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平成26年10月12日に「3.11後の支援者同士のネットワーク構築と学びあう
コミュニティの形成～復興支援ラウンドテーブルからふくしまの未来を考え
る～」と題して、公募型研究成果報告会を開催しました。

公募型研究成果報告会開催

『福島の知』のことば化と共有の現場を創る
　　　　　　　　　　   －『ラウンドテーブル』の開催と記録づくり（研究概要報告）－

早稲田大学文学学術院  教授  村 田  晶 子 氏　

　この研究は、被災者支援活動を行っている支援者への支援の仕組みを検討し、さらに、支援者同士のコミュニティ
を形成することを大きな目的としています。そのため、少人数でグループを組み丁寧に活動を報告し、聴き合い、話し
合う研修方法を取り入れて、「復興支援ラウンドテーブル」と題した取組とそれを記録化することを軸に、研究を進めてまいりました。
　私がこの２年間で経験したことを言葉にすると、あまり耳慣れないかもしれませんが、「福島の知」というものを感じました。福島
県では、地震・津波被害以外に放射能被害があり、支援に当たっている方々も経験したことのない問いを抱えながら、仕事や活動を
されて来たと思います。その方々が力をつけること、あるいは自信を持つこと、傷を回復することが必要であって、それには、被災者
を支援しながら考えていること、実際にやっていることを言葉にして、共有していく作業が不可欠だと考えました。
　復興支援ラウンドテーブルを通して、人と人とのつながりを作ったり、支援活動の中にある非常にたくさんの福島の人たちが創り出
した知恵や知というものがあり、それを掘り起こし言語化していく作業の中から、ジェンダー問題だけでなく、日常の男女共同参画や
ダイバーシティの実現が大きな課題であることが浮上してきたと思います。

研究概要報告

おだがいさまセンターはどこに向かっていこうとしているのか
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　     －自治・交流・居場所づくりを目指して－

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター  特任准教授  天 野  和 彦 氏　

　富岡町生活復興支援・おだがいさまセンターは、生活復興の拠点として、おだがいさま工房の運営やラジオ放
送、情報紙発行等を通じて、「交流の場の提供」「自治活動の促進」「生命を守る」「生きがいと居場所づくり」
「情報の提供と発信」と様 な々被災者支援活動を行ってきた。おだがいさまセンターの職員の方たちが、それら活動の中から学びと
り、成長している。

研究分担者からの報告

福島市の保健師さんとのかかわり
福島県立医科大学性差医療センター  部長  小 宮  ひろみ 氏　

　東日本大震災が発災し、県民と医療関係者をつなぐゲートキーパーである保健師たちを支援するため、放射線
と健康リスクなどについて出前講座を行ってきた。専門的な講義と話し合いを組み合わせたことにより、情報交換
やストレス解消の促進につながった。支援にあたる保健師たちのメンタルヘルスが重要である。

事業レポートⅠ
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学びあうコミュニティの必要性と保健医療の課題  ～保健師活動と看護学生の学びを通して～
首都大学東京  助教  吉 田  和 樹 氏　

　発災時、いわき市の地域包括支援センターで保健師として経験したことを『復興支援ラウンドテーブル』で報告
し、自らの活動について振り返ること、そして参加者同士で学びあい、経験を共有することが重要であると感じ
た。様 な々分野の方々が経験したことを共有することで、医療現場だけではなく、地域全体で誰が、どこで、どのよ
うな活動をしていたのかを知る機会となった。この大震災で経験したことを今後の教育へ活かしていきたい。

ラウンドテーブルの開催実務が培う担当者の力量
早稲田大学文学学術院  助手  矢 内  琴 江 氏　

　『復興支援ラウンドテーブル』の開催準備は、参加される方々が学ぶために最善の方法を一緒に考え、学んでい
くことのプロセスを支えることであり、事務作業のようだが、学び合うコミュニティの形成につながっていた。

