
2011防災セミナー 

第１回―1 

応援団のみな様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～被災の現場から～ 
 

講演(問題提起) 宗片恵美子さん 
 

／特定非営利活動法人 イコールネット仙台 代表理事 

内閣府 中央防災会議 専門調査委員 

 

日時 ９月３日(土) 14：00～16：30 

会場 江東区総合区民センター 洋室（６Ｆ） 
 

 

～プ ロ グ ラ ム～ 
 

 

14：00 
 

～ 14：05 はじめのことば 

 

14：05 
 

～ 15：30 講演(問題提起)／宗片恵美子さん 

 

15：30 
 

～ 15：55 質疑応答 
 

15：55 ～ 16：00 －休憩－  
 

16：00 
 

～ 16：25 宗片さんと話そう（意見交換） 

 

16：25 ～ 16：30 おわりのことば 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 

≪宗片恵美子さんプロフィール≫ 

男女共同参画社会の実現のために幅広く取り組み活動しています。2008年、仙台市の女性

を対象に「災害時における女性のニーズ調査」を実施し、「女性の視点から見る防災・災害復興

対策に関する提言」をまとめました。 

今回の震災発生に伴い「せんたくネット」(被災者の洗濯物をボランティアが自宅で洗濯し

届ける活動）を立ち上げ、被災女性のニーズを掘り起こし支援活動を行い、また、避難所･仮設

住宅の訪問を行うなど、女性の現状把握に努めています。今年6月27日、2011年 女性のチャ

レンジ賞（内閣府）を受賞しました。 

 

第 1 回は、被災地仙台を拠点に女性支援をしている宗

片恵美子さんのお話をお聞きし、日ごろからの女性参加

の必要性を痛感。“女性の視点の防災まちづくり”につい

て問題提起をしていただきました。 
 



2011防災セミナー 

第１回―2 

宗片恵美子さん講演レジュメ 

2011.9.3 

          

～防災・災害復興に女性の視点を～     

東日本大震災に伴う女性支援 

                           

特定非営利活動法人イコールネット仙台 

                                 代表理事 宗片恵美子 

  

１．「災害時における女性のニーズ調査」を実施して（2008 年） 

  ・阪神淡路大震災で明らかになった女性たちの困難 

  ・宮城県沖地震の発生確率 

  ・女性の暮らし方は多様。災害を想定したときの不安や心配も多様 

  ・アンケート調査・・「災害への危機感」「いざ 避難が必要になったら」「行政の取り組みは」 

・インタビュー調査・・宮城県北部連続地震（2003年）体験者  

        岩手・宮城内陸地震（2008年）被災者 

  ・６項目の提言（別紙） 

  「災害時、取り残される人を救う」から「災害時、困難を抱える人を生み出さない社会」へ 

   

２．東日本大震災の発生に伴う女性支援 

（１）避難所支援  

「せんたくネット」の取り組み（協力：（財）せんだい男女共同参画財団） 

 せんだいの女性たちが被災女性の本音をたくさんくみ取って一緒に解決していくネットワー

ク   

「避難所で洗っても干すのが心配」「使い捨ての下着ももう限界」・・・から始まった支援活動 

被災女性たちのニーズを掘り起こし支援していく 

 

（２）避難所訪問 

   被災時や復興段階での女性をめぐる諸問題解決に向けた調査のためのお見舞い訪問 

避難所のハード・ソフト両面からの検証を行う。 

女性たちに避難所生活での困りごとや要望などを聞いた。 

＜訪問先：気仙沼市・東松島市・栗原市・登米市＞ 

運営について 

＊運営責任者はほとんどが男性。地域のリーダー、避難所施設職員など 

＊女性リーダーや女性の職員が運営に携わっている場合は女性に配慮した運営になっている

場合が多い。東松島市は女性の施設職員が女性に配慮した運営に心がけていた。 

＊入所者の食事３食を女性たちで調理する避難所もあり。女性からは負担の声が・・。 

＊男性リーダーの場合は、女性の声が届きにくい。 
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施設ハード面 

