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lntmduction

"FiveYearsfiPomlnternationalConferenceofParliamentariansonPopulationand

Development（ＩＣPPD）－eclarationofParliamentariansonPopulationand

Development＊isacollectionofdeclarationsandresolutionsadoptedatseven

mternationalandregionalconferencesorganizedattheinitiativeofAsianForumof

ParliamentariansonPopulationandDevelopment・ThelCPPDhadbroughttogether

toCairo，Egyptthreehundredlegislatorsfromll7countriesontheeveofthe

lnternationalConferenceonPopulationandDevelopmentqCPD)ｍ1994.

ManyofthesevenconferenceswereconvenedfOrthepurposesofpresentingtothe

intergovernmentalConferencesheldundertheauspicesoftheUnitedNations

proposalswhichwereoriginaUyadoptedmthefOrmofdeC1arationsatourconferences

afterthoroughdeUberationsonthesubjects・SpecificaUytheywere;CairoDeClaration

adoptedinSeptemberl994atlCPPDheldinconjunctionwiththelCPD,Copenhagen

DeclaraUonadoptedatthelnternaUonalMeetingofParliamentariansonPopulation

andSocialDevelopmentOMPPSD)fOrpresentationattheWOrldSummitonSocial

Development(WSSD)inMarchl995,TokyoDeclarationadoptedatthelnternational

MeetingofParliamentariansonGender,PopulationandDevelopmentOMPGPD)fOr

presentationattheFourthWOrldConferenceonWOmen(ＦＷＣＷ)heldinSeptember

ofthesameyear,ＡＦＰＰＤＳｔａｔｅｍｅｎｔａｄｏｐｔｅｄａｔｔｈｅＡＦＰＰDSpecialSteering

CommitteeonFoodSecurityandPopulationfOrpresentationatthe23rdFoodand

AgriculturalOrganization（FAO）AsiaPacificGeneralMeetinginJunel996and

GenevaDeclarationadoptedatthelnternationalMeetingofParliamentariansonFood

SecurityiPopulationandDevelopmentforpresentationattheFAOWOrldFood

Summit(WFS)heldinNovemberl996．

lnadditioLManilaResolutionwasadoptedatthel2thAsianPopulationand

DevelopmentAssociation（APDA）RepresentativesConferenceonPopulationand

DevelopmentadoptedinFebruaryl996representingacompilationofcommitmentof

AsianparUamentariansonpopulationandwomenissuesCanberraDeclaraUonwas

adoptedinSeptemberl996atthe5thAsianForumofParliamentariansonPopulation



andDevelopmentrepresentingⅥewsonFbodsecurityandpopulationinAsiaForum
●

GeneralMeeting

TheseconferenceswerefUllysupportedbytheUnitedNationsFundfOrPopulation

(UNFPA）whileJapaneseparliamentarianstooktheinitiativeintoconvene

conferencesandprepareresolutions､HonorableShinSakurauchi,Ｍｅｍｂｅｒofthe

HouseofRepresentatives,JapanandChainnanofAFPPDservedasthechairmanfOr

mostofthesteeringcommitteemeetingsoftheconferencesandp1ayedapivotalrole，

AsianPopulationandDevelopmentAssociationactedasthesecretariatensuringthe

successofthemeetings．

Thesedeclarationsandresolutionswerepreparedbythedraftingcommittees

composedoftheparliamentariansandauthoritativeexpertsinthefieldwhogathered

hPomaroundtheworldoftenworkinglateintonightstoensuresuccessfilladoptionat

theconferences

Declarationsandresolutionscompiledinthisbookcoverbroadrangeoffieldsrelated

topopulationanddevelopmentastheywereintendedfOrpresentationatUnited

Nationsintergovernmentalconferencesheldconsecutivelysincel994,These

declarationsandresolutionsrepresentthewisdomandconsensusamongmorethan

600totalnumberofparticipatinglegislatorsfromnolessthan200countriesofthe

world､Inotherwordstheywerepresentedtotheintergovernmentalconferencesm

thenameofdemocraticallyelectedlegislatorsasrepresentingtheirconsensusafter

heeandearnestdeliberations

Thesedeclarationsindicatesubstantiveandsincerecommitments,takinginto

considerationfUtureinsights,topressingglobalissuessuchaspopulation,social

development,genderandfOodWhiledeclarationsandresolutions,unUkeagreements

andconventionssignedbetweennationalgovemments，ｄｏｎｏｔｈａｖｅｔｈｅｐｏｗｅｒｔｏ

ｌｅｇａｌｌｙｂｉｎｄｏｒenfOrcetheyhaveauniquevalueandauthorityaspropositionsadopted

byelectedrepresentativesofthepeoplesltisurgenUyhopedthattheseproposiUons

arefullyconsideredandreflectedinnationalpoliciesandintergovernmental

agreements．



Theseriesoflegislatorsmeetingsdidnotstopatdraftingdeclarationscompiledinthis

documentTheywereparticipatedbyalargenumberofparticipantshPomnotjustthe

AsianregionbutalsofromAhica,ArabworldandLatinAmerica､Asaconcreteresult

ofthecommitmentoflegislatorsflFomAhFicaandArabworld,ForumofAfricanand

ArabParliamentariansonPopulationandDevelopment(FAAPPD)wasestablishedin

aregionWherenomdependentregionalparliamentaryorganizationonpopulationand

developmentexisted・

Participationfromreglons,notlimitedtoAhicaandtheArabworld,whichsufferhFom

regionalconflictsthataremaiorglobalissuesinthewakeofthecoldwanisextremely

signihcantintermsofbuildingwoddpeacｅａｎｄｉｎｇｒａｐｐｌｉｎｇｗｉｔｈｃｏｍｍｏｎａｎｄｕｒgent

issuesofpopulation,ｅｎⅥronmentandsustainabledevelopment・

Asglobalinterdependenceincreasestheintrinsicimportanceofpopulationproblem

onlyraisesasitremainsattherootofaUglobalissues．

ltisourardentwishthatthebookletwillcontributetotheresolutionofpopulation，

developmentandotherglobalissues

nleAsianPopulationandDevelopmentAssociation





はじめに

この「FiveYearshomlCPPD-国際人口開発議員会議より5年一人口と開発に関する国会議

員会議宣言文」は、1994年の国際人口開発会議(InlernationalConiierenceonPopulationand

Development:ICPD)に先駆けて、エジプトのカイロに世界１１７カ国から300名あまりの国会議

員を集めて開催された「国際人口開発議員会議(IntemationaIConferenceofParliamentarianson

PopulationandDevelopment)」以来、人口と開発に関するアジア議員フォーラム(AFPPD)が

中心となって開催してきた、７回の国際会議、地域会議における宣言文、決議文を集成した

ものである。

これらの会議の多くは国連主催の政府間会議に提言を行う目的で開催し、論議を尽くし

た上で宣言文として採択したものである。具体的には1994年９月に「国際人口開発会議

(ICPD)」にあわせた「国際人口開発議員会議(ICPPD)：カイロ宣言｣、1995年３月の世界社会

開発サミット(ＷＳＳＤ)に向けた、「国際人口・社会開発議員会議(IMPPSD)：コペンハーゲン

宣言｣、同年９月の「第４回世界女性会議(ＦＷＣＷ)」への「国際女性・人口・開発議員会議

(IMPGPD)：東京宣言｣、1996年６月の「第23回食糧農業機関(FAO)アジア・太平洋総会」へ

の「食料安全保障と人口に関するAFPPD特別運営委員会：AFPPDステイツメント｣、1996年

11月食糧農業機関「世界食料サミット(WFS)」への「国際食料安全保障・人口・開発議員会

議(IMPFSPD)：ジュネーブ宣言」である｡

この他にも、人口と女性問題に対するアジア国会議員の取り組みの集成として1996年２月

には「第１２回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議（通称APDA会議)」で「マニ

ラ決議」を採択し、1996年９月にはアジアの食料安全保障と人口に対する見解を「第５回人

口と開発に関するアジア議員フォーラム総会」の「キャンベラ宣言」にまとめた。

これらの会議は国連人口基金(ＵＮＦＰＡ)によって全面的に支援され、会議の開催および、

宣言文の作成にあたっては日本国の国会議員が中心となり、桜井新AFPPD議長(衆議院議員）

がほとんどの会議の運営委員会議長を務め、実質的なオーガナイザーとしての役割を果た

した。そして財団法人アジア人口・開発協会がその実務の多くを担当し、これらの会議を

成功に導くための下支えをした。

これらの宣言文、議決の作成にあたっては､文書委員会で各国から集まった国会議員、各分

野の世界的な権威を初めとする専門家が深夜におよぶ熱心な議論を行ってまとめ、それぞ

れの会議の総会で決議､採択された。

本書に盛った宣言文・決議文は1994年以降、連続して開かれた国連主催の会議に提言を

行ことを目的としたため、それぞれ人口と開発の広汎な分野におよんでいる。立法府議員

として､英知を集めてまとめたこれらの宣言・決議文は延べにすれば世界200カ国以上、６００

人以上の国会議員の合意である。つまり、民主的に選ばれた国会議員の手によって自由で、



活発な討議が行われた結果のコンセンサスとして議員会議の名のもとに政府間会議である

各国連会議に提言した。

これらの宣言文には、人口、社会開発、ジェンダー、食料など人類が喫緊に対応を迫ら

れている地球規模的問題について未来を洞察した本質的かつ、真蟄な取り組みの姿勢が示

されている。宣言文・決議文には各政府間会議の協定・条約のような法的拘束力も強制力

もないが、各国国民の代表による提言という点にかけがえのない重みと価値がある。これ

らの提言を各国の政策および国際合意に熟慮しつつ反映させることが強く望まれる。

また、この一連の国会議員会議は単にここにまとめた宣言文を作成しただけではない。

これらの会議にはアジア地域のみならずアフリカ、アラブ地域、ラテンアメリカ地域からの

参加者も数多く参加した｡特にアフリカ、アラブ地域の国会議員に参加を積極的に呼びかけ

続けた結果、独立した地域の人口と開発に関する国会議員組織を持たなかったアフリカ・

アラブ地域に「人口と開発に関するアフリカ・アラブ議員フォーラム(FAAPPD)」が設立さ

れた。

アフリカ・アラブに限らず地球規模的にみて冷戦後の最も大きな問題である地域紛争を

抱える地域からの参加は、世界平和の構築という観点からも、人口､環境、持続可能な開発

という人類共通の喫緊かつ長期的な解決を必要とする課題に取り組むためにも、きわめて

重要な意義を持つ。

今後､世界が相互依存をこれまで以上に強める中で、人口問題はすべての地球規模的課題の

根源であり、その本質的な重要性がますます増加する。

本書が人口と開発問題、さらに地球規模的な問題解決の一つの足がかりになれば、幸い

である。

財団法人アジア人口・開発協会
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ＰＯＰｕＩＡＩＩＯＮＡＮＤDEvEIDPIしｍＮｒ

１ Ｗｅ，theParHamentariansmeetingmCair０，EgypLon3-4Septemberl994，atU1e

lnternationalConie1℃nceofPalliamentariansonPopUIationandDevelopment,todiscuss

theissuesofpopulationanddevelopmentontheeveofthelnternalionalConierenceon

PopulationandDevelopmentqCPD),issuethefOUowingdeC1amtion：

WewelcometheCairoConierenceasamanifestationofthevarietyofhumanculturesand

haditions・Despitediffe1℃ncesmbeliefSandcustoms,weareoftheviewthat】eadersand

peoplesofthewolldShouldhelpbringaboutuniversalharmonyandcooperation

Paniamentalianshaveamajorroletoplayinthisregard．

２

WetherefOreattachgreatimportancetoasuccessfUloutcomeofthelnternational

Confe唾nceonPopulationandDevelopment,Ｗｈｉｃｈｃｏｍｅｓａｔａｐｉｖｏｔａｌｔｉｍｅｍｌｈｅ

ｄｅvelopmentofparmershipsfOrglobalstmtegiesidentihedintheseriesofUmtedNaUons

conferencesonenvⅡDnment,hlunanrights,sodaldevelopment,andtheroleofwomen、

WesupportthestrategyoffUUyintegraUngpopulationissuesintoalldevelopmemplannmg

pO]iciesandprogmmmesWetherefOrecaUonrepresentativestotheICPDtoreaCha

consensusontheProgrammeofActionofthelCPD．

３

PopulationandSustainableDevclopment

Padiamentarianstheworldoverhavelongrecognizedthedelicatebalancebetween

populationandnatumlresources・WebeHevethatthepopulationissueShouldbeseennot

inisolation,butwithinthelalgercontextofsustainabledevelopmentoftheplanetfOrthe

bettermentofhumankind:economicactivimhatmcreasesthequalityofliieforaUpeoPle

throughcurbingexcessⅣeconsumptionandgeneratingproductivegrowth;aUeviating

poverty;achievingsustainableagriculturalandindustrialproduction,energyandnatuml

resourcesmhaImonywiththeenvironment;andimprovinghealthcareandthequalityof

４

1３



andaccessto，education・ＡｃＵｏｎｓｗｅｔａｋｅｎｏｗｔｏｏｖｅｒｃｏｍｅｔｌｌｅｐopu1ationand

developmentproblemsoftodaywilldecidethefUturecourseofhumankindResolutionof

suChprob1emsisessentialtoassuringdigniWofaUhumanbemgs､Inaddition,fOrmulation

ofnewandwiderHngingeconomicpoUciessupportiveofsustainabledevelopment,and

initiationofinternationalagreementsbasedonsuchpoUdesandapproaChesareessential．

RepmductiveHeahhandEmnihlP1anning

WewelcometheapproaChthatplacesｆａｍｉ]yplannmgmthebroaderfmmewolkof

reproducliveheahhcare・Weurgeal1nationalgovemmentstomakeresponsib1eeffOrtsto

resolvetheirpopulationissuesinawaythatrespectstheirownnationalandcultural

identiW)va1uesandhndition・WetllerefOreconⅡnitourselves,aselectedrepresentativesof

thepeople,todoourutmosttorCmoveaUremainmgbar1iersmourcounhiesthatinhibit

accesstofami]yplannmgservices,infOrmationandeducation,asweUastohelpsupport

theprovisionofreproducUveheahhandfamilyplanningservlcesaswiddyaspossible・We

fUrtherurgeGovernmentstoensurethatallpopu1ationanddevelopmentpO1iciesand

proglHmmesmourcountliessafeguardinternationaUyrecognizedhlⅡnanrigllts．

５

WeaCknoWledgethefactthatabortionsconstituteamajorpubHchealthconcemfOr

womenalloverthewodd，Sincetheuseoffamilyplannmgmetllodsmaypreventthe

prevalenceofunplannedpregnancies,wecalluponallnationalGovernmentstoreducethe

needfbrabortionbyprovidingunivelもalaccesslDitlmilyplannmginformationand

６

serⅥces．

GenderEqUahbrandEmpowmmentofWbｍｅｎ

TY1eempowermentofwomenandtheimprovementoftheirpOlitical,social,economicand

heahhstatusarehighlyimportantendsinthemselves・WefUrtllerbelievethathuman

developmentcannotbesustainedunlesswomenareguarameedequalrightsandeqUal

statuswithmenlnthisprocesswomenShouldbeseennotmerelyasthebenefcialiesof

ChangebutastheagentsofchangeaswelLThisentailsanenhancementoflheirown

７

ｴイ



genderawarenessWebe]ievethateducaUonisthesmglemostimportantelementonthe

roadtoequalityandempowermentofwomelLEducationshouldalsoaimateliminating

negativegenderstereotypesmordertoimprovethestatusofwomen,withaviewto

achievecooperaUonandparmershipbetweenmenandwomenWetherefOresbFongly

supporttheeducationgoalssetfOrthinthelCPDProgrammeofAcUonasadoptedm

Cairo,andcomnntourselvestoremovingalllegal,socialandculturalbarliersmour

counhiesthatdiscriminateagainstwomenandpreventtheirfUllpartidpationmsociety）

mcludingmpublicandpoUticalliie・Wecalluponlegislatorsallovertheworldtojoinusm

oureffOrtstoempowerwomenasamatterofnationalpliolity）andwecaUupon

GovemmentstoenfOrcelegislationinthisrespectb

HeahhandMortalib7

Despitesomennprovementsinhumanlifeexpectancy｝preventableandtreatableiUnesses

aresmtheleadingkiUelasofyoungChUdrenandwomen、Thereremainsatleasthalfa

milUonwomendyingannuallyh･omthecompUcaUonsofpregnancyandChildbirthand

99.5％ofthesematernaldeadlsoccurmdevelopmｇcountries・Largenumbemsofpeople

remainatriskhPominfectious,pamsiticandrespimtorydiseases､HIWAmSisthecause

ofahighmcidenceofdeathsTherefOrethetargetingofEnancialresources,particular1y

hPomdonorcountries,tothesevulnerablegroupsisurgenUyneededtofbcusonreducmg

Childandmaternalmortalitymates．

WetherefOIcsupportlherightofallpeoPletohaveaccesstoprimaryheahhcarebythe

endofthecurrentdecadeandpledgetoworktoreducethedisparitiesmhealthconditions

andmortalityriSksbetweenandwithincounhriesasdetanedmthegoalscontainedmthe

ProgrammeofAction．

９

ResouI℃eMOhil物価ｏｎ

lOT11equalityandsuccessofpopulationanddevelopmentprogrammesdepend，toa

considerableexbent,onhowstmategicaUyacoun位yallocatesitsresourcesamongvanous

1夕



sectors・mismturndependsonthesodal,poUtical,economicandculturalrealitiesofthe

countryanditspopulationpoEcyandprogrammeprioritiesWeaccepttheresponsibiUty

aselectedrepresentativesofthepeoPIetohFanslatepubUcsupportfOrpopulationand

developmentactivitiesmtothemostbenehdaldishibutionofbudgetary>hmnanand

administrativeresources､W1etakenoteofthestrongmtemationalconsensusontheneed

tomobilizesignihcantdomeslicandexternalhnancialrEsourcesandendolsethe

estimatedresou１℃erequirementssetfOrthmthedraftProgrammeofAction、Additional

r℃soulCestopopUlationanddevelopmentprogrammesShouldbemadeavaUab]eby

shifting妃sources,ｅspeciaUyhomdefenseexpenditures．

１１WetherefOICpledgetowolktoenactlegiSlationtoincreasedomesticfilndingfOr

populationanddevelopmentprogrammes,asapproprialaandcalluponthemternational

communitylDprovidetheresourcesrequiredtoimplementactMtiestoreachthegoals

andobjectivesofthePiPogrammeofActionAtthesameUme,efncientuseofexisting

rCsourcesisalsohnportantandshouldbepursuedthroughsuChmeasuresas

decentralization,peoples，participation,afOcusontargetgmupsandanmcreaseofnational

capadties．

ＣａｌｌｍＡｍｉｏｎ

l2Givenourro]emthedvUsocietyasrep1℃sentativesofpeoPle,wepa1liamentariansare

uniqUe]yplacedtoimplementtheICPDProgｍｍｍｅｏｆＡｃｔｉｏｎ,asadoptedatCairo,atUle

nationalandsubnationallevelandtomtroduceanewconcernfbrthePlanetandfOr

humankindfOrthepursuitofnationalpoliciesofourgovernments・WecaUon

parliamentananseveryWherelD：

-enactlegiSlationtoenableGovemmentstofOnnulateandimplementnationalpopulalion

poHciesandprogrammesspecihcaUy)improvementofthelegal,soda1,economicand

culturalstatusofwomen；

appealtoGovernmentswhichhavenotdonesotosigntheConventionontheE1imination

ofDiscriminationagainstWbmen,tohavetheirparliamentsratifytheconventionandto

Z６



monitoritsimplementation；

-estabUShmechanismsfOrparliamentarianstomonitorandevaluatesuChpoUciesand

programmeso、population；

-approvebudgetaryprovisionstomcreasehnancialresourcesaUocatedtothe

implementationofpopulaUonpoUciesandprogrammes,andtoenactlegislaUonmsupport

ofsuchproⅥslons；
●●

-generatepubUcsupportamongconstimentsfOrthemobilizationandaUocationof

domesticresourcestosupportnationalpopUlationanddevelopmentpoUdesand

programmes；

creategreaterawarenessamongpoUcymakeTsandthegenemlpubUcaboutpopulation

anddevelopmentissues,withintheglObalcontextofsustainabledevelopment；

-promotetheactiveparticipationoflocalgovemments，communitygroupsandnonF

governmentalorganizations,especiaUywomen,sgroups,mimplementingthePTogmmme

ofActionasadoptedattheCairoConference；

-estabHshand/orshPengthen，atsubnaUonal，national，regionalandgloballevels，

parliamentarycomnntbeesonpopulationanddevelopment；

-promoteandexpandcooperationamongparliamentariansaroundtheglobemtheheldof

populationandsustainabledevelopment

IBrolnC⑪mmihThenttoAmion

１３WeherebypledgetomnS1ateourpersonalcolnnntmentmtopoUticalactionassetfbrthm

thisDeC1amtion,bothmournationallegislaturesandelsewhere,ａｓappropriate,andto

encoumgeothel1stojomusinmeetingthisurgentChaUenge
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StatPment

on

POpulationandSocialDevelopInent

Ｗｅ，thepadiamentariansattendingthelnternationalMeetingofParIiamentalianson

PopulationandSodalDevelopmentqMPPSD),heldmCopenhagen,Denmark,ｏｎ４ａｎｄ５

Ｍａ1℃hl995，maddressingourse]vestothemterrelatedissuesofpopulationandsocial

developmentl

-RecognizethattheWOrldSummitfOrSodalDevelopmentisanmtegralpartofthe

developmentdialoguecurrenUyunderwaymtheseriesofmajormternationalconferences

eithertakingplaceorhavingtakenplace，mduding，mteralia，theUmtedNations

ConlerenceonEnvironmentandDevelopmenLthelnternationalConierenceon

PopulationandDevelopmentlandtheFburthWOrldConibrenceonWOmen；

-RecognizefUrthel；mthisregard,thatpopulation,sustainedeconomicgrowth,social

developmenLsustainabledevelopmentiseculityandpeacearemterdependentand

mutual】yreinfOrcmg,ａｓａｒｅｅｆｆＯｒｔｓｔｏｓｌｏｗｄｏｗｎｒａｐｉｄｐｏｐulationgrowth,emdicate

poverty;protecttheenvlronmentlcreatejobsandreduceunemployment,andpromote

socialintegmUonWherebyallpeople,andmparUcularwomen,asweUaspeoplewith

disabmties，partidpateequaUyandfUlhmallspheresofsocial,cultural,economicand

pO1iticallife；

AcceptthereibretheresponsibmtytosupportlegislaUveinitiatives,demonstmtepolitical

will,andhelpmobilizegovernmentandpublicsupporttoaddressthesemterdependent

andmumaUyreinlbrcingissues；

Acknowledgethatsocialdevelopmentisplimaribanationalresponsibmmonerequhing

mdividualandsocietalactionasweUasintemaUonalconⅡnihnent；

-NotewiIhconcernthatpovertylilliteracy〉unemPloymenLethnicandotherconnictsand

sodaldismtegmtioncontinuetoafnictmanycounbriesandaredisproportionatelyaffecting
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womenandChildren；

