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13:30-13:40 開会 

 

開会のあいさつ    

北橋 健治    北九州市長 

 

13:40-14:30 基調講演 1(日英同時通訳) 

 

クンザン・ラーム  ブータン王国 女性と子どものための国家委員会 事務局長 

聞き手 堀内 光子  (公財)アジア女性交流・研究フォーラム 理事長 

 

14:30-14:45 基調講演 2(日英同時通訳) 

 

村上 恵美子    アジア低炭素化センター 事業化支援担当課長 

 

14:45-14:50 休憩 

 

14:50-15:25 市民団体による活動事例発表 

 

  大庭 きみ子    朝倉災害母子支援センターきずな 事務局長 

 

  鬼沢 良子     NPO 法人 持続可能な社会をつくる元気ネット 理事長 

 

15:25-15:30 閉会 

 

  総括・閉会のことば 

  江副 春之     アジア女性交流・研究フォーラム 専務理事 

 

 

プログラム 
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テーマ    気候変動とジェンダー 

日時     2020 年 10 月 8 日(木) 13:30～15:30 

場所     オンライン配信 (Zoom) 

視聴会場 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ５階 大セミナールーム 

参加人数  191 名 (オンライン 177 名・会場 14 名) 

---------------------------------------------------------------------------------- 
第 31 回アジア女性会議－北九州は、「気候変動とジェンダー」をテーマに開催しました。

新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、今回初めてオンライン会議として開催し、Zoom

を使って配信しました。また、その配信映像を北九州市立男女共同参画センター・ムーブ大

セミナールームにて同時上映し、参加者には希望に応じて視聴方法を選んでいただきました。

ウェビナー形式としたことで世界各地から参加申し込みをいただき、過去最多となる 190 名

を超える皆様にご参加いただきました。 

 

今回のアジア女性会議は、持続可能な開発目標 (SDGs) の目標 5「ジェンダー平等」と目

標 13「気候変動」を軸として、２つの基調講演と市民団体による活動事例発表により構成さ

れました。最初の基調講演では「ブータンの気候変動とジェンダーの取り組みに学ぶ」と題

して、ブータンのクンザン・ラーム氏にお話しいただきました。その後、北九州市によるア

ジアでの低炭素化推進事業の紹介があり、最後に「災害避難所運営に女性の視点を」「地球温

暖化軽減のために私たちが取り組む活動」のテーマで２つの市民団体に活動報告をしていた

だきました。 

 

また、今回は当財団では初めての試みとして、会議内容を後日インターネット上で公開す

るアーカイブ配信（事後配信）も行いました。12 月 8 日～1月 11 日まで YouTube にて当日の

会議の様子を配信し、開催日に参加いただけなかった方々にも講演を視聴いただくことがで

きました。 

 

 

会議概要 
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アジア女性会議－北九州の開催を心からお喜び申し上げます。この会議は、1990 年のアジ

ア女性交流・研究フォーラム設立以来、フォーラムを代表する事業として毎年開催されてい

ます。今年は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、国をまたぐ移動が制限される

中、オンラインにより開催することができました。会議を支えてこられたアジア女性交流・

研究フォーラムの堀内理事長をはじめ、関係の皆様の熱意とご尽力に、深く敬意を表します。 

 

今年のアジア女性会議は「気候変動とジェンダー」をテーマに、ブータン王国の取り組み

をひとつの事例として、気候変動、環境問題における女性のエンパワーメントを考える会議

となっています。本日は、ブータン王国・女性と子どものための国家委員会事務局長1クンザ

ン・ラーム氏から、女性に焦点を当てた気候変動に対する取り組みなど、多くの有意義な話

をしていただけるものと期待しています。 

 

気候変動は、人類にとって普遍的なテーマであります。国連が定めた持続可能な開発目標

（SDGs）の一つに「気候変動に具体的な対策を」という目標があります。また、SDGs には、

「ジェンダー平等を実現しよう」という目標も掲げられています。気候変動の緩和と適応の

あらゆる局面に対して、女性の参画が求められています。本市も、SDGs 未来都市として、女

性の地位向上をはじめ、誰もが安心して暮らし、活躍できるまちづくりを進め、「住みたい・

住み続けたいまち」北九州の実現に向け取り組んで参りますので、皆様のご協力をお願い申

し上げます。 

 

結びに、この会議が実り多いものとなることと、

ご出席の皆様の今後ますますのご健勝ご活躍を

お祈りして、挨拶とさせていただきます。 

 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

                                                       
1 会議開催当時 

開 会

開会のあいさつ 北九州市長 北橋 健治 
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「ブータンの気候変動とジェンダーの取り組みに学ぶ」 

  

ヒマラヤの内陸国ブータンよりクンザン・ラーム氏を講師に、女性に焦点を当てた気候変

動への取り組みについて基調講演をしていただきました。ラーム氏はブータン政府でジェン

ダー平等を主導する女性リーダーの一人で、当フォーラムが発行している情報誌 Asian 

Breeze 88 号では巻頭言も寄稿いただいています。今回、新型コロナウイルス感染症の世界的

拡大のため来日がかなわず、Zoom を使って遠隔から参加していただきました。講演は当財団

の堀内理事長と対談という形で行われ、双方の意見交換を含む有意義なものとなりました。 

 

ラーム氏が事務局長を務めている「女性と子どものための国家委員会 (NCWC)」は、ブータ

ンにおけるジェンダー問題と子どもの権利擁護を行う国家機関（ナショナル・マシナリー）

です。2008 年の王国憲法採択以降、女性と子どもに対するあらゆる形態の差別・搾取の撲滅

が宣言され、NCWC はブータンにおけるジェンダーに関する施策の策定、モニタリング、報告、

政策提言を行っています。 

 

ブータンでは、「幸福の追求は誰もが目指している」という考えに基づき、全ての国策の基

盤として「国民総幸福量 (GNH)」を開発理念に置いています。これは、人を中心に置いた開

発を通して物質的な幸福と精神的・文化的幸福追求のバランスを維持するというもので、GNH

によるジェンダー平等と環境の推進については、一方の達成なくして他方の達成はないとい

う立場をとっています。ブータン憲法は環境への責任を全国民の義務とし、国土の 60％が常

に森林で覆われていることを定めています。これにより温室効果ガスのネット排出量のマイ

ナスを実現しています。気候変動にジェンダーの概念を組み込むことはブータンでも新しい

取り組みで、食品保存技術としての太陽熱乾燥、薪使用量が少ないエコストーブ、廃棄物リ

サイクル研修といった対策例があります。 

 

特に廃棄物管理においては、大多数の社会で女性が家事を担っていることから性別による

役割の差が際立っており、例えば廃棄物処理や輸送業は男性が行っているのに対し、廃棄物

センターでの分別、取り出し、清掃の大半は女性が担っているという差があります。加えて

基調講演 

基調講演 1 

クンザン・ラーム   

ブータン王国 女性と子どものための国家委員会 前事務局長 

(現在：労働人的資源省 雇用・人的資源局長) 

聞き手 堀内 光子 

(公財)アジア女性交流・研究フォーラム 理事長 
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女性の関与は非公式のものが多く、低賃金や作業上の安全確保が問題となっています。 

 

ブータンの国家廃棄物管理戦略では、ジェンダー概念を盛り込む必要性は強調しているも

のの、廃棄物・気候対策・ジェンダーの問題を相互に関連付ける制度づくりはこれからです。

防災委員会を男女平等のメンバー構成にし、ジェンダーに配慮した備品・施設を備える努力

をしていますが、今後女性が変化の担い手となるよう、リーダーシップ研修を実施し、意思

決定過程への参画を進める必要があります。 

 

気候変動対策における女性の果たす役割は大きいにもかかわらず、その声はまだ届いてい

ません。女性と男性は持っている能力が異なり、それぞれを生かして適応、緩和、災害リス

ク管理に寄与できることを認識する必要があります。「女性は家庭や地域の暮らしにおいて重

要な役割を果たしており、だからこそ気候変動に関する意思決定のあらゆる段階で関与する

ことが不可欠です」というまとめが印象的でした。 

 

意思決定の現場における男女平等参画は、日本にとっても重大な問題です。また 2020 年 10

月には、菅政権が 2050 年までに温室効果ガスのネット排出量をゼロとする政策目標を表明し

ました。今回の基調講演が、皆様にとってブータンの環境対策に学び、今後の脱炭素社会実

現に向けて男女が協力しあうことについて考えるきっかけとなれば幸いです。 

 

