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アフガニスタン：人道危機に関するUNFPAの声明文
The humanitarian crisis unfolding in Afghanistan: Statement by UNFPA

国連人口基金（UNFPA）は8月16日、アフガニスタンの状況に関する声明文を発表し、国連事
務総長および国際社会とともに、同国で起きている深刻な人道危機に対する強い懸念を表明し
ました。
 
何十年もの間、UNFPAはアフガニスタンの人々に、安全と保護のためのサービスとともに、妊
産婦と新生児のケアをはじめとする必要不可欠な保健サービスを提供してきました。アフガニ
スタンにおける妊産婦死亡率は減少し、弱い立場にある人々のヘルスケアへのアクセスは拡大
してきました。このような力強い前進が、今ここで損なわれてはなりません。
 
UNFPA事務局長のナタリア・カネムは声明で、「すべての妊娠中の女性と新生児は、助産と母
子保健に関するサービスを受ける権利があります。すべての女性と少女は、児童婚、早婚、強
制婚を含むジェンダーに基づく暴力と差別のない生活を送る権利があります。すべての人道支
援関係者が、助けを必要としている人々にサービスや支援を届けられるよう、そのアクセスは
妨げられるべきではありません」と強調しました。
 
UNFPAは、他の国連機関やパートナー団体とともに、人道性、中立性、公平性、独立性の原則
を守りながら、助けを必要としているアフガニスタンの人々に寄り添い、人道支援と救命のた
めのサービスを届けていきます。

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B4&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CB5AF5C&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B4&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1


 
▶︎ 声明文を読む
 

トルコ：「娘だけは学校に」シリア難民女性のストーリー
Turky: "No matter what, I will send my daughter to school," says Syrian refugee woman

児童婚、早婚、強制婚は、世界中で女性のからだの自己決定権を侵害し続け、健康や教育など
の基本的な権利へのアクセスを妨げています。現在、約400万人という世界最大の難民人口を抱
えるトルコでは、シリア人女性と少女が最も弱い立場にあり、児童婚の危機にさらされていま
す。こうしたシリア人難民女性をサポートするため、UNFPAトルコ事務所は日本政府の支援に
よる若年難民支援プロジェクトを実施しています。
 
トルコに暮らすレイハンさん（24歳）は、児童婚を経験したシリア人難民女性の一人です。彼
女が結婚したのは15歳の時。同じ年に第一子を出産しました。彼女の夢は学校に通って勉強を
することでしたが、シリアからトルコに移住し、トルコでも家事や育児に追われ、その夢を叶
えることはできませんでした。彼女はUNFPAが運営するユースセンターを訪れたことで、彼女
の人生で児童婚がいかにダメージを与えてきたかを自覚するようになりました。
 
児童婚やジェンダーに基づく暴力について学んだレイハンさんは、ユースセンターでのトレー
ニングを通じて強くなれたと感じています。彼女の一番の夢は、娘に勉強をさせること。「ど
んなことがあっても、娘だけは学校に通わせます。そのために、トルコでより多くのサポート
を受けられることを知っています。私が経験してきたことと同じことを、娘には絶対にさせた
くありません」
 
▶︎ 続きを読む

世界人道デー：気候変動による人道危機と女性の健康
World Humanitarian Day: Vulnerable women and girls in climate crises

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B4&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B5&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B5&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B5&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1


「気候変動」をテーマとした今年の「世界人道デー」（8月19日）にあたり、UNFPA事務局長
のナタリア・カネムはビデオメッセージで、気候変動によりジェンダーに基づく暴力や児童婚
が増加し、母子保健に悪影響が及ぶことを指摘したうえで、「私たちはともに気候変動に起因
する危機を終わらせなければならない」と訴えました。
 
気候変動に起因する自然災害や紛争などの人道危機が起きた時、最も弱い立場に置かれるのは
女性と少女たちです。UNFPAは世界中の人道危機の現場で、必要不可欠なヘルスサービスへの
アクセスを確保する、妊産婦の安全な出産をサポートする、医療従事者の能力を向上させる、
必要な医療物資を提供する、女性と少女に安全な場所（セーフ・スペース）を確保するなどの
活動を行っています。
 
また、7月11日の「世界人口デー」にスタートしたUNFPAクラウドファンディング・キャンペ
ーン「世界の人道危機からお母さんと赤ちゃんの命を救うために」は、ゴールである「世界人
道デー」までの40日間で、150人を超える方々に計100万円のご寄付をいただきました。皆様の
あたたかいご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。
 
▶︎ UNFPAの気候変動に関する取り組み
 

モザンビーク：UNFPA人道支援事務所長が現地視察
Mozambique: UNFPA's humanitarian director visits Cabo Delgado Province

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBC8071&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBC8072&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/vd?9tSN8Jgb1CZLFyLFzBmZuvzdUDIotHW1mVld8Wf%252BnbLtMoovf%252FBynlijfkuMFUKK2gBGMx2uwm5lM88aS%252BrjilH72Vy5pNvbgZbxMbQPruaW1au3jhznlQ%253D%253D%23video_1