-Recognizethatservicmgofdebtandlackofeasyaccesstoexternalmarketsbydeveloping

coumiesandbyformersocialistcounhdesintlansitionarecontributingtothepersistence

ofpoverty;andthusurgethemternationalconⅡ､unitytoreviewUleirpoHciesmthis

regard；

-RecognizefUrthertheimportanceofachievingsuslzlinableagriculluralproduction，

mdudingfOodselfsufnciencyWhereverappropriate；

ACknowledgetheneedtocreateasocialandecononncenvironmentthatpermitsand

promotesamoreequitableaccessfOraUpeopletoemploymentmcome,fbodsecurityb

waterandsanitatio､,resou1℃es,andsocialserⅥces；

弓Acknowledgehlrtherthathumankinｄｉｓｃonhontedwithglobalissuessuchas,mteralia，

mtemationalmigration,theimpactofthedevelopmentprocessontheenvironmenLand

intemationaldrughPafhCking,therootcausesofwhichneedtobeaddressedthrough

intemationalunderstandmgandcollaborationatalllevels；

AcknoWledgealso,mthisregard,theneedtopromoteunivelsalaccesstoeducationand

tohealthcareServices,mdudingreproductivehealthcareandfamilyplannmgserⅥces，

andtopromoteequalparmershipbetweenmenandwomenmtheiamily)mtheeconomy）

andmsociety；

弓AfmmtheneedtoreorientnaUonalbudgetsandnationalprioritiestoaddressthebasic

needsofpeoPleandtoreduceineqUitiesbetweenandamongthem;afhrmfUrtherthatthe

20/２０plincipleconcernmgsocialdevelopmentisausefUlconceptinthehghtagainst

povertyandindevelopmentcoopemtion．

AfHrmalsotheuniqueandimportantroleofparliamentariansmthisrespectand，

correspondingly>theneedtodevelopnetwoIksamongparliamentaliansatthenational，

regionalandmterregionallevels,notonlytocreateawarenessandunderstandmgofthe

mterdependenceofsocialandeconomicissues,butalsotoexchangeexpenencesandtｏ
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enhanceandexpandcooperationmaddressmgsuchissues；

-Emphasize，mthiscontexLtheimportanceofbuildingupnationalcapacity）ｂｏｔｈ

govemmentalandnon-governmental,toestablishapeople-centeredhamewolkfOrsocial

developmentandtorespondtothematerialandspiritualneedsofallmdividuals,andmthis

regard,ofpromotingnationalandmternationalcooperation,andinparticularSoulhSouth

coopeIntion；

-EmphasizefUrtherthatempowennentofwomenandcreationofeasyandequalaccessfOr

womentoeducation,heahh,employmentぅpoUticalparticipaUon,assetsandcredit,etc.,are

fUndamentalmseekingalastingsolutiontothemterrelatedissuesofsustainable

developmenLsustainedecononncgrowth,socialdevelopmentandpopulation．

WbtherefOredeclareouriirmcommiｔｍｅｎｔｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｔｈｅａｃｔｉｏｎｓｓｅｔｆbrthmthe

ProgrammeofAcUononceadoptedattheWOrldSummitlbrSocialDevelopment,particulally

thoserelatedtotheprinciplesandobjectivesofthePTogmmmeofActionadoptedatthe

lnternationalConferenceonPopUlatio、ａｎ。Development,andcalluponparliamentalians

everywheretoredoubletheireffbrtstosecurethenecessaryresourcestoimplementthe

activitiessetfOrthmbothprogmmmesofaction・Inthisregard,countliesshouldshFiveto

achievethefilmllmentoftheagreedtargetof0.7percentofgrossnationalproduct(GNP)fOr

ovemallOfhcialDevelopmentAssistance,assoonaspossibleandareinvitedtoexaminefUrther

theirpriolitiesofdishibutiontoachievethemaxⅡnumbenehttodevelopmgcounmes．

２〕
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Ｇｅｎｄｅｒ,PopulationandDevelopmem

ＷＩＳ，thepalliamentarianshPom57counhiesattendingtheIntemationalMeetingof

ParliamentariansonGendel;PopulationandDevelopment,inTokyo,Japan,on31Augustand

lSeptemberl995,maddressmgou1nselvestotheissuesbefOretheFburthWOddConierence

onWOmenGWCW)，

AfhmltheuniqueandimportantroleofparliamentaliansmensuringadequateattenUonto

gendezpopulationanddevelopmentissuesand,correspondinglylrCcognizetheneedto

developnetwolksamongpadiamentaliansatthenaUonal,regionalandinterregionaUevels

tosbmgthenexchangeandcooperation；

1．

AfhrmourbeUefthateqUitableandunivemsalaccesstoeducaUonandreproductivehealth

andrights,mdudmgsexualheahhandlights,areaplerequisitefOrhnprovingthelMng

conditionsofallmdividuals，indudmgadolescents，andfOrempowenngwomenand

promotingtheiradvancement；

2．

Ｎｏｔｅthatsomeimprovementshaveoccurredinthesituationofwomenwoddwidem

educationandheamlsmcetheThirdWOddConferenceonWOmenmNairobi,Kenya,m

l985,althoughthepaceofprogresshasbeenunevenbetweenandwithinregionsand

counhFies；

3．

RecognizethemaiorChallengesthatstiUHeaheadandtheunacceptableconditionsm

whiChmanywomen,particular】yinrumlandperiPurbanconⅢnuniUes,smhndthemselves

astheresultofthｅｍｃ1℃asmgfeminizationofpovertyindevelopingcounhiesandamong

certainsegmentsofthepopulationmdevelopedcountries；

4．

RecognizealsolhatwomenandChildrensufferhrstandfOremostunderconditionsofwar

andcivilsUifeandmessthattherecanbenoequalityordevelopmentwithoutpeaceand

jusUce；

5．
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EmphasizethatthehumanlightsofｗｏｍｅｎandthegillchUdareaninalienab]e,mtegral

andmdivisiblepartofuniversalhumanrightsandfimdamentalhPeedoms,assetfOrthm

theViennaHumanRightsDeclarationandProgrammeofAction；

6．

7．EmphasizefUrtheI;mthisregard,thatcultureandlCUgionshouldbemtelpretedandacted

uponmsuChawayastopromotethehumanrightsofwomenandthegillchild；

RecognizethattheFWCWisanintegralpartofaseliesofmajorUnitedNations

internationalconfe1℃ncesthathavetakenPlaceorareplannedinthenearfUture,mduding

theConierenceonEnvironmentandDevelopmenLtheWbrldConferenceonHuman

Rights,thelnternationalConferenceonPopulationan。Development,theWOrldSummit

fbrSocialDevelopmentandHabitatILtohndglobalsohlUonstodeve1opmentprOblems

mCludmgthosere1atingtogender；

8．

RecognizealsothecnticalimportanceoftheFWCWinprovidingfbrwardlookinggoals

andstmtegiesthatwmaimatguamnteemgwomeneqUallightsandequalstatuswithmen

andensurethatwomenareseenasagentsofchangesmcehumandevelopmentcannotbe

achievedunlesswomenareassu１℃dtheserightsandstatus；

9．

10．RecognizefUrU]erthattheempowermentofwomenandthecreationoffUUandeqUal

accessfOrwomentoeducationthatisrelevantandnecessarytotheirempowermenLto

health,toemployment,topoliticalpartidpation,andtoecononmcresources,mparticulan

creditJandownershipandpropertyrights,arefUndamentalinseekingalastingso1utionto

themterrelatedissuesofpopUlation,sustainabledevelopmentandsustainedecononnc

growth；

lLAttachvaluetowomen'swolk,bothmsideandoutsidethehome,andstressthatwomen

shouldreceiveequalpayibrequalworkandeqUalsupportwithintradeunionsandother

gmupsmtheorganizedsector；

12．Emphasizetheimportantroleandexpenenceofnon-governmentalorganizations，

mchdingwomen,snonPgovernmentaloKganizations,、thedesignandhnPlementationof

populationanddevelopmemprogramnes；
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13．Notewithconcemthattheloweconomicandsocialstamsofwomenhasanegativeimpact

ontheirqualityofliieandthatoftheiriamiUesandontheirhealth,especiaUylheir

reproductiveandsexualhealthandrights；

14．EmPhasize,mthisregard,thatthisloweconomicandsocialstamsisamajorfactormthe

continuedhighlHtesofiniantandmaternalmorbidityandmortality;therapidmcreaseof

HIVZAIDSiniectionamongwomenwoddwide;theexposuretopracticesthatareharmhjll

towomen,shea1thoraredehumanizingmcludmgiemalegenitalmutilation,sexselecUon，

eallymarnageandtheconⅡ､e1℃ializationofcertainnewreproductivetechnologies;and

theprevalenceofsexualabuse,exploitationandviolence；

15．Notewilhconcernthehigh,andmsomecasesincreasmg,ｒａｔｅofpregnancyamong

adolescents,mparticularmthecontextofdeterioratingecononncconditionswhichhave

placedyoungwomenatincreasedriSkofexploitation,prostitution,hafhCkingmwomen

andChUdren,drugabuseandunsalesexualencountersandhavediminiShedtheiralready

madequateaccesstoapproprialEreproductiveheahhinfOrmationandservices；

16．UIgetheFWCWmthisregard,toreafhrmandreiniOrcethegoalsofandconⅢmtments

madeatpreviousUmtedNaUonsConierencesandembodiedinsuchdocumentsasthe

ConventionontheEUminationofallFbrmsofDiscriminationAgainstWbmen,theNairobi

Forward-LookingShFategies,theDeclarationanｄＰｒｏｇｍｍｍｅｏｆＡｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅＷＯｒｌｄ

ＣｏｎferenceonHumanRights,thelCPDProgmmneofAction,andtheDeclarationand

ProgrammeofActionoftheWOrldSummitfOrSodalDevelopment；

17．ReafhrmourshFongcommitmenttothelCPDProgrammeofAction,mparticulartoissues

relatingtotheemdicationofpoverty;thepoUUcaLeconomicandsocialempowermentof

women;theeliminationofallfbrmsofviolenceagainstwomen;reproductiveandsexual

healthandrightsmcludmginiOrmationandservicestoadolescents,ａｎｄtheneedtodeal

withthehealthimpactofunsaleabortionasamaJorpubUchealthconcernandtoreduce

therecoursetoabortionthroughexpandedandimprovedfami1yplannmgserⅥces；

18．EmPhasizetheneedtoChangetheattimdesandp1nacUcesofbothmenandwomen

concerningtheirmlesmandcomFibutionstosodetyandurgemenanｄｗｏｍｅｎｔｏｗｏｒｋｍ
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parmelSlliptoempowerwomenandtobringaboutgendereqUalityandequitymall

sPheresofeconomic,culturaLpOliticalandsodallile；

19．EmphasizefUrthertheneedfbrwomenthemse]vestorespect,valueandgivefUUsupport

tootherwomentoenablethemto１℃a1izetheirfhUpotentialandtomaximizetheirchoices

withrespecttotheirvanousro1esinsociety；

20．Recognize,mlhisregard,theimportantroleofthemediameliminatingstereotypesinaU

typesofconⅡnunicationthatreinfOrceexistingmequalitiesbetweenmalesandfemalesand

undermineghls,seIfesteem．

CalltoAction

Givenouruniquerolemcivilsocietyaslegislatorsandrepresentativesoflhepeople,wecaUon

parliamentarianseverywhereto：

21．UrgeGovemmentstohonourthecommitmentsmadeatpreviousmternationaland

regionalconierencesandtoaUocatetheresourcespledgedunderlherespecdveaction

Plansandprogrammes；

22．UrgeGovernmentstomtegrategenderperspectivesintotheirdevelopmentsmtegies，

poUciesandprogrammes;toinCludeequalityandequityasbasicIightsmnationaland

regionalconstitutions;toenactnationallegislationtoensuresuChintegration,especiaUym

populationanddevelopmentactivities,andassurethatうbytheyear2005,womenconstihlte

at1east50percentofthememberShipofallgovernmentalbodies,mc1udingelectedand

appointedpositionsatintemational,nationalandlocallevels;andtoestablishorstrengthen

meChanismstomonitorandevaluateprogressmtheseareas；

23．EnactlegiS1ationtoenableGovernmentstofOnnulateandimPlementpoHciesand

progmnⅡnestoimprovethelegal,health,socialandeconomicstatusandrightsofwomen

andtopromotetheequalmvolvementofmenmreproductiveheahh,ChUdPrealingand

househo1dresponsibilities；
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24．EncoumgeGovernmentstoprovidecomprehensivehealtheducaUonmthecurriculaof

pnmaryandsecondaryschoolswiththeaimofimprovingtheoverallhealthstatusof

womenandgillsandpromotingresponsibleparmership；

25.AppealtoGovernmentsthathavenotdonesotosigntheConventionontheEliminalionof

AllFbrmsofDiscriminationAgainstWOmen，tohavetheirparliamentsratib7the

ConvenUonandtomonitoritsimplementation；

26．UIgeGovernmentstodeveloppoUciesandlawsthatbettersupportthefamUy｝conUibute

toitsstabiHWandtakeintoaccountitspluraliWoffOrms,parUcularlythegrowingnumber

ofsmgle-parenthouseholdsandhouseholdsheadedbywomen；

27．FurtherurgeGovernmentstorecognlzegendePbasedpersecutionasacategoryof

refUgeestatusandtotakeappropriatestepstoavoidallfOrmsofdiscriminationagainst

migrants,reiUgeesanddisplacedpersons,particuladywomenandchildren,andtoprotect

themhPomabuseordemaloftheirhumａｎrights；

28．EnsurethatthereiseffectivedialogueandcoUabomtionamongGovernments,ＮＧＯｓ,civil

sodeWandtheprivatesectormthedevelopmentandimplementationofsmtegies

designedtoimprovewomen,sstatusandbringaboutgenderequalityandequity；

29．Beadvocatesfbrwomen'sempowermentandgenderequalityandovelseethe

implementationofthegoalsandreconmendationsoftheICPDandFWCWBpaying

particularattentiontotheneedtomobihzetheresourcesrequiredtobnanslatethegoals

andrecomnendationsmtorealiⅣ；

30．AppealtoGovemmentstosupporttheｖｉｅｗsofthewomenofthewoddtovigorous]y

opposethedumpingofnudearwasteandthetestingofnuclearweapons,especiaUymthe

PacihcwherepeoPlearemposeduponandpowerlesstopreventther巳sumptionof

nudeartesting；

31．U1gethedonorconⅡnumtytostrivetofUlhlltheagreedtargetof0.7percentoftheirgross

naUonalproductfOroveraUofhcialdevelopmentassistanceandtoearmark50percentof
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theshareofthisfOrwomenandgendel箔relatedactivitiesasweUasfOrpopUlationactivities，

andtomomtortheuseoftheser℃sources；

32．U1gealsomteICsteddevelopedanddevelopingcounhPyparmers,onamutllalbasis,to

allocabe,onaverage,２０percentofomcialdevelopmentassistanceand20percentofthe

nationalbudgettobasicsocialprogrammes,especiaUybyreducmgmilitaryexpenditures；

33．UrgeGovemmentstomaintajnormcreasefilndmglevelsfOrwomenandgende形related

p1℃ｇｍｍｍｅｓ，especiallydulingpeliodsofbudgetreductionsandundersbFuctural

adjushnentandecononucrccoveryprogrammes；

34.Urgemternationalhnancialinstitutionstoensurethats⑰ucturaladjustmentandecononnc

recoveryprogrammesaresensitiveandaddresstosocialandgendendatedissuesand

needs；

35．GenemtepubUcsupportamongconstimentsfOrthemobilizationandaUocationof

adequatedomesticresou1℃estosupportpoliciesandprogmmmesthatwiUadvance

genderequality)promotesocialdevelopmentandaddresspertinentpopulationissueswith

spedalattentiontorulnlandperiulbanconⅡnunities．

Weherebycommitourselvestotmns]ateintopoHticalactiontherecommendationssetibrthin

thisDeC1araUonandtoensurethattheachievementsofthelCPDarereafhnnedbothduring

ourparticipationattheFourthWblldConfeImceonWbmenandmournational1egiS1atures．
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PrPamhle

Ｗe,ParliamentariansofAsia,concernedwithPopulationandDevelopmentmetinManilato

deviseastmtegytoachieveabrighterfUturefOrthefamilyofAsiannations,theworld

conⅢnunityasawhole,andourMotherEarth．

AwareoftheinternationalhPendsnowinghomthelnternationalConlerenceonPopulaUonand

DevelopmentqCPD,1994),theWOrldSummitfOrSodalDevelopment(WSSD,1995)andthe

FburthWMdConferenceonWOｍｅｎ(FWCWll995)wehavegatheredfOrthreesuccesslve

years(inBeiiing,Tokyo,andManila)todeUberateonthetheme“WOmenmthe21stCentury

-AStrategyfOrPeaceandProsperity”

Basedonourconvictionthatwomen，shmmvolvementiscrucialtothesolutionofpopulation

issueswhichthreatenthequalityoflifeiOrmUhonsofpeopleacrossAsiaaswellasthenatural

envlronmenbwemakethefOUowingsetofrecommendationstoourparliamentarycoUeagues

andour1℃specUvegovernmentsbeUevingthatsuchrecommendalionswillleadtogreater

empowennentofwomeninallspheresoflife,therebyenablingthemtobemoreeffective

parmersmthefamilyandcommunity;moreabletorealizetheirfUUpotentialmlife,andmore

articulatemiden世yingandwolkingwithotherstofUlhUtheirunmetneeds．

Notwithstandingthevasmessofourreglon,ourriChcultural,reHgious,political,andecononuc
●

diversiW)thewidevariationmourdevelopmentexpenenceandstagesofdevelopment,weact

togethermproposmgtheibllowing：

Ⅱnh℃dmctiOn

Weaf5rmthatwithoutfUUandequitableparmershipofwomenandmen,itwiUbeimpossible
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tosolvepopulationissuesandattainsocialdevelopmentandsustainab1eeconomic

developmentmharmonywiththeglobalenvironmenMcluevingsuChparmelShipreqUires

empowermentofwomenmaUspheresoflife-econonnc,socialandpoHUcal-byimproving

accesstoeducationandeconom】copportunitiesfbrgillsandwomenacrossAsialhiswiU

helphnprOVewomen，Sstatus,expandtheirchoices,asweUasmcreasingtheiropportunities

andabiUtytodeternnnetheirownUves．

WIsrecognizethatpopulation,sustainableeconomicgrowth,socialdevelopment,securityand

peacearemterdependentandmutuaUyreinlOrcmg，asareoureffOrtstoreducerapid

populationgrowth,eradicatepoverty〉protecttheenvlronmenLcreatejobsandreduce

unemPloyment

Webe1ievethatthefamilyisthebasicunitofsocietyandnotewithconcernsignsthatits

survivalasahumanmstitutionisthreatenedInequitiesofpowel;gendel;andmcomeacton

eaChotherandaUmembersofthefamilycausingshFess,tensions,evenviolencemthefamily

setting・Wether巴fOreadvocaIEsrong]yforeffOrtstoimprovegendereqUalityasweUasthe

effectivenessofpopulationandotherdevelopmentprogrammesWhiChareessentialfOrsurvival

ofthefamily

RecognizingthemterrdationshipofpovertyWapidpopulationgrowth,highinfanLChildand

maternalmortalityrates,wealsourgecountriesoftheregiontoaccelelHteU1eachievementof

thetargetssetmCairo．

ReductionsmpopU]ationgrowthmteandeffbrtstoachieveenvlronmentaHysustainable
C

patternsofdevelopmentwiUfailwithoutrCspectforhumanrights．

WealsocallattenliontothefactthatthesegoalswiUbeunattainab1ewithoutpeaceandjustice

