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の低下が顕著なわが国も、ＥＵ諸国
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ると、宿願の統合への道を歩みだし

の断固たる決意にならうべきである。

公式用語により意思疎通を行い、各

環として、国語教育を根底とする最

世界会議」以来、政府開発援助の一

一九九○年の「万人のための教育

たＥＵでも、十五の加盟国が十一の

’１１１，１

巻三・頭。。「■言一
公用語は「国家主権の重要な要素」

と位置づけられ、今後一つの公式用

▲

の発展に不可欠の要素と捉えている

されている。各国とも自国語を国家

年十一月二十二日付け産経新聞）と

語に収数することはない（平成十四

とが求められる。

長期的な視点より忍耐強く進めるこ

人を樹うる」との原点に立ち返り、

矢張り教育の基本理念である「百年

養成は朝令暮改的なものではなく、

ｉＩＩｉＩＩ１ｉｉｉ

ことは明らかである。近年、国語力

求する近頃の風潮ではあるが、人材

することである。経済効率のみを追

となるが、問題はきわめて長期を要

従する優秀な人材の養成が焦眉の急

言うまでもなく自国の言語教育に専

かかる基礎教育には校舎、教材は

とが理解されてきたことを意味する。

家振興の経輪も抱負も壷叩りえないこ

，灯いりん

置かれるようになり、国語なくして国

口と開発問題が言語問題にも重点が

トが推進されている。このことは、人

得を目標とした基礎教育プロジェク

低限の読み、書き、計算の基礎の習

畷ｌ ｌ ｌＩｌ ｌ ｌ ｌ ！

近年、通勤電車の中をはじめ世の
中は漫画雑誌の花盛りである。大多

数は十代の若者であるが、中年族か
らさらには稀ではあるがゴマ塩頭の
塾年組も読み耽っている。長引く不

況、上すべりなスローガンのみが飛
び交い、先行きの見えない閉塞感、

すさんだ世相等々よりの逃避のため、
ついつい漫画に向かうのであろうか。

もちろん、最近の宮崎監督による「千

と千尋」の受賞は、今後わが国の海

外向けアニメ制作に新しい転機をも
たらすものであり喜ばしいことでは
あるが、ただ漫画雑誌を手放さない
世代が社会の担い手となった時、日
本の国語、日本人の思考が如何なる
ろである。

影響を受けるのかは懸念されるとこ

国語 問題について目を海外に転じ
フフブ リブ，
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イズ患者

●南々協力国際会議開く
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１、はじめに
エイズ（ＡＩＤＳ）とは後天性免疫

床一〒Ｌレム室

するもので、世界的規模で流行を続け

と進む。これらの症状の改善と悪化を

パ節腫脹を生じエイズ関連症候群期へ

カンジダ症、難治性へルペス、カポジ

態が進み、最終的には、カリニ肺炎、

繰り返しながら、ついには免疫不全状

現在に至っている。

南山堂

不全症候群のことであり、ヒト免疫不

２、エイズの臨床

肉腫などの日和見感染や悪性腫瘍を合

任。

全ウィルス（ＨＩＶ）の感染により引

多くは感染後六～八週間でＨＩＶ抗

治療に関しては、多くの抗ＨＩＶ薬

<主な著轡〉「衛生学公衆衛生学｣88年医学
書院、「産業保健マニュアル｣01年

き起こされる疾病である。一九八一年

しないまま（無症候性キャリア）数か
ヤリア）数か

が開発されている。一九九七年よりエ

併するとエイズと診断される。感染後

月から十年近

イズ発症の予防効果の高い治療薬によ

体が陽性となり、｜過性急性ウィルス

く経過し、こ

る多剤併用療法が導入され生存率が飛

議委員、環境庁中央環境審議会専
門委員など、多数の政府委員を歴

にアメリカで最初の患者が報告され、

の間、体内で

躍的に改善されている。しかし、感染

五年以内に二○～五○％がエイズ関連

ウィルスが増

からエイズへの進行を遅らせる効果が

感染症様の症状（発熱、咽頭痛、下痢

殖し、同時に

認められているが、確実に完治させる

症候群となる。

免疫を司るリ

薬剤ではない。ところが最近、発症を

この間、厚生省生活環境審議会委

一九八三年に原因のウィルスが発見さ

部卒業
〈現職>東京慈恵会医科大学環境保健医学
講座主任教授
〈職歴>71年米国ネブラスカ州立大学附属
がん研究所研究員。７８年東京慈恵
会医科大学講師、公衆衛生学教室
勤務。同大助教授を経て、８６年同

等）が出現する。その後、症状を自覚

ンパ球が減少

ルス（薬剤耐性ＨＩＶ）が出現し始め

押さえるための薬が効かないエイズウィ
や下痢、リン

－

し、体重減少

員、労働省職業がん対策専門家会

れた。このウィルスはレトロウィルス

<学歴>1967年、東京慈恵会医科大学医学

Ｉ

，

に属し慢性進行性の経過をたどり発症

●清水英佑(しみず,ひですけ）

大教授。
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患者・感染者報告数累計推移
図２

患者・感染者報告数
図１

4500

割が耐性ウィルスを持っているという

患者は年々確実に増加の一途をたどっ

一方、国民のＨＩＶ感染者・エイズ

ている。

が、日本国内でも広がりはじめ、問題

ている。図１は、平成二年より十三年

ている。欧米では新規感染者の一～二

化している。

までの新規エイズ患者およびＨＩＶ感

染者の推移であるが、着実に増加して

中心に広まったが、その後調査が進み、

最初の患者はアメリカで同性愛者を

ＨＩＶ感染者を見ると、男性同性間の

を示している。さらに、図３から新規

計の推移を示したが、右上がりの増加

いる。また、図２に患者・感染者の累

三つの感染経路によることが判明した。

性的接触で感染した者が急速に増えて

３、感染経路

すなわち、①ＨＩＶ感染者との性行為

いるが、異性間の性的接触による感染

エイズ患者の動向は、平成五年頃よ

（精液や膣分泌物）、②ＨＩＶに汚染さ
固因子製剤輸注、注射の回し打ち）、③

り増加し、最近は横這い状態ながら百

者も徐々にではあるが増加している。
ＨＩＶ感染者の妊娠・出産による新生

四十～百五十人位が発症している。し

れた血液・血液製剤の注射（輸血、凝

児感染である。この内最も多いのは性

かし、同時に男性同性間の性的接触に

イズ患者・ＨＩＶ感染者の動向も日本

加している。日本国内の外国人新規エ

よる新規エイズ患者も少ないながら増

的接触によるものである。

４、曰本の現状

の血友病患者がＨＩＶに感染するとい

凝固因子製剤により、不幸にして多く

五年三月三十日現在）。これによると（外

者・エイズ患者累計を示した（平成十

表１に最近の、我が国のＨＩＶ感染

人同様に増加傾向にある。

う事態が生じたが、現在一千四百三十

国国籍も含めて）、ＨＩＶ感染者の累計

我が国のエイズ患者は当初、非加熱

一人が登録され、国との和解も成立し

６

AlDS特集／エイズの現状と対策

図３新規ＨｌＶ感染者・新規エイズ患者の性的接触による感染の年次推移
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表１感染者・患者報告数の累計
日本国籍

計

０

１

７３８０３５

Ｊｊ

１３０
５

４７３

３５２３９４
２８
０

２１

３１２

７

９

ｑ

３

１

371

２，６２４

Ｌ４１３

1８

Ｌ４３１

２

2,253

１

676

２

２１６
９

１

３

１

Ｌ４３１

５，２８６

712

２６９６１
２１
４８
６
’０

1８

220

Ｌ５３０

９
７
９

1.413

２
４
５

凝固因子製剤による感染者

456

４２６６６

Ｌ948

計

９８１４１３
７５１
２０
３
２

151

２
９

1.797

3,756

１

合計

1.718

７１０３７

不明

409

676

１

3２
370

２５

ＬＬ

０１７１８
１
５
４

その他

11

１０

６５２１５

２

２７１１４１
１１
６５１
１
２

８

２

母子感染

６

１１

５

３

静注薬物乱用

９

565

６
３

同性間の性的接触

１３

６５
２４

１０８

１２６

１１７

817

ＡＩＤＳ患者

異性間の性的接触

1７

２８

６

４８

２９

44

431

６

１１３

566

３．１３７

１

912

合計

０８

（ご
（ｂ
ｌｏ

1.099

ＬＬ

619

４
２
３

０３２

１１４

148

不明

女

男

ＦＤ
Ｏ）

男
２４
２１

女

計

合計
842

１

戸。
３

ＪＧ

その他

４４

母子感染

１１

静注薬物乱用

４０

ＨＩＶ感染者

同性間の性的接触

女

男
０７

異性間の性的接触

外国国籍
ＰＣＰ。
０Ｊ〈Ｕ
ｎｄ［ｌ

感染経路

(15年３月30日現在）

１

191
624

1７

１５
６５

(日本医事新報NMl27より）
７

は五千二百八十六人で、男性は三千七
百五十六人（七一二％）、女性は一千
五百三十人（二八・九％）である。こ
の内、全体に占める異性間の性的接触

的接触による感染が急増している。

性は高い。発生

の予防、啓蒙、

医療の提供、研

十二万二千人（’’○○｜｜年）である。

万人、そのうちエイズ患者数は二百八

Ｖ感染者・エイズ患者総数は四千二百

ＷＨＯの報告によると、世界のＨＩ

と蔓延の防止対

山発生の予防

る。

どが必要とされ

力、人権配慮な

究推進、国際協

一一十四人で、男性が二千二百五十一一一人

二○○二年の新規ＨＩＶ感染者数は五

策辨感染の最も

５、世界の状況

（八五・九％）、女性は三百七十一人（’

百万人、ＨＩＶ／ＡＩＤＳによる死亡

多いのは性的接

によるのは四一一・三％、同性間の性的

四二％）であるが、女性の約六○％

者数は三百十万人とのことである。主

た、針刺し事故による実際のＨＩＶ感

が、社会的には大きな問題である。ま

染者共に一％以下と数値的には少ない

物乱用や母子感染はＨＩＶ患者及び感

五・四％）の方が倍近く多い・静注薬

三・八％）より異性間の性的接触（四

イズ患者では、同性間の性的接触（二

ＨＯ／ＵＮＡＩＤＳ）。また、結核の合

の二千九百四十万人であるという（Ｗ

者が多いのはサハラ以南の南アフリカ

示してないが、世界で最もＨＩＶ感染

ア諸国などでの増加が著しい。表には

ちになっているのに対して、東南アジ

に示したが、先進国での増加率は頭打

要国のエイズ患者数の年次推移を表２

料の匿名による

保健所では、無

ける必要がある。

の行動に結びつ

蒙を行い、個人

提供と知識の啓

て、正確な情報

触である。従っ

一方、エイズ患者累積数は二千六百

接触は三五・一％である。

は外国国籍である。内訳を見ると、エ

染率は○・三～○・四％であるという

検査と相談を実

確認検査陽性件

しかし、ＨＩＶ

にある（表２）。

最近は減少傾向

施しているが、

併例が問題となっている。

ＨＩＶは感染症であるため予防可能

エイズ対策

６、我が国のこれからの

報告がある。

最近の特徴は、感染が拡大傾向にあ

り、首都圏をはじめとする都市部に集
中していること。感染者が一一○～三○

代、患者は三○代以上が主体となって
いることである。特に日本人男性の性

過去５年間のＨｌＶスクリーニング検査件数（Ｎ＝511保健所）

表２

平成７年度

平成８年度

平成９年度

平成10年度

平成11年度

保健所合計

38,904

50,074

32,947

4Ｌ201

37.893

平均件数

76.1

98.0

6４．５

8０．６

7４２

(河原和夫：平成12年度厚生科学研究ＨＩＶ検査法及び検査体制の研究より）
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表３過去５年間のＨｌＶ確認検査陽性件数（Ｎ＝511保健所）

とにより、より

の連携をするこ

強化と専門医と

拠点病院の機能

“エイズ治療の

②医療の提供

言える。

止につながると

ことが蔓延の防

した対策をとる

背景を十分考慮

も人権や社会的

で行う。いずれ

は職場教育の中

れたり、あるい

育の中に取り入

の普及を学校教

る正しい知識等

さ、感染に対す

割、受診しやす

ら、保健所の役

こうしたことか

ている（表３）。

数は逆に増加し

おいても採用及び配置等について差別

して十分な配慮が求められる。職域に

害施策担当者等、個人情報の保護に関

として、保健所、保険事務担当者、障

⑤人権への配慮知医療機関をはじめ

なければならないと思われる。

診断・治療・研究の面でさらに推進し

である。特に、発展途上国への協力は、

ばならない。研究者の人的交流も必要

交換、研究の協力などが行われなけれ

例国際協力叩国際協力により情報の

検査方法の研究が必要である。

ＩＶ感染リスク防止のために検査体制・

済みであるが、今後も献血者からのＨ

られる。輸血による感染は過去に経験

ムの研究、薬剤耐性の研究などが求め

である。また、エイズ発症のメカニズ

法の開発の強化と研究費の確保が必要

効薬やワクチンの開発、診断法や検査

⑧研究推進亜エイズ治療のための特

構築が必要である。

医療水準の向上、情報ネットワークの

メディカルの人々の養成と診療機関の

ことが重要である。また、専門医やコ

ビスや福祉サービスを受けやすくする

がこれからの課題である。

集めてよりよい予防対策を講じること

である。現状を把握し、人類の英知を

壊滅することもあり得る重大な感染症

ては部族、村、あるいは国のレベルで

療法もまだ確定していない。場合によっ

約二十年間で世界中に蔓延し、その治

との性的接触によってさらに拡大し、

Ｖ感染症が、同性愛者だけでなく異性

同性愛者達から明らかになったＨＩ

要とされる。

につながらないような十分な配慮が必

一一

一２、国民衛生の動向五○巻九号Ｐ一一
一一一一九－‐’四一厚生統計協会一一○一
一ｏ’’’
－３、日本医事新報四一一一七号エイズ一
一動向情報Ｐ七八二○○｜｜｜曰本医一
一事新報社