 

基調講演 1の詳細記録は p.11 
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「北九州市によるアジアでのグリーンシティ（低炭素化）の推進」 

 

北九州市は 20 世紀以降、産業都市として発展してきた一方で、公害に悩まされた歴史があ

ります。1950 年代以降、産業公害による健康被害を危惧した女性たちが市民運動を展開し、

自ら調査・収集した科学的データを基に企業や行政に改善を求めました。こうした運動が基

となって公害を克服した本市の環境への取り組みを、アジア低炭素化センターの村上恵美子

氏にお話しいただきました。 

 

北九州市は近年、循環型社会の形成に向けてエコタウン事業の取り組みを進めるとともに、

再生可能エネルギーの導入量は全国２位を誇ります。また、その環境技術を活用して、アジ

アの公害問題解決に向けた国際協力を実施しています。 

 

例えばスラバヤ市（インドネシア）では、かつて廃棄物が分別されずに最終処分場へ持ち

込まれ、生ごみの悪臭問題に悩まされていましたが、分別リサイクルに関する環境教育を実

施することで改善がみられました。また、分別した生ごみを堆肥化し、それを地域の緑化に

活用することで、廃棄物分別の重要性の理解促進にもつながりました。 

 

またダバオ市（フィリピン）では、廃棄物問題と電力普及率問題の同時解決を目指し、廃

棄物発電技術を採用しています。廃棄物発電を効率的に行うためにも分別は必須で、可能な

限りリサイクルを行い、ごみを燃焼しやすくすることが重要です。 

 

最後に、効果的な環境活動の運営には、現地の

地域社会に根付いた取り組みを進めることが不

可欠です。廃棄物分別の進め方は国ごとに異な

り、分別の担い手が取り組みやすい方策策定が

重要になることから、センターでは家庭で分別

作業に携わることの多い女性の視点を取り入れ

たリサイクル政策を推進しています。女性の視

点を取り入れた活動は持続可能で長続きしやす

いといい、あらためて女性の参加の重要性を考

えさせられる講演となりました。                                

基調講演 2の詳細記録は p.21 

基調講演 2 村上 恵美子     

アジア低炭素化センター 事業化支援担当課長 
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「災害避難所運営に女性の視点を」 

 

2017 年の九州北部豪雨で甚大な被害を受けた福岡県朝倉市。全国で初めての母子や女性に

特化した避難所をボランティアで開設した朝倉災害母子支援センターきずなの大庭きみ子事

務局長に、センターでの活動を通して見えてきたものや、女性の視点での支援の重要性につ

いてお話しいただきました。 

 

2017 年 7 月、朝倉市は数十年に一度といわれる記録的な豪雨に見舞われました。河川が氾

濫し、家屋や田畑が流された写真からは当時の被害の大きさが見て取れます。 

開設された避難所で目にしたのは、夏の暑い時期に冷房のない体育館で、100 人近い方が雑

魚寝で休む様子でした。その中に、乳児や幼児を連れての避難所生活での不安感や気苦労に

よりストレスを抱えた母子の姿がありました。 

 

要配慮者の視点で、それぞれに必要な支援を考えていかなければいけない、特に新生児や

妊産婦には 1 日も早い支援が必要と感じ、休院中の産婦人科医院を活用し、避難所「朝倉災

害母子支援センターきずな」を開設しました。 

 

元産婦人科医院ですので個室の部屋があり、プライバシーも守られ、災害母子や女性の避

難所として最適でした。加えて、全国からの女性ボランティアの方々に空き部屋を無料で提

供したほか、母子に対する心身のケア、生活相談、被災者の生活自立の支援など、避難所と

してだけではなく母子支援センターとして、専門ボランティアの支援活動の拠点にもなりま

した。 

 

最後に「このような災害時の母子避難所が全国、世界に広がり、

多くの女性や子どもたちが救われることを願っています」と締め

くくりました。 

 

気候変動による自然災害は、どこでも起きる可能性があります。

被災者それぞれのニーズを尊重し、皆が安心して災害を乗り越え

る事ができる社会に向けて求められるものは何かについて、示唆

に富んだ取り組みでした。          

市民団体による活動事例発表 1 の詳細記録は p.25 

市民団体による活動事例 

活動発表 1 
大庭 きみ子 

朝倉災害母子支援センターきずな 事務局長 
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「地球温暖化軽減のために私たちが取り組む活動」 

 

ごみ問題が社会課題となった 1996 年から活動を続けている NPO 法人 持続可能な社会をつ

くる元気ネット(以下、元気ネット)の鬼沢良子理事長に、分別やリサイクルといった 3R の普

及啓発活動等についてお話しいただきました。 

 

SDGs の目標 12「つかう責任」は、誰にでも関係があることで、「今こそ一人一人の意識と

行動の変容が求められています」との言葉で講演が始まりました。 

 

元気ネットでは市民・企業・行政と連携して活動を行っています。例えば、東京 2020 オリ

ンピックのメダルが携帯電話などから収集したリサイクル金属から作られている事はご存じ

の方も多いと思いますが、この国民参画型のプロジェクトは、元気ネットが実施したマルチ

ステークホルダー会議での提案が実現したものの 1つです。 

 

企業・行政と連携しての活動は、人材育成も行っています。容器包装に関して正しい情報

が伝わりにくい、また関心のない方へどう伝えるかという課題から、女性の知識や視点を活

かした「参加したい」と思わせるプログラムを開発し、市民に向けたイベントを頻繁に開催

しています。地域の活動を持続可能なものにしていくためには、口コミによる情報伝達が効

果的であること、そして若手の参加を推進することが重要であり、それに向けた啓発運動に

も取り組んでいます。 

 

これらの活動を通して一人一人が実践することで、温室効果ガス削減に貢献し、気候変動

への対策にもつながっていきます。 

 

「批判や対立ではなく、市民目線の提案や学び合いの場づくり

を通して多様な循環型地域づくりの発展を願っています」という

言葉が印象的でした。 

 

参加者からも「誰かのせいにするのではなく、地域に根差した

地道な活動に強く刺激と勇気をいただきました」という声があ

り、それぞれが自分にできることを考える時間となりました。 

 

 

市民団体による活動事例発表 2 の詳細記録は p.28 

活動発表 2 
鬼沢 良子 

NPO 法人 持続可能な社会をつくる元気ネット 理事長 
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本日は、「気候変動とジェンダー」という SDGs 全体の達成にも大きく関与するテーマで、

アジア女性会議－北九州を開催させていただきました。 

 

近年世界各地で、地球温暖化による気候変動の影響で、これまでなかったような自然災害

が頻繁に報道されています。また我が国も、毎年大雨や台風による甚大な被害が発生してい

ますが、これを軽減していくためにどうするか、また災害が起こったときにどう対応するか

などについてジェンダーの視点、具体的にはさまざまな意思決定や具体的な行動の場面で女

性が主体的に関わっていることがいかに重要かという観点から、まずブータン王国女性と子

どものための国家委員会のラーム事務局長(会議開催当時)にブータンでの現状や今後に向け

た動きについてご講演いただきました。その後、北九州市の取り組みの紹介や国内の 2 つの

市民団体の方からその活動報告をしていただきました。 

 

ご視聴いただきました皆様に、今後この問題を考えていく上でさまざまなヒント・情報を

提供することができた会議となっていることを願います。 

 

また、3 時間の時差があるにもかかわらず、遠隔でご講演いただいたブータン王国ラーム事

務局長を始め、北九州市の村上課長、きずなの大庭事務局長、元気ネットの鬼沢理事長、ご

講演誠にありがとうございました。 

 

それでは、これをもちまして、第 31 回アジア女性会議－北九州を終了致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉 会 

総括・閉会のことば 
江副 春之 

(公財)アジア女性交流・研究フォーラム 専務理事 
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参考資料 

基調講演 1（日本語訳）  

 

