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国際連合経済社会局（UN/DESA）の役割 
 
国際連合経済社会局（UN/DESA）は、経済・社会・環境面においてグローバルな政策と、加盟

各国によるその具体的な活動との調和を図るべく、さまざまな取組みを行っており、具体的には

以下の相互に関連する３つの主要課題に取組んでいます。即ち（ア）国際連合の加盟各国が共通

の問題を検討したり政策オプションを調査するために必要な、さまざまな経済・社会・環境分野

のデータや情報を収集・生成・分析すること、（イ）既存のあるいは新たに起こりつつある地球

規模の諸課題に対する足並みをそろえた対応に向けて、加盟諸国間の協議を促進すること、そし

て（ウ）国際連合の各種会議・首脳会談などで議論された政策的枠組みを、各国で具体的なプロ

グラムとして導入するための方策に関する助言や技術的支援の提供を通じて、加盟各国の能力の

向上を支援すること、です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

それぞれの文献において述べられている意見は著者のものであり、必ずしも国際連合および国際連合地域開発センター

の見解を示すものではありません。 

本書に用いられている記号や資料は、国、地域、都市、区域ならびにその国境・境界線など法的な地位に関して、国際

連合および国際連合地域開発センターの見解を示すものではありません。 
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はじめに 
 
言葉から行動へ:  
ジェンダーに配慮したコミュニティ防災を通した兵庫行動枠組の実施 
 
 
過去38年間、国連地域開発センターは人間の安全保障、環境そして防災など持続可能な

地域開発の様々な調査を行い、その知見を普及させてきました。 
 
本書は兵庫県の支援を受けて行われたジェンダーに配慮したコミュニティ防災（ＣＢＤ

Ｍ）プロジェクトの成果をまとめたものです。1995年に阪神・淡路大震災に見舞われた

兵庫県において2005年国連防災世界会議が開催され、兵庫宣言と兵庫行動枠組が採択さ

れました。 
 
まずはじめにグローバルな視点を紹介し、そして国連地域開発センターによるジェンダ

ーに配慮したコミュニティ防災の理念を説明します。次に、ジェンダーに配慮したコミ

ュニティ防災と兵庫行動枠組における5つの優先課題との相関関係を表します。 
 
災害が起こったとき、コミュニティは被害を受けますが、同時に最初の対応者ともなり

ます。阪神・淡路大震災では震災直後だけでなく、復旧においてもジェンダーに配慮し

たコミュニティ防災は防災戦略として持続可能な結果を残せた、もしくは残せるはずで

あったという教訓を得ました。災害はジェンダーが横断的な問題であることを示しまし

た。ジェンダーを配慮することは長期的問題であり、対応や復旧、生計に影響を及ぼす

ため、災害が起こる前から、よく検証し取り組む必要があります。 
 
国連地域開発センターは全ての関係者のためにプロジェクトの成果を普及し、ジェンダ

ー配慮の重要性を強調している兵庫行動枠組の実施を支援するために、これらの成果を

政策レベルの検討へ高めるよう努めています。ジェンダーへの配慮は、既存政策の不足

や社会問題を特定しようとするだけではなく、それぞれのコミュニティにおける役割や

配慮により防災力が体現され、本書で述べられるような、より多くの能力のある対応が

できる人材を育てることが重要だと考えています。 
 
 
国連地域開発センター所長 
小野川 和延 
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1 本文にある考えは国連に属するものではなく、著者に属するものである。 



自然災害におけるジェンダー視点の主流化 

国連経済社会局女性の地位向上部 部長 
キャロライン・ハナン  

 
自然災害へのアプローチは工学技術での解決に重点が置かれていたが、1990 年代の 国
際防災の 10 年以降、自然災害によって最も被害を受けるのは、居住形態や土地利用の

あり方など人間の行動に直接関連があるということが認識されはじめた。今日、持続可

能な開発と自然災害との関連性は明白である。自然の危険的要素を無視した開発行動が

環境的脆弱性につながっている。緊急対応や人道援助を行うことは、本来であれば開発

に使用できた人材や資源を使い、持続可能な開発の達成を妨げることになる。 
 
自然災害への適切な対応には、人命の損失、負傷そして資源や財産の破壊による生計の

損失などを含めた社会的または経済的崩壊と環境への影響の両方を、多機関及び部門間

で行う必要がある。この社会的側面の認識がコミュニティの参画とその責任感の重要性

を注目させる結果へとつながったが、自然災害における予防、対応の政策や戦略におい

て、ジェンダー的側面は未だ適切な焦点は与えられていない。 
 
自然災害に関連した活動においてジェンダー視点を取り入れるためには、一般的な環境

管理、災害リスク管理、災害のインパクト、危機管理・対応などジェンダー視点と関連

のある分野におけるジェンダー視点の理解が必要である。開発政策、戦略、行動計画そし

てプログラムへのジェンダー視点の組み入れ方法と手法を確立し実施する必要がある2。 
 
男女平等と自然災害における政府間の義務 
1992 年にリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議（地球サミット）」

において採択されたアジェンダ 213では自然災害にあまり重点をおかれなかったが、持

続可能な開発に関する世界首脳会議においては防災は持続可能な開発にとって重要な

問題であると注目された4。なかでも、第 24 章「持続可能かつ公平な開発に向けた女性

のための地球規模行動」では、発展途上国において、干ばつや砂漠化、森林破壊、武装

戦闘、自然災害、有毒廃棄物、持続不可能な農業化学薬品の使用などに苦しむ農村地域

の女性や子供の生活などに影響する環境と経済の急速な転落を回避するための緊急措

置をとるよう呼びかけている。 
 
1994 年に横浜で開催された世界防災会議において採択された横浜行動計画では, 社会

的に不利なグループを含めたコミュニティの参加を各国に呼びかけた。また女性の能力

向上を男性と同様に行い防災プログラムに関する全ての段階において女性を含めるよ

う呼びかけた。 

                                                  
2 Enarson, E. et al (2003). Working with women at risk. Practical guidelines for assessing local disaster risk. Miami: 
Florida International Hurricane Center, Florida International University. 
3 United Nations (2002) Earth Summit Agenda 21; Programme of Action for Sustainable Development. Rio 
Declaration on Environment and Development. New York. 
4 United Nations (2002). Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 
August – 4 September 2002. New York (A/CONF/199/20). 
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1995 年に第 4 回世界女性会議において採択された, 北京行動綱領5は環境災害時の女性

に対するインパクトが異なることを認識し、関連のあるジェンダー視点の更なる調査を

求めた。そして、参加国や国連機関、国際機関、NGOにジェンダー視点を環境管理や

自然災害に組織的に組み込むよう呼びかけた。 
 
2000 年に開かれた第 23 回国連特別総会の結果文書には自然災害と疫病の社会的、経済

的影響は、特に女性に対する影響や、ジェンダー関係、男女平等達成への影響など比較

的政策課題として見えにくいと記されている。零細生産者や環境管理者としての女性の

役割が強調された。特別部会は各国政府に対して武力紛争や自然災害などの人道危機に

おいてジェンダーに配慮した対応を行うように支援することを求めた6。 
 
国連女性の地位向上部局（DAW）と国連国際防災戦略（ISDR）は環境管理と自然災害

に焦点をあてた 2002 年第 46 回婦人の地位委員会への準備を支援するために 2001 年 11
月 6 - 9 日にトルコ・アンカラにて「環境と自然災害軽減：ジェンダー視点」という専