Wbmenandchildren,a]waysthefOremostvictimsofwarandcivilshife,wiUcontinuetosuffer

disproporUonatebfromsocialinstabilityandconUnuingpovertyThe１℃fbre,weulge

inc1℃asedeffOrttoaChievepeacefUlresolutionofconnictanddisputesthroughouttheregion

regardlessoforigin．
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1．ＷｏｍｅｎａｎｄＨｅａｌｄｈ

UmversalaccesstoappropliatereproductivehealthservicesinCludingrelevanteducation

regardmgsexualhealthandrightsisapre-requisitefOrimprovingthelivingconditionsof

individuals,mcludingadolescents,andthefamilyasawhole．

Wepomtwithalarmtothehigh-and,msomecasesmcreasing-ratesofpregnancyamong

adolescentgillsthroughtheAsianreglon,asevidenceoftheneedtoprovideadolescentswith

fUUinfOrmation，educaUon，ａｎｄｓｅｒⅥcesrelatedtotheirreproductiverightsandsexual

behavioI：

Filrthennore,weexpressconcernatwomen，sconUnumgrecoursetounsafeabortionswhich

aredehFimentaltotheirhealthandweUareandWhichreUectthedehdenciesofexistingfamily

plamingserv】ces．

WeherebypledgeourshPongcommihnenttopromoteexpandedandimprovedavailabmwand

utilizationofgenderもsensitivereproductivehealthandiamilyPIanningserⅥcesacrossthe
O

reglon．

WeurgegovernmentstomcreasebudgetaryallocationstowomenandgendelTelated

programmestocounterbalancedeterioratingeconomiccondiUons・Theseconditionsplace

youngwomenandchildrenatmcreasedriskofdomesUcandmternationalhnafEcking，

exPloitaUon,prostitution,andmvolvementmsubstanceabuseandiUegaldrughPadeAtthe

sameUmewecallonappropriatenationalandregionalbodiestodirCctseriousandimmediate

attenUontotheseissuesWhiChdestroythefabricofsocietyandthriveonindedsionandlaCkof

poUUcalwiUandconⅡnunityinvolvemenL

Werecognizethatpersistenceofwomen'sloweconomicandsocialstatusmmanypartsofthe

regionisaviolationoftheirhumanrightsanddeplorethefactthattheyaremaiorfactors

conmbutingtothehighratesofinfantandmaternalmorbidityandmortalitybtheexposureof

somegillstoharmfUlanddehumanlzmgpracticessuchasfemalegemtalmutilation，sex

selecUonandtheconmercializationandhnproperuseofnewreproductivetechnologies,as

wellassexualabuse,exploitation,violenceandtheexplosivespreadofSTDsandHIWAmS
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infection、WecaUfOrurgentandimmediateactionhomtheconⅡnunitytothemternational

leveltoeliminateantheseconditionsandpractices．

2．EmpowenngWDmeninSocie呼andtheEconomV

TWothirdsoftheworld，siUiteratesalEwomen,themajolityofWhomaremrumlAsia・The

educationofgMsandwomenisnecessarytoovercomethispatternfOrtherealizationof

women'sownpotentialasweUasbroadersocialandeconomicdevelopmentmtheregionThe

feminizationofpoverty-aPhenomenonnotedfOrsomeUme-continuesinbothurbanand

ruralareas．

WecaUuponourrespectivegovernmentstowolktomstitutecompulsoryeducationfOraUgirls

andboysontheprimaryandsecondarylevelsandtoensurewideuti1izationofthe

opportunitiesprovided・Furthermore,weurgespedalattentiontoaChieveｍｅｎｔｏｆｇｒ巴ater

equitybetweengillsandboysmvocationalandhighereducationmordertomakethemmore

emPloyableandeconomicalbselfreUant

lnthecontextofthecanfbrwidereducationalopportunityweemphasizetheneedtopromote

changesmtheattitudesandpmcticesofbothwomenandmenregardmgtheirrespectiveroles

inandconhibutionstosociety>movingawayhPomtraditionalgenderstereotypestowards

conceptsofequalityimutualrespectうandharmomousparmershipinaUspheresof]iie,m

parUculal;ｈｏｍｅmaking,parentingandgeneralfamilyresponsibility

WealsocaUfbrtheeUnnnationofpersistentpatternsofgenderbiasmtheTecruihnent，

compensationandadvancementofWorkers，regardIessofwhelhertheemployeris

governmentorplivatesectoI：

W1eurgeparticularattentiontothedistinctiveandunmetneedsofwomenwhoareheadmg

householdsregardlessofthereason．

Weemphasizetheneedfbrwomenthemse]vestorespect,valueandgivefUUsupporttoother

womentoenablethemtorealizetheirfUUpotentialandtomaximizetheirChoiceswithrespect
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totheirvariousrolesmsociety

WecaUuponthemediatorecognizetheirimportantrolemconⅡ､unicaUngthenewideasof

genderequityandparmershipbetweenwomenandme､．

３．ResoumesfbrPopulationandGendeﾄRelatedlssues

WetakenoteofthesbPongmtemationalconsensusontheneedtomobilizesignihcantdomestic

andexternalhnancialresources・FurthermoreweendorseIheestimatesofresource

requirementssetfOrthmtheICPDProgrammeofAction・WeaccepttheresponsibiUtyas

electedrepresentativesofthepeopletoensurehanslationofpubhcsupportfOrPopulationand

Developmentmtoworkab]eprogrammeswiththebestfeasibledishPibutionofbudgetary）

humanandadnnnishPativeresources・MorEoveBweurgethatadditionalresourcesfOr

PopulationandDevelopmentprogrammesshouldbemadeavailablebyreorientingbudgets

whereverpossible．

WecalluponthedonorconununitytosmvetoallocatethesettargetofＯ７ｐｅ1℃entoftheir

grossnationalproductfOroveraUofhdaldevelopmentassistance,toearmark50percentofthis

SharefOrwomen,population，andgendelTelatedacUvitiesandtomonitortheuseofthose

resourcesaccordmgtoagreeduponmechanisms・Wealsourgegovernmentstohonortheir

resourcePledgesstipulatedmvariousactionplansandprogmnⅡnes．

WeencoumgemteresteddevelopedanddevelopmgcounU･yparmerstoallocate,onamutual

basis,２０percentofofncialdevelopmentassistanceand20percentofthenationalbudgetsfOr

basicsocialprogmmmes・ThismaybeaccomphshedbyredudngmiHtaryexpenditures．

Wburgeinternationalhnancialmstimtionstoensurethatsructuraladjushnentandeconomlc

recoveryprogmmmesaredesignedandimplementedmahumanemanneEconduciveto

realizationofsodaljustice,theachievementofgenderequitybandfUlhUmentoftheneedsof

womenandtheirfami1ies

WeemphasizetheneedtogeneratepubUcsupportamongourconsUtuentsibrmobilizationand

３９



allocationofadequatedomesticresourcestosupportpoUciesandprogrammesonPopulation

andDevelopmenｔ

４．meRoleofPamiamentariansinPopulationandGende僻Relatedlssues

WieurgegovernmentstointegrabegenderperspecUvesmtotheirdevelopmentstrategies，

policies，andprogrammes，givingattentiontotheimportanceofgenderissuesmboth

ohjectivesandmanagementWebeHevethistobeparticularlyimportantmldationto

legislationonPopulationandDevelopmen［

WereconⅡnendandendorseenactmentoflegislaUonWhiChwiUenablegovernmentsto

fbnnulateandimplementpoUciesandproglammestoimprovethelegal,soda1,economicand

politicalstatusofwomenandassurethemfUUenjoymentoftheirrights

RecognizingthatsuchacUonwillnoｔｂｅｅａｓｙｗｅｏｆｆｅｒｏｕｒｓｕｐｐｏｒｔａｎｄｗｉＵendeavorto

promotegreaterawarenessoflpositiveattiludestowards,andundelstandmgofthecomplex

intelTelationshipbetweenpopulatio､，envlronmentalconservationandsustainable

development

ＩｎｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｏｆｔｈｉｓｅｆｆＯｒＬｗｅｃｏｍｍitourselvestoreviewandreevaluatewomen，s

involvementmpoUUcsmourrespectivecountries・AsrepresentativesofthepeopleandleadeTs

ofpoHticanileweacceptourresponsibiUtynotonlytoadvocatebutalsotoactinourownsphere

tobuildamoreequitablesocietylnkeepingwiththis,wewiUworktoshPengUlenwomen's

involvementmpoHtics,parUcularlyindedsionmakingpositions．

WsrecognizetheneedtodevelopandmaintaingoodworkingrelationswithaUwhoareactive

mpromotingandimp]ementingpopulation,developmenLandgende形relatedproglnmmes-

themachineryofgovernment,nonPgovernmentalorganizations,womenandmenmtheprivate

sectoI：

lnordertobnanslatetheactionplansadoptedatthemaiormternaUonalconierencesonthe

statusofwomenintonationallegislation,weurgethatappropriateresearchbecarriedoutand
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thatthe1℃bewideSharingofinfOrmationandcooperaUonwithteChnicalexpertsinhelds

essentialfOraddressmgwomen，sissuesmtheAsianreglon．
●

lnthisrespect,wehaveauniqueandimportantroleTohUthisroleeffective]ybwemust

developnetworksamongParliamentariansatthenaUonal,regionalandmterTegionallevelsln

parUculamtisimportallttocultivatedoserrelationsbetweenAsianFbrumofParliamentaIians

onPopUlationandDevelopment(AFPPD)andotherregionalfOmofParliamentarians・Such

networkswiUenableusnotonlytodeepenourunderstandingofthemterdependencebetween

issuesmsocietyandeconomybutwiHalsopromoteandexpandcooperationmsolvingthese

issuesthroughexchangeofeXpenence

BasedonourconvictionthatAsiashouldplayaleadingroleinthesolutionoftheworld，s

populationissues，ｗｅ，thepartidpantsofthel2thAsianParliamentarians，Meetingon

PopulationandDevelopment,maketheaboveresoMiontobefOrwardedtoourreSpective

guvernments・ＡｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｗｅｐｌｅｄｇeourselvestowolkfOrthereahzationofthis

resolution．
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On

rbodSecuribrandPopulation

Asiaishomeofapproximatelysixtypercentoftheworld,spopu1ation,withitsdiversecultures

andvariedSocio-econonucconditions・TheAsianFbrumofPalliamentariansonPopulation

andDevelopment,homtheirpositionsasparliamentariansmandaMbythepeoPlestomake

reSponsib1ejudgementsfOrthefUture,prCsentsthefbUowingstatementonfOodseculilyand

population．

PRUnAMTEIE

Inthiscenturylhumankindhasexperiencedanunprecedentedscaleofpopulationgrowth，

WhilethemehasdeclinedduetoconsiderableeffOrts，bothnalionalandmternational，

numbersofpeoplemabsolutetermscontinuetomcreaseatanalarnnngmteleadingto1aIge

mcreasesmfOodconsumptionandpowerfUlpressuresontheglObalenvironment．

Wemustrecognizethatmotherearth,toolongtakenfOrglnntedashavinginhniteresources，

ismdeedauniqUeandpreciousplanetNodegreeofscientihcandtechnologicalprogresswiU

enableusto1ivebeyondthelimitsofmotherearth・Wearemdeedpartofasinglecommunity

destinedtoSharcthefate,ｗithintheconhnesofthedosedsystemofourplanetWecannot

escapehPomthisrCalityandmusthndwaystoensureoursurvivalinasustainablemanne、

lnlhiscenturywehaveovemUaChievedahighdegreeofincreasemfbodproductionduetothe

progressofscienceandtechnOlogyingeneralandtheGreenRevOMionmparticulal:nlerate

offOodproductionhadexceededthatofthepopulationmcreaseHowevenlherCaregoingto

belimitationstotheavailabilityofnewcultivablelandTYleshortageofheShwaterresou1℃es

isa1soasenousconcernthatworsenseverydayLFilrthermorc,duetosaltandacidicdamage，

overcrDppingandexcessⅣeuseofchenncalferti1izersandpesticides,thesoilhasoftenlostits

mtegritycausingmal宮inalproductivitytodecune、Ｗｅａｒｅａｌｓｏｂｅｉｎｇ1℃mindedthatthe

malitimeresou1℃eswhichmthepastseemedinhnilEaremdeedfiniteresultingmdedimng
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harvestbTheearth,whichseemedmhavelDlemtedourmiSbehaviourmthepast,isteUingus
◆

ofitslimitsthroughenvironmentaldeterioration．

ItisalsoimportanttorecognizethatglobalprOjectionson妃sourceayailabiUtya１℃toooften

madebynarrowgroupsofspecialists,AsawayofensulingbalancedandrealisticprOjectsibr

thefUture,aUcountliesShouldmaketheirownassessmentsoftheircarryingcapacityBThis

Shouldbedonebymterdiscipharygroups,mcludingscientistshPomdiHerentdisciplinesand

governmentofncialshomdifferentspecializedagencies・Ｐａ】liamentarianshavebothspedal

responsibilitiesandspecialcapacitiestobringtogetherandUstentothesedivergentviews．

WhileglobaldemandandsupPlypmjectionoffOodandpopulationgiveuscausefOroptimism

mtheshortterm,thereiscausefOrpessimismmthelongterm、Befbrethisstalkl巴ality)we

mustnowbeginoureffOrtstoensurethatwehandovertheplanettothefUturegenerationma

responsiblemannel8W1e,therefbre,offerthefOUowingstatementwithregardtol)population

growthandfOodproduction,２）ｆｏｏｄplDductionandenvironmentand3）communibノ

development

ＰＯＰｍＡｕＴＯＮＧＲＯｗＩＨＡＮＤＦＤＯＤＰＲＯＤＵＣⅡＯＮ

Despiteourcommitmentandeffbrtstoreducetherateofpopulationmcrease,itsnumbersm

absOhltetermsconUnuetomcrease.、simpliesacontinuedgrowthintheｄｅｍａｎｄfOrfOod

ThusmeasurestolimitpopulationmcreaseasmuChaspossib]eareessentialifhmnanityisto

conUnuelDsurvⅣｅｏｎｔｈｅｐｌａｎｅｔＦurthermore,inordertodiminishthe1oadandtoensure

sustainablefOodproductionwemustdevelopagriculturethatisinharmonywiihthe

environment

Aspar1iamentarianswestandcommittedtothepopulationcauseandbyreafnrmingtheCairo

DedamtionofthelntemationalConierenceofPalliamentaliansonPopulationand

DevelopmenMheCopenhagenStatementofthelntemationalMeetingofParliamentarianson

PopUlationandSocialDevelopmentandtheTo灯oDeclamtionofthelntemationalMeetingof

ParliamentariansonGendel;PopulationandDevelopmentThevisiondescribedatCairocalls

forsUbstantialincreasesmresourcesfOrplimaryhealthcare,famnyPlanningandreproducUve
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healthservices,andprimaryeducation・ThisisespedaUycriticalfOrwomenandgirls,andfbr

thoselivingmruralareasWhoareoftenleftbehindmdevelopmenteffOrtsWebeUeveitis

nnportantfOrparliamentarianstoencouragetheintemationalconⅡnunityandourown

governmentstoincreaseresourcesfbrtheseactivities．

ＦＯＯＤＰＲＯＤＵＣｎＯＮＡＮＤＥＮⅥＲＯＮＭＥＮＴ

FbrhalfacenturyandmoreworldfOodoutputhasincreasedmorerapidlythanpopulation

growth・SocialandtechnologicaldevelopmentshaveproducedsignihcantgreenrevO1utions

mesepastsuccessesareunportanLbuttheycanalsogiveasenseoffalsefOodsecuritymven

withpastsuccessesmoulput,thereremainimportantdishibutionproblemsglobaUymationaUy

andwithinhouseholdslnensuringfUturemcreasesmfOodoutput,wemustkeepmfOcusthe

needfOrenvironmentalprotecUonsoastoassurethatagricultumldevelopmentissustainable．

GovermnentsandparliamentaliansshoUldexaminemternationalagreementsmcludingthose

withWTOandseehowsuchagreementswiUaffectagriculluralproductionmtheircountries・

Similarly)thepreferentialtradeagreementsmadebetweengroupsofcountriesmayalsohnpact

agIicultumlproductionandpricesructuresDevelopedcountriesmaytakemeasuresmaking

itdifhcultibrtheexcessagriculturalproductionofdevelopingcountriestobeexported・

GovernmentswouldthereibredoweUtodose]yexaminetheimpactofmternational

agreementsonagricultumlexportstoothercountries、 Ｂｅibresigning

conventions/agreements,thegovernmentsshouldseetoitthattheconditionsnnposedby

suchagreementsdonotadvemselyaffectagricultureandtheenⅥronmentintheconcerned

counhPies．

WerecognizetheimportantfbcusonfOodproductionattheSumnnt・EqualemPhasis,Should

beplacedonissuesoffOodaccessanduse，especiaUyamongstthemostdisadvantaged

comnunities・TheruralandurbanpoormusthaveaccesstosufncientfOodfOrsustainable

livelihoodRuralproducersoｆｍｏｄａｎｄfOrestresou1℃es，especial]ｙwomen，musthave

ownelshipofproducUveassetssuChasland,creditandappropriatetechnologyContinued

effOrtsshouldbemadetoincreasefOodproductionthroughprocessesalreadyweUknown，

suchasmcreasedruralcredit,smallscaleirrigaUonschemesandagricultumlexperimentation
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andextensionservices・T11eseareweUknownandwellunderstoodprocesses,whichaUtoo

oftenarenotsufncienUyprovidedtosmallproducers．

InthecontextoffOodproduction,therearemanysignalsthatcurrentagriculturalprocessesare

enviro､mentaUydeshmctiveandthusarenotsustainable･Greatereffortmustbemadeto

reduceenvlromnentaldegmdationandtodevelopamoresustainableagriculture．

EnvironmentalIimitationvariesbyeconomlcsector;ie,whetheritisag1icu]ture,fbrCstryor

hSheries;manuiacturingorservicesAgrofOreshFyhsherymdustriesaredirecUyimpactedby

physicalandenvironmentallimitationssuChasavailabilityofcrop]and,conditionsofsoiland

dhnate・hthｉｓregard,unlikeotherindustrialsectors,itismostimportantthatapatternof

sustainableaglicU1turCisdevelopedtakingintofUUconsidemtionenv1ronmentalpammeters

Ontheotherhand,properlymanagedaglicultureandfOreshPyproductioncancontlibutetothe

preservalionoftheenvironmenｔ

Asparliamentalians,weaCknoW1edgethatnoactivitywiUensureoursurvivaloncethereisa

coUapseofthesyslBmofprimaryproduction‐agroiOrCstryfSheriesManyoftheprimary

productiveprocessesweengagemtodayareenv1ronmentallydestructiveandnotsustainable，

Hence，aUsuChprocessesmustbereviewedhPomtheperspectiveofenvironmental

prCservationandsustainabledevelopmentsoastobuildafairandreasonableeconomicand

tmdingsystemfOreachsectorofproduction．

WishavetoensurefOodsecurityatthegloballevelbyexpandingregionalandintemational

coopemtion,whileencouragingeachnationtoproducefOodbasedonitsenvironmental

conditionsandculturalhnditionsEquaUy)weneedtohndwaystofOrmulatemorerational

economicpoUciesthatwiUhelpbuildahndingsystemessentialtopreservinghniteglobal

env1ronmentFoodreUeftomeetwithemergendes,suchasearthquakes,famineUoodetcare

someexamPlesofsuChcooperations.