堀内 

北九州市から皆様へ、おはようございます。第 31 回アジア女性会議－北九州へようこそ。 

私たちフォーラムの活動を代表する、毎年恒例のこの会議にご参加いただきありがとうご

ざいます。今年はコロナ禍のため、初めてのリモート会議となりました。コロナ禍は人類に

とって、また一つ新たな課題となっています。 

私は、本会議を主催するアジア女性交流・研究フォーラム(KFAW)で理事長をしています堀

内光子と申します。今年の会議のテーマは「気候変動とジェンダー」。現代社会において極め

て重要なテーマを取り上げます。 

基調講演はクンザン・ラーム様にお願いしています。ラーム様はブータン王国で「女性と

子どものための国家委員会」の事務局長をしておられます。この委員会は、ジェンダー問題

と子どもの権利擁護を行う国家機関（ナショナル・マシーナリー）です。ラーム様は、政府の

高官で、ブータン政府でジェンダー平等を主導する女性リーダーの一人です。 

気候変動の深刻な脅威に対応するため、(国連気候変動枠組条約における)パリ協定が 2015

年に採択され、また同年人類を守り、地球を救い、繁栄を享受するための SDGs も採択されま

した。それから 5 年が経った今日、目標達成に向けたこれまでの経過を振り返り、今後必要

な行動を展望する時期となっています。 

目標達成への道のりにおいて極めて重要な時を迎え、ラーム様にはジェンダーと気候変動

に関するご自身の貴重なお考えとご経験を話していただきます。国連開発計画(UNDP)が最近

の報告書で指摘したように、ブータンの主要な産業は気候に左右され、気候変動の影響を極

めて受けやすい状況にあります。気候変動は、自然の生態系等に深刻な影響を与えています。

この後、皆様には気候変動がもたらす甚大な影響を伝える国連のビデオをご覧いただきます。

激甚化する異常気象の増大により、深刻な自然災害が頻

繁に発生しています。 

例えば今年、日本では 7 月の梅雨の時期に、集中豪雨

によって九州を始め各地で大洪水や土砂崩れが発生し、

気候変動緩和に向けた一刻も早い有効対策の必要性を

あらためて痛感しました。 

皆様もご存知かと思いますが、パリ協定では「世界の

平均気温の上昇を産業革命以前に比べて２℃未満に、で

きれば 1.5℃未満に抑える努力をする」ことが謳われて

います。この目標を達成するため、政府および産業界は

今まで以上に大きな役割を果たすことになりますが、市

会議記録 
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民社会組織、そして私たち一人一人が努力することの重要性・必要性も強調したいと思いま

す。 

最後に、パリ協定ではジェンダー平等とジェンダーに対応する能力構築を呼びかけている

こと、そして SDGs では国連気候変動枠組条約がグローバルな気候変動対策について国際・政

府間レベルで協議する主要な場であると認識されていることを皆様に思い出していただきた

いと思います。では、気候変動に関する国連のビデオをご覧下さい。 

 

------------ビデオ（https://youtu.be/RNApRK4oMyQ）------------ 

 

ラーム様のご講演では、最初に講演の概要とブータン王国についてご紹介いただきます。

また、ビデオでブータンの美しい風景と文化をご覧いただきます。私は今年 1 月にブータン

を訪れる機会に恵まれました。当フォーラムでは、ブータンの皆様と密接な関わりを築いて

きました。来年には、おそらく JICA によるジェンダー研修を開催できると思います。それで

はラーム様、女性と子どものための国家委員会の組織なども含めてお話下さいませ。 

 

ラーム 

北九州市長、KFAW の理事長ならびに職員の皆様、講演者の皆様、そしてこの配信を視聴さ

れている皆様、ブータンより心を込めてご挨拶します。第 31 回アジア女性会議－北九州にご

招聘いただきありがとうございます。この度、こちらで講演する機会をいただきましたこと

に心から感謝申し上げます 

本日のお話の概要です。まずブータン王国についてご紹介し、その後、私の属する「女性

と子どものための国家委員会」の概要をお話します。次に、ブータンの開発理念である国民

総幸福量(GNH)について述べ、続いて気候変動とジェンダーについてお話します。ここでは、

無報酬の育児・介護や意思決定とジェンダーなどいつくかの話題について触れたいと思いま

す。そして最後にまとめを述べます。 

ではまず、ブータン王国を紹介した短いビデオをご覧いただきます。ゆっくりお楽しみ下

さい。 

 

------------ビデオ（https://youtu.be/JCZL2lUZPOE）------------ 

 

ご覧いただきありがとうございました。ビデオ、楽しんでいただけたでしょうか。 

ブータン王国は、山々に囲まれたヒマラヤの小国で、北は中国に接し、西、南、東の三方は

インドに接しています。首都はティンプー。国土面積は、38,394 km2、人口は 735,553 人。ブ

ータン国民には若い世代が多く、人口の半分は 27 歳未満の若者です。平均寿命は 70 歳(女性

は 71.7 歳、男性は 68.8 歳)。都市人口が国全体の 38％、地方人口の割合は 62％。識字率は

71％(男性は 78％、女性は 69％)。若年層の失業率は 10.6％(男性は 9.2％、女性は 12.9％)。

就労率は 63％(女性は 52％、男性は 73％)。 

ブータン王国の象徴をご紹介します。民族衣装はゴとキラ。男性はゴ、女性はキラを着ま

す。先程のビデオにも出てきました。公用語はゾンカ語。通貨はヌルタム。ブータンの動物
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はターキン。国の花はブルー・ポピー。国の木は杉。国鳥はワタリガラス。国技はアーチェリ

ー。 

では、私自身と私が属している組織についてご紹介します。私はブータン政府で、女性と

子どものための国家委員会(NCWC)事務局長です。この委員会は、女性と子どもの権利を保護・

促進する国家機関として、2004 年に設立されました。2008 年、ブータン王国憲法が採択され、

この中で女性と子どもに対するあらゆる形態の差別および搾取の撲滅が宣言されました。

NCWC は、ブータン王国憲法、国際条約・地域条約に基づいて活動をしています。また国内法

も、2011 年育児・児童保護法、2012 年養子縁組法、2013 年家庭内暴力防止法などが整備され

てきました。この 3つの国内法を所管する当局が NCWC です。ブータンは、女子差別撤廃条約

を 1981 年に留保なしで批准し、また 1990 年には児童の権利に関する条約（通称:児童の権利

条約）を批准しています。NCWC は、ブータンにおけるジェンダーに関する施策の調整、策定、

モニタリング、報告、政策提言を行う国家機関（ナショナル・マシーナリー）です。「2020 年

国家ジェンダー平等政策」では、ブータン国内の全ジェンダー施策指令を示しています。北

京行動綱領や SDGs などの地球規模の義務は、平等な社会の構築という私たちの委員会の任務

遂行の指導的枠組みとなっています。私たちは現在、第 12 次 5 カ年計画を実施しており、そ

の達成の鍵となる成果の領域は SDGs と緊密につながっています。ブータンの第 12 次 5 カ年

計画では、国家重点領域(NKRA)として、SDGs の目標 5「ジェンダー平等」を採択しています。 

幸福の追求は、誰もが目指しているものです。この考えに基づき、ブータンではあらゆる

国づくりの政策・アクションの基盤に国民総幸福量(GNH)の理念を置くこととしました。この

理念は、1972 年にブータンの第 4代国王が提唱したもので、ブータン憲法でも GNH の追求促

進を国の進むべき方向としています。GNH に対する私たちの考え方は、人を中心に置いた開発

を通して、物質的な幸福と精神的・文化的幸福追求のバランスを維持するというものです。

GNH によるジェンダー平等と環境の推進については、一方の達成なくして他方の達成はない

と考えています。 

ジェンダー平等は、個人としての女性および男性の生活を向上させるだけではなく、生活

のあらゆる場面における男女の貢献のもと、開発のあらゆる面で性別を問わず全ての人々を

対象にすることを重視するものです。2015 年に実施した GNH 調査では、男性のほうが女性よ

りも幸福で、教育と統治の分野では男女間の格差が大きいことが分かりました。国民総幸福
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量は、性別を問わず開発のあらゆる面で男女を平等に取り扱うものです。数多くの調査・研