更 衣 室：女性の要望で、更衣室が設置された避難所もあったが、布団の中で着替えを 

 するという声も多かった。東松島市では更衣室に姿見を設置。  

間 仕 切 り：多くの避難所では、仕切りが使用されていないが、気仙沼・栗原・東松島に 

設置されており、女性たちからは「必要」の声が聞かれた。 

栗原市の避難所は、1m から 1.36ｍにかさ上げし、プライベート空間を確

保 

洗濯物干し場：洗濯機や乾燥機が設置されても洗濯物干し場は男女別でないため、下着など

の干し方に気を遣うという声もあった。 

＊東松島市赤井市民センター・・女性トイレに生理用品や基礎化粧品を設置 便座カバーも 

必要な物資   

 裁縫セット、基礎化粧品、手鏡、多様なサイズの下着、夏物衣類など 

※えがおねっと（登米市男女共同参画推進条例策定委員会の女性有志グループ）の取りみ 

・・化粧品メーカーと協力し、ハンドマッサージとフェイスマッサージを避難所に届け、

喜ばれていた。 

女性たちを取り巻く避難所の現実 

 ＊女性たちの声がなかなか届かない状況下で、あきらめと我慢の生活を余儀なくさせられ

て 

いる。 

 ＊避難所から仕事に通いたいが、子どもを預けられないために困った。 

 ＊職場が被災し失業した。避難所からハローワークに通っているが、仕事が見つからない。 

＊3 ヶ月が過ぎた頃から、格差感（仮設住宅の入居状況、見舞い客などの訪問客数、持ち

物など）が出てきており、トラブルや治安上の問題が起きている。 

 ＊栗原市と東松島市は地震災害を経験しており、避難所運営にもそれが活きている。 

 「宮城県北部連続地震」（2003年）「岩手宮城内陸地震」（2008年） 

在宅避難の女性たち 

    ＊物資を求めて、避難所を回って歩いた。 

    ＊保育所やデイサービスの施設が閉鎖され、子どもや年寄りの世話のため、仕事に出る 

     ことができなくなった。 

    ＊子どもが夜泣きをするため、避難所では迷惑をかけるので、車の中で過ごした。 

    ＊仕事をしていたので、地域の中の交流がなかった。避難所では知り合いがおらず不安だ 

     ったので、自宅に戻った。など 

     

 

    

 

 

 

 

＊ 性別役割分業意識が顕著に表れ、女性やマイノリティの人権に対する配慮が忘れられが

ちになる。 

＊ 性別役割分業の押し付けは、女性にも男性にも負担が大きい。 

＊ 多様な女性の暮らし方に即した対応が必要に 
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 （３）避難所から仮設住宅へ。仮設住宅における女性支援 

    女性たちの心の回復に向けた支援活動を展開 

・「被災女性のための語り合いサロン」を実施 

マッサージや小物づくりなどと組み合わせてゆっくり気持ちを語り合う時間を提供 

・対象：被災地に住む女性すべて 

 

 （４）調査活動へ 

    被災時や復興段階での女性をめぐる諸問題解決に向けた調査 

    アンケート調査と聞き取り調査 

    女性たちが何を体験し、何を考え、どう行動したのか、記録として残す。 

     

 ３．東日本大震災と男女共同参画 

    男女共同参画社会基本法に基づく第２次男女共同参画基本計画（2005年）に新たな 

    分野として「防災（災害復興を含む）」が盛り込まれ、第 3次男女共同参画基本計画 

   （2010 年）においても、第 14分野に「地域、防災・環境その他の分野における男女 

   共同参画の推進」の柱が立てられた。 

 

