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日本政府の支援により整備されたジン
バブエの「出産を待つ家」で出産した
女性と赤ちゃん

©UNFPA Zimbabwe

国連人口基金を通じた日本政府の支援
日本政府は1970年に国連人口基金への拠出を開始しました。各国
からの任意拠出金を主な財源として支援活動をしている国連人口基
金にとって、日本は主要な資金拠出国の1つです。現在までに、国
連人口基金は日本政府より12億ドル以上の拠出を受けています。毎
年決定される一般拠出の他に、指定拠出として自然災害時の緊急支
援や、後発開発途上国の女性を対象とした人道支援が国連人口基金
を通じて実施されています。

2011年の日本の一般拠出金額は約2,544万米ドルで、国連人口基
金に対する各国の拠出総額の約5.6% を占めています。指定拠出金
は550万米ドルでした。

（最新情報は国連人口基金東京事務所のホームページをご覧ください。）

国連人口基金から日本への支援
国連人口基金は2011年3月の東日本大震災後、パートナー NGO
である財団法人ジョイセフを通じ、被災地の女性のストレスを軽減
し、健康や安全のための物資・情報をま
とめた ｢女性支援パッケージ｣ を5千個
配布し、女性たちの心と体のケアに対応
する支援を実施しました。
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日本からの指定拠出金による支援の一例
日本政府はTICAD Ⅳ（第4回アフリカ開発会議）の公約の一環として、
2011年には国連人口基金を通じてエチオピア、コンゴ民主共和国、
ジンバブエ、ギニア・ビサウ、レソト、マダガスカルにリプロダクティブ・
ヘルス・サービスの普遍的なアクセスを達成するための支援を実施し、
保健従事者の能力開発、出産関連の医療品・医薬機器・キットの供給、
妊産婦に対する情報提供などを行
いました。
また、30年以上も人口統計調
査が行われていなかったアフガ
ニ ス タ ン に 対 し、 日 本 政 府 は
2012年に国連人口基金を通じ
て、中部のゴア州およびダイク
ンディ州における社会人口・経
済統計調査のため、8億8800
万円を支援しました。

あなたにできること
世界の人口問題について知ろう！  
まずは人口問題を知るところから始めましょう。人口問題の解決のた
めには、リプロダクティブ・ヘルス、家族計画や女性のエンパワーメ
ントが必要であることを理解しましょう。

みんなに広めよう！ 
人口問題について、ブログやソーシャルメディアで情報を発信すること
で、周りの人にも興味を持ってもらえます。イベントの際には、パネルや
バナーなどの展示物をお貸しすることもできます。

一緒に活動しよう！
国連人口基金東京事務所では、ボランティア・インターンスタッフとして
一緒に働いていただける方を募集しています。

寄付をしよう！
あなたの気持ちが人口問題を解決するための活動につながります。
下記の銀行口座で皆さまからの寄付を受け付けています。

パッケージ内容：下着、靴下、長袖シャツ、タオル、
歯ブラシ、スキンケア用品、アロマカード、はがき
と切手、被災地の女性たちが健康・安全に過ごすた
めの情報をまとめたリーフレット、トートバック（妊
婦用にはマタニティーウエア）
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日本政府から国連人口基金に対する拠出額の推移

─国連人口基金─
日本とのパートナーシップ

活 動 理 念
国連人口基金（UNFPA）は、すべての女性、男性、そして子
どもが健康な生活を送り、平等な機会を享受できる世界を実現す
るために活動する国連機関です。

国連人口基金は、
貧困を減らし、
望まない妊娠をなくし、
すべての出産が安全に行われ、
すべての若者がHIV/エイズの脅威にさらされることなく生活し、
すべての女性と少女が尊重され、尊厳ある人生を送ることができ
るよう、

人口統計データを用いながら、様々な国の政策を支援しています。

すべての人に価値がある。だから、国連人口基金は活動を続けます。
UNFPA - because everyone counts.

©Carina Wint for UNFPA



事務局長オショティメインが参加し
た国際人口問題議員懇談会（JPFP）
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産業革命始まる
ヨーロッパで
ペスト大流行

2050年93億人（予測）
2011年70億人

20世紀 21世紀

農耕・牧畜始まる 四大古代文明の発展十数万年前人類誕生
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70億人の世界

現在、日本で人口問題といえば「少子高齢化」「人口減少」ですが、世
界では開発途上国の人口増加が続き、2011年には70億人になり、
2050年には93億人を超えると見込まれています。
人口の動態は、社会・経済システムや自然環境のバランスに大きく影
響します。移民、難民、人口移動や都市化は、適切な政策がなされな
ければ、環境破壊、貧困格差の増大、戦争・紛争などの要因にもなります。
人口問題を解決するために、国連人口基金は、一人ひとりが自らの意
思で、いつ、何人子どもを産むかを選択する権利と実行可能な手段を
保障するために、リプロダクティブ・ヘルス、家族計画、女性の地位
向上などに努めています。

