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全ての女性に権利と選択を、世界人口デーにカネム事務局長
UNFPA Executive Director's statement on World Population Day 

「コロナ禍の影響により妊娠・出産を先延ばしにした人もいれば、ヘルスケア・サービスの混
乱により意図しない妊娠をした人もいます。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が出生率
に与える影響の全貌はまだ明らかになっていませんが、このような傾向は、ベビーブームや出
生率の激減に対する警戒を強めています。
 
[...] 健全で生産的な社会は、女性が自分の性と生殖に関する健康について十分な情報を得た上で
選択することができ、その選択をサポートするサービスを受けることができる場合に実現しま
す。[...] 保健システムが逼迫していても、サポートを必要としている女性に対してこれらのサー
ビスの供給を遅らせることはできません」
 
7月11日の世界人口デーに寄せて、国連人口基金（UNFPA）事務局長 ナタリア・カネムが声明
文を発表しまし た。新型コロナウイルス感染症の危機により、保健医療システムの格差と脆弱
性が浮き彫りになる中、基本的人権である性と生殖に関する健康サービスの享受は脇に追いや
られています。こうしたギャップをなくし、すべての女性と少女の権利と選択を守るため、
UNFPAは活動を進めています。
 

http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C865CC9&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE18&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/vd?9tSN8Jgb1CZ1z2sKRdP6AfwR%252FvlbJK6qmVld8Wf%252BnbLtMoovf%252FBynlijfkuMFUKK2gBGMx2uwm5lM88aS%252BrjilH72Vy5pNvbgZbxMbQPruZaP1SrAUwprQ%253D%253D%23video_1


▶︎ 声明文を読む
 

世界人口デー記念イベント「からだの自己決定権」を議論
World Population Day: Online event "My Body is My Own. What is bodily autonomy?"

世界人口デーの7月11日、世界人口白書2021（日本語版）の発表を記念するイベント「わたしの
からだだから～ #からだの自己決定権って何？」がオンラインで開催され、約650人が参加しま
した。イベント冒頭、UNFPA東京事務所長の佐藤摩利子が登壇し、自分のからだに関して自ら
意思決定するための基本的人権の一部である「からだの自己決定権」について解説。「自己決
定権を守るためには、教育や性と生殖に関するヘルス・ケアへのアクセスを保証することが欠
かせない」と強調しました。

続くパネルディスカッションでは、東京大学
名誉教授（社会学者）の上野千鶴子氏、作家
のアルテイシア氏、認定NPO法人フローレン
ス代表理事の駒崎弘樹氏をパネリストに迎
え、産婦人科医（医学博士）の宋美玄氏の司
会のもと、「からだの自己決定権」について
活発な議論が行われました。パネリストの実
体験や冷静な分析、「私たちの時代に今の状
況を変えていこう」という呼びかけに、参加
者からは「勇気づけられた」という声が多く
寄せられました。

イベント内容に関する詳しいレポートと動画は、後日掲載および配信を予定しています。
 
▶︎ 世界人口白書2021（日本語版）
 

http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C865CC9&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C866702&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C885D1C&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1C&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1C&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=3
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1C&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=4
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1C&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=5
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C885D1C&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1C&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1


「命」をつなぐUNFPA、クラウドファンディングを開始
UNFPA's crowdfunding campaign to save mothers and babies in humanitarian settings

人道危機下における妊産婦の安全な出産をサポートするため、UNFPAはミュージックセキュリ
ティーズ株式会社が運営するインパクト投資プラットフォーム「セキュリテ」にて、175万円を
目標にしたクラウドファンディング（寄付）を、世界人口デーの7月11日にスタートしました。
世界人道デーの8月19日までの40日間、妊産婦3,000人分の出産を安全にサポートするため、寄
付を通じたアクションの呼びかけを行っています。

世界では、今なお1日約800人の女性が妊娠中や出産時に予防可能な合併症などが原因で命を落
としています。特に、紛争や災害などの人道危機下における妊娠と出産は常に死と隣り合わ
せ。UNFPAは、危険な出産とともに日々失われている妊産婦と新生児の命を救うため、「安全
な出産キット」を人道支援の現場に届ける活動などを通じて、「命」をつなぐ取り組みを行っ
ています。
 
わずか5米ドル（約550円）あれば、このキットをお母さんと赤ちゃんに届けることができま
す。寄付は一口1,000円から。UNFPAの「命」をつなぐ活動にご支援ください。
 
▶︎ 詳しくはこちら
 

Let's talk! in TOKYO：サンリオピューロランドで開催
Let's talk! in TOKYO event held at Sanrio Puroland on July 4th

クラウドファンディングに参加する

http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C866703&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C899864&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C866703&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C866703&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=3