 【復興に向けて】 

＊従来の性別役割分業意識を引きずったままでは、女性が防災・災害復興の主体になれな

い。 

＊復興のまちづくりへの女性たちの参画の道すじを確保。 

 ・防災や災害関係の専門家は男性が多く、復興策定委員は男性が中心になりやすい。 

 ・女性を優先的に人選する。委員会における女性委員の絶対数の確保を図る。 

 ・策定過程に、女性や高齢者、障がい者などの意見を取り入れる工夫が必要。 

【参考】復興会議の女性委員の割合 

   宮城県震災復興会議（12人中 1人） 

   岩手県東日本大震災津波復興委員会（19人中 2人） 

   福島県復興ビジョン検討委員会（11人中１人） 

   仙台市復興検討会議（16人中３人） 

＊市民が主体となる被災者復興会議の設置が必要  

＊地域・地区の復興計画（防災計画を含め）の策定など方針決定の場への女性の参画 

＊避難所・仮設住宅などの運営リーダーに必ず女性が入り、女性の声が反映されるよう 

 にする。 

＊復興の担い手としての女性たちの活躍を支援 
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宗片恵美子さん講演資料 

女性の視点からみる防災・災害復興対策に関する提言（2008） 
 
１．意思決定の場における女性の参画の推進 

（１）防災・災害復興対策に関する意思決定の場に、女性を責任者として登用する。 

（２）防災計画策定段階に女性の参画をすすめる。 

（３）女性のもつ専門的知識やネットワーク及び地域レベルで蓄積された知識や経験を活用する。 

（４）各種防災政策において、女性の視点を反映させるため、防災担当部局に女性職員を積極的に配置

していく。 

（５）避難所・仮設住宅の運営への女性の参画をすすめる。 

２．女性の視点を反映させた避難所運営 

（１）性別に配慮した避難所の設計を工夫する。 

（授乳室、男女別更衣室、男女別トイレ、プレイルームなど） 

（２）救援要員への女性の参画、女性向け物資の備蓄、女性（高齢者、障がいのある人等）に配慮した

設備や相談窓口を被災マニュアルに盛り込む。 

（３）避難所内のトイレを安全な場所に設置するなど、警備体制を整え、女性や子どもが性被害にあわ

ないように配慮する。 

（４）避難所で、調理室や洗濯場などが避難生活の場として利用できるように配慮する。 

（５）避難所に女性のためのクリニックや助産師によるからだの相談窓口を開設する。 

（６）避難所における掲示物等に多言語または絵文字等誰にでもわかる表現方法を使用する。 

３．多様な女性のニーズに応じた支援 

（１）女性は、子どもや介護の必要な高齢者や障がいのある家族の世話をする立場にあって、自分ひと

りの意思では行動できない場合がある。そういう人たちを最優先に支援できるようなシステムを

つくる。 

（２）在宅の被災者や障がいのある人にも正確な情報や物資がもれなく届くよう配慮する。 

（３）災害時及び被災後、外国籍の人々にも被災者としてのサポートを行う。その際、出身地によって

文化が異なるので、被災者のニーズにあった配慮を行う。 

（４）心とからだのケアなど被災した女性のための相談を無料で提供し、利用しやすくする。 

（５）障がいのある人、妊産婦、病人、高齢者などのニーズを踏まえたきめ細かなサポート体制を整備

する。 

４. 労働分野における防災・災害復興対策 

（１）災害時には災害特別休暇が男女ともに取得できるようにする。 

（２）災害を理由に不当に解雇された女性に対する労働相談窓口を速やかに開設する。 

（３）ひとり親家庭や離職した女性に対する経済的支援や自立支援を行う。 

５．災害時における DV 防止のための取り組みの推進 
（１） 災害時のような混乱時には、レイプや DV が起こることを予測した取組みをすすめる。 

（２）男性がストレスからの暴力を弱者（女性・子ども・高齢者等）に向けないような取り組みをすす

める。 

（３）電話や面接相談の開設や一時的保護施設が通常施設以外にも用意されるようにする。 

（４）性暴力被害者が責められることなく訴えることができ、支援されるシステムをつくる。 

６．防災・災害復興に関する教育の推進 

（１）女性の災害・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整備

する。 

（２）妊産婦、乳幼児を持つ女性、介護をしている女性等を対象に、防災に関する研修や訓練の機会を

提供する。その際、臨時の託児所やショートステイサービスなど参加しやすくするための環境づ

くりをすすめる。 

（３）防災に関して、自治体の防災担当職員の人材育成及び地域の防災リーダーやボランティア組織・

NPO 等のリーダーの育成をすすめる。 

（４）災害にかかわる正確な情報を入手する方法や情報を伝えるネットワーク形成に向けた研修を地域

レベルで行う。 
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宗片恵美子さん講演録 

 

