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カンボジア：UNFPAとウェスレー財団のパートナーシップ
UNFPA partners with Wesley Zaidan to end gender-based violence in Cambodia 

国連人口基金（UNFPA）カンボジア事務所は、公益財団法人ウェスレー財団とパートナーシッ
プを締結し、カンボジアの女性と少女たちをジェンダーに基づく暴力から守るためのプロジェ
クトをスタートさせました。同国では、女性の30%以上が精神的・身体的・性的な暴力を経験
しており、コロナ禍で被害はさらに深刻化。しかし、配偶者から暴力を受けた女性の中で公的
な支援にアクセスできているのは全体の約24%とされています。 

このパートナーシップを通して、UNFPAはカンボジア女性省と協働し、暴力の被害者を守るス
マートフォンアプリを開発・導入します。ウェスレー財団の小海光代表理事は、女性が自信と
喜びを持って生きていくことができる社会作りの重要性を指摘した上で、「このプロジェクト
が、アジアさらには世界でのジェンダーに基づく暴力撤廃につながることを期待しています」
と談話。UNFPAカンボジア代表のムリロ・ゴールデンは、「新たなデジタル技術の導入」がコ
ロナ禍とコロナ後の生活で「弱い立場に置かれている女性と少女たちをあらゆる形態の暴力か
ら守ることができる」と、期待を寄せています。
 
▶ 詳しくはこちら
 

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5E3A9E&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5E3A9E&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5C58E1&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5E3A9E&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


トンガ噴火、フィリピン台風、相次ぐ災害と女性の健康
Natural disasters impact on health and rights of women in Tonga and the Philippines

今年1月に大規模な火山噴火と津波に見舞われたトンガで、UNFPAは救援活動を開始し、国際ド
ナーや現地パートナー団体と協力しながら、女性の健康と尊厳を守るキット1,500個以上と、妊
産婦の安全な出産をサポートする緊急医療キット600個以上を被災地に届けました。また、昨年
12月にフィリピンを襲った台風22号（オデット） は、1ヶ月以上経った今も女性や少女の健康
に深刻な影響を与えており、UNFPAは妊産婦や新生児への医療サービスなどの緊急支援を続け
ています。トンガやフィリピンをはじめ、世界では自然災害などの人道危機により、今この瞬
間も国際社会の支援を待っているたくさんの人たちがいます。UNFPAの「命」をつなぐ活動
に、皆様のあたたかいご支援をお待ちしています。
 
▶︎ UNFPA支援寄付はこちら
 

インド：危険と差別を乗り越えて、女性たちの新たな挑戦 
India: A fresh start for women sanitation workers

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D60D948&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CADFF&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D600C4C&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D6115A8&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


伝統的なカースト制度に基づき、インドでは「ダリット（抑圧された人々）」と呼ばれるコミ
ュニティに属する人々が、今なお手作業での汚物処理に従事しています。ビハール州のパトナ
にあるスラム地区チャイナコティで暮らすラニさんもその一人。厳しい労働環境、社会的な差
別や偏見の目にも負けずに清掃員として働き、日々の生計を立てていました。
 
ラニさんは、UNFPAインド事務所とパトナ市が支援する「機械清掃女性組合」が、清掃作業の
機械化により危険な手作業の下水清掃をなくすとともに、女性のエンパワーメントを促してい
ることを知り、組合への参加を決意。最初は周囲から馬鹿にされていましたが、機械操作の技
術を身に付け、懸命に働くことで、子どもの学費相当の収入を得ることができました。「この
ユニフォームを着ていると人々に認めてもらえるので、誇らしく感じます」と話すラニさん。
今では組合への参加方法を尋ねてくる人もいます。
 
▶︎ 続きはこちら
 

ベトナム：高齢者向けサービス開発ネットワーク、運用開始
Vietnam: Network for the Development of Business Services for Older Persons made its debut

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CAF57&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CAF57&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CAF57&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


