯内の複数人が働いで家計をまかなう動き方が多かったため、男性の

常勤収入自体も家計補助的な意味合いで金額が低く抑えられてきた経緯があるという（野

中 2009）。実際、東北地方の賃金水準は全国的にみて低い（日本銀行仙台支店 2019）。 

岩手県で長年にわたり女性支援に当たってきた田端は、統計データを用いて岩手県内の

被災地の女性の労働問題について概観しているが、2007 年の就業構造基本調査で年齢階級

別有業率を見ると、女性は 75 歳以上を除くすべてで全国平均を上回っており（特に 30-39

歳と 50-59 歳）、いわゆるＭ字型のボトムの底が全国平均より 10 ポイント高い状況にある

という。また、2009 年の賃金構造基本統計調査によれば、県内の男性賃金を 100 とした場

合、女性は 69.1 であるという。そして、「岩手県の女性の年齢階級別有業率が高いという

ことは、望ましいことではあるが、その理由として、一人働きでは世帯収入が低く生活が

厳しいという側面を表しているものと考えられる」、「（統計に表れていない）５人未満の従

業者を持つ事業所をカウントすると 1 人平均の月額給与額は低くなり、男女間格差はもっ

と大きくなることは想像に難くない」と指摘した上で、「家族の複数人が働くことで、なん

とか生計を維持しているというのが現状である」と述べている。（田端 2012） 
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以上から、農業・漁業に従事する世帯はもちろん、その他の世帯についても、震災以前