～防災・災害復興に女性の視点を～東日本大震災に伴う女性支援 
 

宗片恵美子／ＮＰＯ法人イコールネット仙台 代表理事 

 

 
 

 

●阪神大震災で明らかになった女性たちの困難 
 

 95 年阪神・淡路大震災で女性の問題が明らかされた。女性が男性より 1000 人多く亡くなった。

高齢の一人暮らしでその背景には貧困の問題があった。まっさきに解雇されたのも女性。震災解雇

は問題だ。ＤＶの増加もあった。相談窓口には相談者が殺到した。男性のストレスが女性や子ども

たちに向った。 

宮城県沖地震から女性の視点を持つべきと考え、「災害時における女性のニーズ調査」＊を実施

した。仙台市内の 1100 人のうち 800 人が回答してくれた。調査から女性の暮らし方は多様なこと

がわかった。暮らし方によって不安や心配が多様であることが想定できた。 

調査を報告にまとめ、提言にまとめ、災害対策に女性の視点が必要と訴えてきた。６項目の提言

＊(第１回-５㌻参照)にまとめた。女性にはきめ細やかな対策が必要なことがわかった。 

地域で実際さまざまなケアをしているのが女性にもかかわらず、計画を立てるのは男性。防災訓

練も一律で同じように行われている。それぞれ家族の常態が違う。実態に即していない訓練は役に

立っていなかった。 

3.11東日本大地震が起きた。時間は 2時 46分で男性が地域にいない時間だった。津波の恐ろし

さを目の当たりにした。 

活動から避難所がどうなったか気がかりだった。避難所では何百人単位のところ 1000 人もの人

が避難した。座ることもできないといっ

た大変な状況だった。自宅に帰るのも避

難所に行くにも歩くしかなく、たくさん

の人が歩く光景は異様だった。 

直後の避難所では男女別トイレや更

衣室、授乳室もない。一部ライフライン

の普及した人から自宅に戻っていった

が仙台市内にはかなり多くの避難所が

できた。指定避難所があるが遠くて行け

ない人は指定じゃない近くの公共施設

に避難した。のちに指定避難所にしか物

資が届かない問題が起きた。コミュニテ

ィがうまくいっているところはお互い

に助け合っていたと行政は評価してい

るが、行政がサポートをしなくてはなら

ないと思っている。 
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●東日本大震災の発生に伴う女性支援 
 

避難所生活を余儀なくされた女性の支援のために「せんたくネット」を立ち上げた。避難所には

洗濯機がない。特に下着に困っていた。使い捨ても限界。男女別物干しはないので下着を干すこと

にも抵抗があった。下着がなくなったりしたが、困窮した女性が拝借していた。 

すべての避難所運営は男性のリーダーだった。中には一握り女性もいたが、悩みが理解できない。

女性の要望は無視された。 

しきりがないため、布団の中で着替えていた。女性のストレスは想像を超えた。 

活動は洗濯に限らず、女性たちの本音をくみ取って一緒に解決していくための取り組みだ。下着

を他人に洗ってもらうことには大変抵抗があることは理解できたので最初は専用の袋に入れられ

るだけと壁に下げた。届ける人は固定し、顔が見える信頼関係を心がけた。避難女性はずいぶん我

慢していたが、そのうちズボンのすそあげや自分に合った下着もほしい、ハンドクリームなど化粧

品もほしいという声が出てきた。洗濯をしてくれる人を募集したら、200 人のボランティアが集ま

った。同じ被災地にいる女性たちもなにかできることがないかという気持ちだった。仙台男女共同

参画財団から協力を得ることができた。 

 