究において、ジェンダー平等がもたらすメリットは、家庭、地域社会に幸福をもたらし、生

産性向上と経済成長につながることが確認されています。 

一方、ジェンダー不平等は開発の阻害、健康と教育の低下、家庭資源の分配の非効率化、

経済成長の鈍化などにつながるため、大きなコスト負担となります。ジェンダー平等と政府

の取り組みのつながりは無視できないものであり、GNH を達成するうえで極めて重要です。こ

の 2 つがつながることで、女性も男性も、民主的で公平な社会に暮らすことができ、同時に

女性と男性が、自分たちの生活に影響を与える決定を自ら下し、決定に影響をおよぼす仕組

みが構築されます。意思決定への参加におけるジェンダー間のバランスをとることによって、

より良い決定が下され、広範囲にわたる問題や懸念が考慮されるようになります。同様に環

境保全は、社会経済開発、文化の振興、政府の取り組みと並んで、GNH の柱の一つとなってい

ます。 

ブータンにおける政策は全て、「GNH 計測ツール」を使って、精査されます。このツールは、

ジェンダー平等と環境保全に関する 22 の係数で構成されています。ブータンの政策は全て、

まずこのツールに掛けられ、その上で承認されます。環境保全は、ブータンの社会経済開発

において、常に中心的な役割を果たしてきました。先程も話しましたように、GNH の開発理念

には自然環境への配慮が組み込まれており、現在および将来の世代の生活の質と直接結びつ

いています。 

ブータン憲法では、環境への責任は国民の一人一人の義務であり、将来にわたって環境の

60％を維持することが政府の使命であるとしています。ブータンの国土の 71.9％は森林で、

国土の半分以上が保護地区となっています。しかし、人口増加や経済開発に伴い、変化が急

速に進んでいます。耕作地や森林が、農道、送配電線、工業地帯、都市などに変わっていま

す。廃棄物管理は新たな環境問題で、適切な管理を怠ると公衆衛生や自然環境への脅威につ

ながり、水質汚濁、大気汚染、温室効果ガス排出を引き起こします。 

また、ブータンは気候変動による悪影響に対して脆弱性が高く、鉄砲水、氷河湖決壊洪水、

暴風、森林火災、土砂崩れによる脅威が増しています。ブータンは、森林地域が広大で工業

活動はあまり行われておらず、再生可能なエネルギー源を使用していることから、温室効果

ガスの吸収源となっています。これにより、ブータンは温室効果ガスのネット排出量のマイ

ナスを実現しています。 

ブータンの目標は 2015 年に定めた「国が決定する貢献(NDC)」にも反映されているように、

今後も「温室効果ガス排出マイナス」を維持すること、すなわち CO2換算で 630 万トンと推定

される国内の森林による炭素隔離量を温室効果ガス排出量が超えないことです。 

ここではブータンで実施されている気候変動に関する適応策および軽減策をいくつかご紹

介します。まず、適応策としては、湖の水位を人為的に低く抑えること。災害リスク管理能

力を増強すること。氷河湖決壊洪水に対する早期警戒システムを設置すること。次にリアル

タイムの気象データ取得の強化、気候起因の脅威の軽減、地域社会の防災・減災対策の構築

により、気候起因の災害リスクに対応すること。最後に、森林・農地ならびに地方の暮らし

の持続可能性と気候に対する強靭性を高めること。減災策で注力していることは、防災・減

災の可能性の高い地域のアセスメント実施と基準データの確立です。これには、「輸送・産業・
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定住に関する低排出量開発戦略」の策定、ならびに 2040 年に向けた「温室効果ガス排出マイ

ナス戦略」の構築が含まれます。 

気候変動にジェンダーの概念を組み込むという取り組みは、ブータンではまだ比較的新し

いものですが、そういった取り組みが既に始まっているということは、とても心強いことで

す。「ブータン気候変動対策」ならびに「国家ジェンダー平等政策」には、いずれもジェンダ

ーと気候変動の視点を取り入れた政策指示が盛り込まれています。気候変動の影響は、最も

脆弱な最貧層の人々を直撃するもので、一般に女性は従来からのジェンダー不平等と社会文

化的規範ゆえ、その影響の矢面に立っています。 

ブータンが定めた NDC の 3 つの優先分野である農業・廃棄物・エネルギーにおいて、2020

年にジェンダーアセスメントが実施されました。NDC とはパリ協定の中核を成すもので、自国

における CO2 排出量を削減し気候変動による影響に適応するため、それぞれの国が定めた取

り組みを意味します。現在ブータンでは、第 2 次 NDC 実行計画の更新作業が行われており、

ジェンダーに配慮した「気候プロミスワークプラン」の策定が進められています。 

ジェンダーに配慮した気候対策の例として、タラヤナ財団(地方の地域社会と共に取り組み

を進める市民社会組織)が女性の自助グループや若者と共に実施してきた、環境技術を使った

取り組みについてお話したいと思います。マイクロ水力発電による農村電化。持続可能な食

品保存技術としての太陽熱乾燥機の据え付け。地元で生産され、煙が少なく、薪の使用量が

少ないエコストーブ。分水嶺管理能力、土地管理能力、取水技術の育成。重力を使った輸送

用ロープウェイの建設。ソーラー柵・電気柵の設置。女性と若者を対象とする廃棄物リサイ

クル研修。ほとんどの社会で女性が家事を担っていることもあり、廃棄物管理においては、

性別による役割の差が際立っています。 

2019 年に国連環境計画（UNEP）が実施した調査に拠れば、廃棄物分野におけるジェンダー

格差は主として、役割分担、権力構造、報酬、情報や機器へのアクセスにおいて極めて大き

く、全体として役割と機会に不平等な偏りがあります。ブータンで実施された「ジェンダー・

気候アセスメント調査」によれば、女性は家庭ゴミの取り扱い、堆肥づくり、小規模なリサ
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イクル業務などに携わっています。廃棄物管理における性別による役割の差としては、廃棄

物の処理や輸送業は男性が行い、廃棄物センターでの廃棄物の分別、取り出し、清掃の大半

は女性が行っています。また、廃棄物分野における女性の関与は非公式のものが多く、報酬

はわずかもしくはゼロです。また作業するうえでの安全確保も不十分です。健康への影響や

廃棄物を取り扱うことに伴う危険についての意識も欠如しており、自分を守ることができて

いません。ブータンの国家廃棄物管理戦略では、ジェンダー概念を盛り込む必要性は強調し

ていますが、廃棄物と気候対策、そしてジェンダーの問題を相互に関連づける制度づくりは、

まだまだの状態です。 

さらに廃棄物対策の決定はほとんど男性が行っているのが現状のため、男女別の情報の明

確化、ならびにジェンダーへの配慮に関する意識向上を促進する必要があります。2019 年、

ブータンでは無報酬の育児・介護業務に関する調査が実施されました。この調査では国民総

幸福量調査、労働力調査、ブータン生活水準調査で収集したデータが使われました。この調

査によれば、女性は家事や育児・介護に費やす時間が男性よりも長く、その数も多いことが

分かりました。女性は無報酬の育児・介護の 71％を担い、男性よりも 2.5 倍も長い時間を費

やしていました。 

一方男性は、女性よりも 2.5 倍長い時間を賃金が支払われる仕事に割いていて、結果とし

て無報酬の作業をしているのは圧倒的に女性ということが分かりました。この調査では、家

事と無報酬の育児・介護の両方を対象としました。家事に携わっている女性は女性全体の

95％、家事に携わっている男性は男性全体の 61％でした。一方、女性の 33％は無報酬の育

児・介護に従事していましたが、無報酬で働く男性はわずか 12％でした。さらに、料理、

家事、子どもの世話などに女性が費やす時間は、男性の 2 倍以上でした。参加率を見ても、

料理の場合、女性は 91％、男性はわずか 43％でした。さまざまな賃率を使って無報酬の家

事や育児・介護の金銭的価値を計算したところ、GDP の 10％～16％に相当すると推算されま

した。例えば、中程度のスキルを持つ労働者の最低賃金に基づいて計算すると、無報酬の家

事・育児・介護は、GDP の 10％に上ることが分かりました。 

この調査が優れている点は、その結果に基づき、現在の国家による調査を見直して、無報
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酬の育児・介護に関するより正確なデータを反映させるべきであるという政策提言をしたと