から複数の世帯員が働いて家計を支えるケースは少なくなかったとみられ、被災による支

出の増加により、こうした傾向は一層強まったことが予想される。そのため、震災前から

の経済動向や被災や復興事業の影響による産業構造やの変化に伴う男女の賃金水準の変化

や、雇用のニーズおよびマッチング状況も見ておく必要があるだろう。 

参考までに、東日本大震災の被災エリアの漁業実態について、漁業経営体と就業者の変

容について詳しく比較分析を行った大垣らの研究によると、対象とした 91 の漁業地区2に

おける年間売上額が 300 万円未満の経営体は 2008 年 47.3％、2013 年 65.7％と、もともと

売り上げが小規模な経営体が占める割合が高い上に、震災で経営体が約 6 割に減少し、小

規模経営体が占める割合が増えたことを明らかにしている。そして、特に住まいが遠隔に

なり、時間をかけて漁業者が浜に通うようになった地区では、女性や高齢者等が支えた陸

の作業をする人手が集まらず、販売金額を縮小して漁業を継続しているケースもあると推

測されると指摘している（大垣・斎尾 2016）。 

また、神林は、仙台市における被災問題は東北の他の地域と異なり、都市貧困問題ある

いは周辺的労働市場問題との親近性が強いものになるとの前提に立ち、25～39 歳までの

仙台市民を対象とした調査結果をもとに、若年世代の災害脆弱性について分析を行ってい

るが、特に若年女性において震災被害と社会階層の間に関係性があったことを明らかにし

ている（神林 2014）。 

子育てに関しては、勝木、井上、中島などが東日本大震災の被災地における子育て関連

の課題について当事者や支援者へのインタビュー調査により明らかにしているが（井上 

2012：勝木 2015：中島 2019）。災害発生から間もない時期には、保育所の多くが被災し

たことで一時的に保育機能が大幅に低下した上、子どもの遊び場や親子で過ごす場所が確

保できないという問題が各所で起きていたこと、復興期には児童虐待、離婚、貧困、十代

の妊娠の増加といった問題も顕在化していた。また、老親が震災で犠牲になったことで、

急に子どもの預け先を失って困った、障害児を持つ母親が震災により実家を頼れなくなっ

たことで義両親との折り合いの悪化につながった、といった個別事例も紹介している。 

介護に関しては、狩野らによる岩手県内の被災地域における在宅介護世帯の実態に迫っ

た研究がある。居宅支援事業所の協力により、2013 年 12 月～2014 年 1 月にかけて実施さ

れた質問紙調査では、世帯規模は小さいものの、世帯構造としては二世代・三世代が 8 割

弱を占めていること、男性が主たる介護者の場合、介護を分担したり必要に応じて手伝っ

てもらえる人がいると答えた割合が女性に比べて相対的に少ないこと、無業者の割合が県

平均よりも高いこと（特に男性）、暮らし向きは「少し苦しい」「苦しい」が併せて 4 割強

であり悪化の傾向にあること、介護の困難要因として「医療（通院）」を挙げる人が 50％

に達していることなどを明らかにしている（狩野・田中・岩渕ほか 2017）。狩野らのグル

ープはさらに、調査対象から 32 世帯を選び、復興期に至るまでの 7 回の調査を通して、各

 
2 遠洋漁業の大規模基地漁港である国指定の第三種漁港を有する「石巻」「気仙沼」「塩竃」

の 3 地区と、漁業センサス 2008 で漁業地区単位の集計が行われていない「平田」「大船

渡」の 2 地区は対象外として分析している。 
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世帯の詳細な状況について追跡調査を行っている（田中尚・狩野・岩渕ほか 2017）． 

なお、介護の中でも、医療的ケアが必要となった場合の医療サービスへのアクセス条件

が、介護をする家族の家計や暮らしに大きな影響を与えることを踏まえておく必要もある。

新沼は、国の政策の下で、特に東北で急速に推し進められた医療再編の結果、農村エリア

の患者の家族の生活に深刻な影響を及ぼしたことを、詳細なケース分析によって明らかに

しているが（新沼 2012）、震災とは無関係に推し進められた医療再編の影響と、被災によ

る医療機関のダメージによる影響が、復興過程でどのように避難生活や家族の生活再建に

影響を及ぼしたのかについても検証が必要だ。 

さらに、災害発生直後から復興期に至るまで、女性と子どもに対する暴力問題が起きて

いることから（東日本大震災女性支援ネットワーク調査チーム編 2013）、すべてのフェー

ズにおいて、DV や虐待などの暴力問題の発生状況なども考慮する必要があると考え、女性

相談の件数なども指標の項目に加えた。 

 

2）発災直後 

東日本大震災および福島第一原発事故発生時の、避難行動と避難生活の最初期の対応に

関して、指標となり得るデータについて検討した。発災時に地域にいた人の状況と災害対

応力との関係について見るため、昼夜間人口、要介護者数、人的被害、そして地域に根差

した女性防災組織（婦人消防協力隊・婦人防火クラブなど）の有無と構成員数を指標項目

として挙げた。 

津波による犠牲者全体の傾向を見ると、被害が大きかった岩手・宮城・福島の３県にお

ける死者のうち、検視等を終えた者（2012年 3 月 11 日時点）は、女性 8,363 人、男性 7,360

人、性別不詳 63 人であり、女性が男性より約 1,000 人多いが、この差は、ほとんどが 70

歳以上の死者数の差によるものであった。人口に占める 60 歳以上の割合が、女性 35.0％、

男性 28.9％であるのに対し、死者数に占める 60 歳以上の割合は、女性 67.6％、男性 63.7％

となっており、男女を問わず高齢者が多く犠牲となったことが分かる（内閣府男女共同参

画局 2012）。 

とはいえ、男女で差が生じた場面を示唆する研究もある。たとえば三上は、岩手県山田

町および宮城県石巻市における津波犠牲者に関する研究において、徒歩避難の犠牲者で特

に女性の割合が高かったことを明らかにしている（三上 2014）。 

また、麦倉ほかは、岩手県大槌町吉里吉里地区の犠牲者に関する研究において、介護度

の高い人・障害を持つ人などの要支援者の犠牲割合が高かったことともに、そうした要支

援者の家族が一緒に犠牲になったケースが複数あったことを具体事例とともに報告してい

るが（麦倉ほか 2015）、家族のケアを担っている割合は女性が高いことから、避難が難し

い家族とともに犠牲となった人のうちの女性が占める割合も高い可能性がある。 

一方で、内閣府男女共同参画局の被災者への調査によると、一人で避難した人は男性

29.2％・女性 13.1％、複数で避難した人は男性 64.0％・女性 82.1％と、女性のほうが複

数で避難する傾向が高かったこと、津波警報ならびに避難の呼びかけを見聞きしたときの

情報の入手先／避難のきっかけについては、家族や近所の人から聞いた／避難しようと言

われたからと答えた割合が男性より女性の方が高かったことを明らかにしている。また、
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地域に根差した女性防災リーダーたちの多くも避難誘導に当たり、避難生活支援に取り組