避難所訪問 

訪問先は栗原

市･登米市・気仙沼

市・東松山市。9

月からこの震災を

教訓にして問題解

決の調査活動をす

るため、訪問活動

を始めた。 

運営責任者はほ

とんどが男性。東

松山市では女性職

員が女性に配慮し

た運営を心掛けて

いた。男性が運営

責任者のところで

は避難所のしきり

は不審者対応やひ

とり暮らしの孤立

をふせぐなどの理

由で使わないとい

うことがあったが、

一切使わないというのではなく、必要なひとには使ってほしいと話した。 

何百人もの被災者の３食の食事を同じ被災した女性が調理する、７か所の避難所すべてがそうだ

った。食事づくりなど女性の負担の声を出したところ、のちに食事づくりに緊急雇用が適応され、

給料が出ていたり、更衣室も３か所で設置された。 

東松山市と栗原市では地震災害を経験していたので、運営にも活きていた。特に東松島の避難所

は女性職員によって女性トイレに生理用品が置いてあるなど行きとどいていた。 

化粧品メーカーなどのボランティアが入るときは必ず避難所の男性リーダーにすべて了解を得

なければならなかった。危険を考えれば当然だと思うが、大変だった。女性たちの希望にも関わら

ず、最初はハンドマッサージも了解が得られなかったが、女性たちの充足感を目のあたりにして理

解を得た。男女共同参画が根づいていないと実感した。 

女性ならではの物資を届ける宮城女子力支援プロジェクトができた。全国から段ボール単位でメ

ーカーの協力もあり高級化粧品などの物資が届いた。若い女性や何カ月もまゆ毛のなく過ごした中

高生（今や化粧しているのはあたりまえ！）にも喜ばれた。 
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女性を取り巻く現実 

仕事を続けていた女性は必死で職場に通っていた。休んだら解雇されるという恐怖感をいつも持

っていたようだ。子どもを預けるところがないことに困った。お年寄りは福祉避難所があったが、

子どもは避難所に置いておけない。避難所の一部屋をボランティアが借りて子どもを預かろうとし

ても避難所のリーダーの許可が得られず、現実に即した対応ができなかった。 

失業した女性も避難所からハローワークに通っていたが、男性優先で仕事が見つからない。３ヵ

月を過ぎたころから仮設住宅に当たった、訪問客が多い、生活物資が送られてくるなどの“格差感”

が生まれた。大きな体育館でも避難所は生活空間、閉じられた空間だ。人間関係が崩れていった。

子どもが夜泣きをするなどの理由で自宅に避難した女性たちは家族のために避難所に物資を求め

て回った。今避難所は閉鎖され、仮設住宅に移っている。 

 

仮設住宅での支援 

３～５ヵ月も避難所で過ごした女性たちの気持ちはかなり落ち込んでいる。地域集会所でのサロ

ン活動を通じて女性たちの気持ちの支援を始めた。仮設での支援には課題があると思う。仮設での

生活は大変厳しい。今まで避難所では物資が来ていたが、仮設では自立を促す支援をしていかなけ

ればならない。そのために傷ついた気持ちを支援することが大事だ。 

 

●復興に向けて 
復興計画がすすめられている災害復興会議など、相変わらず女性が少ない。これを変えないと女

性たちの困難は続く。男女別だけでなくマイノリティの方たちにも配慮が必要だ。障がいを持った

人など当事者が参画していない。 

性別役割分業意識がネックになっている。特に緊急時にでてくる。せっかく仕事があるにもかか

わらず、女性たちが子どもやお年寄りを置いて災害にあったから自分が守らなければならないと仕

事を辞める。性別役割分業意識の根強さだ。市職には子どもをもった女性職員がたくさんいるが仕

事を続けてもらうためにも保育所などの子育て支援に力をいれなければと市長（女性）が話してい

た。働き続けられる環境づくりの整備が必要と市長に話した。仮設住宅の中にコンビニや美容院な

ど雇用の場をつくってほしいと提案した。仮設住宅は孤立する。最低２年間はこの状態が続く。女

性たちが主体となって行動を起こしてほしいと考えている。 

 

 

 
 

 

