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誰もがいうように、私たちはグ□－は、幻世紀においてその地位を、ま

れることになる。
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邑〈但・一局福祉の道を選ぶのだろ

一つか。それともアメリカのよ－つ

に、低福祉・低邑〈担の国を一白指

すべきだろうか。いずれの場合

も、出生率はＢ本より一局いので、

問題はわが国ほどでない。

小泉首相の音一頭の下に、構造

改革は徐々に浸透し、贄肉をとった

国は本当に生き残ることができるの

流通を含む経済競争において、わが

アジア諸国との投資、金融、生産、

争）社一二ではない。かといって、北欧

激しい言一二の差を伴うアメリカ的競

ている。わが国の選択はおそらく、

一」とのできない不可避な激唇川になっ

効毒一社《二への動きは、もはや止める

であろうか。それとち、、世紀後半

的一局福祉社会でもあるまい。人間の

若々しく元気あふれる中国や東南

にアジア第一の先進大国だった曰本
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さない。北欧諸国のように、｜局

ず世界レベルの経済競争に投げ込ま福祉の問題も、避けて通ることはで

機にわが国経済は、アジアのみな一ら問題である。それに付随する年金と

を締結－９るにいたったが、それ在契ちの前に立ち一ふさがっている第一の

に、わが国は自由亟宣易協定（ＦＴＡ）少子一局齢化と労働力減少は、私疋

巻頭］一一一口■■バル化のまつにだなかに置かれていず中国に次いでインドに譲るのを
る。シンガポールとメキシコとの間余儀なくされるのだろうか。
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き残りは難しい。

安易さに抵抗していかなければ、生

会主義的「やさしさ」に堕しがちな

トに立脚しながらも、ともすれば社

安全保障に基づくセーフティ・ネッ

ともいえる。

くっていき、それ故に正当性を持つ

いし、それが世界の大きな流れをつ

なものを反映していることは疑えな

種の決議が国連加盟国の総意のよう

決議の一」とをいうのだろうか。この

うのだが、それは国際平和や安全の

い。私は理事国になってほしいと思

は、わが国にとって茨の道に違いな

安保理事会の常任理事国になるの

のアリバイにしてはいけない。

り、自らの政策判断を停止するため

いように配慮すること、つまりポス

優先し、同時にそれが極端にぶれな

におきつつも、アメリカとの関係を

うか。｜」れについては、軸足を両方

交の舵取りをしていけばよいのだろ

際社会との協調を前面にたてて、外

のか。それとも国運に象徴される国

との同盟関係在国の主軸としていく

争以来、単独行動の著しいアメリカ

は、決して容易ではない。イラク戦

ちんとバランスをとりながら進むの

に終わってしまうことも多い。

平和維持活動への矛盾だらけの指針

おける無原則な妥協が、現地の国連

自皀しばしば経験したが、安保理に

て玉虫色の文面になってしまう。私

の産物であるから、最大公約数とし

理決議は、理事国の間の政治的妥協

る具体的なものではない。また安保

た性格のものであり、各国を拘束す

の決議は、｜般的な方向付けといっ

常に正しいとは限らない。国連総会

だからといって、そうした決定が

残る方策をしぶとく前向きに考えて

る役割を淡々と果たしながら、生き

うのでなく、地球社会の中で誇りう

観的になり縮み患者に捉われてしま

たり、少子高齢化の進行でやたら悲

開発援助（○ＤＡ）を削減してしまっ

国内経済が悪化すると、すぐ政府

とでもある。

るという気の遠くなる役割を担うこ

紛争について自ら判断し、責任をと

な利点とともに、地球上のあらゆる

重要な決定に参加できるという大き

国際的、地球的な横の関係を、き

ト冷戦期の唯一の超大国との積極的

響きはよいが、内容は必ずしもはっ

丁国際社会Ｌとよくいわれる。その

な対話に、懸命に努力するしかない。

あるが、それを神格化してしまった

れに細心の注意を払うことは必要で

の良識を見失うことは許されず、そ

つまり「国際社会Ｌの動向や、そ

人口問題協議会長）

（あかし。やすし元国連事務局次長

いくしたたかさが是非ともほしい。

きりしない。安保理決議や国連総会
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巻頭言／生き残るしたたかさ

特集①『国際人ロ開発会議（ＩＣＰＤ）＋加』を祝う

明石康

ストラスブールで「国際人口開発議員会議」開催
ストラスブール宣言
ロンドン・グローバル円卓会議
ｌガラディナー挨拶
中山太郎
ｌマサイ族女性の証言‐女性性器切除の試練に耐えてｌ
ＩＰＰＦ東南アジア・オセアニア地域会議
ｌ裳びりプロダクティブヘル象とライッをすべての人に谷津義勇
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苅田吉夫
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清水嘉与子
・基調講演人口と開発に関する国会議員活動について桜井新
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万人／百歳以上２万３０３８人／専
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特集②ｌ座談会ｌ「国際人ロ問題議員懇談会」創立加周年を迎えて
・設立前史
・国際人口問題議員懇談会活動略史

特別寄稿
・多民族国家フィリピンにおける人口問題と貧困
・女性と金のタマゴ
・次世代育成で地域再生

Ｉ可

ｌ座談会ｌアフリカ３ヵ国訪問の成果と今後の課題
・アフリカ議員派遣事業に参加して

能勢和子

長浜博行
武山百合子
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節目にあたる。各地で様々な会合が

「国際人口・開発会議」からⅢ年月の

者など１万人以上を集めて開かれた

国々やＮＧＯの代表、メディア関係

らｎ年今年は１９９４年に世界の

あのエジプトはカイロでの熱狂か

う進めるかについて貴重な意見交換

開発に関する国際的な世論形勢をど

Ｏ代表などとの交流を通じて人口と

り、各国の議員、政府関係者、ＮＧ

念する各地での討論集会に代表を送

崎美千生事務局長）も、ｎ周年を記

団法人「アジア人口・開発協会」（尾

わり、ブシュ政権は個人の選択や権

米国で政権が民主党から共和党に代

とされた。

力と地位の向上）はそのキーワード

と女性に対するエンパワーメン卜（能

ッ（性と生殖に関する健康と権利）

るりプロダクティブ・ヘルス／ライ

で世界をリードしてきた「国際人口

力の方向づけが模索された。

である次のｎ年に向けての新たな努

政府による人口抑制策から、個々人

カイロ会議は人口問題が従来の各国

９７４年（ブカレスト）以降でも、

ら、政府間の会議に格上げされた１

た世界人口会議が専門家の集まりか

模の人口会議は実現に至らなかった。

して政府代表が一堂に会する世界規

落とした。こうした国際情勢を反映

めぐる世界の人口論議に複雑な影を

で開かれた「カイロ・プラス、」を

や関係機関の強い反発を招き、各地

４円‐壹聿

｡.『-Ⅱ

…

開かれ（別項参照）、カイロ会議で採

を行った。

が女性の健康と権利を擁護して行動

対する拠出を打ち切った。このこと

しているとして国連など国際機関に

特に行動計画は人工妊娠中絶を容認

画を「再確認しない」方向に反転。

利に重きを置くカイロ会議の行動計

ところが、カイロ会議を主導した

択された「行動計画」の実施状況を

ｎ年に一度のペースで開かれてき

。Ｔ・：升工：■｛。Ⅲ【■ｉ升曰『一】【、毎引『》（■｛■（〉》

次の汕年への決意固めのため＃朧愈灘蕊篭

問題議員懇談会」（中山太郎会長）と、

の健康や権利に重きを置くことに大

こうした背景の中で展開された各

計画を推進してきた多くの女性団体

わが国を中心にアジアの国々の議員

きく方向転換された（パラダイム・

地の集会での議論では、カイロ以後

□■□・一口・■いいい脆い蝿

で組織する「アジア人口開発に関す

シフト）ことで、歴史的な意味を持

の各国の取り組みによって、リプロ

人口と開発に関する国会議員活動

る議員フォーラム」（谷津義男議長）、

つとされた。特に行動計画の軸とな

］
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振り返り、目標年次（２０１５年）
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ダクティブ・ヘルスの推進が図られ、

家族計画の実施率が上がる一方で、妊

に関する報告が行われ、開発と同時並

行的に起こってくる途上国での高齢化

らないというのが人口・開発関係

者の直面している現実である。

み、人口構成の中で大きな比重を占め

るＨＩＶ／エイズのへの人類的取り組

として、予想以上に猛威を振るってい

さらに、カイロ会議後の大きな課題

されている。

指摘が各地の集会で共通に強く打ち出

責任額の半分しか果たしていないとの

を達成しているのに対し、先進国側が

調達について開発途上国側がほぼ目標

の危機感を強めたものになっている。

と権利を推進する妨げになっていると

９４年に世界の合意を得た女性の健康

の行動計画に逆流する保守主義が１９

と総括する一方、米国を中心にカイロ

寿命の延びなどにその成果が現われた

開発関係者の不満である。結局、貧困

動計画の実現を最大の役割とする人口

れていないというのが、カイロ会議行

ダクティブ・ヘルスの考え方が採用さ

イロ会議のキーワードであったりプロ

ていることは事実である。しかし、カ

動計画で掲げられた数値目標が含まれ

行したカイロの国際人口開発会議の行

ＨＩＶ／エイズへの取り組みなど、先

妊産婦死亡率や乳児死亡率の低減や、

ある。「ミレニアム開発目標」の中には

論でしばしば取り上げられたテーマで

ＤＧｓ）の関係もまた今年の各地の議

設定された「ミレニアム開発目標」（Ｍ

までの目標と２００１年の国連総会で

ＣＰＤ）で打ち上げられた２０１５年

１９９４年の国際人口開発会議（Ｉ

示しているようである。

を覚悟しなければならないことを

く、平和の闘いもまた厳しい試練

世紀初頭はテロとの戦いだけでな

カイロ・プラス、を取り巻くｎ

ばならない。

的な視点で知恵を出し合わなけれ

しながら対処していくには、人類

世界の人口に、個人の権利を尊重

レーション・ビューロー発表推計）

えていく（２００４年８月ポピュ

しかし、毎年７７００万人ずつ増

する多面的な様相を見せている。

の権利というミクロの要求が交差

貧困などのマクロ的課題と、個人

う相反する対立軸と、環境・食料・

る人口増と、先進国の少子化とい

問題は、なお開発途上国で進行す

Ⅲ世紀初頭における世界の人口

る若者への関心の喚起、特にエイズ禍

削減に集まった世界の世論に棹差しな

の進行に大きな関心が払われた。

の拡がりにも影響を与える思春期の青

がら、ＭＤＧには＋分反映されていな

産婦死亡率、乳児死亡率の低下、平均

年に対するリプロダクテイブ・ヘルス・

いリプロダクテイブ・ヘルスの一層の

また、カイロ会議で誓約された資金

サービスの強化が大きな話題になった。

浸透にエネルギーを費やさなければな

（尾崎美千生）

また、各地の討論の中では日本を含

・ヂヂｒ」Ｌｉ隣；ｉ‐ｉＩｒ峡Ｉ汗貯ｉ……計訂寺ａ：二打）胃←し：氏騰ｆ‐」Ｌ」！「ｒ許…緋…燐ｉ‐

唖Ｌ，．（古

む先進国で深刻化している少子高齢化

Ｊ■’

一宮、｜ＩＤ‐『迅一

ﾌｰｰｰｱﾓﾆ

６

｢国際人ロ開発会議（ｌＣＰＤ）プラス10」を祝う

2004年に開かれた「/CFD＋70Ｊ関連の会議一覧
名称

期日

アジア女性議員･大臣会議

６月２９日～30日

出席者

開催場所
オーストラリア．

谷津義男AFPPD議長

キャンベラ

)||橋幸子参院議員

尾崎美千生APDA事務局長
IPPF東南アジア・オセア

７月291二i～30日

ニア地域会議

マレーシア．

谷津義男AFPPD議長

クアラルンプール

尾崎美千生
楠本修APDA主任研究員

IPPFグローバル円卓会議

第20回人口と開発に関す

８月30日～９月２日

９月２８日～29日

るアジア国会議員代表者

英国。

中山太郎APDA理事長

ロンドン

尾崎美千生

カザフスタン.