創造的復興教育を支える協働的学習コミュニティの創出  ～ラウンドテーブルの可能性～
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター  センター長  中 田  スウラ 氏　

　福島大学人間発達文化学類では、学生ボランティアが避難所にいる子供たちの支援を開始し、現在も支援を継続し
ている。震災の経験は個々人で違い、感じ方も異なるが、個別に認識してきたことをラウンドテーブルで共有することで、
捉え直し、欠けていた視点を補うことができる。ラウンドテーブルに参加した学生たちは、社会がどのように機能しているか
の実態を複数の参加者の経験と智恵を交えて捉え、自らのボランティア活動を振り返り、今後、新しい持続可能な社会を創造していく際に
何が必要なのか学び取ることができた。そこに、学習コミュニティとしてのラウンドテーブルの可能性を確認した。

ジェンダーの視点から生まれた30人の声  ～ふくしまの女性たちの3.11を記録して～
ＮＰＯ法人市民メディア・イコール  副理事長  遠 藤  惠 氏　

　復興支援ラウンドテーブルに報告者として参加した後、それを文章化する作業がとても大変だったが、書くこと
によって活動してきたことや考えが整理された。ふくしまの女性たち、おもに福島の中通りに住む女性たちの震災
体験を記録に残すという活動からは、女性たちが抱える問題の大きさ、深刻さが明らかになり、予想していた以上
に心と体のダメージが大きいということが分かった。今後も女性への聞き取りを継続し、地域に根ざしたコミュニティ・リサーチャー
として活動していきたい。

『今、改めて女性たちの苦悩を知る』  ･･･水道の災害復旧作業にあたる中で感じたこと
いわき市社会福祉施設事業団専務理事兼事務局長  愛 川  邦 彦 氏　

　震災時、いわき市水道局の次長兼総務課長をしていた。復興支援ラウンドテーブルでは、災害復旧に係わる
リーダーの一人として、水道の復旧という任務の遂行と職員の安全性の確保との間でジレンマと闘いながら職場
の統制を取っていたことを報告した。その後、自らの行動について考え直し、また、震災時の妻の日記を読ませて
もらったことで、改めて、私は女性職員たちの、仕事をしながら子供や両親を守らなければならなかった苦悩について、十分に理解
していなかったことに気づかされた。

ラウンドテーブルに参加して  ～福島の子どもたちの未来に向けて～
福島大学  人間発達文化学類  ４年生  高 橋  加 奈 氏　

　ラウンドテーブルでは、様々な立場の方から話を聞くことができ、震災という困難な状況でも職務に当たってい
た方がたくさんいることを知った。私は、大学で子ども支援ボランティアを行っていることを報告したが、福島のた
めに何かしたいという思いは共通していると感じた。活動を振り返ることができ、これからも子供たちがのびのび
自分らしく成長していけるよう活動したい。

「復興支援ラウンドテーブル」参加者からの報告
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▼

平成26年度未来館エンパワーメント塾
困難にあっても わたしらしく 生きぬくコツ

　当センターでは、男女共同参画の視点で、防災・復興等の取組
等を積極的に推進する人材を育成するため、全5回の連続講座
「未来館エンパワーメント塾」を開催しました。
　その中から11月8日（土）に行った「子育てママもシングル女子
も、カンタン防災・減災術」（講師：NPO法人MAMA-PLUG理事
長のLo（ロー）紀子さん）について紹介します。

 震災後に追加で防災グッズや避難バックを購入した方
はいますか？その防災グッズを使ったり、非常食を試食
したりしたことはありますか？いろいろな所で防災の講
座を行う時に、困ったことや失敗談などを皆さんからお
聞きしています。それは他の方でも起こりうることだから
です。平常時だから、失敗談を聞くことで、今ある備えを
見直すことができます。防災に100％の備えはありませ
ん。できることから少しずつ備えましょう。 