一東京一一○○一一

一一一一、高野健人他編集、朝倉書店一

－１、社会医学事典Ｈ１ＶＰ’四二’一

『②「感ＩＩＩＩｌｉＩＩ

７、おわりに

専門的医療サー

９

平成７年度

平成８年度

平成９年度

平成10年度

平成11年度
保健所合計

1２

1８

2５

3６

5５

確認検査陽性率

0.031

0.036

０．０７６

0.087

０．１４５

(河原和夫：平成12年度厚生科学研究ＨＩＶ検査法及び検査体制の研究より）

輿入□曰題言我員懇談会のメンハー

』『『

品アプリ

国際人ロ問題 議員懇談会メンバーの二議員は、 ＨｌＶ／エイズの
被害が 世界で最も深刻といわれる南部アフリカの実情と、 安全な水

の確保や乳幼児の健康向上を目的としたプ ロジェクトなどを視察す
るため、八月九日から十七日まで、ザンビ ァ共和国と南アフリカ共

和国を訪問した。
二カ国では、カウン

セリング施設やケア施
設、大学病院、さらに
水処理施設や日本の技

術支援によって生活環
境が改善された貧困地

域を訪問。Ｈ－Ｖ／エ
イズ問題の予防策や治

療システムなどエイズ
禍の実情と窮状につい

て現場担当者から直接
聞く機会を得た。
また、保健大臣をは

じめ、社会開発に関わ

る議員と懇談し、両国
の政策方針と課題について率直な意見交換 を行った。
ズ対策には、貧困の撲滅
この訪問の結果、蔓延す るＨｌＶ／エイズ対策には、

や保健衛生プログラムの実施といった社会環境整備と、
環境整備と、草の根しべ
ルの地道な教育活動が必要であると痛感。 同時に、ＨｌＶ／エイズ

対策が十分に行われるためには、日本の国 会議員も国際協力の一端

南部アフリカ視察団メンバーリスト

宇洋……参議院議員・無所属

啓志……毎曰新聞社・政治部記者

貞雄……リビングミュージックジャパン・通訳

亮子……側)アジア人□・開発協会・プ□グラムオフイサー

将規……1M)アジア人□・開発協会・研究員

●●●●●●

浜岩田本村本
長黒吉宮木竹

博行……衆議院議員・民主党（団長）

があることを認識した。

政策担当者の活動を支援していく必要

を担い、積極的に当事国の国会議員・

国際人□問題議員懇談会

１０

AlDS特集／南部アフリカ２カ国を訪問

ンビア共□
Ｆ首都一《〃【

Ｍル｛鞍モカ

功、コミュニティーの自立発展性がす

すんでいる。

Ｉ

きた。少女が水道口を笑顔一杯でひねっ

目を輝かせた子供たちが駆けだして

１市肉周廻地区の給水計画

が歌を歌い踊っている。その人だかり

かりが出来ていた。住民ボランティア

広場には乳幼児を抱いた母親の人だ

ｌプライマリー元スケア

●歌って踊って、
母親の関心を呼ぶ

てみせる。この少女の母は一日三回と

の中からボランティア職員がひょっこ

●住民連帯の輪を強めよう

決められた料金支払い制の給水場の責

り現れ、「職員が歌って踊って、子供た

ちを連れたお母さんの関心を呼んでる

任者である。

ルサカ市内でも最貧困地区であった

的事業として始められた。みんなの努

用者の料金収入で全てまかなうモデル

て作られ、給水施設の維持管理費も使

四期にわたり日本の無償資金協力によっ

給水施設は一九九三年から二○○○年、

し、多くの住民が命を落とした。この

はひどく、雨季になると感染症が蔓延

活動への協力も乏しかった。生活環境

ランティア意識は低く、コミュニティー

てコミュニティー活動を継続させ、さ

広く普及させるために、住民自身によっ

向上に取り組み、第二期はその成果を

排水溝整備等、地域の活動促進、健康

幼児成長促進、下痢予防、ごみ収集や

ランティアの育成、保健教育活動、乳

行われる。第一期はコミュニティーボ

クトが一九九七年から二○○七年まで

プライマリーヘルス・ケア・プロジェ

日本の技術協力プロジェクトとして

んです」という。

力が実って住民組織強化、責任者の育

らに発展させていく予定だ。

ジョ１ジ・コンパウンドでは住民のボ

成、料金支払いの重要性を啓発等に成

11

コンパウンドの給水場
ジ
ジョ

エイズが広がり、今はＨＩＶ感染率が

活動である。アジアとアフリカ・アラ

であり、党派やイデオロギーを超えた

が尊厳を持って生きていくための基礎

二○％に達した。ＨＩＶ／エイズに対

ブ地域と連携し推進していきましょう」

発見されて以来、猛烈な勢いでＨＩＶ／

する無知や恥とする概念、伝統や風習、

とＦＡＡＰＰＤ発足の契機を作った桜

●曰本の援助に熱い感謝
ルサカ市内のザンビア保健省でブラ

西洋文化の流入が新たなＨＩＶ感染者

井新参院議員の挨拶を代読した。

ｌザンビア保健大蘆と会談

イアン・マテタ・チトゥウォ保健大臣

を生み続けている、と大臣は語った。

ｌ‐市Ｙｌ

●信じられない迷信

ｌ貝性教育が先決

国中が失業者で溢れている。男性は昼

ザンビアの失業率は七割にものぼり、
ただきたいと陳情した。

間から酒を飲み、バーでは女性を差別

した歌が流れている。女性の地位が低

いため、避妊具使用は男性の意志で決

まる。社会、経済力と引き替えに若い

信託基金によりＦＡＡＰＰＤが開催し

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）の日本

う風習がある。処女との性交渉でエイ

亡夫の兄弟か親類の男性と性交渉を行

くした女性は死者の魂を鎮めるために

女性は年配の男性の妻になる。夫を亡

たワークショップは、人口と開発に関

ＵＮＦＰＡ現地事務所代表は「男女

ズが治るという信じられない迷信が生
代表、人口議連関連機関職員などが参

の格差や伝統、風習が壁なのです」と

する啓発セミナーで、南部アフリカ十

加した。開会式に出席した黒岩宇洋議

男性教育の重要性を強く指摘した。同

きていた。

員が「人口と持続可能な開発は、人類

カ国の国会議員、ＵＮＦＰＡザンビア

ラム（ＦＡＡＰＰＤ）ワークショップ

ｌ…三舌闇雲雪‐

●黒山石議自貝が挨拶

ｌ‐ｍＹｌ

引き続きＨＩＶ／エイズに支援してい

大臣はこれまでの日本の援助に感謝し、

が協力し問題に取り組んでいる。また、

る予算枠組みを設け、さまざまな省庁

政府は各省にＨＩＶ／エイズに関す

と会談した。

’九八五年に最初のＨＩＶ感染者が

チトウウオ保健大臣（中央）と の会談

1２

付いた活動を進めていきたいと語った。

入れて、現地ボランティアと地域に根

ポートに加え「男性への教育」に力を

教育、女性の地位向上、保健衛生のサ

事務所では、これから女性、若者への

ウンセリング施設とカウンセラー訓練

つぶやいた。ルサカ市内には五つのカ

リング施設、ホープ・ハウスの職員が

アで最初のＨＩＶ／エイズのカウンセ

セリングというＮＧＯが作ったザンビ

のだ。

対応しきれない。これが悲しい現実な

激しいホスピスは従来のベッド数では

を看ている。入院患者の入れ替わりの

間体制で末期エイズ患者やエイズ遺児

ビス」は在宅ケアと協力し、二十四時

あの手、この手

●医師の頭脳流出に

ｌｌｍＴｌ

所がある。無料でＨＩＶ検査を行い、

事などの悩み、他の病気や心の不安に

ＨＩＶ／エイズ患者の生活、結婚、仕

ｌ‐ｍＴ－

●オープンな語り〈ｐい、
患者の心を救う

対してもケアをしており、一日に八十

ＨＩＶ／エイズは「恥」という概念が

「医師や看護師がどんどん海外に行っ

Ｉ芸ア初の力三リン曇

ある中で、オープンに語り合える場に

てしまいます」。十数年間、学費と時間

ｌザンビア大学付属教育病院

「人々に希望をもって生きてほしいの

患者は心の救いを得る。生きることに

をかけ医師や看護師になった人は、賃

人ぐらいがカウンセリングに訪れる。

です」’’九九一年にカラカウン

希望を持てる施設とケアがこれから益々

金の高い海外に行ってしまう。こうし

実や医師・看護師への給与以外の報酬

ビア政府は医学生への奨学金制度の充

た「頭脳流出」に対応するため、ザン

必要となる。

１－巾Ｙｌ

●「ベッドの鋤譲が足りません」
その施設の職員はそっと病室のドア

クト』を実施しており、検査マニュア

ザンビアで日本は「感染症プロジェ

を与えたりしている。

を開けた。「ベッドの数が足りません」。

ルや検査技師の育成、エイズの現状調

■病院の不備蓬嘆く職貝

患者は痩せ細った体をベッドに横たえ、

査及び治療モニタリング、結核の検査

（木村亮子）

技術の向上に力を入れている。

開かれた目は力なく宙を見つめていた。
弟をエイズでなくしたオランダ人女

性の寄付から始まった「ジョン・ホス

1３

ホスピスの病室で
ジョン

根本神父由の説明を

聞く長浜団長
一聖フランシス･ケア･センター－

○現地で奮闘する
曰本人・根本神父
ｌ聖フラン三…ンター

「今朝も二人が亡くなりました」。

巖ラレドＵア

またこの施設に戻ってくるのです。こ

の施設に来られる人はまだ恵まれてい

るのです」。

国連エイズ合同計画（ＵＮＡＩＤＳ）

と世界保健機関（ＷＨＯ）によれば、

アフリカ大陸でのエイズによる死亡者

ヨハネスブルグ郊外にあるエイズ末
期患者のホスピス主宰者、日本人神父

数は今後も増えつづけ、二○’○年ご

のと予想されている。とりわけ南アを

の根本昭雄さんは、白色の布に覆われ
医療施設・エイズ孤児のための幼稚

含む南部アフリカは、世界のＨＩＶ感

ろに年間死亡者数のピークを迎えるも

園・教育施設・教会・霊安室などから

染者・エイズ患者推計数のうち七○％

た小さな遺体を前に静かに語った．

なる聖フランシス・ケアセンターは地

が集中している。

入院を待つ患者もいるという。国民の

に埋まってしまう。なかには一年間も

黒人居住区の病院敷地内にあるＨＩＶ／

あるモハウ児童ケア・センターは、旧

南アフリカの首都プレトリア近郊に

ｌ竈ハウ児童ケア…‐

○里親探しが
子供を救う命綱

１１●－１

域の人たちに良く知られた施設である。
ケア・センターは看護士や准看護士、
ケア・マネージャを含めて五十人弱の

熱心なスタッフやボランティアによっ
て運営されている。およそ七十人分の

約十人に一人が感染し、国家平均のＨ

エイズ感染児童の孤児院だ。○歳から

病床は、入院を待機する人たちですぐ

ＩＶ／エイズ罹患率が二五％と言われ

十八歳までのエイズ孤児三十五名に、

「これまでに六百名ほどの孤児を受け

を営むための手助けをしている。

治療と教育を施しながら、充実した生

る国の実情だ。

「栄養失調のような状態で来る人もい

ます。施設で健康状態が回復し、自宅
へ戻る人もいますが、エイズが進行し、

1４
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ほどが既に亡くなっています」。出入り

入れてきました。そのうち四百三十名
ていた。

たという児童の写真が、数十枚飾られ

た五歳の男の子をはじめ、今年亡くなっ

｢一人でも多くの孤児に里親を」－モハウ児童ケア・センター－

口に近い廊下には、つい先日亡くなっ

○エイズ作戦
「政策変換はない」

ど、自宅へ戻ることができないケース

既に両親がエイズで亡くなっているな

者でもあるツァバララ・ムシマング南

視察団はＨＩＶ／エイズ対策の総責任

ヨハネスブルグにある南ア保健省で、

■南ア保健大蘆との会談

が多いので、我々は養子縁組やフォス

ア保健大臣と会談した。大臣は、昨今

「健康状態が良くなった孤児たちでも、

ター・ペアレンッ（発展途上国の子供

サーチ・モニタリングといったこれま

のＨＩＶ／エイズ問題の取り組みにつ
しかし、必ずしも里親が見つかるわ

での取り組みとその経緯、今後の重要

たちの里親制度）募集を積極的に進め

けではない。ＨＩＶに感染した幼児に

となる戦略プログラムについて、熱心

いて、予防教育、ケア・サポート、リ

高額な抗レトロウィルス薬（ＡＲＶ）

に語った。

ています」。

の投与を続けるためには、里親による

その中で、三億個ものコンドームの

製粉業界への働きかけや、文化庁との

経済的支援が不可欠だ。それだけに養

ＵＮＡＩＤｓと国連児童基金（ＵＮ

協力による感染の実情把握など、さま

無料配布や、地区病院・診療所などコ

ＩＣＥＦ）の合同調査によれば、一九

ざまな活動が活発に行われていると強

子縁組や里親制度は、ＨＩＶ感染幼児

九五年時点で六万人を超えるエイズ孤

調した。さらに、近年、南ア政府の政

ミュニティーベースでの診療体制構築

児は二○○五年に百三十万人、一一○’

策転換として指摘された公立病院のＡ

にとって、単なる支援を超えて、生死

○年に百七十万人に達すると言われて

ＲＶ投与許可についても、「これまで同

の試み、日常の食事を改善するための

いる。エイズ孤児支援体制作りは、今

様、一貫して支援体制作りをしている」

を分ける命綱だ。

後ますます重要になる。

1５

~~ず竜~P￣~〒!~':ベーーデーーー￣…Ｔｌ-月
鷺爾｝霧再議足

と強調し、政策転換ではないと説明し
た。

○新しいケア・センター
の元で
ｌエタフィニアイ
ケア・センター

要スタッフとし

て働いている。
ケア・セン

ターの活動の歴
史は古い。二九

八三年に地元女

性らが中心と
なってスタート

したグループは、

大人たちにも活

ケープタウンは南アフリカ経済の中

貧困地区にあるエタフィニ・デイ・

動の輪が広がっ

始めはなかなか

ケア・センターは、地域社会と綿密に

ていった」実績

心地であり、近代的なビルが立ち並ぶ

連携を取りながら、エイズ患者支援（と

のある市民組織

共感を得られな

りわけエイズ孤児たちへの支援）を行

だ。今では市議

大都市だ。だが、｜歩郊外に出れば無

う住民グループの活動拠点だ。新しい

会からの支援も

かったが、子供

建物は未だ建設中だが、建設現場を技

取り付けた。「家

数のバラックが広がっており、南アの

能訓練の場として、スラム地域に住む

庭訪問をしたり、

するスタッフの女性たちは、地域活性

たちに呼びかけ

若者に実践的な教育を行っていた。「多

住民参加のお祭りを催したり、努力し

化のための本拠地づくりを着実に進め

経済格差を象徴する〃光と影〃に彩ら

くの若者がこの職業訓練によって、仕

ているのよ」。新しいケア・センターの

ていた。

ていくうちに，

事を得られるようになり、喜んでいま

見取り図を示しながら、笑顔で説明を

れた町でもある。

す」。ローズさんは、ボランティアの重

住民グループから支援を受ける子供一エタフィニ・デイ・ケア・センター－
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AlDS特集／南部アフリカ２カ国を訪問
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会室で、視察団は社会開発委員会のエ

ケープタウンにある南ア国会の委員

犯罪者のエイズ診断義務化が法律案と

ているためと指摘。「しかしながら、性

の影の部分に属する人々を通じて広がっ

ｌ社会開発委員会のサロジー委員長と会談Ｉ

ブラヒム・サロジー委員長らと会談し

して議論されるなど、検査体制を充実

させる試みは徐々に進められている」

た。

会談で、サロジー委員長はＨＩＶ／

後、深刻化するだろうと思われるもの

える点を問題視していると語った。今

接的な負担が集中し、エイズ孤児が増

大きさを強調。とりわけ生産人口に直

ドームが使用されないのは、男女問の

し、サロジー議員は「日常生活でコン

得ない難しさを質問した長浜団長に対

活動という密室的行為に介入せざるを

ＨＩＶ感染に対する予防対策が性的

と前向きな姿勢を説明した。

として、食糧の不足、教育水準や医療

社会的・経済的格差が大きいため」と

エイズ問題が南ア経済に与える影響の

サービスの低下、性的搾取などを挙げ

答え、エイズ対策は貧困対策プログラ
とを強調した。

（竹本将規）

ムと同時に行われるべきものであるこ

た。

これほど深刻化するエイズ感染の原
因について質問した黒岩議員に答え、
サロジー委員長は、エイズ感染の実態
がわかりにくいのは、感染が主に社会
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AIDS特集／２割以上がエイズ