＊宗片恵美子さんは内閣府 中央防災会議 専門調査委員として、3.11の 10日前、2011年３月１日

開催の中央防災会議中央防災会議｢地方都市等における地震防災のあり方に関する専門調査会｣(第

６回)で、「災害時における女性のニーズ調査 ～なぜ 防災・災害復興に女性の視点が必要か～」を

報告した。 
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報告／図師和美／江東生活者ネットワーク区議会議員  

 

江東区内 避難者への支援状況について 
 

１、区内避難者の現状（一覧参照） 

 

◆公務員宿舎 東雲住宅 

≪物件概要≫ 

●所在地 東京都江東区東雲１－１－９外 

●構造・規模 ＲＣ造 免震工法 ３６階建て 

●総戸数 900戸 

（独身用 500戸 / 単身用 150戸 / 世帯用 250戸） 

●竣工 2010年 12月下旬(平成 22年 12月下旬) 

●入居 2011年 1月下旬(平成 23年 1月下旬） 

 

２、区の被災者支援の（当面の）対応 

①4 月 21 日から 深川南部保健所 出張健康相談 週 1 回 

②５月２日から 庁舎に被災者総合相談窓口設置 

③５月２６日から 保健所と連携し、東雲住宅に総合相談窓口を設置 

 

2011/06/15(水) 08:22:17 読売新聞 【東京】「トイレに一人で行けない」「朝のラッシュが耐えられな

い」「福島弁をバカにされる」 避難者にストレス症状 江東区・東雲住宅 

来月、精神科医が講演  

福島第一原子力発電所事故の影響などで江東区東雲の国家公務員住宅「東雲住宅」に 避難している住

民に、不眠などを訴える人が多いことが江東区深川南部保健相談所の調査で分かった。避難生活による心

的ストレスが主因とみられ、同相談所は７月１日、心の病気などについて精神科医が講演するほか、避難住民

同士が交流できる場が少ないことからお茶会も開催する。 

同住宅には約２６０世帯、約８００人が入居している。ほとんどが南相馬市、富岡町、浪江町など福島県内か

らの避難住民で最初の入居から１８日で２か月になる。同相談所は医師や保健師による出張健康相談を４月２

１日から今月９日まで７回開催したが、来所者数は計１２８人にとどまった。 

このため、単身者など住居に引きこもっている被災者もいるとみて今月２日からは全戸訪問をスタートさ

せている。現時点では、すべての入居者と面会できていないが、高齢者を中心に不眠や飲酒量増加、高血圧

などの体調不良のほか、「トイレに一人で行けない」「朝のラッシュが耐えられない」「福島弁をバカにされ

る」といった相談が相次いでいる。 

特に、同じ地域から避難してきているにもかかわらず、住民同士が交流する機会が少なく、阪神大震災後

の仮設住宅で深刻化した「コミュニティー崩壊」に似た状況に陥っているという。  

同相談所長の尾本由美子医師（４９）は「回復に長い時間を要する例もあり、心の不調に対する継続的なケ

アが重要だ。自治会のような住民の交流組織作りも必要」と指摘している。  

 

 

３、現状、問題、課題 

 そもそも被災者の定義が無い 

 被災者が江東区（東雲住宅）に集中している（都内に 5000～9000人の避難者、内 2割が江東区） 

 被災者の居るところは応急仮設住宅であって、住まいではない（期限がある） 

 東雲住宅では、常時居住していない世帯、避難者情報システムへの未登録者、転出者もいるなど、実態と

のかい離がある 

 どのような支援をするか、コーディネートする区社会福祉協議会の能力不足 

 被災者支援を所管する部署はない 
 対象は区民ではない。職員や税金を使うことへの批判 

 支援(コンサートやイベントへの招待)やボランティアはたくさん申し出があるが、簡単には受け入れていない。

被災者の困難な状況を本当に理解していない 

 

行政担当者のつぶやき…「公助の限界・・・。怖れは…風化すること、忘れないでほしい！」 
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アンケートのまとめ 

 
◆アンケート 

１、今日のご感想や気になったこと、ご意見など、お聞かせください 

 