門家会合を開催した7。委員会は一連の提言を「環境管理と自然災害軽減に関する締結

同意」として採択した。それには女性は災害軽減や対応、復旧に重要な役割を果たして

いること；災害は脆弱な状況を悪化させ、女性の中には特定の脆弱性に直面することが

あること；災害に対応し、家族やコミュニティを支える女性の強さはコミュニティの再

建そして将来の災害軽減のために活用するべきであることが明記されている。参加国は

女性の権利保護、権利推進、能力の向上、彼女達の参加の保証、情報や教育へのアクセ

スの保証、救助、復旧計画における経済的機会を保証するための行動を呼びかけた。全

ての行動にジェンダー視点を取り込む努力、男女別データの収集、優良事例や経験の記

録も同時に呼びかけられた。 
 
2004 年 12 月末に発生した南東アジアでの津波災害の後、女性に対する差別撤廃委員会

(CEDAW)はすべての人道上、復旧対応においてジェンダー特有のニーズ、そして女性

と少女の脆弱性に関して強調した声明を作成した8。また、委員会は健康、安全、生計

に関連した長期的そして短期的影響の両方においてジェンダー視点に配慮するよう記

した。また援助物資の配給も含め、救助、復旧、復興のすべてにおいて平等、効果的な

参加が、被災コミュニティに住む女性や少女、また女性地元グループ、女性コミュニテ

ィリーダー、政府関係者に保証されるよう事前措置が求められた。委員会は、性別によ

る暴力、性的虐待、災害時における人身売買など特定の脆弱性に特に注意を払うよう要

求した。委員会は、男女平等推進のための現時点までの努力を使い、被災コミュニティ

において再建と発展の中央の柱とし、またジェンダー視点を全ての人道的努力に入れる

                                                  
5 United Nations (1995). Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September, chapter 1, 
resolution 1, Annex II, New York. 
6 United Nations General Assembly resolution S-23/3, 10 June 2000, annex, paras. 46, 56 and 86a. 
7 United Nations Division for the Advancement of Women (DAW) and the Interagency Secretariat of the International 
Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2001). Environmental management and the mitigation of natural disasters: 
A gender perspective, Report of the Expert Group Meeting, Ankara, Turkey, 6-9 November 2001. New York. 
8 United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2005). Statement by the 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women in regard to the Tsunami disaster in South East 
Asia. 
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よう保証することを推奨した。 
 
2005 年の第 49 回会議において、婦人の地位委員会は、政府に対して女性が積極的で平等

な役割を果たせるようジェンダー視点を災害の備えや、自然災害への対応などすべての過

程おいて組み込むよう促し、津波を含む自然災害への決議を採択した9。参加国は、ジェン

ダーに配慮した行動規範の開発と実施の方策、自然災害時の女性や少女を性的搾取や暴力、

その他の暴力からの保護、そしてそれらの暴力を顕在化させるための援助を強く要請した。

また、彼らは保護、権利に関するトレーニングや、特に女性や少女の特定のニーズ、そし

て職員や代表者らの男女のバランスやジェンダー配慮の推進努力を求めた。災害後のジェ

ンダー対応プログラムや資源の配分、援助、復旧、復興、再建努力における資源の配分も

呼びかけられた。 
 
2005 年に神戸で行われた国連防災世界会議において、リスク評価、早期警戒、情報管理、

教育、訓練を含めた全ての災害リスク管理政策、計画、意思決定プロセスにジェンダー視

点を組み込むことが呼びかけられた。また、災害リスクの軽減のために不可欠な教育要素

としてジェンダーと文化的配慮の訓練の推進を求めた10。ISDR事務局は災害に強い国、コ

ミュニティの構築：兵庫行動枠組 2005-2010 を実施するためのガイドを製作した11。この

ガイドでジェンダーは災害リスクとリスク軽減において主要な要因であると強調されて

いる。そして、最も脆弱な集団への効果的な介入を確実にするためのジェンダー別の情

報の使用；ジェンダー評価の活用； 性別に分けられたデータとジェンダー配慮の指標の

開発； 男女両方の参加； 男女バランスの取れたチーム構成を求めた。 
 
これをもとに、2008 年ISDR事務局の新たな出版物には、ジェンダー視点を災害リスクの軽

減に組み込むことの重要性と災害リスクの軽減と気候変動への適応の関連性を重要視する

ことが示された12。 出版物は災害リスク軽減にジェンダー視点が組み込まれ、コミュニテ

ィの意思決定における女性の役割を含めた女性の知識や能力、指導力を強調した取り組み

の成功例を紹介した。この本は政策や計画にジェンダー視点を主流化し、実施にむけた重

要な参考書である。 
 
2008 年 3 月に行われた第 52 回婦人の地位委員会は気候変動は新たに取り組むべき問題だ

とした。気候変動はジェンダー差異のない現象ではなく、女性、特に伝統的集落の女性は

最も脆弱であり、影響を受けると強調した。家庭の食糧確保に責任を負っているため、水

やエネルギーの供給、所得創出などの女性が負う責任から、干ばつや森林破壊、突発的な

豪雨は女性とその家族に不均等な影響を与える。気候変動によって更なる負担を強いられ

た女性を助けるために少女を学校から退学させることになり、それによって長期的な女性

                                                  
9 United Nations, Commission on the Status of Women (2005). Resolution 49/5. Integrating a gender perspective in 
post-disaster relief, recovery, rehabilitation and reconstruction efforts, including in the aftermath of the Indian Ocean 
tsunami disasters. New York. 
10 United Nations (2005). Report of the World Conference on Disaster Reduction, Kobe, Hyogo, Japan, 18-22 
January 2005. New York (A/CONF/206/6) 
11 UNISDR (2005). Words into action. A guide for implementing the Hyogo Framework. Hyogo Framework for 
Action 2005-2015: Building the resilience of nations and communities to disasters.  
12 UNISDR (2008). Gender Perspectives: Integrating Disaster Risk Reduction into Climate Change Adaptation. 
Good Practices and Lessons Learned. 
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の能力向上の影響にもかかわってくる。委員会は、女性は気候変動の被害者だけではなく、