うつるな目……

みされた無料のコンドームに手を出す

人はいない。エイズの罹患率は卯％・

チッウォ保健相は「経済、教育にも深

刻な影響を与えている」と語った。

南部アフリカにエイズがまん延する

与野党の国会議員で作る国際人ロ問題議員懇談会（事務局Ⅱアジア人ロ・開

発協会）の一行（団長・長浜博行民主党衆院議員）が今月９～何日、ザンビア、

傾向が強いことに加え、女性の地位が

理由の一つは、感染を「恥」と考える

【吉田啓志・写真も】

南アフリカを訪れ、エイズ問題の現状などを視察した。国民の２割以上が感染

し、国家の危機に揺れる両国の実情を報告する。

低いことにある。夫が避妊具装着を拒

急変して死んでいくこの施設で、昨年

がある。入所者の多くが１週間以内に

ス「聖フランシス・ケア・センター」

エイズ末期患者約加入が過ごすホスピ

南アフリカ・ヨハネスブルク郊外に、

な医師は海外に流出する。危機管理庁

などを除くエイズ罹患率は妬％・優秀

いる。人口４２１０万人のうち、老人

差拡大とともにエイズ禍に直撃されて

から血年。それでも、南アは貧富の格

人種隔離政策、アパルトヘイト撤廃

いる人に避妊具をしろと言ってもね」。

る。失業率は７割。「朝から酒を飲んで

は国際銅価格の低迷で不振の極みにあ

銅鉱山に依存してきたザンビア経済

いでいる。

あるため、女児の痛ましい被害も相次

交わればエイズが治る」という迷信が

否すれば、妻は強く言えない。「少女と

８月から入退所を繰り返す黒人女性、

は、、年内に公務員の４人に１人、妬

国連人口基金のザンビア代表、オキャ

ザンビア・南ア国際人□問題議員懇が視察

ノムサさん伽は多くの死を見つめてき

万人がエイズで死ぬ可能性を警告して

ラハンさんはため息をつく。

根本昭雄さん価は「怖くないはずはな

る。センターを主宰する日本人神父、

水、ヘルスケア事業が進む。疫病の予

国際協力事業団（ＪＩＣＡ）による給

ム、ジョージ・コンパウンド。日本の

ザンビアの首都ルカサに広がるスラ

済協力局）と２国間援助はしていない。

に過ぎず延々と援助が必要になる」（経

だ。しかし、日本の外務省は「延命薬

も可能な抗エイズウイルス剤（ＡＲＶ）

現状で最も有効な策は数十年の延命

りかん

た。

いる。

い。ただ、死にゆく人が他の患者に信

防注射をするテントの前には、乳幼児

「快適よ・死への恐怖はないわ」。淡々

仰を説く姿にはこちらが教えられます」

を抱く母親たちの長い列。ただ、山積

と語るノムサさんだが、その目はうつ

と言う。
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私を揺るぶ

て「死」とは何であろうか。これが我々

日本人視察団の率直かつ最大の疑問と

いわれるザンビア。屈託なく私になつ
いてくるこの目をきらきらと輝かせた

その後、ザンビア保健大臣チトゥウォ

なった。

いる。十人子どもがいれば、そのうち

氏、ＵＮＦＰＡザンビア代表オキャラ

子ども達も恐らくその比率で感染して
の三、四人が早晩エイズで死んでゆく。

ハン女史らとの会談の中でその謎が徐々

なっているものがあった。それは大量

この現場に置かれた机の上に山積みに

家族計画等の保健教育を行っている。

予防接種を目的に多くの女性を集め、

に集う。ここでは乳幼児の体重測定や

幼児を連れ居住区の一角のテント広場

活動での一コマ。何百人もの母親が乳

力して行っている居住区での保健教育

更に衝撃が私を襲う。ＪＩＣＡが協

ているのだろうか。ろくに教育も受け

その若者たちはどのような将来を描い

もない彼らは低年齢でＳＥＸを覚える。

行き来が容易な事に加え、特段の娯楽

りも不充分な貧相な家に住む。男女の

る。彼らの多くはバラックの様な仕切

疑問を解く重要な鍵、それは貧困であ

国民性を持つと聞く。しかし、我々の

は元々それ程先々の事を考えはしない

に審らかになってゆく。ザンビアの人々

つまぴ

それがザンビアの現実である。

のコンドームである。女性は誰一人コ

ていない彼らを待つ未来は失業と飢え。

もその僅かな恐れは、若い性衝動の前

ンドームを手に取ろうとはしない。そ

アフリカにおけるＨＩＶ罹患率の高

ではあまりにも無力なのか。彼らは易々

生きる事に夢を持てない彼らは反射と

り込んだザンビアでの初日、我々はル

さの要因で避妊具（コンドーム）を着

とＨＩＶに感染してゆく。

れが死を防ぐ一手段という事を理解し

サカ市の郊外の貧民居住区ジョージ・

けない事は大きなウエートを占めてい

その他、ＨＩＶ罹患率の高さは現地

して死を恐れない。仮に恐れたとして

コンパウンドに足を運んだ。さすが超

るはずである。彼らはそれを知り、そ

ていても。

多産多死の国、そこは湧くが如く沢山

:露麟量騨灘;：

の風習・文化にも起因している事を付

トがて視の日間あ分焦<均とやは球

してその手段を有していてもそれを使

■

の子ども達で溢れ返っていた。ＨＩＶ

；iljlilliiiiiliiIllIＩ１ｌｉ

言しておく。ザンビアでは夫が死ぬと、

院議員ﾄﾞ

おうとはしない。彼らにとって果たし

ｒＵ

の罹患率が実際には三割とも四割とも

鱸..÷
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AlDS特集／私を揺るがした ６日間

その妻は夫の兄弟と性交渉を
行う慣習がある。その事で夫
の魂を鎮めるのだと言う。し
かしＨＩＶ／エイズで亡くなっ

た夫のＨＩＶ／エイズウィル
スは鎮まるどころか更に広がっ
てゆくのである。また、男性

優位社会である事も見逃せな
い。まずコンドームを着ける

事は男らしくないとされ、そ
して装着しない事を女は拒め
ない。机の上の山積みにされ
たコンドームに女性が手を出
さないのも悲しくも頷ける。

らう。そこには白い布に覆われた小さ

な遺体が二体眠っていた。ベッドと霊

安室が空間的だけでなく時間的にもこ

れ程近い場所が他にあるだろうか。こ

の国では死が余りにも身近だ。

「貧困」がエイズを生み「保健」を害

す。多くの教育者も亡くなり「教育」

が停滞し、そのことが「経済」をも悪

とてつ

化させる。そしてそれが更なる貧困芹一

生む。これは途徹もなく複雑に絡みあっ

た負の連鎖である。この悪循環を断ち

切るためにはそれぞれ一つの分野ごと

での対応では不可能であろう。抜本的

且つ総合的な対策が急務である。ボツ

末期エイズ患者のホスピス、聖

る。ここでも胸が痛むシーンに遭遇する。日本人の根本昭雄神父が運営する

人的且つソフト面での援助も欠かせな

然大事であるが医者や教育者の派遣等

ろう。我が国としては経済的援助も当

ワナのような緊急事態宣言も必要とな

フランシス・ケア・センターを

い。これは、もはや他人事ではない。

国は南アフリカ共和国に移

訪れた。ここの入所者は一月で

古くは欧米人はアフリカを「暗黒大

我が国にとっても保健安全保障に係わ
今朝亡くなったのだと言う。こ

陸」と差別を込めて椰楡した。私は決

七割が死んでゆく。ある部屋で

こではベッドの数だけ人が死ん

して差別を込めはしない。しかし、こ

る由々しき問題である。

でいく。センター内の最近新設

の大陸をＨＩＶ／エイズ禍から救う道

やゆ

されたという霊安室を見せても

2１

聖フランシス・ケア・センターで根本照夫神父の説明を聞
く黒岩参議院議員
空いたベッドを一つ発見した。

塁Iiiii
1966年新潟県生まれ

●黒岩宇洋〈くろいわ･たかひろ〉

〈現職>参議院議員(内閣委員会所属､無年
金障害者問題を考える議員連盟事
務局長、サッカー外交推進議員連

<学歴>東京大学法学部中退
く職歴>側住宅産業研修財団、㈱黒岩地域
盟副会長）

福祉研究所、㈱日本アピリテイー

ズ社、参議院議員公設秘密を歴任

吟引吟■へ■￣畠円

みしめなければいけない。暗黒の道を

アリティーが欠けている節がある。そ

いないためＨＩＶ／エイズに対してリ

謝と敬意を表して私の徒然なる随想文

ＡＰＤＡはじめ、関係諸氏に心から感

今視察をコーディネイトして下さった

いことを実感をもって教えてくれた。

明るい未来に繋げる決意を込めて私は

れが対応を鈍らせているのかも知れな

を結ばせて頂く。

るとＨＩＶ／エイズに感染する環境に

今敢えてアフリカを呼ぶ「暗黒大陸」

い」。私たち日本人もこの問題に付いて

が如何に困難であるかを我々は深く噛

と。

は切迫な現実感を持つべきであろう。
アフリカでの六日間はＨＩＶ／エイズ

ここで榎駐南ア日本大使の興味深い

指摘を紹介しておく。大使曰く「この

というものが決して対岸の火事ではな

機構」としてスタートするＪＩＣＡの

力・支援にあたっては、いつも日

川上総裁は「私は、途上国への協
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国の為政者も我々大使館員も、ともす

「私たちは、オール・ジャパンとして、

改組について、会場からの質問に力強

本が途上国だった頃を思い出し、
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これからも人と人、技術協力をさらに

く答えた。

やまなかった。

者に深い感動を与え、拍手が鳴り

と語った。この謙虚な発言は出席

らもこれが日本の姿勢ですｌ」

て進む姿勢を貫いてきた。これか

と共に考え、共に学び、手を携え

理組織）に至るまで、現地の人々

の整備、グッド・ガバナンス（管

その経験に基いて農業問題から法

強力に行なうため引き続き国際協力に

大遷叡な懲罰

国際協力機構の理事長には、緒方貞

迂迅月〃Ｐ柊略Ｆ・沖ｆ〔か円畢

全力をつくしてまいりたい」ｌ国際

子女史（前国連難民高等弁務官）の就

鑑轍霧一

協力事業団（ＪＩＣＡ）総裁の川上陸

任が決定しているが、ＪＩＣＡを去る
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朗氏は十月一日から新たに「国際協力

露§
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辮

鰄

国連ハウスで、南々協力国際シンポジ

ウム「貧困とＨ－Ｖ／エイズ」が行わ

れた。今年で第一一一回目となる会議は、

国連事務次長をはじめ、アジア・アフ

リカの政策担当者、曰本及びアジア・

太平洋の国会議員、国連諸機関の要員、

学識経験者、ＮＧＯ代表が集まり、ア

ジアに急速に蔓延し続けるＨ－Ｖ／エ

イズの対策、それに関わる女性の地位

向上、若者の保健問題、人間安全保障、

政治指導力の強化などについて討論し
た。

開会式で南野知惠子議員（ＪＰＦＰ

女性問題部会長）が各国の政治的指導

者による決断や指導力がエイズ蔓延阻

止のカギとなり、特にエイズの予防と

教育の重要性、女性と若者に対するリ

プロダクテイブ・ヘルス政策の重要性

を述べた。基調講演と六つのセッショ

ンの、主な内容は次の通り。
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九月三日から一一一日間、東京渋谷区の

Ii i il Jjlili l i ili l i1il；
ナフィス・サディック女史らを迎えて開かれた南々協力国際シンポジウム

基調講演１

これから十年が勝負
サディック国連事務次長

る大幅な新規の資金協力が必要だ。南々

急を要するものであり、ドナーからの

向上、若者の問題が相互に深く関連し

協力ではこれまでの経験で得たものや

京宣言、二○○○年に採択されたミレ

開発・貧困とＨＩＶ／エイズの背景

ている。地域、共同体、政府、国際社

学んだものを共有し、新たに効果的な

ニアム開発目標（ＭＤＧｓ）、特に第三

ＨＩＶ／エイズ予防プログラムに対す

会の各レベルからの多様なアプローチ・

アプローチを展開していけるだろう。

目標「ジェンダーの平等の推進と女性

にある問題は、貧困削減、女性の地位

協力を得ることで、この問題に対する

エイズをなくすためにはこれからの＋

の地位向上」で示されている女性の地

の重要な構成要素である。女性の社会、

平和の目標を推進することが貧困削減

位向上・全ての女性の平等、開発及び

一九九五年第四回世界女性会議の北

包括的な取り組みや解決の糸口をつか

年間が勝負になる。

折行くの形防はじめ、包括的アプローチを

むことが出来る。国際社会の対応は緊

星二一・昌昌‐鐸

トで「沖縄感染症対策イニシアティブ」

では、二○○○年の九州・沖縄サミッ

している。日本のエイズ対策支援政策

題とし、人間の安全保障を基本方針と

球規模問題として感染症対策を重点課

ＤＡ）大綱の改定では、貧困削減と地

今年八月の日本の政策開発援助（Ｏ

効果的に連携する包括的アプローチが

る支援があり、様々な分野での対策を

への心身的、社会経済的なケアに対す

患者・感染者やその家族・エイズ遺児

や人材育成に重点を置いた治療体制、

を対象とした予防活動、インフラ整備

して、特にハイリスクグループや若者

とを発表している。支援政策の基本と

の前進が促される。

の団体が強力に関与することでこれら

市民社会、ＮＧＯ及びあらゆるレベル

盤となるのであり、政府、国際機関、

困削減、開発、平和の達成に向けた基

経済、政治分野への参加は、平等、貧

を発表、二○○○年～二○○四年まで

重要である。

兒玉外務省経済協力局審議官

2４
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の五年間に三○億ドルの協力を行うこ

Ｉ

AlDS特集／南々協力国際会議開く

働省・厚生省と連携しＨＩＶ／エイズ

を動かす経済力のある企業が政府・労

めには、政府と民間企業が参加し、国

死期を早める。この問題に対応するた

結果治療を受けることが出来ないため、

を支出することは非常に難しく、その

が生活費からＨＩＶ／エイズの医療費

莫大な経済損失を引き起こす．貧困者

も活動的な年齢層を直撃し、その国に

ＨＩＶ／エイズは社会・経済的に最

十億ドルあまりが集まるなど、多方面

各国・私企業・財団や個人などから二

るための世界基金で、これまでに世界

ブ）は、世界三大疾病を予防・治療す

マラリア対策基金（事務局鹿ジュネー

二年に設立された世界エイズ・結核・

を成功させるカギとなる。また一一○○

の討議を政策に反映させることが政策

むこと。議論の場を多く設け、｜般と

たわる問題を見直し、その傾向をつか

基本であり、それらの問題の根底に横

保健、男女平等問題へ対処することが

イズ対策を行うためには若者への教育、

る上で必要不可欠となる。ＨＩＶ／エ

が関与することが、今後の対策を講じ

体から国の指導者レベルまで全ての人々

意志を明確にすること、ならびに共同

援している。

コミュニティーづくり、国づくりを支

間の安全保障という視点から人道支援、

障無償」として百五十億円を計上、人

を設立、また「草の根・人間の安全保

政府は国連に「人間の安全保障基金」

た取り組みが必要とされている。日本

というより個人・共同体に焦点を当て

ことは困難であり、「人間の安全保障」

の「国家の安全保障」のみで対応する

まじい勢いで広がっている。これまで

に犯罪、環境、感染症という問題が凄

国境を越えた移動だけではなく、同時

からの寄金が寄せられている。

グローバル化によって、物品や人の

情報へのアクセスの不足、無知から引

女性への暴力、性教育への不信や恐れ、

文化的、宗教的な理由やジェンダー、

上最大の若者層が存在する今日、社会・

二十四歳人口が十七億人という人類史

世界の人口が六十億人の中、十歳～

問題に取り組むことが重要だ。

政策決定者が対策の基本となる政治

2５

き起こされる無防備な性行動によりＨ
ＩＶ／エイズを含む性感染症、望まな

い妊娠が増え続けている。政策決定者
は、多様化する若者特有の問題を検討
し、政策作成、実施の段階でも彼らの
ニーズを十分満たしたサポートを推進
することが不可欠である。

育成と能力開発の分野から引き続き支援をしていく。

まず予防知識、資材

足から食料危機を招き、生きるための

セッションを聞いて
開会式では「討議した内容を踏まえ、

最低条件をより悪化させてしまう。ま

予防できない病気ではない。人間とし

地域間との持続可能な開発を進める」

ＨＩＶ／エイズ罹患者は二○○二年

ての尊厳を持ち、地球で生きていくた

た、国のＧＤＰも落ち込み、さらに悲

被援助国で新たな政策を成功させる

までに世界で四千二百万人、アジア・

めの平和活動をさらに真剣に進めなけ

ことを確認。引き続きＨＩＶ／エイズ

ためには、一方的に情報や技術、知識

太平洋地域では七百二十万人が確認さ

ればならない．

惨な状況が生まれる。ＨＩＶ／エイズ

を押し付けるのではなく、相手国の人・

れており、とりわけ若者の新規ＨＩＶ

を緊急対策事項として管理していくこ

地域と共に課題に取り組んでいき、互

感染者増加が心配だ。世界人口の四分

は、防止に必要な知識や資材があれば

いの経験を共有化する中で解決策を見

の一を占める若者はこれから国の将来

との重要性が強調された。

出していくことが重要である。また、

を担うかけがえのない「宝」である。

信鍼

（木村亮子）

過去三十年にわたり世界の社会経済発

青少年のエイズに対する徹底した予防

とりわけ食料生産能力を奪い、食料不

ＨＩＶ／エイズの蔓延は、労働力、

教育が緊急の課題である。

展の協力をしてきた日本は、自らが途
上国として自発的に考え行動してきた

経験とノウハウから、被援助国自身の
責任感の育成の重要性を認識し、人材

鑪謬；

亀
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をする

開会式で点火のセレモニ
谷津AFPPD議長
器・写

ア、インドネシア、カンボジアでこの事業

て開催されたもので、現在までにマレーシ

に設けられた「日本信託基金」の一部によっ

人口基金（ＵＮＦＰＡ）に拠出している中

この会議は、日本のＯＤＡ資金から国連

国会議員が参加して開かれた。

露出鐘

蝿

が実施されてきた。
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盛況の会場で

法律整備をはじめ、あらゆる努力を続

い未来を築くためＡＩＤＳ絶滅のため

て日本政府はＵＮＦＰＡとＡＦＰＰＤ

けていきたい」と挨拶、日本の果たし

いできた。日本の国会議員の説得によっ

（人口と開発に関するアジア議員フォー

その他三地域の国会議員活動を支援す

開会式の挨拶で谷津義男ＡＦＰＰＤ
ラム）議長は「私達はＨＩＶ／ＡＩＤ

ている役割りを強調した。

次の通り。

二日間にわたる会議の主なる内容は

るために百万ドルの「日本信託基金」
らも各国国会議員と協力して、より良

正しい使い方などを教え、多くの人々

全世界で毎分十人が感染

スーマン・メタ博士（国連エイズ合

に広めることによって予防できる、と

Ｆ１すでに二千万人が死亡
同計画チームリーダー）〃世界的状況

力説した。

から＋九才までの若者で占められてい

人々で、新たな感染者の半数が十五才

いる。感染者の九五％が開発途上国の

死亡した人は二千万人以上にのぼって

人は全世界に六千万人以上、エイズで

②情報の開示③予算配分の充実と確立

りは①エイズ予防のための法律の制定

ことを指摘し、国会議員の重要な役割

性差）の不平等、差別、偏見をなくす

さらにジェンダー（社会的文化的な

リーダーシップの欠如
が悲劇の原因

し、死を招くエイズは、コンドームの

国の経済力を弱め、安全保障を脅か

うことも重要であると述べた。そして、

ｌにある．とし、宗教団体と話し合

ている。すでにエイズに感染している

る」と説明。

のどこかで毎分十人がエイズに感染し

ま、この会議をしている間にも、世界

と地域ごとの障害の報告〃の中で「い

趣

を設立した。限られた資金だがこれか

Ｓ問題を含む人口と開発問題に力を注

挨拶する谷津AFPPD議長
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AIDS特集／南アジア国会議員がエイズ予防会議

ダーシップがないからではないか、こ

アフリカでの悲劇は、この地域にリー
さい、と問題提起した。

の点については、皆さんが判断して下

ている。

インドでは貧困率が二五％まで下がっ

グローバルな製薬産業にワクチン開

発の融資などの対策が必要だ。これか

らはエイズ対策に莫大な資金が必要に

なるが、インドではいま、国民一人当

アブサレエ・シヤリフ博士（インド

た。

望、国会議員の役割」について論議し

Ｓが経済に与える影響」と「今後の展

二日目の会議では「ＨＩＶ／ＡＩＤ

○年にはアフリカのほとんどの国で一

ＤＰがマイナス二○％となり、二○○

九九八年には、レソトとザンビアでＧ

この影響がＧＤＰの成長率に現れ、一

の若者にエイズが急増していることだ。

大間題なのは十五歳から二十四歳まで

生するというのだ。

ていると、工事現場周辺でエイズが発

といわれる。建設作業員が家庭を離れ

では高速道路を作るとエイズがふえる

に十年位潜伏し、危機を迎える。タイ

エイズは一次感染してから症状なし

りの保健予算が僅か七ドル（約八百円）

研究機関の主任エコノミスト）「ＨＩ

○％から、’三％のマイナスを記録し

十五歳から二十四歳までの
若者に急増

Ｖ／ＡＩＤＳはこれから経済に大きな

ている。

に悪影響を与え、国全体の経済が崩壊

感染者の大半が働き盛りだから経済

は人材を破壊する。十年位症状が現れ

行公衆衛生スペシャリスト）エイズ

ピーター・ヘイウッド博士（世界銀

族、社会全体に与える影響は極めて大

世帯主が罹患すれば子供の教育や、家

ないが、その後寝たきりになったり、

する事態を否定することはできない。

で、あとは国民負担という状況だ。

脅威を与える。アフリカのボツワナ、

ジンバブエ、スワジランドでは三人に

一人の大人が感染しており深刻だ。
とくに女性に対する教育が重要で、

家庭を崩壊、産業・経済に打撃を与え国を滅ぼす
るし、ＧＤＰがふえても歳入（税収）

与え、悪循環を起こす。どう予防する

予算が増大するというダブルパンチを

きい。政府には税収不足と、社会福祉
きい。家計に占める治療費も大きく、

がふえないと社会福祉予算がふえず、

か。コンドームを使う、複数と性交し

大学への進学率、結婚にも支障がで
インドでは月に七、八千円はかかるの

エイズは貧困を増大させることになる。

産業、製造業がうけるダメージも大

で深刻な支出だ。
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趣

ないなどの予防をすれば九○％位は新
感染が減る。

国会議員は予防法を制定、
予算の充実を
フランシス。Ｍ・ファラ博士（ＵＮ

ＦＰＡ）⑩国会議員や地方議員は政
策を積極的に支援すべきだ②保健制
度の中で検査を充実して行なうべきだ

③ドキュメント化、文書化し、多くの
人々に知ってもらうようメディア、新
聞などを利用してくり返し伝えること

が大切だ。
シ・ナピン氏（インド・デリーネッ

トワーク）感染者の家庭では娘や息
子が結婚できなくなったり、治療のた
め休暇届けを出したら診断書をみて会
社がクビにした例があり、悲惨だ。エ

二日間にわたる会議のまとめと
して、次の勧告を採決した。

》

（広瀬次雄）

イズはまさに不幸そのものだ。

》

・宗教・文化団体と共に活動する。

（マニュフェスト）中に取り込む。

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳを政党の政策綱領

する投資をより一層促進する。

るために貧困や識字プログラムに対

・共同体における弱者の被害を防止す

ようにする。

介護、支援のために有効利用できる

・国家予算をＨＩＶ／ＡＩＤＳ予防、

化する。

・自発的なカウンセリングと検査を強

する。

に対する法的な認識と感受性を構築

・すべての立法者にＨＩＶ／ＡＩＤＳ

じめる。

スを強化するための立法の準備をは

ケア（ＰＨＣ）病院とヘルスサービ

きるようにし、プライマリーヘルス

・抗レトロウイルス剤を誰でも利用で

ようにする。

現地語で書かれた機材を利用できる

ルでも利用できるようにするために

で、村落内で、そしてその他のレベ

ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する南アジア国会議員会議勧告
制度的側面（対策を可能にするメ
カニズム）
｜、可能な限り、国会議員会議を含む
すべての会議で、ＨＩＶ／ＡｌＤＳ

およびその感染を蔓延させる要素に
ついての啓発を行う。
｜｜、国境を越えた人身売買を止めるた

めに国会議員及び立法者の地域的連
帯を構築する。
三、ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する国内超
党派の会合を開催するよう促進する。