清水嘉与子APDA副理事長

アルマティ

桜井新APDA副会長

会議

谷津義男AFPPD議長

武村百合子衆院議員
長浜博行衆院議員
尾崎美千生
楠本修
国際人にl開発議員会議

１０月１７日～１９日

フランス．

谷津義男AFPPD議長

ストラスブール

尾崎美千生
楠本修

AFPPD：アジア議員フォーラム
ＡPDA：アジア人にI・開発協会

７

ｌｃＰＤ行動計画に墓づい・て２０１５年までにすべ

ての人が「性に関する．健康及びリブロダクテイブご

議員会議が開催された。正確な名称は

ンスのストラスブールで国際人口開発

秋深まる、月肥日、四日の両日フラ

する議員組織である「人口と開発に関

め、ヨーロッパ地域の人口と開発に関

今回はヨーロッパ地域で開催されるた

グループ（ＩＡＰＧ）が主催したが、

人口と開発に関するアメリカ地域議員

に活動するアメリカ地域の議連である、

ＪＰＦＰ幹事長が参加し宣言文を作成・

日本からは谷津義男ＡＦＰＰＤ議長、

である。

フランス国会、ストラスブール市など

家族計画連盟、欧州議会、欧州評議会、

け、全面的に支援した。後援は、国際

および技術的なバックアップを引き受

ヘルズ」を利用」できるようにする

「第２回国際人口開発会議行動計画実施

するヨーロッパ地域議員フォーラム（Ｉ

はじめに

のための国際議員会議（ＩＰＣＩ）」と

Ａからは尾崎美千生事務局長・常務理

採択する起草委員長を務めた。ＡＰＤ
共催は「人口と開発に関するアジア

事、楠本修事務局長補佐・主任研究員

ＥＰＦＰＤ）が主催した。

には欧州議会ならびに欧州評議会が存

議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）」、ＩＡ

宣言文の採択にあたっては「性に関

在し、ヨーロッパの議会活動の中心地

アラブ・フォーラム」、「地球規模的活

する権利」「および性的嗜好性にかかわ

が参加した。

この会議は２００２年にカナダのオ

動のための国会議員たち（ＰＧＡ）」で

ＰＧ、「人口と開発に関するアフリカ・

タワで開かれた第１回会議に続くもの

カトリック・イスラム系の国々と北欧

らず……」という文言の採否めぐって
国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）が資金

ある。

されたときは、ラテンアメリカを中心

で第２回目になる。前回カナダで開催

である。

いう長いものである。ストラスブール

APDAが起草

８

ストラスブールで「国際人ロ開発議員会議」開催

ＡＰＤＡが務めた。（宣言文は全文掲載）

が採択された。起草委員長の事務局を

員長の采配によって満場一致で宣言文

り合い、紛糾を見せたが、谷津起草委

を中心とした西欧が真っ向からぶつか

とであろう。

べきだという、主張が盛り込まれたこ

うにする〃というセンテンスを入れる

ダクティブ・ヘルス」を利用できるよ

ての人が「性に関する健康及びリブロ

計画に基づいて２０１５年までにすべ

第９番目の目標として〃ｌｃＰＤ行動

の行動計画はなおざりにされ、目標の

おいて最も具体的な方法論であるはず

ころが現実にはミレニアムサミットに

とは不可能であるといってもよい。と

ＭＤＧＳが設定した目標を達成するこ

ＣＰＤ行動計画」を実施することなく、

な解決に向けた手順や方法を定めた「Ｉ

人口問題には文化的にセンシティブ

中に藤り込むこともできなかった。

レニアム開発目標（ＭＤＧＳ）」に従っ

な問題を含むことは事実であるが、ミ

現在国際的な開発支援活動はこの「ミ

今回の会議で特筆すべきことは、宣

て行われており、このＭＤＧｓに含ま

レニァムサミットにおいてこの行動計

今回の会議の成果
言文の中に世界各国から参加した国会

れていない目標達成はあまり重視され

とんどは持続可能

規模的な問題のほ

い。しかし、地球

盛り込まれていな

基本的な考え方が

の開発目標のような詳細な数的目標が

を持っている。これには第８番目まで

がなされたことは、非常に大きな意味

目標に第９番目の目標を」という提言

会議員の総意として、「ミレニアム開発

今回、人口と開発に関する世界の国

決手段を後退させたことになる。

な開発と人口問題

設定されているわけではないが、これ

計画（ＰＣＡ）」の

の解決なくして解

らのＭＤＧｓの目標を達成するための

具体的な手段を提供することになるの

決できない問題で

ある。特に具体的

９

議員の総意として、来年行われること

トナーシップの推進

画が持つ具体的な解決手段の提示とい

８．開発のためのグローバル・パー

ていない現状がある。このＭＤＧＳの

７．環境の持続可能性の確保

になる「ミレニァム開発目標（ＭＤＧ

の他の疾病の蔓延防止

う大きな進歩があまり反映されなかっ

６．ＨｌＶ／エイズ、マラリアそ

中に１９９４年カイロで開催された国

５．妊産婦の健康の改善

Ｓ）の５年目の見直し」に際して、２

４．幼児死亡率の削減

たことは、価値観の差にこだわること

性の地位の向上

際人口開発会議（ＩＣＰＤ）で、すべ

３．ジェンダーの平等の促進と女

０００年のミレニアムサミットで採択

２．普遍的初等教育の達成

で、具体的な手段を無視し、現実の解

１．極度の貧困と飢餓の撲滅

ての参加国の賛成で採択された「行動

Ｓつの目標

された、既存の８つの目標に加えて、

2000年のミレニアム採決

もう一つ特筆すべきことは、２００

委員会議長・会議事務総長が世界中か

ＰＤ）」を開催した。この席で桜井運営

してはカイロ、メキシコシティに先立

界人口会議（国連主催の政府間会議と

にルーマニアのブカレストで第三回世

く呼びかけていった結果、１９９９年

２年のＩＰＣＩの公約に基づいてイギ

ら参加した国会議員に呼びかけ、人口

つもの）妬年に併せて、欧州評議会が

集め、「国際人口開発議員会議（ＩＣＰ

リスやオランダが人口問題に対する拠

と開発に関する国内議連が存在しない

人口・難民委員会の特別会議を開催し、

である。

出を大幅に増加させることを表明した

ところでは、国内議連の設立を求め、

この呼びかけに応えてカイロ会議の

これらの活動の下に、世界の各地域

ことである。オランダは毎年５６００

場でアフリカ・アラブの国会議員は自

議連が整備され、現在のように地球の

谷津義男議員がＡＦＰＰＤを代表して

させることで社会開発サミット（ＷＳ

発的に分科会を開催しその場で「アフ

すべての地域をカバーする議員活動が

地域議連が存在しないところには地域

ＳＤ）で合意された「ＧＮＰの０．７％

リカ中東人口開発議員委員会（ＡＭＥ

成立した。この意味で日本がＡＦＰＰ

万ドルの拠出を行い、さらにイギリス

をＯＤＡに向ける」という国際的な目

ＣＰＰＤどの設立を決め、１９９６年

Ｄを通してこれまで国際的な人口問題

基調講演を行い、現在のＩＥＰＦＰＤ

標を達成するための道筋を表明した。

には南アフリカのケープタウンで現在

でリーダーシップを発揮し、国際的に

議連を設立するように強く求めた。

そして各国ともカイロで公約した資金

の「人口と開発に関するアフリカ・ア

大きなプレゼンスを発揮してきたので

も今後、人口問題に対する拠出を増加

に対する数値目標を達成することを改

ラブ議員フォーラム」を形成した。ま

ある。

通称カイロ会議」に併せて、世界中の

された「国際人口会議（ＩＣＰＤ）叩

の桜井新議長（当時）はカイロで開催

と開発に関するアジア議員フォーラム）

１９９４年９月にＡＦＰＰＤ（人口

オランダのハーグで開催された「国際

社会開発議員会議（ＩＭＰＰＳＤ）」や

ＳＳＤ）」に併せて開催した「国際人口・

クで開催された「社会開発サミット（Ｗ

るものである。１９９５年にデンマー

成立もＡＦＰＰＤからの働きかけによ

在しなかった。ヨーロッパ地域議連の

議員活動である「国際人口問題議員懇

界で最初に人口問題に対する超党派の

初めて人口転換を成し遂げたこと、世

る。その中で人口問題だけは非欧米で

ができないことは残念ながら事実であ

ても十分なプレゼンスを発揮すること

な問題もあり、日本はいくらお金を使っ

｜般的に言って国際舞台では一一一一口語的

が正式に発足した。

めて確認した。

た、当時ヨーロッパ地域にも議連は存

地域議連に呼びかけて、カイロに世界

人ロ開発議員会議（ＩＦＰ）」で根気よ

会議開催の背景

中１１７カ国から４００名の参加者を

1０

ストラスブールで「国際人ロ開発議員会議」開催

となどから、世界的に日本がリーダー

１９９０年代を通じて維持してきたこ

Ａ・ＩＰＰＦに対する拠出の第一位を

談会（ＪＰＦＰ）」を設立し、ＵＮＦＰ

その中で、人口問題に対するＯＤＡも

口増加に対する関心が薄れてきている。

齢化が深刻な問題となり、途上国の人

口増加と逆の人口問題である少子・高

行っている巨額のＯＤＡに比べてＵＮ

は十分承知している。しかし、日本が

意味で大変な努力が払われていること

して実現し得ないものであろう。その

平和維持活動、人道活動を例外とし

ＦＰＡ・ＩＰＰＦに対する拠出は、わ

いうまでもなくＯＤＡは広い意味で

て基本的に軍事的貢献を行わないわが

国民の強い支持を受けるという現状で

の外交のツールであり、国際的な安定

国にとって、○ＤＡは最も大きな外交

シップを握ることに対してコンセンサ

その意味で日本が国際的にオピニオ

化を果たすことで日本の安全保障に貢

の「手段」であり、その拠出によって

ずかな比率を占めているにすぎない。

ンリーダーとして大きな影響力を行使

献する目的で支出されるものである。

日本の国際社会におけるプレゼンスを

はなくなっている。

できる数少ない舞台だったといえる。

その意味では日本のＯＤＡを支出と、

高め、長期的な日本を取り巻く安全保

スができあがっていた（国際人ロ問題

ところが２０００年代に入って、累積

その支出によって日本が国際舞台でど

議員懇談会釦周年特集も掲載）。

債務問題や財政難のあおりを受け、Ｏ

この視点から、長期的な国益を考え

障を実現することで、日本の国益を作

財政が厳しい中で、限られたＯＤＡ

た時に、このままズルズルとこれまで

のくらい影響力を持ちうるのかという

資金をどのように配分するかというこ

営々として築き上げてきたプレゼンス

ＤＡ減額の傾向が強まり、その中でオ

とは非常に難しい問題である。これま

を失っていくのか、それとも改めて、

り出すことが大きな目的であることを

での経緯からも必要性の厳しい吟味の

てこ入れすることで人口問題に対する

ことは非常に大きな意味を持っている

する拠出の第一位を譲り渡してしまっ

上でＯＤＡ資金は支出されているもの

影響力を回復し、日本の国際社会にお

ランダなどが拠出金額を上げてきたこ

た。現在、この拠出額の増額傾向を受

であり、特に減額している中で、特定

ける数少ない主導権を発揮できる場を

改めて思い起こすべきであろう。

けて欧州の発言力が高まり、日本の影

の分野を維持することすら非常に難し

維持するのか、まさしく国会議員によ

はずである。

響力の相対的低下は明らかである。

い環境にあることは容易に理解し得る。

る政治的な決断にかかっているのであ

ともあり、ＵＮＦＰＡ・ＩＰＰＦに対

ＯＤＡは国家予算から支出されるも

その意味では国際人口問題議員懇談会

今後の課題
のであり、国民の税金から支出される

る。

（楠本修）
の努力と外務省、財政当局の努力なく

貴重な資金である。現在、日本では人

１１

ストラスブール宣言
2004年10月１９曰採択

段としては、女性の権利の強化に対す

主要な課題

る努力を強化すること、そして教育や

このコミットメントはＩＣＰＤ行動

世界中から私たち国会議員が２００
４年、月咀日・四日フランスのストラ

リプロダクテイブ・ヘルスや家族計画

な進歩が見られた。その最も特筆すべ

スブールに参集し、２００２年ｎ月に

私たちは、自由にそして責任を持っ

きものはＵＮＦＰＡによって実施され

計画加年の中間点でなされたものであ

ならびにそれを実現可能とする政治的

てその子どもの数と子どもを産む間隔

たグローバル・サーベイと各国におけ

を含む健康に対する投資をより増大さ

環境の創出を行うという公約の再確認

を決める権利、および男女平等・ジェ

る行動計画実施の進展に関する地域の

カナダのオタワでなされた国際人口開

とその強化を行う。

ンダーの公正、女性のエンパワーメン

国連によるレビューである。しかしな

る。１９９４年カイロでＩＣＰＤ行動

さらに、持続可能な開発とその達成

卜の擁護と推進、そしてあらゆる形態

がら、ＩＣＰＤ行動計画の実施とＭＤ

せることである〃という、ステートメ

のための三つの柱、経済成長、社会発

の女性に対する差別、搾取および暴力

ＧＳの達成のためには以下を含む主要

発会議〈ＩＣＰＤ）行動計画の目標を

展、環境保護の問題にコミットするこ

の廃止を含む、性に関する権利とリプ

な課題が残されている。

計画が採択されてからのⅢ年間で多大

とを再確認する。

ロダクテイブ・ライッとすべての人々

ントに完全に同意する。

私たちは、ＩＣＰＤ行動計画実施と

の健康の促進と擁護を行うという私た

達成するために必要とされる資源動員

その５年目の検証における国際人口開

ちの義務と責任を受け入れる。

カギとなる活動が、ミレニアム開発目

決断が、希望と機会のある人生及び絶

私たちは、これらの原則を擁護する

途上国では出産に伴う合併症は再生

で死亡している。そのほとんどは途上

毎分１人の女性が妊娠関連の合併症

発会議行動計画の更なる実施のための
標（ＭＤＧｓ）を達成する上で不可欠

望と自暴自棄の人生、そしてさらに悪

産年齢人口にある女性の主要な死因と

なものである。

国で発生し、そのほとんどは予防可能

であることを確認する。

い場合には生存と死亡の差を作り出す

なっている。

私たちはコフィ・アナン国連事務総

ものであることを理解している。

長のステートメント〃ミレニアム開発

でに完全に実施されることを確保し、

め、世界的に見て地球規模での死亡者

で優先的な課題とし扱われていないた

この生死を分かつ課題はほとんど国
標は、人口とリプロダクテイブ・ヘル

発展させる上での私たちの義務と責任

数は１９９４年以降あまり変化してい

これらの原則とそれが２０１５年ま
スの問題が的確に解決されない限り達

を受け入れる。

目標、特に極貧と飢餓の撲滅という目

成することはできない。そしてその手
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‐ない。

・３分の１の妊婦は妊娠期間中に何の
健康ケアも受けていない

・出産の釦％は保健医療施設外で行わ
れている

分の１に昇る。ＩＣＰＤ行動計画を＋

１であるのに対して西アフリカでは⑫

死亡リスクは先進国では２８００分の

けることができる。

人から４５００万人の新規感染者を避

すれば、２０１０年までに２９００万

いない。もしこの利用者が劇的に拡大

２００３年現在５００万人が新規に

分に実施することなく貧困を緩和する
こともＭＤＧｓを達成することもでき

識が拡大しているとはいっても、緊急

含むニーズを満たすことの重要性の認

エイズ予防と性的暴力に対する治療を

に脆弱な状態に置かれている。ＨＩＶ／

ヘルスに関連する危険性に関して非常

ていることを含め、リプロダクテイブ・

わしいほどの性的暴力の被害者となっ

けた女性及び女児また障害者は、嘆か

難民、国内避難民、戦争の被害を受

は大きな差異がある。

に大きく、最貧困者の中でもしばし

ていない。この割合は地域差が非常

る介添人（助産婦）の手助けを受け

改善の見込みはほとんどない。世界の

３００万人が死亡し、２００４年にも

の命を奪った。そのうち２００３年に

過去加年間でエイズは２０００万人

０万人の乳児死亡を防ぐことができる。

０人の妊娠に関連した死亡、そして１４

３０００人の死亡を含む１４万２００

妊娠中絶、安全でない中絶による５万

人の計画外出産、２２００万人の人工

このニーズを満たすことで２３００万

よそ羽億ドル／年の費用が必要である。

いる。そのニーズを満たすためにはお

たちは効果的な避妊を利用できないで

およそ２億人の貧しい途上国の女性

武力紛争と政治的な不安定性は貧困

上が女性である。

ドル以下で生活しており、その半数以

ている。その中の⑫億人は１日１ＵＳ

２は、１日に２ＵＳドル以下で生活し

およそ詔億人、（世界人口の）５分の

に達している。

若い男性のそれに比べて２倍から３倍

特にアフリカでは若い女性の感染率は

若い女性は特に感染の危険性が高く、

る。毎分４名が新たに感染している。

る。

５分の３がサハラ以南のアフリカにい

は成人感染者のほぼ半数であり、その

ＨＩＶに感染している。女性の感染者

時や紛争時における人道支援の予算に、

多その地域で感染は拡大しており、現

撲滅と持続可能な開発にとっての障害

ない。

人の命を救うリプロダクテイブ・ヘル

在およそ３８００万人がＨＩＶ／エイ

となる。

・出産のわずかに半数しか技能を有す

スに関する対応をするための資金が含

ズ感染者である。
以下しか確実な予防手段を利用できて

ＨＩＶ感染の高リスク者のうち釦％

水欠乏（牌臼８）の国に住んでいる。地

５億人の人々が水不足（鷺『の患）及び

新規ＨＩＶ感染者の半数が若者であ

まれていることはほとんどない。
貧困は女性の死亡の可能性を劇的に

増加させる。妊娠・出産に伴う女性の

１３

来の食料安全保障に対し深刻な影響を

行動計画に基づいて２０１５年まで

ミレニアム開発目標としてＩＣＰＤ

５．妊産婦死亡、疾病及び、公衆衛生

させるようにする。

と指標の双方においてを明確に反映

映させ、同様にミレニアム開発目標

与えることになる。２０２５年までに

にすべての人が「性に関する健康及

の課題として、性に関する権利及び

５年目の評価の機会に、第９番目の

この数字は５～７倍に増加すると予測

びリブロダクティブ・ヘルス」を利

リプロダクテイブ・ライッの課題と

下水の取水はその供給を枯渇させ、将

されている。

用できるようにするという目標を国

しての安全でない中絶ｌ『安全な中

汚染された水は毎年⑫億人の人々の

連が構築するために努力する。

健康を蝕み、毎年１５００万人の５歳

状態にあり、卯億人の人々が食料の安

約８億人の人々が恒常的な栄養失調

ＰＤ行動計画を実施する上で必要と

目標を充足するために努力し、ＩＣ

（ＯＤＡ）に向けるという合意された

２．ＧＮＰの０．７％を政府開発援助

減らすための努力に高い優先性を置

基準に添った、安全でない中絶を

れたＷＨＯガイドラインに含まれる

政策ガイダンス（２００３）』に示さ

絶“保健システムに対する技術及び

以下の乳幼児の死因となっている。

定供給を受けることができていない。

なる合意された資金を動員するため

く。

これからの如～印年間で釦歳以上人

の可能な限りの努力を行う。

は貧困であり、社会・保健サービスを

１からｎ分の２になる。多くの高齢者

クテイブ・ヘルス・プログラムに向

少なくとも皿％を人口及びリプロダ

３．国家開発予算及び開発支援予算の

添人、そして緊急産科ケアを含む安

前ケア、出産時における熟練した介

６．妊産婦の栄養に対する対策と出産

口の比率は倍増し、世界人口のｎ分の

受けるためには公的支援が必要である。

全な母体のためのサービスを強化す

ＤＧｓ）準備協議の過程に人口とリ

年目の評価とミレニアム開発目標（Ｍ

課題とし、ミレニアム開発目標の５

ビスと機材の利用の拡大を最優先の

なリプロダクテイブ・ヘルス・サー

チ、及び貧困削減戦略の中で包括的

品、特に家族計画やＨＩＶ／エイズ

８．リプロダクテイブ・ヘルス関連物

それに対する早急な対応をとる。

い医療スタッフの不足が深刻であり、

フの不足によって多くの国で質の高

よる死亡、先進国における医療スタッ

７．不十分な訓練、ＨＩＶ／エイズに

る。

プロダクテイブ・ヘルスを明確に反

４．国家予算、セクターワイドアプロー

けるように努力する。

行動の呼びかけ
｝私たち国会議員は、自ら以下の一

一事項にコミットし、すべての国会議〉

一員に対しても以下の行動をとるた（
》めにコミットするよう呼びかける。》

１．２００５年のミレニアム開発目標
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する。

トナーシップの拡大を積極的に促進

民間部門、ＮＧＯと政府の間のパー

物品の生産及びその供給を行う上で、

を含む性行為感染症の予防のための

ることを支持する。

感染症の感染を減らすことを促進す

予防とＨＩＶ／エイズを含む性行為

アを利用することで望まない妊娠の

含むリプロダクテイブ・ヘルス・ケ

イッ及び各人が家族計画サービスを

ビスを最大限可能な限り統合する。

及びリプロダクテイブ・ヘルス・サー

のシステム、そして他の関連する性

た国家レベルのモニタリングと評価

ズ調整機関、一つのみんなが合意し

つ多分野にまたがったＨＩＶ／エイ

話を持つことで宗教グループ間のパー

で戦うために、宗教グループ間の対

クテイブ・ヘルス・プログラムの利

に生きる人々を含む性及びリプロダ

週．若い人々やＨＩＶ／エイズととも

求める。

資源動員を優先するよう各国政府に

Ⅳ、ワクチンと抗菌剤の研究のための

９．ＨＩＶ／エイズに対して予防段階

トナーシップの拡大を積極的に促進

用者が、プログラムの開発、実施、

で、エイズ孤児、ＨＩＶ／エイズと

ブ・ライッ、に対する尊重を確保す
ｕ，公衆衛生教育キャンペーンと妊婦

ともに生きる人々、及び社会的に脆

モニタリング、評価に参加するよう

喝．人権、特に性及びリプロダクテイ

する。

、、ＵＮＦＰＡ及びＩＰＰＦが支援し
れるニーズを満たすために年間少な

の健康を促進し保護する政策・立法

弱な社会集団の尊厳を守る。

るための立法を行い、施行すること

くとも１億５０００万ドルの資金を

及び規制枠組みを通して、妊娠及び

にする。

動員し、それが失敗したときの人的

出産前後の女性を大事にすることに

ているプログラムにおいて必要とさ

及び経済的損失を認識して、安定的

対する支援を動員する。

る男性の役割と責任に関する男性の

⑫．リプロダクテイブ・ヘルスに関す

ように家族計画サービスを強化する。

遅らせ、間隔をあけることができる

ｎ．女性が自らの選択に従って妊娠を

ために、一つの国に一つの国家エイ

れたそして一貫した対応を促進する

咀．ＨＩＶ／エイズに対して調整のと

ヘルス・プログラムに統合する。

に関する健康及びリプロダクテイブ・

範囲を拡大し、それらを包括的な性

咀．ＨＩＶ／エイズ防止活動の規模と

難民の権利を守る国際的な人道的及

受けている間の女性や女児、移民や

別．紛争や迫害の中、及びその影響を

思決定に十分参加できるようにする。

な機会やすべてのレベルにおける意

平等に利用できるようにし、経済的

性及びリプロダクテイブ・ヘルスを

ことで、女性が教育及び健康、特に

護する法律や政策を制定し施行する

ｎ．女児や若い女性の人権を促進し保

な資金を確保するための道筋をつけ

理解を促進し、男女ともにお互いの

ズフレームワーク、広範な基盤を持

る。

パートナーのリプロダクテイブ・ラ

1５

型．リプロダクテイブ・ヘルスに関す

社会の中で経済的、政治的そして社

治的権利を促進し擁護する。そして

配．高齢者の経済的、社会的そして政

で、性的暴力、搾取、人身売買、そ

る情報とサービスを受けることので

会的生活を十分かつ効果的に行える

女性や女児の権利を促進する。

の他の犯罪に巻き込まれている女性

きる権利を含む思春期の若者の権利

び人権保護法を完全に実施すること

や女児を保護する。

することを誓約する。

受できるようにそれを促進し擁護

ロダクテイブ・ライッを十分に享

本的人権と自由、特に性及びリプ

さらに私たちはすべての人の基

年後に集まることを誓約する。

達成した内容を評価するために２

て定期的に報告を行い、私たちが

私たちは国会議員グループを通じ

ターすることを誓約する。さらに

システム的にそして積極的にモー

の実施と、私たちが行った活動を

私たち国会議員はこれらの活動

誓約

よう彼らをエンパワーする。

妬．きれいな水の利用は基本的な人権

を促進し保護する。法的婚姻可能最

躯．女性や女児に対する家庭内及び性

の一部であることを理解し、国家開

、、紛争から社会が回復するまでの間、

的な暴力、また女性の性器切除のよ

発と貧困削減戦略の中で、水利用効

低年齢を厳密に適用し、家族や社会

うな有害な慣行、名誉という名前の

率のよい作物及び技術へのシフト、

人道的な対処の欠くべからざる一部

下に行われる犯罪に対する懲罰規定

水質汚染問題への取り組みとコント

における取り扱いや価値の男女格差

を持った法律を制定し施行する、政

ロール・プログラムを含む、水の生

としてリプロダクテイブ・ヘルス・

治的、宗教的、文化的指導者を含む

産性の向上と保全に高い優先順位を

を排除するよう努力する。

社会のすべてのセクターを巻き込む

与える。

サービスを確実に提供する。

ことで、このような慣行を終焉させ

金（与信）を含む農業及び生産資源

妬．特に女性に対する、土地、水、資

鴎．結婚している思春期の若者で学校

の利用を改善し、公正で効率的な分

るためのキャンペーンを行う。
に行っていない人たちを含む若者が

汀．農作物に対する農薬散布が、女性、

配システムと持続可能な開発を促進

広く利用しやすくするために集中し

男性、さらにはまだ生まれていない

利用しやすいリプロダクテイブ・ヘ

た努力を行い、思春期の若者に対し

子供の生殖に関する健康状態に与え

する。

て、特に男児と若い男性に対して、

る影響から彼らを保護する。

ルスに関する情報とサービスをより

訓練と生きるための技能教育を行い、
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ICPD＋１０グローバル円卓会議

自
グ
ICPD+10グローバル円卓鋪
2004年９月１日
．■

議は世界各国にとって大変意義深い会

議であり、本日この会議で国際人口問題
議員懇談会（ＪＰＦＰ）を代表してご
挨拶できることを光栄に思います。

１５年までにすべての人が基本的なリ

した。この公約の軸となるのは、２０

向けての政治的責任をはっきり示しま

ダクティブ・ヘルス／ライッの改善に

しましたが、カイロでは各国がリブロ

Ａ

プロダクテイブ・ヘルス・サービスを

＝これ「からの〕10年一Ⅱ

２．よいリーダーシップ

Ｓ･ＮＧｏの仕事の重要性

く、込み入った交渉を経て合意に達し

皆様ご承知の通り、カイロでは大変長

として歴史に残る会議となりました。

ブヘルスの分野のターーーングポイント

す。カイロ会議は人口・リブロダクティ

享受できるようになる、という目標で

１．各国間の協力と団結

迩刃

(/■回■聾ドン＝■〕

このＩＣＰＤ＋、グローバル円卓会

一IＦ

１９９４年、私はカイロ会議に出席

1７

カラディナー挨拶

;:::毛

－２迂詑一興

」Ｕ７Ｔ言十l住

ました。努力と忍耐によってこの合意

ダイム転換ともいえる変化をもたらし

に関する健康（ＳＲＨ）を置き、パラ

の思考と行動の中心に性及び性と生殖

カイロに参加した各国の代表は、人々

と思います。今夜は、そのようなカイ

目標を実現するために尽力されている

方の多くが舞台裏で働き、カイロでの

場で活躍している職員やＮＧＯ職員の

ることと思います。それ以外にも、現

極的に活動をされている方がいらっしゃ

いという問題です。世界人口の中で、

報やサービスを得ることができていな

＋分なりブロダクティブ・ヘルスの情

二つ目は、思春期や青年期の若者が

や治療法もまだ見つかっておりません。

が沈静化する兆候は見られず、ワクチン

染者がいると推計されています。感染

の命を奪い、現在、約３８００万人の感

ました。この成果は、この分野に携わ

ロ会議の成果をもたらした皆様に感謝

歳から沁歳までの若者層が占める割合

として、また実践的な活動家として積

る人々がたゆみなく行った建設的な努

の意を表すにふさわしい場といえるで

はほかの年齢層に比べて最も大きなも

が実を結んだのです。

力の結果であることを忘れるわけには

しょう。

のとなっています。この世代は（性的

いきません。今夜ここにお集まりの皆

様の中にも、それぞれの分野の指導者

に活動が活発であるにもかかわらず）

リブロダクティブ・ヘルスの情報やサー

ビスを得ることが制限されており、危
しかし、この２００４年ＩＰＰＦ円

加し、若者の間での性感染病も増加し、

います。結果として、ｎ代の妊娠は増

険にさらされているグループとなって

カイロ会議からｎ年間、私たちは着

卓会議で議論されている内容を見れば、

繊勧亀露鯵鋤鱒

実に成果を上げ、行動計画も進展して

いくつか例を挙げましょう。

により、カイロ会議での国際合意が妨

新しいＨＩＶ感染患者の半数はこの世

れることができなかったカップル数の

まず一つはエイズの問題です。ｎ年

げられようとしている問題です。彼ら

まだ多くの課題が多く残されているこ

減少が挙げられます。いくつかの国で

前にもエイズは、リブロダクティブ・

は、これまでの成果を逆行させ、私た

きました。最も顕著な成果としては、

は避妊具をより簡単に手に入れられる

ヘルスの問題と認識されていましたが、

ちの果たすべき活動に対し悪影響を与

代が占めています。

ようになりました。また、妊婦の死亡

今では世界規模の問題となり、２００

える可能性があります。

とがはっきりとわかります。

率は減少し、全体的な妊産婦の健康状

３年の統計によれば、すでに３００万人

三つ目には，保守派や宗教者の反対

態は大きく改善されました。

開発途上国でこれまで避妊具を手に入

鋤
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lCPD＋１０グローバル円卓会議

催できる能力を持つことを示したもの

であります。ＮＧＯの皆様のご活躍に

感謝の意を示し、ＮＧＯが今後も引き

題を解決することができるかどうかは、

大変な任務であり、地球上の多くの問

別周年を迎えますが、ＪＰＦＰは日本

シップです。今年はＪＰＦＰ設立から

二つ目に大切なのは、よいリーダー

表者が出席されています。ＩＣＰＤは

本円卓会議には１６１カ国からの代

続きよりよく公正な「性及び性と生殖

このＩＣＰＤ行動計画の成否にかかっ

のリブロダクティブ・ヘルスヘの活動

このｎ年で間違いなく進歩いたしまし

せん。団結が今後の私たちに必要な戦

繊鯵鯵穆織動惑穆鰺鐵織織鯵鰯鶴
今後ｎ年のＩＣＰＤ行動計画の成功

ています。私たちは、人々の中に「性

の中で重要な役割を担い、過去訓年以

た。今後より明確な戦略により、ＩＣ

に関する健康（ｓＲＨ）」に向けて、リー

及び性と生殖に関する健康（ＳＲＨ）」

上にわたり、この問題に貢献してきま

ＰＤ行動計画をより効果的に実現して

略です。

の重要性に対する認識を形成すること

した。この場をお借りして、今後より

いかなくてはなりません。そうするこ

は、私たちにかかっています。これは

で、より安全な環境を作り出し、それ

密接に世界各地域の国会議員グループ、

とにより、新しい世代のリーダーや活動

ダーシップを発揮してくれると信じて

を次の世代に引き渡すことができます。

政府、ＮＧＯと協力し、ＩＣＰＤ行動

家が育成されることでしょう。

べたいと思います。本会議が、カイロ

した皆様に、お祝いと感謝の言葉を述

最後に、この円卓会議を主催し参加

おります。

そのためには、私は以下の三点が特に

計画の実現に向けて努力していきたい、

最後に、ＮＧＯの仕事の重要性につ

認したいと思います。

との私自身とＪＦＰＦとの公約を再確

大切だと考えております。
一つ目は、私たちがともに協力して

いかなければならない、ということで

す。私たちが立ち向かう問題は大きく、

五回アジア太平洋人口会議で、カイロ

０２年ｎ月にバンコクで開催された第

いらっしゃることと思いますが、２０

とです。このＮＧＯ主導のプロセスは

て開催されたということは意義深いこ

ＩＰＰＦと様々なＮＧＯとの連携によっ

本ＩＣＰＤグローバル円卓会議が、

挨拶の言葉と代えさせていただきます。

その後の指針となりますことを願い、

ております。本会議が、この先加年と

行動に結びつきますことを、心より願っ

ら一歩進み、私たちの公約が効果的な

会議同様に成功を収め、またカイロか

での合意が〃なし崩し〃にされそうに

それ自体が素晴らしい成果であり、Ｎ

いて強調したいと思います。

なりました。これを乗り越えられたの

ＧＯが様々な関係者のための会議を開

協力が絶対に必要です。皆様は覚えて

も、私たちが団結したからに他なりま

1９

鱸

で開かれた「国際人ロ開発会議（ＩＣ

８月別日から９月２日までロンドン

に抜け出そうとする若い女性の生き様

た女性の苦悩と、因習の世界から必死

タイヤの証言は、アフリカに生まれ育っ

です。私の村ではそれまで誰一人そん

てもアメリカの短大に行きたかったの

私は高校を卒業しましたが、どうし

マサイ族女性の証一一一一口

ＰＤ）＋佃・グローバル円卓会議」の

を示すものとして出席者の共感を呼び

な経験をした女性はいませんでした。

１１

女性性器切除の試練に耐えて

席上、沁歳になるマサイ族の一人の女

起こした。ンタイヤが自らを語った証

そこで再び交渉しようと思いましたが、

は成立，私は遁歳の時に儀式を受けま

性が証言に立った。その紅い鮮やかな

言を紹介する。

きました。

ノートもなかったので土の上に字を書

ませんでした。私は村の女性たちには

の人々を交渉の相手にしなければなり

今度はお父さんだけでなく村のすべて

した。

民族衣装を身にまとったカケニャ・ン

私は西ケニヤに住むマサイ族の８人
の子どもの長女として生まれ育ちまし

生まれた村は一番近い舗装道路から卯

もう婚約させられていたのです。私の

命づけられていました。５歳の時には

の両親が選んだ男と結婚することが運

甸の目一ｍ｝の巨目］昌呂）の儀式を済ませ、私

校を去り、女性性器切除（句○三ｍの①曰巨

とされていました。そこで私はお父さ

儀式を受けない少女は家族の恥になる

しかし、マサイの慣わしではＦＧＭの

たし、中学校に進学したかったのです。

を知りました。私は結婚したくなかっ

私はすぐ結婚しなければならないこと

後にもしＦＧＭの儀式を済ませれば、

いの結果、とうとう村全体の人たちが

伝うと約束しました。こうした話し合

てきたら彼らが望むどんなことでも手

れるものではないこと、そして私が帰っ

な娘も自分の家族や村のことを忘れら

ました。また村の長老たちには、どん

所を建てるお手伝いをする、と約束し

女性たちが欲しがっている学校や保健

私がアメリカから帰ってきたら、村に

マイルも離れており、私は上下水道や

んと交渉して、もし私を学校に残して

私をアメリカに送り出すためのお金を

私が以歳になり、小学校を終えた直

電気とは無縁の世界で大きくなりまし

くれたら儀式を受けると約束し、交渉

た。私は生まれたときから早めに小学

た。私は牛の世話をし、学校には本も

2０

マサイ族女性の証言

フ・メイコン女子短大を国際関係論、

ニア州のリンチバーグにあるランドル

業式には私の母親とその友人一人が出

政治学の学士として卒業しました。卒

席してくれました。今では村のすべて

の母親たちが自分の娘たちを学校に入

れたいと思うようになっています。私

は今度は大学院に行こうと思っていま

す。それが済んだら、私は村に帰って

村人たちとの約束を果たそうと思いま

す。そして私が大学の教育でよくわかっ

たＦＧＭを止めさせるために努力した

いと考えています。

私がここで私の経験をお話ししたの

は、世界の多くの女性たちが私と同じ

ような境遇に直面しているからです。

カイロ会議の「行動計画」はこのよう

な問題への正しい解答を示しています。

行動計画にはこうした人権思想がその

中心に据えられていること、そして行

動計画を一片の紙切れとしてではなく、

実践されていくことを見届けるのは、

あなたたち、特に若い人たち如何にか

かっているのです。

２１

集めるために立ち上がってくれました。
私は今妬歳で、今年、米国ヴァージ
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ＩＰＰＦ東南アジア・オセアニア地

ＤＧＳ）とも非常に深い関係を持つも

を中心とするミレニアム開発目標（Ｍ

ＣＰＤ）からｎ年という記念すべき年

ロで開催された国際人口開発会議（Ｉ

の解決も、持続可能な開発の達成もあ

えれば人口の安定化なくして貧困問題

この地球という星の扶養能力から考

常に重要な意味を持っています。

にあたります。カイロ会議はそれまで

他方、人口問題を解決に向ける上で、

りえません。また人口の安定化こそが

政策を各国ごとに策定するという考え

貧困の撲滅がカギとなっています。極

の人口政策を大きく転換させる契機と

方から、女性を中心とする一人一人の

端な貧困の中では人々がその知識を向

社会の福利の増大をもたらすものなの

個人の生活環境を改善することで、〃よ

上させることはできず、何らかの選択

なりました。それまでの人口増加率や

く理解した上での選択〃を可能にし、

を行うとしても、その手段すら奪われ

です。

その結果として人口を安定化させると

人口問題は個人の選択の問題と深く結

てしまうからです。幸い、カイロ以降、
〃パラダイム・シフト〃とも称される

いう考え方に変化したのです。

人口規模に従って、抑制のための人口

本年は１９９４年にエジプトのカイ

のであり、それを達成する上でも、非

アムサミット」で合意された貧困撲滅

カイロ会議の「行動計画」は「ミレニ

'５う‘印ユーーーーヨ

ありがとうございます。
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性及びリプロダクティブヘルスとライツを全ての人に