　防災は命を守ることを一番に考えます。その瞬間命を
守らないと後はありません。命を守ることができたら、そ
の後、生活を守る・健康を守ることが重要になってきま
す。防災というと、専門的で難しいイメージと思われがち
ですが、日常生活の知恵が生きてきます。特別なもので
はなく、日々の家事や子育ての延長で防災を捉えること
が大切で、女性の視点が大切になってきます。
　例えば、津波被害に遭った時、汚水である津波に浸
かって一週間お風呂に入れないと女性の方が病気にな
りやすいのです。下半身の病気だったり、膀胱炎だった
り、それは下半身の構造が男女で違うからです。女性と
男性では体の作りが違うことは知っているのに、それで
備えが違うという視点がなかったことにショックを受け
ました。また、避難所によっては、お医者さんとのカウン
セリングも個室ではなかった所もあったと聞いていま
す。特に女性特有の問題は、たくさんの人がいるところ
で相談できませんよね。一般的に防災術は男性を中心
に考えられてきました。ですが、被災者には女性も子ども
も高齢者も障害者もいます。被災から回復するところま

でを防災として考えると、災害が起きたときにどうする
か、どのように元の生活を取り戻していくかという「生き
る力を伸ばすこと」が防災だと思います。
　防災グッズは基本的には命を守るものですが、それ以
外に、子どもの靴とかブラジャーのようにサイズのあるも
の、基礎化粧品、嗜好品など個々に必要なものも一緒に
備えておくとよいと思います。日常生活を送る上でないと
困る物は災害時にもないと困ります。生活とリンクさせる
ことで防災を「自分事」として考えていきましょう。

　災害が起こった時、備えている物が活用できなかった
ら困りますよね。そこで、「防災ピクニック」をおすすめし
ます。防災ピクニックの最も簡単な方法は、お弁当の代
わりに非常食を持ってピクニックに行くことです。家族の
レジャーに防災の視点を盛り込むことができます。
　避難バッグは、基本は一人一個です。小さなお子さん
でも無理のないサイズのものを準備します。小さなお子
さんの場合、最初はお菓子やおもちゃを入れて「楽しい
ものが入っている」と印象付け、慣れたら、防災グッズを
入れます。実際、無理なく背負って歩けるかどうか確か
めながら、地域で指定している避難場所等に歩いてい
き、お弁当の代わりに非常食を食べてみます。例えば定
番の乾パンは、「堅い」「パサパサしている」ために、

事業レポートⅡ

子育てママもシングル女子も、カンタン防災・減災術

防災を自分のこととして考える

防災ピクニックについて

講師：Lo紀子さん
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特に子どもは食べにくいかもしれません。大人だったら、
「今は、非常時だから」と割り切って食べることができ
ますが、子どもはそうはいきません。非常食にも食べや
すさの配慮が必要になるのです。乾パンやアルファ米、
レトルト食品など、実際に食べることで、それぞれの特
徴がよくわかります。
　このように、体験することによって、分かることや感じ
ることがあります。これは防災を自分のことと捉えるた
めに大切なステップの一つです。感じることで、備えた
物と使うシーンを具体的に想像することができ、そこから
「わが家に必要な備え」を考えることができます。家族
構成や家族それぞれの嗜好なども取り入れて、家族で話
し合いながら、わが家の防災リストをつくってみてくださ
い。失敗しても、改善していけばよいのです。
　防災ピクニックで、ぜひ試して頂きたい物に「非常用ト
イレ」があります。災害時でも我慢が禁物なのがトイレ
です。避難場所から遠く離れている、長蛇の列ができて
いる、性犯罪等の危険があるなど、様々な問題がありま
す。我慢したために、膀胱炎を起こしたケースも災害時
は多数報告されました。市販されている非常用トイレ
は、基本的にはポリ袋と凝固剤でできており、携帯しや
すいようにコンパクトにまとめられています。ですが、検
尿と同じようなコツがいるため練習が必要です。また、
周囲から見えないように目隠しも準備しておくことを忘れ
てはいけません。市販されている防災グッズ以外にも自
宅にある物を活用し、「アイデア非常用トイレ」を作って
みるのもよいと思います。
　防災ピクニックのポイントは、今ある備えでやってみる
と足りないものが分かるので、その部分を備えればいい
のです。

