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私の災害とのかかわり(山下) 

 東日本大震災(2011年3月)

- 死者19,689名，行方不明2,563名， 
家屋被害1,153,043棟(内閣府緊急災害対策本部 2019)

- 岩手大学，内閣府女性相談，岩手レインボー
・ネットワーク，個人的つながり 

 
 北海道・東北豪雨災害(2016年8月)

- 死者22名，行方不明5名，家屋被害8,600棟
(土木学会・地盤工学会合同調査団 2017)

- 個人的つながり

 科学研究費助成事業研究課題
「性的マイノリティ被災者の脆弱性・
レジリエンスと防災政策の可能性」
(防災工学分野)
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2011.3.25 岩手県宮古市で山下梓撮影 



私の災害とのかかわり(森) 

 2014年6月，千葉都民から熊本県民(阿蘇)になる。

 熊本地震(2016年4月)

- 死者273名(災害関連死含む) 
家屋被害8,657棟(全壊のみ)
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2016.4.23 南阿蘇村で森あい撮影 

2016.7.16 阿蘇市で森あい撮影 



 国際赤十字・赤新月社によると

災害とはコミュニティの機能を著しく混乱
させる突然で悲惨な出来事。ハザードが
脆弱な人々に影響を与える際に起こる。

 自然災害という災害はない

 

災害とは？ 
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災害とは？(続き)

脅威 
(hazard) 

脆弱性
(vulnerability) 

災害 
(disaster) 

《自然現象》 
地震，津波，高潮， 
台風，竜巻，干ばつ， 
洪水，噴火，山林火災，
熱波，大雪 

《人災》 
戦争・紛争，テロリズム 
原子力事故，公害 

《ハード面》 
建物の強度，地盤の強度 

交通，支援施設 

《ソフト面》 
防災教育，経済状況 

年齢，病気・障害 など 

http://geographylaunchpad.weebly.com/definition-of-disaster.html(2019.9.12最終閲覧)
をもとに作成 

国籍，人種，民族， 
言語，宗教，性別，
SOGIESC 
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災害の時間軸 

発災 10時間 100時間 
(4日後) 

1000時間 
(1.5～2ヵ月後) 

10000時間 
(1年後) 

災害への 
事前対策の
ために 

災害からのすみやかな回復のために 

生きるための備え 

命を守る 

生きのびる 

よりよく生きる 

生きぬく 

林(2003) in 『みんなの防災手帳 岩手県版』(2014)をもとに作成 



サイクルとしての災害 

  

  

   

  

発災 

対応 

復旧 
復興 備え 

警報 
避難の呼びかけ/ 
避難 

防災計画・避難所マニュ
アル策定/防災教育/ 
防災訓練/物資の備蓄 

人命救助/行方不明者 
捜索/避難所での生活
/物資配給/仮設住宅 
建設 

がれき撤去/行方不明者捜索
/仮設住宅入居/生活や 
こころの相談/コミュニティ
再構築/復興計画策定/イン
フラ再整備/雇用の再創出 



災害経験は人により違う: 年齢 
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災害経験は人により違う: 性別 
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中日新聞(2013年4月22日) 「障害者 震災死亡率2倍超 東北3県 死者・不明者全体の9％」 
をもとに作成 

災害経験は人により違う: 障害 

岩手県 宮城県 福島県 被災3県 

4.6% 

7.5% 

2.9% 

10.2% 

4.2% 

6.2% 

3.8% 

9.0% 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

震災前
人口 

震災 
犠牲者 

震災前(2010年9月時点)の人口に占める障害者手帳保有者の比率と
震災犠牲者に占める比率 



高齢者が阪神・淡路大震災(1995)で「災害弱者」，
新潟・福島豪雨(2004)で「災害時要援護者」として
認識されるように 

災害時要援護者避難支援ガイドライン(2005)以降に
政策上認知され，全国に浸透 

日本で要援護者/要配慮者ととらえられる人たち: 
高齢者，乳幼児，障害者，妊産婦，傷病者，外国人 
→国際的なとらえ方と比べて限定的 

 

 

災害時に配慮を要する人たち 

減災と男女共同参画研修推進センター(2014) 
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スフィア基準とは，2000年発行『人道憲章と人道
対応に関する最低基準』(2003，2009-2010，2018年に改訂)

1997年人道援助を行うNGOと国際赤十字・赤新月
運動がスタート

世界各地で人道支援関係者が参照

コア原則として「災害や紛争の被災者には尊厳ある
生活を営む権利があり，従って，援助を受ける
権利がある」ことや非差別などがかかげられている

 

スフィア基準 
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スフィア基準第4版でのLGBTQI 

 子ども，高齢者，ジェンダー，障害者，
HIVとともに生きる人々とともに脆弱性
あるグループとして認識

 

 

 

 

 

 

 