世界人口白書
国連人口基金は、毎年「世
界人口白書」を発行し、人
口問題に関連するさまざま
な課題に焦点を当てていま
す。最近では、70億人の
世界、リプロダクティブ・
ヘルス、家族計画、ジェン
ダー（男女の社会的性差）
の平等、紛争、都市化、気
候変動などに関連したテー
マを取り上げています。

「世界人口白書」の日本語
版は、国連人口基金東京事務所のホームページからダウンロードでき
ます。www.unfpa.or.jp

 国連人口基金の活動
国連人口基金は、国際人口開発会議の行動計画（ICPD PoA）および
ミレニアム開発目標（MDGs）、特に第5目標「妊産婦の健康の改善」
の達成を目標に活動をしています。世界の人口問題を解決するために、
人口動態に基づき、人権およびジェンダー平等を推進しながら、リプ
ロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）を保障し、リプロダ
クティブ・ヘルス／家族計画関連のサービス・情報に全ての人がアク
セスできること、妊産婦死亡の削減などを目指しています。活動の主
な対象は女性と若者です。

人口動態：人口に関するデータの収集や分析を行い、マクロの視点か
ら効果的な開発戦略を策定･実施することで開発途上国を支援してい
ます。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）：
責任を持って生み育てられる数の子どもをいつ産むか、などを一人ひ
とりが自由に決め、実行できるように家族計画およびリプロダクティ
ブ・ヘルス・サービスの改善を目指しています。開発途上国では、妊
娠を避けたい／時期を遅らせたいと望んでいても避妊薬（具）を入手で
きない女性が2億1500万人います。家族計画を普及させることが貧
困や人口問題の解決につながります。

ジェンダーの平等と女性のエンパワーメント：リプロダクティブ・
ヘルス・サービス／家族計画、および情報をすべての人が享受するた
めには、女性の教育レベルを向上させ、性と生殖に関しても正しい情
報に基づき自ら意思決定できるよう、女性をエンパワーメントするこ
とが有効な手段です。こうしてジェンダーの平等および女性の能力強
化を通じた社会地位の向上を支援することにより、貧困を削減するこ
とを目指していきます。

日本政府・関係機関・政策決定者・
NGOとの協力

国連人口基金東京事務所は、外務省、国際協力機構（JICA）などの
政府関係諸機関やパートナー NGO（ジョイセフ等）と連携をとり、リ
プロダクティブ・ヘルス／家族計画などの世界の人口問題に関する最
新情報を提供するとともに、国連人口基金が行っている活動について、
さらなる理解と協力をいただけるよう、広報活動や政策提言 （アドボカ
シ—） に努めています。
また、アジア人口・開発協会（APDA）
と連携して、国際人口問題議員懇談会 

（JPFP） を通じ、国会議員など政策決
定者に人口問題やリプロダクティブ・
ヘルス／家族計画について最新情報と
問題意識の共有を進めています。

市民社会・民間セクターとの協力
国連人口基金東京事務所は、パートナー NGOと研究・政策提言など
で連携をしています。また、その他のNGO、大学・研究機関などとの
ネットワークを広げ、イベントや学会などに参加・協力し、国連人口基
金の活動内容とその重要性について紹介しています。

国連人口基金は民間セクターとも連携しながら、活動を推進しています。
今後はさらに民間パートナーシップが重要であると考えています。その
例としては、
子宮頸がん予防啓発活動「Hellosmile PROJECT」
国連人口基金東京事務所は、TOKYO FMとサンリオ、ユニクロ、JALな
どのパートナーおよび厚生労働省などの公的機関と協働して、世界中の
女性に向けて子宮頸がん予防啓発を推進する「Hellosmile PROJECT」
に協力しています。このプロジェクトでは、サン
リオが「ハローキティ」を応援キャラクターとし
て提供し、国連人口基金には活動を通じて販売
されたオリジナルグッズの売上の一部が寄付さ
れ、開発途上国の女性の子宮頸がん予防啓発活
動に役立てられています。
詳細は、http://www.tfm.co.jp/hellosmile/

⃝公益財団法人 ジョイセフ − 家族計画国際協力財団 （JOICFP）
⃝公益財団法人 アジア人口・開発協会 （APDA）
⃝特定非営利活動法人2050 （NPO2050）　
⃝日本大学人口研究所（NUPRI）
⃝神戸アジア都市情報センター （AUICK）

民間セクターとのパートナーシップ
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※目 標 ●リプロダクティブ・ヘルスを全ての人に
 ●リプロダクティブ・ライツの促進
 ●妊産婦死亡の削減
 ●ICPD及びMDG５の促進

人口動態

若者
（青年を含む）

女性人権 ジェンダー平等

目 標※

日本のパートナー NGO