強力な変化に関わる人たちでもあると指摘した。彼女達は気候変動の影響を防ぐすばらし

い知識と専門知識を持っている。気候変動を含めた持続可能な開発のために女性の意思決

定における役割の増加が求められた。  
 
リスク評価と管理 
リスク管理（リスク評価を含む）に対するジェンダー視点の適切な配慮には、資源管理

に関連して、男女平等など広い観点が必要である。男女共に災害の損失と復旧にかかる

費用など自然災害の影響を理解するため、男女両方が環境に対する付き合い方を更に配

慮していく必要がある。発展途上国では、男女とも積極的に資源を使用し、管理してい

る。しかしながら、資源をめぐっての入手と管理そして資源に対する知識において重大

な相違点と不平等が男女間にはある。同じ環境下で、男女は異なる資源を使う場合もあ

れば、同じ資源を異なる方法で使うこともある。 
 

しばしば、世界では資源の使い方が異なるため、男女の資源に対する知識は大いに違う

ということは、よく指摘されている。森林では、男女ともに同じ木を当てにするが、彼

らの生活では、その木を異なった方法や目的で使用する。例えば、女性は葉や小枝を燃

料のために集めたり、果物や果実類を取ったりするが、男性は建物の柱用や道具、そし

て町で薪を売るために木を切ったりする。また魚釣りの時、女性と男性は全く異なった

行動をする。たいてい男性は船から魚を取り、女性は燻製や乾燥そして売却などその後

の作業に従事する。しかしながら、様々な地域で女性も岸から釣ったり、えび生産に携

わったりしている。 水や薪の供給、作物生産など少しの分野を除いて、資源管理におけ

る女性の役割は男性に比べるとあまり理解されていない。特に男性が労働生産物を管理

している場合、換金作物生産（重要な労働源）における女性の役割はよく過小評価され

ている。湿地開発政策と戦略は、女性と男性が湿地資源に頼っているという事実をしば

しば無視している。これは、女性の生活に否定的な影響を及ぼし、持続可能な湿地にも

悪影響を与える。  
 
侵食、土壌災害、水質汚染、海岸線の侵食、洪水、湿地の損失、干ばつ、砂漠化などを

含めたゆっくりと忍び寄る災害と大災害両方とも、食糧、水、燃料の供給をまかなう女

性たちに直接的な影響を与える。気候変動は地球温暖化による海水面の上昇、低いデル

タ地帯における洪水、海水の浸入などは物理的な影響をもたらし、それが女性の生産的

役割に影響を与えることがあり、持続可能な生計戦略を危険にさらすことがある。女性

たちは、重要な役割を遂行し、補助所得を得るための資源基盤が台無しにされると、食

糧確保と家族の生活は危険にさらされることとなる。  
 
世界の農村地域では、女性の不確かな土地保有は持続可能的でない習慣の原因によって、

災害後の復旧を阻害する要因にもなる。ジェンダーと持続可能な開発又は気候変動と自

然災害に関連しての研究において土地保有の問題については更なる配慮が必要である。  
 
効果的なリスク評価と管理により災害の発生を抑制し、また発生時の損失と費用を軽減

するためには、地域コミュニティと市民社会の参加を必要とする。男女両方の知識や貢

献、潜在的能力が特定され、使われる必要がある。ジェンダー視点はいつも適切に環境
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管理に取り入れられているわけではないので、女性は男性と同じように助言され、環境

管理計画に参加しているわけではない。資源に対する女性の相当な知識と環境管理への

貢献は十分に活用されていない。女性は、危険要因やリスク情報、自然資源の使用､開

発可能な環境のリンク情報などを男性と同じように受け取っていないかもしれない。そ

れらは開発可能な環境、防災に直接的､間接的に貢献しうる可能性を減らしている。早

期警報情報システムにおいて技術的な対応からの歓迎される変化が明確に示されてはい

るものの、ジェンダー視点を含めた社会的問題に適切に取り込む前にやるべきことはた

くさんある。適切な早期警報と防止システムを発達させ、個人､家庭､地域社会における

損失や費用を削減するためには社会的側面にもっと注意を向ける必要がある。女性特有

の役割、責任そしてニーズは、効果的な早期警報情報システムを構築するために、貴重

な情報を提供するかもしれない。 
 
女性が適切に対応するための情報へのアクセスは必ずしも十分ではない。意思決定への

アクセスの欠如、様々な資本の欠如（金銭的、物理的､人的、社会的）や社会文化的流

動性を含めてジェンダー特有の制約がある。そのような情報・警報で効果的に行動する

ために女性には特別な支援が必要かもしれない。 
 
自然災害時の男女それぞれへの影響13 
自然災害に関連したリスクのレベルは物理的､社会的両方の要因によって決定される。

物理的要因は洪水、干ばつ、地すべり、地震、火山爆発、嵐や竜巻が起こる確率やそれ

ら災害の強さが決める。人的行動と自然災害時の社会的地位の重要性が明白になるにつ

れ、災害に対する社会的脆弱性、特に影響の程度がさらに注目されている。社会的要因

は個人､地域社会レベルの危険認識、住宅や輸送システムなど重要な問題を規制する法

律; 地域組織; 有効な公共政策や運営、とりわけ自然災害の影響の認識、防災戦略の発

達、災害に対応する組織、関連基幹施設の状態など様々な要素で決定される。 
 
自然災害における代償は人々に平等に分配されるわけではない。貧しい階層は、簡素な

住宅、脆弱な場所にある農場や居住、情報への限定的なアクセスそして効果的な防災戦

略の構築の制約などのリスク要因により、より多くの難題に直面する。特定の制約、例

えば女性世帯主、障害のある人々、老人、ストリートチルドレンなど、特定のグループ

の人々はさらに脆弱である。 
 
個人や集団の災害対応は社会におけるその個人や集団の地位や役割、状態を反映する傾

向がある。通常女性は多くの社会で従属的な立場であり続けているため、脆弱性として

見られている。その中でも、情報、訓練、能力向上へのアクセスが限定されており、ま

た家庭やコミュニティレベルでの意思決定過程において優先事項やニーズを意見する

機会が限定されていることが脆弱とされている要因である。女性が意思決定やリーダー

の立場に限定的なアクセスしかないという事実は公的な場への参加を妨げ、防災や緊急

事態への対応、管理への貢献を制限している。 
 
人権、社会経済的そして政治的地位の享受、資源の管理と入手、教育へのアクセス、健

                                                  
13 脚注２及び７などを参照 
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康、安全な避難所やその他のサービス、安全保障へのアクセスに関して存在する男女間

の不平等そして暴力にさらされることは、自然災害時に女性を更に脆弱な立場に置くこ

とになる。災害時における社会文化的規範、たとえば、移動の規制や実用的でない服装

規定、１日のほとんどを家で過ごしたり（分業や隔離習慣）、不健康による貧しい身体

状態、栄養失調、過労、運動の欠如など性差特有の脆弱性は世界の所々で記録されてい

る。 年老いた女性、障害のある女性、妊婦もしくは看護の必要な女性、子供の世話を

する責任がある女性、身体障害のある老人、エイズを含め病気のある女性のように特別

の状態にある女性は災害時に著しい制限に直面する。  
 
自然災害やその他の非常時における性差特有の影響は、いくつかの観点からは比較的よ

く記録されている。自然災害は土地や畑、道具、動物など女性にとって必要不可欠であ

る生産的な資源の損失によって女性の経済的不安定性を増すこととなる。多くの地域で

は宝石や台所用品、その他の伝統的な資本の損失は女性にとって深刻な経済後退へとつ

ながる。現在の復興計画においては、街頭で物を売ったり、子供の世話や家事、小規模

自営業など非公式分野で働く女性は仕事を失っても、補償を確実に受ける方法がない。

通常、この女性たちは男性に比べて他の仕事を見つける機会が少ない。用意された融資

プログラムは彼らのニーズを見逃すこともある。 
 
また、女性の仕事量は家族、地域社会における仕事、世話をする責任によって急激に増

えることがよくある。水や燃料、食糧の収集などは著しく難しくなってきている。必要

不可欠な供給や医療サービスのために長時間並び、その他の重要な仕事をする時間が削

減される。少女は女性の作業を引き継ぐために、学校を辞めることを強制されたりする

かもしれない。もし地元の学校が閉校すると、少女は少年に比べて遠くの学校、特に通

学手段に問題があったり、通学路が安全でない場合通うことが難しくなる。 
 
自然災害の場合、地元の仕事の損失によって男性と若者の移住が増えることになる。こ

れは事実上の限定的な成人労働者の供給と不安定な収入資源の女性世帯主が増えるこ

とにつながる。自然災害の結果、コミュニティの移転や再定住は分業や家族の福祉への

責任に関連して、特定の問題と女性の制約を含むことになる。避難所へのアクセス、エ

ネルギーや水の供給、衛生設備、学校、地域社会サービスを受けることは居住地やキャ

ンプから長距離歩かないといけない場合は個人の安全の危険が増え、更に難しくなる。  
 
性差における偏見と固定観念、そして重労働の負担、家庭内における多くの責任によっ

て女性が肉体的、精神的問題の治療を男性と同じように受けることは難しい。男性が適

切なカウンセリングやその他のストレスの支援を受けられない場合、自然災害による不

安定性や不安感は性的暴力を含めた女性、子供に対する暴力の増加につながる恐れがあ

る。女性や少女の脆弱な立場によって性的搾取は自然災害後増加するかもしれない。 
 
結果と提案 
終わりに、男女平等問題は自然災害時のリスクに対する社会的脆弱性を構築し、災害の

それぞれへの影響、また災害に対する適切な対応をするために重要である。性差に基づ

く相違や不平等は社会階級や人種、民族そして年齢と相互に影響し合い、特に女性と少

女を脆弱な状態に置くことがある。 
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しかしながら、女性を単に被害者として見るべきではない。女性は全てのレベルにおい