　お子さんのケアをしていた方から、震災後、地震ごっ
ことか津波ごっこ、夜泣きや突然乱暴な言動が目立つよ
うになったお子さんが増えたとお聞きしたことがありま
す。それは、災害時にはむしろ正常な反応で、平気そう
に見える子ほどケアが必要であることを大人がしっかり
覚えておく必要があります。心の傷は、被災の度合いに
比例しないし、その子の心が弱いからではなく、起こっ
たことをどう受け止めたのかによります。心の回復には
心の強さは関係ないと言われています。これは、大人に
も同じことが言えます。
　また、災害時に起こりうる心理状態についてですが、
専門用語ができるほど、誰にでも起こりうることです。一
つ目は、「正常性バイアス」。まさか自分が被災者になる
なんてという気持ちです。例えば、自分に何らかの被害
が起こりうる状況にあっても過小評価してしまいます。
二つ目は、「愛他行動」。他人を救おうという気持ちが
過剰に高まってしまうのです。津波被害に遭われた方
で、家族を迎えに行って亡くなられた方が多くいらっ
しゃいました。残された家族も自分のために家族が亡く
なったらつらいですよね。ですから、災害時はそういう気
持ちになることを前提に、待ち合わせ場所や連絡方法
を決めないといけないと思います。三つ目に、「同調性
バイアス」。多数派に流されやすい傾向にあることで
す。周りが平気そうだから大丈夫という気持ちになって
しまうそうです。この状態というのは、誰にでも起こる心
理状態だということを知っておくことが大切だと思いま
す。

防災ピクニックの様子（講師提供）



MB

Vol.54 ● 2015.3  未来館News6

　もう一つ言いたいのは、お母さん自身のケアをやって
くださいということです。神奈川に避難された方 と々布
に色を塗ってトートバックをつくるワークショップを行っ
ていました。震災から約2年くらい経って、初めてワーク
ショップに参加された方がいました。ワークショップは
託児付きだったので、その方は震災後初めて子どもと離
れたそうです。一人になって「やっぱりあの時怖かった」

命を大切にする社会のために、私たちができること～もの言う東北女子になってみよう
　講師：清水奈名子さん（宇都宮大学国際学部国際社会学科准教授）

減災・復興・男女共同参画～世界に向けて日本の女性が発信できること
 　講師：青木　玲子さん（（独）国立女性教育会館客員研究員）

10月18日
（土）

10月25日
（土）

11月８日
（土）

自己主張トレーニング～いざという時こそガマンしない女子でいよう
 　講師：丹羽　麻子さん（NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会認定フェミニストカウンセラー）

