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2022年8月31日号

JPFP、人口問題や女性の健康への支援強化を政府に要望
JPFP summited a request to Foreign Minister Hayashi for further support for population issues
and women's health

8月10日、国際人口問題議員懇談会（JPFP）による人口分野に関する要望書が、上川陽子JPFP
会長、黄川田仁志JPFP事務総長および川田龍平JPFP幹事から、林芳正外務大臣に対し手交さ
れました。
 
上川会長は、冒頭、アフリカを中心とした途上国の急速な人口増加、意図しない妊娠をはじめ
とするセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（SRHR）の課題に対し、日本政府に
より一層の支援を求めました。それを受けて林大臣からは、JPFPの精力的な活動に謝意を表明
するとともに、人口問題解決に向けた日本の貢献について引き続き真剣に検討していきたいと
述べました。
 
▶ 詳しくは、外務省HPへ

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3ACCAD&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E0A8A7B&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E41D257&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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アフガニスタンの支援活動を報告 ― JPFP勉強会
UNFPA reports on its humanitarian assistance in Afghanistan - JPFP meeting

8月4日、衆議院第二議員会館にて、国際人口問題議員懇談会（JPFP）勉強会が開催され、アフ
ガニスタン情勢を議論しました。冒頭、武見敬三JPFP幹事長による開会挨拶が行われ、続いて
上智大学の東大作教授がアフガニスタンの現状を解説しました。
 
UNFPA駐日事務所長の佐藤摩利子は、アフガニスタンにおけるUNFPAの活動報告として、移動
式診療チームやファミリーヘルスハウスの活動などを紹介し、日本政府からの支援に謝意を述
べました。また、2時間に1人の妊産婦が妊娠や出産により命を落としている現状に鑑み緊急支
援の必要性を訴えました。

最後に、黄川田仁志JPFP事務総長よりJPFPにおいて「アフ
ガニスタン支援プロジェクトチーム（PT）」の発足の提案が
なされ、出席議員の満場一致の合意のもと、今後、具体的か
つ継続支援に繋げていくため、より専門的な議論を深めてい
くことが決定しました。
 
▶ 続きを読む

ウクライナ：女性や少女たちへの支援を継続 
UNFPA continuously provides various supports for women and girls in Ukraine

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E423309&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E469E1F&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E0A8A7C&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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UNFPAは、ウクライナでジェンダーに基づく暴力（GBV）の予防・保護と、安全な出産とリプ
ロダクティブ・ヘルスを確保するために活動を続けています。これまで、皆様のあたたかいご支
援のもと、GBV被害者支援センターや暴力被害者からの連絡を受け付けるホットラインの開
設、遠隔地等にカウンセリングや医療サービスを届けるモバイルヘルスチームの運営、ディグ
ニティ（尊厳）キットをはじめとする物資の提供など、様々な活動を継続しています。支援状
況をまとめた報告書をご覧ください。
 
▶ 詳しくはこちら

スリランカ：日本、妊産婦のための医薬品などを支援
Japan provides medication to respond to sexual and reproductive health needs in Sri Lanka

ウクライナ支援寄付はこちら

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E43B711&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3DB885&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3DB885&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E0A8A86&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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スリランカでは、社会的・経済的危機による物資不足で、21万5,000人の妊婦が影響を受ける恐
れがあります。UNFPAと日本政府は、現地のニーズに対応するため、セクシュアル・リプロダ
クティブ・ヘルスに不可欠な医薬品や医療用品を提供。8月9日、物資の引き渡しに際し、在ス
リランカ日本大使館の水越英明大使は「UNFPAによるプロジェクトを通じて、日本政府の支援
が、この国の若者や女性たちに活用されることを嬉しく思っています」と述べました。UNFPA
は現在、スリランカへの緊急支援を呼びかけ、1,070万米ドルの追加支援を求めています。
 
▶ 詳しくはこちら

カンボジア：ウェスレー財団による暴力対応アプリの開発
Cambodia: Wesley Foundation supports mobile app safeguarding women and girls against GBV

UNFPAカンボジア事務所はウェスレー財団と、女性と少女た
ちをジェンダーに基づく暴力（GBV）から守るプロジェクト
を行っています。GBV対応アプリの開発を目指す同事業で
は、4~6月にかけて、ニーズ調査と関係省庁や支援団体との協
議会を実施。今後、IT企業がシステム開発を進めるととも
に、GBV専門家がアプリ掲載情報の作成や医療施設とのネッ
トワークの構築、利用者の安全の確保などを行います。
 
▶ 続きを読む

イベント報告：意図しない妊娠に関する選択と自己決定権
Choices and Bodily Autonomy - the case on unintended pregnancy in Japan and World

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E4182AC&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E4182AC&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3DBE75&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3DBE75&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E4182AC&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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UNFPA駐日事務所は、7月11日の世界人口デーに、オンライ
ン・イベント「思わぬ妊娠の前後左右ーいろいろな選択と自
己決定権」を主催しました。各分野の専門家が、参加者320
名以上とともに、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/
ライツ（SRHR）推進や大人への性教育の機会拡充、からだ
の自己決定権に関する法律の見直しなどについて、活発な議
論を行いました。
 
▶ 開催レポートを読む

女性を中心に据え、社会の再定義を ― 日経xwoman
Interview on GGGI with Mariko Sato by Nikkei x woman: "HuWoman" Security Perspective

UNFPA駐日事務所長の佐藤摩利子は、日経xwomanから、
2022年のジェンダーギャップ指数発表に関するインタビュー
を受け、日本が再生するためにも「『女性』を真ん中に置い
て社会を定義し直す必要がある」と述べました。また、すべ
ての人が働きやすく生きやすい社会にするために、意思決定
の場に女性が関わることや、女性の健康に投資することが重
要と提唱しました。
 
▶ 記事全文はこちら
＊日経xwomanの無料会員登録をすると全文が読めます。

外務省ODAメールマガジンに寄稿：開発課題としての高齢化
Uchino Megumi, EECA contributes an article on aging population to MoFA's ODA mail magazine 

UNFPA東欧・中央アジア地域事務所に所属する人口と開発プ
ログラムアナリスト（JPO）の内野恵美による記事「『高齢
化』が途上国の開発課題になる日は近い！？」が、外務省の
ODAメールマガジン第455号に掲載されました。内野は、
「高齢化最先進国」である日本の貢献への期待とともに、
UNFPAが推進するライフサイクル・アプローチを紹介してい
ます。
 
▶ ODAメールマガジンを読む

UNFPA IN THE NEWS

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3E5332&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3E5332&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3DBE76&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3DBE76&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3C12F7&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E3C12F7&e=149E1F6&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
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その他のトピックス
Other topics 

焦点：アフリカで深刻化する「生理の貧困」、学校諦める生徒も（ロイター）
世界人口デー 制定の背景から世界が抱える人口問題まで（ELEMINIST）
からだの自己決定権、声をあげたセレブたち（ハーパーズバザー）
ウクライナへの寄付先一覧 国連機関やNGOなどの連絡先は？（NHK）
カネム事務局長インタビュー「ウクライナ女性、危険な状況」（日経新聞）
強姦被害の報告受け、ウクライナに緊急避妊薬を提供（BBC NEWS）
世界の女性と女児が直面している危機とは（ハーパーズ バザー）  
ウクライナ 人口の4分の1が避難 4千人超が地下鉄駅などで出産（朝日新聞）
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