BuildafOodsecuritysystemattheregional,intelLregionalandglOballevelsbasedonmumal

coopemtionbyexpandingcooperativerelationsbetweenfbodimportingandexporUng

countries．
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AnotherareaofconcemistheneedtoconductpoUcyresearch,fOrthepulposeofbuildinga

taxsystemthatmducesprotectionoftheenⅥronment，ｂｙｂｒｏａｄｌｙａｐｐ]yingtheconceptof

carbontax,toreUectthevalueandcostofenvironmentalprotectionmeconomicactivitybBy

constructingsuchasysteｍｉｎｗｈichdevelopmgcounhiesmaybeneht，willprotectthe

envlronmentbyearmarkingrevenuesaccruedtomthelevyofcarbontaxfOrenvironmental

preservation．

WIsneedtoensuresustainableagriculture，bybuildingacycUcalsystemthatbalances

economlc,social,cultumalandtechnologicalrequlrementsopUmallycombiningnatumland

ecologicalparameters・Thatistosay）asymbioticsystemmustbebuiltthatwmorganically

mcorpolHtehumans,livingcreaturesandtheenvmDnmenL

ＣＯＭＭＵＮｎＹＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ

TYlerumlcommunity>WhichhasplayedalargerolemensuringfOodandwaterresourcesand

preservingtheenvlronmentmtheprocessofmodernizaIion,iseverywhereunderstresshPom

populationgrowth・AccompanyingthestressisthepopulationexodushPomfarnnng

conⅡnunitiestothedtylunderminmgpubUcsafetyandcausmgenⅥronmentaldegmdationof

urbancommlmitiesandthedecreasemlandfOrcultivation．

AsaresultofthepopulaUonpressureandmobiUty｝thecapacityofthefarmconmunityto

producefOod,managelandandpreservetheenvlronmentisbemgeroded・Thereisanurgent

needfOrconⅢnunitydevelopmentinordertocurbpopulaUongrowthandlmlizefOod

productionmharmonywiththeenvlronment

Governmentsshoulddevelopappropliate]egislativehameworkstoprovidemcentivestolocal

producerssoastoenablecommunitiestoorganizethemselvesfOrtheirownmterestsand

benehtsAttentionshouldbepaidtosuChthmgsasmdependentjudiciaryandmediato

promotetheempowermentoｆｌｏｃａｌｐｅoplewithparticularemphasisonwoｍｅｎＮｏ

ｃｏｎⅡnunitydevelopmentcanberealizedwithoutintegmtingwomen，shumanresoumesand

potentialmthedevelopmentprocess．
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WerecognizethatinmanysocieUesiarmelslaCkeconomicandsocialpowenandalcsubject

tofbrcesoftheelementsasweUasdedsionsmadebyremotegovernmentWhneinsome

developedsocietiesfarmemsdoexerdseconsiderablepowenusedoftentoresistfUndamental

Change,thisisnotsomdevelopingcou､tries・EffOrtmustbemadetoenableaUfarmersto

exerdsemeaningfUleconomicsocialpowem

ConunulnⅣdevelopmentalsomeanstheneedtopromoteandensurereproductiverightsby

makingavailab1erepmductivehealthservicesmCludingfamih7Plannmgandsexualhealth,as

dehnedmthelCPDProgmmeofActio､,toallruralareasandfarmconⅡnuniUes．

DevelopmentofsmaUandmediumtownsassistsmoptimizingpopUlationdistributionand

buildingviableconⅡnunitiesSuChdevelopmentmaypreventoverconcentmtionofpopulation

m1algecitiesandencouragedevelopmentoffarmconmumtiesmharmonywiththe

environment

Population,sustainablefoodproduction,env】ronmentalprotectionandsocialdevelopmentare

mutuaUyreiniOrcmgandmtel亀dependentvanables、SuccessmtheseareasrequlrCsa

comprehensiveandmterdisciPUnaryapproachwhichmustlinkspecializedagenciesof

governmentandbeexpeditious1yimplemented．

WebeHevethatparticipationofpersonsatliskmtermsofibodsecuIityandma1nuhitionis

essentiallbrarrivingatproblemassessmentandappropriateactions・AttheWOIldFood

Summitat巾entionshouldbedmwntosuccessiillpartidpatoryapproaChestoimprovingfbod

securiwandpopulationprogmmsImprovingwomen，sandgills，educationandtheirsocial

participationwil1facilitateimprovementsmwomen'srolesmhouseholdandcommunity

decisionmaking,inCludmgnoton】yreprDductivehealthchoicesbutalsoimproⅥngaccessto

anduseofcreditlaglicultumlteChnologyandnubFitionalresCu1℃eｓ

Asstatedmtheresolutionsadoptedatparliamentarians，meetingsofthepasLpeace，

participation,coordmationandanmterdisciPlinaryapproachareessentialtosoMIlgthesefbod

securityandpopulationproblems・Asianpalliamentariansofferthisstatementastestimonyto

ourcommitmentfOrourcoUectivefUturebyreafErmingthattheon]ywaytoso1vethese

conⅡnonChaUengesUesmworkinglDgetheエ
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CAMBFmM

On

FbodSecquib7,PopulationandDevelopment

1． WePaniamentananshom29countliesoftheAsiaandPacificregion，hometo

approxhnatehr60percentofthewodd,spopulationandarichcultuml,mditionaland

ldigiousdiversity〉mendingtheFYfIhGeneralConier℃nceoftheAsianForumof

Pal1iamentariansonPopulationandDevelopment(AFPPD)mCanberm,Australia,ｈｏｍ

２５ｔｏ２７Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒｌ９９６，presentthefOUowingstatementonfOodseculib7and

popU1ationl／

PREAMHIjE

lnthiscenturyhumankindhaseXperiencedanunprecedentedscaleofpopUlationgrowth

WhUethelateofpopulationgrowthhasdecUnedduetoconsidellableeffbrts,bothnational

andinternational,numbersofpeopleinabsolutetermscontinuetomcreaseatanalarming

rateleadingtoIargeincreasesmibodconsumptionandpowerfUlpressuresontheglobal

envlronment,indudingthehagileecosystemsofiSlandnations．

2．

Wemustrecognizethatmotherearth,toolongtakenfOrgrantedashavinginhnite

resou1℃es，ismdeedauniqueandpreciousplanetbNodegTCeofscientihcand

teChnologicalprogresswillenab]euslDUvebeyondthelimitsofmotherearth・W1earepart

ofasinglecommum域destinedtoShareacommonfate,ｗｉthmtheconhnesofthehnite

andthedosedsystemofourplanet､WecannotescapehPomthisrealityandmusthndways

toensu１℃oursurvivalmasustHmablemanner；

3．

WemustalsorecognizethatfOodsecurityisworldsecuritylthasadirectbearingnoton]y

onpeople,SwellbeingbutalsoonsocialstabiUty〕regionalandworldpeace・Fbodsecurity〉

therEiblC,isvitaUyimportanttoallcounhiesandtothemternationalcommunityasa

Whole．

4．

5．Inthiscentury〕wehaveoveraUaChievedahighdegreeofmcreasesmfOodproductiondue
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totheprogressofscienceandtechnologymgeneralandtothesuccessoftheGreen

Revolutionmparticulal：AsaresulLthemteoffOodproducUonhasexceededthatofthe

populationmcrease､Howevel;therearesignsthatthismaybechangingnlerealcgomg

tobeUmitationstoUleavailabmtyofnewcultivab]ｅland,andtheshortageofheShwater

resourcesisasenousconcernWhichappealnstobeworseningeverydayFilrthermore，

duetosaltandacidicdamage,ovel岩croppingandexcessiveuseofChemicalferUUzelNsand

pesticides,thesoilhaslostitsmtegritybcausmgmarginalproducUvitytodeche・Ｗｅａｒe

alsobemgremindedthatthemalitimeresoumes,Whichmthepastseemedinhnite,are

mdeedhnite,resultingmdechmgharvesLTheearth,whichseemedtohavetolerated

ourmiSbehaviourmthepastjstelUngusofitslimitsthroughenvironmentaldeterioration．

ItisalsoimportanttorecognizethatglobalprOjectionsonresourceavailabiUtyaretoooften

madebynarrowgroupsofspecialistsAsawayofensuringbalancedandrea1istic

prOiectionsfbrthefUture,allcountriesShouldmaketheirownassessmentsoftheir

carrylngcapadｔｙＴｈｉｓｓｈｏｕｌｄｂｅｄｏｎｅｂｙｍterdisciplinarygroups,mcludmgscientists

tomdiffer℃ntdisciplinesandgovernmento価cialshFomdifferentspecializedagencies・

Palliamentarianshavebothspecialresponsibihtiesandspecialcapacitiestobringtogether

andUstentothesedivelBgentviews．

6．

WhileprOjectionsofglobaldemandandsupplyoffOodandpopulationgrowthgiveus

causefbroptimismmtheshortterm,thereiscausefOrpessimismoverthelongterm

BeibrethisstalkrealityWemustbeginoureffOrtsnowtoensurethatwehandoverthe

PlanetmaresponsiblemannertothefUmregeneratioｎＷｅ,therefOre,oflertheibUowing

statementwithregardtol)populaUongrowthandfOodproducti0,,2)foodproductionand

envlronmentand3)conmunitydevelopmenL

7．

ＰＯＰＵＩＡＩＩＯＮＧＲＯＷＩＩＩＡＮＤＦＤＯＤＰＲＯＤＵＣｎＯＮ

DespiteourconmitmentandeffOrtstoreducethemteofpopulationincrease,itsnumbers

mabsolutetennscontinuetomcrease,ThisimpUesacontinuedgrowthinthedemandfOr

fbodThusmeasurestolimitpopulationmcreaseasmuchaspossibleareessentialif

humanityistocontinuetosurⅥveontheplanetFUrthennore,mordertodiminishthe

8．
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loadandtoensuresustainablefOodproducUonwemustdevelopagriculturethatism

harmonywiththeenvlronmenL
C

AsparliamentarianswestandcomnittedtothepopulationcausebyreafnrmingtheCairo

DeclarationofthelnternationalConferenceofParliamentariansonPopulationand

Development;theCopenhagenStatementofthelnternationalMeetingofPamiamentarians

onPopulationandSocialDevelopmentａｎｄtheTolq7oDeclarationofthelnにrnational

MeeUngofParliamentariansonGenderbPopulationandDevelopmentThevision

describedatCairocaUsfOrsubstantialmcreasesinresourcesfOrprimaryhealthcare，

iamilyplanningandreproductivehealthserⅥces，andprimaryeducation・Thisis

especiaUycriticalfOrwomenandgills,andibrthoselivingmruralareas,Whoareoftenleft

behindmdevelopmenteffOrtsWebeUeveitisimportantfOrparliamentariansto

encoumgethemtemationalconⅢnunityandtheirowngovernmentstomcreaseresources

fOrtheseactivities

9．

ＦＤＯＤＰＲＯＤＵＣⅡＯＮＡＮＤＥＮⅥRＯＮＭＥＮＴ

10．Fbrmorethanaha1facentury〉worldfOodoutputhasmcreasedmorerapidlythan

populationgrowthSocialandtechnologicaldevelopmentsandagricLdturalpoHcieshave

producedsignihcantgreenrevoluUons・Thesepastsuccessesaremportant,buttheycan

alsogiveaialsesenseofsecurityEvenwithpastsuccessesmoutput,thereｒｅｍａｉｎ

ⅡnportantdishFibutionproblemsglobally；nationaUyandwithmconⅡnunitiesand

households・InensulingfUmremcreasesinfOodoumut,wemustkeepmfUcustheneed

fOrenvironmentalprotection,soastoassurethatagriculturaldevelopmentissustainable．

11．Governmentsandparliamentaliansshouldexaminemternationalagreements,including

thosewiththeWOrldTYadeOIganization(WTO),andseehowsuchagreementswiUaffect

agnculmralproducUonmtheircountries・Shnnar]ylpreibrenUaltlHdeagreementsmade

betweengroupsofcounhiesmayalsonegativelyaffectagriculturalproductionandplice

shPuctu1℃s・DevelopedcounhFiesmayoftenmakeitdifHcultfbrdevelopingcoumiesto

eXporttheirexcessagTiculturalproductionGovernmentswouldtherefbredoweUto

close]yexaminetheimpactofmtemationalagreementsonagricultumlexports・Beibre
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slgnmgconvenUons／agreements,thegovemmentsshouldseetoittllattheconditions

imposedbysuChagreementsdonotadverselyaffectagncultu1℃andtheenvironmentin

thecounhiesconcerned．

12．WerecognizetheimportanceoffOodproductionwhichwillbethefOcusattheWO1ldFbod

SummiLEqUalemPhasisShouldbeplacedonissuesoffOodaccessanduse,especiaUy

amongstthemostdisadvantagedcommunitiesandmdividualproducers，Iheruraland

urbanpoormusthaveaccesstosufncientfOodfOrsustainableUvehhoodRulnlproducers

offbodandfO1℃stresou1℃es,especiallywomen,musthaveownershipofproductiveassets

suchaslandandhaveaccesstoCreditandappropliateteChnologiesContinuedeffOrts

shouldbemadetomc１℃asefOodproductionthroughprocessesalreadywellknown,such

asincICasedruralcrediLsmaUPscaleirrigationsChemesandagricU1turalexperimentation

andextensionservices，TY1esearewenknownandweUunderstoodprocesses,whichall

toooflmalcnotsufhcienUyprovidedtosmaUproducers．

13．InthecontextoffOodproduction,therearemanysigna1sthatcurrentagriculmral

processesareenvlronmentaUydestructiveandthusarenotsustainable,Fbrexample,the

wodddemandfbrwaterisinc1℃asingtwiceasiastaspopulationgrowth,andtherCisahost

ofwatelTElatedproblemsthatneedaddressmg，mdudingpoUutionofaqUifersby

Chemicals,soilerosionmsteeplandscausedbydeiOrestationandintensiveagriculture，

salinisationofirrigatedarms,andrecedingwatertables,amongmanyothers・Greater

effbrtmustbemade,therefO1℃,toreduceenv1ronmentaldegmdation,improveｇround‐

watermanagement,anddevelopamoresustainableagriculture．

14．EnvironmentalhmitationvaliesbyeconomicsectorlWhetheritisagriclnture,fOreshFyor

hsheries，ormanufacturingorserⅥces、Agro-fOreshFyhSherymdushPiesaredirecdy

impactedbyPhysicalandenvironmentalhnntationssuChasavailabmtyofcropland，

conditionsofson,levelofwatertab1esandclimate・Inthisregard,unlikeothermdushial

sectors,itismostimportantthatapatternofsustainableagricultureisdevelopedtaking

mtofUllconsiderationenvlronmentalparameters，Ontheotllerhand,propellymanaged

aglicultureandfOrestryproductioncancontributetothepreservationoftheenvlronment

15．AsPmliamentalians,weaCknowledgethatnoactivitywiUensureoursurvivalifthe1℃ｗｅ1℃
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ａｃｏＵａｐｓｅｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍｏｆｐｌｉｍａｒｙｐｍduction‐agMOrestryhsheRies、Manyofthe

primaryproductiveprocessesweengageintodayareenvlronmentallydeshucUveandnot

sustainable・Hence，allsuchprocessesmustbereviewedｈＰｏｍｔｈｅｐｅ】nspectiveof

environmentalpreservaUonandsustainabledevelopｍｅｎｔｓｏａｓｔｏｂｕｉｌｄａｈｉｒａｎｄ

ｒｅａｓｏｎａｂleeconomicandhFadingsystemfOreachsectionofproduction．

l6WehavetoensurefOodseculityatthegloballevelbyexpandmgregionalandmtemational

co-opemtion,Whileencoumgmgeachnationtoproducefbodbasedonitsenvironmental

conditionsandcLdturahaditions・EquaUy>weneedtohndwaystofOrmulatemoremtional

economicpoUciesthatwillhelptobuUdaglobaltmdingsystemessentialtopreservingthe

hniteglobalenvironmentandaddressingpopulationconcerns．

17．Foodreliefattimesofnaturalandmanmadedisastemsandemergendesrequlresregional

andglObalco臣opemtionlnordertobuUdafOodsecuritysystemattheregional,mterも

regionalandgloballevelsbasedonmumalco-operaUon，itisimportanttoexpand

coopemtiverelationsbetweenfOodimportingandexportingcounhriesandtoensurethat

fOodisnotusedasafOrmofthleatoranymeansofexploitation．

18．AnotherareaofconcernistheneedtocontinuesupportingestabUshedagricultuml

research，particuladyadaptiveandparticipatoryresea1℃h，throughmternationaland

nationalinstituUons,especiaUymdevelopmgcountlies,WhiChhasproducedsuchhigh

economicandsodalreturnsmthepast61naddiUon,itisnecessarytopromotenewfOnns

ofinterdiscmlinarypoUcyresearchfOrthepulposeofbuildingataxsystemthatprovides

mcentivestoprotecttheenvlronment，takingmtoaccountthevalueandcostof

environmentalprotectionmeconomicactiviq/ら

ＣＯＭＭＵＮｎＹＤＥＶＥＬＯＰＩｂｍＮＴ

19．Therumlcommunity)whichhasplayedalargeroleinensuringfOodandwaterresou1℃es

andpreservingtheenⅥronmentmtheprocessofmodemization,isunderstressasaresult

ofpopulaUongrowthAccompanyingthes位essisthepopulationexodushomfarming

communitiestothecity〕underminingpublicsaietyandcausmgenvironmentaldegmdation
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ofurbancommunitiesandadecrCaseinlandfOrcUltivation．

20．AsaresUltofUlepopulationpressureandmobⅢtybthecapacityofthefarmcommunityto

producefbod,managelandandpreservetheenvlronmentisbeingerodedThereisan

urgentneedfOrconmunitydevelopmenttocurbpopulationgrowthandrealizefOod

productionmhannonywiththeenv1ronment．

21．GovernmentsShoulddevelopappropliatelegislaUvehRameworkstoprovidemcenlivesto

localproducelssoastoenableconⅡnunitiestoorganjzethemsdvesfOrtheirownmterests

andbenehtsAt力entionShouldbepaidtosuChthingsasanmdependentjudiciaryand

mediatopromotetheempowermentoflocalpeoplewithparticularemphasｉｓｏｎｗｏｍｅｎ

ＮｏｃｏｎⅡnunitydevelopmentcanberealizedwithoutdevelopingwomenshuman

resou1℃esandpotentialandintegratingthemfUllymtothedevelopmentprocess．

22．WerecognizethatinmanysocietiesfarmerslaCkeconomic,politicalandsocialpoweBand

aresuhjecttofOrcesoftheelementsanddecisionsbyremotegovernmentsWhilemsome

developedsocietiesfarmelVsdoexe１℃iseconsiderablepowel;oftentoresistfUndamental

changes,thisisnotsomdeve1opmgcounhies・Effortsmustbemadetoenableallfarmers

toexercisemeaningfUleconomic,pO1iticalandsodalpowel;espedaUythrougheducation

andtraining．

23．ＣＯ､Ⅱnunitydevelopmentalsomeanstheneedtopromoteandensurerepmductivelights

bymakingayailablereproductiveheahhservices,indudmgfamUyplanningandsexual

health，ａｓｄｅｈｎｅｄｍｔｈｅＰｒｏｇｒａｍｍｅｏｆＡＬｔｉｏｎｏfthelnternationalConierenceon

PopulationandDevelopmentqCPD),toallruralareasandfarmcommunities

24．Developmentofsmauandmediumtowns,withanemphasisonprovidingsuchbasic

amenitiesassaiewaterandelechicity〕assistsinopUnnsingpopulationdistributionand

buildingviablecomnnnties，SuChdevelopmentmayhelptopreventove脛concentration

ofpopulationinla1gecitiesandencouragedevelopmentoftlrmconⅡ､unitiesmharmony

withtheenvironmemL

25．Population,sustainablefbodproduction,envlronmentalprotectionandsocialdevelopment
●
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aremutuaUyreinfOrcmgandmtelもdependentvariablesSuccessmtheseareasreqUiresa

comprehensiveandmterdisciPlinaryapproachwhichmustUnkspecializedagenciesof

governmentandbeexpeditiouslyimplemented．

２６PeoPleatriskmustbeinvolvedmidentimngappropriateactionstoaddressibodmsecuriqr

andmalnuhitionTheWOrldFbodSumnmtherefOre,shouldexanunecasesmwhich

popularparUcipaUonhassucceededinimprovingibodsecurityandpopulation

progmmmeslmprovingwomensandgirlseducationandenhancmgtheirpartidpation

maUaspectsofsocietyanddevelopmentwiUiacilitateimprovementsinwomensrolesm

decisionmaking,concerningnotonlytheirreproductivehealthchoicesbutalsotheir

accesstoanduseofcredit,agriculturaltechnologyandnubPitionalresources．

ＣＯＭＭＩＴＭＦＮＴＴＯＣＯＩＪ正ＣＩＩＶＥＡＣＩＩＯＮ

27.ＡsstatedmtheresoluUonsadoptedatpastmeetingsofparliamentarians，peace，

participation，co-ordmationandanmterdiscipUnaryapproachareessentialtosoMng

prob]emsoffOodsecurityandpopulationWeParliamentariansh･omtheAsiaandPacihc

妃gionofferthisstabementastestiｍｏｎｙｔｏｏurhrmcommihnentfOracoUectivefUture,by

reafhnningthattheonlywaytomeettheseconⅡnonchallengesUesinwolkingtogether・

WetherefOresronglyurgethemternationalconⅡnunitytohonourthecommitmentsit

madeattherecentmaiormternationalconferencesandtobnnslatethesecommitments

mtoconcreteactions・WefUrtherurgetheinternaUonalcommunitytomakeeveryeffbrt

tomaintainacloseworkingrelationshipwithallagenciesandorganizationsactivemthe

populationanddevelopmentheld，mdudingtheAsianForumofPalliamentarianson

PopulationandDevelopmentanditsfeUowparliamentariangroups．

1／nlisstatementtakesintoaccounttheAFPPDExecutiveCommitteeStatementonFbod

SecurityandPopulaUonａｄｏｐｔｅｄｉｎＫｕａｌａＬｕｍｐｕｒｏｎ２Ｍａｙｌ９９６andtheStatementof

ParliamentaliansonFoodSecurity)POpulaUonandDevelopmentadoptedatthePacihc

RegionalMeetingofParliamentariansmCoralCoast,Fiji,onl4A11gustl996

”