子育てママもシングル女子も、カンタン防災・減災術
　講師：Lo　紀子さん （NPO法人MAMA-PLUG理事長）

丹波　史紀さん （福島大学うつくしまふくしま未来支援センター地域復興支援担当マネージャー、同大学准教授）

吉田美恵子さん （特定非営利活動法人ザ・ピープル理事長）

兼子　佳恵さん （特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク代表理事）

高橋　真央さん （甲南女子大学文学部准教授）

薄井　篤子さん （復興庁男女共同参画班上席政策調査官）

女性限定

コーディネーター

パ ネ リ ス ト

平成26年度未来館エンパワーメント塾  困難にあっても  わたしらしく  生きぬくコツ

11月15日
（土）

セクハラはなぜ起きる？ もしもの時、わたしを守るために知りたいこと
 講師：丹羽　雅代さん （NPO法人アジア女性資料センター代表理事）

12月６日
（土）

ワタシだったらこうしたい！ 女性のための避難所運営シミュレーション
 講師：北村　育美さん （福島大学ふくしま未来学推進室地域コーディネーター）

12月13日
（土）

復興庁男女共同参画班との共催企画　パネルディスカッション「女性の活躍が復興を加速する！」

東日本大震災で被災された方々の体験談と必要な防災術についてまとめた本が「子連れ防災手帖」です。こ
の本をつくるきっかけとなったのが、「つながる.com」というプロジェクトを始めたことでした。日本を襲った未曾
有の災害に対して、一人ひとりができる支援活動は限られているとしても、同じ想いを持つ人の「今できるこ
と」をつないでいけば大きな力になるはず・・・という思いから、東日本大震災の復興支援を始めました。このプロ
ジェクトは、ワークショップ形式で被災された方々と一緒にトートバックを制作し、販売するプロジェクトです。

（※このプロジェクトは終了し、現在は「アクティブ防災」を立ち上げ、防災の啓発活動に努めています。）２人
以上集まれば、自然と会話に花が咲き、交流の場、情報交換の場ともなっていました。そこで、必ず話題とな
るのが、3.11の直後やその後の避難生活についてです。実際に被災した方の体験談を伺うと防災に対する意

識が変わります。わが家の防災について考えるきっかけになる本ではないでしょうか。
センターの図書室で貸し出しています。また、図書室では災害関連図書コーナーを設置し、東日本大震災や原発事故に関する図書を集
め、紹介しています。ぜひ、ご利用下さい。 
福島県男女共生センター図書室　電話：0243-23-8308 　開館時間：午前9時～午後8時（休館日前日は午後5時） 

子連れ防災手帖について

とおっしゃっていました。それまでは小さい子どもを守
るために「怖い」と感じなかったそうです。女性はケア役
割を担ってきた方が多いからなのか、自分よりも他人を
優先してしまうところがあるんですね。ぜひ、自分のこと
を後回しせずに、気分転換できるものとか、平常心を取
り戻せるための備えをしてください。
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～知って気づき築ける対等な関係～
ストップ！デートDV

事業レポートⅢ 女性への暴力防止啓発講演会

　女性に対する暴力をなくす運動期間は11月12日から11月25日です。その期間中の11月22日、「デートDV」
をテーマに女性への暴力防止啓発講演会を開催しました。デートDVは、10代の若年層のカップル間でも起
きている深刻な暴力の問題です。デートDVの現状を知り、対等で豊かな人間関係の築き方や暴力防止を考
えることを目的に、特定非営利活動法人湘南DVサポートセンター理事長の瀧田信之さんを講師にお迎えし、
「それって恋愛？ストップ！デートDV～知って気づき築ける対等な関係」と題して講演をいただきました。
　瀧田さんはDV被害者支援専門機関である湘南DVサポートセンターを1999年に設立し、被害女性や子ど
ものケアを行ってきました。瀧田さんが支援された事例から、デートDVには身体的暴力、精神的暴力、社会
的暴力、経済的暴力、性的暴力が伴うこと、加害者は相手を物として扱い、女性への蔑視、パワーで支配する
という特徴があり、親密な関係の中だけでその病理を現すことが多く、見捨てられ等の不安があることをお
話されました。
　デートDVの加害者にも被害者にもならないためには、「自尊感情」が重要であること、個人が持っている
心の境界線を越えられたときに「NO」と言えること、アサーション（自他共に尊重するコミュニケーション技
術）を身に付けること、被害者、加害者、周囲の人たちもまずは、暴力の存在に気付くことが問題を予防する
ために必要なことであり、被害者には寄り添ってくれる仲間の存在がその回復に大きな役割を持つことなど
を教えていただきました。
　講演に参加された方々からは、「被害者、加害者、支援者、気付いた者、それぞれの立場の行動理由や対
処法を学べた。デートDVについて知る、関わるきっかけになった。」「デートDVの予防教育の大切さを痛感
した。ゆくゆくはDV防止につながると思う。」などの感想をいただきました。