カーボデルガード州のヘルスセンターで、赤ちゃんを産ん
だばかりのお母さんにママキットを渡す新垣

新垣が視察に訪れたカーボデルガード州メトゥゲのヘルス
センター

UNFPA人道支援事務所長の新垣尚子は8月、自然災害と紛争による人道危機が続くモザンビー
クを訪れ、現地プロジェクトの視察や関係機関との協議などを行いました。モザンビークは
2019年に二度のサイクロン被害を受けたほか、北部カーボデルガード州の武力衝突による情勢
不安により、人道危機の状況が長く続いています。日本政府の支援を受け、UNFPAモザンビー
ク事務所は、母子保健サービスなどに関するプロジェクトを実施しています。
 
▶︎ UNFPAモザンビーク事務所
 

世界経済フォーラム：人口高齢化に関するダイアログ
World Economic Forum event: Regional outlook on population ageing in South-East Asia

世界経済フォーラムによる東南アジア地域の人口高齢化に関
するイベントが8月17日、オンラインで開催され、UNFPAア
ジア太平洋事務所長のビヨン・アンダーソンがパネリストと
して登壇しました。
 
アンダーソンは「人口高齢化は持続可能な開発によってもた
らされる成果であり、高齢者は社会にさまざまな貢献をする
ことができます。しかし、アジア太平洋で高齢者は最も弱い
立場に置かれ、社会から取り残されています」などと指摘。
そのうえで、地域の人口高齢化に関する課題に大きな影響を
与えるメガトレンドとして、気候変動、都市化、社会規範・
価値観・人権、デジタル・ディバイド、格差の拡大などを挙
げました。

人口高齢化に対応するためUNFPAが提唱するライフサイクル・アプローチは、ヘルスシステム
の強化、性と生殖に関する健康／権利へのアクセス、社会保護の強化、 高齢者差別の撤廃を必
要とします。UNFPAは女性と少女を中心に、人々のライフサイクルに早い段階から投資するこ
とを推進しています。
 
▶︎ UNFPAレポート「ライフサイクル・アプローチ」（英語）
 

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CB5AF61&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBC8073&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B6&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B6&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB53B6&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=3


コモロ：GBV監視委員会へ機材供与、日本支援事業
Comoros: Provision of equipment to GBV Monitoring Committee - Japan-funded project 

日本政府の支援を受け、UNFPAがコモロ連合で実施している
ジェンダーに基づく暴力（GBV）の対応と予防などに関する
プロジェクトで、UNFPAコモロ事務所は同国GBV監視委員会
に、コンピューターやネットワーク接続に必要な機材などを
供与しました。今回の供与により、コモロでの GBVに関する
データ収集が、今後より効率的に行われることを目的として
います。
 
▶ 詳しくはこちら
 

リビア：セーフスペースで、女性たち252人が研修に参加
Libya: 252 women and girls participates in training sessions at Safe Spaces

UNFPAリビア事務所は、日本政府の支援のもと、女性と少女
に必要なヘルスサービスなどを届けるプロジェクトを実施し
ています。リビアの首都トリポリ、サバ、ベンガジに設置し
たセーフスペースでは、ジェンダーに基づく暴力の被害女性
らに対して心理社会的支援やケースマネジメントを行ってい
ます。この活動を通じて、リモートと対面のトレーニングセ
ッションで、計252人の女性が支援を受けました。
 
▶ 詳しくはこちら
 

世界人口白書イベント「わたしのからだだから」動画配信
State of World Population 2021 Launch Event: Video is now available

「世界人口デー」の7月11日にUNFPA、京都大学SRHRライ
トユニット、NPO法人 女性医療ネットワークと共催したオン
ライン・イベント「わたしのからだだから～ #からだの自己
決定権 って何？」の動画配信が開始されました。このイベン
トにはUNFPA駐日事務所長の佐藤摩利子が登壇し、世界人口
白書2021が焦点を当てた「からだの自己決定権」ついて解説
しました。
 
▶ 動画配信はこちら
 

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB5BFD&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=CBB5BFD&e=12EEEFE&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
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アフガン：女性支援は子どもや次世代の未来に 西日本新聞
Afghanistan: Supporting women for children & next generation, The Nishinippon Shimbun

「アフガニスタンは粘土のような状態。どんな形にもなる可
能性を秘めているが、少しの衝撃で壊れてしまう危険もあ
る」。19年前、西日本新聞夕刊の連載「摩利子さんのアフガ
ン日記」で、当時、国連人間居住計画（UN-Habitat）福岡事
務所の専門官だった佐藤摩利子（現UNFPA駐日事務所長）の
言葉が紹介されました。ジェンダー平等や女性支援の観点か
ら、アフガニスタンの状況について報じています。※この記事
は「有料会員限定記事」です。
 
▶︎ 記事（有料）はこちら
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