ころです。さらに、ジェンダー格差の低減と無報酬の育児・介護の価値の把握という提言を

労働政策に対して打ち出したところも優れています。 

具体的な提言としては、女性の仕事と家事という二重負荷に対策を打つこと。無報酬で育

児・介護をしている男性や女性にインセンティブを与えることで、無報酬労働の値打ちを明

らかにすること。無報酬の育児・介護に対する社会の見方や態度を変えようと試みること。 

ブータンには、性別役割分担について昔から固定概念があります。女性は、無報酬の育

児・介護の大半を担っており、そのため弱者となり、気候変動に関する情報もあまり入手で

きません。女性より男性の方が、情報へアクセスしやすく研修の機会も多いので、その結

果、気候変動に関する意思決定でも男性が主要な役割を果たしています。しかし調査によれ

ば、気候変動の影響の受け方や実態、関心、ニーズ、経験、関与の度合い、役割にもジェン

ダーによる違いがあり、また気候変動対策の影響や効果にも男女間に違いがあります。 

例えば、男性の対応策は他の都市に移住して別の職に就くことだったりしますが、女性の

場合は消費のパターンや習慣を変えることで気候変動への適応を試みます。関連する全分野

にジェンダー概念を一層強固に組み入れていくためには、気候変動関連対策において女性の

声を高め、意思決定の役割にも女性の参画を強める必要があります。これは極めて重要な部

分で、私たちは JICA による数多くの研修、ならびに自然災害やジェンダー平等に関する北

九州での研修コースにとても感謝しています。日本からたくさんのことを学ぶことができま

す。 

ブータンの 2013 年防災法では、防災委員会に女性の代表を必ず入れることの重要性を規定

しています。またブータンの国家ジェンダー平等政策の第 5.9 条では、あらゆる災害および

気候変動関連の取り組みにジェンダー主流化の概念を盛り込むことにしています。現在進行

中の「ブータン 5カ年計画」では、「温室効果ガス排出マイナス」ならびに「災害に対して強

靭な開発」について、国家としての重点領域を明確化しています。重点領域の重要指標には、

災害リスクの軽減・管理に関する既存の制度設計におけるジェンダー主流化の視点を含めて

います。 

実行面では、防災委員会と対応チームにおいて男女平等なメンバー構成になるよう徹底し

ています。また防災および緊急事態対応計画にはジェンダーの視点を盛り込み、備品や施設

はジェンダーに配慮したものとしています。とはいえ、災害リスクの管理と対応におけるジ

ェンダー主流化の領域では、まだまだするべきことは残っています。先程も申し上げました

ように、私たちは気候変動に対する政策・対策において、女性の声を今以上に反映する取り

組みを進めています。女性による包摂的かつ積極的で有意義な参加と意思決定が必要です。

地域社会のレベルでは女性が会合に参加することもありますが、ほとんどの場合、認識不足

や情報へのアクセスの欠如が原因で、女性のニーズや関心事項に配慮した対策の決定に効果

的に関わることができていません。このため、女性が気候変動対策においてリーダーシップ

を執り変化の担い手となるよう、研修を実施して力をつけさせていく必要があります。気候

変動に対応し、適応するうえでも女性の果たす役割は大きいにもかかわらず、女性の声はま

だ届いていません。女性と男性はそれぞれ持っている能力が異なり、それぞれを生かして適

応、緩和、災害リスク管理に寄与できることを認識する必要があります。また女性は、家庭
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や地域の暮らしにおいて重要な役割を果たしており、だからこそ気候変動に関する意思決定

のあらゆる段階で関与することが不可欠です。 

ブータンでは、気候変動関連分野で行動計画の策

定、ならびにジェンダー主流化のツールとチェック

リストの作成を進めています。気候変動に関する決

定に女性が有意義なかたちで参加できるよう、こう

したツールを使っていきたいと考えています。女性

が単なる受益者として扱われるのはではなく、気候

変動対策のあらゆる段階に関与することが重要で

す。 

 

堀内  

ご講演ありがとうございました。お話を通して意思決定レベルでのジェンダー平等が重要

であることが理解できました。日本とブータン両国にとって非常に重大な課題です。また気

候変動だけではなく、SDGs の全目標において、ジェンダー平等の促進が必要です。 

先程も申しましたように、ブータンも日本も、ジェンダー格差が未だに極めて大きいとい

う重大な問題を抱えています。このため、両国ともジェンダー平等の実現のため、さらに努

力を重ねる必要があることは明らかです。どちらの国においても、これが政策および行動に

おける最優先事項であります。 

ラーム様、ご講演の中でジェンダー平等の促進の必要性を明示していただき、ありがとう

ございました。もう一つ、ジェンダー平等を促進するには、女性と少女のエンパワーメント

がとても重要であるということも指摘しておきたいと思います。エンパワーメント無くして

は、ジェンダー平等のさらなる促進は難しいということをラーム様のご講演を受けて強調し

たいと思います。ジェンダー平等、そして女性と少女のエンパワーメントの促進の必要性を

強く呼びかけて下さり、ありがとうございました。参加者の皆様、ラーム様に大きな拍手を

お送り下さい。 
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堀内 

いくつか質問をいただいています。最初の質問です。「NCWC では、定期的なコミュニケーシ

ョンをどのように取っているのですか。ジェンダーに配慮した気候変動政策・対策を促すた

め、例えば、気候変動を所管する当局もしくは担当機関と定期会合や研究会などを開催して

いますか。」 

2 つめも最初の質問と関連した内容ですので、一緒にお答えいただきます。「NCWC では、ジ

ェンダーと気候変動の問題に関する人々や組織の関心を高めるため、どんな取り組みを実施

していますか。」 

 

ラーム 

ブータン政府の上層部に「気候変動調整委員会」という組織があります。この委員会は、

気候変動に関わるあらゆる関係者により構成されています。先程の講演で、農業、廃棄物、

エネルギーの 3 つの分野で気候変動に関わるジェンダーアセスメントを実施したと申しまし

た。この調査を受けて、極めて有力で優れた提案が出されました。それは、「気候変動調整委

員会(英語の頭文字をとって C4 とも呼ばれています)」に、NCWC からも委員を出すべきだと

いう提案です。現在この提案について検討しているところですが、これが気候変動の取り組

みにジェンダーの視点を盛り込むための主要な制度上のメカニズムとなっていきます。 

2 つ目のご質問についてですが、NCWC では、ジェンダーと気候変動に対する意識向上の取

り組みを始めており、ブータンが定めた NDC における 3 つの優先分野で実施したジェンダー

アセスメントの調査結果についても広く共有する活動に着手しています。主要な会議やプロ

グラム、さらに地方政府や地域のリーダーを対象とした年次会合にも、ジェンダーと気候変

動を組み込むことを計画しています。 

ここで一言申し上げたいのですが、現在コロナ禍のため、全世界でジェンダー平等に向け

たこれまでの進展が停滞・逆行しています。ジェンダーに関わる暴力行為が数多く報じられ、

女性の経済進出も滞りがちです。コロナ後の社会経済の回復に向けた取り組みの中で、政府

がジェンダーの視点を取り入れていくことが極めて重要です。 

ここで、米国の故ルース・ベイダー・ギンズバーグ最高裁判事の言葉で本日の議論に関係

のあるものを 2つ引用します。「次の世代を育てる責任を、男性が女性と等しく共有するよう

になって初めて女性は真の平等を手にするのです」「女性は、意思決定が行われるすべての場

所にいなくてはなりません。女性が例外であってはならないのです。」 

 

堀内 

素晴らしいご回答をありがとうございました。コロナが人類にとって現在最も深刻な脅威

であること、大事な点をご指摘いただきました。コロナ禍が発生していなかったら、恐らく

気候変動が現在の最大の課題となっていたことでしょう。ラーム様がおっしゃったように、

コロナ禍によってジェンダー平等達成の重要性と難しさが明らかになっています。私たちは、

質疑応答 
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コロナと戦っていかなければなりません。 

もう 1つ質問をさせていただきます。先程のご回答と関連があるかもしれません。「男性は

どのようにジェンダー平等の促進に関わっていけるのでしょうか。」男性が果たすべき責任も

しくは任務について、お答えいただけますか。 

 

ラーム 

とても重要な質問です。この質問をされた方が男性だといいですね。 

先程、無報酬の育児・介護に関する調査の話でも申しましたが、無報酬の育児・介護の大

半を女性が担っているため、女性は自らのエンパワーメントにつながる他の生産的な経済活

動に従事することができません。育児・介護を男性も支援し、女性と同等の責任を担うよう

になれば、どの国においてもジェンダー問題に大きな前進が見られるようになると思います。 

世界経済フォーラムが発表した世界ジェンダー報告書を見ても、無報酬の育児・介護にお

いて、男性が女性と同等の責任を担っている国は世界に一つもないのです。この点がやはり

主要な領域かと思います。さらに男性ができることとしては、我々人類が現在行っている開

発のあらゆる側面で、ジェンダーの視点を擁護していくことかと思います。 

 