れるようになりました。

びつく問題であるということが理解さ
歩であります。

も重要な一歩であり、最も具体的な一

解決するための最初の一歩であり、最

と思います。

その活動に改めて深い敬意を表したい

を続けてこられました。その先見性と

その意味で、今回の会議のテーマと

め、ロンドンのＩＰＰＦ本部で世界レ

また本年９月には世界のＮＧＯを集

現在、日本は極端な少子化に直面し、
社会を維持するためには緊急な対策を

して掲げられた「性及びリプロダクテイ

国際国会議員会議を開催し、ＩＣＰＤ

とることが求められています。そして、

１９９４年のカイロで世界のほとん

からｎ年間の国会議員活動のレビュー

ベルのラウンドテーブルが予定されて

翻って世界を見回せば、これから訓

どの政府は、カイロの行動計画に合意

を行い、今後の方針について検討する

ブ・ヘルスとライッをすべての人に」

年後には、「宇宙船地球号」の乗組員は

し、コミットメントを表明しました。

予定です。

この少子化もまた女性を取り巻く環境

さらに約卯％増加すると考えられてい

この目標の最終期限である２０１５年

今回の東南アジア・オセアニア地域

おります。国会議員会議としても、本

ます。このほとんどは、貧しいＬＬＤ

まで、今はちょうど道半ばに達しまし

の円卓会議がロンドン及びストラスブー

というスローガンは非常に重要なもの

Ｃ（後発開発途上国）で生じると考え

たが、残念ながら、その目標が順調に

ルでの世界会議に向けて大きな貢献を

の厳しさを表しているのです。

られています。このような地域では、

達成されているとはいえない現状にあ

することを期待しています。

年ｎ月にフランスのストラスブールで

まさしく貧困が人々を縛り続けていま

ります。特に人口問題に対するＯＤＡ

であると思います。

す。貧困から離脱する手段として、家

資金が予定したようには調達されてい

胸に、努力を続けていきたいと思いま

来に希望を生み出すのだという確信を

私たちの、そして皆様方の努力が未

族計画を希望してもそれが得られず、

ません。
人口問題は、それぞれの国の問題で

人々は、まさしく彼らが置かれた状況
から抜け出す手段を奪われてしまって

最後にＩＰＰＦのますますのご発展

す。
全体の問題です。みんなで手を取り合っ

と、会議の成功を心より祈念申し上げ

あると同時に、この地球全体の、人類
貧困の中で望まない妊娠を迫られて

て、問題解決のために努力しようでは

いるのです。
いる人々への対策が急務です。その中

ます。

ＩＰＰＦ（国際家族計画連盟）は家

ありませんか。
に、必要な家族計画の機材を提供しそ

族計画の先駆者として、歴史的な活動

でも、家族計画を必要としている人々

のニーズを満たすことは、人口問題を

2３
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ば、ベピーブームで始まった戦後

化社会の到来である。思い起こせ

始めるという。本格的な少子高齢

あと数年で日本の人口は減少し

少子化を経験した欧州諸国はそれ

たためともいえる。日本より先に

社会発展の速度がそれだけ速かっ

いて変動が急激だったことは経済

どってきた道であり、わが国にお

いるわけにはいかない。今必要な

き起こしており、手をこまぬいて

停滞をはじめ多くの社会問題を引

とはいえ、少子一員齢化は経済の

る。

幸せをもたらしているものでもあ

Ｐ。

の釦年間、日本は世界でも有数の

ぞれ種々の対策を講じており、あ

視点を変えて世界全体で見れば、

人口稠密国として、満員電車通勤、

問に直面していた。やがて経済

今地球が直面している人口問題は

第一に、年金を何とかしなけれ

ことは、いたずらに悲観的になる

の発展とともに出生率は大幅に

むしろ開発途上国における爆発的

ばならない。人口動態がまったく

る程度持ち直しに成功した国も多

低下し、過剰人口の問題が自然

な人口増加傾向で、我々の住むか

変わった現状において、今までと

受験地獄、大都市の大気汚染な

解消したことに安心して、その

けがえのない地球がどこまで際限

同じ仕組みを維持しながら国民の

ことなく、少子化時代を最もうま

後加年間少子化対策を怠ってい

ない人類の増加に耐えられるかが

信頼を取り戻し、今や５割近くに

い。

る間に振り子が大きく逆に振れ

問われている。

率の減少はほとんどの先進国がた

ないからである。次に、人口増加

をいつまでもそのままにしておか

人々の英知はそのような悪い趨勢

の危機感を持つ必要はないだろう。

半減するといった長期予測に過度

うか。まず、今世紀末には人口が

問題はどのぐらい深刻なのだろ

わが国にとって少子高齢化の

て、これらは我々の人生に大きな

る平均寿命の高さの反映でもあっ

生活により世界一の座を保ってい

化は優れた医療制度や健康的な食

児の死亡率とも関係があり、老齢

向上、社会参加や世界一低い乳幼

向があるが、少子化は女性の地位

物事のマイナスの面を強調する傾

我々日本人はどちらかというと

防や債務支払いと同様、国家が義

のが最善と考えている。年金を国

予算により支払う制度を創設する

水準を約束し、これをすべて国家

は国家が長期にわたり一定の給付

度を一新して、基礎年金に関して

のは無理である。私は、ここは制

加するようになることを期待する

なった未加入者が今後自発的に参

ちに講じることである。

く乗り切るための最善の施策を直

てしまったのである。

ど、人口過剰からくる多くの難

用Ｐ
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少子高齢化時代への取り組み

人たちに仕事の場を与えることは

齢者の中で勤労意欲と能力のある

全人口の３分の１近くを占める高

者と女性をフルに活用してほしい。

を補う必要がある。これには高齢

第二に、減少する労働力の不足

くし、出生率の回復にも役立つ。

問題の解決は国民の将来不安をな

税によるのが適当であろう。年金

る）、さらに不足部分があれば消費

変わらず、不払いは一挙になくな

せ（今と同水準なら各人の負担は

現行の社会保険料を税金に移行さ

なく、外国にも例がある。財源は

務として行うことになんら矛盾は

取り締まりに力を注いで、外国人

る。同時に、不法入国者の徹底的

れには経済界からも強い支持があ

る制度を設けるのが望ましく、こ

期ベースで外国人労働者を導入す

を参考にして、職種を限定して短

台湾やシンガポールなどの成功例

地域社会から高く評価されている。

合法的な外国人労働者は雇用主や

不法入国者によるものであって、

ているが、これら犯罪の大部分は

て日本人の外国人嫌いを増幅させ

年外国人による凶悪犯罪が激増し

導入を組織的に行うのがよい。近

者、農業従事者）、外国人労働者の

後大きく変わることは期待できな

てしてもわが国における趨勢が今

がある以上、効果的な施策をもっ

の発展段階や文化水準に根ざす面

しかしながら、少子一局齢化が国

あろう。

ことには国民の理解が得られるで

このような施策への支出を増やす

如何に国家の財政状況が悪くても、

りと見えてくることは必定である。

子化問題を克服する方向がはっき

極小化できる。訓年もたてば、少

れれば、当面少子化のマイナスは

とである。これらのことが実現さ

失わないですむ体制を完備するこ

により女子が出産、育児で職業を

きあげてきた世界最高レベルの個

は危険だという誤った印象を減ら

第三に、出生率を高める施策も

人所得水準を基に、人口増加や高

最大の老人福祉政策であり、経済

出産によって仕事が中断、終了し

すぐに始めよう。多方面の対策が

度経済成長を前提としない安定し

いと思われる。今後はこれまで築

ない仕組みと保証を確立すること

考えられるが、最も効果的な対策

た社会の構築を目指すことが必要

すよう努めてもらいたい。

である。この二つがきちんと行わ

は育児手当や教育費の補助などに

的貢献度も高い。女性については

れるならば、当面必要な労働力は

と考える。

（かりた．よしお元駐デンマー

より子どもを持つ家庭の経済的負
担を大幅に軽減することと、産前

ク大使、元宮内庁式部官長）
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確保できる。
それでも十分でない分野がある

産後の休暇、職場復帰の保証など
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財団法人アジア人ロ・開発協会は

「第汕回人ロと開発に関するアジア国

会議員代表者会議」を「ｌｃＰＰＤ＋

ｍへの挑戦ｌ－ｃＰＤＰＯＡのこれ

からの加年に向けてｌ」をテーマに、

カザフスタンの旧都アルマティで９

月沁曰・狙曰の２日間開催した。

会場となったアラタウヘルスリゾー

トは夫山山脈の支流であるアラタウ

山脈のふもとに位置し、風光明媚な

保養地である。ロシア語圏での会議

開催は初めてであり、東西冷戦のも

とでは入国が容易でなかったＣｌＳ

地域に東アジア地域から日本と韓国、

東南アジア地域からはタイ、マレー

シア、シンガポール、カンボジア、

ラオス、南アジア地域からはインド、

スリランカ、太平洋地域からフィジー、

ニュージーランド、ＣＩＳ地域から

カザフスタン、トルクメニスタンが

参加し、まさしく汎アジアを対象と

した会議となった。特に通常どんな

に参加を呼びかけても国会議員が参

加する事例が極めて乏しいトルクメ
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開催が計画される等、大きな成果を得

ルクメニスタンでＣ－Ｓの女性会議の

注目に価する。これを契機として卜

ニスタンから国会議員が参加したこと

会議は事実上アジアの国会議員の意見

形でまとめられたことである。今回の

課題がアルマティ宣言（後述）という

ら佃年を経てその反省と取り組むべき

ことば、ＩＣＰＤおよびＩＣＰＰＤか

の国会議員活動にも反映された。

議（－ＣＰＩ）にも提出され、世界

ラスブールで開催される国際議員会

もつものである。この宣言文はスト

がまとめられたことは大きな意義を

を集約する唯一の機会であり、同宣言

た。

また、今回の会議で特筆されるべき

今回、このＡＰＤＡ会議がカザフス

タンの旧都アルマティで開催されると

いうことには大きな意義があると思い

ます。本年は１９９４年にエジプトの

カイロで開催された国際人口開発会議

（ＩＣＰＤ）からｎ年という記念すべき

年であり、世界各地で様々な記念行事

が開催されております。その一環とし

円卓会議が開催されました。国会議員

題議員グループはじめとするカザフス

また、今回、カザフスタン、ウズベ

活動としては、ｎ月にフランスのスト

て８月末から９月にかけては、ロンド

き、誠にありがとうございます。心よ

キスタン、キルギスタン、タジクスタ

ラスブールで、人口と開発に関する国

タン上院の準備委員会の皆様に心から

ＡＰＤＡ副理事長

清水嘉与子

振り返ってみよう「生命への畏敬」

本日は、「人口と開発に関するアジア

り御礼申し上げます。会議開催にあた

ンの駐在代表として実務的な準備を担

際議員会議が開催される予定です。

ンで世界のＮＧＯを集めてＩＰＰＦの

り、上院議長が先頭となって、ご尽力

当いただいたツムカャＵＮＦＰＡ駐在

感謝申し上げます。

いただいたと聞いております。アベイ

代表、ＵＮＦＰＡカザフスタン事務所

国会議員代表者会議」にご参集いただ

カエフ上院議長、トゥトゥクシェフＡ

の皆様にも心より感謝申し上げます。

べき年に、私ども財団法人アジア人口。

このＩＣＰＤからｎ年という記念す

ＦＰＰＤ副議長・カザフスタン家族問
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ま

会議員の立場から総括し、次の新たな

ちは、国際人口開発会議をアジアの国

とを思い出します。

臣が真剣に討議する様子に感動したこ

践しよう」と世界の保健大臣・財務大

プライマリーヘルスケアの考え方を実

すべての人々に健康を、を目指して、

基本的人権である。２０００年までに

ヘルスヶァ国際会議に参加し「健康は

は厚生省の技官としてこのプライマリー

言が採択された都市でもあります。私

と高らかに歌い上げたアルマアータ宣

す

それから４半世紀の時を経て、私た

アルマーフィは「すべての人に健康を」

とを、主催者として大変喜んでおりま

をここカザフスタンで開催できますこ

回を迎えました。この記念すべき会議

するアジア国会議員代表者会議」も卯

開発協会が主催する「人口と開発に関

はるかに越えた、エネルギー消費を行っ

てきたこの地球のエネルギーの循環を

陽から得たエネルギーで営々と営まれ

石燃料や原子力を使用することで、太

ているということです。私たちは、化

はエネルギーの過剰消費を引き起こし

荷をかけていると同時に、技術の進歩

ないのは、人口増加が地球に大きな負

きるものにとって留意しなければなら

ました。しかし、私たち地球社会に生

は大きな恵みを私たち人類にもたらし

思います。医学を含む科学技術の進歩

言葉を改めて思い起こす必要があると

たちは、この「生命への畏敬」という

だけに大変な重みがある言葉です。私

林の聖者と呼ばれた博士の言葉である

バレネで長年医療活動に携わられ、密

いう言葉があります。アフリカのラン

士の著名な言葉に「生命への畏敬」と

あるアルベルト・シュヴァイツアー博

私たちの偉大なる先人であり医師でも

す。

エイズ孤児の問題が深刻になっていま

椙概を極めているエイズで親を失った

を強いられています。アフリカでは、

い中で、数多くの女性が望まない妊娠

カウンセリングを受けることもできな

手することもできない、医療や介護、

こともできない、家族計画の機材を入

女性であり、子どもです。情報を得る

境の中で、真っ先に被害を受けるのが

が存在しているのです。そのような環

機会の平等すら得られない数多くの人々

になっているといえます。そこには、

格差が現在の世界的な不安定さの元凶

が数多く存在しています。このような

ています。貧困の中であえいでいる人々

て多くの国では国内の所得格差も広がっ

では富める国と貧しい国の問で、そし

があるかもしれません。現在の、世界

私自身、看護師として長年医療に携

とは極めて困難でしょう。持続可能な

このような状況を長期間維持するこ

て北オセチアで学校がテロリストに占

先日もチェチェン紛争のあおりを受け

な事件が世界各地で発生しております。

し、かつて考えられなかったほど悲惨

さらに、現在、世界中でテロが発生

の経済システムそのものを見直す必要

十年に向けた決議を行うために、ここ

ているのです。

わってきました。看護師という職業は

開発という観点から考えれば、私たち

『ｃ

に集っております。

直接人間の生命と向き合う職業です。
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する配慮なくして、いかなる主義信条

て「弱く自らを護りえないもの」に対

があるとしても「生命への畏敬」そし

ました。それぞれに信念や主義、信条

拠され、児童を含む多くの犠牲者が出

ブールで開催される、国際人口・開発

の宣一一一一口文はｎ月にフランスのストラス

約できる唯一の機会でもあります。こ

は事実上アジアの国会議員の意見を集

る予定になっております。この宣言文

ｎ年の反省にたって宣言文が採択され

挨拶といたします。

方の積極的なご討議を期待し、主催者

意義を持つものと申せましょう。皆様

す。その意味でも今回の会議は大きな

議員会議にも反映されることになりま

（カザフスタン議員家族委員会議長）

ｌ武山百合子衆議院議員（代読）

和気邦男ＵＮＦＰＡ事務局次長

○挨拶

谷津義男議員（ＡＦＰＰＤ議長）

○挨拶

ベクスルタン・トゥトゥクシェフ議員

○歓迎挨拶

ヌルタイ・アベイカエフ（カザフスタン上院議長）

○開会挨拶

も、一
も、正当化しえないものであると思い

ます。

人口問題に対する活動は、「生命への
畏敬」に基づいた活動であると確信し
ております。いかなる理由があるとし
ても、生まれてきた生命がその尊厳を
保ちながらその生をまっとうできる社
会を作るということは、私たち共通の

目的であろうと思います。

ＩＣＰＤで人口は持続可能な開発の

文脈の中に位置付けられました。そし
てリプロダクテイブ・ヘルス・ライッ
の促進を果たすことで女性を中心とし
た環境の改善がその活動の中心に置か

れました。まさしくこれは、命を大切
にするということに他なりません。

今回、ＩＣＰＤからｎ年の反省にたっ
て私たちの活動を見直すことがこの会
議の主な目的であると思います。今回
の会議ではＩＣＰＤとＩＣＰＰＤから

2９

人口と開発に関する国会議員活動について
ｌ－ｃＰＰＤから加年・その進捗と挑戦Ｉ

桜井新議員
（前ＡＦＰＰＤ議長、－ｃＰＰ
Ｄ事務総長）

下で扱われるべきである、という視点

が明確に示されたことです。カイロ会

議の名称そのものに初めて「開発」と

いう名称が冠されたことがこれを示し

ています。このｎ年間の人口問題に関

する活動はこの行動計画に従って行わ

れてきました。これは、地球規模での

人口問題を持続可能な文脈の中に位置

付けると同時に、その具体的な方法と

して厳しい状況のもとに置かれた女性

が目標とした２０１５年までのちょう

という節目の年であります。ＩＣＰＤ

会議（ＩＣＰＰＤ）」からちょうど加年

ＣＰＤ）」ならびに「国際人口開発議員

ロで開催された「国際人口開発会議（Ｉ

本年は１９９４年にエジプトのカイ

さらにそのために必要な家族計画の機

改善、情報を得た上での選択の実現、

を中心として、女性の置かれた環境の

そこでは、リプロダクテイブ・ヘルス

れまでの方式を大きく変化させました。

がその目標のために努力するというこ

口増加抑制の数値目標を設定し、各国

択された「行動計画」は、各国別に人

皆様ご存知のとおり、ＩＣＰＤで採

な開発の関係を明瞭にするという形で

され、その成果が人口問題と持続可能

（ＩＣＰＰＤ）がＩＣＰＤの直前に開催

果たしました。国際人口開発議員会議

私たち国会議員の活動が大きな役割を

この「行動計画」の策定に際して、

もまさしく合致するものです。

議員としての私たちの活動の方向性と

を目指すものです。この考え方は国会

しく草の根の人々の健康・生活の改善

を中心に一人一人の環境の改善、まさ

ど中間点でもあり、世界各地で様々な

材を提供することで、結果として人口

ＩＣＰＤの行動計画の前文と原則に反

申し上げます。

行事が行われています。この記念すべ

の増加を安定化させるという、大きな

●はじめに

き年に、当地アルマティで開かれた「第

人口問題はすべての地球規模的問題

映されたからです。
これと同様に重要なことは、人口問

の基礎にあるといってよい問題ですが、

パラダイム転換が行われました。
員代表者会議」に基調講演者としてお

題が「持続可能な開発」という文脈の

卯回人口と開発に関するアジア国会議
招きをいただいたことに心より感謝を
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分な問題です。人口問題を単独で扱う

特に経済開発や環境などの問題と不可
非常に重要なのです。

未来を、国際社会に反映させることが

ます。人口問題が指し示す人類社会の

と「アメリカ地域人口・開発議員グルー

ジア国会議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）」

のは、私たち「人口と開発に関するア

かったのです。ＩＣＰＰＤ以降、国際

もに国会議員フォーラムは存在してな

リカ・アラブ地域、ヨーロッパ地域と

プ（ＩＡＰＧ）」だけでした。まだアフ

ことは、専門家の議論に終始してしま
い、現実的な影響力を失うことになり

●加年間の人ロ・開発活動に対する国会議員活動

しゃいます。この私たち、国会議員に

て各国の政策形成に責任を持っていらっ

うものではありません。人類共通の課

国会議員活動をコントロールするとい

しかもそれは一つの組織が統一的に

１９９５年には「世界社会開発サミッ

催してまいりました。

頭をとって数多くの国会議員会議を開

を活性化するために、ＡＦＰＰＤが音

的な人口と開発に関する国会議員活動

は共通の特性があると思います。それ

題を解決するという同じ目的の下に、

ト」にあわせて「国際人口社会開発議

わせる必要があります。

は現実を踏まえつつ、草の根の厳しい

国会議員の自主性を尊重しながら緩や

ここにご参集の皆様は国会議員とし

現状をよく知り、肌で実感しながら、

員会議（ＩＭＰＰＳＤ）」をデンマーク

「国際女性人口開発議員会議（ＩＭＰＧ

かな連帯のもとで地域の多様性を尊重

このような理想を実現するために、

ＰＤ）」を東京で開催。１９９６年には

次の社会、あるべき理想に向かってそ

いかにしたら、私たちを選出した人々

私自身、カイロのＩＣＰＰＤでは運営

ＦＡＯの「世界食料サミット」にあわ

のコペンハーゲンで開催。同年８月に

の福利を達成することができるのでしょ

委員会議長として世界の地域議連に呼

せて、スイスのジュネーブで国際人口・

し、それぞれの地域の特性を踏まえた

うか、そして、いかにしたら人類社会

びかけ、皆様方の力強い支援をいただ

食料安全保障・開発議員会議（ＩＭＰ

の理想を一歩一歩実現していく、とい

全体の未来と福利を達成することがで

き、ＩＣＰＤに合わせて同会議の開催

ＦＳＰＤ）を開催しました。さらに１

は「第４回世界女性会議」にあわせて

きるのでしょうか。人口と開発問題は、

に尽力いたしました。その会議には世

９９９年にはＩＣＰＤから５年の検討

活動であるべきであると考えます。

私たちに、まさしく政治家として取り

界１１７カ国、３００人以上の国会議

うことです。

組まなければならない課題であると申

にあわせて、オランダのハーグで「人

口と開発に関する国際国会議員会議（Ｉ

員が参加しました。

当時、地域議連として存在していた

さねばなりません。この課題を実現す
るためには世界中の国会議員が力を合

３１

ＦＰ）」を開催し、この内容は同年開催

よびヨーロッパ地域から参加した国会

の議員会議でアフリカ・アラブ地域お

も反映されました。この間に、カイロ

べての人が人間らしく尊厳を持って生

な考え方あると思いますが、私は「す

で活動する意味は何でしょうか。様々

私たち国会議員にとって、人口問題

た立場で議論しなければならない問題

さらに国会議員として政府とは異なっ

の重要な仕事であると考えています。

課題として取り上げることは国会議員

な草の根の課題を各国政府の優先的な

●国会議員としての特性とその理念

議員に呼びかけた地域フォーラムの設

きることのできる社会を作ること」で

があります。

された国連人口特別総会の決議文書に

立も現実化しました。

はないかと考えています。はじめに、

マニアのブカレストで「ヨーロッパ地

ＰＤＥが設立され、１９９９年にはルー

カ・アラブ議員フォーラム（ＦＡＡＰ

タウンで「人口と開発に関するアフリ

ました。

く存在である」ということを申し述べ

次の社会、あるべき理想を実現してい

い現状をよく知り、肌で実感しながら、

国会議員の特性として、「草の根の厳し

永くても５年程度の幅でしか考えられ

企業でも国家でも利益という考え方は

あるべき姿を考えることが重要です。

時に、長期的な視点で私たちの社会の

政治家は目の前の問題を考えると同

１９９７年には南アフリカのケープ

域人口・開発議員フォーラム（ＩＥＰ

ラムのネットワークが形成されたので

の自主的な人口と開発に関する議員フォー

パと世界のすべての地域に、国会議員

アラブ地域、南北アメリカ、ヨーロッ

て、アジア・太平洋地域、アフリカ・

りました。１９９４年からの活動によっ

どの国に国内委員会が形成されるに至

各国議連のレベルでもアジアのほとん

には正式に発足したのです。その他、

性が死亡し、そして様々な障害を強い

強いられ、その結果として数多くの女

も与えられないまま、望まない妊娠を

済的な一裳づけもなく、選択を行う機会

で多くの女性が、社会的な条件も、経

在しております。このような貧困の中

ことを強いられている人々が数多く存

が、今なお、生存線ぎりぎりで生きる

て絶対的貧困は減少してきております

問しましたが、国際社会の努力によっ

私はこの８月に西アフリカ諸国を訪

た。食料問題を純粋な経済問題として

則を金科玉条として進められてきまし

ＴＯ協議は比較優位原則という経済原

して食料問題を考えてみましょう。Ｗ

つかり合っています。具体的な一例と

国際社会の舞台では様々な利害がぶ

ことがわかります。

を考えればそれほど長いものではない

いようですが、人類が生きてきた歴史

００年という長い幅です。これらは長

未来は加年、訓年、場合によっては１

ていません。しかし、人口が指し示す

ＦＰＤ）」の設立が決まり、２０００年

す。

られている現状があります。このよう
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のです。食料なくして人々が生きるこ

以前に人々が生きるために不可欠なも

考えれば食料は経済的な財であるより

わかります。人口問題という視点から

はそれほど単純な問題ではないことが

る人口という視点から考えると、これ

です。しかし、私たちが取り組んでい

ら考えれば、この考え方は妥当なもの

とらえ、目の前の合理性という視点か

ています。

日本の全河川水に匹敵する量といわれ

料輸入の形で輸入している水の量は、

い、水資源の豊かな国ですが、現在食

減ってしまいました。日本は降水の多

分の１、如年前と比べても２分の１に

した。わずか１４０年前と比べても６

資源の量は卸分の１になってしまいま

前に比べて一人あたり利用できる淡水

要なことだと確信しています。人口問

という視点を取り込むことは非常に重

経済的なものであったとしても、人口

れる国際合意や協定に、それが純粋に

きます。この意味でも国際社会で行わ

略的な財になることは容易に予測がつ

はなくなり、政治的な財、もしくは戦

かなくなった時、食料は経済的な財で

口が増加し、食料生産がそれに追いつ

現在高い生産性で世界人口を支えてい

新規に耕作可能な土地はほとんどなく、

を続けても人口はまだ増え続ける反面、

しいものです。それは、どんなに努力

人口という視点が指し示す未来は厳

ばならないことがわかります。

業問題を含む経済の問題を考えなけれ

視点から考えれば長期的な視点で、農

がわかります。そして人口問題という

えれば決して楽観的にはなれないこと

直面しているこれらの厳しい現状を考

人口の将来予測を踏まえ、私たちが

方にご同意いただけるのではないでしょ

を愛するものであるならば、この考え

ます。私たち国会議員が人を愛し、国

と考えている方は一人もいないと思い

の尊厳が踏みにじられてもかまわない

的に利益が得られるのなら、それで人

題に携わっている皆様方の中に、経済

とはできないからです。

る潅概農地は塩害の拡大などでその生

くして、もはやその国民を扶養してい

自給率は釦％を切り、農産物の輸入な

わが国日本は、カロリーベースでの

い原則を敷桁することが主流となって

いった、ある条件の下でしか成立しな

わざるを得ません。むしろ経済原則と

はこの長期的な視点が欠けているとい

Ｄ活動をはじめとする国際的な人口と

りました。これはこれまでのＡＦＰＰ

外的な取り扱いが認められるようにな

特別な利害のある農産品についての例

現在ＷＴＯの閣僚級交渉で、各国に

うか。

くことはできません。世界的に見て耕

いるのです。短期的な利益の極大化は、

開発問題に関する議員活動が関係各国

現在の、国際社会の主流の考え方に

地以上に人類生存の制約条件となりそ

長期的に見て環境破壊を引き起こし、

産性の低下が予測されているのです。

うなのが淡水資源です。大まかに言っ

の理解を生み出し、その成果として結

実したものであると考えております。

この地球の扶養力を失わせます。
人口が指し示す未来を考えれば、人

て、この資源量は２０００年前も現在
も変わりません。しかし、２０００年
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口問題に取り組むことで、草の根の意

と述べた哲学者がいますが、まさしく

楽観的に行動することは意志の問題だ」

にでもできる、しかし現実を踏まえて

見をくみ上げ、同時に長期的な私たち

そのとおりであろうと思います。

私たちが国会議員としての立場から人

の社会のあるべき姿を考えることが、
私たちの未来を希望あるものにすると

確信しております。「悲観することは誰

ＮＦＰＡなどとの協力関係を強めなが

活動の意味を失う恐れもあります。Ｕ

ントロールされることになれば、その

員の活動が国際機関や政府によってコ

持っております。したがって、国会議

です。国会議員は各国の国民に責任を

割を強化・激励することは重要な仕事

めるために国際機関を支援し、その役

た地球的課題について国際的協調を進

向かわせることは重要な役割です。ま

各国政府の政策や施策を正しい方向に

の意見を代表し、長期的視野に立って

国会議員がその存立基盤である国民

員活動の独自性を失ってはならないと

を挙げる努力を行うと同時に、国会議

や政府の活動と密接に連携してその実

ています。国会議員活動が、国際社会

（ＩＥＰＦＰＤ）がホストされると伺っ

回目のＩＰＣＩもヨーロッパ地域議連

スのストラスブールで開催される第２

と伺っています。また本年ｎ月フラン

となって、国会議員会議が開催された

メリカ地域議連（ＩＡＰＧ）がホスト

成し、会議開催国カナダの所属するア

議長が招聴者となって運営委員会を形

されたＩＰＣＩでもＡＦＰＰＤの谷津

２００２年にカナダのオタワで開催

名誉を与えていただいたことに改めて

したこのアルマティの地で基調講演の

らしい人類に向けたメッセージを発信

に『すべての人に健康を」というすば

えていこうではありませんか。加年前

の理想を達成するためにともに手を携

念すべき機会に改めて思い起こし、こ

きる社会を作る」という理念をこの記

が平和に尊厳をもって生きることので

なものとなってくると思います。「人間

●終わりにｌ国会議員活動とその方向性Ｉ

らも、国会議員活動はあくまで、自発

感謝申し上げ、私のスピーチを締めく

くりたいと思います。

考えております。

今後、私たちの役割はより一層大き

的にそして自立的にその活動を行うべ

きであると考えております。
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震嗣禰碍叫セッション
○セッションー