四、注射器や注射針の再使用を禁止し、

血液の安全性を確保し、プログラム
を効果的に実施する立法を行う。

活動のポイント
・市民社会組織に対する支援を提供す
る。

・学校、大学、単一校外教育の場で性教
育とＨＩＶ／ＡｌＤＳを十分に考慮

したプログラムを実施する。
・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ予防機材を家庭内

3０
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会議議員から贈った。

長と、クリエン・インド連邦

ぞれシンディアーＡＰＰＤ議

雄氏に「特別功労賞」をそれ

常務理事、事務局長、広瀬次

ア人口・開発協会（ＡＰＤＡ）

発問題に貢献したとしてアジ

年にわたりアジアの人口・開

同じくＮＧＯ事務局として永

功績を讃え「特別功労賞」を、

国際的に多大なる貢献をした

男・日本国衆院議員に対し、

員フォーラム）議長の谷津義

（人口と開発に関するアジア議

（ＩＡＰＰＤ）は、ＡＦＰＰＤ

インド人口と開発議員連盟

谷津ＡＦＰＰＤ議長と、広瀬ＡＰＤＡ常務
理事にインド議連が「特別功労薑し

ＤＶＯＣＡＣＹＲＯＬＥＣ
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3１

⑮谷津ＡＦＰＰＤ議長（右から二人目）と⑯広瀬ＡＰＤＡ

常務理事・事務局長（左から二人目）に－ＡＰＰＤ（イン
ド人ロ・開発議員連盟）から「特別功労賞」が贈られる
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共感を呼んだ「ウガンダのエイズ教育

して参加した。

シンポジウムでは、若者への教育プ

ログラムを積極的に実施し、感染率を

ＦＰＡ）東京事務所は開所一周年を記

九月二十六日、国連人口基金（ＵＮ

開発会議（ＴＩＣＡＤⅢ）のプレ・イ

日間、東京で行われた第三回アフリカ

これは、九月二十九日～十月一日の三

ジウムを国連大学会議室で開催した。

（ウェソンガ氏）と報告。パパ・ウガン

し教育していくことが最も有効な対策」

エイズから守る必要性を訴え、繰り返

エイズ対策は難しいものだが、若者を

られ、「性行為が関係する問題だけに、

激減させたウガンダの事例が取り上げ

念して、「アフリカのＨＩＶ／ＡＩＤＳ

ベントとして企画されたもので、近年

ダ大使は、学校でエイズ教育を受けた

国連人ロ基金東京事務所が一周年記念シンポジウム

～『共動』への一歩」と題したシンポ

ＵＮＦＰＡが力を入れているアフリカ

する国際協力の現状報告について、西

として招かれ、日本のエイズ問題に対

バ・パパ・ウガンダ大使がパネリスト

ド・ウェソンガ氏、ジェームズ・ボリ

するＮＧＯグループを代表してベナー

フリカ局長、ケニア・ウガンダで活動

ムには、ファマ・バー・ＵＮＦＰＡア

重要であるとの認識から、シンポジウ

際機関・政府・ＮＧＯの三者の連携が

有効なエイズ対策を行うためには国

ほどの参加者に、大きな共感を与えて

が多いと、若者を中心とした百五十名

してのウガンダの経験から学ぶところ

ている日本も、エイズ対策の先駆者と

強調した。若者の間にエイズが広まっ

育として重要な役割を果たしたことを

が単なるエイズ対策を越えて、社会教

に出されたエピソードを紹介し、教育

けたい」という素晴らしい意見が次々

育が学校でもっと広がるように働きか

イズ問題について教えたい」「エイズ教

を知ってもらいたい」「パパとママにエ

田良子・財ジョイセフ海外プロジェク

（竹本将規）

いた。

局調査研究課課長補佐がパネリストと

ト部長、山元比呂子・外務省経済協力

いて論議を深めた。

子供たちから「大統領にもエイズ問題

い

諸国でのエイズ問題への取り組みにつ

国連人口基金東京事務所１周年記念シンポジウム(国連大学会議室で）
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財団法人アジア人口・開発協会は機関誌一『人口と開発』で発表する論文を募集致し
ます。テーマは、人口と持続可能な開発に広く関わるもので、アジアの現状に関するも

１１「ＩｌＩＩＩＩ

のを優先いたします。原則として掲載は各号１篇、原稿用紙400字詰めで20枚（8000字)。
また掲載論文の著作権は、財団法人アジア人口・開発協会に帰属しますが、執筆者の利

用を妨げるものではありません。また応募論文は未発表のものに限ります。

論文応募者多数の場合には、財団法人アジア人口・開発協会内で審査し採用原稿を決
定致します。また編集の都合で、次号に掲載される場合もあります。同じ研究者による
異なった視点の論文も歓迎致します。

この公募論文は、若手研究者の新鮮な研究視点を重視し、新しい研究分野を切り開く
ようなアイデアを広く公開する場を提供するものです。今後の人口と開発に関する研究
を促進することを目的としており、大学院生をはじめ、若手研究者に門戸を開くもので
す。広くご案内下さいますようお願い申し上げます。

投稿される原稿は原則としてワープロ原稿とし、そのプリントアウト原稿と使用ソフ

ト名を明記したＦＤで投稿してください。投稿の際には原稿と同時に、応募者の略歴（写
真つき)、投稿内容に関する写真２枚も同封してください。

なお、採用された論文には薄謝（当財団規定）を進呈致します。振る ってご応募下さ
い。
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今回のセミナーのタイトルは、国内若い人は老親を抱えた人が多かった。

玉一

ＡＰＤＡ独自のプロジェクトを組んで
この夏、教育・啓発を目的としたプロ

が『少子・高齢化の行方ｌどうする賞逆に子供が大きくなるにしたがって、

いかに少子化のブレーキになっている

小川先生は、いきなり「リストラが

「人ロ問題、大事ですねえ」

方ばかり。

わかる。集まったのは、かなり熱心な

出してくるから、反応の度合いはすぐ

いう関心ある話には出席者が身を乗り

なり身近な話が始まった。だが、こう

か」と話しかけた。前置きなしにいき

１．ｉｉｉＩＪｉ

出席者は五十歳代から七十歳代と幅がた」など、建設的な意見が多かった。

て、身近な具体例で参加者に語った。べきだ」「介護の重要性を考えさせられ

やってくる本格的な高齢化社会についきだ」「この話を若い人にこそ聞かせる

次長の小川直宏教授が努め、これからともに「こういう研修をもつとやるべ

国内の講師は、日本大学人口研究所講演後のアンケート調査も、国内外

会場に駆けつけたという人もいた。

ジェクトの一環として、柏、松山、横

一２２２２１一

一月月月月月一

摩ＩＩＩＩＬ

一ｍｍｗｗｗ一

高齢化がテーマとなった。

方の老後』、マレーシアが『アセアン諾自分が高齢になった時に、果たして子

広く、ほとんどは自分自身が高齢か、

$蝋
零

浜、長野各市と、マレーシア・クアラ

を開催した。

、毛弓：:..-.弔・:･孔~琴

惹鋒脅i;蕊

国における高齢化人口』と、いずれも供がどう対応してくれるかが不安で、

財団法人・アジア人口・開発協会は

--.尺・・.．､.字,苧･･[:憲司弓

ルンプール市の計五カ所で人口セミナー
し』一

の柏松横長ク一

［ロく山浜野アー

紗欄醐掛》トー

》ｊ『アー
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セミナーの曰程

3４

国内外で「少子・高齢化」セミナー開く

この地域は典型的な首都圏地域だけ
に、集まった人は市内の人ばかりでは

ない。隣町から東京へ通勤していた元
サラリーマン氏は「人口問題っていう
と、なにか堅苦しく聞こえるが、定年
になってこの種の会合に出てみて、い

かに大事な話かということがわかりま

た自分を考えると、空しいで

すね」と言った。

高齢化は
選択なき時代

蝋繍繍徽》

松山市の高齢化も相当なも
のらしい。小川先生はパワー

ポイントを使って図表を示す。
「このカーブがこう上がってい
くと、絶望的な社会になりま

す。人口学的に高齢社会は変
えようがない。必ず来るもの

わってくる。発言内容にもその辺の迷

なんです。高齢社会は選択な

き時代なんです」と説明し始めた。説

いが見られた。
んどが頷く。

当面の関心は、自分がこれから高齢
世代に差しかかるという問題。その前

に親の面倒をみる問題と、二つの高齢

「高齢化社会といえば、私たちには一

化を心配しなければならないこと。す
ると単に高齢化といっても、判断は「自

番身近な問題です」というご婦人五十

｜｜団】トー

得力を持つ説明ぶりに、出席者のほと

笑い声が絶えなかった（松山）

分の問題か、親の問題か」で解釈は変

3５

した。いままで何も考えずに働いてき

男性の参加者が目立った（柏）

話を間 <表情も真剣
(横浜）

正直言って、この年になるまで、心の
てみた。「しっかり聞きました

後、先ほどのご婦人にうかがっ

静かになった。セミナー終了

底から〃高齢化〃というものを考えて

よ。主人にも忘れないうちに

九歳という。「高齢化社会という言葉は

はいなかったのではないでしょうか。

伝えます」。

少子化と
高齢化の狭間

きょうは、しっかりお話をうかがって

いきます。隣のご婦人もしきりに頷い
ていた。これだけ世の中が「高齢化・
て一般市民
少子化」一色でも、果たして一般市民
の方の自覚
は……。あ

えてセミ

の中盤、小

セミナー

見せられると、皆さんの顔が

ていても、改めてグラフ図を

た。やはり概念的にはわかっ

トシングル（経済的に余裕がある親に

「日本の総人口は二○○五年

川先生が「二

真剣みを帯びてくる。一人の女性が生

依存して生活する若者）で、一方の主

ナーが始ま

○○六年に

涯に産む平均子供数が一・三一一と最低

人は早々と退職し、私は家で少子・高

には減り始めます」と小川先

は日本の介

値が最近発表されたばかり。いくら子

齢化の狭間に立たされています」といっ

る前に質問

護保険は世

供を育てたくても、それができないと

生の第一声にざわめきが起き

界最低のレ

た両面の問題を抱えた切実な訴えも出

（石橋武之）

た。

そこで質問は将来の経済活力の問題

なれば話は別。仕事と育児の両立とい
と一言いう

に集中する。なかでも「娘がパラサイ

ベルになる

と、一気に

うところで、どうしてもネックになる。

熱のこもった小川先生の話しぶり（長野）
でしょう」

してみた。

蕊
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国内外で「少子,高齢化」セミナー開く
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いる。それにもかかわらず、「理想の子

供数は三人」と、この数字は変わらな

いのです。

のですが、なかでも合計特殊出生率二

はある意味で国際的な現象ともいえる

の人口は間もなく減り始めます。これ

で低下し始めました。その結果、日本

の出生率は人類史上初めてのスピード

にベビーブームが起き、その後わが国

第二次大戦直後、一九四七～四九年

も少子化のグラフの裏には、現代につ

ません。横を縦にしただけです。しか

がりです。これは手品でも何でもあり

覧のとおり、人口ピラミッドの出来上

今度はそのグラフを縦にしますと、ご

ことに気づかれるでしょう。そして、

のカーブが右下がりで落ち込んでいる

れています。皆さんは、即座にグラフ

のか、皆さん想像できますか。

られます。｜体、どんな世の中になる

一五年には高齢化率は二六・九％とみ

化はエスカレートするばかりで、一一○

開いています。総人口が減るため高齢

に交差し、以後、この比率はますます

以上の高齢人口の上昇カーブが九六年

の年少人口の下降カーブと、六十五歳

その一方で、ゼロ歳から十四歳まで

人の女性が産む平均子供数）をみれば、

ながる幾つもの歴史が刻まれているの

止業定年を布歳に引上け
労働力不足は高齢者の活用で

日本の人口構成からいって、少子化の

です。

のに、昨年は一・三二にまで落ちたの

め、それから三十年しかたっていない

のオイルショックの翌年から下がり始

上を産んでいたのです。それが七三年

五四でした。一人の女性が平均四人以

わかります。戦後の一九七四年には四・

てきています。毎日新聞社が長年、行っ

関係あるといえますし、人心も荒廃し

ていますね。これも経済不況と大いに

犠牲になっていくという悲劇も生まれ

働き。その影で子供が次々に社会的な

のでしょう。高い教育費で、両親は共

その最大のものは経済不況に伴うも

ずです。

ば年金、その他の出費も抑えられるは

に苦しむ必要はありません。そうすれ

させていけば、いつまでたっても数字

なら一七％と、絶えずその数字を維持

つまり、高齢人口が占める割合を一七％

切り高齢人口の活性化を図るのです。

を一気に七十五歳まで引き上げ、思い

いま企業が目指している六十五歳定年

そこで私は大きな提案をいたします。

ツケが他国に比べて、いかに深刻かが

です。この事実をしっかり頭に入れて、

ている「全国家族計画世論調査」でも、
やはり、「子供数は一～二人」と答えて
；，；；；
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きょうの話を始めましょう。

ここに戦後の出生数のグラフが描か
ｉ１１
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マレーシア教育セミナー

高齢化問題に関する情報交換を活発に

行うなど、コミュニケーションの場を

提供することを目的とした。

セミナーは広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理

事の主催者挨拶（事務局・竹本が代読）

アのクアラルンプールで開かれた。こ

したセミナーが七月十九日、マレーシ

「アセアン諸国における高齢化」と題

アの現状とアセアン諸国全体の高齢化

デババラーヤ博士によって、マレーシ

授と、チュラロンコン大学のニブホン・

のトゥンク・アイザン・ハミッド准教

から始まり、プトラ・マレーシア大学

のセミナーはＵＮＦＰＡ（国連人口基

参加したＮＧＯグループの代表者た

傾向や、タイの高齢化対策の事例など
協会）が主催し、日本信託基金（ＪＴ

ちは、「高齢化問題について、これまで

金）の教育・啓発プロジェクトの一環

Ｆ）による資金提供で開かれたもので、

意識してこなかったが、専門家からマ

が報告された。

セミナーそのものは、ＡＦＰＰＤ（人

事業に早急に取り組む必要があるとい

レーシアの状況や、他のアセアン諸国

セミナーの狙いは、マレーシアでま

うことがわかった」といった声や、「今

口と開発に関するアジア議員フォーラ

だ十分論議されていない「社会問題と

後も、より多くの参加者を募って、高

の取り組み方についてレクチャーを受

しての高齢化」をいち早く取り上げ、

齢化についてセミナー開催を継続し、

ム）マレーシア事務局の協力で行われ

社会政策づくりに大いに役立てようと

底辺を広げてほしい」との提案も出さ

けたことで、マレーシアも高齢化対策

いうもの。日頃、この問題に関心を持

（竹本将規）

れた。
プが一同に会する機会を作り、今後、

つ国会議員や政策担当者、ＮＧＯグルー

た。

として、ＡＰＤＡ（アジア人口・開発

社会問題としての高齢化

アジアの高齢化について意見を述べる地元ＮＧＯの代表者
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ＡＦＰＰＤ活動日誌

「】【】
。■

活動の成果を見て、他の国連機関も刺

は世界規模の活動へと発展した。この

議員の積極的な活動が始まり、現在で

よって人口・開発分野における、国会

ＰＡ・ＩＰＰＦとの協力関係の構築に

べき会議になった。国会議員とＵＮＦ

員活動をより一層展開する上で記念す

念会議は、人口と開発に関する国会議

北京でのＡＦＰＰＤ設立二十周年記

らも、｜枚岩のようにアジアの国々は

は、アメリカ政府の反対に直面しなが

も、第五回ＵＮｌＥＳＣＡＰ人口会議

多くの場面で見ることができる。中で

らである。これらの取り組みの成果は、

うえでも重要な役割を果たしているか

女性の地位等）を、国内外で取り組む

ダクティブヘルス、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、

ＣＰＤが提示した項目（人口、リプロ

金・人材を動員するだけではなく、Ｉ

人口問題に対する活動の源泉である資

の重要な役割を認識した。国会議員が、

グーＰＰＦ事務局長は改めて国会議員

五カ国の国内委員会のうち、十三ヶ国

ＡＦＰＰＤの活動は現在、加盟二十

主張しなければならないと指摘された。

密接な関係にあることをより一層強く

女性の地位などの諸問題と人口増加が

食料安全、水環境、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、

あると指摘された。また、貧困当雇用、

てもらうよう働きかけることが重要で

議員に人口・開発問題に対し関心を持っ

各国国内でできるだけ多くの同僚国会

活動に参加している各国国会議員が、

動方針が決まった。また、ＡＦＰＰＤ

の各国国内、地域活動に重点をおく活

字■

■北京で決まった
活動方針

激されこれにならった活動を行おうと

団結し、人口とリプロダクティブヘル

に常勤職員がおり、定期的な国会議員

】【】三一

しているが、どれも日本とＵＮＦＰＡ

スを自分たちの国の優先事項として支

支援プログラムがある。ＵＮＦＰＡ各

ＡＦＰＰＤの北京会議でＡＦＰＰＤ

との関係のような成功を導くには至っ

持し票を投じたという意味で重要な会

国事務所はインド、バングラデシュ、

■北京会議とその後

ていない。

議となった。

の席で、トラヤ・オベイドＵＮＦＰＡ

二○○二年国際議員会議」（ＩＣＰＩ）

際人口開発会議行動計画実施のための

いる。また、スリランカ、パキスタン、

議員支援を加え、有意義な活動をして

どでその国内プログラムの一つに国会

ベトナム、インドネシア、フィジーな

昨年カナダのオタワで開催された「国

事務局長とスティーブン・シンディン
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対する旅費などを支援し、私達の活動