レズビアン，ゲイ，バイセクシュアル，トランス 
ジェンダー，クィア，インターセックス(LGBTQI)で 
あると自認する人々は，差別やスティグマ，性暴力， 
身体的暴力のより高いリスクにさらされがちである。 
これらの人々は，医療や住居，教育，雇用，情報や 
人道施設の利用にあたり，困難に直面することがある。 
例えば，LGBTQIの人々は，避難所や食べ物の受渡しの際などに， 
「従来の」家族単位に基づく支援プログラムにおいて，差別に遭うこと
が多い。このような困難は，これらの人々の健康や生死に影響し， 
インテグレーション(統合) に長期的影響を及ぼすことがある。 
備えと計画に，具体的で安全かつインクルーシブ(包摂的) な保護を盛り
込むこと。人道対応のあらゆる段階において，LGBTQIの人々や団体との
意義ある協議を確実に行うこと。 

https://www
.spherestand
ards.org/han
dbook-2018/  
(2019.6. 
17最終閲覧) 

山下(2019) 
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日本で災害とセクシュアルマイノリティに注目
されるようになったのは東日本大震災から

被災者，支援者の中にLGBTの人たちは確かにいた

見えにくいものはさらに見えにくく，ふだんから
忘れられがちなことはさらに忘れられるように
「ふだんから彼とのことは周りに分からないように
暮らしているから，災害で特別困ることはない」

グループをつくったものの… 

東日本大震災での経験 
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避難所の開設:
性的マイノリティ等にも配慮し，男女共用の
ユニバーサルトイレは最低でも1つは設置するよう
検討することが必要(p. 29)

避難所の運営管理
避難者名簿の性別欄については，性的マイノリティ
に配慮し，自由記述欄とする方法も考えられる
(p. 35)

 
内閣府男女共同参画局(2013) http://www.gender.go.jp/policy/saigai/shishin/index.html 
(2019.6.17最終閲覧) 

男女共同参画の視点からの防災・復興の
取組指針 解説・事例集より 
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http://www.gender.go.jp/policy/saigai/shishin/index.html
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にじいろ防災ガイド 
ダウンロードできます 



地震直後からのLINEなどでのやりとり

行政も注目 防災ポイントブックにも入った

他地域からの支援

「地方ではできてないはず」，

「地方ではできない」ではなく 

熊本地震での経験 
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2019.3月発行「熊本地震を経験した私たちが提案する 
男女共同参画の視点に立った防災ポイントBOOK」 







http://harmony-mimoza.org/news/2019/12/book.html

http://harmony-mimoza.org/news/2019/12/book.html




会場が，地震で使えなくなった上， 
スタッフが被災し，避難しているスタッフも多数 
日程未定で開催延期 
 



安くて，映画の上映ができる場所の 
目処が立たない。でも，何かしたい！ 
 
 会場がなくてもできるパレードは 
どうだろう？ 
「パレードをやろう！」 
 
熊本初のパレードを 
2016年11月に開催することに！ 
 













くまにじ ホームページ 

https://kumaniji.jimdo.com/ 

https://kumaniji.jimdo.com/


地方  
 
ＬＧＢＴはいても 
取り組みはない？ 



諸外国でのLGBTの人たちの経験 

アメリカ 
・「家族」単位の心理 
 支援，経済支援を 
 使えない 
・トイレ・シャワーを 
 安心して使えない 
・プライバシーの暴露 

インド，ネパール，パキスタン 
・SOGIEを理由とした 
 救援物資の受取拒否 

ハイチ 
・支援を必要として 
 いるはずの人と 
 つながることが 
 できない 

インドネシア 
・トランス女性が 
 避難所へ行けず 
 友人宅に避難 

フィリピン 
・重労働を 
 トランス女性に 
 担わせる 

Rumbach and Night(2014)から作成 
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 「生きる力」市民運動化プロジェクト東北大学災害科学国際研究所.みんなの防災手帳岩手県版
. 2014. 

 減災と男女共同参画研修推進センター. 男女共同参画・多様性配慮の視点で学ぶ防災ワークブ
ック. 2014. 

 土木学会・地盤工学合同調査団. 平成28年台風第10号による岩手県災害調査報告書. 2017. 
http://committees.jsce.or.jp/report/system/files/平成28年台風第10号岩手県災害調査報
告書.pdf(2019.9.12最終閲覧) 

 内閣府緊急災害対策本部. 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災について)/. 
2019. http://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/pdf/torimatome20190308.pdf(2019.9.12
最終閲覧) 

 山下梓. 見えない存在から人道支援のスタンダードへ―災害と性的マイノリティ―. 地域ケアリ
ング 21(5). Pp 91-93. 2019. 

 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. What is a disaster? 
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-
a-disaster/(2019.9.12最終閲覧) 

 Rumbach, Jennifer and Night, Kyle. ‘Sexual and Gender Minorities in Humanitarian 
Emergencies.’ Roeder, Larry W. Issues of Gender and Sexual Orientation in 
Humanitarian Emergencies: Risks and Risk Reduction. Springer 2014. 
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