中央アジア地域における人口問題
Ｉ能力・持続可能性・未来へｌ
（議長副アブドゥラ，ワハブ，ジュナイディ議員
マレーシア）
○ナシム・ツムカヤＵＮＦＰＡウズベキスタン・

カザフスタン・キルギス・タジキスタン・トルク
メニスタン駐在代表

○セッションⅡ

人口と高齢化津未来への影響
（議長》マレーーー・スカベジョボラキットＡＦＰ
ＰＤ事務総長・タイ上院議員）
○ソロコ・エブゲニー・ロホビッチロシア科学アカ

デミー経済予測研究所人口・人類生態学センター
主任研究員

○セッションⅢ

人口とパブリック・ヘルス

ーアルマアータ宣一一一一曰の再考ｌ

（議長“清水嘉与子ＡＰＤＡ副理事長）

○ドサエフ・エルポラット・カザフスタン保健大臣

○シャルマノフ・Ｔ・Ｓｈ・カザフ栄養研究所総裁

○セッションⅣ

達成と残された課題》ＩＣＰＤＰｏＡの皿年

ｌＩｃＰＤ行動計画「原則」、ミレニアム開発目標、

持続可能な世界サミットー

（議長“ヴァヤラール・ラヴィ議員インド）

○和気邦男ＵＮＦＰＡ事務局次長

○サフィエ・シャーＵＮＦＰＡ・ＩＥＲＤ局長

○セッションＶ

ストラスブールーＣＰＩ提言に向けたラウンドテーブル
ディスカッション及びアルマテイ宣言採択

ｌ国会議員の役割〃－ｃＰＤ行動計画これからの佃
年に向けて〃ｌ

（議長》グナサガラン・ガウダー議員フィジー）
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人 と
耳局
▽
人口と關露に閏するアルマテイ宣言
カザフスタン・アルマテイ市アラタウ・ヘルス・リゾート
2004年９月29日

イッ、ジェンダー、女性と子どもに対

００４年９月鍋日・羽日アルマティに

アジア・太平洋諸国の国会議員が２

望を持つことが不可欠である。また各

を含む、人口と開発における長期的展

環境、思春期の人口、青年及び高齢者

の開発との関連の中で人口問題を解決

それぞれに異なっており、各国は自国

人口構造》それぞれの国の人口動態は

する暴力の撲滅、食料／水の安全保障、

集い、「第加回人口と開発に関するアジ

せることであるが、その他の国々、出

しなければならない。いくつかの国で

私たちアジア・太平洋諸国の国会議

生率がすでに低下した国々では、死亡

国の事情に合わせて、これらの長期的

員は、この地域の人口と持続可能な開

率の低減にその努力が向けられている。

ア国会議員代表者会議」で人口と開発

国際人ロ開発議員会議（ＩＣＰＰＤ）

発の問題を解決に向けるために各国政

また、いくつかの国々では移民の問題

は、主要な人口問題は出生率を低下さ

カイロ宣言及び国際人口・開発会議（Ｉ

府に対し、長期戦略を展開するよう要

が重要な課題となっており、この問題

展望を適用していく必要がある。

ＣＰＤ）行動計画（ＰＣＡ）の目的と

請し、その戦略のタイムリーな実施を

問題を討議し、以下の宣言を発表する。

目標達成のために我々がコッミトメン

とが必要である。さらにある国々では、

に関してはその（問題の性質・現状に

この地域の人口と開発に関する状況

出生率が低下しており、高齢化問題解

完全に支持する。また、私たちのこの

互関連の中で取り組まない限り、この

には非常に大きな差異がある。ある国々

決の重要性が増大してきている。アジ

トすることを再確認する。人口と持続

地域の人口と開発に横たわる課題を解

は少子高齢化問題に直面し、ある国々

ア・太平洋諸国の急速な経済発展とい

関する）より一層の理解の促進と、各

決できないことを改めて確認する。

は人口転換の過程の中で人口ボーナス

う現状を踏まえ、適切な人口と開発の

ように困難かつ重要な事業を、相互に

私たちの諸国は豊かな歴史と多様性

を享受している。そしていくつかの国々

バランスを生み出すような長期的視野

可能な開発（環境、食料／水の安全保

を持っている。地域によって社会変化

は今なお急速な人口増加に直面し続け

と戦略を展開することが必要とされて

国における開発戦略の中で検討するこ

やジェンダーに対する見解が異なって

ている。またいくつかのＣＩＳ諸国は

いる。

支援するよう要請する。

おり、それを尊重しなければならない

計画経済から市場経済への移行に際し

障及びヘルス・ケアを含む）の間の相

としても、持続可能な開発を達成する

困難に直面してきたのである。

リブロダクティブ・ヘルス坤質の高い

ためには、すべての国がその国の地域
ごとにリプロダクテイブ・ヘルス／ラ
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せ聯我々国民の生活の質を向上させた。

娠中絶率及び性行為感染症をも減少さ

死亡率を顕著に削減し、同様に高い妊

の改善は、高い妊産婦死亡率及び乳児

いて、リプロダクテイブ・ヘルスの質

とが早急に必要である。多くの国にお

たすことができるように注意を払うこ

思春期人口の特別なニーズを確実に満

えなければならない。このためには、

で生産的な生活を送るための手段を与

ある。我々は、この青年たちに健康的

きる。現在の青年は将来を担うもので

クテイブ・ライッを実践することがで

を含むすべての男女が自身のリプロダ

マイノリティー、そして思春期の人口

重要である。そうすることで貧困者、

に行き渡るように、注意を払うことが

る。これらのサービスがすべての人々

が、その影響を最も強く受けことにな

れた場合、社会的に弱い立場にいる人々

済移行期及び、経済的な困難に見舞わ

者の）一致した努力が必要である。経

るようになるためには、（すべての当事

ンセリングそしてサービスが利用でき

リプロダクテイブ・ヘルス情報、カウ

持続可能な開発函アジア地域は多様な

るべき問題である。

力の排除はこの分野で優先的に扱われ

における機会の平等、女性に対する暴

る新しい問題を惹起した。教育や労働

平等を拡大し、または性の平等に関わ

発はある部分で性（ジェンダー）の不

ジェンダー》経済移行と近年の経済開

する。

決定的に重要であるということに同意

延を防ぐために、〃今〃行動することが

の性行為感染症とＨＩＶ／エイズの蔓

たちは、特に若い人たちに対する将来

行の程度は様々に異なっているが、私

題である。私たちの国々の間でその流

めに購入できないことも懸念すべき問

が入手できないこと、または高価なた

な懸念を表明する。また、その治療薬

かった場合にかかる費用」に対し大き

性」、そして「その防止が適切にできな

の構造に極めて悪い影響を与える可能

延」と「この蔓延が私たちの人口と国々

（ＳＴＩ）、ＨＩＶ／エイズの急速な蔓

ズ地この地域における「性行為感染症

性行為感染症（ＳＴ－）、Ｈ－Ｖ／エイ

上を図らなければならない。

質を改善することで人口全体の質の向

期間にわたって健康を確保し、生活の

一人一人の人生の中でできる限り長い

側面を考慮に入れなければならならず、

権利がある。私たちは人生のすべての

人ロの質叫すべての人には幸福になる

を強く確信するものである。

問題は不可欠の重要な問題であること

と安定にとって食料／水の安全保障の

ることが重要である。この地域の平和

に適切な貯蔵と分配システムを準備す

ムを維持することが重要であり、同様

伝統的な食料生産と食料供給のシステ

まれることが必要である。この地域の

発活動が環境に与える影響の分析が含

発戦略の中には資源の適切な利用と開

人口扶養力の限界に直面している。開

はその天然資源が支えることのできる

域の天然資源が使われているところで

現在しばしば持続不可能な形でこの地

そして豊かな天然資源を持っているが、
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上の性行為感染症（ＳＴＩ）、ＨＩＶ／

ここアルマティに集った私たち国会

人口や青年に注目して、〃今すぐ〃行

和的かつ一致した形で、特に思春期

政治的課題として、上記にあげた行動

自身の選挙区で、自国における最高の

私たち国会議員は、草の根レベルで、

エイズ蔓延を防ぐための努力を、調

議員は以下の行動にコミットすると同

うよう奨励する。

行動の呼びかけ

時にアジア・太平洋の国会議員にもと

ｌ人口と開発そして質の高いリプ

を女性と男性が平等に利用できるよ

全な社会参加の実現と、開発の利益

い理解を促進すると共に、女性の完

ｌジェンダーの実態に対するより良

てのレベルで、国際社会、ＮＧＯとそ

必要な行動を実施するためには、すべ

のとするためにコミットする。そして

の重要性を主張しその実施を確実なも

もに行動するよう呼びかける郡

ロダクテイブ・ヘルスケアの利用可

私達、アジア・太平洋諸国の国会議

れぞれのコミュニティー自身を含むす

対し、この実現に向けて好意的な法

員は、平和と、リプロダクテイブ・ラ

うにするために一貫した介入を促進

環境の確立を含む必要な行動をとる

イッを含む人権を尊重するものである。

能性の増大と、その質の向上を関連

ｌわれわれの政府ならびにその他の

よう促す。ジェンダーの平等を更に

このような環境においてのみ開発を行

べてのパートナーと共に一致協力した

開発のためのパートナーに対して、

促進する法的環境の確立を含む必要

うことができる。各国政府に対し、人

する。私たちは、その現状と趨勢を

リプロダクテイブ・ヘルスを含む人

な行動を取るよう促す必要がある。

権尊重と平和を促進するためのすべて

づけるためのより一層の努力を行い、

口と開発問題を解決に向けるために

ｌ国際社会に対して、国際貿易ルー

の国際条約を厳守し、問題を平和的な

努力がなされなければならない。

包括的な長期戦略を開発し実施する

ルが人口と持続可能な開発、とくに

方法で解決するよう要請する。同時に、

モニターし、そして私たちの政府に

ｌ質の高いりプロダクティブ人ル

食料安全保障の問題に対して長期的

私達の活動はすべての人類に平和と安

そしてその努力を奨励する。

ス・サービスを思春期の人口を含む

展望と完全な一貫性を持つよう強く

ために共に働くことを要請する。

すべての人が平等に利用できるよう

全保障を提供することを目的とすべき

である。

要請する。

分配するよう求める。

活動を実施に移す上で必要な資源を

ｌ私たちの政府に対して人口と開発

になるよう促進し、その進展を注視

する必要がある。
ｌ開発のためのすべてのパートナー

に対し、すべてのレベルで、これ以

3８

ｌＩｉｌＩ「ＩＩＩｌＩ

ＡＰＤＡ賛助会員
くどくく→」入〈琴のお願

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。

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

これらの根源は、すべて〃人口〃問題に帰結されます。

経済力の衰退など、様々な重大な社会・経済問題を抱えている先進国もあります。

と、日本などのように、少孑・高齢化が進み将来の深刻な労働問題や福祉費の増大、

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

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

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

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ど

今、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の

といっても過言ではありません。

世界人ｎ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’

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。

の人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。

います。一九九九年には六○億人を超え、依然として増え続けております。アジア

人口問題は、二十一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

；

何卒、明日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
願いいたします。

3９

い
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『カザフスタン｣て知ってますか？
曰本のことを語れますか？

アジア・太平洋諸国の国会議員によ

る「第加回人口と開発に関するアジア

国会議員代表者会議」が去る９月鍋日

から２日間の日程で、カザフスタン共

和国アルマティ市で開催されました。

私は日本国議員団の一員としてすべて

のセッションに参加しました。この国

際会議に出席された各国の代表者は、

高い専門知識と論理的で真蟄な議論を

展開する能力を持っておられる方々ば

かりで、浅学非才に加えて語学力貧困

な私にとりましては驚きの連続でした。

加えて当該地域の国々は民族・宗教・

伝統・国の成り立ち等々がそれぞれ異

なる上に、現状においてその経済発展

段階にも大きな差異が存在するため、

多様性を前提として議論の集約を図ら

なければならないという困難な作業が

あることも事実です。また、活発な議

論の末に『アルマティ宣言』をまとめ

た時には、日常よく見られるような言

いつ放しで議長一任などとはせずに、

出席者全員で一宇一句の使い方から表

現の微妙なニュアンスまで厳しくチェッ

クし、慎重かつ丁寧に合意形成を行っ
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動を覚えました。会議の内容及び『宣
云議の内容及び『宣冷めやらぬ状況での訪露であっただけ

民主主義を坊佛させるような新鮮な感
上るような新鮮な感和国の学校での痛ましい惨劇の衝撃が

主政治の原点である全員参加型の直接
ｏ全員参加型の直接きませんでした。しかし北オセチア共

たのでした。私は一連のプロセスに民
一連のプロセスに民前に事務局配布の資料等はチェックで

海に面し、東は中国を隔てる天山山脈

逸話です。カザフスタンは西はカスピ

車窓を眺めているしかなかったという

続く砂漠・土漠に荘然自失、ただただ

広大な国士（アジア大陸のほぼ中央。

の支脈であるアラタウ山脈までという

ご対面させていただき？ながら、彼

言』についてご関心のある方は本誌の
心のある方は本誌のに、赤の広場で静かに眠るレーニンと
、ださい。
会議報告をご一読ください。

で寝たそうです。朝になり

と感想を述べ夜になったの

り、何もない平原が続くなぁ

察に出て列車でこの国に入

フルシチョフ首相が国内視

スクワからアルマティに入ったため事
ノィに入ったため事とを教えてくれました。昔、ソ連時代、

係で日本に帰国することなく、直接モ
．ことなく、直接モの！農業省のお役人さんがこんなこ

その前日までロシアに滞在していた関
ノに滞在していた関ができたと思ます。とにかく広いの何

の会議からスタートしましたが、私は
トしましたが、私はタンを素直に、あるがままに見ること

た、このプログラムは上述の９月躯日
（は上述の９月躯日ただけにむしろ大平原の国・カザフス

でしょうか。皆様はいかがですか？ま
畦いかがですか？ま馳せ、その余韻と複雑な思いが胸にあつ

した中央アジアの一国といったところ
一国といったところうなっているのだろうか等々に思いを

連邦崩壊に伴い１９９１年皿月に独立
。９１年皿月に独立何を残したのか、旧ソ連邦の国々はど

知識はほとんどありませんでした。ソ
りませんでした。ソうか、ソ連という壮大な実験は歴史に

語を使っていました。彼は法政大学に

籍のロシア人のイワン氏で彼はロシア

通訳してくれたのはウズベキスタン国

わからないともいわれています。今回、

が現状。カザフ人の３割はカザフ語が

が公用語として広く使用されているの

はカザフ語となっているのにロシア語

の影響をもろにかぶっており、国家語

夜の寒暖差が大きい。言語はソ連時代

気候で夏は暑く冬は寒い、年間及び昼

系が約５割を占めています。大陸性の

の民族がいるといわれますが、カザフ

５００万人。多民族国家で１３０以上

世界９位の広さ）を持ち、人口は約１

中ではロシアに次ぐ。日本の約７倍、

面積は２７２万ｍ、旧ソ連邦構成国の

昨日と同じ景色を見てここ

も一年留学したことのある流暢に日本

正直申し上げて私はこの国に関する
仏はこの国に関するはく丁のロシアをどう感じているのだろ

は？と尋ねても答はカザ

語と英語を操る青年で、その能力を活

』政境別年曰一物る
き下環特旧い１関あ
ゅ松、る成し二ヶが

フスタンとのこと。また一

かしてカザフスタンに出稼ぎ？に来

鴎勵選す平新仔顧勘

日、言葉もなく果てしなく

》》一一》》』》一三砕一

4１

●カザフスタン国旗

及び学校訪問を行いました。

クスカーで時速別、位で爆走して農家

戻ってデコボコ道を韓国製のワンボッ

の見学、さらにアルマティに

会議員との懇談、農業試験場

業、畜産関係企業の訪問、国

源管理庁、穀物関係の複合企

ナヘ移動して農業省、土地資

の訪問、飛行機で首都アスタ

ヘルスを啓蒙するクリニック

皿／坐はⅡプロダクティブ・

カザフスタン視察（９／釦～

会議の翌日から実施された

と露なるのでは……。

す。日本語習得は先行投資？

との経済関係も重要になりま

源に恵まれた国ですから、いずれ日本
れた国ですから、いずれ日本

ろでしょうか。しかし石油等の天然資

ベルはまさしく発展途上といったとこ

の学生にもお会いしましたが、そのレ

大学でも日本語の講座があり、勉強中

ということでした。住民への医療サー

死亡はゼロであり、妊産婦死亡もない

ちゃんが生まれ、この数年間は乳幼児

４１０人で一年間に１００人ほどの赤

約７０００人、出産適齢期の女性は１

の診療所の管轄している地域の人口は

働いているゼナイロ女医の説明ではこ

でした。１９７１年から粥年間ここで

セミナーを行ったりしているとのこと

識をそれらの人々に理解させるために

ない妊娠を防ぐための避妊方法等の知

もに安全で健康的な出産あるいは望ま

母国に戻ってくるようになり、母子と

（民族的にはカザフ人）が連邦崩壊後に

求めて中国やモンゴルに出ていった人々

この地域では、旧ソ連時代に新天地を

イナッシュさんが同行してくれました。

Ａ（カザフスタン家族計画協会）のア

るクリニックを訪問しました。ＫＭＰ

に関するコンサルティングを行ってい

イ村にあるリプロダクテイブ・ヘルス

の中心部から車で、ｍほどのパルタバ

内ですから、厳しい財政下では医療の

設備も薬代も人材育成も国家予算の枠

し社会主義体制の名残なのでしょうか、

原則として無料ということです。しか

した。また特筆すべきことは治療費は

りぼっちになることはないとのことで

と同居するし、お年寄りは尊敬され独

慣で老人を一人にしない、末っ子が親

なかったのですがカザフ人の伝統的習

ても質問したところ、直接的な答では

ントもありました。高齢者医療につい

めか、子どもの疾病が減ったとのコメ

り子どもの世話をするようになったた

と比べて、女性が家庭にいるようにな

前後、子どもは姐人ほど。旧ソ連時代

者が多いようです。一日に大人が卯人

では重大な感染症は少なく、風邪の患

リニックには歯科もありました。ここ

病院で行われるようです。訪問したク

人科の検診はクリニックですが出産は

は手術可能な病院となっています。婦

受けることのできるクリニック、第３

による問診、第２に医師による診断を

ない医療関係者（看護婦のような人）

紙而の関係もあり、私は会議でも報

ビスは３段階であり、第１はファップ

現場は想像を絶する状況になっていま

す。車と排気ガスであふれるアルマテイ

告があったプライマリー・ヘルスの現

と呼ばれ、正規の医師資格を持ってい

たようです。もちろんカザフスタンの

場について少し述べてみたいと思いま
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な政治的混乱の中で脱出。難民として

務されていたのですが、ご承知のよう

れました。男性は医師として母国で勤

ニスタン難民のご夫婦が待っていてく

のために小さな男の子を連れたアフガ

クリニックには私たちの聞き取り調査

妊薬の使用を推奨しているようでした。

い妊娠を避けるためにコンドームや避

限という政策はとっておらず、望まな

設されました。カザフスタンは産児制

科、歯科に加えて近年、産婦人科も併

しでは運営することはできません。内

（ＵＮＨＣＲ）そしてＫＭＰＡの協力な

教国では赤十字とはいわない）と国連

ド・クレセント（赤新月社／イスラム

ました。ここは国営ではないので、レッ

ビスを提供しているクリニックを訪ね

及びリプロダクテイブ・ヘルスのサー

人々に対してＮＧＯの支援により医療

のように国家から援助が受けられない

午後からはアルマティに戻り、難民

います。

政府等）からの援助を得て運営されて

ニックでは国際機関（世界銀行や日本

す。このことは後述します。このクリ

だ。５年に一回受けなければならない

でも医者をやっているのは愛国心から

予算はとても少ない。こんな低い待遇

偶者）が担っている。この国では医療

神で医者をやっている。生活は男（配

の一人が「私たちもボランティアの精

解できない顔をしていると、女医さん

（日本のお医者さんは……）」と私が理

で生計を立てている」と言うのです。「え！

ＵＳドル位で売られているとのこと）

、万キロ以上走った大衆市が７０Ｏ０

の販売（大使館の方に聞くと、日本で

今はパートのタクシー運転手と中古車

けない。アパートの家賃も払えない。

者なんかでは給料が安過ぎて食ってい

おられましたが、彼は「この国では医

ニックの二人の女医さんも同席されて

した。このヒアリングに際してはクリ

言ったところ驚くべき答が返ってきま

ければ再び医者として働かれたら、と

取られたなら、ライセンスの問題がな

たので、ロシア語で教育を受け学位を

した。定職を探しているというお話だっ

応しようされている姿に胸を打たれま

苦しい生活を続けながら、この国に適

うか？

は果たしてお手本として完壁なのでしょ

あります。それでは日本の医療の現状

れである私にとりましては重いものが

た）ことは、正直言って政治家の端く

際に見ることができた（知ってしまっ

机上の統計資料のみでなくこの目で実

間の生死に直接かかわる医療の現状を

な国造りに適進するカザフスタンで人

も垣間見ることができましたが、新た

への移行期での混乱はロシアにおいて

画経済から競争原理に基づく市場経済

者にとっては収入ゼロではないか。計

ば国民にとって医療費がダダならば医

が整備されてない状況では、極論すれ

ほんの一部の医師を除けば、保険制度

高度医療技術を持ち英語を理解する

と吃るのみです。

いのに」などと言い出す始末。ウーン！

に驚いた、医師はサービス業に過ぎな

者にかかった時にそのエラソーな態度

ました。通訳のイワン氏も「日本で医

る」と真顔で付言されたのにはまいり

トレーニングも自費？で受講してい
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●武山百合子

どこへ行っても英語が通じないので少々

困りました。政府は小学校から、英語、

フランス語の教育を始めたそうです。

学校教育では、日本の武道や文芸も教

えており、今後、将来的にはエネルギー

ご存知ですか？中央アジアの北はロ

本からカザフスタンが離れているか、

満席でした。みなさん、どのくらい日

ルよりカザフ行き直行便のため、ほぼ

ロシア語のようでした。週２便のソウ

語が通じるかと想像していると、みな

とそっくりの顔つきでした。つい日本

ら乗り合わせた人々は、私たち日本人

アルマティに向かいました。ソウルか

ソウル経由でカザフスタンの元首都・

る誇り高い民族です。人口約１２０万

族は、ジンギスカンの末喬とも言われ

人種が入り混じり、なかでもカザフ民

ロードで発展した都市で、１３０もの

カザフスタン最大の都市です。シルク

独立し、旧首都・アルマティは今でも

拓の舞台となりました。１９９１年に

戦後は旧ソビエト連邦の大規模農地開

ラバンルートの中継地として発展し、

シス都市からウラル・シベリアへのキャ

カザフスタンはシルクロードのオア

うです。街では古い車が多いため大気

る中古車が、現地では、万円もするそ

た。日本ではｎ万円ほどで売られてい

く、あとは中古の日本車が目立ちまし

高級車や日本車がｎ分の１くらいと多

す。アウディやベンツなど、ドイツの

についたことは、車の数が多いことで

トル如円です。各地を移動中、まず目

資源が豊富なため、ガソリンは１リッ

ています。石油や天然ガスなどの天然

区画されていて、車が走りやすくなっ

街の通りは碁盤の目のように整然と

関連の日本企業の進出が見込まれるこ

シア、西にモンゴル、中国など５カ国

人、日本の札幌と同じく北緯姻度に位

汚染がひどく、車の窓を開けることが

５００万人、ロシア連邦に次ぐ、大き

と国境を接する内陸国で、国土のおよ

置しており、夏冬の寒暖の差が激しい

できないほどでした。交差点の青信号

もともとソビエト連邦の一つであっ

そ半分は砂漠、半砂漠地帯となってい

そうです。私が滞在中のｎ月３日、市

は一秒間点滅するとすぐに黄色に変わ

とから、日本との関わりが深まる可能

ます。豊富な天然資源と穀倉地帯があ

制１５０周年の式典が盛大に行われて

ります。車のほとんどは黄色信号（停

な国です。飛行機でソウルよりアルマ

ることから、中央アジアでは経済的に

いました。国民のほとんどは、ロシア

止信号）で発車し、車線も定かではな

たカザフスタンは、四年前に独立しま

安定している国です。国土は日本の約

語かカザフスタン語しか話しません。

性を感じます。

７倍、人口は日本の約８分の１の約１

ティまで約５時間かかりました。

、

した。２００４年９月汀日、成田から

カザフスタン柵拠騨報告

帆共生"で負の遺産を克服
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シいそうです。街全ア国会議員代表者会議」が開かれまし
いので交通事故が多いそうです。街全

ゴミのリサイクルシステムも整え、自

よ』フな「成長する都市」とし、雨水や、

然環境との共生も打ち出しています。

州釦年代初頭の日本た。会議後、３６０キロメートル北に
体の雰囲気は、昭和釦年代初頭の日本
位置する、７年前にできた新首都・ァ

現在はその設計に則った街づくりが進

のようでした。

同営業しており、品スタナを訪問しました。夏の最高気温
スーパーは型時間営業しており、品

街にはわりと背の高い建物もあるの

められており、街ではあちらこちらに

－で一番面積をとつに位置する旧首都アルマティから１９
ていました。スーパーで－番面積をとっ

ですが、医療水準は高いとは言えませ

は釦度に達しますが、冬はマイナス釦

ていたのが、お酒売り場です。冬の寒
北り場です。冬の寒９７年に遷都され、首都機能が移転し

ん。医者と教師の給料はとても低く、

》のに驚きました。
揃えがとても豊富なのに驚きました。

しようか。ウオッカました。７年前は約路万人、現在約釦
さが厳しいからでしょうか。ウオッカ

生活が苦しい状態と聞きました。自由

建築機材があふれていました。

べな種類のお酒があ万人の都市ですが、２０３０年までに
をはじめ、実に様々な種類のお酒があ

化が進んだビジネスの分野とは異なり、

遅類以上が陳列され度以下になる日もあるそうです。南部
例えば、石鹸。釦種類以上が陳列され

り、見ているだけでも楽しめます。し
匙も楽しめます。し１００万人都市にする整備が進められ

め、医療設備も、人材育成も国家予算

「医療は基本的に無料」という制度のた

４年前、新首都アスタナの都市設計

の枠の中で決定されます。都市部の一

般病院でも、医学の国際語である英語

コンペが開かれ、世界、力国の著名な

－人１２０ドルといています。
かし、所得が国民一人１２０ドルとい
同品の量に比べ，売
うことで、消費は商品の量に比べ、売
れ行きが思わしくありません。
切りません。