ThelnternationalMeetingofParliamentarianson

FoodSecurity)PopulationandDevelopment

UMPFSPD）

ＧＥＮＥＷｉＤＥＣ ＯＮ

ＯＮ

FOODSECUR]frY;POPUIAIIONANDDEVEIOPMENT

lOth-11thNovemberl996

Geneva,Swi随erland





ＧＥＮＥＶＡＤＥＣＵＡＲＡｍＩＯＮ

ＯＮ

ＦＤＯＤＳＥＣＵＲⅡYbPOPUIAIIONANDDEⅦLOPHmNT

WePaniamentalianshFom57countriesthroughouttheworldat力endmgthelnternational

MeetingonFoodSeculimPopulationandDevelopmentinGeneva,Switzerland,onlO11

Novemberl996,presentthefOUowingstatementandcalltoacUononiOodseculiWand

population．

1．

ＰＲＥＡＭｍＪＺ

FoodmsecuntyismultifacetedmnaturePovertyandpopu]aUongrowth,distributionand

movementaremalorcausesoffOodmsecuritySocial,poUticalandeconomicmstabilityand

injusticeconhibutesignihcantlytoit

2．

Ijfestyles,dietaryhabitsmcomeandsocialorganizationdeterminemdividuallevelsof

demandfMOodPopulationisamultipUerthathxestotaldemandThetechnologiesm

use,theextenttowhiChhumanactivitiesdamageorsustaintheenVironmenLandthe

amountofwasteassociatedwithdifferentlevelsofconsumptiondetermineproduction

capacityE

3．

Ｎｏｄｅｇ1℃eofscientihcandteChnologicalprogresswiUenableustoUvebeyondthelimits

oftheplanetearthWeareallpartofasingleconⅢnumtMestinedtoshareaconⅡnonfate，

withintheconhnesofthehmteandclosedsystemofourplaneLWecannotescapethis

realityandmusthndwaystoensureoursurvivalmasustainablemanne正

4．

FbodsecurityisglobalsecurityBItisalsomdMdualsecuriq/Whichreleasesthecreative

andproductiveenergyofhumans・Itthereibrehasadirectbearingnoｔｏｎｌｙｏｎｐｅｏｐｌｅｓ

ｗｅＵｂｅｍｇｂｕｔａｌｓｏｏｎsocialstabihty)productivityandequality>ａｓｗｅＵａｓｏｎｎａｔｉｏｎａｌ，

regionalandwoddpeace・Foodseculity)thus,isvitaUyimportanttoaUpeopleandaU

counhPiesataUtimesandtothemternationalcommuniwasawhole．

5．
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6．ThefOUowingpomtsalCselfLevidenｔ

(ajpovertymustbeemdicatedtoimprovesustainableproductionandaccesstofOod；

(b）fOodisabasichumanneed,constitutingoneofthemosthlndamentalofallhumamights；

(dfOodsecurilyandrelatedsocial-developmentprogrammesShouIdbegiventhehighest

priorityondevelopmentagendas；

(｡）apeacefUl，stableandenablingsociaLeconomlcandpoHticalenvIronmentisa

fUndamentalconditionfOrattainingsustainablefbodseculity；

(e）politicalmstabi1ityandallfbrmsofconflictaremaiorhmdrancestotheachievementof

fOodsecuIity；

①eqUalaccesstoanddistributionofstaplefoodsupPliesmustbeensure｡,especiaUyfOr

womenandchildren；

(9)womenmusthaveequalaccessto,andlighttoownerShipoflthemeansofproductionof

fOodsupphes；

(h）rumlandconmunitydevelopmentisaprerequisitetosustainablefbodseculity；

COmirhPadeisakeyelementmachievingsustainablefOodseculity；

0）theeallystabilizationofpopulationisaprimaryconditionfbrrealizingsustainablefOod

security；

(IOthebestprospectfOrslowingandevenmal]ystabilizingpopulationgrowthistoput

decisionmakingpowermthehandsofwomen；

OanimportantmststepminvoMngwomenindecisionmakingistoensuretheir
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education,reproductiverightsandprovidethemwithrepmductivehealthcarCmallits

aspects；

on)thedeliberatedeshFuctionofsurPlusfOodmustbedep1ored,andanstepsmustbetaken

tominimizethewastageoffbod．

Thekeystoeffectiveactionareadvocaqndialogueandparmership-advocacyofhuman

rightsandhlndamentalheedomsandofequalityfOraU;dialoguetoensurethattlle

mterestsofaUpartiesaretakenintoaccount；andparmershiptoensureah･uly

participatorypmcess・ThesearCintegralcomponentsofgoodgovernance．

7．

ＣＡＩＬＴＯＡＣⅡＯＮ

W1ePalliamentanans,asthecrucialIinkbetweengovemmentandcivilsocie可andthe

mainChannelofconⅡnunicationtoarticulatethepeoplesneeds,aredeternnnedtoactas

cata]yststourgetheEXecutjveBranChofourGovernmentstoimplementthe

commihnentssetfOrthmtheRomeDeClarationonWOrldFbodSecuriWandtheWOdd

FoodSummitPlanofAction,bothofWhichwillbeadoptedattheopelnngsessionofthe

WOrldFbodSummitWetherefOrecaUonPalliamentalianseverywhere：

8．

(a）TotabletheRomeDedarationandWbddFbodSummitPIanofActionintheir

Parliamentsandtobringthemtotheattentionofthepublic；

(b）Toencou1aagenationalmediatogivewidecoveragetothecommihnentsagreedatRome

andtopromoteawarenessoftheimportanceoftheunderlyingcausesoffbodmsecurityi

mparticularthoserelatedtopopulationiactors,andoftheneedfOrconcertedcoUective

actionatthenational,regionalandmtemationameveltoaddressthem；

(qTopromoteandprotectthelmmnanrightsandfUndamentalheedomsofaUpeoPleandm

particularofwome､,Chndren,thepoorandthevulnerable；

(dJIbpromotethefUUandequalparticipationofwomenandmenmdecisionmakingand

`５



actionsthataffecttheirfOodsecurity；

(e）ToenactlegislationprovidmgrumlpmducersoffOod,especianywomen,withequal

accesstoandownershipofproducUveassetsmdudingcredit,appropliatetechnology）

］andandwater；

①Topromoteandensurereproductiverightsbymakingreproductivehealthservices

availab]ｅｔｏｗｏｍｅｎａｎｄｍｅｎ,mcludingfamilyplannmgandsexualhealthservices,as

dehnedintheProglうammeofActionofthelnternationalConferEnceonPopulationand

Development；

⑨Topromoteuniversalaccesstoeducation,espedallyofwomenandgirlssoastoenhance

theirparticipationinaUaspectsofsocietyanddevelopment,andlherebyimprovewomen

srolesmdedsionmaking,mdudingmtheareaofreproductivehealth,andmcrease

theiraccesstoanduseofcrediLagricultumtechnologyandnmitionalresou1℃es；

⑪TbsupportpoHciesthatprovideyouthwithbetteraccesstohealthcare,educationand

opportunitiesandthatpromotetheirparticipationmfOodseculibractivities；

oTbinvoIvepeopleatliSk,especiaUytheememelypoorandmembersofdisadvantaged

gmups,suchasminolitiesandthedisabled,midentimngappropliateactionstoaddress

fOodmsecurityandmalnutrition；

0）TbencoulHgetheeconomicandsocialdevelopmentofruralareasaspartofnaiional

developmentponciesthatseektoaddresstheprincipalcausesofaccelemtedmigration

tomruraltourbanareas,whiChhasgivenrisetothe1argestpopu1ationShiftofaUtimes；

⑪ToensurethatwaterisanintegralpartofnationaldevelopmentPlannillgandencourage

thedevelopmentofminPfedagriculturewhereappropriate；

oTodeveloplegiSlativehnmewolksandpoucieslhatstimUIateagriculturaldevelopmentat

theconⅡnunitylevelandthatprovidefOrincreasedinvesmlentinnationalcapacity

buildingmfbodandwaterseculity〕mdudingrailTwaterharvestingwhereappropriate；
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extensionserⅥces；mining；andthetransferofenvlronmentallysoundagricultuml

technology；

⑪Toimprovegroundwatermanagememandaddresssuchwatelもrelatedproblemsas

poUutionofaquifersbychemicals;soilerosioncausedbydefOrestation,desertincation

andintensiveagriculture;salinisationofirligatedareas;andrccedingwatertables;

(､）Tbpromotetheearlyratihcationandimplementationofmternationalagreementsand

conventionsdesignedtosustaintheuseandconservaUonofhsheriesresourcesandof

manneandheshwaterbiodiversity；

(o）Tbsupportestablishedagriculturalresearch,parUcularlyadapUveandpartidpatory

researCh，especiaUythroughnationalmstimtions，andpromotenewfOrmsof

mterdisciplinarypoUcyresearChfOrthepulposeofbuildingataxsystemthatprovides

mcentivestoprotecttheenvlronmenLtakingmtoaccountthevalueandcostof

environmentalprotectionmeconomicactivity；

(p）Toreviewtheagricultural,fOreshFyandfiSherymdustrieshFomtheperspectiveof

envlronmentalpreservationandsustainabledevelopmentwithaviewtobuildingafair

andr巴asonableeconomicandhnadingsystemfOreachsecUonofproduction；

(q）TbencouragetheEXecuUveBranchofGovernmentstofOrmulatemoremtional

economicpohciesthatwiUhelptobmdanequitableglobalhPadingsystemessentialto

preservingthehniteglobalenvironmentandaddressingpopulationconcerns；

(OTbexamineinternationalagreements，mcludmgthosewiththeWbrldTYade

Organization(WTO),toensurethattheconditionsimposedbysuchagreementsdonot

violateculmralpracticesinc1udingthosearoundhnditionalfOodstaplesoradversely

affectaglicultumlproductionandtheenvlronmentmthecounhPiesconcemed；

③ToencouragetheexpansionandinstimUonahzationofcoopemativerelationsbetween

fOod-importingandfOodﾓXportingcountriesandtheassurancethatfOodwillnotbeused

asafOrmofthreat,pohticalandecononncpressureoranymeansofexploitation，
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includingsanctionsimposedunilatemUy；

(DTbpromoteculturalandsocialsoUdarityamongthepeopleofdevelopedanddevelopmg

counbiesconcemingthehumancostoffOodmsecurity；

(u）TbencourageparmershipbetweendevelopedanddevelopmgcountJiestoexChange

expenencesaswellasideasandlEChnologies；
の

(v）ToencoumgetheinIErnationalhnancialmstimlionstoexammeandreviewtheimpactof
●

theirpoUciesandstructumladjustmentpmgmmmesonfbodseculity；

(w)Tbulgenationalgovemmentstofacilitatecoordmationamongmultilatelalolganizations

workingmtheareaoffOodsecurity

ＤＥＤＩＣＡＩＩＯＮ

WeParIiamentarianscommitanddedicateourselvestothesuccessfUlimplementation

ofthisCalltoActionandtotbeeffectivemobilizationand/Orre-channelingofthe

additionalresourcesneededatthenationalandinternationallevelstomeetthe

challengessetfbrthherein・Wethe1℃fOrecallonpolicyanddecisionmakersinall

countnestodemonstratethepoliticalwillrequiredtogivehighprioritytotranslating

tbecommitmentssetfOrthintheWorldFoodSummitPlanofActionintoconcrete

action・Wealsostronglyulgeallcountriestohonourtbecommitmentstheymadeat

therecentmajorintemationalconferences,inparticulartbeIntemationalConfelmceon

PopulationandDevelopmentandtheFoulthWorldConfeTenceonWomen,ａｎｄｔｏ1℃－

oldertheirnationalandinternationalprioritiestodoso,ifrequired．

“



国際人口・開発議員会議

人ロと開発に関するカイロ宣言

1994年９月４日

エジプト国カイロ





人口と開発に関する

一一一一口
吉已｜
ロ舎イー

カ

1．私達国会議員は、1994年９月３日と４日エジ

プト国カイロに集い、人口と開発に関する国

会議員の会議において、国際人口・開発会議

の前夜に人口・開発問題について討議を行っ

た。以下はその宣言文である。

ならないことを主張する。人類にとっての諸

条件の改善を図りうる地球の持続可能な開発

とは、過剰消費の抑制と生産力の向上を通し

て、全ての人にとってその生活の質を向上さ

せる経済活動であり、貧困の緩和であり、環

境と調和的な持続可能な農業開発、工業生産

の達成､エネルギーと天然資源の利用であり、

そしてへルスケアの改善と教育の質および利

用のしやすさ（アクセス）を向上させるもの

である。人口と開発問題に対して今日私達が

とる行動が人類の将来を決定する。この人

口・開発問題の解決はすべての人間にとって

その尊厳を守るために不可欠なのである。従

って、持続可能な開発を可能にするような、

新しくより広い経済政策を策定し、それに基

づいて国際的な合意を築き上げることが必要

不可欠である。

２．多様な人類の文化と伝統が一堂に会したこの

カイロ会議の開催をここに歓迎する。信条、

習慣が違っていたとしても、世界の指導者と

人々は世界の調和と協力をもたらすことを志

向するべきであり、このことに関して国会議

員は重要な役割を持っている。

３．私達は、一連の国連主催の環境、人権、社会

開発､そして女性の役割に対する会議の中で、

枢要な時期に開かれる国際人口・開発会議で

生み出される結果の重要性をよく認識してい

る。私達は、全ての開発計画政策およびプロ

グラムに、人口問題を統合的にその欠くべか

らざる一部として､組み込む戦略を支持する。

従って、私達は国際人口・開発会議に参加し

ている各国代表に対し、国際人口・開発会議

の行動計画に対する合意に到達するように呼

びかける。

再生産に関する健康と家族計画

５．私達は、家族計画をリプロダクテイブヘルス

ケアというより広い枠組みの中に位置づける

という手法をとることを積極的に受け入れ

る。私達は、全ての政府に対し自らの文化的

アイデンティティー、価値観および伝統を尊

重しながら問題解決のために責任をもって努

力することを強く勧告する．従って、私達自

身、国民の代表として、家族計画サービス、

情報および教育を手に入れるうえで、私達の

国に存在する障害を取り除くために最大限の

努力を行い、そしてまたリプロダクテイブ・

ヘルス（再生産に関する健康）と家族計画を

可能なかぎり広く供給できるよう支援を行

人口と持続可能な開発

４．世界の国会議員は、人口と天然資源の間の微

妙なバランスを認識してきた。従って、私達

国会議員は、人口問題は単独の問題として扱

いうる問題ではなく、人類にとっての諸条件

の改善を果たしうるこの地球の持続可能な開

発という、より広い文脈の中で扱わなければ
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う。私達はさらに私達の国の全ての人口と開

発政策およびプログラムが国際的に認知され

た基本的人権を守るものでなければならない

ものであることを強く勧告する。

を妨げ、差別する全ての法的、社会的、文化

的障壁を取り除くために関与する。私達は世

界中の立法者に呼びかけ、私達と共に国家の

優先課題として女性の地位向上に取り組み、

政府にはそのための立法を強化することを呼

びかけるものである。６．私達は中絶が世界中の女性にとって主要な

関心事（大きな問題）であるという事実を認

識している。従って、家族計画の（使用）に

よって予期せざる妊娠を予防するために、私

達は各国政府に対して広範囲に家族計画の情

報とサービスを提供することで、中絶の必要

‘性を減らすことを呼びかける。

健康と死亡率

８．人類の平均余命のある程度の改善にも関わ

らず、予防、治療可能な病気が未だに早期幼

児と女性の主要な死亡原因となっている。少

なくとも50万人の女性が妊娠に関連して死亡

し、出生とこの妊産婦死亡の99.5％が途上国

で起こっている。加えて多くの人々が感染症、

寄生虫病そして呼吸器疾患のリスクにさらさ

れている。ＨＩＶ／ＡＩＤＳは死亡率を高め

る原因となっている。従って、資金、特にド

ナー国からの資金は、これらの社会的弱者に

向けられるべきであり、彼等にとって緊急に

必要となっている乳幼児および妊産婦死亡率

の低減のために使用されるべきである。

性の平等と女性の地位の向上

女性の地位の向上とその政治的、社会的、

経済的状況、そして健康状態を改善すること

は、女性にとって重要な結果をもたらす。私

達はさらに、人類の発展は、女性に男性と同

等の権利と地位を与えることなくもたらされ

ることは、ありえないと信じるものである。

女性にとって平等を獲得するまでの過程は、

単に利益という観点から見られるばかりでは

なく世の中の仕組を変えるという点からも考

えらるべきである。そのためには、女性に自

らの性に対する意識を向上させることが必要

である。従って、私達は教育こそが、男女平

等と女性の地位向上のための唯一の道である

と信じるものである。その教育は男女差別を

肯定するようなステレオタイプ化した社会的

性差を排除することを目的とし、男性と女性

の協力とパートナーシップを考慮に入れた形

での女性の地位を向上させることを目的とす

るものであるべきである。従って、私達はカ

イロで採択されるＩＣＰＤ行動計画の中に記

された教育における目標を強く支持するもの

である。そして私達自身、私達の国に残る女

性の公共および政治的な活動を含む社会参加

７．

９．従って、私達は全ての人達が、今世紀の終

わりまでにプライマリーヘルスケアを得るこ

とができる権利を支持する。そしてまた私達

は、詳細が行動計画の中に記された各国の間

に横たわる健康条件と死亡の危険性の格差を

減らすために働くことを誓約する。

資源の調達

10.人口政策とプログラムの成功と質はいかに各

国がさまざまな部門から戦略的に資源を調達

し、人口・開発問題に対する資源を大幅に増

加できるかどうかにかかっている｡これが実

現できるかどうかは、それぞれの国の社会的、
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政治的、経済的そして文化的現実と人口政策

とプログラムがその国の中で持っている優先

度による。人口・開発問題の解決を実現する

ために、私達は人々の代表として選ばれた存

在として、人々の人口と開発のための行動に

対する支持を仲介し、予算上の、人間および

行政上の能力（資源）を有利に配分する責任

を受け入れる。私達は、国内的なおよび国際

的な財源を十分に調達する必要'性があるとの

強い国際的合意に注目し、行動計画に記され

ている必要と推計されている資源(量的目標）

を支持する。人口と開発に対してさらに必要

となる資金は、軍事費を削減することによっ

てもたらされるべきである。

ってすべての国会議員に以下のことを呼びか

ける：

各国政府が国家人口政策とプログラムを形成

することを可能にするための立法を行う。特

に、女性の地位を法的、社会的、経済的そし

て文化的に向上させることを目的とした立法

を行う。

女性に対する差別撤廃条約を批准していない

政府に対して、批准を求め、そして実施の監

視を求める。

そのような政策とプログラムを監視し、評価

するための国会議員のための組織を設立す

る。

11.従って、私達は人口・開発プログラムに対す

る国内の資金を適切な規模に増加させるため

の立法を行うために働くことを誓約する。そ

して国際社会に対しては人口・開発問題の解

決のために、行動計画に示された目標と目的

を達成するうえで必要な活動を実施するため

の必要な資金を供与するように呼びかけるも

のである。同時に、分散化、大衆参加、特定

のグループにしぼり込むこと、国家の対応能

力を向上させるなどの方法をとることで、現

在存在している資金を効率的に使うこともま

た重要である。

人口政策とプログラムを実施するうえで、増

加する資金需要に対して予算上で承認する。

そしてそれを支援する立法を行う。

国家の人口・開発政策およびプログラムを実

行するために必要な国内の資金の利用につい

て選挙民の支持をとりつける。

持続可能な開発という地球全体の視点から見

た、人口と持続可能な開発に関する政策決定

者と一般市民の認識を高める。

各地方（サブ・ナショナル)、各国、地域、

地球レベルにおける人口と開発に関する国会

議員の委員会を設立または強化する。

行動の呼びかけ

12.人々の代表として社会から与えられた役割と

いう点から、私達はカイロで採択されるＩＣ

ＰＤ行動計画を国家レベルで実施するうえに

おいて、また国家の、地方のそして私達の惑

星に対する新しい関心を呼び起こすうえにお

いて、そして政府が人類のための国家政策を

つくるうえで、特別な役割を持っている。従

世界中の人口と持続可能な開発の分野に携わ

る国会議員の間の協力を促進し拡大する。
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関与から行動へ

私達はここに、このもはや猶予のない挑戦を

行うために、国家の立法者として、またそれ以

外の部分でも、適切に私達の個人的な関与から

政治的な行動へと移行することを誓約し、その

他の人々を私達の活動に加えていくことを促進

することを誓うものである。

河
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人口と社会開発に関する
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1995年３月４日と５日、デンマーク国コペン