て変化の要因であり、行為者、貢献者である。自然資源に関した男性そして女性の役割、

貢献、知識の完全な理解は自然災害、特にリスク評価と管理において必要な出発点であ

る。緊急対応と復旧プログラムはすべての分野の支援において、女性の参加は持続可能

な復興、開発、自然災害の軽減のために必要不可欠という認識のもと、男性だけでなく、

女性も必ず対象にしなければならない。 
 
具体的な提案:  
 
 災害軽減のための政策、戦略、方法は、男女両方を含めた全ての関係者への相談、

参加過程に基づく、人間（住民）中心のものにすべきである。 
 リスク評価と管理そして緊急対応管理での多面的・多分野戦略 は政策、戦略、行動

計画に適切な男女平等と共に重要な社会的視点が組み込まれる必要がある。 
 自然災害における作業では、ジェンダー視点を含めた社会的側面に付加価値を明白

に付ける必要がある。これには女性が被害者という視点を超えて男性と共に女性の

貢献、潜在能力を認識する必要がある。 
 既存の男女平等と環境管理、リスク評価、緊急対応、自然災害における復旧計画に

関する調査は政策立案者と行政官に有益な形で体系的に編集されるべきである。 
 調査が必要な重要な分野は認識されるべきであり、地元の女性と男性が脆弱性と解

答のその解決策を認識できる参加型手法に基づいて、調査研究への資源が用意され

るべきである。 
 男女平等と環境管理、防災のつながりの更なる理解と政策の関連を十分考えるべき

である。 
 環境管理やリスク評価、緊急対応、復旧計画に関連して、性差特有の質問事項などに関

するガイドラインの開発が必要である。 
 男女の性差の違いによるデータ の収集は自然災害に関連する全ての分野における義

務である。しかしながら、そのような統計が無い場合、明瞭に重要な課題として指摘

し、改正するべきである。 
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言葉から行動へ:  
ジェンダーに配慮したコミュニティ防災を通した兵庫行動枠組の実施  
 
 
 
 
 
 

II. UNCRD とコミュニティ防災 

プロジェクトの沿革と概念の発展 
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UNCRDとコミュニティ防災 
国連地域開発センター 
国連地域開発センター(UNCRD)は、1971年に国連と日本政府との協定により名古屋に設立