このアルマティで、９月銘日、羽日
Ｈ９月銘同調日建築家〃人が参加し、日本の黒川紀章

に配置し、都市が拡大して

ら、官庁街や住宅地を帯状

す。現市街地を生かしなが

んだんに盛り込んだそうで

ム（新陳代謝）の思いをふ

長」に対応するメタポリズ

ち続けている「共生」や、「成

氏は、建築家として知年持

があり、ブレジネフ時代は社会主義農

の一つに挙げられるほどの穀物研究所

ト連邦の時代からある三大小麦研究所

穀倉地帯とも呼ばれています。ソビエ

す。良質の小麦がとれることが有名で、

土地帯で、土壌の栄養が豊富な地域で

ました。ここはウクライナから続く黒

０キロ離れたショルダンジーを視察し

次に、首都アスタナより、車で１２

を話す医師は稀だそうです。

も過密問題などが起きない

と開発に関するアジ氏が優勝しました。設計において黒川
両日、「第加回人口と開発に関するアジ
れ卒議箸よ年在筆北
』ま部衆。Ｆ少現会党
こ生学年動Ｊ育て貝主

汕輌議藤酷雰辨蕊艫長蕊

罹雛麩坪臥牝神廉娃錆霊跨
十玉中後期を日る長す会常

洵埼、活４野か嘘員関員当

尹曰蔬塗雛鐇岬誠艫麩篝羅

飴燕纒辨墾癖》ｗ鍍繩》》

●昭県業院教謹み問沖頭関

加》》》鋼詑呼挿鍛掴》鉢
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な作物の研究は、京都大学とも提携し

れてきました。この地域で作られる様々

農業を営むキーポイントとして研究さ

地域なので、いかに水を保持するかが

ショルダンジー周辺は降水の乏しい

そうです。

業の模範の地として、もてはやされた

いておりました。

牧）で、米、麦、とうもろこし畑と続

ました。砂漠以外はほとんどが牧畜（放

はじめて３６０度の平らな地平線を見

砂漠と士漠が果てしなく広がるばかり。

で覆われており、車窓から見る景色は

いました。カザフスタンは広大な砂漠

語でタンポポの意味）という村に向か

とんど見当たりませんでした。

電化製品は、冷蔵庫とテレビ以外、ほ

本とは違い、広々としておりました。

要最低限の家具のみで、物だらけの日

寒い冬は大変な状態です。家の中は必

ど遅れています。トイレは外にあり、

らず、下水やお手洗いなどは、驚くほ

り、小麦が良質なことから国際市場で

は主に小麦に特化されていることもあ

する研究も重ねられてきました。研究

や、トウモロコシなど家畜の飼料に関

の開発が実施され、小麦を中心に肥料

タールもの大地で、土壌保護や農作物

研究を進めています。６０００万ヘク

もさかんで、アメリカの大学とも共同

の種類の開発、環境モニタリングなど

携し、麦や米のほか、オリジナルの豆

品々で、私たち日本人を歓迎してくれ

かしい日本の自給自足時代を思わせる

ン……。自然の恵みが豊富な、昔なつ

の果物から作ったジャム、自家製のパ

乳製品と、手づくりの野菜、果物、そ

生活はすべて自給自足で、手づくりの

息子夫婦が親と同居していました。食

では、牧畜を中心に営んでおり、若い

ただきました。カザフスタン系の農家

の農家と朝鮮系の農家を見学させてい

バクバクティでは、カザフスタン系

約１６０万円、米の耕地面積２００ヘ

た際に農業に転換したそうです。年収

員をしており、カザフスタンが独立し

鮮系の一家は田年一別まで主が国家公務

語教育を受けたとのことです。その朝

片言の日本語ができ、小さい頃に日本

日本語の歌を口ずさんでくれました。

住させられたそうです。年齢は帥歳で、

連邦の政策により、カザフスタンに移

らロシアに脱出し、その後、ソビエト

ました。奥さんのお父さんが北朝鮮か

その後すぐ、朝鮮系の農家を訪問し

ていますが、社会資本が整備されてお

て行われています。現在もロシアと連

の商品価値があるのですが、現在は販

ました。

で一時間半のアルマティに戻り、アル

再び、首都・アスタナより、飛行機

シア時代の住宅そのものでした。冬は

うです。家の造りはたいへん古く、ロ

末っ子の男の子で、親の面倒も見るそ

カザフスタンでは、家系を継ぐのは

の５０００人の村では、２～３軒の家

そのパソコンを操作していました。こ

けられており、６歳くらいの男の子が

ました。この家にはパソコンが備え付

クタールと、広大な農業経営をしてい

シ／・Ｉ

売ルートが問題で、なかなか世界に向

マティから北へ約１６０キロ離れた人

寒さが厳しいので暖房はしっかりと入っ

けて販売できないのが残念です。

口５０００人のバクバクティ（カザフ
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３６軒、約６００人近くの人々が住ん

ます。この村では、朝鮮系の家庭が１

ました。社会資本整備が大変遅れてい

トイレが気になり
に、女性の私には、トイレが気になり

家と同じです。特

ザフスタン系の農

住宅は、ほぼカ

感じました。

これからの課題と

繁栄に導くかが、

共存をいかに考え、

所得配分がうまく

入の格差が激しく、

庭です。国民の収

は比較的裕福な家

この朝鮮系の農家

ンがあるそうです。

族にのみ、パソコ

が伺えました。

国家として米の栽培に力を注いだこと

田植、という日本の常識を覆すほど、

収穫するそうです。米の栽培は水田に

種を士にまき、野菜のように栽培し、

栽培方法は日本の方法とは違い、直接、

きることに驚きました。こちらの米の

こんな砂漠地帯でもきちんとお米がで

行きました。とても美味しいご飯で、

べたくなり、一度、朝鮮レストランに

協会に売るそうです。滞在中ご飯が食

住んでいる朝鮮系のレストランや朝鮮

彼らが収穫した米は、アルマティに

いう願いが農業省の高官の希望でした。

これらに投資をしていただきたい、と

彼らにとっては大変高い物です。ぜひ、

二台加万ドルです。」と答えました。

どのくらいしますか？」と質問すると、

しいと言っていました。「これは一台、

にあるようです。韓国製や日本製がほ

要と感じました。共産圏の国々が持つ

流をいかに進展・向上させるかが、重

路や下水の整備、農業・工業の技術交

生産と貯蔵、供給、流通システム、道

か。そして、この地域の伝統的な食料

かに環境に配慮した社会整備を進める

汚染が深刻化しています。今後は、い

法整備が十分ではなかったため、大気

てきたことや排気ガスの規制といった

て石炭などの化石燃料を中心に使用し

ます。これまで、エネルギー資源とし

発展のもとには必ず負の遺産が発生し

経済化は急速に進んでいますが、経済

大規模な採掘を開始しています。市場

より、欧米万油メジャーや日系企業が

ル規模もの石油関連の外国資本導入に

も確認されており、近年、年間ｎ億ド

物資源に恵まれ、相当な石油の埋蔵量

然ガス、及び鉛、チタンなどの天然鉱

いるのを感じました。国土は石油、天

いっていません。

でいるそうです。ほかにもドイツ系、
彼らが抱えている最大の問題は、農業

人口にも流動性があるにも関わらず、

族ばかりではなく、遊牧民もいます。

がかかりそうです。

した独立国家になるにはまだまだ時間

特有な共通の負の遺産を克服し、自立

の多角経営に対し、農業機械が古くな

多種多様で生活様式も違う１３０以上

もちろん、カザフスタンには農耕民

り、使いやすく安価な機械が手に入ら

もの人種の人々がうまく「共存」して

中国系の人々が農業を営んでいました。

ず、また資金を安く借りられないこと
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・・崎ロ問題議員懇談会のメンバーを中一

鍬“軒８月初旬から中旬にかけて国際人一

繍歸蛎心とするアフリカ訪問団を派遣し一

ーージァを加えた３カ国で、桜井新。一

高池伺た。カメルーンとセネガルの西アー
フリカ２カ国に北アフリカのチュー

参院議員を団長に４人の国会議員一

長
に国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）東一
団
員員員京事務所の池上清子所長、事務局一

和博見交換を行った各国要人との会談一

議議議から尾崎美千生・ＡＰＤＡ事務局一
鍬繩職長、木村亮子・プログラムオフィー
瀞子什サーが同行した。訪問を通じて意一

棚繊離内容や、ＵＮＦＰＡのプロジェクー
ト・サイトを見聞した印象や今後一

口鰭・・抑Ⅷ繩埋木印江刺燗佃の参加一
一一‐昌一Ⅲ’一一軒一一一一一．
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になりました。まず最初に総括的な印

ということで、バランスのとれた構成

新鮮な目で臨んだ高橋千秋・参院議員

員、アフリカはまったく初めてという

フリカを経験済みの長浜博行・衆院議

にＡＰＤＡの企画で東アフリカと南ア

て能勢和子・衆院議員、これまですで

長に、看護師の立場と女性の代表とし

員活動で長い実績のある桜井議員を団

団員の構成は、人口問題に関する議

を総括してみたいと思います。

ＤＡの効果的な活用のために視察結果

ての人口問題への今後の取り組みやＯ

できました。今日は地球規模問題とし

で大変濃密な日程を無事こなすことが

ＩＣＡ）、ＵＮＦＰＡの全面的なご協力

ます。各国大使館や国際協力機構（Ｊ

め皆様にまずお礼申し上げたいと思い

旅になったと思います。桜井団長はじ

誠に強行軍でしたが、大変収穫の多い

行程ｎ日のうち４日間が機中泊という

ｌ今回のアフリカ３カ国訪問は全

れているのか、という疑問を持ちまし

についての評価はいつどの段階でなさ

が本当に有効に使われているかどうか

ことと、日本を通して行っている援助

するわけではないということを思った

して与えることのみがその国を元気に

うということを改めて感じました。決

ぱり基本的な問題は、教育が原点だろ

問題にしろ、貧困の問題にしろ、やっ

しました。人口問題にしろ、感染症の

い」という森喜朗前首相の言葉を実感

解決なくしてｎ世紀の平和と安定はな

能勢総論としては「アフリカの問題

らないと思いました。

た支援や教育を考えていかなければな

がどうやって自立していくのかを考え

教育の問題も含めて、常に現地の人々

クテイブ・ヘルスの問題、若者への性

銘を受けました。人口問題・リプロダ

中で頑張っていらっしゃると改めて感

いして、それぞれ非常に厳しい条件の

大使館員、その他いろいろな方とお会

なりました。現地でＪＩＣＡの方や、

ということもあり、非常によい勉強に

高橋私にとっては初めてのアフリカ

というのは、日本人の拠出したお金が

果があったと思います。議員団の視察

たように、今回の視察は大変大きな効

桜井今皆さんがそれぞれおっしゃっ

切っていただいたのですがｌ

府要人との会談の挨拶や議論の口火を

ｌ桜井議員には団長として綱手圏政

ければならないと強く感じました。

たちの大きな課題として再確認されな

経験を通してどう生かしていくかが私

ある貴重な国家予算の使い方を、この

議員の一人として、国民の汗の結晶で

だからこそ、立法府の末席に身を置く

意識の点でも距離があるのが事実です。

や人々は日本から遠く、地図上でも、

と思います。それほどアフリカの国々

は認識できていなかったのではないか

感染症の恐ろしさ、教育の大切さなど

述べられたような人口問題の重要さ、

リカの現状、すなわち今、能勢先生が

ラムに参加しなければ私はたぶんアフ

だいたことに感謝します。このプログ

長浜貴重な学びの機会を与えていた

た。

総括的な印象

象をひと言ずつお願いしたいのですが。
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アフリカ３カ国訪問の成果と今後の課題
座談会

のために使わないで、その金を国際的

の援助を自分の国の人々の生活の向上

中国を例に例えて悪いのですが、日本

これはＯＤＡ全般にいえることです。

ているという感を強く持ちました。

いうことで片付けられない問題を抱え

カという地域は、単純に文化の違いと

書いてありますが、やっぱり、アフリ

（注眼「人口問題ガイドブック」）にも

ことは、池上さんと有森裕子さんの本

果たされたと思います。総じて言える

そういう点ではこの二つの目的は十分

かどうか視察をして来たつもりです。

りに日本からの拠出金が使われている

くすか」ということですから、目標通

会の目的はどうやって「不幸な人をな

することです。国際人口問題議員懇談

定の両方を見ることで現状の正確な理

ませんが、草の根と国レベルの意思決

は十分に国としての全体像は把握でき

察を行えたことです。どちらか一方で

の方法などがよくわかる、具体的な視

出ているような生活環境の中で、生活

ルで、虫が孵化して、地面から湧いて

と思います。また、同時に草の根レベ

できたということが大きな成果だった

直接人口と開発について、意見交換が

レベルの政策決定を行っている方々と

方たち、特に首相をはじめとする最高

回の視察では、訪問国の政策決定者の

池上はい、二つあります。一つは今

ての印象は如何ですか。

池上さん、国会議員の皆さんと同行し

協力をしていただきましたけれども、

ｌＵＮＦＰＡとしても大変全面的漆

立ち上がることができることができる

いですね。途上国の人々が自らの足で

でもあのような発想になってもらいた

のグラミン銀行があります。どこの国

著名な例では、バングラディッシュ

とが重要だと思います。

が自ら立ち上がってやるようにするこ

このことを援助でなくて途上国の人々

を与えたりすることが非常に重要です。

育をしたり、いろいろな衛生的な知識

事務局長が言っていることですが、教

たいと思います。オベイドＵＮＦＰＡ

桜井池上さんの発言に一つ付け加え

になった気がします。

点が問題なのだということが浮き彫り

を作ることが可能なのか。まさにこの

い人生を送れるように、そういう環境

そして若い人たちが自立して自分らし

情報を伝えていくことができるのか。

多い中で、どのように若い人に必要な

な中国の点数稼ぎのために使うような

解が得られて、効果的な視察になった

ようになること、このことが私たちの

有効に活用されているかどうかを確認

ことになってしまう。

と思います。

常に注視することの意義がここにある

分理解し、その目的を国会議員として

ありません。私たちが活動の目的を十

なっています。このように若い人口が

ていて若い人が多いという人口構成に

人口ピラミッド的にいうと三角形になっ

二つ目は、やはりアフリカなので、

る。このような目的には拠出する意義

る部分に関して、初期経費の支出をす

足りないところや、最初に経費がかか

の活動の目的であります。それでなお

これは、文化の違いという問題では

と思います。
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今回訪問した三ヵ国とも同じです。

ない、としみじみ感じました。これは

らうという発想はやめけなければなら

がありますが、自助努力なく、ただも

るのだと改めて驚きました。

有害な風習や迷信が深く深く残ってい

そういう表面とは一畏腹に、人々の間に

はきれいになってきているのですが、

た。セネガルもカメルーンも首都の街

れていることに非常にびっくりしまし

で卯％、つまりまだ５人に１人に行わ

より仕立てのいい服を着て高級車でやっ

かし反面、カメルーンでは、大臣は我々

もない、様々な貧しさも見ました。し

フリカですので、今まで経験したこと

した。三ヵ国とも私は初めて行ったア

難しい問題を含んでいるのだと思いま

住んでみないとわからないいろいろな

Ｉ今回は西アフリカを中心というこ

を変えさせる、というのはおこがまし

我々が援助していく上で風習や迷信

然としないものを感じたのも事実です。

て来る、というのを見ると、なんか釈

訪問Ｓヵ国を比較
とでカメルーン、セネガル、それに対

チュニジアは、日本大使が大変気に

池上カイロ会議からの、年を振り返っ

いのだけれども、世界の人々が「豊か

違っていたと思います。三ヵ国を比較

していましたが、カメルーンとセネガ

てみますと、ＦＧＭの現状はあまりよ

照的な国として北アフリカのチュニジ

しながらどういうことをお感じになっ

ルの二つの国を見てチュニジアに来る

くなっていないと思います。ただＦＧ

ｌカイロ会議でも敗り上げられた女

たか、その点に話を進めたいと思います。

と非常にレベルが高いと思われるのが

Ｍというのが、隠された慣習というか

な幸せな生活」を送ってもらうために

高橋セネガルもカメルーンも、チュ

一番怖いと言われていました。我々は

風習と言われていた時代ではなくなり、

アを加えて三ヵ国を訪問しました。そ

ニジアを別

たった三日間いただけでチュニジアに

いくつかの国では影響力のある人、村

性性器切除（ＦＧＭ）の問題が出たの

として、生

もまだまだ援助が必要な裏に秘められ

レベルの場合であれば、村長さんとか、

はまだまだ難しい壁があることを、二

活をしてい

たいろいろな問題があるのでしょうが、

保健所の医者とかが、ＦＧＭは身体を

れぞれの国で経済的・社会的な発展段

くには風土

たまたま二ヵ国のそういう国を経てか

傷つけることであって、保健や公衆衛

ですが、池上さん、最近は改善されて

的にも大変

ら行ったので、単純によい国だなあと

生の面から考えると悪影響があるので

つの国について特に思いました。

だと感じました。特にセネガルで議員

思ってしまいました。しかしここもソ

はないか、もう一度よく考えたほうが

階や民族、宗教、人々の暮らしぶりも

の方々から女性の性器切除（ＦＧＭ）

フトとはいえどもアラブの国ですし、

高橋千秋議員

はいるのでしょうか。

の話が出ました。現在でも、セネガル
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は来ています。ただ行動が変わったか

題として少しずつ考えていく段階まで

す。その結果、村の人たちが自分の問

れば、補助金も出さんよ、これだけや

切って、そのような改善がなされなけ

かく一年でも早く、５年なら５年と区

います。どんなことがあっても、とに

ニジアも、二つの国とは違った地中海

はないかと思いました。それからチュ

金が現場の人に降りてきていないので

は衝撃的で、結局こっちが支援したお

てないと言っていましたね。あの言葉

も、ここにはまったくお金が下りてき

どうかというと、まだそこまで反映さ

れば金を出すよ、ということをやるべ

の文化があり、まるでポルトガルやス

向けるかが活動の根本になるのだと思

れている状況ではありません。従って

きではないかと思っております。

よいのではないか、と声をあげていま

現実的には、今、高橋先生がおっしゃっ

うと思います。そういう意味で、国会

現されるとこういうことになるのだろ

いないのだから、それが歪んだ形で表

にあるのが普通で、愛情のない人は元々

男と女の仲、あるいは親子の仲が自然

を支え合う

元々は愛情

ていくか。

どうすすめ

しい教育を

桜井一番大事なことは、最も人間ら

の一部であると考える人たちがいます。

は伝わりにくいので、まだこれは文化

慣習や風習を見直すというような情報

るそうです。地方に行けば行くほど、

いう感じがしました。近くの水管理プ

きるのかな、正直言って厳しいな、と

いマラリア、結核、エイズの対応がで

られたけど、あの医療体制で今の難し

現地で、張り切って輝いて頑張ってお

いう東京の一流の病院にいたのです。

いたところです。彼女は虎ノ門病院と

した。セネガルの笹山青年協力隊員が

が自立できるのかということを思いま

これをどこまで手を差し伸べたら人々

日本では考えられない状況ですよね。

もない状況の中での生活というのは、

本当に貧困の中で、健康の源である水

能勢私もアフリカは初めてですが、

いかがですか？

ｌそれでは能勢先生看護師として

としたら生徒の答案を採点するこわい

いと素直に思っても、相手方はひょっ

ちが今回の訪問で各国の実状を知りた

長浜私もその点は感じました。私た

事実はどうなのでしょうか。

る、との強気の発言があったんですが、

だってしっかりとした対策をとってい

ているんだ〃と言いましたね。エイズ

やっている、結核だって予防注射もやっ

も〃先進国と比べて同じようなことを

んでしたよね。他の国の保健大臣たち

気で、援助を受ける感じじゃありませ

と思いました。保健大臣もなかなか強

うあそこは自立しているのではないか

援助しなくてもよいのではないか、も

る限りでは、この国にはもうそんなに

した。人口問題についてのスライド見

ペインの延長線にいるような気がしま

議員が体を張って自分の国の習慣や風

ロジェクトはうまくいっているけれど

たように、セネガルでも最低別％もあ

習を自らの手で改善するようにどう仕

桜井新議員
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する）、あなたは不合格（もう援助しな

先生が来て、「君は合格（引き続き援助

金ですからね。有効に使わなきゃ。

出るような努力をして稼いだ日本の税

は、ＮＧＯが学校の中に入って行って

ｌセネガルで最初に訪問したところ

池上ＮＧＯが普通の学校に入り込ん

支援していましたね？

ｌ池上さんいかがですか．

でいるのです。二つ目に見ていただい

い、あるいは額を下方修正する）」とい
うようなことを言われるのではないか

池上カメルーンでエゼカにある保健

あそこに来ている子どもたちというの

あれはユースセンターだったんですが、

た子どもたちが空手をやっていた所、

と危倶して、ある意味では誇張したり、
時には卑下したりといったポーズがあっ
たのではないかと感じました。でもそ

れは私たちにプレゼンテーションをし

しわ寄せがくる。やっと食べていくの

全部弱い人、女性、子ども、年寄りに

すぎると思います。生活力がないから、

桜井都会と田舎の貧富の格差が極端

さを痛感しましたね。

く、現地で現場の声を聞くことの大切

偉い人のスピーチばかり聞くのではな

あまり感じなかった。その意味からも

伝統的な助産婦さんたちを訓練して、

だとわかっている。助産婦さんたちも

を盛り立てている。長老も保健が大切

保健ボランティアとしてずっと保健所

か、村の人たちがボランティアとして、

たかというと、コミュニティーという

援している所です。何がすばらしかっ

そこはＵＮＦＰＡが公的な保健所を支

杖をいただいた場所ですけれども、あ

ｊか長老から

を受け、あそこの場所に行けば自分が

ています。自立できるように職業訓練

字教育、職業訓練の三つを一緒にやっ

対するプログラムでは、人口教育、識

出身の子どもたちです。若い人たちに

と食べられない経済的には苦しい家の

あそこは全員が自分のために働かない

う家政婦の見習いの女の子たちの所は、

後に見た、エマニュエルセンターとい

とサポートしている子どももいる。最

られない子どももいるし、親がきちん

はまちまちで、自分で働かないと食べ

が精一杯、中には食べられないものが

安全なお産ができるようにという努力

どうやって自立できるか教えてもらえ

たいわゆる偉い人たちから受けた印象

いる現状にあります。それで援助は、

をしている。現場でもそういった自主

る、または自分で考えられるという所

で、サイト視察で出会った人々からは

そういう一番かわいそうなところに焦

的な住民参加型の取り組みがあって、

いをしている女の子たちが、自分でイン

政婦をしていた、または家政婦の見習

点を当てるべきなんだが、本当に必要

う長丼ま

です、最後のエマニュエルセンターの家

とが。行
い村桜き

その住民運動を国連が援助するという

さ先し所

なところに援助資金が届いているかど

ん生たに

形ができていたような気がします。

池上清子所長

うかという問題がある。

能勢日本人が寝ずして働いて、血の
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スもあると言っていました。すでに６

ターネットカフェを始めたりしたケー

というモデルが誰か周りにいると、若

ばああいうふうになれるかもしれない

池上ただあの貧困の中で、がんばれ

するかという視点が大事だと思う。

ているということを理解していただき、

そのリーダーに、我々日本人が援助し

ための援助が必要ではないでしょうか。

つくっていくことだと思います。その

若い人レしどニフアプローチするかとい

の意味が大きくなると思います。中国

ていただくことができれば、資金拠出

番大事なことは、その国のリーダーを

００人の女の子が卒業している状況で

い人たちって、そういう方向でやって

リーダーが日本の支持者、ファンになっ

一◎

す

みようという気になるのですよ。

う話は、ＵＮＦＰＡがどんなに頑張っ

ても若い人にはなかなかメッセージが
伝わらないので、ＵＮＦＰＡが逆にセ

のではないんです。我々はアフリカの

をあてるそのことが悪いと言っている

桜井一番かわいそうな人たちに焦点

をセネガルでは見ていただきました。

制や仕組みをともにするというやり方

はなくて、その地域に合った既存の体

り、新しく何かを作るというやり方で

というのを上乗せしていくこと、つま

性教育なり職業訓練なり識字教育なり

が活動している若者のプログラムに、

とかユースセンターとかすでにＮＧＯ

しかも今あるもの、例えば公的な学校

してもらうという戦略をとっています。

あるわけですから、日本がやれる範囲

高橋私が思ったのは、お金も限度が

と思います。高橋先生はどうですか？

ミクロの面も理解していく必要がある

だから日本の議員の皆さんもそういう

ければならないという潮流が出てきた。

して、若い人の性の問題に取り組まな

面に出てきましたね、世界的な問題と

個人個人の健康と権利ということが表

クティブ・ヘルス」という名の下に、

ですが、カイロ会議以降は「リブロダ

例えば食料とか環境、貧困も大変重要

一生懸命やってこられたマクロの問題、

１人ｕ簡題といっても窪丼先生が

ばならないことではと思いました。

援助していく側から考えていかなけれ

どうしたらいいか、ということは今後

れがちゃんと国全体のものになるには

作っている段階だろうと思います。そ

がやっているのは、典型的な成功例を

うことは重要だと思います。今、日本

るんですよ、という援助を見せるとい

もしれませんが、こういうことができ

０人という国全体から見ればわずかか

が言われたように、対象の生徒が６０

いるわけですから。その中で池上さん

のは心外です。税金からお金をだして

してああいう態度をとられる、という

サッカーではありませんが、日本に対

にあれだけ援助をしながら、この前の

為政者じゃないのだから、その国の政

というのは当然ある。我々は植民地政

桜井ＵＮＦＰＡは政策的な面を受け

カイ□会議以降の問題

府や議員がまず自ら努力をしなければ

策をやっているわけではないので、一

ネガルのＮＧＯの方たちに活動を展開

ならない。そこを外からどうサポート
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必要かという政策を作ったりプログラ