少子高齢化が加速するベトナムで、日本政府の支援のもと、高齢者対象のサービス開発を促す
ためのネットワーク（ESDN）の運用が始まりました。ESDNは、昨年ホーチミン市で初開催さ
れたビジネスフォーラムで業界・関連団体により提案されたもので、ベトナム商工会議所の
ボ・タン・タイン副会長兼ホーチミン支局長は「関係者のネットワークを構築することは重
要」と強調。UNFPAベトナム事務所長の北原直美は「ESDNは、サービスの種類、規模、分野
に関して、幅広く対応できる高齢者向けケアサービス産業の発展へ貢献するために設立されま
した。加えて、この産業に従事する資格とスキルを持つ人材を育成することもこのネットワー
クの目標です」と話しました。
 
▶ 詳しくはこちら
 

ベトナム：女性や少女への暴力被害、ワンストップで対応
Vietnam: UNFPA-supported One-Stop Service Centre kicks off for GBV survivors

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CAF58&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CAF58&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5EC48F&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CAF58&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=4
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CAF58&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


UNFPAとベトナム労働・傷病兵・社会省（MOLISA）は1月21日、ジェンダーに基づく暴力
（GBV）にワンストップで対応する国内2つ目のサービスセンターをタインホア省に開設しまし
た。日本政府の支援により設置された同センターは、被害者へのヘルスケア、心理的サポート、
法的支援などに加え、24時間通話可能な無料のホットラインを提供します。暴力を実際に受け
た人だけでなく、そのリスクにさらされている女性や少女のニーズに応えるため、ホーチミン
市とダナン市にも同様のセンターが設立される予定です。
 
 ▶ 詳しくはこちら
 

チュニジア：女性への暴力撲滅へ、啓発キャンペーン  
Tunisia: Awareness-raising campaign to end all forms of violence against women and girls

新型コロナウイルス感染症の影響が続くチュニジアで、ロックダウンにより自宅に留まらざる
を得ない女性と少女たちは、平時よりもジェンダーに基づく暴力の被害を受けやすい状況に置
かれています。UNFPAは日本政府とともに、弱い立場にいる女性の健康と権利を守るため、男
性を巻き込んだ意識啓発キャンペーンを昨年実施。ジェンダーに関するステレオタイプをなく

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB66C&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB66C&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D6115A9&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D6115A9&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D6115A9&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB66C&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


し、女性や少女に対する暴力を糾弾することを目的として、ジェンダー平等を支持する男性た
ちの証言を公開するとともに、街を走るバスにポスターを掲示するなどしました。
 
 ▶ 詳しくはこちら（仏語）
 

UNFPA新戦略計画、最も弱い立場の女性と少女を優先
UNFPA Strategic Plan 2022-2025 to prioritize needs of women and girls left furthest behind

UNFPAの新しい戦略計画（2022-2025）が今年からスタート
しました。変化し続ける世界に対応しながら、引き続き「家
族計画サービスのニーズが満たされない状態」「妊産婦死
亡」「ジェンダーに基づく暴力と有害な慣習」の3つをゼロに
することを目指します。アジェンダ2030のもと、国際人口開
発会議（ICPD）の行動計画に従い、すべての人がリプロダク
ティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）にアクセスできる
よう、最も弱い立場に置かれた女性と少女のニーズを優先し
ていきます。
 
▶ 新戦略計画（英文）はこちら 
 

アジア・アフリカの女性への暴力、内閣府セミナーで議論
Cabinet Office Seminar on gender-based violence in Asia-Pacific and Africa 