２、防災セミナー２回以降で興味がある回に、○をつけてください 

（  ）第 2回  どうなってるの？江東区の防災 10／27(木) 9：30～文化ｾﾝﾀｰ第２会議室(４F) 

江東区防災課長のお話と防災センター見学～ 

（  ）第 3回 みんなで話そう！ 11／6(日） 14：00～ 総合区民ｾﾝﾀｰ第 6会議室 

（  ）第 4 回 江東区議会に行こう！11／25(金) 13：00～ 本会議傍聴 

（  ）第 5 回 まとめの会 12月中旬予定 

また、防災セミナーで取り上げてほしいこと、知りたいことなど、是非お書きください 

 

３、不安を感じていることはなんですか？(いくつでも○で囲んでください) 

老後(介護)   病気(医療)   家計   政治   経済   雇用   貧困 

子ども   地球環境   地震   放射能 

その他（                                ） 

特に不安なことがありましたら、お書きください 

又は、区政への要望・提案や、日頃お感じになっていること、疑問など自由にお書きください 

 

 

◆アンケート結果 

 アンケート回答 

Ａさん、50代 1、記載なし。 2、(○)第２回。 3、家計・経済・貧困・地球環境・地震・放射能 
 

Ｂさん、30 代 1、女性は弱者ではない。高齢者・子どものそばに居る、地域に居る。というのが印象的で

した。 2、記述なし。 3、介護・医療・政治・経済・雇用・貧困・子ども・地球環境。 
 

Ｃさん、50 代 1、被災者の方々、特に女性の実態が分かりました。心に響いた言葉「女性は弱者ではな

い」「実態を知り弱者のそばに居るのが女性」「意志決定の場に女性は入るべき」(⇒女

性が主体的になってほしい)。 2、(○)第２回と第 4 回。3、老後・政治・雇用・地球環境・地

震。 
 

Ｄさん、30 代 1、男女共同参画の必要性が良く分かった。支援者の方たちの疲労が心配です。長期にわ

たる支援の必要性を感じ、今後何ができるか考えたい。 2、便利な防災グッズの紹介。

持ち出し袋に絶対に必要な中身。 3、地震・放射能 
 

Ｅさん、60 代 1、3.11 の大地震における支援の現状をメディアからではなく詳細に聞かれたことが良か

った。 2、女性のリーダーとしての役割の重要性。 3、老後(介護) 
 

Ｆさん、50 代 1、平常時からの男女共同参画が大切だと改めて思いました。又、オカミ(お上)という考

えではいけない。水と食料だけではない大切なことがたくさんあり、見逃されているこ

とを思いました。こういう話は小学校や中学校の PTA 総会などの時に一緒に考える・聞

けるのが良いと思う。(参加者が)少なすぎてもったいない！ 2、地域で取り組むと言

われても、地域で顔なじみになる良い方法を知りたいです。きっかけができれば…ヒトミ

シリなので。 3、貧困・放射能。小名木川は大丈夫なのですか？明治通りの電柱の地中

化は災害に対して大丈夫なのですか?江東 TV で見ました、江東区の支援物資の毛布

(？)、デパート名の書かれた段ボールに入っていましたが…。入札でしょうか？ 
 

Ｇさん、60 代 

 

1、災害後の生活の中では女性の視点で細かい事柄でも、何事もない時から日常の中で

ひとり一人がシミュレーションして、出来る事、言わなければならない事などを、心に留

めておくことは大切だと言う事が思われました。 2、(○)第 2 回・第 4 回・第 5 回。第 2

回セミナーの防災課長のおはなしとありますが、質疑応答はできるのでしょうか?今後

絶対に近いうちに来る地震と津波の災害に対して、江東区はどのように考え対応して行

くのか、ぜひ知っておきたいです。 3、子ども・地球環境・地震・放射能。今回の 3.11 地震・

津波の被害をメディアなどで目にして、東京で同じようなことが起きた場合、江東区は

どのように津波の広報を区民に出すのか?広い江東区の地区ごとの津波の高さを区民

に知らしめることが可能であるのか？その時が来ないうちに知りたいです。とても不安

です。 
 

 