んだことも明らかになっている（浅野 2013）。 

 なお、昼夜間人口の一般的な男女差の傾向を見ると、平日昼間は女性の占める割合が高

く、乳幼児・高齢者・障害者などの普段のケアをしているのは女性が多い。そして、東日

本大震災では 70 歳未満の犠牲者について各年代で男女の犠牲割合は、殆ど変わらないか

女性が若干少ないことがわかっている。 

以上から、男性と比べると、女性の避難行動は家族や地域の人とのつながりの影響が強

いこと、家族や地域の人を守るために率先して行動した女性も少なくなかったことが推測

できる。なお、男性の犠牲者については、地域によっては沿岸部に職場が集中していたり、

船を守るために沖だしをしたり、消防団員や自治会の役員として避難誘導に津波到達のぎ

りぎりまで当たったことなどが影響している可能性もある。 

 

3）仮の生活（避難生活前期） 

避難生活前期としての＜仮の生活＞については、避難所や在宅避難生活におけるケア水

準の維持が重要となるが、これはジェンダー課題と深く関係する。家族ケアの多くは女性

が担っているにもかかわらず、災害時に女性の困難・負担は急増する上に、自治体の災害

対策本部や避難所運営などの意思決定の場に女性がいないか少なく、衛生・栄養・育児・

介護等の面での支援の質が十分に担保されない傾向にあるためである。そこで、自治会長

に占める女性割合、女性防災組織の有無・構成員数、災害関連死者数を指標項目に入れた。 

実際、東日本大震災における初期の避難所運営は、地域組織の役員等が指導的役割を担

ったことや、地域内における女性たちの相互扶助活動もみられたもの、多様な問題が起き

ており（イコールネット仙台 2009：内閣府男女共同参画局 2012：東日本大震災女性支

援ネットワーク調査チーム編 2012・2013）、既存の地域女性リーダーでさえ意思決定の場

への参画は難しい傾向にあった（浅野 2013）。 

 

4）復旧期 

 復旧期は、地元や近隣自治体の仮設住宅に入居したり（みなし仮設住宅を含む）、遠方で

避難生活を送りながら、生活再建にむけた検討を進める時期となるが、孤立感を抱いたり、

地域によっては買い物や保育・医療サービス等の面で困難を抱えることもある。そして、

経済問題（事業再建や就労先の確保）、住宅問題（移転先の選択を含む）などをめぐり、家

族間の葛藤が生じる可能性が高まる時期でもある。 

指標項目としては、生活再建の動向として、仮設住宅の入居者数、経済状況、住宅再建

の意向などを挙げた。データとしては、自治体や研究者による仮設住宅入居者を対象とし

た調査結果や復興まちづくりの検討のための意向調査の活用が考えられる。また、生活の

質と関連して、生活支援員の配置数も指標の項目に入れた。 

たとえば高松らは、岩手県大槌町の仮設住宅で暮らす被災者の状況についてジェンダ

ーの視点を入れて分析を行い、収入や社会参加の面から生活実態を明らかにしている（高

松ほか 2016）。2014年夏に実施した仮設住宅調査によるもので、回答者は大槌町の人口

に対して60代・70代に偏りがあるものの、復旧期から復興期にかけての社会状況と、被災
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者の生活の有り様との関係について見ていく上で参考となる。 