された。UNCRD防災計画兵庫事務所は、1995年の阪神・淡路大震災の経験を生かすため、

1999年4月に神戸市に設立された。兵庫事務所では、2005年に開催された国連防災世界会議

(WCDR)において採択された「兵庫行動枠組」の実現に向けた調査研究、情報普及活動を行

っている。 
 
1999-2001 風土と文化に根ざした災害に強いまちづくり 
コミュニティ防災の最初のプロジェクトにおいて、兵庫事務所は様々な手段を開発し、

それらは検証、評価されコミュニティにおける災害軽減の基本的な手段として認識され

ている。近年、コミュニティの強化と持続可能な開発は、効果的な災害軽減のために注

目されている分野である。世界各地で草の根レベルの試みは地震災害軽減のために重要

視されている。しかしながら草の根レベルの活動がコミュニティに効果的に広がり、

様々な関係者間の意識啓発にもつながることが認められているが、その多くの事例にお

いて、持続性の欠如が見られた。 
 
日本における壊滅的な地震の経験から、リスク軽減においては火災安全対策の必要性が

指摘されている。本調査地の長野県白川郷においては、村人たちによって毎年計画され

る消防訓練、丘側のダム、貯水池からの水流によって作られる放水銃を随所へ配置、ま

た川の水を農業用水として使用し、その水を家屋周りの溝に放流する。水関連に責任の

あるコミュニティメンバーの名前をリストにし掲示する。家庭で火を管理する女性に対

して、災害時の火の扱いを指導するといった取り組みがなされている。従って、そこに

は強い意識とコミュニティの絆が住宅の火災安全に向けて働くしくみになっていた。 
 
都市と農村の脆弱性に関する研究の目的は、震災後のコミュニティの脆弱性に焦点を当

て、将来に備えて脆弱性の軽減のための手段を提供し、安全で持続可能なコミュニティを

構築することであった。プロジェクトの対象はインドで 2001 年 1 月 26 日に起きたグジャ

ラート地震のグジャラート(Gujarat)に焦点が当てられた。このプロジェクトはパタンカ・ナ

ブジバン・ヨジナ（パタンカ・ニューライフ・プロジェクト）と名付けられ、プロジェク

ト地区であるパタンカ地区からつけられた。目的は耐震住宅と適切な生計手段のあるモデ

ル村を作ることであった。プロジェクトの主な内容は震災のあった地域にいる地元の石

工やエンジニアに総合的な訓練を提供し、世界の他地域に適用できる災害後のトレーニ

ング概要を策定することであった。国連地域開発センターは、家屋の所有者と主婦らが

安全な家を作りたいという強い意思が石工らに耐震のある家屋を建設を促す動機にな

ることを経験した。 
 
2002-2004コミュニティ防災の持続性 
過去にトップトップダウン方式や指揮管理方式(command-and-control approaches)は災害

の影響を管理するためにしばしば使用された。この方法では、決定は上層部が考える必

要性に基づいて下される。コミュニティは単なる被害者もしくは援助の受益者である。

しかしながら現実的に、この方法は効果的でないことが証明された。なぜなら適切かつ

11 



不可欠な人道支援ニーズを満たすことができないとわかったからである。また不必要な

外部からの資源の要件が増加し、例外的な管理が適応されたにもかかわらず、その実行

には不満が募っていくことが多い。コミュニティは主な利害関係者であり、災害の影響

を直接受けたという事実にもかかわらず、意志決定過程や活動の実施に参加する機会を

与えられていなかった。そこで参加型を取り入れたボトムアップアプローチとのバラン

スが組み込まれたものが始められ、その結果、コミュニティ防災(CBDM)が現れた。  
 
災害軽減に関連した様々なコミュニティ能力向上プログラムは目標を達成しているが、

それらはしばしば短期であり、これらの効果に関する持続可能性の問題はめったに取り

扱われない。この点において、UNCRD 兵庫事務所は 3 年間の研究プロジェクト「コミ

ュニティ防災(CBDM)の持続可能性」を立ち上げた。プロジェクトの目標は安全性と効

果的な災害軽減のための生計の持続性を達成することであり、自立、協力、教育という

3 つの重要な要素に焦点を当てた。 
 
最終年には、「アジアにおける持続可能なコミュニティ防災（CBDM）の実施」と題し

たハンドブックを発行し、2年間の事例研究とフィールドテストの結果を公開している。 
 
2005-2006 都市化に対応する地域に根ざした防災 
いくつかの事例研究は農村部においてコミュニティ防災は実行可能だとしている。しか

しながら、多くの人々は農村部より都市部に住む傾向があり、アジアの都市人口が増大

しているところで起こっている世界の大半の災害や被害は劇的である。都市そして周辺

部で起こる様々な災害による生命の損失や深刻な損傷、資産および生活の損失は数百万

人に影響を与える。 
よって、現地調査から参加型ワークショップの実行、そしてコミュニティ防災のための

包括的な枠組みの最終的な開発を含めた 3 段階の活動計画が実施された。参加型ワーク

ショップはバングラデシュ、ネパール、スリランカにおいて開催された。積極的な参加

はワークショップの企画、実施過程においても達成され、地域社会の代表者や住民など

草の根メンバーからプロジェクトマネージャー、市町村長のほか NGO や国連機関から

の代表者が意見やワークショップ後の計画を共有した。これらの研究結果から、コミュ

ニティ防災を実施するためには、社会的脆弱性に焦点を当てる必要があることを反映し

て、特定の問題の更なる調査と行動が強調された。これらは、以下のような点である。

ジェンダー視点を主流にする必要がある、例えば、既存の防災計画から漏れている女性

のリプロダクティブヘルス（生殖に関する健康）など；一般的に女性や子供、若者は正

式な会議や研修活動において十分に代表者とされていない；女性や子供を含む最も脆弱

な人々が災害後、長期間にわたりスラム街や仮設避難所に留まらないといけないかもし

れない。これらの問題を考慮するため、「ジェンダー視点に配慮したコミュニティ防災」

のプロジェクトが、さらなる研究に向けて開発された。 
 
なぜコミュニティ防災が必要か？ 
1995 年の阪神・淡路大震災は神戸および兵庫県などで 6,434 人の死者を出し、多数の家屋

が倒壊した。地震直後、隣人や親戚によりたくさんの人が、がれきの下から救出された。

統計によると、85％の人は自力で避難したか、隣人によって救出されている。これは災害

後の地域社会の重要性を示している。再建プログラムには物理的および社会的問題が組み
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込まれているため、復興過程への人々の参加が成功への鍵となる。従って、国連地域開発

センターはコミュニティ防災を阪神・淡路大震災の重要な教訓として促進している。 
 
なぜジェンダーに配慮したコミュニティ防災が必要か？ 
一般的に女性は、所有権、交通手段、資源の管理において不公平な扱いを受けており、

社会から分離されて意思決定や社会的・経済的機会から疎外されるという事態に直面し

ているということは、事実である。このことにより、女性は日常生活において、また特

に非常時において、被害を受けやすい存在となっている。2004 年のインド洋津波災害

は、男性に比べて女性や子供に多くの死亡者が出るという結果をもたらした。このよう

な結果をもたらした要因は、女性は子どもや老人たちとともに残ったり、もしくは子ど

もや老人たちを探したりしていたためで、また、女性よりも男性の方が、泳いだり木に

登ったりする能力のある者が多かったためである。このような女性の脆弱性を減らすた

め、女性と男性両方の脆弱性を明らかにすることが重要であり、計画に参加してもらい、

能力を強化する必要がある。計画への参加は、災害に対して回復力のあるコミュニティ

を形成するために、地域住民自身が行動を起こすことへとつながる。  
 
社会におけるジェンダーによる役割分担を考えると、ジェンダーが災害リスクの軽減に

果たす役割も異なる。伝統的な女性らしさによって、女性は社会感情に基づいた関係を

作る傾向があり、一方男性は、伝統的な男性らしさによって、組織に基づいた関係を築

く傾向がある。このように男女間で異なる社会的ネットワークは、異なる方法による資

源の分配を可能にする。よって、ジェンダーを多面的に捉え、ジェンダーによって異な

る方法で、コミュニティ防災に取り組むべきである。  
 
提言 
以下は、本書の中で取り上げられているプロジェクトの活動が強調するポイントと提言

のまとめである。 
 
- コミュニティ防災（CBDM）におけるジェンダーの視点は、より安全で安心なコミュ

ニティ作りに不可欠なものである。 
- 男女平等に訓練とワークショップへの参加機会を与えることにより、持続的な開発の

ためにコミュニティ住民が負うべき責任に対する責任が高まる。 
- 男性と女性両方を含んだコミュニティの参加、所有、意思決定は、持続可能なコミュ

ニティ形成のために重要である。 
- 現地政府とコミュニティ参加の能力強化は、持続可能な開発のために重要である。 
- 防災は、地域の発展や環境保護と人間の安全保障を促進するために、不可欠な要素で

ある。 
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言葉から行動へ:  
ジェンダーに配慮したコミュニティ防災を通した兵庫行動枠組みの実施   
 
 
 
 
 

III. ジェンダーに配慮したコミュニティ防災 
 
兵庫行動枠組の優先行動課題に向けた UNCRD の活動： 

プロジェクト事例の紹介 
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優先課題 1: 
「災害リスク軽減は、実施へ向けた強力な組織的基盤を備えた国家・地 

域における優先事項であることを保証する」 

 
対応する主な HFA の活動: 
(iii) コミュニティの参加 

(h) 特定の政策の採用、ネットワーク作りの促進、ボランティアの戦略的管理、

役割と責任の特定、必要な権限と資源の委任と供給を通じて、災害リスク軽減に

おけるコミュニティの参加を促進する。 
 

ジェンダーに配慮したコミュニティ防災プロジェクト：トルコにおける女性のための防

災トレーニング 
複数の活断層を持つトルコでは、地震は頻繁に起こって

いる。1999 年にトルコ北西部で発生した 2 回の大地震

では 2 万人以上が命を失った。1 つ目の地震は 1999 年 8
月 17 日イズミット、アダパザリ地域でマグニチュード

7.4 から 7.8 の間の規模であった。2 つ目の地震は、1999
年 11 月 12 日ドゥズジェ、カイナスリ地域で起こった。

人口 2 万 2 千人のデュズジェ県カイナスリは、不幸にも

マグニチュード 7.2 の震源となり、最大の被害を受けた。

316 人が命を落とし、543 人が負傷し、公共の建物（学

校を含む）の 90％、住宅の 72％、中小企業の 70％、全

ての町の社会基盤（水道、道路、電力網、通信ネットワーク）は崩壊、もしくは深刻な

損害を受けた。 
 
調査によると、地方行政（知事と自治体）、警察、消防署（双方とも地方行政の機能も

果たす）が、災害関連情報を得るために最も信頼でき、重要であると住民が考えている

ことがわかった。NGO、地域市民組織（CBO）、近親者、近所の人々がその後に続い

て重要なものとして挙げられた。マスメディアは、1999年の災害経験に基づいて、男女

両方によって最下位に挙げられた。従って、UNCRDの女性を対象としたトレーニング

は、地方行政との協力によって行われた。地方行政が経験に基づいてコミュニティ防災

の重要性を認識していることから、彼らがワークショップにおいて主導的な役割を果た

し、その成果が今後さらに広められることが期待される。 
 
ワークショップは、コミュニティ防災の枠組の中の地域住民によって議論され実践され

るべき災害軽減や準備の問題、方法、手段を紹介し認識を深め、また、地方行政が作成

した現存する公式の防災計画を支援し補完するために行われた。ワークショップは災害

軽減のために日常生活における準備の重要性を伝え、参加者は防災に関する教材の準備

を話し合った。 
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ワークショップでは、参加者は防災情報をカイナスリのほかの女性たちに伝える中心的