ルのＵＮＦＰＡは、各国国内の活動に

加されたフ・チエシャン議員も、現在、

に昇進し、ＡＦＰＰＤ活動に熱心に参

ＰＣ）中国国民政策諮問議会の副議長

ＰＤ副議長が、全国人民代表大会（Ｎ

ＩＣＰＤの主要課題に対する各国国会

口と開発プログラムに対する役割と、

ア各国政府、ＮＧＯ、国会議員達の人

会議員会議を開催した。これは、アジ

進展の検討のために、アジア太平洋国

併せ、ＡＦＰＰＤはＩＣＰＤ行動計画

に理解を示している。

全人代（ＮＰＣ）の副議長を務め、共

議員の活動信条を知る上で貴重な機会

人代（ＮＰＣ）会議後、張懐西ＡＦＰ

もう一つのＡＦＰＰＤの成果として

にＡＦＰＰＤと積極的な活動をしてい

となった。

イラン、マレーシア、モンゴル、ネパー

は、ＡＦＰＰＤが徐々に、人口と健康
る。

口会議の成り行きに注目していた。ア

今回、世界中がＵＮＩＥＳＣＡＰ人

問題を扱う公式な国会議員委員会活動
の基盤になってきていることがあげら
れる。パキスタン、スリランカ、ネパー

ル、バングラデシュ、タイ、ベトナム、

ランでは国会内の公式な常任委員会が、

ス、カザフスタン、タジキスタン、イ

動資金を提供している。フィジーの国

され、ＵＮＦＰＡフィジー事務所が活

ＰＰＡＰＤは二○○二年十月に再建

今回、会議で示されたアジア太平洋諸

が投じる一票には大きな意味があった。

会議における一言隻句が重要で、各国

計画からの離脱を表明した直後だけに、

メリカのブッシュ政権がＩＣＰＤ行動

その国の国内委員会としてＡＦＰＰＤ

会議長でもある、ラッ・エピリ・ナイ

国の意志は極めて明確なものであった。

■太平洋議員
グループの再建

に加盟している。また、マレーシアは

ラチカウＡＦＰＰＤ副議長は、太平洋

全てのアジア太平洋と中央アジアの国々

カンボジア、モンゴル、中国、キルギ

ＡＦＰＰＤに国会内で事務局を運営す

議員グループの議長でもある。

二～十三日に、第五回ＵＮｌＥＳＣＡ

北京会議の直後二○○一一一年十二月十

■ＩＣＰＤ実施に関する
バンコク議員会議

ＦＰＰＤ議長は、ＥＳＣＡＰ会議にお

な意義があるものであり、谷津義男Ａ

ＰＰＤ事務局と国会議員の存在は重要

いう、メッセージが提出された。ＡＦ

が地域の経済開発に大変重要であると

Ｐ人口会議、アジア人口ＮＧＯ会議と

を支持した。そして、人口プログラム

と政府は、一致団結しＩＣＰＤの理念

ることを許可し、事務局室とその他設

備を提供した。また、人口と開発に関
するフィリピン立法者委員会は公式に

認知され、上院の中に事務所が設けら
れている。これはＡＦＰＰＤが広く受

け入れられている例の一つである。
北京ではＡＦＰＰＤ第七回大会と全
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次回のＷＴＯ交渉では、食料安全保障

などが論議するための資料を提供し、

議員が参加し、ＵＮＥＳＣＡＰ専門家

開催された。同会議には十ヶ国の国会

マとして、二月七～八日にバンコクで

障、水、グローバリゼーション」をテー

最初の常任委員会会議は、「食料安全保

ＰＰＤ議長）のもと活動を開始した。

保障委員会は、桜井新委員長（前ＡＦ

北京会議で設立が決まった食料安全

を発表した。

ける大臣級会合で国会議員会議声明文

パールのすばらしい協力の成果といえ

ングラデシュとＵＮＦＰＡ／ＣＳＴネ

始めている。この会議はＵＮＦＰＡバ

フォローアップ・プログラムの準備を

加した国会議員は各々に目標を掲げ、

開会式で挨拶を述べた。この会議に参

ダ・ヘンキンＵＮＦＰＡ事務局次長が

とバングラデシュの大臣数名、イメル

が参加した。バングラデシュ国会議長

同会議には南アジアから八カ国の議員

が協力して南アジア議員会議を開催し、

ＰＡカントリーサポートチーム責任者

シュ駐在代表、ワシム・ザマンＵＮＦ

タ・ムカジェーＵＮＦＰＡバングラデ

はその一連の活動の一つである。スニ

する暴力撲滅にたいする国会議員会議」

ンを行ってきた。「南アジアの女性に対

世界銀行国会議員ネットワーク（Ｐ

■世界銀行
国会ネットワーク

開催を提案した。

人口問題についてフォローアップ会議

的に活動しており、この会議後、水と

水と人口に関する問題に対しても重点

への参加を支援した。ＡＦＰＰＤは、

リピン、タイからの国会議員の同会議

スタン、キルギス、マリ、ペルー、フィ

バングラデシュ、エチオピア、カザフ

る。ＡＦＰＰＤはこの活動に協力し、

はグローブジャパンの事務総長でもあ

会議が開催した。谷津ＡＦＰＰＤ議長

中心となって水問題に対する国会議員

■食料安全保障
常任委員会

を実現するために、公平な取引を成立

トワーク（ＰｎｏＷＢ）のアテネ会議

ＩＥＰＦＰＤと共に、世界銀行議員ネッ

ＦＰＰＤはＩＡＰＧ、ＦＡＡＰＰＤ、

ＦＰＰＤは密接連携して活動した。Ａ

ＮｏＷＢ）の活動パートナーとしてＡ

る。

世界水フォーラム

■ＡＦＰＰＤ

させること、国会議員が食料安全保障
を推進するよう決議された。

■女性に対する暴力撲滅

から百名以上の国会議員が参加した。

で人口ワークショップを開き、世界中

本で開催された。環境問題に取り組ん

ＡＦＰＰＤ谷津義男議長、マレー１。

第一一一回世界水フォーラムが三月に日
ＡＦＰＰＤは一一○○○年以来、女性

でいる国際議員組織であるグローブが

南アジア
に対する暴力撲滅についてキャンペー

４１

ブ及びセクシャルヘルスに関する専門

ではＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する国会議

を承認し、マレーシア、インドネシア

はＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する特別法案

はＡＦＰＰＤ代表として会議に参加し、

家、科学者、活動家、ＮＧＯ、教職員

員活動に取り組み始めた。インドネシ

た。会議では約千人のリプロダクテイ

共に運営委員会メンバーにも選ばれた。

が参加する。ＡＦＰＰＤは最終日に議

スカベボラキットＡＦＰＰＤ事務総長

ＡＦＰＰＤの目標は人口と開発の議題

ア委員会はＨＩＶ／ＡＩＤＳ対策支援

インドでは村のＨＩＶ／ＡＩＤＳ問題

ＨＩに選ばれ、代表者も選抜された。

活動の重点国としてＵＮＡＩＤＳとＦ

員パネルを開催する。

■ＡＦＰＰＤと

を、国会議員活動のネットワークの中

へ取り込むことである。谷津義男議員
とマレニー・スカベボラキット上院議

員はジェームス・ウオルフェンソン世

を議論した。またタイではタンポンリー

に関するアジア太平洋会議がバンコク

プロダクテイブ及びセクシャルヘルス

二○○三年十月六～十日、第一一回リ

■アジア太平洋
リプロダクテイブ
ヘルス会議

定である。

行国会議員ネットワーク会議を開催予

世界銀行は十月二十日にパリで世界銀

の人口プログラムについて話し合った。

開催された。インド、ネパール、フィ

ＵＮＦＰＡ／ＣＳＴによりバンコクで

二十二日にＡＦＰＰＤ、ＵＮＡＩＤＳ、

クショップ」は、二○○二年一一一月十八～

びパートナーシップに関する国際ワー

防止への若者と政府間ネットワーク及

深く関与している。「ＨＩＶ／ＡＩＤＳ

委員会はＨＩＶ／ＡＩＤＳ活動支援に

る。また、ＡＦＰＰＤとその加盟各国

ＩＶ／ＡＩＤＳ問題に深く関わってい

ＩＤＳスポンサーの一つでもあり、Ｈ

に関係している。ＵＮＦＰＡはＵＮＡ

ＨＩＶ／ＡＩＤＳは人口問題と密接

者のためのＨＩＶ／ＡＩＤＳプログラ

る南アジア議員会議」を支援した。「若

で開催した「ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関す

’’○○一一一年八月一～二日一一ユーデリー

員会の一員となっている。

設立したが、ＡＦＰＰＤはこの諮問委

化の為、アジアリーダーフォーラムを

ＳはＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する政策強

ＡＩＤｓは協力している。ＵＮＡＩＤ

一九九四年以来、ＡＦＰＰＤとＵＮ

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ

で開催。ＡＦＰＰＤは、関係者の間で

リピン、カンボジア、マレーシア、インド

ム」を実施している三カ国で議員の支

銀総裁と個別に会談を行い、世界銀行

広く知られており、ＡＦＰＰＤ事務総

ネシアではフオローアップ活動を行っ

援を得るため、ＵＮＦＰＡはＡＦＰＰ

ダーのエイズ予防活動支援をＡＦＰＰ

長マレニー・スカベボラキット上院議

た。カンボジアとフィリピンの委員会

Ｄの支援のもとで実施した。

員が、同会議の議長をすることとなっ
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プ「ＨＩＶ／ＡＩＤＳへの挑戦：予防

十月末バンコクでの国際ワークショッ

またＩＡＶＩとも協力しＡＦＰＰＤは

Ｄをその活動のなかに取り込んできた。

の参加を予定している。

療・看護の知識・経験を持つ国会議員

で開催する予定である。百名以上の医

二○○三年十一一月六～七日にバンコク

の健康に関する国際医療議員会議」を

Ｄへの参加の強化を提案している。日

性議員会議を開催し、議員のＡＦＰＰ

そこで、ＡＦＰＰＤは毎年アジア女

本ではＡＰＤＡが女性議員グループと

剣にその活動に取り組んでいる。

ワクチンに焦点を当てて」開催に向け
準備している。ＵＮＦＰＡとＡＦＰＰ

力撲滅に取り組んできた．この度、女

する活動として、主に女性に対する暴

ＡＦＰＰＤはこれまで女性問題に関

■女性エンパワーメン卜
と暴力

予定である。ケリー・ホァ議員の優れ

員会もこの会議にあわせて開催される

について話し合う機会となり、常任委

ジア女性議員会議は、女性議員の参画

活動している。マニラで開催されるア

密接に関わっており、ＡＦＰＰＤはタ

■国際医師国会議員会議
（ＩＭＰｏ）

性に関する常任委員会を再び活性化さ

た指導力が期待される。

ＤはさらにＨＩＶ／ＡＩＤＳ分野への

ＪＰＦＰ会長である中山太郎議員は、

せることにした。オーストラリアのケ

し、エジプト・カイロ、ネパール、バ

本部および地域事務所と協力して活動

ＰＤはＩＭＰｏ事務局として、ＷＨＯ

活動に力を入れており、女性に対する

するためのフォローアップとして国内

発に関する活動をより実質的なものと

ＡＦＰＰＤはアジア地域の人口・開

が現在、検討中である。

・人口とリプロダクティブヘルス法案

フィリピン

結果を出した。その成果は以下の通り。

と各国の国内委員会は有効で効率的な

上げてきた。ＡＦＰＰＤとの協力のも

イの女性議員グループを支援し密接に

七○年代後半にＩＭＰｏを設立した。

リー・ホア議員が委員長に就任し、真

プログラムを拡大する予定である。

その活動は暫らく休止していたが、’
九九三年ＡＦＰＰＤのバンコク事務所
設立の際にＩＭＰＯを再建した。国際

医師国会議員会議の第一回ＨＩＶ／Ａ

ンコク、マニラでのＩＭＰＯ会議開催

暴力、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、食料安全保

■国内レベル活動

支援を行った。日本信託基金からの資

障、人口と水問題は、国内活動で取り

ＩＤＳ会議はパリで開かれた。ＡＦＰ

金で、ＡＦＰＰＤとＩＭＰＯは「家族
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・ＵＮＦＰＡ駐在代表は四年間の計画

で実施される議員への支援活動に同

・フィリピンにおけるリプロダクテイ

ブヘルスと人口プログラムに市長や
意した。

・マレーシアの国会議員の七割はＡＦ

知事が取り組んでいる。

カンボジア
・ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する特別法案

通じて現在の二・二％の人口増加率

ＰＰＤマレーシアのＰＰＡＰ活動を

・女性に対する暴力に関する特別法案

が好ましく、適当であり、これ以上、

が提案され承認された。
は、議会に上程される前の段階で、

増加率を上げる必要はないと考えて

ていない）

インド

・村レベルで選抜された代表者たちの

アドポカシーの為、ＵＮＦＰＡはＩ

ＡＰＰＤを支援した。このプロジェ

クトはすでに終了している。

・マレーシア政府とＵＮＤＰは、ＡＦ

クショップのフオローアップとして

ＰＰＤアジア地域会議及び国内ワー

・女性に対する暴力撲滅法案は、ＡＦ
ＰＰＤマレーシアが、ＨＩＶ／ＡＩ

もなく開始予定である。

の効果が評価された。第二段階は間

いる。第一段階は既に実施され、そ

Ｓ教育とトレーニングが予定されて

・タンポンリーダーのＨＩＶ／ＡＩＤ

着手された。
行う活動を支援した。

ＤＳに関し州議会議員達と協力して

いることがわかった。

現在保留されている。（実施）
・百三十一名の国会議員が個々に人口

と開発関連問題について議論した。（Ａ
ＦＰＰＤ資金提供）

インドネシア
・三百名の議員がＰＰＡ（パーソン・

バングラデシュ
・ＵＮＦＰＡバングラデシュはバング

トウ・パーソン・アドボカシープロ
グラム）支援の下、個々に会合し、

ラデシュ政府と共に、二年間の国会

その案は、人口と開発に関する国会

．ＪＰＦＰとＡＰＤＡは、日本のＯＤ

人口と開発関連問題について話し合っ
・ＵＳＡＩＤｓとＦＨＩは国会議員Ｈ

議員の国内委員会を強化することを

ＡをＵＮＦＰＡとＩＰＰＦへより重

議員アドボカシー活動案を承認した。
ＩＶ／ＡＩＤＳ対策支援活動へ資金

含むものである。（現在はまだ機能し

た。

提供することを決定した。
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点的に配分するために取り組んでき
た。その努力の結果、日本の拠出額
は、他の国連機関に対する分は減少

・数年間にわたる検討を経て、ラオス

している。

に対しては同額維持された。ＡＰＤ

は国内委員会を立ち上げた。ＡＦＰ

したものの、ＵＮＦＰＡとＩＰＰＦ

Ａは日本の市民、ＮＧＯと市民団体

ＰＤへの加盟申請が出されている。

○○四年には、ＡＦＰＰＤはアジア地

国会議員グループが存在している。二

今は世界のどの地域でも国際的地域の

はまた、他の地域へのモデルを提示し、

活発な状態となっている。ＡＦＰＰＤ

ブヘルス分野の意識も高まり、かなり

中で、議員達の人口・リプロダクテイ

るうえで中心的役割を果たした。世界

細は、百三十五ページに及ぶ報告書に

の業務をすでに終えた。この活動の詳

援している。この四カ国では、一年間

勺・日］ｇ】○口目。□のぐの］。ｂ日の貝）」を支

少（写Ｃｓミヨ】岳団肖］旨目のご国国色目⑪○口

に関する対話（田の厨目‐庁。‐勺①届：

で、「国会議員と共に行う、人口と開発

レーシア、フィリピン、インド、ネシア

ヒューレット財団はカンボジア、マ

■ヒューレット財団
プロジェクト

を検討する必要がある。

へ向け、ＯＤＡの有効性について伝
える教育啓発プログラムなどを実施

■ＩＣＰＤ＋Ⅷ
二○○四年はＩＣＰＤカイロ会議か
ら数えて、十年目になる。ＡＦＰＰＤ

域においての成果を見直し、その活動

まとめられており、そのなかには、Ｕ

Ｉ

帷汽繧

ＮｌＥＳＣＡＰ専門家が独立した視点

から行った評価報告も含まれている（報

告書はＣＤ形式で入手可能）。
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はこの十年間、議員活動を活性化させ

の制約となっている事項、将来の活動

次頁にAFPPD2003年事業一覧を付します。

ＡＦＰＰＤ

２００３年事業一覧
活動

月日
２月７．８日

AFPPD食料安全保障常任委員会会議、タイ

３月１８．１９日

女`性に対する暴力の防止に関する地域国会議員ワークショップ､バングラデシュ、

バンコク

ダッカ
７月２１～25日

各国人口・開発国内委員会スタッフ研修コース、タイ、バンコク

８月１－２日

HIV/AIDSに関する南アジア国会議員会議、インド、ニューデリー

８月９日～７日

日本国会議員南部アフリカ視察事業(APDA-JPFP主催､AFPPD-FAAPPD協力）

10月１日

AFPPD女性委員会会議、フィリピン、マニフ

10月２．３日

女性のエンパワーメン卜に関するアジア女性議員会議

10月30日-11月１日

｢HIV/AIDSへの挑戦：予防ワクチンに焦点を当てて－国際国会議員ワークショッ
プ｣ニューヨークのインターナショナル・エイズ・ワクチン・イニシアティブ
(1AⅥ）との協力による

日程調整中

APDA会議、ベトナム、ホーチミン市

日程調整中

第５１回AFPPD運営委員会、ベトナム、ホーチミン市

日程調整中

家族の健康に関するIMPO会議、タイ

日程調整中

第４回中央アジア食料安全保障と水に関する国会議員会議、ドウシャンベ､夕

、

バンコク

ジキスタン

日程調整中

アジア太平洋地域における青少年のIⅡV/AIDS感染予防活動、インドネシア、
バリ

昌園国内セミナー
６月27-29日､および

PLCPDによる女`性の暴力廃止に関するフィリピンの２地域議員会議

７月１－３日

フィリピン国、南コタバトおよびアルバイ

１０月６－１０日

第２回りプロダクティブおよびセクシャル・ヘルス・ライツに関するアジア太
平洋国会議員パネル（APCRSH)、タイ、バンコク。

日程調整中

タンポンリーダーに対するAIDSとリプロダクティブヘルスに関するトレーニン
グ、タイ

女性に対する暴力禁止法案のための地方議員ワークショップ
その他関連事業
３月８日～１０日

世界銀行国会議員ネットワーク会議、ギリシャ、アテネ

５月２６日～２７日

mPFPD年次会議、ポルトガル議会上院、ポルトガル、リスボン

８月25日～26日

ＩＣＰＤアジアー太平洋アライアンス、カナダ、オタワ

未定

アジア太平洋環境議員会議

10月

第２回ICPDに関する国際議員会議運営委員会、ベルギー、ブリュッセル

未定

世界銀行一国際国会議員ネットワーク・ヨーロッパ地域議員会議
4６
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にゅうすふぉ－らむ