手の国と一緒に話し合いながら、何が

池上ＵＮＦＰＡは政策レベルで、相

いでしょうか。

持つ、という役割の分担が必要ではな

イセフ）のようなところが実施を受け

や日本の家族計画国際協力財団（ジョ

持ち、国際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）

ます。

つにお金を出すということになってい

方との連携など政策提言活動、この三

リーダーの方たちの養成、マスコミの

活動。国会議員の方々の活動や、村の

ここに入ります。もう一つは政策提言

もここに入ります。ＨＩＶ／エイズも

活動に対してもお金を出す、というの

たこと、私は「共生」という視点を持

国が共同で働くことが必要だとおっしゃっ

考えますが、そのために先進国と途上

を作ること、これは普遍的価値観だと

て、一人一人が人間らしく生きる社会

重要な課題、つまり貧困削減を達成し

という点です。アフリカにとって最も

考え方や価値観があるんじゃないか、

康に暮らせるように、先ほど話がでま

スの考えに従って、一人一人の人が健

す。二つ目はリプロダクテイブ・ヘル

作ることに関してはお金を出していま

基本的な人口関連のデータとか政策を

データをとったり、国勢調査をしたり、

で決まったことですが、一つは人口の

れは各国の政府が集まった執行理事会

の柱、活動に予算をつけています。こ

カイロ会議以降、ＵＮＦＰＡは三つ

役割分担は、国によっても異なります。

は一切できませんし、やっていません。

ＰＡがこれをやるべきだという言い方

が行っています。したがって、ＵＮＦ

知のように相手国の政府機関やＮＧＯ

認識しつつも、それを越えた普遍的な

しゃったことですが、文化の多様性を

池上今日一番最初に桜井先生がおっ

てお伺いします。

象に残ったことや、今後の課題につい

最後にもう一度今回の視察で一番印

り方としては賢い方向だと思いました。

すごく大きいと思うんです。それがや

の中に入れているんです。その影響が

とですが、宗教の指導者を運営委員会

国井長次郎さんがアフリカでやったこ

いでしょうか。それはジョイセフの故

この分野に動員することが大事ではな

慣をなくすには、宗教的なリーダーを

ダーを作ることやＦＧＭという悪い習

－－１局橋先生も指摘されましたが、リー

長浜私は援助国の文化や歴史はもち

います。

などでもすでに研修を組織的にやって

ｌわが国の国際協力機構（ＪＩｃＡ－

というのも、非常に有効なのではない

呼んで日本のやり方を体験してもらう

方かと思いました。一年でもこっちに

人を日本に呼ぶというのも一つのやり

も一つのやり方だけれども、向こうの

は、私は向こうに単純にお金を渡すの

迎えに来てくれました。私が思ったの

を話す来日経験のあるチュニジア人が

高橋チュニジアに着いたとき日本語

マだと思いました。

つことが今回の視察で一番大切なテー

したけれども、ＦＧＭをなくすような
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ムを作ったりしています。実施はご存
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かと思いました。

座談会

議るのですが、

員ろん尊重す
浜方、広るよ

鮪日本のやり
長うにして国
づくりをしてきたか、技術（テクノロ

ば、あとは自分たちの手間と努力であ
の土地でできる。値段は三分の一でで

るか。自ら働くことをどう教えてあげ

井戸を作る資金で、三つの井戸を作る

カで高床式の倉庫を作ってとうもろこ

’一つ思い柵したのです鯨アフリ

るか、それが教育だ。

ことができるのですｂそれを、現地の

しを貯蔵しているんです。これをねず

きるのです。一一一一口葉をかえれば、一つの

人にわかってもらうことが重要です。

う教えるかです。あの井戸だって、私

えなればみんなできるということをど

リカに対して重要なことはやる気にさ

ことで国造りをしてきたのです。アフ

か使わなかった。つまり手間をかける

間に合わせてきたので、金物は一部し

を植物性の機材で自分たちが加工して

ていう国は井戸でも住宅でもほとんど

お金じゃなくて手間なんですよ。日本っ

も、便所を作るにも、最も大変なのは

桜井井戸を掘るにも、住宅を造るに

か会社哲学とか米百俵もありましたね。

てもらえないかなんですよね。社訓と

ど）になっていったか等々を参考にし

どのように大企業（松下やサンョーな

精神的なもの、例えば町の零細企業が

を呼んでずっと広がる。だからあの人

金で家がつくれた。それが投資が投資

ころで別のことやってきて、出稼ぎの

ではない。頭のきれる人は全然別のと

の違いで何もできないかというとそう

す。ぶらぶらしている人がみんな文化

クでも初めは草の家に住んでいたんで

桜井バングラだって、タイのバンコ

いますよね。

ければいけない、という方向に進んで

づくりが重要だ、技術を教えていかな

てやったぞという話から、やっぱり人

か、ダムとかど－んと作って、援助し

潤沢にあったから、病院とか、道路と

いています。これまではＯＤＡ資金が

というのがここ数年来の傾向になって

ｌ援助の流れはハードからソフトヘ

ら、次の仕事に向けて貯める。女性に

でしまうけれども、女はお金を持った

能勢男はお金を持たしたらすぐ飲ん

てしまった。

い文化なんだよ。それがみな破壊され

をしてきた国はないんだよ、ものすご

桜井日本ほど持続可能な開発、自立

かね。

とかアフリカに導入できないものです

長浜アジアで成功したケースがなん

うんです。

保健医療の分野でもたくさんあると思

の農業にはいっぱいあると思いますし、

知恵なんですよ。そういう知恵は日本

みがすべって上れない。これは農業の

ルミを張ればいいだけなんです。ねず

た。ねずみ返しって、これくらいのア

で日本から「ねずみ返し」をもっていっ

みが上がってきて食べてしまう。そこ

たちが使っていた手押し井戸であれば、

たちにそういう知恵をどうつけてあげ

ジー、ノウハウ）のみでなく、極めて

あの小さなポンプ一つとパイプがあれ
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力をつけることは豊かさにつながりま

少子化と人ロ爆発

員結婚しろと

議左これは

性が生活の糧を持つということは、い

ｌグラミン銀行もそうだけれど、女

通じて、そこからさらに貧しい国に技

国については、南南協力、三角協力を

るし、それから途上国の中で中進的な

めて産みたくなるような環境整備を政

きないということを考えるときに、せ

舎日どうこうで

勢問題だから

す。

ろいろな所でいろんなプロジェクトを

術を伝えていくという手法が進められ

府はしなければならないと思います。

縮もう個人の

通じて行われて、成功している例はた

ている。チュニジアは三角協力の援助

税制面でも産んだら得になる、産んだ

ｌ日本の経験を伝えることは一つあ

くさんあります。セネガルの給水塔で

国になっている。

なということをチュニジアにいる時に

点を伝えることが可能なのではないか

ということを踏まえても、政策的な観

か、アジアの経験とか、文化圏が違う

し、その過程で日本の高齢化の経験と

国の人がやる仕事だと思います。しか

て作りあげるのは相手国政府や、相手

を全国に広め、その国のシステムとし

こまでは援助として可能ですが、それ

育てるのは大切だと思うのですが、そ

池上いいモデルを作る、リーダーを

ノウハウをつけたほうがよいのです。

ズなんです。女性は賢いからそういう

言っていましたが、男性はお金にルー

ます。しかし、有森裕子さんが言って

能勢日本の場合は少子化が進んでい

聞きしたい。

皆さんのアイディア、意見があればお

口議連をどのように活性化していくか、

くかが問題になると思います。特に人

の立場で人口問題にどう取り組んでい

でも始まっている。その中で国会議員

にいっている。しかも高齢化は途上国

国を中心に少子化、高齢化で逆の方向

つ生まれていくわけです。一方、先進

今のフィリピン規模の国が毎年一つず

わけで毎年７７００万人ずつ増える、

では途上国の人口爆発はｎ世紀も続く

最後に、人口問題を考えると、一方

ら、やっぱり望まれる子どもが産まれ

まれてくるわけですよ。教育をしなが

るわけではないんです。貧しいから産

能勢これは決して欲しくて産んでい

がありますね。

ｌ｜方まだ人口爆発が続いている所

国も見てくれればいいと思います。

けないと思います。そのモデルを他の

そういう政策をやっていかなくてはい

活力を日本がモデルになってやる社会、

たらそれでお終いではなく、そういう

る形の政策、長生きし聞歳で年金もらっ

齢化対策のほうでも、長寿をお祝いす

なければいけないと思います。また高

ら楽しくなるなあという環境整備はし

ヒヒ

も、ＪＩＣＡから行った短期専門家が

思いました。

いるように、政府が子どもを産めとか
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て理解させるかが課題じゃないかと思

きたいですね。

政党人、国会議員もよく考えていただ

女性が鍵をにぎっているということを、

産めない。そのポイントは女性です。

されている、先進国では産みたいのに

ｌ途上国では産みたくないのに産ま

種の壁が存在していると思います。

男女共同参画社会なんだけれどもある

分野、女がわかる世界などといった、

なかったからね。日本はまだ男のやる

でこの問題をしゃべったらなんか通じ

ら仲間内（そういえばみんな男だった）

長浜それはありますよね。帰ってか

る体制を作っていかなければならない。

桜井対象は女性だけれど、男が一番

高橋参議院にも共生社会調査会とい

います。

悪い原因をつくっている。

男性の理解を得ないと進んでいかない

いう考えがあるんですが、女性問題は

女性問題は女性が、女性議員がやると

高橋この人口問題は日本の場合は、

桜井男をちゃんと教育しないとだめ。

ないといけませんよ。

能勢だから、女性が納得する政策で

Ｉ女性聞題は男性問題ですね．

のではないでしょうか。

派なんですが、どうもその傾向が強い

をされている女性の方々、それぞれ立

は議員に限らず、特にいろいろな活動

ういいのよ、って感じなのです。これ

テイブ・ヘルスの話が出るが、男はも

常に入りづらい。その中でリプロダク

が多いことはよいのですが、男性は非

しても女性が非常に多いんです。女性

うのがあるのですが、この中でもどう

ので、男性にいかに理解させるかが問

非常にセンシティブな問題で、おおっ

ございました。

ｌ本日は長い時間どうもありがとう

題だと思います。特に性器切除の話も
ぴらに言いにくい話で男性の話題に出

てこない話ですが、今後の活動の中で

性教育も含めて、男性に対してどうやつ

5８

Ｐ）のその後の活動や開発途上国の状

鯉・鱗

力を持っていることを目の当りに見る

とであった。

踏まえて今後の取り組みを検討するこ

また、視察内容はそれぞれの国の社

ことが出来た。このような経験でその

後の状況に強く関心を持ち再びメンバー

会、経済の状況、人口の開発の現況、

ＦＰＡが援助で行っている人口開発、

に入れていただき、そしてこの度２回

リカ、２００３年の南部アフリカに引

保健衛生に関するプログラムの状況、

ＨＩＶ／エイズとリプロダクテイブ・

き続いての北西部アフリカへの派遣事

また現地の議員が取り組んでいる人口

目の派遣事業に参加することとなった。

業とのことで、カメルーン、セネガル、

問題の状況を視察し、それぞれのプロ

ヘルスの状況、さらには我が国やＵＮ

チュニジアの３ヵ国の視察の旅（８／

グラム等について意見を交換すること

今回の視察は２００２年の東部アフ

れはＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦやＵＩＣＡ

６～１６）となった。

口隷一口肛■口艤刑剛雌燗舞溌Ⅳ川洲舳軸ｉ側翔
のフィールド活動を見学し、今後の人

また現地政府要人を表敬し、人口開発

なものとすることを目的としていた。

国際人口問題に大変関心のある、また

人の国会議員と事務局、総勢７人共々、

千秋、能勢和子と元気溌刺（？）の４

えている。ここにご協力ご支援下さっ

ご支援のお陰で目的が達成できたと考

ルであったが、現地での受け入れ協力、

盛り沢山のテーマを杓←え過密スケジュー

であった。

に関して意見交換し、交流を深めたこ

行動派のメンバーで８月６日夜９時５

桜井新氏を団長に、長浜博行、高橋

とであった。

間中、機内泊が４日という強行軍の日

員フォーラム、人口・開発議員グルー

人口開発に関するアフリカ・アラブ議

ニジア各日本大使館、国連人口基金、

た、在カメルーン、在セネガル、在チュ

翌１９９９年には、オランダ・ハー

グで開催された「ＩＣＰＤ評

程であったが、誰一人脱落者もなく実

以下、私の見てきたアフリカ３ヵ国

プの皆様に紙面を借りて心より厚く御
今回目的とするところは、人口、Ｈ

の中で、保健・医療に関することにつ

に有意義な、考えさせられる視察の日々

ＩＶ／エイズ、リプロダクテイブ・ヘ

いて報告します。

礼を申し上げます。

ルス、安全な飲料水等の視察とそれを

であった。

この旅は酷暑に加えｕ日間の視察期

５分成田を発った。

口開発分野の協力、援助をより効果的

口鰄■》・縞ミャンマー（ヤンゴン）へ行った．そ
口蝋■■緬

エリ■制｛
う■■

〆ア・一口
字てとに用一現由県女

莉睦業轆鱸雛敏鐵辨雍菫ための国連総会文書にも明確

蕊議綱懸辮
蕊騨挑溌
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８月６日、成田を飛び立ってから釦

に飲むこととなる。「同じ水を同じコッ

上げた井戸水を桜井団長は酋長ととも

うことであったが、そこの酋長が汲み

いるとのことであった。

や避妊、エイズ感染予防に取り組んで

なども指導していたが、基本は性教育

いパソコンも備えていてパソコン実務

人口教育研究グループを訪問する。古

時間後、やっとカメルーンの首都ヤウ

プで飲む」ことは「私たちは兄弟だ」

いずれも日本では考えられない状況

日本人にとって〃生水は厳禁〃とい

ンデに到着。サッカーですっかり日本

というしるしとかで、ともに喜ぶ。す

各国の現況

人と馴染みになったカメルーンである

ではあったが、町全体のバランスで考

続いて同じくＵＮＦＰＡサイト青年

ごいことだと感動し、桜井団長は医学
民と強い信頼関係を築いた。これはきっ

の助言センターを視察した。ここでは、

が、開発途上国の課題がいたる所で感
最初に訪問したところはエセガとい

と神様が守ってくれると思うと同時に

空手などのスポーツを教えながら、｜

えれば先進事業ともいえる。

う町にあるＵＮＦＰＡのサイトであっ

周囲の者は心配した。大使館の医務官

方医療の役割も担っていてエイズ検査

や生理学の域を越えてカメルーンの村

た。アフリカならではのエネルギッシュ

がすぐ薬を準備してくれてことなきを

も行えるとのこと。ここでも個人の情

じられる。

な踊りで歓迎、私もその仲間に入り、

得、ホッとした次第である。

に指導する体制であった。

エイズ感染予防対策については具体的

しかし、その設備等は何もない。ただ

病院の機能も兼ね備えているとのこと。

そこは日本でいう保健所でもあり、

アフリカ部族の中では未だに隠然とし

られないような本当の話。ｎ世紀の今、

器切除のテーマが中心となった。信じ

意見交換を行ったが、そこでは女性性

大臣との会談後、国際人口懇の議員と

地セネガル（ダカール）へ向う。保健

けて再びパリへ帰り、続いて次の視察

日本の国旗が掲げられていた。その式

も大変日本に対し感謝し、セネガルと

きちんとされているとのこと。ここで

あるが、その運営もうまく管理体制も

ＩＣＡ）の無償援助でできた給水塔で

診療所のことである。国際協力機構（Ｊ

バンジャイ村の給水塔サイトのことと

セネガルで特記すべきことは、タイ

報の守秘義務には心を配っていた。

続いてアワエという小さな村へ入っ

て行われているとのこと。この問題こ

典会場周辺は妬℃をはるかに超える猛

カメルーンを後にし、８時間釦分か

負けずに踊り、共に笑顔の交換。続い
て念入りな式典で日本の援助に対し感

たが、そこはＯＤＡによって掘られた

そ女性の人権に関わる重大な問題であ

謝の言葉が述べられた。

井戸があり、地域の住民にどれだけ喜

暑の上、大きな毛虫がいて、とてもじっ

としていられない環境であるが協力隊

る。

ダカール市内でＵＮＦＰＡのサイト、

ばれているかという状況を見させても
らう。
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アフリカ議員派遣事業に参加して

負はしっかり頑張っているのである。

隊員の一人は、すでに４回もマラリア
も青年海外協力隊員として責務を果た

ニス）であった。地中海に面する国で、

最後に訪れた国はチュニジア（チュ

が、その拠出金が必ずしも真に貧しいと

府に対し拠出を促進してきたところだ

このような状況にＪＰＦＰも日本政

を差別し暴力的行為で女性や少女を痛

すべく真剣に働いていた。その意気込

アフリカというよりアラブといった感

ころへ流れていないことは問題である。

ていた・加えて政治・行政システムの

みに日本人の魂を見る思いであった。

じのするとても美しい国に見えた。私

一方、私もメンバーとしてこうした

めつけているのであろうことも実感し

次にその村の診療所へうかがった。

たちは、国家家族人口公団（ＯＮＦＰ）

重要な人口問題の取り組みについて、

改善をしなければどうしようもない。

そこでは協力隊員の笹山ナースが頑張っ

のピゼルテ・ユースクリニックを訪問

またＵＮＦＰＡ、ＩＰＰＦやＪＰＦＰ

てきた。

ていた。彼女は国際的視点に立ち、ナー

したが、ここでもエイズを含め感染症

の活動が国民に伝わっていないことを

力を貸してほしいと我々に訴えた。

スとして海外協力隊員に応募し、この

対策や青年の性教育やカウンセリング

反省する。地球規模的問題の重要性を

に罹りつつ（早期治療で完治しているが）

セネガルで正に型時間全身全霊で医療

に取り組んでいた。

う。併せて開発途上国に対するＯＤＡ

有権者に伝える努力に欠けていたと思

全般に取り組んでいた。有資格スタッ

フは現地の男性看護師と彼女だけで、
他は協力してくれる住民。結核、マラ

女の顔は輝いていた。

を２人のナースでこなしているが、彼

分娩まで。医師はいないから医療全般

療やエイズ予防教育、乳幼児医療から

境の中で生きていることを再認識した。

極度の貧困と飢餓に見鋒われ劣悪な環

にも富と豊かな繁栄を得ている一方、

改めてこの地球上の同じ人間がこんな

この度、北西部アフリカ視察を通し、

があの敗戦から立ち上がり、今日世界

する心や活力が育たないこと。日本人

資金援助だけでは自ら立ち上がろうと

笹山隊員がいみじくも教えてくれた、

は国民の税金でありその使途、有効性

しかし、その彼女はＯＤＡ等の資金

豊かな国に住んでいる人々は、当然の

有数の大国にまで成長させたあの暹し

総括

援助が末端まで届いていないことを嘆

ごとく享受している教育や安全な飲料

い精神こそ、今アフリカの皆様にとっ

リア、ＨＩＶ／エイズ等の感染症の治

いて涙ながらに訴えていた。貧困の苦

水、医療、即ち人間らしい生活が保障

て必要なのかもしれないという思いを

強くした。

らないと考える。

や問題点について再検討しなければな

しさがひしひしと伝わってくる。そし

されている。

しかし、貧困は感染症の蔓延、人々

てお金を与えるだけでは自立の精神や
努力する心が育たないことにも気付い
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た。

援している折田岩美氏に現場報告を寄せてもらっ
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国際協力機構（ＪＩＣＡ）は、多くの曰本の専
門家を各地に送り、政府開発援助（ＯＤＡ）を使っ

なっているが、この問題に取り組んでいる地方自

またわが国では少子高齢化が大きな社会問題に

自分の経験を活かしながら、各地の風土や生活、

治体の実態について岩淵勝好氏に最近の研究結果

て技術協力を行っている。専門家は曰本における

慣習に見合ったかたちで人々の暮らしの改善に役

について報告してもらった。

一邸〈．」

ＰＰＪ

』。｜｜、祖・｛

わが国では北海道から沖縄まで、どの

ます。その最たるものが、言語です。

フィリピンには幾つかの特徴があり

ています。

区２００名・比例代表別名）から成っ

立つように汗を流している。そんな中で今回はフィ

リピンのミンダナオで活動中の阿部英樹氏と、西
アフリカのセネガルで女性の自立を促す活動を支
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多民族国家フィリピンにおける人□問題と貧困

ｌムスリムミンダナオを例にＩ

・現フィリピン・ムスリムミンダナオ自治

区政府アドバイザーＪ‐ＣＡ専門家阿部英樹

心とするルソン、観光地で有名なセブ

は地形的には最大の島、ルソン島を中

７０００の島々からなるフィリピン

二院制で、任期６年の上院議員型名、

とする立憲共和国。国会は上下両院の

６５０万人、政治体制は大統領を元首

人口は２０００年５月の国勢調査で７

れています。面積は約釦万平カキロ、

諸島から成るミンダナオ地域で構成さ

イロンゴ語（６００万人）、ビコール語

ーーサヤ語（６００万人）、ヒリガイノン・

イロカノ語（７００万人）、ビサヤ・ビ

続いて、セブアノ語（１０００万人）、

言語がタガログ語で約２１５０万人、

ごとに異なる言語があります。最大の

がら、フィリピンでは地域、地方、島

地域でも日本語が通じます。しかしな

島やボラカイ島及びパラワン島を中心

任期３年の下院議員２５０名（小選挙

・前ＪＩＣＡ理事

とX,,1-...Ａ

とするビサヤ、ミンダナオ島やスルー

○フィリピンの概況

漣号６－;.(T了:ﾃﾞｰ．

.．--ﾆﾆ匡迂

ｆＫ露上記１
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などもかなり日常的に使用されていま

があり中部ルソンではカパンバンガ語

（４６０万人）、ワライ語（２６０万人）

る機会があります。

た表示になることでその現実を認識す

識が普段見慣れたタガログ語とは違っ

などに分かれます。州境を示す道路標

ネシアやフィリピンの一部と陸続きで、

当時のインドシナ半島は現在のインド

ドシナ半島に到達したとされています。

モンゴロイドの祖先は５万年前にイン

「スンダランド」と称されます。当時の

地球は「ヴェルム氷期」のためスンダ

日本でも最近、考古学、海洋考古学、

示していました。その後、温暖化のた

く、半島というよりも小大陸の様相を

ランドの海岸線は現在よりはるかに低

アメリカ系、スペイン系、メキシコ系
イン系、メキシコ系生物分子学、ＤＮＡ鑑定の発達により

めこの陸地のかなりの部分が沈み、現

かに迫ってみたいと思います。

それではこの人たちが何処から来た

す。つまり、このことはフィリピンに
は依然として多くの民族が存在してい

ることを意味します。
また、一説によると１０Ｏ近い民族

峰想像できない多民日本民族の由来が議論されています。
が加わり、我々には想像できない多民

在のような地形が残されました。当時

があるとされています。これに中国系、
王す。これに中国系、

族社会が浮かびあがってきます。ミン
限ってきます。ミン以下は小田静夫氏監修の「日本人の源

にも不自由しなかったようですが、陸

の大陸は気候的にも恵まれていて食糧
ｎ万年前にアフリカで誕生した現代

ダナオに居住するイスラム教徒もその
イスラム教徒もその流」によりますが。
マギンダナオ族、マ
使用言語によってマギンダナオ族、マ

その後、グループが二

したのが〈丁の中近東。

ロイド」）。最初に到達

リブガン族、パラワン族、モルボグ族
ソン族、モルボグ族前（アフリカに留まった集団は「ネグ

ジーランドです。北のグループの移動

オーストラリア、タスマニア、ニュー

きであった「サフールランド」。現在の

ループが到着したのはこれもほぼ陸続

スンダランドを離れ、南へ進んだグ

地の減少、埋没のため現代人の祖先は

分化、西に移動し、ヨー

先が中国、日本であったとされていま

人の祖先、ホモ・サピエンス（新人）

ロッパに住み着いたの

す。その時期は約４万年から３万年前

ラナオ族、タウスグ族、イラヌン族、
〆族、イラヌン族、

が白人の祖先「コーカ

とされています。ＤＮＡや体内で作ら

さらに南北に移動しました。

ソイド」、東に渡ったの

れるたんぱく質を調べる分子生物学に

サマ族、サンギル族、カアガン族、コ
畦カアガン族、．の一部がアフリカを離れたのは６万年

が「モンゴロイド」の

よる鑑定により約３万年前の古代日本

可而業印課画事年査無国際自

櫛畦率解長嶮辮卸權麺酵狭卵
英師月噸率”国泙認秤轌に”

あま協４平合力年務理常和州

ベれ力月成衆事４部事勤国、ノ

娠青業国年事団、平託スド
。、事２国業月長、嘱ムァ

学部業際平協事扣月年ダ
法務事国、金力年加相ン－
院総力長資協扣年成ミザ

部郭篭長誕麺旧鑛魑辮鋤刀窪

祖先とされています。

鱗
li i

劃嶢団蠅弱赫繩醗鰔椰平処吋

酬噸懇獅醗嘩鋤輝癩麺月国頭材

6３

国際協力機構(JlCA)の専門家報告
特別寄稿

霧

人の存在が浮かび上がってきたそうで

ました。２万６千年前のものとされる

化的、宗教的存在です。スンダランド

石人骨以外はすべて歴史上の存在です

では祖先としての縄文人は数少ない化

リッピン人の祖先と同じかも。わが国

はスンダランドでともに暮らしたフィ

つまり日本人の祖先は場合によって

８部族に分類されています。アグタは

ティア、バタック、ママンワ、アダの

タ、アイタ、アッタ、アブルルン、ア

いう説もあります）。ネグリットはアグ

以前から住む「旧人」の未喬であると

ンゴロイドのためモンゴロイドの到達

の一部であったフィリピンにいた現代

が、ここフィリピンでは人類の祖先と

さらに肥の小部族に分かれているそう

沖縄県宮古島のピンザアブ洞人や具志

しての民族の末滞が依然として現在も

です。現在、彼らのほとんどはルソン

す。鑑定結果によると古代日本人とス

生活しているのです。残念ながらこの

島、パナイ島、ネグロス島、パラワン

人の祖先と３万年前にスンダランドを

国の考古学はその気候のせいもあり物

島、レイテ島、パノアン島、ミンダナ

頭村の湊川人の化石人骨あるいは１万

的証拠が少ないため古代の歴史に遡る

オ島、セブ島に住んでいますが、人口

ンダランドの祖先には幾つかの共通点

ことが難しいのですが、少数民族を調

は約１万５０００人から２万人と報告

離れて現在のフィリピンに到着したグ

査している日本の研究者の中にはＤＮ

されています。海岸沿いに定住してい

４千年前のものとされる静岡県浜北市

Ａ鑑定などからフィリピンには３万年

たネグリットは大陸方面から新たに移

が見出されています。

前のスンダランド人、もしくは縄文人

住してきた原始マレー族（１万年前）、

ループは今日、「ネグリット」と総称さ

の祖先と同じホモ・サピエンスが生存

古マレー族（３５００万年前）、新マレー

から発見された化石人骨が初期の縄文

したと報告している方がおられます。

族（２５００万年前）に分類されてい

日本に到達したグループはその後、

わが国においては民族という用語は一

るマレー系の人々により山岳地域へと

れています（なお、ネグリットは非モ

部を除いて死語に近い存在ですが、こ

追い詰められ少数民族化しました。こ

人との類似性が高いとされています。

こでは依然として政治的、経済的、文

各地に散らばり、縄文人の祖先になり
アメリカ政府（USA|Ｄ）が支援する自治政府の職員研修で講師を勤める筆者
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想像が弾みます。