ハーゲンで開催された、国際人口・社会開発国

会議員会議に参加した国会議員は人口と社会開

発に関連する課題について協議を行った。

貧困、非識字率の高さ、民族紛争とその他の

紛争および社会的な不統合は、多くの国を今

も苦しめ続けている。この貧困、非識字率の

高さ、民族紛争とその他の紛争および失業と

社会的な不統合は、女`性と子供に対して特に

影響を与えることに関心を持ち注目する。世界社会開発サミットはこれまで協議が行わ

れてきた、また行われつつある一連の国際会

議、なかんずく国連環境・開発会議、国際人

口・開発会議、そして第４回世界女`性会議の

一連の会議の中の不可欠な一部であることを

認識している。

途上国および経済移行期にある元社会主義国

においては、債務と外部市場へ容易に参入で

きないことが貧困を持続させる原因となって

いる。従って、国際社会がこの問題に対して

その政策を見直すことを強く求める。

人口、着実な経済成長、社会開発、持続可能

な開発、そして安全と平和は、相互依存的で

相互補強的な関係にある。従って、人口の急

激な増加の抑制、貧困の根絶、環境保護、雇

用の創出と失業の低減、および社会的統合の

促進を行うことで、全ての人、特に女性と障

害者が社会、文化、経済そして政治の全ての

分野に、平等にそして充分に参加できるよう

にする努力が必要であることを深く理解して

いる。

食料の自給を行うことが適切な場所での食料

の自給を含む、持続可能な農業生産の重要性

を強く認識する。

全ての人が、雇用、収入、生きていけるだけ

の食料、水および衛生、資源、社会サービス

を、より公正に利用できることを許し、促進

させることができる社会、および経済環境を

つくり上げる必要`性を認識している。

従って、この相互依存関係にあり相互補強的

な関係にある課題を解決するために、立法を

行ううえでのイニシアティブをとり、政治的

な意志を表明し、政府と民間の支持をとりつ

ける責任を受け入れる。

人類は地球規模的な問題、なかでも国際人口

移動、開発による環境への影響、国際的なな

麻薬の密輸等の問題に直面している。これら

の問題の解決のためには、国際的な理解と全

てのレベルでの協力が必要であることを認識

している。

社会開発は基本的には各国の責任であり、個

人と共同での関与（コミットメント）と同様

に国際的な関与を必要とすることを理解して

いる。

また、教育およびリプロダクテイブ・ヘルス

ケアと家族計画サービスを含むヘルスケア・

サービスが、どこでも得られるようにするこ

とが必要であり、家庭でも、経済的にも、社
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行動計画、特に国際人口・開発会議で採択され

た行動計画の原則と目的に関係する部分に対し

て、確実なコミットメントを行っていくことを

宣言し、世界中の国会議員に、国際人口・開発

会議と世界社会開発サミットの行動計画を実施

するうえで必要となる資源を確保するために、

努力を倍増させることを呼びかける。この観点

から、国民総生産の07％を政府開発援助に向け

るという、すでに合意された目標をできるだけ

早く達成するべきである。またその援助が途上

国にとって最も効率的になるようにその分配の

会でも、男性と女性が平等なパートナーシッ

プが得られるよう促進することが必要であ

る。

人々のベイシック・ニーズ(基本的な必要性）

を満たし、人々の間の不平等を減らすために、

各国の予算と国家政策における優先順位を改

めて方向づけなければならない。従って、社

会開発における２０／２０の原則は貧困と戦

い、開発協力を行う場合に有用な概念である

ことを断言する。

あり方について再吟味する。

この点で国会議員はユニークで重要な役割を

持っており、その役割を果たすうえで必要な

国会議員のネットワークを国家レベルでも、

地域レベルでも、地域間レベルでも展開する

ことが必要である。このようなネットワーク

は国会議員に、社会における課題と経済にお

ける課題の相互依存関係に対する認識を創出

し理解を求めることに止まらず、経験を交換

し、このような問題を解決するための協力を

促進し拡大するものである。

この観点から、政府および非政府の双方で、

人間中心的な社会開発の枠組みを構築し、個

人の物心両面にわたるニーズに応えうる、各

国の対応能力の構築を行うことが重要である

ことを強調する。このための各国間および国

際間の協力、特に南・南協力を推進すること

の重要性を強調する。

持続可能な開発、安定的な経済成長、社会開

発そして人口問題の相互に関係のある諸問題

を根本的に解決するうえで、女性の地位の向

上と教育、健康、雇用、財産と金融の利用な

どを容易に、平等に利用できるようにするこ

とが、基礎であり不可欠である。

私達は、世界社会開発サミットで採択される

池
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世界57か国から集まった私達、国会議員は、

第４回世界女,性会議に先駆け、1995年８月３１と

９月１日、東京で開催された国際女性、人口・

開発議員会議に参加し、討議を行った。

女性は、今なお自らの手でその状況に働きか

けるしかない。

5．戦争や紛争の中で最初に被害を受けるのは女

性と子供であり、平和と正義なくして男女平

等と開発はありえないことを強調し認識す

る。

1．ジェンダー、人口・開発問題に適切な注目を

集めるうえで、国会議員が果たさなければな

らない、特別の、そして重要な役割を再確認

するとともに、この分野における国会議員の

ネットワークを各国レベルで､地域レベルで、

そして地域間レベルで発展させ、交流と協力

を強化させることの重要性を再確認する。

6．女`性と少女の人権は、ウィーン人権宣言およ

び行動計画で述べられた意味での普遍的人権

および基本的自由の不可分な、統合された、

外すことのできない一部であることを強調す

る。

２．適切な、そして関連する教育と性行動に関す

る健康と権利を含む、再生産に関する健康と

権利（リプロダクテイブ・ヘルス・ライツ）

および性行動に関する健康と権利が公正に、

そして誰でも利用できるようになることが、

青年期の人々を含む全ての個人の生活条件の

改善、および女`性のエンパワーメントおよび

発展のための前提条件であるという私達の信

念を確認する。

７．さらに、この認識に基づいて、文化および宗

教は女性と少女の人権を促進するような形で

解釈され、行動に移されなければならない。

８．第４回世界女性会議は、ジェンダーに関連す

る問題を含む、開発に関する問題の地球規模

的な解決を捜し求める、これまでに開かれた、

そして今後開かれる環境・開発会議、世界人

権会議、国際人口・開発会議および世界社会

開発サミット、ハビタットⅢの主要な一連の

国連会議の不可欠な一部であることを認識す

る。

3.1985年ケニヤのナイロビで開かれた第３回世

界女`性会議以来、地域内、地域間や国内にお

いてもまた、国による進歩の違いは存在する

としても、世界の女性をとりまく教育や健康

の状況の向上がなされたことに注目する。 ９．また、男性と同等の権利と地位を女性に保証

することを目的し、女性を人間開発の担い手

とするための目標と戦略を見いだそうとして

いる第４回世界女性会議の持つ高い重要性を

認識する。女性に男性と同等の権利と地位が

確保されることなくして、女性は人間開発の

担い手とはなりえないことを認識する。

4．多くの女性にとって受け入れがたい状況が、

農村社会および都市社会の周辺に追いやられ

た社会において、今なお存在している。発展

途上国において、そして先進国においてもあ

る部分の人口の「貧困の女性化」が拡大し、
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テイブ・ヘルス）に関する情報とサービスを

利用できなくなる。

10.さらに、女`性のエンバワーメントおよび男性

と平等の健康サービス、雇用、政治参加およ

び経済資源の利用、特に金融制度、土地所有

および相続権の利用につながる必要なかつ関

連した教育を行うことは、人口、持続可能な

開発および持続的な経済成長の相互に関連し

た課題を解決に導くうえで基礎となるもので

ある。

16．この点から、第４回世界女性会議に対し、こ

れまでになされた国連会議および女性差別撤

廃条約、ナイロビ将来戦略、世界人権会議宣

言および行動計画、国際人口・開発会議行動

計画、および世界社会開発サミット宣言およ

び行動計画の文書で築きあげられた目標とコ

ミットメントを確認し、強化することを要請

する。

11．家庭の内外における女性労働に価値を与え、

女性が同一労働・同一賃金を受けるべきであ

り、労働組合などの組織においても平等の支

持を得られるようにすることを強調する。 17．ＩＣＰＤ行動計画の中で、貧困の根絶、女性

の政治、経済、社会的エンバワーメント、女

性に対するあらゆる形態の暴力の排除、青年

期の人口に対する情報とサービスの提供を含

む再生産に関わる（リプロダクテイブ）およ

び性行動に関する健康と権利、公衆衛生にお

ける重大な課題としての安全でない中絶が健

康に与える影響の問題を扱うこと、家族計画

サービスを拡大し改善することで中絶を減ら

すこと、に対して私達が強力に関わっていく

ことを再確認する。

12.人口・開発プログラムを計画し、実行するう

えで、女性のＮＧＯ組織を含むＮＧＯ組織の

役割と経験の重要性を強調する。

13.女性の経済・社会的地位の低さが、彼女らの

生活の質、家庭、健康、特に再生産に関する

健康（リプロダクテイブ・ヘルス）および権

利（ライツ）および性行動に関する健康と権

利に悪い影響を与えることに注目する。

14．この点から、女性の社会的・経済的地位の低

さが、乳児・妊産婦の疾病および死亡率、女

性のＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染の世界的な急増、

女性の性器切除、性選別、早婚およびある種

の新しい生殖技術の商業化など健康に有害ま

たは非人間的な`慣行および、`性的虐待、搾取

と暴力に曝される主な原因となっていること

を強調する。

18.社会に対する役割と貢献に対する態度と考え

を男性と女性の双方が変える必要性があるこ

とを強調し、男女が共に手を携えて（パート

ナーシップのもとで）女性のエンパワーメン

トおよび、経済、文化、政治、および社会生

活のあらゆる側面で男女の（ジェンダー）平

等と公正を実現するために働くよう強く求め

る。

15.青年期の人口の一部が、高い妊娠率を持って

いることに注目し、経済環境の悪化が、若い

女性にとって搾取と売春､女性と子供の売買、

麻薬そして安全でないセックスに対する危険

性を増し、現時点でさえ不充分な、リプロダ

クテイブ・ヘルスに関する健康（リプロダク

19.さらに女性が自らを尊敬し、価値を自覚し、

社会における彼女達の多様な役割に対する尊

敬のもとで、他の女性達が自らの持てる力を

十分に活用し、選択の幅を最大限広げること

を支援することが必要であることを強調す

る。
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20．この点から、全てのメディアにはその活動を

通じて男女の不平等を助長し、少女の自尊を

破壊するような、ステレオ・タイプを排除す

る重要な役割を持っていることを認識させ

る。

女性と少女の全体的な健康状態の向上と責任

あるパートナーシップを促進することを目的

とした包括的な健康教育を行うことを促進す

る。

25.女性差別撤廃条約に署名していない各国政府

に対して、その国会が条約に批准し、実施を

モーターするようアピールを行う。行動の呼びかけ

立法者として、また人々の代表としての私達

に与えられたユニークな役割に基づき、世界の

あらゆる地域の国会議員に呼びかけを行う；

26.政府に対し、開発政策と法が家族の安定性を

増し、さまざまな形態の家族、特に、片親家

族や女性が世帯主である家族の増加を考慮に

入れ､家族をより支援できるよう強く求める｡

21．すでに開催された国際および地域会議で、各

国がその実行を誓約した行動計画、プログラ

ムおよび資金の配分を実現するよう働きかけ

る。

27.さらに、政府に対し、難民の立場にある人に

対して、性差による迫害があることを認識さ

せ、移民、難民および避難民（特に女性と子

供）に対するあらゆる形態の差別を避けるた

めのステップを踏み、彼女達の人権が踏みに

じられ、無視されることから彼女達を守るよ

うに求める。

22.政府に対し、ジェンダーの問題を政府の開発

戦略、政策とプログラム、特に人口と開発活

動に関する立法を行う（この立法には、各国

および地域の憲法に基本的な人権として男女

平等と公正を盛り込むことを含む）場合に、

十分考慮に入れるよう求め、2005年までには

国際、国家および地方レベルで、選挙で選ば

れた、または任命職にある人を含む政府の構

成員の少なくとも50％を女`性にするようにす

る。そして、このような政策やプログラムを

モニターし評価するためのメカニズムをつく

り、またはそれが存在するところでは強化す

るよう強く求める。

28．開発と女性の地位の改善を図り、男女の平等

および公正をもたらす戦略を実行するうえ

で、政府と、ＮＧＯ、市民社会、および民間

企業の効果的な対話と協力関係を確保する。

29.女性のエンパワーメントと男女の平等を擁護

し、カイロと北京の目標と勧告の実施を見守

り、目標と勧告を現実のものとするために必

要となる資源の動員に特に注意を払う｡

30.各国政府に対して、核廃棄物の投棄と核兵器

の実験に確固として反対する世界の女性の見

解を支持するようアピールを行う。特に、太

平洋地域の人々はこのような現実を押しつけ

られており、また核実験の再開を阻止する力

を持っていないのである。

23.女性の法的、健康における、社会的、経済的

地位および権利の改善、および男性がリプロ

ダクテイブ・ヘルス、育児、家庭の責任を持

つための政策やプログラムの制定を政府が実

施可能にするための立法を行う。

24.政府が初等および中等学校のカリキュラムで、
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および私達の各国の立法を行ううえで、国際人

口・開発会議の成果が確実に継承されるよう、

31．資金提供を行っている地域と国（ドナー・コ

ミュニティ）に対し、政府開発援助を各国の

国民総生産（ＧＮＰ）の０７％にするという、

すでに合意された目標をできるだけ早く達成

するように呼びかけ、その50％を女性とジェ

ンダー関連活動、同様に人口問題に対する活

動に振り向ける（イヤーマークする）ように

強く要請し、その資源の利用状況をモーター

する。

自らの問題として関わり続けていく。

32.また、先進国と開発途上国の当時国が相互主

義の基盤に則り、パートナーとして、特に軍

事支出の削減を通して資源を配分し､均等に、

政府開発援助の20％をそして国家予算の20％

を基礎的な社会プログラムに配分することを

強く要請する。

33.政府に対し、特に予算の削減と構造調整およ

び経済回復プログラムの過程にあっても、女

性とジェンダー関連のプログラムに対する予

算の水準を維持し､引き上げることを求める。

34.国際的な金融機関に対して構造調整およびに

経済復興プログラムが、社会およびにジェン

ダーおよびそのニーズに対して、十分配慮し

たものであり、それを解決に導きうるような

ものとなるよう強く求める。

35.政策およびプログラムを支援するための十分

な国内資源を動員し、分配することに対する

選挙区の人々の支持を喚起する。このことが、

より一層の男女の平等、社会開発の推進、特

に農村社会および都市社会の周辺に追いやら

れた社会に特別に配慮した人口問題の解決を

もたらすのである。

私達はここに私達の個人的な関わり合いから、

この宣言に述べられている勧告を政治的な行動

に移し、私達が参加する、第４回世界女性会議
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第１２回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議

・ジェンダーおよび人口に関する女)性

マニラ決議

1996年２月１３日

フィリピン国、マニラ





女`性・ジェンダーおよび人口に関する

マニラ決議

前文 た開発の過程にあるが、私達は共同して以下の

提案のために活動する。

人口と開発問題に関心をよせる国会議員がフ

ィリピン国マニラに集い、アジア各国、人類社

会(WorldCommunity)、そして私達の母なる大地

が明るく希望に満ちた未来を達成するための方

策を協議した。

序文：女性と持続可能な開発

女性と男`性の十分なそして公正なパートナー

シップ（協力関係）なくして、人口問題の解決

はありえず、社会開発の達成と、環境と調和的

な持続可能な経済開発はありえないことを確信

する。このようなパートナーシップを実現する

ためには、アジアの女性と少女に対する教育機

会の増大および経済的可能性の拡大による生活

の全ての面一経済、社会および政治一にお

ける女`性のエンバワーメントが必要である。こ

のことは、女性の地位の向上、選択肢の拡大、

および彼女等の人生の自己決定を行う機会と能

力の向上につながる。

1994年の国際人口開発会議(ＩＣＰＤ)、1995年

３月の世界社会開発サミット(ＷＳＳＤ)、９月の

第４回世界女性会議(ＦＷＣＷ)の国際的潮流を視野

に入れながら、私達、人口と開発に関するアジ

ア国会議員代表者会議は、過去３年間、北京・

東京・マニラで「２１世紀における女性一平和と

繁栄の戦略」をメインテーマに論議を深めてき

た。

女性の十分な参加なくして、アジアの膨大な

人々の生活の質と自然環境に脅威を与えている

人口問題の解決はありえないとの認識に基づき、

これから述べる勧告がアジア地域における、女

性の健康、経済、社会全ての分野における、さ

らなるエンバワーメントを導き、女性が家族と

社会において、より活発(effective)なパートナー

となり、生活の中においてその持てる力を十分

に発揮することができ、さらに未だ満たされな

いニーズを満たすために、より明確に発言し共

に働くことができるようにすると確信し、同僚

国会議員および自国政府に対して以下の勧告を

行う。

私達は、人口、持続可能な経済成長、社会開

発および安全と平和は相互依存的かつ相互補強

的な関係にあり、急速な人口増加の低減、貧困

の撲滅、環境保護、雇用創出、失業の減少のた

めに努力しなければならない、ということを認

識している。

私達は、家族が社会の基本単位であることを

確信し、人間の制度としての家族の存続が脅威

にさらされている兆候に注目する。力（権力）

の配分、ジェンダー（社会的な意識としての男

女の差)、そして所得の不公正が相互作用し合っ

て、家族の中でその全ての成員に、ストレス、

緊張、暴力を引き起こしている。従って、ジェ

ンダーにおける公正性の改善に対する努力、お

私達の地域は広大であり、豊かで深遠な文化、

宗教、政治そして経済的多様性を持ち、さまざ

まな開発過程を経験し、またそれぞれに異なっ
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よび効果的な人口プログラムならびにその他の

開発プログラムの実施が、家族の崩壊を防ぐう

えで必要不可欠であることを強く主張する。

さらに、既存の家族計画サービスが不十分

なことにより、女性の健康と福祉に有害な、

安全でない中絶が行われ続けていることに懸

念を表明する。貧困と人口の急増、乳幼児・妊産婦の高い死

亡率の相互関係を理解し、域内の国々に対して、

カイロで合意された目標をより早く達成するよ

う強く求める。

ここで私達は、私達の地域全域において、

ジェンダーに配慮したリプロダクテイブヘル

ス・サービスと家族計画サービスの利用可能

性と有効性を高めるために、強くコミットメ

ント（自分の問題として関わり合うこと）す

ることを誓約する。

人権尊重なくして急速な人口増加の抑制、環

境の面から見た持続可能な開発パターンを実現

することはできないであろうｃ

私達はまた、これらの目的は平和と正義なく

して達成することはできないという事実に注意

を払うよう呼びかける。女`性と子供は、戦争や

紛争によって常に真っ先に犠牲となり、それに

伴って生じる社会的な不安定性と、引き続く貧

困の中で、特に強い被害を被り続けるのである。

従って、もともとどこで発生したかに関係なく、

地域全体を通じて、衝突や紛争を平和的に解決

するための努力を強化することを強く求める。

政府に対し、経済的な状況が悪化している

としても、女性とジェンダー関連のプログラ

ムに対する予算を引き上げることを求める。

このような経済環境の悪化はまた、若い女性

と子供の人身売買、搾取、売春、虐待および

非合法な麻薬取り引きに関わる危険性を増大

させることになる。同時に、国家および地域

(機構）の担当部局に対して、社会の網の目

を破壊し、不確定性を増し、政治的な意志お

よび社会的な関心の欠如をもたらすこれらの

問題に対して、直接・真剣にそして直ちに注

意を払うよう呼びかける。1．女性と健康

性行動に関する健康と権利についての教育

を含む適切なリプロダクテイブ（再生産に関

わる）ヘルス・サービス＊を誰でも利用でき

るようになることが、青年期の人々を含む全

ての個人と家族全体の生活条件の改善を実現

するための前提条件である。

私達は、アジアの多くの地域で女性の経済

的・社会的地位が低い状態が続いていること

が、女性の人権侵害と悲'惨な状況；乳児と妊

産婦の高い疾病および死亡率、少女の性器切

除、性選別、新しい生殖技術の商業化と不適

切な使用、また性的虐待・搾取・暴力などの

有害で非人間的な慣行およびに爆発的な性行

為感染症およびＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイル

ス）／ＡＩＤＳ（後天性免疫不全症候群）の蔓

延の大きな原因となっていることを認識して

いる。私達はコミュニティー（村・町などの

共同体）から国際的なレベルにいたるまでの

全ての政府・国際機関に対して、このような

アジア地域において青年期の女性人口の一

部が、高い妊娠率を持ち、その妊娠率が高ま

っているケースもあることに警鐘を鳴らし、

青年期の人口のリプロダクテイブ・ライツと

性行動に関連する十分な情報、教育およびサ

ービスを彼等に提供することが必要であるｃ
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女性の置かれている条件、および,慣行の全て