「アジア・太平洋、アフリカの女性交流プログラム 公開セミ
ナー」（内閣府主催）が1月27日、オンラインで開催され、
UNFPA駐日事務所代表の佐藤摩利子が、ジェンダーに基づく
暴力（GBV）に関してコロナ禍でのUNPFAの取り組みについ
て基調講演を行いました。kNOwVAWなどデータの重要性や
デジタル暴力の深刻さについて言及。セミナー冒頭では、野
田聖子・女性活躍担当大臣/内閣府特命担当大臣（男女共同参
画）が対策の重要性を強調し、パネルディスカッションで
は、アジアやアフリカのコロナ禍とコロナ後の取り組みにつ
いても議論が交わされました。
 

ルワンダ：UNFPA代表が今井大使を表敬訪問
Rwanda: UNFPA paid a courtesy visit on Ambassador Imai at the Embassy of Japan

UNFPAルワンダ事務所代表のクワベナ・アサンテ・ンティア
モアは、在ルワンダ日本大使館の今井雅啓大使を表敬訪問
し、日本政府支援プロジェクトの進捗を報告しました。

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D6115A9&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=4
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB66E&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB66E&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB66E&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3


UNFPAはコロナ禍の難民キャンプで、最前線の医療従事者ら
を保護し、ジェンダーに基づく暴力から女性と少女の命を守
り、医療施設の受け入れ体制を強化して質の高いリプロダク
ティブ・ヘルス関連サービスを提供するなどしています。
 
▶ ルワンダの女性支援プロジェクト 
 

レバノン：人道危機から女性と少女を守る日本支援事業
Lebanon: Japan continues to safeguard women and girls in humanitarian settings

度重なる人道危機により、レバノンに暮らす人々や難民、特
に女性と少女の生活環境は悪化しており、必要な保健サービ
スを受けられないケースが増えています。人道危機から女性
と少女の命を守るため、UNFPAは日本政府の支援を得て、レ
バノンのベカー県で、ジェンダーに基づく暴力とリプロダク
ティブ・ヘルスに関するプロジェクトを実施しています。
 
▶ 詳しくはこちら
 

UNFPA駐日事務所でインターン募集中、2/6（日）まで 
Call for applications - Internship opportunity at UNFPA Representation Office in Japan

UNFPA駐日事務所では、今年2月下旬以降から約6か月間、主
に広報業務を行うインターンを募集しています。人口問題や
女性の健康と権利に対する人々の関心と意識を高め、UNFPA
の活動への理解を促進し、支援を広げることを目的に、職員
と協力しながら様々な業務を行います。締め切りは2月6日
(日)。在宅での業務も多いため、国内外問わず、たくさんのご
応募をお待ちしています。
 
▶ 応募要項はこちら
 

コロナで増えるネットの誹謗中傷、朝日新聞「論座」
Digital violence increases amidst COVID-19 – RONZA, The Asahi Shimbun

UNFPA IN THE NEWS

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB66F&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB66F&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB670&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB670&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB671&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D5CB671&e=13C053F&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2


UNFPAによる「#STOPデジタル暴力キャンペーン 」に関連
し、「デジタル暴力」について多角的に考えるインタビュー
シリーズが朝日新聞「論座」で始まりました。第1回目は、
UNFPA公開イベントの登壇者・国際大学グローバル・コミュ
ニケーション・センターの山口真一准教授。記事中で、
UNFPAが名付けたデジタル暴力の解説やそれをなくすための
取り組みなどが論じられています。
 
▶ 「論座」記事全文はこちら
 

その他のトピックス
Other topics 

深刻化する女性へのデジタル暴力（NHK 国際報道 2021）
マラウイ：女性への暴力撲滅に男性の参加を（The ATLAS）
女性への「デジタル暴力」撲滅訴え（NHKニュース）
佐藤摩利子 「人口と世界」 女性の選択尊重、なお課題（日経新聞） 
福田康夫 元内閣総理大臣・APDA理事長インタビュー（人口と開発）
佐藤摩利子　固定概念を捨て、個人の選択を応援する社会へ（日経xwoman）
途上国女性の4分の1、性交渉「ノー」言えず（朝日新聞）
57カ国の女性の半数、からだの自己決定権に制限（AFPBB）
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