メンバーとなることが話し合われた。その後、基本的な応急訓練や自宅の非構造の防災

軽減手段、家庭での火災や事故の予防、環境的な健康などを含めた防災訓練が、コミュ

ニティメンバーの基礎を形成するように地域行政の支援によりフォローアップワーク

ショップの形で行われた。 
 
同時に、トレーニングの対象となる人々の日常生活にお

ける必要に応じて、トレーニング用資料が作成された。

紹介されたトレーニング用資料には、個人と家族用の非

常時身分証明書、周辺地域の脆弱性と能力評価

（Vulnerability and Capacity Assessment）の用紙、家具の

固定などの非構造的な防災対策や家族の非常時に対す

る準備に関する地域用と国際用の視覚教材（ビデオCD）、

応急処置についてのポスター、家庭における事故の予防

マニュアル、多機能の地域災害ハザードマップ（危険要因地図）が含まれた。災害ハザ

ードマップは、各地域の通り名、官公庁、学校、モスク、広場の位置が示されており、

これらの場所が、通常の用途に加えて、非常時や災害時に公開のもしくは非公開の集合

場所となり得ることを示している。またこの地図は、緊急通報があった時に、地元警察、

救急隊、消防隊、警官隊が迅速かつ正確にこれらの場所を特定するために役立つものと

なった。 
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優先課題 2: 
「災害リスクの特定、評価、監視と早期警戒を強化する」 

 
対応する主なHFAの活動: 
(i) 国家と地域のリスク評価 

(a) 危険にさらされている一般市民と地域に向けて、適切な書式で災害予測地図

と意思決定に関係する情報の作成、定期的更新、広範囲への普及を行う。 
  
 
ジェンダーに配慮したコミュニティ防災プロジェクト：ネパールにおける災害ハザード

マップ（危険要因地図）の設置 
ネパールは、ヒマラヤ山脈の3分の2に渡り、長い歴史

を持つ多言語、多民族、多文化の国である。100以上の

民族とカーストの人々が、75の市と5つの開発地区に住

んでいる。ネパールはその自然の特質や人為的な要因

によって様々な災害リスクに直面している。ネパール

はここ数十年間でいくつかの大地震に見舞われている。

1934年にマグニチュード8.3を記録したビハール地震で

は4,300人が亡くなり、全建造物の20％が崩壊した(EMI, 
2005)。1810年、1833年、1866年と、19世紀にはカトマ

ンズの谷で同規模の地震が3つ起こった。地震は多くの

命を奪い、大きな物的、経済的損害を与えた。1988年
にも地震があり、709名が亡くなった。 
 

UNCRDは2001年から関係者と協力して様々な防災活動を開始した。事例研究のために

カトマンズの谷から幾つかの地域が選ばれ、その中には、急速に都市化している地域や、

UNESCOの世界遺産に登録された地域が含まれている。UNCRDは地元の市民団体や非

政府組織と協力して、地域住民の意識向上を計画した。そして「まち歩き」（タウンウ

ォッチング）による地域災害ハザードマップ（危険要因地図）の作成が行われた。  
 
「まち歩き」とは、住民が参加し、災害時の地域の脆弱性と能力を評価する方法である。

男女両方が頻繁かつ平等に防災ワークショップに参加する機会を得ることは、地域が災

害に対する耐力をつけ、効果的な防災に関して確かな情報に基づいた決定を下すことが

できるようになる。このワークショップには、地域の指導者の支援を得て多くの地域の

男女が積極的に参加したことにより、地域のリスク評価やリスク軽減を促進することに

成功した。そして、更なるトレーニングと、現在必要とされていることを調査するため

の足がかりとなった。  
 
作成された災害ハザードマップはデジタル化され、看板としてバス停や市役所の前など

地域の公共の場所に貼り出された。 
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過

地域住民によって作成され
た災害ハザードマップは、
専門家が防災のアドバイス
を付け足して改善・編集し、
公共の場所に貼り出され
た。 

去の大地震を生きのびた長老の住民たちか
ら、リスク情報や経験談が集められた。 
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優先課題 3: 
「全てのレベルにおいて安全で災害に強い文化を構築するために、知識、 