を排除するための緊急かつ直接的な対応を取

るよう呼びかける。

別な、そしてその満たされていないニーズに

対して、特に注意を払うように要請する。

私達は、女性が自らを尊敬し、その価値を

自覚し、他の女`性達に対する十分な支援を行

うことで、女性の持てる力を十分に活用し、

社会における多様な役割に対する尊敬の下

で、選択の幅を最大限広げることができるよ

うに支援することが必要であることを強調す

る。

２．女性の社会・経済におけるエンパワーメン卜

非識字者の2/3は女性であり、特にその多

くはアジアの農村女性である。少女と女性に

対する教育は、このような状況を打破し、女

`性がその持てる能力を十分に発揮し、さらに

アジア地域のより広範な社会・経済開発を行

ううえで必要不可欠である｡貧困の女性化が

都市・農村の双方で今なお引き続き進行して

いるｃ

私達は、メディアが、ジェンダーにおける

公正、女性と男性のパートナーシップなどの

新しい概念を普及するうえで、重要な役割を

持っていることを認識するよう呼びかける。

私達は、私たちの政府に対し、女児と男児

に対する基礎教育および中等教育の完全実施

(義務教育化）とより広い就学機会の確保を

呼びかける。さらに、新たな雇用機会の創出

と経済的自立につながる職業教育、高等教育

を女児・男児に公正に実現するための特別な

配慮を行うよう要請する。

3．人口と女性問題に対する資金

私達は、国内的・国際的な財源を十分に調

達する必要性があるとの強い国際的合意に注

目する。さらに、「国際人口開発会議行動計

画」に記されている必要と推計されている資

金需要を承認する。私達は、人々の代表とし

て選ばれた存在として、予算上の、人間資源、

行政資源の最適配分を行うことで、人々の人

口と開発に対する支持を実行可能なプログラ

ムにする責任を受け入れる。さらに、人口・

開発プログラムに対して必要となる資金は、

可能な限り予算を見直すことで利用可能とす

るべきである。

私達は、教育機会の拡大を通じて、女性と

男性の双方の社会における役割と貢献に対す

る態度と行動の変化を促進し、旧来の男女の

固定的な役割から平等、相互尊敬、生活の全

ての側面一とくに家事、育児およびそのほ

かの家族に対する責任一における調和の取

れたパートナーシップへと変えていく必要'性

があることを強調する。

資金提供を行っている地域と国（ドナー・

コミュニティー）に対し、政府開発援助を各

国の国民総生産(GNP)の0.7％にするよう努力

し、その50％を女性、人口、ジェンダー関連

活動に振り向けるように強く要請し、その資

源の利用状況をモーターする。また、各国が

行動計画、プログラムに明記されたように資

私達はまた、政府および民間部門のいずれ

においても就職、報酬、昇進に際しての男女

格差を排除するように求める。

私達は、どのような理由で女`性が世帯主と

なったにせよ、女性を世帯主とする世帯の特

β,



人口、環境保護および持続可能な開発の複

雑な相関関係に対する認識の高揚、肯定的な

態度、そして理解の促進は容易ではないこと

を認識しているが、それらを実現するための

協力と努力を行う。

源を配分するよう要請する。

先進国と開発途上国の当事国が相互主義の

基盤に則り、共に協力して、均等に政府開発

援助の20％、そして国家予算の20％を基礎的

な社会プログラムに配分するようを強く要請

する。その予算は、軍事支出の削減を通して

得られるであろう。

この努力の一環として、私達は各国におけ

る女性の政治参加の現況を検証し、再評価す

るためにコミットし､人々の代表としてまた、

政治分野におけるリーダーとして、より公正

な社会を築き上げることを擁護するだけでは

なく、その実現のために活動するという私達

の責任を受け入れる。この点から、私達は、

女性の政治参加、特に意志決定に関わる地位

への女性の参画を強化するために働く。

私達は、国際的な金融機関に対して、構造

調整ならびに経済復興プログラムが、社会的

な公正を実現し、ジェンダーの公正を実現し、

女性とその家族のニーズを満たすような人道

的なやり方で企画され、実施されるよう強く

求める。

私達は、人口、女性、ジェンダーに対する

政策およびプログラムを支援するための十分

な国内資源を動員し、分配することに対する

有権者の支持をとりつけることが必要である

ことを強調する。

私達は、人口、開発、ジェンダー関連のプ

ログラムを促進し、実施するうえで、男女を

問わず政府・国家機関、非政府組織、民間部

門で活動している人々の間の良好な協力関係

を開発し、維持することが必要であることを

認識している。

４．人ロ・女性問題解決における国会議員の役割 アジア地域における女性問題の解決を果た

すうえで必要となる、女性の地位に関する以

前に開かれた主要な会議で採択された行動計

画に準拠した形で、法律を立法するために、

この分野に対する適切な研究と、専門家の間

の情報共有と協力が不可欠である。

政府に対し、ジェンダーの視点をその開発

戦略､政策とプログラムに統合的に組み込み、

それらの目的と運営を行ううえで、ジェンダ

ー問題が持つ重要性に十分に配慮することを

求める。特に人口と開発活動に関する立法を

行う場合に、ジェンダーの問題を十分考慮に

入れることが重要であると確信している。

この点で国会議員はユニークで重要な役割

を持っている。その役割を十分に果たすため

に、国会議員の間のネットワークを国家レベ

ルでも、地域レベルでも、地域間レベルでも

構築する必要性がある。特に人口と開発に関

するアジア議員フォーラム(AFPPD)と各地域

の人口と開発問題に対する国会議員活動との

より緊密な関係を構築すべきである。このよ

うなネットワークは国会議員に、社会・経済

女性の法的、社会的、経済的地位の改善、

および女性がその権利を十分享受できるため

の政策やプログラムの制定と実施を、政府が

実施可能にするための立法を勧告し支援す

る。
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における課題の相互依存関係に対する認識を

深めることに止まらず、経験を交換すること

で、このような問題を解決するための協力を

促進し、拡大するものでければならない。

世界の人口問題の解決を果たすうえで、ア

ジア地域が指導的な役割を果たすべきである

という信念に基づき、第１２回人口と開発に関

するアジア国会議員代表者会議の参加者は、

自らの政府に対して以上の決議を伝達し、こ

の決議実現のために私達が活動することをこ

こに誓約する.

虹
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食料安全保障と人口に関する

ＡＤＰＰＤステイツメント

私達の属しているアジアは、世界人口の約６

割を占める巨大な人口と多様な文化・社会経済

条件を持っている。人口と開発に関するアジア

議員フォーラムは、各国の国民から付託を受け、

未来に対して責任ある判断を行わなければなら

ない国会議員としての立場から、飢餓や栄養不

良の根絶を図り、人類の未来を希望あるものと

するために食料安全保障と人口について、以下

のステイツメントを行う。

加をも上回った。しかしながら、未開拓の可耕

地はもはやわずかしか残されていない。淡水資

源の逼迫は日を追って強まっており、さらに、

塩害、酸性土壌による被害、過収穫、化学肥料、

農薬の過剰投入などによって土壌の健全性は喪

失し、限界生産力は低下を始めている。無限に

見えた海洋資源もその限界が見えてきており、

収穫の低下を引き起こし、これまで人間の過っ

た活動を全てを受け入れていた私達の地球は、

環境悪化という形で、その限界を示している。

前文：人ロと食料安全保障 これまでの世界の食料需給に関する予測は、

しばしば限られた専門家の手によってなされて

きたものである。予測をより正確なものとする

ために、全ての国に対して自国の人口扶養力を

推計することを勧告する。それは、さまざまな

機関から集まった多分野の科学者や公務員によ

る学際的な専門家グループによってなされるべ

きである。国会議員にはさまざまな意見を収集

し、聞く責任と能力があると信じている。

今世紀において、我々人類は、かつてない規

模の人口増加を経験した。現在、地球規模での、

地域、各国における多大の努力によって、その

増加率は減少しているものの、絶対数ではかっ

てない規模の人口増加が引き続いて起こり、こ

の人口は巨大な食料需要を生み、地球環境に対

して強い圧迫を与えている。

私達は、今、かつて無限であると見なされて

いた母なる地球を、有限の唯一無二の世界とし

て認識しなければならない。人類の科学・技術

の進歩がいかに果たされたとしても、この母な

る地球の限界を越えて私達は生きることはでき

ない。私達は、この地球という閉じた世界の上

で運命共同体であり、この宿命を逃れることは

できず、この地球上で持続的に生存する道を探

らなければならないのである。

世界の食料と人口の需給予測は短期的には楽

観論になりうるものの長期的には悲観的な見方

をとらざるを得ない。この現状認識に基づいて

私達は、未来の世代にこの母なる地球を渡すた

めの努力を今行わなければならないのである。

そこで私達は、１）人口増加と食料生産、２）

食糧生産と環境、３）農村開発（コミュニティ

ーデベロップメント）について申し入れを行う。

今世紀において人類は、緑の革命を始めとす

る科学・技術の進歩によって、歴史上かつてな

い食糧の増産を達成し、この食糧生産は人口増

人口増加と食料生産

人口増加低減に対する努力を行っても、なお
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響を与えるのか検証するべきである。同様に、

地域内特恵の貿易ルールもまた食料生産と価格

構造に必ず何らかの影響を与える。途上国がそ

の余剰農産物を輸出することが困難となるよう

な措置が先進国によってとられている事例もあ

る。従って、各国政府は、国際協定が他国への

農業輸出にどのような影響を与えることになる

のか、細かく検証することが必要である。国際

条約や協定を結ぶ前に、当事国政府は、その合

意に含まれる条件が、農業や環境に対して悪い

影響を与えないか検討する必要がある。

人口の絶対数はかってない増加を示している。

この人口増加は巨大な食料需要を生む。人口増

加を可能な限り抑制することが、人類が地球上

で生きて行くうえでの最も基本的かつ不可欠な

対策となる。さらに、（環境）負荷を軽減し、持

続可能な食料生産を行うために、環境と調和的

な農業開発を行う必要がある。

国会議員として、国際人口開発議員会議カイ

ロ宣言、国際人口社会開発議員会議コペンハー

ゲン宣言、国際女性人口開発議員会議東京宣言

を再確認し、国会議員としてこれらの問題にコ

ミットしていく。カイロの文書に盛り込まれた

思想は、プライマリー・ヘルスケア、家族計画、

リプロダクテイブ・ヘルスサービスそして初等

教育の大幅な拡充を呼びかけている。このこと

は、女性と女児および開発から置きざりにされ

た農村地域において決定的な重要性を持ってい

る。各国政府ならびに国際社会に対して、これ

らの活動のための資金および資源を増加させる

ことは、国会議員の重要な役割であると確信す

る。

サミットの焦点が、主に食料生産に向けられ

ていることを理解している。しかし同時に、特

に最も不利な立場にある共同体が、食料の獲得

手段と利用を可能にするという課題を重点的に

扱うべきである。農村および都市貧困者は必要

な食糧を確保し、生きていけるようにならなけ

ればならない。食料や森林資源の生産者、特に

女性は、土地や金融、適切な技術などの生産手

段を利用できなければならない。

農村金融、小規模灌慨、農業改良・普及など

すでに知られている方法を普及させることで、

食料増産を図るための努力を行わなければなら

ない。これらの方法はよく知られた方法であり

ながら、小規模生産者の活用は十分ではない。

食料生産と環境

過去半世紀、食料供給の伸びは人口増加率を

上回っていた。社会・技術的発展は緑の革命を

生みだした。この過去の成功は重要であるが、

その成功はまた、食料安全保障に対して誤った

感覚を与えてしまった。これまで、食料生産に

成功してきたにもかかわらず、地球的、国家的、

家庭内の食料分配の問題、持続的な将来の食料

生産の増加、環境保護を達成しうるような持続

可能な農業開発をいかに果たすかという問題が

残されている。

現在の農業には、環境悪化をもたらす部分が

見受けられ、持続可能ではない。環境悪化を抑

制し、より持続可能な農業を発展させるために

さらなる努力を行わなければならない。

農林水産業・工業・サービス業など経済分野

別に環境による制約は大きく異なる。農林水産

業は土地面積、土壌、気候など物理的および環

境から、制約を直接的かつ最も大きく受ける。

この点で、他の産業と異なり環境条件を十分に

考慮に入れた、持続的な開発が最も重要となる。

政府と国会議員はＷＴＯ合意を含む全ての国

際的な協定が、各国の農業生産にどのような影
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また、適切に管理された農林業生産は環境維持

に貢献することができる。

農村開発（コミュニティー・デベロップメント）

食料、水資源の確保および環境保護に大きな

役割を担ってきた農村コミュニティーは、近代

化の過程にあり、人口増加の圧力にさらされて

いる。人口増加の圧力と共に人口の都市への移

動が起こり、都市周辺社会における治安、都市

環境問題の悪化、耕作適地の減少などが進行し

ている。

農林水産業などの第一次生産の体系が崩壊し

た中で、人類の生存はありえない。現在のとこ

ろ、多くの第一次生産は環境破壊的であり、持

続可能ではない。全てのこのようなプロセスを

環境保護と持続可能な開発の観点から見直し、

産業分野別に公正で合理的な経済・貿易システ

ムを構築する。

人口増加と人口移動に伴い、農村コミュニテ

ィーが担ってきた食料生産、国土保全、環境維

持の機能が脆弱化している。人口増加の抑制と

環境と調和的な食料生産を実現するために農村

開発を行うことが急務である。

地球レベルでの食料安全保障を確実なものと

するために、地域間および国際協力を拡大し、

各国はそれぞれの環境条件と文化的伝統に基づ

く食料生産を奨励し、有限な地球環境を守るう

えで、必要不可決となる貿易システムを構築す

るための合理的な経済政策を立案できるように

する。地震、洪水による飢餓などの緊急事態に

対応する食料救援を食料安全保障国際協力の一

環として組み込む。

政府は地方生産者にインセンティブを与え、

コミュニティーが自分の利益を図るための組織

化を行うための適切な法的枠組みを形成するべ

きである。法、そしてメディアそれぞれに地方

の人々、特に女`性に焦点を当てて、そのエンバ

ワーメントを促進するよう注意を払うべきであ

る｡いかなるコミュニティー・デベロップメン

トも女性の人間資源開発を十分に行い、その力

を開発プロセスの中に有機的に統合することな

く達成することはできない。

食料輸入国と輸出国の相互協力と協調関係を

強化することで、地域内、地域間、地球レベル

での食料安全保障を構築する。

環境保護を導く税の体系を構築するよう政策

研究を行う。さらに、炭素税構想をより広く適

用し、環境の価値を経済的活動の中に反映させ

る。炭素税による収益を環境保全に向け、環境

保護が、途上国にとって利益となるような制度

を構築する。

多くの社会で農民は、十分な社会的・経済的

な力を持っていず、各国の政策は農民にとって

身近なものと感じられないでいる。－部先進国

の農民は大きな力を持っているが、多くの場合、

その力を根本的な変革の阻止に使っている。全

ての農民の力を経済・社会的に有意義に使うべ

きである。

自然条件、最適な生態的組み合わせに基づく、

経済・社会・文化・技術の調和に立った「循環

システム」を構築することで、持続可能な農業

を実現する。人間、生物、環境の有機的な関係

に基づく共生可能なシステムの構築を行わなけ

ればならない。

国際人口開発会議行動計画で定義された意味

における家族計画と性行動に関する健康を含む

リプロダクテイブ・ヘルス・サービスを利用で

きるようにすることで、農村地域および農業共
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同体におけるリプロダクテイブ・ライツを確保

する。

人口分布の適性化を行い、活力ある地域開発

を行ううえでも、中小都市の開発を行う。地方

の中小都市の開発を十分に行うことで、大都市

への－極集中を防ぎ、環境と調和的な農村地域

の開発を行う。このような開発は、人口の大都

市への過度の集中を防ぎ、環境と調和的な農村

の開発を促進するであろう。

人口、持続的な食料生産、環境保護、社会開

発は相互補強的かつ相互依存的な関係にある。

これらの分野の問題解決を成功させ、速やかに

実施するためには包括的かつ学際的な取り組み

と、公的専門諸機関の連携が必要である。

適切な対応策を取るためには、食料不足と栄

養不良にあえいでいる人の参加が必要であり、

世界食料サミットにおいては食料安全保障、人

口プログラムの改善を行ううえで、どのような

参加型のアプローチをとるべきであるか検討す

るべきである。女性及び女児の教育の向上およ

び社会参加は、リプロダクテイブ・ヘルスにお

ける選択権のみならず金融制度の利用、農業技

術、栄養資源の利用の拡大をもたらし、家庭お

よびコミュニティーにおける（女性の）意思決

定を容易にする。

これまでの国会議員会議で決議されてきたよ

うに、これらの問題の解決には平和と、参加、

協力と学際的なアプローチが不可欠かつ喫緊の

課題である。私達アジアの国会議員は、共に働

き、共通に直面している課題を解決に導くこと

によってのみ、人類の未来を築き上げることを

再確認し、私達の決意の現われとしてこのステ

イトメントを提出する。
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食料安全保障と人口。開発に関する