堀内 

まだまだ質問はたくさんあるのですが時間に限りがありますので、あと 1 つだけよろしい

でしょうか。「気候変動とエネルギーの政策策定プロセスにおいて、どうすればジェンダーバ

ランスを改善できるでしょうか。」 

 

ラーム 

現在、気候変動と関連のある分野を見てみますと、その政策および対策の多くにジェンダ

ーの視点が入っていません。ですから、ジェンダーの視点を取り入れ、気候変動に関わるあ

らゆる問題をジェンダーの観点から見ていくことが、とても重要だと思います。 

つまり、女性と男性のニーズ・関心は何か、そして各対策によって、女性と男性にはそれ

ぞれどのような便益がもたらされるのかを検討することです。できることはあるはずです。

例えば、気候変動に関わる全分野のジェンダー分析を行うことは、ジェンダーの視点を持つ

ために極めて有用なことだと思います。ジェンダーに配慮した気候変動対策の策定が必要で

す。 

 

堀内 

ラーム様、ありがとうございました。大変残念ですが、皆様からの質問を全て取り上げる

ことは時間の関係上できません。たくさんのご質問、そしてご清聴ありがとうございました。

意義深い質問を出していただき感謝申し上げます。そしてラーム様、どうもありがとうござ

いました。 
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基調講演 2 

 

北九州市アジア低炭素化センターから参りました村上と申します。本日はこのような機会

をいただきましてありがとうございます。 

まずは北九州市の紹介をさせていただきます。北九州市は関門海峡に面しておりまして、

その地理的な特性から、古くから九州の玄関口、アジアの玄関口として栄えてきました。日

本では戦国時代となる 15 世紀には、この地域の守りのかなめとなる城塞が築かれ、戦国時代、

そしてそれが終わる 17 世紀以降は、城下町として栄えてきた町です。20 世紀に入り産業都

市として発展していくことになりましたが、残念なことに 1950 年代は公害が発生してしまい

ました。工場地帯の煙突から大量の降下ばいじんが排出されていました。また同じ頃、北九

州市の北西部にあります洞海湾は、魚はおろか大腸菌すらもいない死の海と呼ばれ、酸廃液

の影響により溶けたスクリューの写真も残っています。 

 

このような産業公害を目の当たりにし、子どもたちや配偶者などの健康を心配した女性た

ちが立ち上がり、「青空がほしい」をスローガンに市民運動を展開しました。この運動を語る

上で特にお伝えしたいことは、女性たちがただ要求を掲げるのではなく、自ら大学教授たち

に教えを請い調査し、科学的なデータや根拠を基に企業や行政に改善を求めたことです。当

時全国的にも公害が深刻化しており、公害対策についての法規制が全国的に整備されたこと

もあり、改善が徐々に進んでいきました。このような女性たちからの要請をもとに、法規制

が進み、行政でも監視・指導の機能強化に努めてきました。企業でもクリーナー・プロダク

ションといった低公害型の生産設備の導入や、排水処理施設などの整備を進め、汚染物質を

出さない生産活動に努めたのです。このような産官学民のパートナーシップにより、北九州

市では現在の青い空と美しい海を取り戻すことができました。この後北九州市では、このよ

うな環境技術を活用してアジアの公害問題の解決に向けた協力を開始したのです。公害克服

の後、北九州市では循環型社会の形成に向け、北九州エコタウンの設置も進められました。

日本でも最大のエコタウンであり、これまでに約 800 億円の投資と約 1300 人の雇用を生み出

しています。また、この地域でだけで年間 10 万人が訪れる産業観光の拠点にもなっています。 
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また、エネルギーにつきましても取り組みが進められています。きっかけは 2011 年の東日

本大震災でした。この大震災を契機とした電力需給のひっ迫を経験しました。その結果、低

炭素で安定安価なエネルギー供給を地域で行うことを実現するため、①響灘地区の優位性を

活かし、民間の洋上風力や高効率火力発電の集積と、②地域エネルギー会社の設立の 2 つを

進めることで、地産地消のエネルギー政策を進めることとしました。風力、太陽光、水力、バ

イオマスといった再生可能エネルギーの導入量について、北九州市は全国市町村中２位の規

模となっています 

北九州市のエコタウンの例にも見られますように、北九州市は、環境産業の推進とともに

環境活動を結び付ける、といった取り組みを進めています。再生可能エネルギーにつきまし

ても洋上風力発電の設置を進めていますが、洋上風力発電の産業の拠点としても響灘地区は

整備を進められています。風力発電の拠点としてのメンテナンスのトレーニングセンターや

拠点港の整備が進められているところです。 

北九州市内では、商店街も SDGs の達成に向けて取り組みを行っています。商店街に太陽光

発電のエコルーフを設置した省エネ対策、働く女性を対象としたセミナーの開催などを行い、

商店を「単なる物を売る場」ではない、新たなアイデンティティの確立を目指しています。 

北九州市は、このような取り組みをもとに、世界に向けた取り組みを実施しています。2008

年に環境モデル都市に選ばれましたが、その際に 2050 年に市内で GHG50％削減、アジアで

150％削減の目標を掲げました。現在は脱炭素化を掲げる国や都市が出てきていますが、この

目標を北九州市が掲げた 2008 年当時は画期的に高い目標でした。私がいますアジア低炭素化

センターは、アジアでの 150％削除の目標達成のために設置された組織です。市内を中心とし

た低炭素化技術を海外にビジネス展開することにより、目標達成に貢献するということにな

っています。 

こちらのスライドは、北九州市がプロジェクトを展開しているアジアの地図を示していま

す。 

都市間連携をベースに市内の企業などと連携し、これまでに 141 件のプロジェクトを実施
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してきました。多くのプロジェクトは姉妹都市、環境姉妹都市の都市間協力をベースに実施

されています。 

例えばカンボジアのプノンペンでは、水道局の水道水供給改善事業を実施しており、「プノ

ンペンの奇跡」としても有名になっています。 

近年は、国や国際機関も都市間連携による協力の有効性に着目しており、北九州市でも都

市間連携、環境省が支援する JCM を利用して「都市まるごとの低炭素化」を進めています。

例に示している 4 都市とも両市の信頼関係をもとに、エネルギーや廃棄物管理、上下水道な

ど、総合的な観点から「グリーンシティの創造」に取り組み、低炭素化を進めています。 

インドネシアのスラバヤ市の例をご紹介させていただきます。スラバヤ市はインドネシア

で第 2の都市となっており、北九州市とは 20 年間にもおよぶ都市間連携を進めています。こ

ちらの問題解決に向けては、スラバヤ市役所から職員を受け入れるとともに、スラバヤ市に

ある NGO からも職員を受け入れ、スラバヤ市、NGO の職員がともに北九州市内で環境分野の

研修を同時に受け、交流を深めるといった活動も行ってきました。海外では、NGO と行政が対

立することが見られますが、この例のように理解し合うことにより、協力して同じ目的に向

けて活動することができるようになります。 

東南アジアの多くの都市がそうであるように、スラバヤ市も多くの廃棄物が分別されない

まま最終処分場へ持ち込まれ、生ごみによる悪臭が発生するということがありました。北九

州市で研修を進め、分別リサイクルの環境教育をコミュニティーで実施することで状況が改

善されてきました。分別した生ごみを堆肥にし、その堆肥を活用して地域の公園・コミュニ

ティーの緑化を進めることで、「分けると緑化に役立つ、美しい花が育つ」ということも認識

してもらい、分けることの意味を理解してもらえるようにもなったのです。 

最後にフィリピンのダバオ市でのプロジェクトをご紹介したいと思います。フィリピンの

第 3の都市であるダバオ市とは、やはり廃棄物問題の解決に向けた取り組みを進めています。 

こちらでは電力普及率の問題もあるため、廃棄物発電技術を解決策の一つとして選択してい

ます。しかし、廃棄物発電を導入したとしても、それだけで問題が解決されるわけではあり
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ません。分別、リサイクルが重要であり、金属、ガラス、ペットボトルなど分別可能なものを