中間試案では、生殖補助医療の

函口蠅■［鱸鵜癖瀧輸砿■：燭も
法制審議会親子法部会は過日、

制度に沿って精子を提供した男性

法案に盛り込む。

を進めている生殖補助医療関連

理出産を禁止することを、準備

三者の女性に出産してもらう代

の受精卵や夫の精子を使って第

厚生労働省は、不妊夫婦が夫婦

顕微授精、代理出産などがある。

る医療で、人工授精、体外受精、

生殖を補助する目的で行われ

生殖補助医療

不妊治療のため第三者から精子や
卵子、受精卵の提供を受けて子供

が生まれた時の親子関係を規定す

る中間試案をまとめた。卵子や受
精卵の提供を受けて子供が出生し
た時の母子関係は，出産女性を母

親とし、妻が精子や受精卵の提供
で出産した時の父子関係は、同意

した夫を父親とする。厚生労働省
が立法予定の生殖補助医療関連法
省はその中に民法の特例として盛

案が国会に提出された場合、法務
り込む方針。

は父親とならない▽意思に反して

精子が用いられた男性は父親とな
らない、などの項目も定めた。後
者は、誤って提供精子が使われた
場合などを想定したものという。

今回定めた規定は人工受精や体
外受精だけでなく、厚労省の厚生
科学審議会生殖補助医療部会が禁

止を打ち出した代理出産にも適用。
よる生殖補助医療だけを認めてい

また、同部会は法律上の夫婦間に

るが、母子関係の規定については、

．。‐：．，一．‐Ｉ‐‐１．‐．。，・・

の不妊『田應憲が母］親塞｛：卿

●「経済苔』自殺７－９４Ｑ入獄〃

の帷高齢者活力堂がすⅡ厚労澄細

●総丞口戸穂二式六汎弱火蔦卵

●出生率トツプトは一管理職……鯛

生⑪》沙一ｆＤＡ理事長一に緒方氏や；伯

■『崖活腫不車昏三一人に二人一同駒

一⑪百蟻以上皇万象突砿紅泣ｆ卜岼馴

昨年印代仁男性．がか急増

増加率では釦代男性が最も高く、

高となった。

４３人で、前年より約３．５％増

に「健康問題」で１万４８１５人。

動機別では、トップは例年同様

経済・生活問題が７９４０人で続

不況の深刻さが浮き彫りになった。
警察庁の調べで分かった。３万人

加し、氾年に統計を取り始めて以

を超えたのは５年連続。遺書や調

人、「勤務問題」が１７６４人となっ

き、以下「家庭問題」が２７４６

ている。

べから「経済・生活問題」が動機

来、３番目に多かったことが型日、

昨年１年間の自殺者は３万２１

「経一済苦」自殺７９４０人一・

（毎曰新聞旧・７．相朝刊）

独身女性も含める。【伊藤正志］

も<Ｕ

とみられる自殺者は大幅に増え、
初めて７０００人を超えて過去最

4７

国

への参加などを挙げている。
このうち、経済・生活問題が原失業が前年比で２割前後の大幅な増加した。
因とみられるのは前年の６８４５伸びを見せている。年齢別では、自殺者数は朗年が３万３０４８二○○四年の年金改革の焦点で

「事業不振」「失業」「就職失敗」「倒年比で最も高い伸びを示し、６１

昨年末の厚労省の改革試案は具現

検討が必要」との表現にとどめた。

人から１０９５人増加した。動機印歳以上が１万１１１９人▽釦代人で最も多く、次いで兜年の３万ある基礎年金の国庫負担割合の引
別に詳しく見ると、「負債」が４１８４６２人▽如代４８１３人と中．２８６３人。【窪田弘由記］き上げ問題については、「巨額の財
４３人で最も多く、以下「生活苦」高年層に集中。特に別代男性は前（毎日新聞い・７．班朝刊）源確保の具体的方策と一体として
産」の順。とくに負債、生活苦、３６人から６６６０人に、８．５％

１１口１１１口■！
行の一一一分の一から）二分の一への

蛙惑薊輔撰寡．好‐」｜・旋左一驚夘再）闇刊烈岡則渕釧渕将鍜へ》『椒診乢岡召珪」騨一部

JilIij
隷
轤

□、びくⅥＪｈＩｌＩ０ＥＪｑ、ｊｑ１■Ｕ１ｊＵ、ｒ、ＪＪ、△ｒ１ＰＪ６Ｄｒ「ｐＩ■ｊｒｑノ■ｑｐＰｑＱノｈＪＦｂＨ‐ｒ凸１Ｆ、０７＄ＪＰＬＵグＬＵグＬ１ＰＧ０Ｐ‐ＬＰＰ●、ＪＬ０ｆ０８ｆ

DJJJL議ITii

il i i

子供と同居している高齢者が幻％さらに、「高齢者の雇用機会が不増加数、率とも過去最低だった前人を超えた。自然増加数は５万８
に減る一方、高齢者だけで暮らす足している一方で、現役世代は仕年を上回り２番目だったが、１年４２３人減のｕ万３５４１人。乃
人は⑲％に増え、初めて逆転した。事が忙しくて子育てに問題が生じ間の出生者数と、出生者数から死年度の調査開始以来、出生者数、
特に、｜人暮らしの高齢者は、十ている」現状を踏まえ、働き方の亡者数を引いた自然増加率はとも自然増加数は最低、死亡者数は最

白書の副題は、「活力ある高齢者因について「親の労働時間や通勤を発表した。総人口は１億２６６３人減の１１５万１５０７人、死
像と世代間の新たな関係の構築」。時間の長さなどが影響している可８万８３６４人で、前年より如万亡者数は３万８６１０人増の１０
白書によると、二○○一一年には、能性」を指摘した。９６９２人（０．Ⅳ％）増加した。０万７９６６人と初めて１００万

い」と分析。我が国の少子化の要基づく全国の人口（３月ｎ日現在）出生者数は、前年比１万９８１

解決するという「世代間のワークおり、「南関東や近畿など長時間働一Ｌ…『…喝…ｌ…ｉＩＬＩｉＴ２己ＬＬ■ｒ日ＴＩＩ：ｉＬ：！…と》｜廷。ｌ｜〃ＩＩＩｉＩ
シェアリング（仕事の分かち合い）」く人が多い地域ほど、出生率が低総務省は即日、住民基本台帳にに過去最低を更新した。

辮離郷雛『嬢雛緊・璽口口蝿黙鮒轍鮒鰹鐵譲西口聯□・

議に二○○一一一年版厚生労働白書を人に上り、家族や社会での人間関

ｎ肺印團釘‐腱「阜榊Ⅲ脚口下、諦伽『｜、冊ｆ←；｜｜一面駐万難洲鵯辨柵糊鯛洲鰄懇Ⅲ（保譲茄雛し蝿一冊識

jiNiiiiill
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にゆ－すふぉ－らむ

ＣＡ、現国際協力事業団）の理事

１世帯の平均人数は２．師人と最

間人の起用を求める声が強まる一

が高まっていた。

ｎ月にはＪＩＣＡを含め一部の
人に衣替えする予定だが、天下り

特殊・認可法人が釦の独立行政法

を排除した意味で、他の法人の人

事に波及する可能性もある。

（朝日新聞肥・８・辺朝刊）

出生率卍ヅプは管理■職■・

方氏の内諾も得ている。ＪＩＣＡ

向を伝え、了承を得た。すでに緒

福田官房長官らに緒方氏起用の意

川口外相は配日までに小泉首相、

れによると、子供の出生率がもっ

計」が、このほどまとまった。そ

○○年度人口動態職業・産業別統

に調べている厚生労働省の「二○

がどう関係しているかを五年おき

出生や死亡、結婚や離婚に職業

とも多く七十五・三人、二位は専

母親の職業も「管理職」がもっ

六人、四十三・四人で差はなかっ

前の調査では、それぞれ四十三・

六人を二倍近く引き離した。十年

二位の「サービス職」の四十一・

経済力を」反映〃母は『専業主婦』抜く

のトップに外務省ＯＢ以外が就任

理職」で、男性の死亡率と〃自殺

とも高かったのは父母ともに「管

二・九人。十年前の「管理職」五

業主婦などを指す「無職」で五十

方、外務省の事務当局は難色を示

するのは、四年の発足以来初めて。

率〃は、それぞれ「無職」に次い

十三・七人、「無職」五十五・五人

し、調整が難航していた。

今後の援助行政のあり方にも大き

から逆転しており、最近になって

し、現在の川上隆朗総裁（元イン

ち八○・二人に子供ができた計算。

上を指す「管理職」で、千人のう

千人あたりの死亡率がもっとも高

｜方、二十’六十四歳の男性の

二歳で六歳の差があった。

親の平均年齢は、「管理職」が三十
五・三歳、「サービス職」が一一十九・

初めての子供が生まれた時の父

えている様子がうかがえる。

父母の経済力が出生率に影響を与

た。

な影響を与えそうだ。理事長の任

で「サービス職」や「農林漁業職」

同じ年齢の人が同じ数だけ各職業

同年度の国勢調査などを基に、

が高かった。

人ﾛ勤閣調査

期は４年だが、緒方氏が高齢のた
め任期いっぱい務めるかどうかは
流動的との見方もある。

行うが、ＪＩＣＡ内では若手職員

もっとも出生率が高かった父親

に就職しているという想定で算出
を中心に、外務省ＯＢの天下りが

羽日の閣議で正式決定する予定。

ドネシア大使）の交代を求める声

した。

現在はアフガニスタン復興支援日

慣例のトップ人事のあり方を見直

ＪＩＣＡ理事長の任命は外相が

氏禿）を起用する方針を決めた。

本政府代表を務めている緒方貞子

の職業は、会社や役所の課長職以

長に、前国連難民高等弁務官で、

囮

一同だった。

年齢別構成では、追歳未満の年少を更新、世帯数は舩万３００２
少人口はⅢ．Ⅳ％（前年比０．超世帯増の４９２６万７９１世帯と
熱低下），咀歳以上筋歳末満の生産核家族化。男女別では男性６２０
年齢人口は師・０％（同０．蛇蘇５万２８９人、女性６４６３万８
低下）と毎年減少しているのに対０７５人。
［大平祥也】
（同０．訂緋上昇）と増えている。

し、砺歳以上の老年人口は喝・理％（毎日新聞肥・８．幻朝刊）

外.務省ＯＢ以外では初

ＩＩＩＩｉｌｉｉｉＩｉｉＩｉＩ

理事長に緒方貞子氏

政府は泌日、ｎ月に発足する独
立行政法人・国際協力機構（ＪＩ

。ＪＩＣＡ

理事長人事ではＪＩＣＡ内から民
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函

の「運輸・通信職」の三・○人と

「管理職」の三・四人、運転手など

「保安職」の三・六人がトップで、

性は、警察官やガードマンなどの

技術職」の二・九人となった。女

「農林漁業職」の三・二人、「専門・

次いで「サービス職」の三・六人、

かつたのは「無職」の十一・七人。

信職完女性の職業で、死産率がもっ

門・技術職」で、妻は「運輸・通

率では、夫の職業のトップは「専

は困難』（同省）としている。離婚

「発生が少ない職業もあって、比較

三人の順だった。女性については、

五十五・九人、「管理職」四十三・

ス職」五十八・九人、「農林漁業職」

千人に対する人数）

（読売新聞旧・８・出朝刊）

た「サービス業」だった。

く、中絶などの人工死産数も多かっ

とも高かったのは、立ち仕事が多

管理職

事務職

販売職

サービス職

２２

保安職

農林漁業職

運輸・通信職

生産工程・労務職

１

５

『溌庁口曰括一に田一不安」「■・■「・愚Ｂ■入一に図・人

過去最高

》

一

》一

一町■’一

調査は、今年六月、全国の二十

九一年調査の妬・８％以降、増加

不安を感じると答えた人は一九

一

歳以上の男女一万人を対象に行わ

じている」の酊・２％に対し、「感

ているどうかを聞いたところ、「感

や子供の教育費など負担が強まる

と中高年層が最も多い。親の介護

十歳代厄・５％、五十歳代れ・６％

ことになる。年代別に見ると、四

民三人に二人が不安を抱えている

傾向をたどってきた。今年は、国

５％だった。

じていない」は４．２蔽減の、．

日常生活で、悩みや不安を感じ

れ、回収率は加・３％だった。

内閣府世論調査

を強めているものと見られる。

り方が論議になっていることや長引く不況が、老後への不安感

て過去最高となった。不安の内容としては、半数の人が「老後
の生活設計」を挙げている。少子高齢化が進み、年金制度のあ

ことが分かった。二○○二年六月の前回調査より３．９静増え

よると、国民の町・２％が日常生活で不安や悩みを感じている

内閣府が三十日に発表した「国民生活に関する世論調査」に

「老後」や「健康」「収入」

圀函
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続いた。

また、男性の自殺者を人口十万

１７

０９】２１くり０７４４４

※－は算出するのが適当でない年齢階級があるため出
生率を算出していない。

人あたりで換算すると、「無職」が
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就業者総数
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総数

女
男
母
父

死亡率
出生率

職業

３８９４４６７６００３２

百八十一・一人でトップ、「サービ

父母の職業別出生率と20～64歳の職業別死亡率(人ロ

5０

にゆ－すふお－らむ

自分の健康し

鑑:鑑ﾋﾞレ

家族の健鰻レー
現在の収入や資慶ﾚー
感じていない

００００
５４３２

老後の生活設計し
(％）

６０

1９９１９２９３９４９５９６９７９９２００１０２０３

り、こうした問題に対する、国民

れも前回から７瀞前後も増えてお

位の「犯罪対策」皿・６％はいず

（読売新聞明．Ｂ・訓朝刊）

の意識の高まりをうかがわせる。

ことが影響しているようだ。
複数回答で悩みや不安の内容を

働く目的については、「生きがい

ようなもの」は犯・７％（同５．

５％（前回比１．０瀞減）、「同じ

となった。「良くなっていく」は７．

前回より６．２緋増えてｎ．３％

「悪くなっていく」と回答した人が

９６３年時点は１５３人だったが、

更新は羽年連続。調査を始めた１

寿番付）で分かった。過去最多の

の発表した「全国高齢者名簿」（長

突破したことが９日、厚生労働省

５６１人となり、初めて２万人を

は昨年より２６２７人増えて２万

全国の１００歳以上のお年寄り

上の人数は全国平均が焔・田人。

（福岡県）で４年連続となった。

１１４歳となった中願寺雄吉さん

島市）で５年連続、男性が３月で

６歳になる本郷かまとさん（鹿児

長寿日本一は女性が超日で１１

佃年で１３４倍に

函■Ⅲ歳側上蜘譲鍛籔。

聞くと、最も多かったのは「老後
の生活設計」卯・０％で、前回よ

り６．３瀞も増えた。二位は「自
分の健康」妬・３％・三位は「今

後の収入や資産の見通しについて」
ｎ．７％・いずれも、今回と同じ

質問形式となった九二年調査以降
で、最も高い数値を示している。

を見つけるために働く」を挙げた

この蛆年間で１３４倍になり、高

都道府県別の上位は①沖縄（狸・

今後の生活の見通しに関しては、

人が前回調査より１．６両増えて、

齢化が急加速する日本の実態が浮

いずれも前年より若干増えた。三

等の社会保障構造改巷澤のロ・９％・

で酊・４％。次いで「医療・年金

て、最も多かったのは「景気対策」

を占めた。今年度中に１００歳の

４０２人で、女性が全体の剖・６％

男性は３１５９人、女性は１万７

歳以上となる人を１日現在で集計。

長寿番付は今月末までに１００

（毎日新聞肥．９．９夕刊）

［須山勉】

は①埼玉（７．師人）②千葉（９．
羽人）③愛知（９．犯人）だった。

以来ｕ年連続トップ。ワースト３

人口、万人当たりの１００歳以

超える見通しという。

４０人と、昨年に続いて１万人を

塑・５％となり、減少傾向から増

姐人）②高知翁・皿人）③島根
（鍋・８人）の順で、沖縄県は卯年

１縛減）だった。

加に転じた。

き彫りになっている。

位の「高齢社会対策」副・４％、

誕生日を迎えるお年寄りも１万７

政府への要望（複数回答）とし

五位の「物価対策」４．４％、七

5１

■悩みや不安の内容（複数回答。数字は％）
67.2

■日常生活での悩みや不安（数字は％）
７０

全国の長寿者上位10人
住所

氏名

'性別

年齢

①

本郷かまと

女

116

鹿児島市

②

中願寺雄吉

男

114

福岡県小郡市

③

)||手ミトヨ

女

114

広島市

④

小山ウラ

女

113

福岡県飯塚市

⑤

伊藤ミセ

女

112

静岡市

⑥

田中沢世

女

112

福岡県行橋市

⑦

福原ツル

女

1１１

沖縄県金武町

⑧

遠藤豊

女

1１１

静岡市

⑨

米原ヨキ

女

1１１

島根県出雲市

⑩

比嘉カメ

女

1１１

那覇市

(敬称略。年齢は９月30日現在）

20000

人

16000

12000

8000

4000

日６３６５７０７５８０８５９０９５０００３年
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し

、

…

「ＩｉｉＩ１ｉＩＩＩＩｉＩｉＩＩ「１１１１１１１１１

ＡＰＤＡ賛助会員
コ

１

にユソと虫

暑朧

人口問題は、’’十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となって
○０

－

くどくくご入会のⅡお願

DｐＥ

います。一九九九年には六○億人を超え、依然としてふえ続けております。アジア

,

ﾉﾘ、夕

Ｃ叫戦
の人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。

ダフｑエ

，

，

いま、世界各地で叫ばれている〃環境問題〃も、人口の増加が大きな根本原因な

といっても過言ではありません。

口の一一
世界人口の大半を占めるアジア人口の行方が、人類生存のカギを握っているＩ

済問磨
人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に大きな影響を及ぼします。

。界渦の加Ｃ

のです。人口増加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐採な

，

リ

壁”、

どは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など多くの

,

産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放置できないギリギリの

,

ところにきています。また、人口問題では爆発的に人口増加を続けて貧困に悩む地
域と、日本などのように、少子・高齢化が進み将来の深刻な労働問題や福祉費の増
フ

ります。

凝り

，

］HＢＩ

何卒、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心からお

「二

ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に
解決する方策を探るため、日夜、真剣に努力を続けています。

，

大、経済力の衰退など、さまざまな重大な社会・経済問題を抱えている先進国もあ

斑ITJ識ミ

これらの根源は、すべて〃人口〃問題に帰結されます。

ご－不月Ｃ
ｌムコー

,

願いいたします。

６

蕊

5３

保

ひ

フ

ｉＩ「Ｉｌ１ＩＩＩＩＩＩＩＩ
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－インド国一

ReportonIheBasicSurveyofPopulationandDevelopment
inSouth唾$tARismCountries
-India-

３．中華人民共和国人口・家族計画第二次基礎調査報告書

BasicSurvey(monPopulationandFamilyPlanninginthe

昭和58年度
1．中華人民共和国人口・家族計画基礎調査報告書
BasicSurveryonPopulalionandFamilyPlanningmthe

PeoplelsRepublicolCllina

PeoplelsRepublicofChina（英語版）

生育率和生活水平共系第二次中日合作凋査研究報告槽

生育率和生活水平矢系中日合作凋査研究根告朽

（中国語版）

（中l剰語版）

４．ネパール王国人口・家族計画基礎調査

BasicSuweyReportonPopulationandFamilyPlanningm

theKingdomofNepaI（英語版）

昭和59年度
１．アジア諸国の農村人口と臘業開発に関する調査報告書
一インド国一

５．日本の人口都市化と開発

UrbanizalionandDevelopmentinJapan（英語版）

RepoImnlheSurveyofRuralPopulationandA厩icullural
DevelopmeI11inAsianCountries
-India-（英語版）