技術革新、教育を利用する」 

 
対応する主なHFAの活動: 
（i）情報の管理および交換 

a. リスクを軽減し、災害からの抵抗力を高めるための行動を人々が意欲的に取れ、ま

たそれを可能にするために、特に高いリスクにさらされている地域の人々に対し、災害

リスクや災害から身を守るための方法について、分かりやすい情報を提供する。情報に

は伝統的で固有の知識、文化的遺産を盛り込み、異なる対象者に合わせて文化的・社会

的要因を考慮しなければならない。 
 
 
スリランカでのジェンダーに配慮したコミュニティ防災 

スリランカは、インドの南端に近く、イ

ンド洋に浮かぶ島国である。その西には

マンナル湾、南にはインド洋、東にはベ

ンガル湾がある。中央部は山が多く、川

は全て中央の丘陵から始まり、海に流れ

こんでいる。南西の季節風が、主に5月か

ら7月の間に、島の西部、南部、中央部に

数はシンハラ人である。その他の民族は、スリ

マレー人、バーガー人などである。 
 
スリランカは、他の南アジアの国々と同様、

干ばつ、嵐、海岸浸食など様々な自然災害

スリランカの災害に対する脆弱性を浮かび

損害をもたらし、これまでの開発によって

た。 
 
UNCRDは、2004年の津波を経験したマー

タラ地区における2つの村の女性たちとと

もに、コミュニティ防災を推進するための

ワークショップを開催した。このワークシ

ョップは、地域の子供クラブとその母親ら

が参加した。UNCRD は、路上劇を通じて

意識啓発を行うことを専門とするコロン

雨を降らせる。北東の季節風による雨は、

12月と1月に北部と東部に降る。この雨が

しばしば北東岸沿いに洪水をもたらす。

スリランカの人口は1850万人、その大多

ランカ人、インド系タミル人、ムーア人、

過去数十年間に洪水、地滑り、サイクロン、

を経験してきた。2004年のインド洋大津波は

上がらせた。そして、これらの災害は甚大な

発展を遂げてきた年月を逆戻りさせてしまっ



ボの市民団体を招待した。ワークショップでは、参加者が災害時における彼ら自身の能

力と脆弱性を評価し、その評価に基づき脚本作りと劇の上演が行われた。災害時の脆弱

性評価 (CVA) は活発な議論を起こし、結果的にカーストや失業問題などの日常生活の

問題に直接影響している根本的原因を知

ることによって、災害時のコミュニティ

の耐性との関わりを知る機会となった。

このような課題は、コミュニティにおい

てまれにしか話し合われず、参加女性た

ちはCVAを通して、建設的なアイディア

を思いつき、率直な議論を交わした。こ

のワークショップは、CVA劇の作成と上

演を通じて、子どもと女性に新しい視点

をもたらし、コミュニティに権限を与え

ることを通じて、開発計画に防災を取り

込むことの重要性を認識させた。このワ

ークショップは、より安全なコミュニテ

ィを築いていくために、対話と協力を通

じて自身の能力と脆弱性を理解していく第一歩となった。 
 
ジェンダーに配慮したコミュニティ防災：バングラデシュにおける振動台実験 
バングラデシュはベンガル湾の北岸に位置する南ア

ジアの国の一つである。世界最大の三角州の一つであ

り、ガンジス川、ブラフマプトラ川、メガーナ川とい

う大河によって形成されている。したがって、国の大

部分を荒廃させるような洪水に毎年のように見舞わ

れている。2007 年のサイクロン・シドルは多くの人

の命と生活を奪った。その地形的な特徴により、この

国は様々な災害に見舞われ易く、ここ数年で自然災害

と人為的災害の頻度は高くなってきている。貧困ライ

ンを下回る生活をしている約 4500 万人が、沿岸地域や都市居住区などの特に災害に遭

い易い地域に住むことを強いられている。構造的安全性を向上させ、災害時の死者をな

くすために、意識啓発と能力向上のプログラムが切実に求められている。欠陥建築によ

って時折起こる建物の崩壊は、危機意識の欠落を強調しており、微小な地震によって起

こり得る結果を予見できるものでもある。 
 
一方、バングラデシュには文学、詩、音楽という豊かな文化遺産があり、バングラデシ

ュの社会において重要な役割を果たしている。またバングラデシュの社会は、豊かな土

着の知識と習慣も備えている。災害の発生しやすい地域に住む人々は、自然がもたらす

災難を軽減するために、このような地域特有の知識を既に利用しており、またさらに有

効に利用することもできるだろう。 
 
よって、バングラデシュ都市部において増大しているリスクについて意識を向上させる

ために、UNCRDはバングラデシュ防災センター (BDPC)とネパール地震工学協会 

協調性の欠如

カースト 嫉妬 

差別

教育の欠如

富の格差  

失業問題  

災害時におけるコミュニティの強みと弱み 
 

なぜ?

なぜ?

なぜ? 

日常の問題 
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(NSET)と協力して、都市化におけるジェンダ

ーとコミュニティ防災に関するワークショ

ップを開催し、耐震家屋振動台実験を披露し

た。実験は10分の１サイズに作られた2対の

モデル家屋（一方が耐震性あり、もう一方が

従来の工法）を振動台で揺らし、耐震性の重

要性を理解するものである。これらは技術的

にも視覚的にも、地域の条件と建設様式に特

別に合わせて計画された。実験は観察者に驚

きを与えるだけでなく、地震災害に対する現

在の予防レベルについて、不安と意識を効果的に高めるものであった。UNCRDは男女

両方の地域住民が実験観察に参加するよう促した。安全な住宅を建てる必要性とその方

法を知ることは、建物を建てる男性だけの問題ではない。資源を配分して家を補強した

り正しく建てるためには、女性の視点と理解もまた必要である。 
 
対応する主なHFAの活動: 
(ii) 教育とトレーニング 
(m) 女性などの脆弱な人々に対し、適切なトレーニングや教育機会への平等なアクセス

を確保する。災害リスク軽減に関する教育やトレーニングを不可欠な要素として、ジェ

ンダーや文化的問題に配慮したトレーニングを促進する。  
 
ジェンダーに配慮したコミュニティ防災：ネパールにおける安全な住宅のための女性向

けトレーニング 
UNCRDは関係者とともに2001年からネパールで

多様な防災活動を行っている。事例研究のために

カトマンズ渓谷の中から幾つかのコミュニティを

選択し、その中には急速に都市化する地域や

UNESCOの世界遺産に登録された地域も含まれる

ことはすでに述べた。 
初期段階の研究の一環として、対象国でアンケー

ト調査が実施された。男性によって災害時に最も

信頼をおく情報源何かという質問項目では、１位 

マスメディア、２位 近隣住民や地元の人々、  

３位が地元政府であった。一方、女性におい

ては、１位 近隣住民や地元の人々、２位 

マスメディア、３位が家族や親戚という結果

となった。これらの結果は女性と男性の社会

的ネットワークの違いを顕著に反映してい

る。女性はコミュニティの中での親密さや信

頼に基づいて、家族や友人の個人的な繋がり

に頼る傾向があることがわかる。コミュニテ

ィ住民が行っている軽減対策に関しての質

問では、女性の方が日用品や家具の正しい配

災害情報を得る上で、信頼をおける機関はどこか？

（順位づけ） 

項目 男性 女性 

家族、親族 5 3 

隣人、コミュニティの人々 2 1 

地元行政 3 4 

警察、消防局など 6 5 

NGO/市民組織 4 7 

マスメディア 1 2 

わからない 7 6 
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置や固定に関する経験が多いことがわかった。災害リスクやリスク軽減対策についての

学習などその他の対策を実践または経験したと答えたのは男性の方が多かったにも関

わらずである。 
 
事前調査と一連のコミュニティ・ワークショップの結果に基づき、UNCRDと関係者は

安全な住宅に関する主婦のためのトレーニング・プログラムを開発した。このトレーニ

ングは、ネパール地震工学協会(NSET)の技術的支援を受けて、家庭で実践できるレベ

ルの、実用的で非構造的な対策を訓練するため

に行われた。対象となるコミュニティの中から

20名の女性メンバーがこのトレーニングに参加

した。ワークショップでは参加者は、地震の基

礎的な科学的知識、災害リスク軽減の重要性や、

家庭での非構造的リスク軽減策を実践する方法

を学んだ。例を挙げると、参加者は幾つかの住

宅を訪問し、ブラケット（L字形の取り付け用金

具）や支柱を使って冷蔵庫や棚を固定する実践

的な方法を学んだ。最初のトレーニングの後、

参加者とともに評価を行った。全20名のうち19名の参加者が、トレーニングの後1･2週
間以内に各住宅で非構造的対策を実践したと報告した。13名は自分自身で行い、16名は

男性の家族と共に行い、1名は業者を雇って行わせた。17名の参加者が親戚や友人とこ

のトレーニングについて話し合い、15名は各住宅で家具をどのように固定したかを親戚

や友人に実際に見せた。さらに、14名の参加者が、このような実践例を見て、親戚また

は友人が彼ら自身の住宅でも非構造的リスク軽減策を実行したと答えた。この結果は、

女性のネットワークとコミュニケーションの利用は、災害リスク軽減策の普及において、

強い潜在能力を持っているということを示している。 

22 



Ward 59  
Ward 61 

優先課題 4: 
「潜在的なリスク要素を軽減する」 

 