被災前の暮らしが厳しかったと回答した人は、60 歳未満が約 4 割、60 歳以上で約 2 割

であったが、被災後は 60 歳未満・60 歳以上のいずれも約 6 割が厳しいと回答しており、

年代による差がなくなっていた。また、１カ月あたりの収入は、60 歳未満の女性で 5～15

万円が 50.0％、15～25 万円が 14.0％と、家計において一定の貢献をしていることがわか

る一方で、60 歳以上の 1 人暮らしの場合、月 10 万円未満の収入で暮らしている男性は

44.7％、女性にいたっては 64.2％にのぼり、経済的な厳しさが浮き彫りとなった。社会参

加の面について見ると、なんらかの活動に参加しているひとは男性 41.8％、女性 53.0％、

友達付き合いがある人は男性 16.9％、女性 27.5％、町内会仮設住宅団地のイベントに参加

している人は男性 16.6％、女性 28.5％と、総じて女性のほうが高いとの結果であった。 

また、仮設住宅入居者や津波の被害を免れたエリアにおける買い物の利便性の悪さも大

きな問題になったことから、重要な視点であると考える（松田・松行 2016）。 

なお、この時期の家族間の葛藤について詳しく分析した研究は、原発事故を対象とした

ものは複数存在するものの（山根 2013：西森・中里 2014：野口 2015：山口・大橋・佐

藤ほか 2017）、津波被災地を対象とした同様の研究は今回の調査では見当たらなかった。 

 

5）復興期 

復興期については、＜全般＞で示した指標項目によって震災前後の地域状況を把握する

ことで、主な復興度合いを測ることとしたが、加えて、“よりよい社会への復興”という観

点から、市町村の復興計画策定員会の女性比率、市町村の防災施策のジェンダー視点によ

る見直し状況（職員配置、委員数、マニュアル、備蓄など）、総合計画や「まち・ひと・し

ごと総合戦略」における若年女性定着の施策の有無なども加える必要があると考え、指標

項目に盛り込んだ。 

すでに述べたように、地域社会の復興と持続可能性のためには、子育てや介護のしやす

さ、そして女性が自分らしく生き生きと暮らせるまちづくりを実現できるかどうかが重要

な要素となるが、東北３県の各市町村の復興計画策定委員会等における女性の参画割合は

平均で 14.9％（岩手県 10.8％、宮城県 13.8％、福島県 17.5％）と、きわめて低い状況で

あることがわかっている（内閣府男女共同参画局 2013）。市町村レベルでの女性の参画度

合いにはばらつきもあるため、他の指標とあわせて復興状況を比較することも意義がある

と考える。 

また、市町村の防災施策のジェンダー視点による見直し状況（職員配置、委員数、マニ

ュアル、備蓄など）も見ておく必要がある（大沢編 2019）。 

なお、女性団体・市民団体等による復興に関する調査や、災害・復興に関するシンポジ

ウムの開催の有無・本数なども指標となる可能性があるが、今後の検討課題としたい。 

 

３．まとめ 

 

災害発生直後の避難行動から、避難生活、復旧・復興期の住宅の確保を含めた生活再建

にいたるまで、被害の影響と生活再建の実情について把握する上での、個人の属性や家族
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状況との関係性を見ていくことの重要性と、分析にあたってのジェンダーの必然性につい

て見てきたが、生活再建過程における、家庭内の性別役割に関する問題や家族間の葛藤、

性別による経済格差の問題などの視点が盛り込まれた研究は限られていることが分かった。 

先行研究を見ると、1995 年に起きた阪神・淡路大震災でも、避難生活期の家庭内労働の

分担問題や、世帯分離の問題について明らかにした研究があり（永藤・井上・水島ほか 

1998：黒木 1999）、兵庫県と研究者が連携した大規模調査では、復興感と家族関係との関

連性や、家計状況についての実態をまとめていることから（兵庫県 1999：田村・林・立木

ほか 2003）、東日本大震災についても踏み込んだ分析が求められているといえるだろう。 

一方で、暴力問題についての学術調査が行われたのは東日本大震災が初めてであり、復

興計画の策定における女性の参画について問題が指摘され、比較データがまとめられた点

も同様である。それだけに東日本大震災を対象として、災害過程の各段階における事象や

復興状況と、これらのジェンダー課題の関連性について統計データを活用して分析する意

義は大きいと考える。 

ただし、田宮らが障害者世帯の被災と生活再建についての厳しい現状を明らかにしたよ

うに（田宮・土屋・井口 2013）、脆弱性が極めて高いと考えられる人・世帯（ひとり親、

障害者、外国人、LGBT、若年女性、老々介護世帯など）、広域避難者・世帯などについては、

個別の丁寧な把握が求められるため、当事者や支援関係者へのインタビュー調査等を並行

して行いながら、復興プロセスの中でそうした人々が置かれた状況について見ていく必要

がある。 
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