６．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調査
一データ編一

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告

SurvevofUrbani2anon･LivmgEnviroI]mentandWelfarein

一タイ鬮一

Ballgkok-Data-（英語版）

ReportontheBasicSurvevofPopulationandDeveIopment

ヴ

inSoutheaslAsianCountries

７．スライド

-Thailand-

日本の都市化と人口（、本譜版）

UrbanizationandPopulationinJapaｎ（英語版）

３．日本の人口転換と農村開発

日本的城市化与人口（中国語版）

DemographicTransilioninJapanalIdRuralDev⑮lopment

UrbanisasiDankependLldukanDiJepalIg

（英語版）

（インドネシア語版）

４．SurveyolFertiIityandLivingStandaldsinChineseRural

昭和61年度
]・アジア諸国の磯村人口と農業開発に関する調査報告書

A”as-Dala-AllthehouseholdsoftwoviIlagesinJiIin

Pmvincesurveyedbyquestionnaires（英語版）
夫干中国衣村的人ロ生育率与生活水平的凋査扱告

一インドネシア国一

一対干吉林省両卜村近行全戸面談凋査的轄呆一

ReporlontheSuweyofRuralPopulalionandAgricultural

＝銃汁鋼一（中国語版）

DevelopmenlmAsianCOuntries
-lndonesia-（英語版）

５．スライド日本の農業、農村開発と人口
－その軌跡一（日本語版）

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一インドネシア国一

Agriculluml＆RuralDevelopmenlandPopulaUoninJapan
（英語版）

ReportontheBasicSurveyofPopulatiomandDevelopment

日本衣止衣村的友展和人口的推移（中国語版）

inSoutheastA息innCountries

PerkembanganPertanian，MasyamkatDesaDanKepen-

-IndoT1esia-（英語版）

dudukanDiJepaIIg（インドネシア語版）
（以上４カ国版スライドは､日本産業教育スライドコン

３．在日留学生の学習と生活条件に関する研究

クールにて優秀賞を受賞しました｡）

一一人的能力開発の課題に即して一
４．日本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmeminJapan（英語版）

昭和60年度
l・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査綴告響
一タイ国一

５．人口と開発関連統計集

ReportontheSurvevofRuralPopuIationandAgricultural

Demogq｢apI1icandSoci⑨EconomicIndicaIorsonPopulation

Deve]opmentinAsianCountries

andDevelopment（英語版）

-Thaihl､。－（英語版）

６．スライド日本の産業発展と人口

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

5４

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

－その原動力・電気一（ロ本譜版）

一中華人民共和国一

IndusuFialDevelopmentandPOpulationinJapan

ReporlonlheB鑑icSurveyofPopulationandDeveIopmelll

-TheprimeMover-Electricitv-（英語版）

inSoutheastAsianCounlrieｓ

日本的声並友謄写人ロ

－Ｃｂｉｎａ－（英語版）

ー其原iillカー曳気一（中国語版）

PembangunanlndusIridankependudukandiJepang

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書

-PenggeTakUtama-TengaListrik（インドネシア語版）

一タイ国一

4．日本の人口と家族

7．ネパール王阿人口・家族計画第二次基礎調査

PopulationandtheFamilyinJapan（英語版）

ColnplementalyBasicSurveyReportonPopulalionand
FamilyPlanninginthekingdomofNepal

５．アジアの人口転換と開発一統計集一

DemogTaphicTmnsitionandDevelopmentinAsianCountries

昭和62年度

-OverviewaI1dStatiRtiITalTables-

（英語版）

1．アジア諸国の農村人口と農業８１１発に関する調査報告書

６．スライド

ReportontheSurveyofRuralPbpulalionandAgricullulal

一中華人民共和国一

日本の人口と家族（日本語版）

DevelopmenlinAsianCountries

FamilyandPopulalioninJapan-AsianExperience-

-China-（英語版）

（英語版）

日本的人口与家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluargaJepmng（インドネシア語版）

ワ

ー●

東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告番
一中華人民共和国一

RepolomheBasicSuweyofPopulationandDevelopment
７．ペルー共和国人口家族計画基礎調査

inSoutheaslAsianCountnE

-China-（英語版）

平成元年度
]・アジア諸国の農村人口と農業開発に閲する調査報告諜

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告響
一フィリピン国一

一バングラデシュ国一

ReporlonIheSuTveyofRuralPopulalionandAgriculIural
Development-BangIadesh-（英語版）

４．日本の人口と農業開発

PopulationandAgriculturalDevelopmeminJapan
（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一ネパール国一

５．ネパールの人口・開発・環境

ReportonlheBasicSurvcyofPopulalionamlDevelopment

Population,DevelopInen1andEnvir0nmenlinNepal

inSoutheastAsianCountries

（英語版）

-Nepal-（英語版）
６．スライド

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査報告書
一マレーシア画一

ロ本の人口移動と経済発展（日本語版）

TheMigmIolyMovememandEconomicDevelopmenｔｉｎ
Ｊａｐａｎ（英語版）

４．日本の人口榊造変動と開発

日本的人口移劫与幾済友展（中国語版）

一高齢化のアジア的視点一

PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkononliDi

StruchⅢalChangeinPopulationandDevelopmem

Jepang（インドネシア語版）

-Japan1sExperienceinAging-（英語版）
7．トルコ国人口家族計画基礎調査
５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して－（ロ本語版）

AginginJapan-ChallengesandProspects（英語版）

辺人高鯛と社会的日本正面１１畠挑占Ｒ－追求具生命意又

5５

昭和63年度
]・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告瞥
一ネパール国一

RepoltonlheSurveyofRuralPopulationandAgricuI1ural

的老年生涯一（中国語版）

DeveIopmontinAsianCountries

TamanganMasyaraka[LanjutusiaJepang

-Nepal-（英語版）

ａアジア諸I劇からの労働力流出に関する調査研究報告耕
一中華人民共和国一

(インドネシア語版）

（本作品は､1990年卿Ⅱ本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡〉

｡、日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmemandPDpulationinJapan

-TrendsnndProspectsmlhel990s-（英語版）
５．スライド

６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一
SlrategicMeasureslbrtheAごicuhuraIDevelopmeI1t

-CompamtiveSIrudiesonFiveAsianCounlries（英語
版）

日本の地域開発と人口（日本語版）

ReginalDevelopmentandPopulaIioniJlJapan（英語版）
ロ本的区域升友和人口（'１１国語版）

PermbangunanDaerahdanPopulasidiJepang
（インドネシア版）

平成２年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する報告書
フィリピンlll4-

ReporIom【heSurvevofRumIPopuIationandAgricultura］
６．アジアの労働力移動

、eveloplneI1I-Philippines-（英語版）

LaborMigrationinAsia（英語版）
2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

平成４年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する綱査総告苔
一マレーシア国一

一バングラデシュ国

ReporlontheBasicSulveyoIPopulationandDevelopment
iI1SoutheaslAsianCountries

-Bimgladcｓｈ－（英語版）

RoporloX1IheSurvevofRuralPopulalional】dAgricullural

Developmenl-Malavsiia-（英語版）

3．アジア諸国からの労働力流出に関する綱査報告野
一インドネシア'1１－

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告諜
一ベトナム国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDeveloplnem
inSoutheastAsianCountries

４．１１本の人口・１Ｍ1発・環境一アジアの経験一
PopulaliDILDeveIopmemandEnvimnmenlinJapan

AsianExperience-（英語版）

-VietKanl-（英語版）
５．スライド

3．アジア諸国からの労働力流(Hに関する調査研究報告蒋
一スリランカ国一

日本の環境・人口・開発（日本語版）

EIwir(〕I1menl,PopuIationandDevelopmel]tinJapan（英
語版）

4．アジアの産業転換と人口
IIldusKrialTransilionandPopulationinAsia
（英語版）

１二１本的坏境・人ロ・ﾌﾟﾁ友（中国語版）

LmgkungaxLPendudukdanPemI〕angunanJepang（イン
ドネシア譜版）

（本作｡bは．1991年llmp本視聴覚教育協会主催優秀映
５．スライド・ビデオ

像教'’１選奨社会歎育部門で優秀賞を受賞｡）

明日に生きる－ロ本の産業転換と人1.-(ロ本譜版）

LivingfOrTolnorlrow-IndusIIialTransitioIlandPopula-

IioninJapan-（英語版）

６．アジアの人口都市化一統計集一

ProspeclsoIrrbanizatioIliI〕Ａｓｉａ（英語版）

生活在明天一日本的評1k紡換勺人口一（['１国語版）

HidupUnIukHariEsok--PemlihaI］SImklurlI1duslri

DanPopulasiDiJepang-（インドネシア語版）

平成５年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する報告書

平成３年度
1．アジア諸'五lの農村･人1ｺと挫業開発に関する調査報告苫
一一スリランカ画一

ReportontheSurveyRuralPol〕ulaljonaI1dAgricultuml

Developmem-SrjLanka-（英語版）

一ベトナム国一

ReportonUleSurveyolRumlPopulati(〕nandAgricultu｢a］

Development-VietNam-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
フィリピンlI1-

ReportolxIlleBasicSurvevofPopulalionandDevelopmenI
２．東南アジア諸国等人口・開発進礎調査報告苫：
－スリランカ－

inSoulI】e躯lAHiaI1Countries

m>hi1ippines-（英語版）

ReporlolllheBasicSurveyoIPopulalionandDevelopmcIIt

5６

２．アジア諸国の都市化と開発基礎調査報告書
一ネパール国一

inSoutheaslAsianCDuntries

-SriＬａｎｋａ－（英語版）

ReportontheSuweyofUYbanizalionandDevelopmenlin
AsianCountrieｓ－Ｎｅｐａｌ－（英語版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一インド国一
４．アジアにおける女'性のエンパワーメン卜
EmpowermenlofWomeninAsia（英語版）

●

【。

スライド・ピデオ

アジアを拓け－女性たち－（日本語版）

3．アジア諸国の人間資源開発と労働力に閲する調査研究
報告書一フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人口と開発一
ChallengeandStmIegyofAsianNations

-PopulationandSuslamab]eDevelopmenl（英語版）
５．スライド・ビデオ

女たちの挑戦一女性の地位向上と日本の人口一

ＡＢｒｉ副ltofGenderEqualiIy-EmpowermentｏｆＷｏｍｅｎ

（日本語版）

ｍＡｓｉａ－（英語版）

WomenandthcirCI1alleIlges-Impmvementsinthe
SlalusofWoInenthePopulationofJapan-

通性目強之路一今日並洲女性一（中国語版）
HarpanCemhbagiPersamaan-KaumWaniIaAsian

（英語版）

MerambahJalan-（インドネシア語版）

女性的挑繊一女性地位的提高与日本的人口一

平成８年度

TamanganKaumWanita-EmansipasiWaniladan

（中国語版）

l・アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一ラオス人氏民主共和国一

Repor1ontheBasicSurveyonAgriculturalalldRuralDe‐
velopmentbyProgressStageinAsianCountries
-LaoPeople1sDemocralicRepublic-（英語版）
ワ

ー□

アジア諸国の都市化と開発調査報告書
一フィリピン国一

PopulasiJepaIlg-（インドネシア語版）

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
課一インド同一

RepononIheBasicSurveyonAgricultumlandRumlDe‐
velopmentbyPrOgr“sStageillAsianCountries
-India-（英語版）

ReporlontheSurveyofUrbanizationandDevelopmemin
AsianCountnes-Philippines-（英語版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一ラオス国一
４．２１世紀の人口・食樋戦略一アジアと世界一

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイ国一
ReportonlI1eSuJvevofUrbanizationandDevelopmenlin
AsianCountries-Thajland-（英語版）

3．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報呰諜一ベトナム国一

PopulationandFoodStrategyfor21stcenluly
-AsiaandWorld-（英語版）

４．アジアの女性労働力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

５．スライド・ビデオ

2025年への決断一アジアの人口増加と食料一
ChaUengeandDecisionlbrlheYear2025
-Populationl11c唾aseandFbodmAsia-（英語版）

向祷2025年的央断一正洲的人口増｣乏和糎食一
（中国語版）

５．スライド・ピデオ

アジアの女性たちはいま……（日本語版）
NewHorizonsfortheWomanofAsia（英語版）

TekadUnlukTahun2025-PertambahanPopulasidan

並洲畑女的新厨程（中国語版）

PangandiAsia-（インドネシア諾版）

WaniIaAsiaKini……（インドネシア認版）

平成9年度

平成７年度

１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一ラオス人民民主共和国一

ReportontheBasicSurveyonAgricuhumlalIdRuml
DevelopmenlbyPm理｢e＆sStageinAsianCountries
-LaoPeople1sDemoclnticRepubIic-

5７

WomenusLaborParlicipationandEconomicDevelopmentin
Asia-Slrategytoward21Cemury-（英語版）

l・アジア諸Ijlの発展段階別織業・農村開発基礎調査報告
聾一パキスタン国一

ReportonlheBasicSurveyonAgricuItu函ｌａｎｄＲｕ噸lDeveIopmembyProgTessStageinAsianCountries
-Pakislan-（英語版）

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
一中国一上海を中心に

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａllhinAsian
CounKries--China-FOcusonShangllai-

２．アジアの社会開発と人間開発

SocialDeveIopmenlandHumanDevelopInentinAsia

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一マレーシア国一

3．アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調査研
究報告書一バングラデシュ人民共和国一

４．水をめぐる２１世紀の危機
一アジア人口を焦点として－

平成12年度

WaterCTisisintheTwentyFirstCentu｢y

-ProspectofAsianPopulationandDevelopment-

1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一ミャンマー連邦一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRulalDe
velopmenlbyPIogTessStageinAsianCountries
-Mvanmar-

５．スライド・ビデオ

水は生きている一人口と水資源一
WalerisAIive-PopulationandWalerResoures（英語版）

水是有生命的人口与水債源一（中国語版）
2．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書
一タイ国一

AirituHidup-PendukdanSumderAir－（インドネ
シア語版）

ＲｅｐｏｒｌｏｎｌｈｅＳｕｗｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａhhinAsian
CountrieB-Thailand-

3．アジア諸国の職業安定制度と膳用政策に閲する調査研
究報告書一カンボジア国一

平成13年度

平成10年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一カンボジア国一

ＲｅｐｏｎｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｎＡ母icuIturaIandRuralDeveIopmentbｙＰｍ画essSKagemAsianCountries
-Cambodｉａ－

１．人口問題を基礎とした農業・農村開発調査報告護
一カザフスタン国一

2．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書

ReportonSurveyolAgricuhumlandRulalDevelopmcmbased

一大韓民国一

onPopulationi筆ues-TheRepublicolKazakhstan

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｌｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅallhillAsian
Countries-TheRepUb]iｃｏｆＫｏＩｅａ－

2．アジア諸国の都市化と開発調査報告諜
一マレーシア国一

RepormnlheSuweyofUrbanizationandDevelopmentil1

3．アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調査研
究報告書一イラン国一

AsianCountries-Ma】aysia-

４．発展の制約一中国・インドを中心に－

3．アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調査研

ConstramsollDevelopment-FocusonChinaandlndia-

究報告書一インド国一
５．スライド･ビデオ

平成14年度
1．人口問題を基礎とした農業・農村開発調査報告書

地球からの警告一アジア，水と食料の未来一

ＡＷａｍｉｎｇｆｍｍｔｈｅＥａｒｔｈ－ＴｈｅＦｕｌｕｒｅｏｆAsia,Water
andFood-（英語版）

一ウズベキスタン国一

来自地球的響告一亜洲水和糧食的未来一（中国

ReportonSurveyolAfpriculturalandRuraIDevelopmenl
basedonPopulationlssues．－TheRepUblicofUzbekis-

語版）

tan-（英語版）

２．アジア諸国の職業安定制度と歴用政策に関する調査研
究報告書一ベトナム国一（日本語版）

PeringatandariBumi-MasaDepanAsia-AirdanPangan-（インドネシア語版）

平成11年度
Ｌアジア諸国の発展段階別農業,農村開発基礎調査報告書
一モンゴル国一中央県､セレンゲ県を中心として－

RoporlonlheBasicSurveyonAgpriculturaIandRural
DeveIopmenlbyProgressSlageinAsianCoumries

-Mongolja-FocusonTovandSelcnge-Aimang-

5８

た、人口と食綴安全保障に関するAFPPD（人口と開発

に関するアジア議員フォーラム）特別運営委員会で、
ベトナム国会社会委員会委員長グエン・テイ・タン議
員とマグサイサイ賞受賞者である著名な農業学者ポー

トン・ズアン博士の共著論文の日本語版の合本。世界
食料サミットに向けた資料として作成された｡）

9．『国際食料安全保障・人ロ・開発職員会駿OMPFSPD)臘
事録』1997年（和文）

（内容：食料農業機関(FAO)主催の世界食料サミット

１．『国際人ロ開発会繊行動計画要旨』1995年（和文）

（内容：1994年カイロの国際人口開発会議(ICPD)の行
動計画の要旨。同文書関連の出版物としては本邦初｡）

2．『国際人ロ開発艤員会職、繊事録』1995年（和文）

（内容：1994年カイロで国際人ロ開発会議(ICPD)に先
駆けて開催された国会議員会議である国擦人口開発議

（WFS)にあわせ、1996年11月にスイス・ジュネーブで

員会議の瀧事録。同会議には117カ国約300名の国会議

開催された国際食料安全保障・人口・開発議員会議

員が参加した｡会議宣言文はICPD総会でも発表された。

（IlvPFSPD)の議事録｡同会議の成果は､世界食料サミッ

また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の

トで公式に配布され､またＷＴＯルジェーロ事務局長に

国会議員フォーラムが準備された｡）

も桜井新・会議議長から手渡された｡）

３．国運人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
10．国運人ロ基金『未来のための食料』1997年（和文）
（内容：国連人口基金出版物FoodfbrtheFutulEの日