リサイクルし、燃焼しやすいようにしていくことが重要になります。そのため、現在 JICA か

らプロジェクトの採択を受け、コミュニティーでの分別の取り組みをモデル事業として進め

ています。 

このような取り組みについても女性の活動が大変重要になっており、分別のしやすさを考

えたリサイクル政策、方策を考える際は、女性の視点を取り入れる活動をプロジェクトで進

めています。北九州市では、今後もこのように低炭素化とともに、地域振興・産業振興にも

つながるような、さまざまな取り組みをアジアで進めていきたいと考えています。ご清聴あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

司会 

アジアの国々の環境改善や、環境に配慮した社会システムづくりを行っていく上で、女性

が関わることのメリットがございましたら、事例をご説明いただけますでしょうか。 

村上 

北九州市でもそうだったのですが、現地で活動を進めるにあたっては、やはり現地の地域

社会に根差した環境活動を進める必要があります。分別・リサイクルを行うといいましたが、

どういった形で分別を進めるといいかという点に関しては、日本、フィリピン、インドネシ

アのそれぞれで違ってきます。それを考えると、地域活動に参加したり、お家でご飯を作っ

たり、お掃除したりされている女性や主婦の方にとって、やりやすい方法が、非常に重要に

なってきます。 

彼女たちは、日本よりも地域社会に進出し、さまざまな活動を熱心に行っている方がたく

さんいらっしゃいますので、私たちは彼女たちからのアドバイスを聞きながら、うまく進め

られる方法を一緒に考えていき、それを行政に提案するという活動を行っています。女性の

視点が入ると、長続きしやすい、持続可能な活動になっていくと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑応答 
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市民団体による活動事例発表 1 

 

皆様、こんにちは。私は朝倉災害母子支援センターきずなの事務局長をしています、大庭

きみ子と申します。 

朝倉市は 2017 年の九州北部豪雨災害で甚大な被害を受けました。その時に母子や女性に特

化した災害母子支援センターきずなをボランティアで立ち上げました。その時の活動を通し

て見えてきたものや、女性の視点での支援の重要性について報告をさせていただきます。 

2017 年 7 月 5 日、朝倉市は数十年に一度と言われる豪雨に見舞われました。線状降水帯が

同じ場所に長時間停滞し、9 時間で 774 ミリという観測史上初めての記録的雨量となりまし

た。一夜明けると家屋や田畑は流され、村ごと無くなるという変わりようでした。土砂崩れ

と流木が、このように河川や道路、田畑、至る所をうず高く埋め尽くしています。尊い犠牲

になられた方は 33 名、行方不明者 2 名、全壊家屋約 260 戸、半壊・一部損壊まで入れますと

約 1500 戸の被害状況です。こちらは河川の上流からドローンで撮った写真です。大雨により

河川が氾濫し、まるで港のようになっています。 

当時 11 か所の避難所が開設され、多いときは約 1200 人の方が避難されていました。広い

体育館で 100 人近い方が雑魚寝の状態で休んでいました。夏の暑い日でしたが体育館には冷

房がなく、大変寝苦しい状態でした。全国からは多くの支援物資を届けていただき、大変助

かりました。女性トイレには生理用品や洗面道具などが置かれていて、人の目を気にせず使

えると喜ばれています。 

また避難所の中には、赤ちゃんや子どもを連れた母子の姿もあり、赤ちゃんの泣き声が心

配、授乳のときに周りに気を遣う、子どもを遊ばせる場所がないなど、大変気苦労されてい

ました。 

避難所での課題ですが、災害時要配慮者とは高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、傷病者、日

本語が不自由な外国人といった、特に配慮が必要な方々をいいます。福祉避難所では、この
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ような特別な配慮を必要とする人たちを受け入れています。二次避難では要配慮者の方は福

祉避難所へ移動しますが、高齢者や乳幼児、妊産婦なども同じ福祉避難所の建物の中で生活

することになります。それぞれに配慮や支援のしかたが違いますので、要配慮者の視点で考

え、必要な支援を考えていかなければなりません。高齢者の方からは、赤ちゃんの声で眠れ

ないという苦情もありました。 

そして避難所にいる人の半分は女性です。しかし、避難所運営の役員は男性が多く、女性

の意見が通りにくくなる場合が多いです。そのため、女性の視点で自主防災組織や避難所の

運営などを見直す必要を感じました。また、日頃からの地域のコミユニティーやネットワー

クが大事です。 

災害時は、母子支援は後回しになる事が多いと感じました。避難所生活では、乳児や幼児

を連れての生活は、周りへの気兼ねや不安感でよりストレスが大きくなります。特に新生児

や産後は、衛生面や健康面での特別な配慮が必要です。災害時は母子や女性に特化して支援

する必要があります。特に新生児や妊婦等は命に関わる危険性がありますので、一日も早い

支援が必要です。 

幸いにも休院中の産婦人科医院を貸していただくことができ、それを母子避難所として活

用ができるようになりました。母子支援センター拠点がある事によりニーズの掘り起こしが

でき、専門ボランティアとのマッチングもできるようになり、支援活動が広がりました。 

朝倉災害母子支援センターきずなでは、次の 3 つの柱を目的に活動してきました。1 つ目

は災害母子または女性の避難所として。2つ目は女性ボランティアの宿泊・拠点として。3つ

目は母子や女性と子どもの相談・支援事業として。毎日午後 1 時から 4 時まで、無料で相談

事業を行っています。 

きずなは元産婦人科医院を活用していますので、個室の部屋が 6 部屋、ツイン 3 部屋と合

計 12 床のベッドが設置されています。個室には、トイレ、冷蔵庫、洗面台が完備され、プラ

イバシーも守られ、気兼ねなく安心して休むには最適でした。一階ロビーでは子どもたちが

自由に遊ぶこともできます。被災母子のべ 200 人が利用されています。また地盤が緩んでい

る被災地では、大雨が降るたびに避難勧告が出されていましたので、その都度、母子避難所

としてのべ 25 人の母子が利用されています。 

また、全国からの女性ボランティアに無料で空き部屋を宿泊所として提供しました。海外
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からは台湾の女子大生のボランティアもあり、のべ 143 人が利用されています。ボランティ

アセンターまでは 10 ㎞ほど離れていましたので、朝夕無料で送迎を行いました。 

助産師による母子相談とデイサービスを毎週月曜と金曜に行いました。福岡県助産師会よ

りボランティアで助産師を派遣していただき、母子のケアに携わっていただいています。身

体のケアやメンタルケアを行い、心と身体の自立支援を行ってきました。母親がケアを受け

ている間は、保育ボランティアによる子どもたちの見守り保育をしています。火曜日は元養

護教員による子どもの心や生活相談、水曜日は人権擁護委員による生活相談、木曜日は弁護

士による法律相談を行い、被災者の生活自立への支援を行ってきました。 

長引く避難生活の中で子どもたちもストレスを抱えていましたので、子育てグループと連

携してプレーパークを毎週 1回以上開催しました。現在も月に 1 回開催しています。 

母子や女性に特化したボランティアによる災害母子支援センターは、全国でも初めての取

り組みでしたので視察も多く、大学教授や国会議員をはじめ自治体議員や自治体職員、ボラ

ンティア団体など 93 団体で 1200 人を超えています。私たちの活動が、少しでも安心安全な

防災・減災の街づくりのお役に立てると幸いです。 

最後になりますが、今後いつでもどこでも災害が起きる可能性があります。日頃から災害

時に備えて、防災組織の中にジェンダーの視点で参画し、防災計画を備えておくことが重要

です。防災計画の中には災害時要配慮者である母子や妊婦、子ども達への支援の視点を取り

入れることが大事です。新生児や産前、産後などは特別な配慮と緊急性を要するので、福祉

施設や病院、公共施設等と協定を取り交わし、災害時の母子避難所として活用できるようし

ておく事が必要です。災害時の母子避難所として場所が明示されていれば、災害時にはそこ

に避難すればよいという安心感ができます。 

全国から支えられたきずなは、これからも地域の社会資源として、誰でも利用できる母子

支援センター（産前産後ケアハウスきずな）として持続可能な運営と体制づくりを目指して

います。 

きずなは、平成 29 年度福岡県防災賞を団体部門で受賞することができました。また、平成

30 年度福岡県男女共同参画表彰「困難な状況にある女性の自立支援部門」も受賞することが

できました。これも多くのボランティアの方々や全国から応援してくださった皆様のおかげ

であり、心から感謝申し上げます。 

このような災害時の母子避難所が、

全国に、そして世界に広がり、多くの

女性や子どもたちが救われることを

願っています。ご清聴ありがとうござ

いました。 
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市民団体による活動事例発表 2 

 