キャンベラ宣言

１９９６年９月２７日
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食料安全保障と人口・開発に関する

キャンベラ宣言

1．アジア・太平洋の地域は、世界人口の約６割

を占める人口と多様な文化・伝統・宗教の多

様性を持っている。このアジア・太平洋地域

２９か国の国会議員が、1996年９月25日から

２７日オーストラリアのキャンベラで開かれた

第５回人口と開発に関するアジア議員フォー

ラム大会に集い、食料安全保障と人口につい

て、以下のステイツメントを行う'１。

保障は人々の幸福な生活を脅かすばかりでな

く、社会的安定および地域と世界の安全保障

を脅す。従って、食料安全保障は全ての国、

そして国際社会にとって決定的に重要であ

る。

５今世紀において人類は、科学・技術の進歩と

特に緑の革命の成功によって歴史上かつてな

い食料の増産を達成した。その結果、食料生

産の伸びは人口増加率をも上回ってきた。こ

の状況に変化の兆しがある。未開拓の可耕地

は、もはやわずかしか残されていない。そし

て淡水資源の逼迫は日を追って強まってい

る。さらに、塩害、酸性土壌による被害、過

収穫、化学肥料、農薬の過剰投入などによっ

て土壌の健全`性は喪失し、限界生産力は低下

を始めている。無限に見えた海洋資源もその

限界が見えてきており、収穫の低下を引き起

こし、これまで人間の過った活動を全てを受

け入れていた私達の地球は、環境悪化という

形で、その限界を示している。

前文：

2．今世紀において、我々人類は、かつてない規

模の人口増加を経験した。現在、地球規模で

の、地域、各国における多大の努力によって、

その増加率は減少しているものの、絶対数で

はかってない規模の人口増加が引き続いて起

こっている。この人口は巨大な食料需要を生

み、脆弱な島襖国の生態系を含む地球環境シ

ステムに対して強い圧迫を与えている。

3．私達は、今、かつて無限であると見なされて

いた母なる地球を、有限の唯一無二の世界と

して認識しなければならない。人類の科学・

技術の進歩がいかに果たされたとしても、こ

の母なる地球の限界を越えて私達は生きるこ

とはできない。私達は、この地球という閉じ

た世界の上で運命共同体であり、この宿命を

逃れることはできず、この地球上で持続的に

生存する道を探らなければならないのであ

るｃ

6．これまでの世界の食料需給に関する予測は、

しばしば限られた専門家の手によってなされ

てきたものである。予測をより正確なものと

するために、全ての国に対して自国の人口扶

養力を推計することを勧告する。それは、さ

まざまな機関から集まった多分野の科学者や

公務員による学際的な専門家グループによっ

てなされるべきである。国会議員にはさまざ

まな意見を収集し、聞く責任と能力がある。

4．私達は、食料安全保障が世界の安全保障であ

ることを認識しなければならない。食料安全

7．世界の食料と人口増加に関する需給予測は、

短期的には楽観論になりうるものの長期的に

IDI



食料生産と環境'よ悲観的な見方をとらざるを得ない。この厳

しい現状認識に基づいて私達は、未来の世代

にこの母なる地球を責任をもって渡すための

努力を今行わなければならないのである。そ

こで私達は、ｌ）人口増加と食料生産、２）

食料生産と環境、３）農村開発（コミュニテ

ィーデベロップメント）について申し入れを

行う。

10過去半世紀以上にわたって、食料供給の伸び

は人口増加率を上回っていた。社会・技術的

発展および農業政策は「緑の革命」を生みだ

した。この過去の成功は重要であるが、その

成功はまた、食料安全保障に対して誤った感

覚を与えてしまった。また、これまで、食料

生産に成功してきたにもかかわらず､地球的、

国家的、コミュニティー内、家庭内の食料分

配の問題、持続的な将来の食料生産の増加、

環境保護を達成しうるような持続可能な農業

開発をいかに果たすかという問題が残されて

いるc

人口増加と食料生産

8．人口増加低減に対する努力を行っても、なお

人口の絶対数はかってない増加を示してい

る。この人口増加は巨大な食料需要を生む。

人口増加を可能な限り抑制することが、人類

が地球上で生きていくうえでの最も基本的か

つ不可欠な対策となる。さらに、（環境）負

荷を軽減し、持続可能な食料生産を行うため

に、環境と調和的な農業開発を行う必要があ

る。

ｌＬ政府と国会議員は世界貿易機構（ＷＴＯ）合

意を含む全ての国際的な協定が各国の農業生

産にどのような影響を与えるのか検証するべ

きである.同様に、地域内特恵の貿易ルール

もまた食料生産と価格構造に必ず何らかの悪

影響を与える。先進国によって途上国の余剰

農産物輸出が阻害される場合がある。従って、

各国政府は、国際協定が他国への農業輸出に

どのような影響を与えることになるのか、細

かく検証することが必要である。国際条約や

協定を結ぶ前に、当事国政府は、その合意に

含まれる条件が、農業や環境に対して悪い影

響を与えないか検討する必要がある。

９．国会議員として、国際人口開発議員会議カイ

ロ宣言、国際人口社会開発議員会議コペンハ

ーゲン宣言、国際女性人口開発議員会議東京

宣言を再確認し、国会議員としてこれらの問

題にコミットしていく。カイロの文書に盛り

込まれた思想は、プライマリー・ヘルスケア、

家族計画、リプロダクテイブ・ヘルスサービ

スそして初等教育の大幅な拡充を呼びかけて

いる。このことは、女性と女児および開発か

ら置きざりにされた農村地域において決定的

な重要性を持っている。各国政府ならびに国

際社会に対して、これらの活動のための資金

および資源を増加させることは、国会議員の

重要な役割であると確信する。

12.世界食料サミットで討議される「食料生産」

のもつ重要性を理解している。しかし同時に、

特に最も不利な立場にある共同体および個人

生産者が、食料の獲得手段と利用を可能にす

るという課題も重点的に扱うべきである。農

村および都市貧困者は必要な食料を確保し、

生きていけるようにならなければならない。

食料や森林資源の生産者、特に女'性は、土地

や金融、適切な技術などの生産手段を利用で

きなければならない。農村金融、小規模灌概、

１ｍ



農業改良・普及などすでに知られている方法

を普及させることで、食料増産を図るための

努力を行わなければならない。これらの方法

はよく知られた方法でありながら、小規模生

産者によるその活用は十分ではない。

づく食料生産を奨励する。有限な地球環境を

守るうえで、必要不可決となる貿易システム

を構築するためのより合理的な経済政策を立

案できるようにする。その貿易システムを構

築することは、有限な地球環境を守り、人口

問題を解決に導くうえで不可欠である。

13.食料生産を行っている現在の農業には、環境

悪化をもたらす部分が見受けられ、持続可能

ではない。例えば、世界の水資源に関する需

用は人口増加の２倍のスピードで伸びてお

り、科学物質による汚染を含む水の問題、森

林破壊と過剰な利用による土壌劣化、灌概地

域における塩害、地下水位の低下などを含む

多くの問題を引き起こしている。環境悪化を

抑制し、地下水管理の改善、より持続可能な

農業を発展させるためにさらなる努力を行わ

なければならない。

17.天災や人災などの緊急事態に対応する食料救

援を食料安全保障国際協力の一環として組み

込む。食料輸入国と輸出国の相互協力と協調

関係を強化することで、地域内、地域間、地

球レベルでの食料安全保障を構築する。そし

て食料を脅迫やいかなる搾取のための手段と

しても使わないようにする。

１８．これまで確立された方法による農業研究一

途上国や国際機関で行われている農業研

究―特に各地域に適応するための研究や、

参加型の研究一を支援する。これまでなさ

れてきたこれらの研究は、社会・経済的に見

て非常に利益の多いものであった。さらに、

環境保護を導く税の体系を構築するよう政策

研究を行う。さらに、環境の価値を経済的活

動の中に反映させ、このようなシステムによ

る収益を環境保全に向け、環境保護が、途上

国にとって利益となるような制度を構築す

る。

14.農林水産業・工業・サービス業など経済分野

別に環境による制約は大きく異なる。農林水

産業は土地面積、土壌、地下水位、気候など

物理的及および環境から、制約を直接的かつ

最も大きく受ける。この点で、他の産業と異

なり環境条件を十分に考慮に入れた、持続的

な開発が最も重要となる。また、適切に管理

された農林業生産は環境維持に貢献すること

ができる。

15．もし農林水産業などの第一次生産の体系が崩

壊したならば、人類の生存はありえない。現

在のところ、多くの第一次生産は環境破壊的

であり、持続可能ではない。このようなプロ

セスを環境保護と持続可能な開発の観点から

全面的に見直し、産業分野別に公正でより合

理的な経済・貿易システムを構築する。

農村開発（コミュニティー・デベロップメント）

19.食料、水資源の確保および環境保護に大きな

役割を担ってきた農村コミュニティーは、近

代化の過程にあり、人口増加の結果として生

じる圧力にさらされている。人口増加の圧力

と共に人口の都市への移動が起こり、都市周

辺社会における治安、都市環境問題の悪化、

耕作適地の減少などが進行している。

16.地球レベルでの食料安全保障を確実なものと

するために､地域間および国際協力を拡大し、

各国はそれぞれの環境条件と文化的伝統に基

、〕



農村の開発を促進するであろうｃ20.人口増加と人口移動に伴い、農村コミュニテ

ィーが担ってきた食料生産、国士保全、環境

維持の機能が脆弱化している。人口増加の抑

制と環境と調和的な食料生産を実現するため

に農村開発を行うことが急務である。

25．人口、持続的な食料生産、環境保護、社会開

発は相互補強的かつ相互依存的な関係にあ

る。これらの分野の問題解決を成功させ、速

やかに実施するためには包括的かつ学際的な

取り組みと、公的専門諸機関の連携が必要で

ある。

21．政府は地方生産者にインセンテイブを与え、

コミュニティーが自分の利益を図るための組

織化を行うための適切な法的枠組みを形成す

るべきである。法、そしてメディアそれぞれ

に地方の人々、特に女性に焦点を当てて、そ

のエンバワーメントを促進するよう注意を払

うべきである。いかなるコミュニティー・デ

ベロップメントも女性の人間資源開発を十分

に行い、その力を開発プロセスの中に有機的

に統合することなく達成することはできな

いｃ

26.問題に取り組み、適切な対応策をとるために

は、食料不足と栄養不良にあえいでいる人の

参加が必要であり、世界食料サミットにおい

ては食料安全保障、人口プログラムの改善を

行ううえで、どのような参加型のアプローチ

をとるべきであるか検討するべきである。女

性および女児の教育の向上および社会参加

は、リプロダクテイブ・ヘルスにおける選択

権のみならず金融制度の利用、農業技術、栄

養資源の利用の拡大をもたらし、コミュニテ

ィーにおける（女性の）意思決定を容易にす

る。

22.多くの社会で農民は、十分な社会的・経済的

な力を持たず、各国の政策は農民にとって身

近なものと感じられないでいる。－部先進国

の農民は大きな力を持っているが、多くの場

合、その力を根本的な変革の阻止に使ってい

全ての農民の力を特に教育およびトレーニン

グを通じて経済・社会・政治的に有意義に使

うべきである。

27．これまでの国会議員会議で決議されてきたよ

うに、これらの問題の解決には平和と、参加、

協力と学際的なアプローチが不可欠かつ喫緊

の課題である。私達、アジア・太平洋地域の

国会議員は、共に働き、共通に直面している

課題を解決に導くことによってのみ、人類の

未来を築き上げうることを再確認し、私達の

決意の現われとしてこのステイトメントを提

出する。私達は国際社会に対して、最近の主

要な国際会議の成果を一貫した行動を通して

実現するよう強く要請する。さらに、国際社

会に対してAFPPDやそのほかの人口．開発議

員連盟を含む、人口・開発に関する全ての国

際機関、組織、活動に対して密接に連携して

活動するための努力を行うよう強く要請す

る。

23.国際人口開発会議行動計画で定義された意味

における家族計画と性行動に関する健康を含

むリプロダクテイブ・ヘルス・サービスを利

用できるようにすることで、農村地域および

農業共同体におけるリプロダクテイブ．ライ

ツを確保する。

24.人口分布の適性化を行い､活力ある地域開発、

とくに安全な水、電気など基本的な生活環境

を整えることで、中小都市の開発を行う。地

方の中小都市の開発を十分に行うことは、大

都市への過度の集中を防ぎ、環境と調和的な

1“



注１）

この宣言文は1996年５月２日にクアラルンプ

ールで採択された「食料安全保障と人口に関

するAFPPD特別運営委員会の「宣言」と、

1996年８月14日にフイジーのコーラル・コー

ストで採択された太平洋地域議員会議の「食

料安全保障・人口・開発宣言」を基にしたも

のである。
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国際食料安全保障。人口。開発議員会議

食料安全保障・人口・開発に関する

ジュネーブ宣言

1996年11月１０日・’1日

スイス、ジュネーブ





食料安全保障・人口・開発に関する

ジュネーブ宣言ソユネ

1．世界57か国の国会議員が1996年11月１０日・’1

日の両日、スイス国のジュネーブで開催され

た国際食料安全保障・人口・開発議員会議に

集い、以下の声明を行い、食料安全保障と人

口について行動を呼びかける。

それはまた、人間の創造的かつ生産的な活動

を行ううえでのエネルギーを生み出す個人の

安全保障でもある。食料安全保障は人々の幸

福な生活に直接影響を与えるだけでなく、社

会的安定性､生産性および平等に影響を与え、

同様に各国、地域そして世界の平和を脅す。

従って、食料安全保障は、いかなる場合にお

いても、全ての人と全ての国にとって、そし

て国際社会全体にとって決定的に重要であ

るｃ

前文：

２．食料安全保障を妨げている要因は多面的なも

のである。貧困と人口の増加、分布および移

動は食料安全保障を妨げる主要な原因の一つ

である。社会的、政治的、経済的な不安定性

と不公正は、食料安全保障を実現するうえで

の重大な障害になる。

６．以下の点については明らかである

(a)持続可能な生産、食料の入手可能性を改善

するために貧困を撲滅すべきである。

３．生活スタイル、食習慣、所得、社会組織が個

人の食料需要水準を決める。人口はこれらの

要素と相乗して需要を増大させることにな

る。利用する技術、人間活動の拡がりの程度

が環境へダメージを与え、環境を維持するこ

とになる。消費と消費水準に連動した廃棄物

量は必要とされる生産力を決める。

(b)食料はベイシック・ヒューマン・ニーズ

（人間が生きていくうえで基本的に必要なも

の）であり、全ての人権のうちで最も基礎

となるものである。

(c)開発計画（アジェンダ）の中においては、

食料安全保障とそれに関連する社会開発プ

ログラムに、最も高い優先順位が与えられ

なければならない。４．科学・技術がいかに進歩したとしても、この

地球の限界を越えて私達は生きることはでき

ない。私達は、私達の惑星という閉じた有限

の世界（システム）の中にある単一の社会に

あって、運命を共にしている。私達はこの現

実から逃れることはできず、私達の生存を可

能にする持続可能な方法を見いださねばなら

ないのである。

(d)平和で、安定的で、さまざまなことが実現

可能な社会的、経済的、政治的環境は、持

続的な食料安全保障を実現するうえでの基

本的な条件である。

(e)政治的な不安定性および全て紛争は、食料

安全保障を達成するうえでの大きな障害と

なる。5．食料の安全保障は、世界の安全保障である。
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これらは、良き統治（グッド・ガバナンス）

にとって不可欠の構成要素である。

(f)主食に関してその入手可能性を確保し、分

配を行ううえで平等が－特に女性と子供

に対する－必ず確保されなければならな

い◎

行動の呼びかけ

(9)食料生産手段の利用と所有権の保持に関し

て、女性は男性と平等でなければならない。 8．私達、国会議員は政府と市民社会を結ぶ重要

な存在であり、人々のニーズを代弁するもの

であり、法律を議決し採択することで私達の

政府の行政部門に、世界食料サミット初日に

採択される「世界の食料安全保障に関するロ

ーマ宣言」と「世界食料サミット行動計画」

の公約の実行を強く要請するための触媒とし

て活動する立場である。この立場から、全て

の議員に以下の事柄を呼びかける：

(h)農村および共同体の開発は持続的な食料安

全保障を実現するための前提条件である。

(i）公正な貿易は、持続的な食料安全保障を達

成するための一つの重要な要素である。

0）人口の早期安定は、持続的な食料安全保障

を実現するうえで最も基本的な条件である。

(a)「世界の食料安全保障に関するローマ宣言」

と「世界食料サミット行動計画」をそれぞ

れの議会で議題とし、国民の注目を喚起す

る。

(k)意思決定権を女性に委ねることが人口増加

の速度を弛め、結果的に人口増加を安定化

させる最もよい方法であると考えられてい

る。

(b)報道機関がローマで合意された公約を幅広

く報道するよう働きかけ、食料安全保障を

妨げる根本的な原因、特に人口に関連する

要因の持つ重要`性に対する認識を促進させ

る。そして、これらの問題を解決するため

には、国レベル、地域レベル、国際レベル

での一致協力した行動が必要であるという

認識を促進する。

(1)意思決定権を女性に与えるうえでの重要な

最初の方策は、女'性に対する教育とリプロ

ダクテイブ・ライツ（再生産に関わる権利）

を確保し、全ての面におけるリプロダクテ

イブ・ヘルス・ケアを提供することである。

(､)余剰食料の意図的な浪費は嘆かわしいこと

である。食品の廃棄物を最小限にするよう

にすべきである。 (c)すべての人々－特に女性、子供、最貧困

層、もっとも脆弱な立場にいる人々－に

対する人権および基本的自由を促進し、保

護する。

7．効果的な行動のための鍵は、「擁護｣、「対話」

そして「パートナーシップ」である。それ

は－人権と基本的な自由およびすべての人の

平等を「擁護」すること、すべての団体の利

益を共通のものとするための「対話」を行う

こと、本当の参加型のプロセスを実現するた

めの「パートナーシップ」を育むことであり、

(｡)食料安全保障に影響を与える意思決定過程

およびその実行を行ううえで、男女の十分

な、そして平等な参画を促進する。
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に)農村の食料生産者、特に女`性が、金融制度

の利用、適切な技術や、土地、水などの生

産資源を男性と同様に平等に利用し所有す

ることができるような立法を行う。

を解決する方法を探す。

(k)国家開発計画を立てるうえで水の問題を考

慮に入れることは不可欠であり、それが適

切な地域では雨水を有効に利用した農業を

促進する。(f)国際人口開発会議行動計画において定義さ

れた意味における、家族計画と性に関する

健康を含むリプロダクテイブ・ヘルス（再

生産に関わる健康）・サービスを男女とも

に利用できるようにすることで、リプロダ

クテイブ・ライツ（再生産に関わる権利）

が確保できるよう促進する。

（１）地域共同体レベルにおける農業開発を刺激

し、それが適切な場所における天水農業、

農業技術普及サービス、訓練および環境と

調和的な農業技術の移転を促進することを

含む各国の食料と水の安全保障能力を高め

るような投資を増大させるような法的枠組

みと政策を作り出す。(9)万人が教育を受ける機会を促進する－特

に女性や少女が教育を受けることができる

ようにする－ことで、社会および開発の

全ての側面において彼女達の参加が促進さ

れ、再生産に関わる健康の分野を含む意思

決定過程における女性の役割を改善するこ

とができ、その結果、金融制度や農業技術

そして栄養資源が身近なものとなり、容易

に利用できるようになる。

(、)地下水管理の改善を行うことで、化学物質

による地下水の汚染、森林伐採、砂漠化や

集約的農業による急傾斜地における土壌侵

食、灌概地域における塩害、そして水位の

低下など水に関連する問題の解決を図る゜

(､)海水および淡水における漁業資源の持続的

利用と、生物的多様性の保護のための国際

協定および条約の早期批准と実行を促進す

る。

(h)若者がヘルスケア、教育、そしてさまざま

な機会を持てるような政策を支援する。そ

してこれらは、若者の食料安全保障活動へ

の参加を促す。 (o)これまで確立された方法による農業研

究一各国の研究所で行われている農業研

究、特に各地域に適応するための研究や、

参加型の研究一を支援する。環境の価値

とその保護に必要となる経費を経済活動に

組み込み、環境を保護するためのインセン

テイブを与えるような税の体形を構築する

新しい学際的研究を促進する。

(i）食料安全保障問題と栄養失調の問題を解決

に導くためには、いかなる行動が適切であ

るかを明らかにするために、特に極端な貧

困状態にある人や少数民族、障害者などリ

スクを抱えた人々など社会的に不利な立場

に置かれたグループを参加させる。

O）国家開発政策の一部として、農村の経済・

社会開発を促進し、いかなるときにおいて

も人口が片寄る最大の原因となっている、

急増する農村から都市への人口移動の主因

(p)生産の各分野ごとに公正で合理的な経済・

貿易制度を構築するという点も含め、農業、

林業、漁業を環境保護と持続可能な開発の

観点から見直す。
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(q)より合理的な経済政策を策定するよう各国

政府行政部門に働きかけていく。このより

合理的な経済政策は、有限な地球環境を守

り、人口問題を解決するうえで必要不可欠

な公正な世界貿易システムの構築を助ける

ことになるだろう。

私達はこれらの宣言を実行に移すために献身

的に働く。

私達国会議員は「行動への呼びかけ」の実行

を成功させ、ここに述べられた挑戦を果たすた

めの追加的な資金や資源の動員、そして、また

は新たなチャンネルを作るために深く関わり、

献身的に働く。そのために、私達は全ての国の

政策および意志決定者に「世界の食料安全保障

に関するローマ宣言」と「世界食料サミット行

動計画」の公約を実行に移すためには、これら

の公約に高い優先順位を与えることが必要であ

り、そのための政治的な意志が必要であるとい

うことを呼びかける。そして、また私達は、全

ての国に対し、近年の主要な国際会議、特に国

際人口開発会議(ICPD)および第４回世界女性会

議(ＦＷＣＷ)においてなされた公約を実行すること

を呼びかけ、もし必要であるならば各国の、そ

して国際的な優先順位を組み替えることを強〈

(r)世界貿易機関(WTO)合意を含む国際的な協

定が、各国の文化的な慣行、特に伝統的な

主食が持つ文化的`慣行を侵害し、また農業

生産と環境に悪影響を与えることのないよ

う検証するべきである。

(s)食料輸入国と輸出国の協力と関係を強化し

制度化する。そして食料を脅迫や政治的・

経済的圧力、一方的な制裁の押しつけを含

む、いかなる搾取のための手段としても使

わないようにする。

(t)食料安全保障を妨げる人的コストに関し、

先進国と途上国の間の文化的、社会的連帯

を促進する｡

求めるものである。

(u)先進国と途上国の間で経験、アイデア、技

術の交流を図るための協力関係を促進する。

(v)国際的な金融機関の政策や構造調整プログ

ラムが食料安全保障に与える影響を検討し、

見直すよう奨励する。

(w)各国政府に対して食料安全保障分野で活動

する多国間機関間の活動調整を行うよう要

請する。
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用語解説

カイロの国際人口開発会議(ＩＣＰＤ)の宣言文および行動計画で、中心的な概念がいくつか提案され

た。その￣つがemPoweImentofwomenでもう一つがReproductiveHealthandrightsである。

「empoweImentofwomen」は女性が社会的にも健康の面でも、力をつけると言う意味である。この語

を構成する英語のpowerが日本語で「力」と｢権力｣という2つの意味を持つことから、日本語への翻訳が

困難であった用語である。本書ではこの両義的な意味を含む日本語として「女性の権能の向上」訳し、

その後「女性のエンパワーメント」とカタカナで表記することにした。

また、「Reproductive」は政府訳では「性と生殖に関する」となっているが、ただ通例、この用語は

reproductivehealthandrights,includingsexualhealthと特に「性行動に関わる健康」を併記することが多い。

従って、「Reproductive」を「性と生殖に関する」と訳した場合、Rep｢oductiveHealthは「性に関する健康

を含む性と生殖に関する健康」と翻訳せざるをえないことになる。

このため、「国際人口開発議員会議カイロ宣言」および、「国際人口・社会開発議員会議コペンハーゲ

ン宣言｣、国際女性、人口開発議員会議［東京宣言]、第１２回人口と開発に関するアジア国会議員代表

者会議「マニラ決議」までは、翻訳上の整合性を持たせる上から「Reproductive」を「生殖に関する」と

訳してきた。

しかしながら、その後、黒田俊夫博士によって訳語の検討が行われ、「Reproductive」に対する訳語と

して「再生産に関わる」という用語が提案されたｃ「再生産に関わる」という用語が提案されて以降、当

財団の出版物においても、同語を「再生産に関わる」と訳出することにした。

今回、過去の宣言文を編集するに当たって、過去の宣言文で「生殖に関する」と訳されていたものを

改め、「再生産に関わる」もしくは「リプロダクテイブ」とカタカナ表記することとした。

この「Reproductive」に関する検討については本書と同じ「リソースシリーズl」黒田俊夫箸「国連

人口開発会議20年の軌跡一ブカレストからカイロヘー」に記されている。

またその他の用語に関しては「リソースシリーズ４」「国連食糧農業機関1996年世界食料サミット世

界食料安全保障のためのローマ宣言および世界食料サミット行動計画」「補足」をご参照いただきたい。
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