の偶然なのか、自然がもたらしたのか。

動があったといえるのでしょう。歴史

国・朝鮮半島、マレー半島から人口移

こうしてみますと同時期に大陸・中

します。

したのは日本でいうと弥生時代に相当

した。新マレーがフィリッピンに移動

族が人口の大半を占めるようになりま

パラナン、ワライ、セブアノ、ママョ

ピコール、パンパンガ、パンガシナン、

し、新マレーのタガログ、イロカノ、

オ族、ボントック族も今や少数民族化

は一大勢力であった古マレーのイフガ

うした移動が繰り返された結果、｜時

ていたことを覗わせます。

たたたく間にフィリピン全土に広まっ

ミンダナオに上陸したイスラム教がま

スリムのラジャ・ソリマン王でした。

のマニラを占拠したときの統治者はム

イ島を征服し、１５７１年にルソン島

スピ艦隊がサマール島、セブ島、パナ

マゼランを引き継いだスペインのレガ

国では最古の確立した宗教なのです。

訪とともに広まったイスラム教はこの

、世紀ごろといわれるアラブ商人の来

（スルタン）が成立しています。つまり、

０年にはスルー諸島ではイスラム王国

１５２１年であるのに対して、１４５

思い起こしますが、マゼランの上陸が

サマール島上陸とカトリックの布教を

ました。１９７２年、タイとフィリピ

に人口増に対する方針が必要と主張し

ら脱却することは不可能であり、早急

府資産のすべてを注ぎ込んでも貧困か

生活している現状では発展どころか政

人口の⑩％が所謂、貧困ライン以下で

ピン人口委員会が発表したからです。

人口は１億７千万人に達するとフィリッ

０万人、このままでは２０３４年には

年の人口は４月の時点ですでに８４０

選挙の争点になったかといいますと今

増加率は２．記％でした。それが何故

万４０７７人となりこの間の年平均の

は６８６１万６５３６人から７６５０

実施した国勢調査によると全国の人口

あります。１９９５年と２０００年に

つに宗教問題があります。国民の大多

民族問題とは別にこの国の課題の一

た争点が人口問題です。何故ならばフィ

去る５月に行われた大統領選挙の隠れ

と切り離して考えることはできません。

ピンにおける人口問題はこうした歴史

前置きが長くなりましたが、フィリ

口と経済、貧困の問題への取り組みで

０米ドル。大きく差がついた理由は人

リピンのそれは８４００万人、１０２

得が１９６０米ドル。これに対してフィ

口は６４００万人、一人当たり国民所

も同程度。ところが、タイの現在の人

ンの人口は約４０００万人、国民所得

数はカトリックですがミンダナオ地域

リピンの年平均の人口増加率は他のア

あると指摘。その最大の要因が教会に

ｏフィリピンにおける

を中心に約４００万人に及ぶイスラム

ジア諸国が押しなべて横ばい、減少傾

あるとし、カトリック教会による家族

人ロ問題

教徒が生活しています。

向にあるのに対して唯一、増加傾向に

宗教に関していえばマゼランによる
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告を出しました。民主主義社会では一

策策定に大きな影響を与えていると蕃

上に人口問題に深く入り込み政府の政

れているにもかかわらず教会が必要以

旦』四・こぃすの］】のけ。【景色。：）に限定さ

（【のぎ（）易冒一』ｑ｛・【弓のＢＯＢ』ぐ、」この、巴】皀

的価値や宗教的信念に対する責任

しました。憲法では教会の役割は道義

体策を講じることを公約しただけでし

を課題に取り上げ当選した場合には具

指導者ヴィラヌエバ氏だけが人口問題

かに有力対立候補のラクソン氏と宗教

れまいとする姿勢がありました。わず

保するためこの問題にはできるだけ触

対立候補のボー氏もカトリック票を確

点になることを避け、僅差で敗北した

（倫理的選択）の問題」として選挙の争

ます）の人口伸び率は他のどの地域よ

成り、法律により自治が認められてい

ン州、スルー州、タウイタウイ州から

マギンダナオ州にスルー諸島のバシラ

ナオデルスル州と特別市のマラウイ市、

ＲＭＭ」といい、ミンダナオ本島のラ

ダナオ西部のムスリム自治区〈通称「Ａ

ます。私がアドバイザーを務めるミン

いミンダナオの一部では違う側面を見

ソリック教会の影響力が比較的に少な

方の意見を聞くことが大事であるにも

た。アジアでも特別に

領曰く「家族計画はモラル・チヨイス

かかわらず教会は一切、聴く耳を持た

カトリック教会が文化、

計画への強い反対があることを問題視

ず、多くの政治家や政府に圧力をかけ

社会、政治面で力を持

25.00％(65.00％）

ていると強調しています。中絶が年間、

安全な水へのアクセス率

つフィリピンだけにど

73.50％(93.90％）

蛆万人を超えている事実結果について

71.13％(73.16％）

のような解決策が導き

だされるか、時間が必

要かもしれません。

○ムスリムミンダ
ナオにおける

貧困と人口問題

中学校卒業率

単純識字率

も発表しています。
こうしたことについて有力な調査機

関であるパルスアジアは今年２月に、

①国民の帥％以上が人口問題に関心が
ある、②家族計画の方法は夫婦二人の
決断に任せられるべき、③中央政府は

人口問題に関心がない、とする結果を

人口問題について、

発表しました。多くの国民が貧困と人
口問題を切り離すことができないとす

ムスリム（イスラム教

徒）が多数居住し、力

る委員会の主張に賛意を示しました。

しかしながら、当選したアロョ大統

ムスリムミンダナオ自治区の貧困指数

（）内は全国平均

貧困指数

62.90％(34.00％）

貧困ギャップ比率

22.00％(10.7Ｗ,）

平均世帯所得

7959()pllp(l44039Php）（1ペソ約２円）

男性平均余命

55.50(66.30）

女釧性平均余命

59.30(7160）

乳児死亡率

55.1/l000LB(35.3/l000LB）

妊産婦死亡率

3.2/1000(1.8/１０００）

小学校純就学率

95.17％(97.03％）

小学校卒業率

33.96％(67.13％）

中学校純就学率

32.38％(67.13％）

（2000年国勢調査等による）
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ム社会の維持には脅威であると説明を

児の死亡率が非常に高いこともイスラ

が高いことが理由です。併せて、新生

なる表現があるのは合併症による死亡

許される」としています。医者の判断

ム教徒にとってあらゆる避妊の方法が

が安全で法的に許されるならばイスラ

おける医者の判断に従いながらもそれ

りますと「イスラム法・規律と信頼の

ｔｗａ）」を宣言しています。それによ

て宗教的権威を持つ「ファトワ（ｆａ

歩である」としてイスラム教徒に対し

プロダクテイブ・ヘルスを考える第一

困問題とのかかわりで、「家族計画がリ

スリム指導者はミンダナオにおける貧

こうした現状を踏まえて、最近、ム

典型的な例といえます。妊産婦の死亡

は人口増加と貧困問題が重なっている

国最低の数字を示しています。つまり

おいてそのほとんどが表のように、全

そして国運が定める各種の貧困指数に

ても年平均で３．９％を数えました。

りも高率で先の２０００年調査におい

的な取り組みができないまま古いタイ

民族的な問題が絡まり、統一的、総合

においては政治的、行政的、歴史的、

が証明していますが、ここミンダナオ

物の供与に終わってしまうことを歴史

うするのでしょうか。援助合戦は所詮、

してサステナビリティや人材育成はど

きに独自に活動を行っています。果た

治政府も同様であるとして、彼らを抜

りません。多くのドナーがＡＲＭＭ自

総合的な取り組みがなされた形跡はあ

きなのは中央政府ですが過去十数年、

しますが、こうした課題に取り組むべ

整備にそれぞれ課題がある結果と推察

ビス、生活用水の確保などのインフラ

保健、栄養、医療サービス、社会サー

均の寿命は師歳です。公衆衛生、母子

ところで、ＡＲＭＭにおける男女平

応を比較する記事が掲載されています。

ラム指導者の先見性とカソリックの対

各方面から関心が持たれ、新聞でもイス

ように取り組むか、その成果について

社会が貧困に直結する人口問題にどの

ですが、一つのモデルとしてイスラム

イスラム教徒は４００万人弱（５％）

方法かもしれません。過去にエジプト、

ない現状からすると産前ケアが一番の

りますが、対応できる施設がほとんど

す。緊急的ケアの重要性が浮かびあが

率と疾病率の高さに拍車をかけていま

力の低下、合併症の発生が妊産婦死亡

不足や繰り返されるマラリアによる体

健施設も同様な状況にあります。栄養

ここでは自宅分娩だけでなく医療・保

るまでの遅れ」を指摘していますが、

達するまでの遅れ、施設でケアを受け

を受ける判断の遅れ、適切なケアに到

娩の過程における三つの遅れｌ治療

口白書」は妊産婦保健の章で「自宅分

に過ぎません。２００４年版「世界人

入、看護師１４２人、助産婦５７９人

れた医療関係者は医師河人、歯科医記

区に住む約３００万人に対して議録さ

とは知られた事実です。ムスリム自治

欧米や中東に出稼ぎに出かけているこ

多くの医師が看護師の資格を取得して

医師と看護師の国外流失があります。

問題の一つに、医療関係者、特に、

危棋しています。

プの援助方法が実施されていることに

率の高さは特に目立っておりますｂ

しています。フィリピン全体に占める
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材を整備し、併せて産科ケア運動を開

心病院に緊急時対応が可能な施設と機

シラン、スルー、タウイタウイ）の中

はこれもままなりません。島唄部州（バ

程度（多くは伝統的助産婦）の社会で

３００万人に対して助産婦が６００人

の地域に生かせるか思案中です。人口

大幅に減少したように、その経験がこ

では、わが国の協力もあって死亡率が

インドネシア、ヨルダン、チュニジア

見当たりません。そのため資金的な支

ながら中央政府が主導する運動は皆目、

具体的な提案を行っておりますが、残念

に対しては政府が自ら取り組むべきと

啓発活動に接する機会に恵まれない人々

しています。特に、教育や情報提供、

れもが中央政府の無関心な態度を批判

ＮＧＯがかなりありますが、そのいず

主要なテーマにして活動を繰り広げる

族計画、リプロダクテイブ・ヘルスを

現在、フィリピンには人口問題、家

携の必要性を感じる今日この頃です。

響を与えています。国際的な支援と連

援も限られており活動に少なからぬ影

・小川英文箸「狩猟採集民ネグリトの考古学」

．□「・○・三些巨一箸「三二の一一ョの一二三の二一一一つ□一コの⑩」

・小田静夫著「日本人の源流」

◆参考資料

始することが可能か検討中です。

ています。日本のように年間を通し雨

は降らず、季節は乾季と雨季の二つで

す。飲料水は井戸を掘って地下水を給

水塔に汲み上げて給水しています。国

内には給水塔の地域水管理委員会（Ａ

ＳＵＦｏＲ）が点在しています。
日本テクノは主として水の維持管理関

の生活活動の支援です。私は獣医師、

営の啓蒙普及と水場を中心とした住民

我々の仕事はＡＳＵＦＯＲの管理運
係、アースアンドヒューマンはコミュ

スァンドヒューマンが受注しました。

放牧畜専門家／獣医師折田岩美

女性と金のタマゴ

○最初に
この「安全な水とコミュニティー活

乾燥地・半乾燥地農業の特徴は不定

活の多様化と収入向上です。

担当は畜産や放牧畜管理による住民生

セネガルはサハラ砂漠の南側（サヘ

ニティー活動支援を行っています。

ルでは日本で最初の民間活用技術協力

ルと呼ばれる）の半乾燥地域に位置し

動支援計画」プロジェクトは、セネガ

プロジェクトで、㈱日本テクノと㈱アー
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1950年生まれ、北海道網走市在住

●折田岩美(おりたいわみ）

㈱アース＆ヒューマンコーポレーション
北海道支社長兼主任研究員(乾燥．半乾燥
地の放牧雷・畜産)､獣医師､畜産アドバ

酪農学園大学獣医学科卒業、青年海外協
力隊、ＪＩＣＡ専門家を経て畜産開発コ
イザー

ガルで該当プロジェクトに参加中。

ンサルタントとして活動中。現在はセネ

現地人と活動中の折田氏

農業です。不確実で不十分な降雨量で

期で少ない降雨量を利用した天水依存

支援を続けています。つまり、男性は

に英気を養い、女性は相変わらず後方

しかし、セネガル国（アフリカはほ

怠けもので女性が暮らしを支えている

動は放牧です。放牧とは、人間が食べ

とんど同じですが）の風習とイスラム

は長期保存できる穀物の生産が不可能

ない放牧地の牧草を家畜に食べさせ、

教が生活の基礎なので意思や活動の決

というのが実態です。

乳肉を生産し人間生活に利用する方法

定場面では、常に男性が優位で女性は

なので、人間生活を支える主な生産活

です。

服従する立場にあります。男性の管理

マネージメント能力が貧弱でも男性に

機会が非常に少なく、衣類、靴、食料、

を独占しています。女性は現金収入の

が収穫代金や家畜販売収益などの現金

一般的に、セネガル農村部では男性

活動を考えました。メンバーが女性で

を無視し、メンバーを極力女性とした

のです。そこで従来の〃男性優位〃

滑な集団活動が阻害されることが多い

が共同で仕事をすると男性の意見で円

従わざるを得ないのが現実です。男女

子どもの学費や学用品購入などに必要

あれば活動の現金収入は女性の手に直

１．活動の背景

な現金が慢性的に不足しています。女

接渡りますから。

子の使命で、女性は戦う男性の後方支

の生き残りと家族のために戦うのが男

畜産で生産と収入の多様化のために、

たのも理由ですが、時間的制約の中で、

参加メンバーから養鶏の要望が多かっ

２．養鶏選択の理由

性は、炊事、洗濯、水汲み、薪集め等の
家事一般を一手に担っています。
歴史的に、アフリカの男性は部族間

援が仕事でした。時は移り、部族間の

短期間で生計手段となり収入の向上が

の戦争で戦う戦士でした。自分の部族

争いがなくなっても、男性は戦うため
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有機肥料としての価値、小さな初期投

速い資金回転、簡単な鶏糞集めと高い

ブロイラー養鶏は、購入価格が安い、

い家畜の購入・飼育・販売に利用しま

れば、牛・羊・山羊のような価格の高

て管理活用されます。資金量が増加す

そしてマイクロクレジットの資金とし

設と活動費用を負担しました。住民が

でＪＩＣＡ側と住民側が一定割合で建

で住民が真面目に管理しません。そこ

ダダの物は〃アラーのお恵み〃なの

４．養鶏開始までの経過

資などの利点があります。飼育管理を

す。家畜飼育の規模が大きくなれば、

自分の大切な金を払えば自分の持ち物

転資金、異種の小規模産業への基金、

うまく行えば年７回以上の現金収入が

家畜集団を〃家畜銀行〃として家畜リ

できる活動として養鶏を選びました。

あります。年１回の農作物の収穫の収

（約蛆％の利益）が純益となっていま

の利祐）、少ないサイトは８万ＣＦＡ

ファフラン）の投資で咀万ＣＦＡ記％

すが、多いところで釦万ＣＦＡ（セー

養鶏収支は活動サイトで異なりま

５．現在の状況

始前にトレーニングを行いました。

数名選抜し、養鶏メンバーとし、開

各グループからなるべく女性を１～

を作成しました。

きるトレーニング方法やマニュアル

アなのでビジュアルで簡単に理解で

対象グループのメンバーはアマチュ

を手抜きする傾向にあります。

ないと、もらい物なので養鶏の管理

なので一生懸命に活動します。負担が

ドの没立

ボルビングを確立します。

養鶏プロジェクトの将来展望

入と比較し、年７回の現金収入は女性の

飼料生産販光

様々な用途に使える画期的なものです。

下図は養鶏波及効果による将来の生

産活動多様化モデルです。期待される
効果は養鶏の継続と普及です。養鶏の

継続は、規模拡大から鶏舎の建設、そ
して産卵鶏産業へ移行します。普及は、

鶏糞を利用した堆肥作り、堆肥の販売、
野菜栽培、その野菜の加工、そして飼

産卵鶏へ移行
食品加工

化業

料作物栽培と併せた飼料製造とその販
売などがあります。

蝿の建設
野菜栽培

窒祷
様菫

養鶏の利益は養鶏の継続と普及に当

異穂小規模藤業への蕊金

効
果

てられますが、一括して総合管理され、

継続｜】規模拡大
普及トヨ１１鰯；Ｆ１継続
堆肥販光

蝋懸
;iiiiiii蕊
關i蝋

家蒜リポノ
家蒜リポルビングファン

マイクロクレジットの鵬金

蘂の

コストシェアリングへの返済、養鶏回

次回養鶏の回転贋金

羊・山塞の飼育
/120

コストシニアリングヘの返済

３

堆肥作り

7０

鶏飼育を開始しました。最初の５カ月

というので、古い鶏舎を改善して産卵

違うグループが産卵鶏を飼育したい

アリング部分や養鶏利益の一定割合を

トを開始しました。全活動のコストシェ

その他の活動としてマイクロクレジッ

の餌代金）、羊の飼育（羊販売代金）で

問題点として、販売、習慣や制度の

間は給餌費用が必要ですが産卵が始ま

ＡＳＵＦＯＲに積み立て、マイクロク

の支援で養鶏を開始しました。

弊害、少ない利益分配、労働過多、セ

れば１年以上毎日の現金収入がありま

レジット基金としてローン貸付を行っ

す。

キュリティーなどが挙げられますが、

す。毎日の現金収入が住民にどんな経

ています。次第にマイクロクレジット

現金が入るようになりました。現金は

していたのですが、自分たちの手元に

信頼する結果を生みました。住民に現

力により、住民がＪＩＣＡ側をとても

養鶏を通して培われた現金収入の魅

金利から基金を増加していく予定です。

定割合をＡＳＵＦＯＲへ還元し、ローン

不足気味です。順次、全活動利益の一

多様な活動運営や新事業資金としては

す。

それぞれに解決方法を見出しています。

済効果や生活改善をもたらすか非常に

基金が増えていますが、今後展開する

６．現在の住民の活動

興味深いものです。

女性が自分で使えるので大喜びです。

金や利祐をもたらす活動でなければ長

今まで現金収入が少ない地域で生活

亭主に金の無心をしなくてもよくなり

続きはしないのは当然です。

断念していました。費用を考えない建

ありました。途中で資金が尽き建設を

を集めて鶏舎建設を試みたグループが

養鶏の利益を見て、自分たちで資金

建設しました。

住民側負担率を高くして三つの鶏舎を

したいという動機になり、建設費用の

搾乳牛飼育（ミルク代金とヨーグルト

生虫駆除（駆除代金と薬剤販売代金）、

牧草造成貯蔵販売（牧草販売代金）、寄

種牛飼育と品種改良（種牛交配代金）、

くの人が参加を希望しました。活動は

を生むように設定していますので、多

タートしました。すべての活動で儲け

さらにバージョンアップした活動がス

住民が我々を信頼したことにより、

件から有益な情報に会う機会が非常に

アフリカ人は歴史的経過と地理的条

産活動に当てられます。

で空いた時間は他の現金収入仕事や生

の労働を軽減します。女性の労働軽減

良かまどは薪の節約と薪を集める女性

ました。炊事は女性の仕事なので、改

改良かまど作りは非常に早く普及し

ました。

設なんて本当にアフリカらしいのです。

販売代金）、堆肥場の設置（堆肥販売代

少ないのです。今回は、今までなかっ

現金収入の魅力がさらに鶏舎建設を

どうにかして養鶏をしたいという意思

金と野菜販売代金）、飼料木植樹（乾季

○最後に

があるのでＡＳＵＦＯＲとＪＩＣＡ側

７１
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た新しい情報と活動を導入しました。
コンセンサスは「住民、特に女性に現
金を」です。現金の力は恐ろしい程の
威力を発揮し、さらニ
威力を発揮し、さらなる行動のエネル
ギーとなっています。
現金収入手段がない現状に諦めきっ
ていた住民が、自分たちでも現金を得ら

れたという実感は女性の行動力を高め
ました。今まで男女の会合の席で意見
を言わなかった女性たちが最近では様々

と発言提案をするようになりました。
男性は平和を作らないが、女性が幸

せなら平和は付いてくるというのが私

の持論です。自分で現金を稼ぎ自由に
使えるというのが女性の幸せの最初の

一歩です。｜歩を踏み出してもっともっ
と幸せになるように支援するのが私た

ちの仕事です。どんな幸せの将来像に
なるのかは不明ですが、可能な限りのサ
ポートをしていきたいと思っています。
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次世代育成で地域再生
雇用、保育、住宅、医療、住民が鍵

ｌ出生率の地域格差研究からｌ

川崎医療福祉大学大学院教授岩淵勝好
日本の合計特殊出生率が大幅に低下

辨榊川越艸肺鮴州昨川本★市町村の１割は

し、｜・二九ショックの波紋が広がっ

画の策定を義務化した。企業は男性社

員の育児休業取得率目標値などきめ細

かい子育て支援計画を地方労働局に届

け川て、達成すればＩＳＯのようにＰ

Ｒできる。男性を含めた企業の働き方

が変われば出生率回復の起爆剤になろ

う。市町村の行動計画は、住民のニー

ズを調査し、住民を中心に行動計画を

る約三三○市町村あった二雇用、保育、
めった二雇用、保育、ジアでは、先進地域の日本、韓国、台

が上昇した市町村が全体の１割に当た
炉全体の１割に当たイタリアは歯止めが掛かってきた。ア

地域再生に取り組み、、年間に出生率
毎ｍ年間に出生率手で人口減少対策に取り組み、ドイツ、

ヨーロッパの先進諸国はあの手この

助成を受け、筆者を主任研究者に、木

２００３年度に「こども未来財団」の

行政からの疑問や悩みに答えるため、

すれば出生率が上昇するのか。政治や

それにしても、どういう施策を実施

策定して実施していく。

住宅の〃三種の神器〃に、医療、首長の
抓に、医療、首長の湾、中国の大都市部、香港、シンガポー

村進東北福祉大教授、国立社会保障・

出生率回復

取り組みと住民活動を加えた六条件が
割を加えた六条件がルの出生率が世界最低水準に落ち込ん

人口問題研究所の高橋重郷人口動向研

ている。都市も農村も少子高齢化が進

だ（女性の人権や育児支援が立ち遅れ、

究部長、同研究所・佐々井司室長らが、

〉くり、町おこし、
んでいる中で、村づくり、町おこし、

宗教色が希薄なことも背

「出生率の地域格差に関する研究会」を

小イントである。
次世代育成支援のポイントである。

景にあり、世界の人口問

組織した。

三○○入超の企業、全市

限立法）で、来年度から

対策推進法（ｎ年間の時

日本は次世代育成支援

域としてリストアップ（次表冤各種デー

が低下した同規模の５市町村を対照地

町村のうち５市町村と、近隣で出生率

間に合計特殊出生率が上昇した約釦市

１９９０年から２０００年までの、年

人口一万人以上の市町村を対象に、

町村、都道府県に行動計

している）。

題は増加と減少に両極化

い輌葬辨緬鋒憾鍔同曄
甦蘂藷議蘂繊会・軽陶稲
。、大、立討貫く保厚
力

》》》鰯》職騨》耗率鱸

》『一一腓》》》》一』》》
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次世代育成で地域再生
特別寄稿

瀬戸内海に面

した兵庫県淡路

夕、住民の意識調査、施策の展開など
を、時系列で比較対照しながら出生率
島の五色町は人

高浜市

●■●の●

０００００

１１１１１

●■ｃ■白

２６２２０
８８７４４

１１１１１

２６２０７
７７６４３

町市町市町
色角泉進鳥
五鹿長日白

（注)上表に掲載した1990年の合計特殊出産率は1988年～1992年の５年間の平
均をベイズ推定により補正した数値で､2000年の数字は1999年～2001年の平均
である。白鳥町は合併を経て、現在東かがわ市となっている。