本語版。人口増加の抑制と食料確保を行うために，女

献一』1995年（和文）

（内容：現在の人口分野に関する援助の現状と、資金
の流れを分析。我が国の人口分野への貢献も併載｡）

・性の参加が不可欠であることをさまざまな具体例から
解きほぐしている｡）

４．『国際人ロ・社会開発臓員会蟻OMPPSD)蟻事録』1996
年（和文〉

11．国運食綱農業機欄(FAO)『リソース・シリーズ４世界

（内容：世界社会開発サミット(WSSD)にあわせ､1995

食料サミット1996年世界食料安全保障のためのローマ

年３月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された人

宣言および世界食料サミット行動計画』､1997年(和文）

口と社会開発に関する国会議員会議議事録｡）

（内容：世界食料サミットのローマ宣言と行動計画の
本邦初の翻訳であり、多分野から同文譜の日本翻訳の
決定版として商い評価を受けた,）

５．黒田俊夫箸『リソース・シリーズ１国連人ロ会騒２０
年の軌跡一ブカレストからカイロヘー』､1996年(和文）

（内容：国連主催の第一回人口会議であるブカレスト
12．『リソース・シリーズ５FiveYearsfromICPPD-国

会議から1994年カイロの国際人ロ開発会議まですべて

際人ロ開発麟員会纏から５年一人ロと開発に関する国

の国連主催の人口会議に参加し、人口分野における世

会職員会臘宣言文』1998年（和・英）

界的大家である著者が､その推移を概観し､分析した｡）

（内容：カイロの国際人口開発会議から５年目を迎え、
この機会に人口と開発に関する国際議員会議、地域議

６．ToshioKurodaPResourceSerieｓ２１１ＦｒｏｍＢｕｃｈａ

員会議の宣言文を集成。今後の更なる発展のための資

ｒｅｓｔｔｏＣａｉｒｏ－２０ＹearsofUnitedNationsPopula-

料とした｡）

ticnConferences-0i,１９９６（英文）

（内容：好評をもって迎えられた「リソース・シリー

13．『リソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsia』

ズ１」の英文版｡）

1998年（和文）

（内容：当財団が主催する「人口と開発に閲するアジ

ア国会議員代表者会議」で呼びかけを行い各国の人

７．『国際女性・人ロ・開発綴員会鱗』、国際女性・人ロ・

口政策を各国政府責任者もしくは専門家が記述した。

開発溌員会麟UMPGPD)繊事録、1996年（和文）
（内容：第４回世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ､１９９５

各国の政策に責任を持つ国会議員が関与している点で、

年９月に東京で開催された国際女性・人口・開発議員

類例を見ないc）

会議(IMPGPD)の議事録｡同会議には第４回世界女性会
議に対する各政府代表を中心とする国会議員が参加し

14．『リソース・シリーズフ欠乏の時代の政治学一引き裂

た｡）

かれる水資源一』1998年（和文）
（内容：ワールドウオッチ研究所から刊行されたsmdra

5９

８．ＦＡＯ／UNFPAおよびボートン・ズアエグエン・ティ゛

Postel薯、WorldwatchPaperl32

タン署、「リソース・シリーズ３食料安全保障と人口：

DividingtheWaters:ＦｏｏｄSecurity,EcosystemHealth,and

資料』、1997年（和文）

theNewPoliticsoIScarcityの邦訳｡今後人類社会に大き

（内容：世界食料サミットへの準備として国連食料農

な制約を与えるのが．淡水資源の不足である。瑠え続

業機関(FAO)が国連人口基金との共同研究された、「人

ける人ロを支えるための農業生産もまた淡水資源の逼

口増加と土壌劣化」に関する論文の日本語版および、

迫によって大きく制約を受けると考えられている。地

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで開かれ

護では、国際人ロ開発会議(ICPD)から５年を経て、そ

球は水の惑星といわれるが飲料や農業用に安定して使

の進捗を妨げる障害､ＡＩＤＳなどの予想以上の蔓延など、

用できる水の総壁は地球上の水の0.000008％に過ぎな

時代の変化をとり入れ、行動計画を実施する上で必要

い。この水の総鑓は、有史以来変わっておらず、人口

となる指標や障害を解消するための具体的行動などを

が増加する分だけ．－人当たり使用できる水の量はど

国連加盟国が国連総会の場で協議し確認した。

んどん減少しているのが現実だが、このことが十分に
認識されていない。人口増加を支えている地球の限界

19．人口と開発に関するアジア鱗員フォーラム第６回大会2000年
世界最初の人口と開発に関する議員フォーラムである

が目の前に迫っていることに響告を発している｡）《日
本語版版権取得）

「人口と開発に関する議員フォーラム(AFPPD)が３年に

一度開催する大会の議事録。

15．国運人ロ基金「人類のための環境」1998年（和文）

AFPPDは1981年に設立されてから世界の指導的な人口

（内容を国連人口基金出版物EnvimnmemfOrPeople

と開発に関する地域議員活動として、アジアのみなら

の日本語版。人口問題、環境問題、開発問題を効率的

ず、世界レベルでも人口と開発に関する国会議員活動

かつ実質的に解決するためには、その３つの領域の間

の指導的な役割を担っている。その提唱者であり、創

に架け橋を懸け、相関関係を重視することが必要であ

設者の佐藤韓，元農水大臣と、桜井新・現議長の出身

るとの視点に立って、主に環境と人口の間に横たわる

地である新潟県で開催されたAFPPD大会の報告書(日

橇々な問題を例に、解決のために必要な視点、方法、

本語版)。同大会では1000年期峻後の大会として､２０００

手段を探っている｡）

年期に向けたアジア・太平洋地域の人口・開発問題に

関する国会議員の活動方針を脇誌し、その成来は「新
潟宣言」にまとめられた。

16．リソース・シリーズBParliamentarians1ActMtieson

PcpuIationandDevelopment-HistoryofParliamen-

tarianspActivitiesanditIsFindings-1999年（英文、
20．リプロダクテイブ・ライツ・チャート2000年

－部スペイン語）

IPPF(国際家族計画連盟）が作成した''1PPF／iwaraw，

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ

”productivenghts20001ウォールチャートの日本語版。

れた「国際人ロ開発会議評価のための国会議員フォー

世界各国のリプロダクテイブ・ヘルスやライツに関連

ラム(ⅢP)のために雛備された出版物である｡この出版

する政策の現状や進捗状況を一覧にしたものである。

物は1994年の国際人口開発会議以降の人口と開発に関

英語版ではアルファベット順になっていたものを地域

するアジア議員フォーラム(AFPPD)を始めとし、アメ

別，あいうえお順に編集を加え、読者の便を図ってい

リカ地域人口・開発国会議員グループ(IAPGlアフリ

る。また、各国の国名表記は外務省の表記に蛎拠した

カ・アラブ地域人口開発議員フォーラムIFAAPPD)､ヨー

正規名称を用いている。

ロッパ地域の国会議員活動の成果である宣言文と、各
議連の活動史を纏めた世界で初めての出版物である。

21,女性のエンバワーメントに向けて2000年

国会議員活動の地球規模での広がりをも象徴している。

ＵＮＦＰＡのWorkingtoEmpowerWomen,UNFPA1HExpe‐
rienceinlmplementinglheBeiLjingPlalformofActionの日

本語版。“女性のエンパワーメン卜叩は国際人口開発会

17．国際人ロ開発会蟻評価のための国会鰻員フォーラム(IFP）
報告書1999年

議(ICPD)行動計画において人口問題の解決を果たす上

1999年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ

での重要なカギとなる概念として位置付けられた。ま

れた「国際人ロ開発会議評価のための国会議員フォー

た．中国北京で開催された第４回世界女性会議では中

ラム(IFP)｣の報告書である｡同会議には103カ国からお

心的な概念となった。第４回世界女性会議から５年を

よそ210名の国会議員が参加した｡同会議では国際人ロ

踏まえ、人ロ、女性問題に共通する女･性のエンパワー

開発会議から５年間の進捗状況とその進展を阻む障害

メン卜を中心に､ICPD行動計画ならびに女`性会議の行

について熱心な討議が行われ、人口と持続可能な開発

動綱領実施と関連するUNFPAの活勘を具体的に紹介し

を一貫した視点で扱う事を強く求めた「国際人口開発

ている。

会議評価のための国会議員フォーラム・ハーグ宣言」
が採択された。この内容は会議事務総長を務めた桜井

22．国運人ロ基金『人口問題ブリーフイングキット2000年

新AFPPD議長の手によって､ハーグの国際フォーラム

度版』２００１年

ならびに３月にニニーヨークで開催された準備会議の

UNFPA,'１PopulationIssuesBriefmgKit2000Ⅱの翻訳c人

場でも発表された。

口問題は“数,，の問題ではなく、生きて生活している
“人々,,の問題であるという視点から．現在の人口分野

18．第２１回同遮特別総会特別委員会報告番「付録」

における様酋な課題とその問題への取り組みを概観し

国運人ロ開発会蟻行動計画のさらなる実施に向けた主

たもので．カイロの行動計画実施の意味を説明してい

な行動1999年

る｡

1999年６月30日～７月２日にかけて、ニューヨークの

国連本部で開催された「国際人ロ開発会議から５年評
価のための国連人口特別総会報告書」日本語版。同会

6０

23．国運人ロ基金「人ロ問題ブリーフイングキット2000年
版」2001年

人口問題は、“数,，の問題ではなく､生活している"人々'，

の問題として捉え、現在の人1.問題の様々な課題と問
題への取り組みを概観し、カイロの行動計画実行の意
味を概説した。

24．「興四海野春風－２０年の歩み－」
本協会設立20周年を記念して作成された出版物であり．
記念式典で配布した。小泉純一郎・内閣総理大臣はじ

め本協会を所管する厚生労働、外務、農林水産の各大
臣、コフイー・アナン・国連事務総長他から祝辞およ

び本協会の活動史を中心に、調査研究や出版物の一覧
と人口と開発に関わる国際会議宣言文などをまとめた。
25．国運人ロ基金『人ロ問題ブリーフインゲキット2001年
度版』2002年

UNFPA,''PopulaIionlssuesBriefingKil20010,の翻訳｡2000

年のミレニアムサミットで採択されたミレニアム開発
目標の中に人口問題を位侭付け､新たなUNFPAの人口

問題への取り組みを示し、人口分野における様々な課
題とその問題の現状と取り組みを概観した。

26．『人口問題を考える一人類生存の条件と人類社会の未来
一』

ＡPDA§Ｉ立20周年を記念して開催された公開フォーラム

の議事録。この公開フォーラムでは、日本が世界に誇

る各分野の権威者から．宇宙物理学、生物学の視点か
ら生命倫理の視点まで．様々な視点から人口問題を概
観し，なぜ人口問題が人類の将来にとって決定的に重

要なのかを論じた。人口問題の意味を様々な視点から
論じた類書はほとんどなく好評をもって迎えられた。
27．IPopulationlssues-TheConditionsofHumanSurvivaIandfutureofourSocietyo1

リソースNCL27r人口問題を考える一人類生存の条件と
人類社会の未来一』の英語版。
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ＡＰＤＡ 一曰誌一

木村亮子・国際課プログラムオフィサーが参加。

７月ｎ日「世界人口デー」特別シンポジウムに竹本将規・研究員、

日日

７月銅日

千葉・柏市の「アミュズ」で、人口問題啓発セミナー

を開く。講師は、日本大学人口問題研究所次長の小川

直宏教授。今回の統一テーマは「少子・高齢化「どう

なる貴方の老後ｌ」。石橋武之・事務局次長が出席。

に。講師は、日本大学人口問題研究所次長の小川直宏

ナーを開催。婦人を主体に二百人が出席。質疑も活発

教授。広瀬次雄・常務理事・事務局長、石橋武之・事

７月溺日愛媛・松山市の「県女性総合センター」で、人口セミ

福井清一・神戸大大学院教授、新見友啓・農水省国際

務局次長が出席。

究会を開催。川野重任・東大名誉教授、平島成望・明

部国際協力課、広瀬次雄・常務理事・事務局長、楠本

セミナー開催のため竹本将規・研究員をマレーシア国

ラトン・スパン・ホテル＆タワーズ」で開催（十九日）。

る教育セミナー』をマレーシア・クアラルンプール「シェ

ＪＴＦ事業「アセアン諸国における高齢化人口に関す

事務局次長が出席。

宏教授。広瀬次雄・常務理事・事務局長、石橋武之・

まる。講師は、日本大学人口問題研究所次長の小川直

衆議院議員も同席し、都市部の高齢化問題に関心が集

人口セミナーを開催。六十人の主婦が参加。鈴木恒夫

出席。

へ派遣。

長野市の「長野バスターミナル会館」で、人口セミナー

を開催。男女二十人ずつが参加し、地元選出の若林正

タイ・バンコクで開催された「ＡＦＰＰＤ人口と開発
に関する国内委員会支援のためのスタッフトレーニン

務局長補佐・主任研究員が参加。

ＰＰＤ議長、広瀬次雄常務理事・事務局長、楠本修事

ＤＳに関する南アジア国会議員会議」に谷津義男ＡＦ

インド国、ニューデリーで開催された「ＨＩＶ／ＡＩ

長、石橋武之・事務局次長が出席。

俊・参議院議員が挨拶。広瀬次雄・常務理事・事務局
農林水産省委託調査「アジア諸国の人口問題を基礎と

グ」に木村亮子・国際課プログラムオフィサーが参加。

７月”日

７月妬日新幹線・新横浜駅前の「新横浜フジピューホテル」で

修・事務局長補佐・主任研究員、竹本将規・研究員が

治学院大教授、ナギザデ・モハマド・明治学院大教授、

した農業・農村開発調査ｌパキスタン国ｌ」第一回研

７月胆日農林水産省委託調査「アジア諸国の人口問題を基礎と

～

日日

２０１８

２７２０
日日

７月卯日

した農業・農村開発調査ｌパキスタン国ｌ」を実施。

１１３

７
７
８月４日

団長亜ナギザデ・モハマド明治学院教授、福井清一・

神戸大学大学院教授、楠本修・事務局長補佐・主任研
究員、竹本将規・研究員をパキスタン国へ派遣。

８７

１月

１月

6２

局長補佐・主任研究員が参加。

雄ＡＰＤＡ常務理事・事務局長、楠本修ＡＰＤＡ事務

ＰＰＤ運営委員会に谷津義男ＡＦＰＰＤ議長、広瀬次

８月２日インド国、ニューデリーで開催された第五十一回ＡＦ

日日

》宮本貞雄。

際課プログラムオフィサー、竹本将規・研究員、通訳

田啓志・毎日新聞政治部記者、事務局『木村亮子・国

議員（民主党）、黒岩宇洋・参議院議員（無所属）、吉

水供給施設の現状を視察。参加者堺長浜博行・衆議院

ア国、南アフリカ国のＨＩＶ／ＡＩＤＳ問題と安全な

財団法人アジア人口・開発協会主催）を実施。ザンビ

「南部アフリカ派遣事業」（国際人口問題議員懇談会／

竹本将規・研究員が参加。

任研究員、木村亮子・国際課プログラムオフイサー、

雄・常務理事・事務局長、楠本修・事務局長補佐・主

リカ派遣」の結団式を参議院議員会館で開催。広瀬次

８月８日国際人口問題議員懇談会によるＪＴＦ事業「南部アフ

１７９

９月３日ハイレベル政策担当者による南々協力国際シンポジウ

施について事前協議。

参事官、ミョウ・タント・ペ一等書記官と調査事業実

員がミャンマー大使館訪問。ウ・ゾウ・ウィン公使・

８月加日楠本修・事務局長補佐・主任研究員、竹本将規・研究

８

～５日ム「貧困とＨＩＶ／エイズ」へ広瀬次雄・常務理事。

事務局長、木村亮子・国際課プログラムオフイサーが
参加。

９月ｎ日南部アフリカ派遣の検討会を開催。長浜博行・衆議院

議員（民主党）黒岩宇洋・参議院議員（無所属）、木村

亮子・国際課プログラムオフィサー、竹本将規・研究

員が参加。提言内容などの検討を行う。

９月泌日ＵＮＦＰＡ東京事務所開所一周年記念シンポジウム「ア

フリカのＨＩＶ／ＡＩＤＳ～『共動』への第一歩」に

広瀬次雄・常務理事・事務局長、竹本将規・研究員が
参加。

6３

１．月

〔】諄臼ワ、｝

◇足白〕⑭厨煙冒Ｃ国の日三国庁凹８頁一。ゴＳ『・祠の【のＨ甸国○（‐向〆①。旨のＣ旨のＱｏＨ

エイズは解決策がありながら、｜筋縄ではいかない厄介な問題
だ。

◇この夏、日本やアジアの国々でＮＧＯ、ＮＰＯが中心となって、

〃人類最大の挑戦〃といわれるＨＩＶ／ＡＩＤＳ対策の国際会議
が相次いで開かれた。国会議員、お役人、専門家、民間人が参

加して〃ホモサピエンス〃の知恵を出し合い議論したが「二一

ＴＥＬ（０３）3358-2211（大代表）

る風景である。

束京都新宿区1-5-1-3Ｆ

の表情でも、ちょっぴり考えさせられ

〒160-0022

微笑ましい風景とは違い、子供は無心

財団法人アジア人口・開発協会

日本で昔から言う帆井戸端会議〃の

●発行所

ムの勝負はこれからだという。

･編集発行人広瀬次雄

すが、なかなか徹底されません」と劣

2003年10月１日発行く季刊〉

現地の係官は、「この水を飲まな

いように、やかましくいっているんで

人ロと開発･秋季号く通刊84号〉

世紀の人々の生存，尊厳を守るために一致団結して立向かう機
会にしよう…」というのが精一杯の締めくくりだったようだ。

◇アフリカを中心に地球上で蔓延し、猛威をふるっているエイズ
は、毎日一万四千人以上が感染し、全世界の感染者は六千万人

この〃業病〃は人間の尊厳を傷つけ、命を奪い、家庭も、社会

以上にのぼる。既に二千万人以上が死亡している。

も、国の経済も破壊し、滅ぼしてしまう。テロ以上の脅威だ。
何故、何が問題なのか。会議では、貧困をなくせ、コンドーム

を使ってはいけないという宗教にはどう対処するのか、エイズ
蔓延の責任の大半は男性の性行動にある、等々の議論が百出し
た。まさに問題は山積みだ。さて、解決策が出つくしているの

に、一向に解決に向かって前進しないのは、政治が完全なリー
霞！…議し……い鰯かｌ
（｝ＩｏｕⅢ）

表紙の写真説明

水を汲む

ザンビアの子供

アフリカ南部・ザンビアの子供

たちの仕事といえば､まず水汲み。

給設備が整いつつあるとはいうも

日本の無償資金によって、水の供

洗濯など大部分の生活用水は古井
のの､安全な水の供給量は少なく、

戸に頼っている。

悪な環境を嘆き、本当の教育プログラ

●印刷所

ＦＡＸ（０３）3358-2233

文イヒ印MII株式会社
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似一報鐸醗浮匂

一穂》鱸鰯

弓展伊藤園

３砥

自然のままに。

だから、おーいお茶は無香料・無調味。
自然をちゃんと引き出すこと。

自然に余分な手を加えないこと。
それがお茶の葉との約束です。

i l li l l lil l l li l l

これが、
無香料…お茶。
空容器の1M[乱防止・リサイグノレにご鰯力ください⑫
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国際線のご予約･お問い合せ
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国内線のご予約･お問い合せ
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