瀧田信之さん 講演会の様子

　福島県では、高校生向けに「デートDV」について知っていただくため、パン
フレットを作成し、県のホームページからダウンロードできるようになってい
ます。
　もし、被害にあった場合に相談できる連絡先なども紹介されています。ぜ
ひ、ご活用ください。

デートDV防止啓発パンフレットをご活用ください

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/10344.pdf
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活 動 団 体 紹 介

　平成27年1月15日現在、福島県から宮城県に2,583人が避難しています（福島県のホームページよ
り）。福ガール’sプロジェクトは、仙台市で活動する福島県出身の女性たちのグループです。副代表の武
藤幸子さんに活動について紹介していただきました。
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ができました。
　今後は、３月21日に仙台市内で、好評だった「シネマde
絵本」を予定しています。子どもたちの大好きな絵本を大き
なスクリーンで親子一緒に楽しんでもらいながら、福島に関
連する絵本や詩の朗読なども組み込み、皆さんに福島を
感じてもらいたいと思っています。そして、10月頃には福島
で、「シネマde絵本」を行いたいと思っています。また、「は
みんぐBird」の皆さんとはこれからも定期的に交流会を
行っていきたいです。
　これからも親子で参加できるイベントや、子育て中のマ
マのためのイベントなどを企画して、たくさんの人たちと交
流していきたいと思っています。
　しかし、残念なことは、私たちも福島から避難をして仙台
で生活をしている人たちの人数を把握しておらず、どのく
らいの人がどこに住んでいるのかわかりません。必要な人
に必要な情報を届けたり、誰かに話を聞いてもらえたりす
ることで、ほんの少しでも今のくらしが充実したものになれ
ばいいなと思っています。そういう集える場所を作るため
に、皆さまの協力を得ながら、いろいろな企画を考え、発信
し続けていこうと思っています。

　福ガール’sプロジェクトは、2013年７月に活動を開始しま
した。
　この活動のきっかけになったのは、せんだいファミリーサ
ポート・ネットワークが運営する「のびすく仙台」での福島の
ママ友サロンでした。そこへ参加していた今のメンバー３
人と、震災から今までのこと、そしてこれからの話をたくさん
することができました。福島から仙台へ移住を決めたこと、
子どもを持つ母の思い、仙台での生活の大変さ、親子が
離れ離れとなって暮らすことの葛藤、これからも仙台で暮
らすのか、いつ福島へ戻ろうと考えているかなど、それぞ
れの思いを吐き出すことができました。
　まだまだ悩みは絶えませんが、ただ思いを語り合うだけ
でなく、今のこの生活を充実させるためにも何かかたちに
残したい、私たちと同じように福島から仙台へ移り住んでき
て悩みを持ちながら生活をしている人たちのために、そし
て私たちを支援してくれる人たちへの感謝も込めて、少し
ずつでも発信していこうと決めました。現在活動しているメ
ンバーは、震災後、福島から仙台へ避難してきた女性６名
です。働き、子育てしながら、月に一度集まり、「せんだい
ファミリーサポート・ネットワーク」の皆さんと一緒にイベントの
企画などを行っています。
　この一年の活動は、南相馬市在住の精神科医の堀先
生を招いての講演会や東北初の試みとして大きなスクリー
ンで本の読み聞かせをする「シネマdeおはなし絵本」、ヨガ
で体をほぐしリラックスした後にお茶を飲みながらお話する
会などをしました。また、郡山で活動されている「はみんぐ
Bird」の皆さんとの交流会を１回目は仙台で、２回目は郡
山で行いました。コサージュ作りをしたり、積み木のワーク
ショップをしたりしながら、いろいろなお話をして情報交換