持続可能な社会をつくる元気ネットの鬼沢です。 

本日も非常に話題になっています SGDs です。本日は目標 12 の「つくる責任 つかう責任」

を達成するために、NPO の活動を通して見た気候変動とジェンダーについてお話をさせてい

ただきます。 

目標 12 の「つかう責任」は、私たち一人一人誰にでも関係があることです。特にターゲッ

ト 8（12.8）は、ライフスタイルに関する知識と情報を持ち、今こそ一人一人の意識と行動の

変容が求められています。 

循環型社会という言葉はご存知と思います。「3R」ともいいますが、この 3つの R には優先

順位があります。1 番目が「発生抑制」の Reduce。2 番目が「繰り返し使う」Reuse です。3

番目が分別してもう一度再生資源として使う Recycle の 3 つの R です。4 番目は、リサイク

ルできないものは燃やして、発電や余熱利用。最後に、処分する以外に手段がない場合には 5

番目の適正処分です。4 番目の焼却した灰は、管理された最終処分場で埋め立てられていま

す。日本には、環境基本法のもと、今ご説明した循環型社会形成基本法があります。 

このような廃棄物リサイクルの法体系には、6つの個別リサイクル法があります。私たち個

人の日々の暮らしに直接関係するのが、最初にできました容器包装リサイクル制度です。製

品を包んでいるパッケージが「容器包装」です。食べたり使ったりするとすぐにゴミになっ

てしまうのが、この容器包装です。家庭から出されるゴミの容積で 6 割が、この容器包装で

す。後ほど、この事例でお話をさせていただきます。そして家電 4 品目が対象の家電リサイ

クル制度。それから、大規模な事業所が対象の食品リサイクル制度ですが、SDGs の目標 12 の

ターゲット 3 で、世界の食品廃棄物を半減させ、食品ロスを削減するということが目標にな

っています。現在、世界中で食品ロス削減の取り組みが行われています。次に、自家用車を

お持ちの方が対象の自動車リサイクル制度。最後に、先述の家電 4 品目以外の家電製品全て
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が対象になっている小型家電リサイクル制度です。 

元気ネットは、ごみ問題が社会課題となった 1996 年から廃棄物をテーマに、市民、企業、

行政のパートナーシップで社会の課題解決を目指し、活動を続けてきました。批判や対立で

はなく、市民目線の提案や学び合いの場づくりをして、多様な循環型地域づくりの発展を願

っています。 

具体的には、2001 年から地域活動を応援する「市民がつくる環境のまち 元気大賞」という

表彰事業を 12 年間実施しました。受賞地域には、翌年にツアーを組んで訪問し、地域の皆様

と交流や学び合いを行ってきました。その連携・協働の地域づくりの事例をアジア諸国で参

考にしていただきたいという思いで、英訳の冊子にしています。 

最近では、東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催後には、さらなる循環型社会形成

に向かってほしいと願い、共創と提案を行っています。 

2013 年、2014 年には、先程ご紹介した個別リサイクル制度の見直しがあり、それに合わせ

て NPO で EU 視察をしました。容器包装、家電、食品、自動車と、それぞれの分野でヒアリン

グをし、熟議の場としてマルチステークホルダー会議を 3 年間実施致しました。そして生活

者、特に女性の視点を生かした政策提案を、見直しの審議会で発言しました。 

2 年目の EU 視察のときには、2012 年にロンドンで開かれたロンドン五輪の環境の取り組み

を是非聞いてみたいという思いで現地まで足を延ばし、取り組みに非常に直接に関わってい

た関係者にお話を聞くことができました。素晴らしい取り組みがいくつかありましたので、2

東京 2020 大会に生かしてほしいという思いで、4人の女性の視点で本にまとめました。この

ときロンドンでお会いした、五輪組織委員会に対する廃棄物のアドバイザーをしていた Dr.

ジョーンズ氏を 2 年続けて日本にお招きし、東京五輪の組織委員会や東京都でもワークショ

ップやセミナーを開催しました。 

マルチステークホルダー会議の成果の一つとして、東京 2020 大会のメダルを小型家電リサ

イクルにより収集した金属で作りたいという提案がありました。リサイクルを一気に国民運

動にするいい機会ととらえ、実現可能性を検討して実行しました。全国から寄付された携帯

電話などの小型家電のリサイクル金属で、既に 5000 個のメダルができています。私ども NPO

も参加し、私も家庭の引

き出しに眠っていた携帯

電話など全て寄付しまし

た。 

2011 年からは、容器包

装に関する人材育成を企

業・行政と連携して実施

しています。生活者にな

かなか正しい情報が伝わ

っていない、また、関心

のない方にどのように伝

えるかをいろいろ検討し

て「楽しい」「面白い」「参
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加したい」と思うプログラムを開発しました。 

日々の暮らしの中の「なぜ」という疑問や、女性の視点やノウハウを生かしたプログラム

づくりができました。クイズ形式の容器包装のビンゴクイズは大変人気があり、毎回イベン

トでは多くの方が参加してくださっています。 

どうしたら情報が伝わり、行動につなげられるか。そのためには、地域で伝える人を増や

したい。地域の口コミによる情報伝達をもっと生かしたい。また、若い人の参加を促し、世

代交代をして、持続可能な取り組みにしていくことが重要と考えています。 

行政や企業と連携することでの相乗効果もたくさんありました。この事業の様子のスライ

ドです。 

まず基本を学ぶ、そして地域のイベントなどで実践してみる。その繰り返しで、個人のス

キルがアップしていきます。これまで、首都圏 9つの自治体と連携して実施しています。 

そのほか、古紙リサイクルなどの普及啓発をしています。特に古紙リサイクルに関しては、

単に知るだけではなく、再生品の利用や災害に備えての備蓄の必要性も訴えた普及啓発を行

っています。廃棄物からリサイクルや購買行動を考え、個人が実践することは、CO2削減、気

候変動へとつながります。 

最後に、これからも常に生活者、特に女性の視点を生かし、自分事として行動することを

基本に活動を続ける所存です。特に、男性の視点で作られることの多い政策に、女性の視点

を取り入れることを生かしていきたいと思います。 

以上です。どうもありがとうございました。 
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司会 

ここまで 2団体の発表に関してオンラインで質問をいただいています。 

まず、大庭様に対する質問です。災害時の避難所運営などで女性の視点は当然大切ですが、

男性でも育児や介護などに関わっている人もたくさんいるはずなので、男性スタッフの関わ

りも必要ではないか、という質問です。きずなは二次避難所ですが、例えば一次避難所の運

営などで、男性・女性それぞれの視点を取り入れることでうまくいくようになった事例をご

存知でしたら、教えていただきたいのですが。 

 

大庭 

もちろん男性の方の力も必要で、きずなにおいてもボランティアの方をボランティアセン

ターまで無料で送迎する際に男性の方にお願いする、支援物資を持って被災地に行くときに

は、男性の方に運転してもらって荷物を運んでもらうなど、共同で作業をしてきました。共

に、半分半分同じ力を出し合って協力していかないと、うまく運営はできないと思っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

質疑応答 
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司会 

次に鬼沢様に質問させていただきます。ネットワークを広げていく活動の中で、参加者の

男女比率はどのようになっているでしょうか。また女性が関わることによって活動がうまく

いく、成果が出る、というような事があれば教えていただけますか。 

 

鬼沢 

ご紹介しました 3R の人材育成では、地域で意欲のある方を募集します。女性の希望者のほ

うが多いですが、リタイヤされた男性も地域のために何か役に立ちたいという思いで参加し

てくださっています。 

そのほか、例えば普及啓発やインターネットを通じての調査になりますと、とたんに若い

方が参加してくださり、活動の内容によって男女の差はいろいろになっています。 

 

司会 

もう一つ鬼沢様に。３R に加えて、refuse も含めた４R についてはどう考えていらっしゃ

いますか。 

 

鬼沢 

それは、非常に大切なことだと思います。今までずっと言われてきた３Rが、これから少し

ずつ変化していく時ではないかと思っています。プラスチック戦略など、いろいろと国の政

策が出てきて、当然それに合わせて私たちの行動・活動も変わらざるを得ないということで、

これから徐々に変わっていくと思います。 

 