女性の健康課題について「タブー」を乗り越えて考えるイベント「 Let's talk! in TOKYO」が7月
4日、東京都多摩市のサンリオピューロランドで開催されました。アーティストのスプツニ子！
氏、メイクアップアーティストで僧侶の 西村宏堂氏、インフルエンサーのひかりんちょ氏など
の著名人のほか、UNFPA東京事務所長の佐藤摩利子も登壇し、「生理」や女性の健康に関して
オープンなトークが繰り広げられました。コロナ対応のため参加者数を抑えた会場には約200人
が集まり、ライブ配信は約3000人が視聴しました。

ビデオメッセージを寄せたUNFPA親善大使のナタリア・ヴ
ォディアノヴァ氏
 

右から、西村宏堂氏、小巻亜矢氏（サンリオエンターテイ
メント代表取締役社長）、佐藤摩利子
 

世界的スーパーモデルでUNFPA親善大使のナタリア・ボディアノヴァ氏から、タブーを乗り越
えて対話することの大切さについてビデオメッセージが寄せられたほか、「生理」や「性」を
テーマにした学生によるスピーチコンテストなどが行われました。イベント会場には体験ブー
スも設置され、女性の健康に関する商品やサービスの紹介、子宮頸がん検診なども行われまし
た。

http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C867E7B&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C88D803&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C88D803&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C867E7C&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1D&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1


 
▶︎ 詳しくはこちら 

コモロ：日本政府による約90万米ドルの支援プロジェクト
Comoros: Japan contributes US$900,000 to support vulnerable women

UNFPAとコモロ連合の保健省は、日本政府から約90万米ドル
の支援を受け、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関す
る健康）サービスの向上とジェンダーに基づく暴力の防止を
目的としたプロジェクトを開始しました。 本プロジェクト
は、新型コロナの影響を受けたコモロ連合の3つの島（計12
地区）を対象に、妊産婦ケアや分娩などの産科医療支援、ジ
ェンダーに基づく暴力の対応・予防支援などを行います。
 
▶︎ 続きを読む

リビア：トリポリに女性のためのセーフスペース新設
Libya: UNFPA inaugurated 4th Women and Girls Safe Space centre in Tripoli

日本政府などからの支援を受け、UNFPAリビア事務所は首都
トリポリに4つ目となる女性と少女のためのセーフスペースセ
ンターを開設しました。生活技能訓練、こころのケア、カウ
ンセリングサービスなどの提供を通じて、障がいのある人々
や難民・移民を含む社会的に弱い立場にある女性たちをサポ
ートします。
 
▶︎ 詳しくはこちら 
 

ベトナム：コロナ禍でディグニティ（尊厳）キット配布
Vietnam: Distribution of dignity kits to women and girs in need in Ho Chi Minh city

UNFPAベトナム事務所は日本政府などの支援のもと実施して
いるプロジェクトを通じて、ホーチミン市で新型コロナウイ
ルス感染症に伴うロックダウンにより、ジェンダーに基づく
暴力のリスクにさらされている女性たちに「ディグニティ
（尊厳）キット」を5,100個配布しました。このキットによ
り、危機下においても、女性と少女が適切に衛生管理を行え
るようになります。
 
▶︎詳しくはこちら
 

http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C867E7B&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C88FBA3&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C868870&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C868870&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C868871&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C88C25F&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C88C25F&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1B&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=1
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1B&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=2
http://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=C80BE1B&e=12B23B7&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU=&seq=3


お母さんと赤ちゃんの命が危ない　Harper's BAZAAR
Lives and health of mothers and babies around the world are at risk - Harper's BAZAAR

お母さんと赤ちゃんの命を救うため、UNFPAが実施している
クラウドファンディングプロジェクトが、Harper's BAZAAR
に取り上げられました。人道危機に見舞われたとき、最も大
きな被害を受けるのは、多くの場合弱い立場にある女性と少
女です。本プロジェクトは、困難な状況に置かれる女性に、
出産に必要な最低限の物資が揃った「安全な出産キット」
3,000個を届けるため、寄付による支援を呼びかけています。
 
▶︎ 記事全文はこちら
 

「からだの自己決定権」って何？　FRONTROW
What is bodily autonomy? - FRONTROW

UNFPAが発表した「世界人口白書2021：私のからだは私のも
のーからだの自己決定権を求めて」のテーマである「からだ
の自己決定権」について、FRONTROWに記事が掲載されま
した。白書によれば、57の開発途上国において約半数の女性
が、パートナーとの性交渉、避妊薬・具の利用、ヘルスケア
の 3 つの分野におけるからだの自己決定権を享受できていま
せん。基本的人権の一部であるこの権利について、教育の重
要性や、一部地域での有害な慣習など、からだの自己決定権
が侵害されている事例が取り上げられています。
 
▶︎ 記事全文はこちら
 
 

その他のトピックス
Other topics 

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）
レイプ犯が被害者と「結婚」したら無罪になる国・地域（COURRiER）
途上国女性の4分の1、性交渉「ノー」言えず（朝日新聞）
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57カ国の女性の半数、からだの自己決定権に制限（AFPBB）
マラウイで起こる静かな危機（国際開発ジャーナル）
ナタリア・ヴォディアノヴァ、国連機関の親善大使に任命（FIGARO JAPON）
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