バングラデシュの水資源管理とジェンダーに配慮したコミュニティ防災 
バングラデシュを苦しめている問題のひとつに、絶え間

ない洪水の脅威がある。UNCRD は、バングラデシュ防

災センター（BDPC）、地方行政機関、コミュニティ住民

たちとともに、ダッカ市自治体の中で最も脆弱な 2 つの

区、59 区と 61 区において、活動を実施した。 
 
ダッカ市、特に密集地帯

得層が多く住み、また無

大雨でさえ影響を受けて

な排水設備や下水道施設

発生する。しかも、例え

しても、部分的にまたは

て塞がれていることが多

ていない。こうした原因

果的に排水することを不可能にしており、調査地域で

水状況は、深刻な水準に達している。 
 
ダッカ市の上下水道局(WASA)は、公共の水汲み場の

水栓を開けたままにしておくことは、各世帯への上水

道配備の拡大やより良いメンテナンスのための料金

回収といった開発過程を妨害していると認識してい

るものの、水は、人道的な観点から見てもすべての人

に供給されなければならないということからジレン

マを感じているのが現状である。区長は、水の損失や

処理費用を解消しようと試みてきた。行政はいくつか

の水汲み場において、調節レバーを設置して、保水の

支援も試みてきたが、ほとんどの地点では、電力式ポ

ンプがある限り水は一日中滞りなく放出されている。 
59 地区と 61 地区において水の管理問題と環境に関しての男女両方の意見を聞くための

フォーカス･グループ・ディスカッション(FGD)が実施された。その上で、区長、上下

水道局代表者、保健委員会、女性ユニオン代表などの多くの関係者が集まりコミュテ

ィ・ワークショップが開催され、各関係者がリスク軽減のためと開発推進のための責任

と共同の環境が再確認された。特にコミュニティの女性参加者は、水汲み場における衛

生と水資源の維持を申し出るなど会議に積極的に参加をした。上下水道局は、水汲み場

対応する主なHFAの活動: 
(i) 環境、天然資源管理 

(b) 総合的な洪水管理や脆弱な生態系の適切な管理といった構造的・非構造的な方策な

どの災害リスク軽減を組み込んだ総合的な環境・天然資源管理を実施する。 
 

である旧ダッカ地区は低収入所

計画な住居建設のため短時間の

いる。道路は、暴風雨時の適切

の欠如によって冠水が頻繁に

暴風雨時の排水設備があったと

完全にごみや排水沈殿物によっ

く、その効果は十分に発揮され

によって、暴風雨時の雨水を効

は、雨季の間の道路冠水や家屋浸
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の蛇口や鍵を提供することを約束した。しかし 61 区の区長はそのような鍵の維持管理

におけるコミュニティのコミットメントに注意が必要ということで、UNCRD やその他

の関係者との議論に対する暫定的手段として、誰も使用していない時に流れている水流

を止めるための木製の栓を整備することを申し出た。区長は、将来的にインフラの改善

を促進し、資金を節約して、排水の圧力をやわらげるために水の損失をなくす必要があ

ることに理解を示した。 
 
現在は地元住民によって、区長から提供された木製の栓をうまく整備し維持している。

上下水道局はより良い保水や維持管理のためにレバーや栓を利用し更なる状況改善を

詳細に調査していくと言った。コミュニティのメンバーもまた、特に雨季に問題となる

病気や汚染物質の摂取を避けることができるように飲料水の扱いやろ過についての訓

練を受けた。 
 
こうした責任のある活動やすべての利害関係者の能力向上は、他の思いがけない自然災

害や人的災害に対する能力の構築を助けることとなる。特に利益となっているのは、切

迫している気候変動の影響である。バングラデシュのように、すでに絶え間ない洪水や

沿岸の浸食が起こりがちであると、その国は海面上昇や気候の不安定によって、無傷の

ままではいられないであろうと予想される。シナリオやモデルを通して、予想される影

響を計算することはできるが、直接的な影響や市民による実践的な準備は同じように期

待することはおそらく困難であろう。しかしながら、もし全ての利害関係者が低リスク

の生活スタイルを営んでいれば、ほとんどのハザードに対するリスクは軽減し得る。例

えば、ゴミの管理やサイクロンへの抵抗力のある建築方法、パームヤシ・竹・マングロ

ーブといった地域資源の使用や投資といった活動もまた社会経済的発展のための地域

資源を増加させるだけでなく、ハザードに対する対応力や予防の能力も提供するだろう。

水管理と利害関係者がリスク軽減や衛生におけるそれぞれの責任と役割を認識するこ

とが、最初の課題である。 
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優先課題 5: 
「効果的な対応のために、災害への備えを強化する」 

 
対応する主なHFAの活動: 
(b)災害リスクの軽減に向けた総合的なアプローチを育成する目的で、早期警報、災害

リスクの軽減、災害対応、開発などの全てのレベルの関連機関で、対話、情報交換、調

整を推進し、支援する。 
 
 
国際防災シンポジウムでのジェンダーに配慮したコミュニティ防災プロジェクト：神戸 
UNCRDは、国際防災シンポジウムを神戸にて2001年より以下のように順次開催してい

る。シンポジウムは、過去の災害から得た現場レベルの経験を含めたUNCRDプロジェ

クト参加国における知識や経験を共有する機会及び、参加国における防災や開発に関す

る政策を共有する機会を提供することを目的としている。 
 
「国際防災シンポジウムのテーマ一覧」 
2001: 「国際ワークショップ：地震にまけない21世紀の世界へ：コミュニティの関与を

通じた自助、協力、教育の強調」 
2002: 「地震にまけない世界へ向けて」 
2003: 「人々、コミュニティ、災害」 
2004: 「コミュニティが育む防災」 
2005: 「国連世界防災会議」 
2006: 「子供たちへ：地震に強い学校と防災教育」「防災地域づくり：地域に根ざした

防災」 
2007: 「知っておこう、世界の防災文化～すまい・まちづくりの視点から」 
2008: 「持続可能なコミュニティに向けて」 
2009: 「災害にまけない地域づくり－兵庫から世界へ」 
 
2009 年には、シンポジウム「災害にまけない地域づくり－兵庫から世界へ」と題し、深

刻な地震を経験したイランや中国などを含む 6 カ国からの参加者らとともに開催された。

こうした国々は、最近の災害や互いに復興戦略からの経験や教訓を共有した。また、ネパ

ール、スリランカ、バングラデシュといった他の国々もまた彼らの災害管理に関する情報

を交換した。 
 
近年災害を経験した国々や、近い将来に被害のリスクを抱える国などが異なる観点から

専門家間の意見交換を行ったのは価値のあるものであった。シンポジウムは、参加者が

それぞれの国において将来の災害管理計画のために資料や考えを集めることができる

ように、また神戸市や兵庫県の被災経験者や政策決定者から直接学ぶ機会をつくるため

に専門家会合や現地訪問を伴うものであった。阪神・淡路大震災から 14 年、被災地の

住民も政府関係者も、客観的なデータを共有し、災害からの経験と教訓を反映させるよ

うになっている。 
 
全ての阪神・淡路大震災の経験が良い例という訳はないが、全てが貴重な教訓である。
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災害を経験した女性もまた、阪神・淡路大震災

記念「人と防災未来センター（DRI）」におけ

る特別な「語り部」や物語の語り手として、災

害直後の彼女たちの生存と人生の話をした。セ

ンターのこのようなボランティアのガイドや

スタッフのほとんどは、14 年前に地震を経験

している。当時は地域の消防団に属していた人

や、家族を失った主婦などである。こうした

人々の話は、（例えば、消防活動に不十分な水

源といった）準備の欠如や急激な都市化が引き起こす人口密集地に起因する事例など、

災害において困難となることについてであった。特に、都市化問題は、道路が通行止め

になるなどして救助の専門家が倒壊場所に行けない状況になることからもコミュニテ

ィ防災のコンセプトに影響を与える。 
 
従って、ジェンダーに配慮したコミュニティ防災の重要性は、準備をしている家族がよ

り多くの生命を救うことができ、災害後の厳しい日々に希望を持ち続けることができ、

神戸の事例では、プライバシーの欠如といったジェンダー配慮に関する多くの問題が見

受けられ、それらは重要な教訓としてまた将来の災害対策準備シナリオとして役立つ。 
 
プロジェクト国からのシンポジウムへの参

加者はまた、彼らの国の計画や地域の取り組

みを共有した。それはまた、日本の参加者に

とっても非常に良い機会として役立った。神

戸及び兵庫の人々もまた、阪神・淡路大震災

後、継続して他の国々へ災害支援の提供を行

ってきた。そして、それらの結果や経験が今

後の救援や復旧にどう生かすことができる

かを学んだ。 
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