人ロ１割増
０００００

●●●Ｐ印

５１３１１

５２０６４

ー１１１１

●⑪●ヰウ

くり９』ＦＤｑＵ〆Ｃ
９台（。ｑ４くり４

議曲寺市

１１１１１

９ｓ●●●

１４５９１
８６７７６

函南町

０００２３
１１１００

;横手市

県県県県県
庫田岡知川
兵秋静愛香

人。町内に高校

がなく、若者の
流出が過疎化を
招いていたこと
から、１９７０

年代に当時の町
長が町出身の企

業経営者を回っ
て故郷に工場を

ＯＢ

宅（合計約１１
宅（合計約１１００戸）を建設し、保

の要請に応じて
の要請に応じて隣接地に分譲・賃貸住

開いて工業団地
開いて工業団地を２カ所整備し、企業

した。山を切り‐
した。山を切り

つくるよう要請
つくるよう要請”ｌｌｌＭｌｌｌ

子どもの居場所 (１，２，３ 歳児）
オール電化の町営住宅などを相次いで

公園、遊園地、介護施設、バリアフリー・

して、温泉、リハビリ施設、総合運動

さらに１９８０年、健康の町を宣言

生活の利便性を高めた。

｜雇用、住宅、保育、医療の環境を整え、

育所５カ所、診療所３カ所を設置して、

保

西淡町

変化
1990年

口１万１０００

変動のメカニズムを模索した。

出生率上昇自治体

2000年
1990年

変化
2000年

合計特殊出生率
合計特殊出生率

県名

比較対照自治体

★医療も充実して

調査選定地域の一覧

６０％

２０％

一一腿蝋函南冗色西淡長泉函南五色爾淡庇泉函南五色西淡

0％

一一一一－－～－

１歳児２歳児３歳児

□保育勵田幼IItlHl■仏宅その他

注：各自治体から提供のあった統計資料より算出

長泉町．函南町は2002年４月１日の状況

五色町、西淡町は2003年４年１日の状況

４％（全国平均型・０％）と０．６ポ

数はｎ年間で四％増加、未婚率は兜．

その結果、卯代後半女性の有配偶者

すい環境が整っている。

幼児を全員受け入れるなど子育てしや

育児相談の場が多く、保育所は事実上

若い夫婦も増えた。親子が集まる場や

施設が子育て中の夫や妻の職場になり、

〃介護移民の町〃とも呼ばれたが、各種

整備。近畿一円から高齢者が移住して

４０％

7４

上昇し、五色町と逆転した。

未婚率も帥・８％で四・４ポイントも

代後半女性の有配偶者数が躯％も減り、

も少なくない。対照地域の西淡町は加

は１割増加し、周辺市町村からの移住

は一・七二から一・八一一へ上昇。人口

上昇）にとどまった。合計特殊出生率

イント上昇（全国平均田・８ポイント

から一・七二

率が一・六二

合計特殊出生

人、ｎ年間に

３万８０００

長泉町は人口

広がる静岡県

島駅の北側に

も全国平均より高い。３世代同居率は

想子ども数３人以上がね％と、いずれ

保護者調査では、共働き家庭碑％、理

育、交通、気

み、雇用、保

支援に取り組

早くから育児

へ上昇した。

蛆％で西淡町より低いものの、近居率

候、住民活動

五色町が実施した小学校３年までの

は高く、適度な距離感が好影響を与え

など子育ての

鏑騨９〆墨飛鐵

条件が整い、「子どもを産むなら長泉」

ているようだ。

ただし、五色町は２００５年に洲本

幼児医療を無料化、公立保育所・幼稚

では財政運営が困難という厳しい現実

内部にも危ぶむ声が強いものの、単独

育成環境を維持できるかどうか。行政

水が豊富で、工場の立地に適している。

の便がよく、富士の白雪が溶けた伏流

二東名（工事中）も町内を走り、交通

東海道線、御殿場線、東名高遠、第

住宅は企業の社宅や転勤族向けの賃

対照地域の函南町は如・６％）である。

籍率は蛇・５％（全国平均的・１％、

童はゼロ、３歳児の保育所・幼稚園在

園を充実し、安い保護者負担で待機児

がある。

線で１時間余りの通勤圏である。

較的温暖な気候に恵まれ、東京も新幹

貸マンションが多い。地価がやや高く

豊かな税収を活用して卯年代から乳

地が３カ所。

１９５０年ごろから、東レ、協和発酵

という定評がある。

五色町立鮎原保育園

一戸建てのマイホームは少ないが、比

市と合併する予定で、充実した次世代

Il l
など大手企業の工場を誘致し、工業団

★「子どもを産むなら長泉」
富士山と箱根の間、東海道新幹線一一一
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次世代育成で地域再生
特別寄稿

スポーツ王国・静岡の中でも、長泉

町はとりわけ活動が熱心だ。駅伝、サッ

★時間、費用、制度、

むかが鍵になろう。

研究会は２００４年度も引き続き出

出生率が上昇した市町村に共通して

策を時系列で分析し、出生率変動のメ

１９９０年と２０００年のデータや施

生率の地域格差を調査研究している。

進出企業従業員と地元民、父親と子ど

いる点は、①出生率向上の努力を重ね

カニズムを解明していく。最も有効な

評価が不可欠

もの交流。ふれあいの場になっている。

ている、②経済が活性化し雇用の場が

カーなどのスポーツ少年団が卯を数え、

住民が生涯学習の講師を努める「わく

次世代育成支援は、子育てに必要な時

る、⑥住民が地域活動に熱心ｌなど、

ある、③保育施設が充実し経済的負担

計画策定のニーズ調査で就学前の児

さらに重要なのは首長の姿勢である。

わく塾」や子育てサークルなどの地域

童がいる世帯に聞いたところ、「おおむ

昨年、出生率が上昇した都道府県は二

間と費用を保障することである。

ね子育てしやすい」がｎ％、「どちらか

つだけ。５人の子宝に恵まれ次世代育

が軽い、④子育て家庭向けの良質な住

というとそう思う」が弱％だった。子

成を唱える片山善博知事の鳥取県と、

活動も活発で、行動計画づくりも住民

育て環境で優れているところは、「風紀

、年来子育て支援に取り組んできた谷

宅がある、⑤小児の医療が充実してい

が良い」蛆％、「同世代の子どもが多い」

本正憲知事の石川県である。

主導で進めた。

〃％・同世代の子どもが増えると、さ

に坐・１と、ｎ年間に６．１ポイント

加代後半女性の未婚率は２０００年

て期の家族が暮らしやすい生活環境に、

よって人口が増減する。その上、子育

産業政策、雇用対策、住宅施策などに

地域経済の特性、地域社会の風土、

上昇にとどまり、函南町の蛆・５％⑮．

適切な育児支援策が加われば、出生率

らに子どもを産む好循環が見られる。

７ポイント上昇）と対照的である。

は向上する。出生率を回復させるには、
地域住民のニーズに合った次世代育成
支援策を充実するとともに、住民自身

が行動計画にどこまで積極的に取り組
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ｉ‐Ｉ‐１１１１‐‐‐‐‐‐‐‐Ｉ‐－‐‐‐‐‐Ｉ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐１１‐‐１１「１１１‐１１１１１‐‐‐‐‐

－－－－－－－－－－－－－－－５＝＝－－－０＝－－－－－－，＝=－－－－－－－－＝－－－－－－￣＝＝＝￣－－－－－￣－－＝－勺

機関誌『人ロと開発』投稿論文を募集
財団法人アジア人ｕ・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
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|ル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。

ｌiii圏ｉ・・曰

○「１彊画錦

Ｌ－－－－－－－－－－－－－－－亡一Ｅ－｡－項=功一９－－－－－＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－のE-=一軍■－
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一＜出席者

家族計画国際協力財団(ジョイセフ)理事長

●広瀬次雄

助アジア人口・開発協会顧問

●安藤博文

日本大学国際関係学部教授(前国連人口基金事務局次長）

進行尾崎美千生

勵アジア人口・開発協会事務局長

－鋤密魍

弧向井

許拶・『訓一

フリカ、ヨーロッパなどに誕生した議

そこでこの機会に議員懇の誕生から

今年は１９９４年の国際人ロ開発会

たが、もう一つ私たち財アジア人ロ・

今日まで議員活動を側面から支援して

員連盟の誕生に大きな刺激を与えまし

開発協会（ＡＰＤＡ）が事務局を務め

きた三人の方にお集まりいただいて、

議から扣年目の節目ということで、各

ている国際人ロ問題議員懇談会（ＪＰ

岸信介元首相や米国のウィリアム・ド

きさつや、その後の活動の軌跡、今後

ＦＰ）の創立からちょうど訓年目の年
同懇談会は、人口と開発に関する国

の課題などについて忌揮のない意見を

レイパー氏らの働きかけで発足したい

連を通じての活動や国際的なＮＧＯに

伺いました。

する超党派議員組織として１９７４年に設立

を初代会長とし、世界で初めて人口問題に関

「国際人口問題議員懇談会」は岸信介元首相

その後アメリカや中南米、アラブ・ア

対する支援に貢献したばかりでなく、

にも当たります。

た。

劃
地で記念会議が目白押しで開かれまし

座談会。 ｜｜’ 氏が語る 〃発足“”活動〃”課題”

●近泰男

7８

－座談会一「国際人口問題議員懇談会」創立30周年を迎えて

フィリピンのイメルダ大統領夫人と会見する岸元首相はじめ視察団一行（1973年）

された。この設立の背景となる日本の人口と

家族計画の活動の大きな潮流は１９５２年（昭

和〃年）にまで遡る。

この年、ボンベイで「国際家族計画連盟（Ｉ

ＰＰＦ）」が発足し、加藤シヅエ女史ら活動家

も出席した。この発足をうけ、日本では１９

５４年（昭和羽年）、加藤女史をはじめ、それ

まで個々に産児制限運動行ってきた人たちが

集まり「日本家族計画連盟」を設立、ＩＰＰ

Ｆのメンバーに正式に加盟した。１９５５年

（昭和刈年）にはＩＰＰＦ会長のマーガレット・

サンガー女史の勧めにより、「第５回国際家族

計画大会」を東京で開催し、同年「日本家族

計画普及会（後の協会）」が国井長次郎氏によっ

て、人工妊娠中絶を少しでも避妊に置き換え

ようという主旨で発足した。

１９６３年（昭和兜年）、シンガポールで「第

７回国際家族計画連盟大会」が開催され、そ

こで日本、韓国、香港と、それから準加盟と

して沖縄ｌｌまだ復帰していなかったのでＩ

を構成メンバーとして西太平洋地域事務所が

独立し、東京に事務局が置かれた。

１９６０年代、池田内閣が所得倍増政策を

うち出し、日本経済が少しずつ上向きになっ

ていく中、ＩＰＰＦは国井氏らを通して日本

7９

国際人ロ問題議員懇談会

活動略史

そこで政府に働きかける策として国

に厚生省と日本家族計連盟主催で新

国井氏は、１９６６年（昭和ｎ年）

として「家族計画国際協力財団（ジョ

アで初めて国際協力専門の民間組織

次いで翌年の１９６８年には、アジ

力会議」を作り、自らが議長に就任。

井氏が着目したのが、ＩＰＰＦの財

潟で家族計画大会を開催、ドレイパー

イセフ）」を発足させ、会長に就任し

た。

政顧問に就任したウィリアム・ドレ

氏を人口問題の特別講演者として招

た。その後、岸・ドレイパー両氏の

政府に資金拠出の要請を続けていた。

イパー氏だった。ドレイパー氏は１

聰した。来日したドレイパー氏は、

アジア地域の国会議員フォーラ

９４７年に日本の戦後経済・産業視

ム設立について討議。

働きかけにより、１９７３年に、「国

開催地：中国、北京

岸信介元首相をはじめ政財界人に精

ア国会議員会議（ACPPD）

察のために「ドレイパーミッション

昭和5６（1981）年

際人口問題議員懇談会」設立のきっ

10月人ロと開発に関するアジ

力的に会い、人口・家族計画の分野

国立法府議員に呼びかけた二

（調査団）」の団長として来日、日本

グループを結成させるべく、各

かけとなった「アジア人口事情視察

ブラジル、アメリカ、カナダ

で国際協力ができる民間団体の設立

先進国、途上国に人口問題議員

の経済復興に大きな役割を果たした。

訪問先：メキシコ、コロンビア、

団」を結成し、日本の指導者にアジ

隆、他

を訴えた。岸氏はドレイパー氏と意

９月中南米家族計画視察団

ドレイパー氏は、１９４８年にマッ

派遣団員：岸信介（団長)、佐藤

アの人口事情の重大さを喚起させる

昭和5２（1977）年

気投合し、それを機に人口問題に情

人が参加。

カーサー司令官の要請に対して、ヨー

議としては第１回目。総勢4500

ことに成功した。（近泰男氏の証言か

家会議であったため、政府間会

熱的に取り組み始めた。岸氏は日本

過去２回の国際人口会議は尊}Ⅱ］

ロッパの経済復興のために働いてい

８月第３回国連世界人ロ会議

ら）

開催地：ブカレスト

家族計連盟の中に「国際家族計画協

｢国際人ロ問題議員懇談会｣設立

たドッジ氏（ドイツ時代の部下）を

員119名で発足。会長：岸信介

日本の経済政策プランナーとして派

世界初の試みで衆・参超党派議

遣した人物でもあり、日本政府はド

昭和4８（1973）年

派遣団員：岸信介（団長）田中

龍夫、八田貞義、佐藤隆、山崎

Ｗ・ドレーパー、Ｊ・タイディ

竜男、加藤シヅエ、阿部昭吾、

ングス、花村仁八郎、官庁、マ

訪問先：インドタイ、インド
スコミ関係等

ネシア、フィリピン

昭和4９（1974）年

４月１日

レイパー氏に非常に恩義を感じてい

10月アジア人ロ事情視察団派遣
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座談会

｢国際人ロ問題議員懇談会」創立30周年を迎えて

昭和5７（1982）年

２月１日「財団法人アジア人ロ・
開発協会」創立

｢国際人口問題議員懇談会」「ア
ジア議員フォーラム」の活動け
体として創設。
３月1981年10月30日付``北京
宣言',に基づきrAsianForumof

ParliamentariansonPopulation

andDevelopment（AFPPD）

"人口と開発に関するアジア議員
フォーラム,,」が正式に発足。

サミット）第１回総会

開催地：オーストリア､ウィーン
構成国：２６カ国

尾崎まず、この国際人口問題議員

見せる必要があるということでアジア

問題の重要性とアジアの深刻な現状を

連盟（ＩＰＰＦ）の主催で、インド、

懇談会の成立の状況と趣意についてお

と出会い、人口問題を解決しなければ

タイ、インドネシア、フィリピンの４ヵ

人口事情視察団というものを作り、岸

世界平和というものはあり得ない、と

国を視察した。帰国後、岸先生が日本

話願えますか。

いう彼の考えに共鳴し、これからはグ

政府に対して、ＵＮＦＰＡとＩＰＰＦ

広瀬岸信介元首相がドレイパー氏

ローバルに世界を見なくてはいけない

オニ島

を強化しなければならない、また国際

開催地：ユーゴスラビア、ブリ

と思われたわけです。ＡＰＤＡ事務局

５月元大統領・首相会議(ＯＢ
サミット）第２回総会

協力するためには２国間協力よりも国

ニューデリー宣言を採択。

にある岸先生の書「四海野に春風を興

開催地：インド、ニューデリー

際組織を通じて世界的に実を上げなけ

ア議員フォーラム第１回大会

す」、つまり「地球上に人口問題を解決

２月人口と開発に関するアジ

れば、ということで働きかけられた。

昭和59年（1984）年

する平和の風を興しなさい」、これが政

ブラッドフォード・モース(ＵＮＤＰ
事務総長）

治家としての努めだと徹を飛ばされた

ルトハイム（前国連事務総長)、

左から近泰男広瀬次雄･安藤博文の三氏と進行役の尾崎APDA事務局長

ｌ岸信介元首相のメッセージー

召集者：福田起夫．クルト・ワ

風を興す」

昭和5８（1983）年

11月元大統領・首相会議(ＯＢ

Ｈ本からの参加者：編田赴夫元

２月第１回人口と開発に関す
るアジア国会議員代表者会議
(ＡＰＭＰＤ）
開催地：東京

８

のです。そこで役人にも国会議員にも

昭和6０（1985）年

財界人にもジャーナリストにも、人口

開催地：メキシコ、メキシコシ
テイ

先生を団長に１９７３年ｎ月に国連人

８月人ロと開発に関する国際
議員会議（ＩＣPPD）

口基金（ＵＮＦＰＡ）と国際家族計画

首相、佐藤隆副理事長他

ルカッタの陶器工場でね。これ岸さん

が忘れられないんですよ。インドのカ

真があるのですが、私はこの時の情景

れで岸さんも佐藤隆さんもびっくりし

見ていた時の写真。パイプカット。そ

と切るんですよ。これがまさにそれを

みまして、ピュッとこう縛ってパチン

帰って来てから俄然動き出して、それ

近そうです。それから佐藤さんも

深まっていったということですか。

も、実際の現地を見てますます確信が

ついて最初は知識として入ったけれど

と佐藤隆さん（参院議員・当時）です

て・・…．。（笑い）これ、なかなか貴重な

こそ代表幹事として「国際人口問題議

うめんみたいな精管をピンセットで摘

（＊写真）．ここに男性が横になってい

写真ですよ。ほとんど麻酔もしないで、

員懇談会」発足に向けて一番積極的に

近私がぜひご覧にいれたかった写

ましてね、医者がヒュッと切って、そ

それも陶器工場の事務所の事

動きましたね。

生活している人たちがワンサ

路上の民衆、路上で生まれて

ホテルというのが、入り口に

まったカルカッタのグランド

しかも、この時岸さんが泊

た。

チャーショックを受けて帰ってきまし

行った人たちは現場を見て一応にカル

ム街笑顔の子らに罪もなく」と。

すね。俳句もつくっていますね。「スラ

広瀬彼はかなり衝撃を受けたんで

それで帰ってきてすぐ翌日記

いうことを感じたのでしょう。

見て、これは大変な問題だと

んはこのカルカッタの雑踏を

にあったんです。恐らく岸さ

これは超党派で、今後世界的にこうい

なければならないと言っているんです。

して、これを国際的な組織にまで広げ

のところに、発起人一同の趣旨説明と

近この議員懇談会の声明文の最後

ことに触れているんです。

きだと、最初の時点ですでにそういう

う国会議員のグループを作っていくべ

尾崎岸さんは人口問題に

者会見を開いたんです。

分けて入ってくようなところ

といるわけです。それを掻き

から。

務机の上でやっているんです
神妙な顔で手術を見守る岸元首相と佐藤隆議員（1973年）
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安藤この声明文にあるように、や
はり議員懇活動を世界中に広めるとい

の国にはないんですよ、残念ながら。

重要だと思うんです。こういう例は他

を活性化していくために日本がもっと

活動を支えてきたわけですから、これ

した時点だと思います。

会議員のリーダーシップがピークに達

少なくともカイロ会議の時は日本の国

議員懇だけです。これは重要ですよ。

の意味で活動を続けているのは日本の

作ろうとしました。しかし実際に本当

西ドイツとか、いろんなところに核を

例えばアメリカとかスウェーデンとか

の大陸に全部それぞれ、人口問題に対

世界各国の国会議員に呼びかけて四つ

立って来ている。それからもう一つは、

ているけれども、日本は絶えず先頭に

とです。アメリカは途中で抜けたりし

この火を消さずに頑張ってきているこ

ＵＮＦＰＡとＩＰＰＦに対する拠出金、

功績の一つは、岸先生の意志を継いで

広瀬そうですね。議員懇の最大の

できているわけですしね。またアフリ

アジア・フォーラム（ＡＦＰＰＤ）も

本だけですね。日本の議員懇の働きで

と維持されているというのは本当に日

安藤議員懇談会という骨組みがずっ

知ってもらったほうがいいですね。

えてきたという面はもう少し皆さんに

なくとも世界的に議員活動に刺激を与

ていかないといけないと思います。少

活動すべきだということをぜひ強調し

それから、ただ会合だけをやるわけ

する議員懇談会を作ってきたことです

うことで、ＵＮＦＰＡもお手伝いして、

ではなく、実際にＵＮＦＰＡの拠出金

参加者：福田jl2l夫元首相（名誉
参加国：２４ヵ国

議長)、他

昭和6１（1986）年

るアジア国会議員代表者会議

３月第２回人ロと開発に関す

(APMPD）

開催地：東京

昭和6２（1987）年

２月第３回人口と開発に関す

９月人ロと開発に関するアジ

ア議員フォーラム（AFPPD）第

開催地：中国、北京
２回大会

昭和6３（1988）年

るアジア国会議員代表者会議
２月第４回人口と開発に関す

(APMPD）

開催地：マレーシア、クアラル

ンプール

平成元（1989）年

２月第５回人口と開発に関す

るアジア国会議員代表者会議

開催地：フィリピン、マニラ

(APMPD）

平成２（1990）年

３月人口と女性の地位に関す

開催地：インド、ニューデリー

るアジア女性議員会議

どちらかというとＩＰＰＦが作ってあ

インター・アメリカン（ＩＡＰＧ）は

カ・アラブフォーラムもできています。

(APMPD）

ね。

るアジア国会議員代表者会議

をつい最近まで倍増倍増です。最近は

開催地：フランス、パリ

尾崎そういう世界的にも議員連の

開催地：バンコク、タイ

伸びていないにしても少なくとも維持

サミット）第３回総会

をしていただいている。これは非常に
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｢国際人ロ問題議員懇談会」創立30周年を迎えて
座談会

佐藤隆JPFP代表幹事｢国連平和
４月１８日

賞」を受賞

４月元大統領・首相会議(ＯＢ

藤先生、それから福田（越夫元首相）

宗教界のリーダーと政治家のリーダー

それから政宗会議というのを開いて、

口問題に熱心に取り組まれましたね。

ても、アフリカとアジアに議員懇を作っ

先生が議員懇を弱体化しないように努

が集まって、あれは家族計画の必要性ま

人の努力も大変だと思うんですよ。佐

てそれをずっと維持したというのは大

められました。福田先生の功績は大き

まり日本の先生方は関与してないにし

したものだと思いますよ。

で認めたんですね。あれ、宗教改革です

尾崎そうですね。ＯＢサミットも

雰囲気がありました。

なかなか人口爆発に異を唱えられない

んな団結していたわけですね。それで

口は力なり」という思想があって、み

国に賛成していました。とにかく「人

リカとか中南米、第３世界の国々も中

は沈黙したわけです。その当時はアフ

目だということを主張して、他の国々

には人口というものは多くなければ駄

帝国主義とか覇権主義に対抗するため

れたことですね。それまでは中国は、

といえば、日本の熱意に中国が洗脳さ

国でした。日本の議員懇の功績の一つ

私がその時に一番注目していたのは中

広瀬１９７４年のブカレスト会議、

中山太郎現会長と引き継がれてきた。

せんね。それが安倍晋太郎さん（元外相）、

ね。福田さんの存在も忘れてはいけま

かったと思います。
（前国連人口基金事務局次長）も、ずい

ドイツのシュミット元首相と組んで人

広瀬安藤さんの国連における活動

ぶん密接に日本の議員懇と協力してい

廻韓

1984.8ｊ５メキシコで開かれた人ロと開発に関する国際議員会議での福田元首相

ただいて……。そして日本の議員懇が
中心になってアジア・フォーラム（Ａ

ＦＰＰＤ）というものを作った。それ
が現在、正規会員国加ヵ国、準会員国
８ヵ国にまで育ってきたわけですから

ね。これからは北朝鮮にも働きかけて
いかないとね。

安藤ミャンマーも巻き込んでいか
ないと。
と』ＴＬｌ

広瀬そうですね、太平洋の島峨〈国

とか。それから旧会員国で現在停止し
ているのはネパール、これは国情がね。
それからパキスタン。

安藤やはり岸先生の意志を継いだ

#
p［
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デオロギー対立が強かったですからね。

尾崎あの頃は東西冷戦の最中でイ

すことによってずいぶん向上したと中

そして、国民の生活水準が人口を減ら

１．６７％まで人口増加がダウンした。

りしたんです。

国が淡々と言ったので、みんなびっく

最近の人口問題ｌカイロ会議以降についてＩ

その中国が１９７９年には１人っ子政

策をやったわけですから、大転換をし
たわけですね。要するに中国の人口政

策の転換について日本が大変大きな役

10月人口と開発に関するアジ

ア議員フォーラム（AFPPD）第

４回大会

M1催地：マレーシア、クアラル

ンプール

｢クアラルンプール宣言｣を採択

卜という考え方はマクロからミクロへ

開催地：ベトナム、ハノイ

尾崎それでは局而を変えて、最近

(ＡＰＭＰＤ）

割を果たしたと。

２月第９回人口と開発に関す

のパラダイムシフトといわれるのにふ

るアジア国会議員代表者会議

の人口問題の様変わりについて話を少

社会委員会（ESCAP）

さわしい大きな変化だったわけですが、

開催地：インドネシア、バリ

し進めたいんですが。ここにいる皆さ

主催：国連アジア太平洋経済

広瀬１９８４年のメキシコ会議で

会議

これをどのように評価されますか。

８月第４回アジア太平洋人口

んは全員出席をした１９９４年のカイ

開催地：東京

中国は１人っ子政策について、人口増

(ＡＰＭＰＤ）

ロ会議の意味、それからカイロ会議以

２月第８回人ロと開発に関す

加抑制と経済開発を一体のものとして

るアジア国会議員代表者会議

安藤二点あると思います。｜つは

(AFPPD）設立10周年記念式典

降の問題について話を伺いましょう。

するアジア議員フォーラム

推進していきたいと……。これは影響

２月財団法人アジア人ロ・開

やはり１９９４年のカイロ会議で人口

発協会(APDA)･人ロと開発に関

まず、安藤さん、ご自身でもカイロ

平成４（1992）年

が大きかったですね。１９７４年に人

開催地：韓国、ソウル

問題に対するアプローチが根本的に変

(APMPD）

会議には関わってこられたわけですが、

２月第７回人口と開発に関す

口増加率が２．０３％と、そのまま放っ

るアジア国会議員代表者会議

わったことです。今おっしゃったよう

平成３（1991）年

リプロダクテイブ・ヘルス／ライッ、

３回大会

ておけば犯・５年で倍増するはずだっ

開催地：タイ・バンコク

にマクロからミクロということで、女

ア議員フォーラム（AFPPD）第

あるいは女性に対するエンパワーメン

10月人口と開発に関するアジ

たのが、、年後の１９８４年にはもう
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｢国際人ロ問題議員懇談会」創立30周年を迎えて
座談会

るアジア国会議員代表者会議

３月第６回人ロと開発に関す
(APMPD）

開催地：インドネシア、ジャカ
ルタ

平成５（1993）年

にやはり人間を中心にして、人間とい

うのは人間を無視していると。彼は常

方の関心もなくなるのではないかと思

うのは、みんなそれぞれが幸せになり

りリプロだけでやると国会議員の先生

ました。それは非常に重要なんですが、
うのです。

性の地位の向上などに焦点があてられ
問題はマクロからあまりにも目が離れ

しい手段をとったんですが、手段その

バランスを図るという目的のために新

のアプローチは人口と資源とか環境の

今突っ込んでいらっしゃるわけですが、

おられて、リプロに対しても相当深く

イセフ）は実際にフィールドを持って

尾崎その点で近さんのところ（ジョ

ものを考えて、そういう中で家族計画

が自分たちの幸せなり健康なりという

ですむ問題ではないと。もっとみんな

口が多いんだから減らせ、と言うだけ

思いを持っている人間たちに、もう人

たい、病気になりたくない。そういう

ものが目的になってしまったような感

安藤さんの意見に対してどういうお考

というものを考えさせる、そうでなけ

すぎてしまったことです。このミクロ

じがします。ですから今まで人口問題

えを持ってらっしやいますか。

その焦点が失われているのが僕の心配

重要な問題ではないかと思うんです。

類の生存を守るためには根本的に一番

のバランスを図るというのが、特に人

人口問題を解決するのを急ぐあまりに

人口問題の解決に繋がっていく。その

画を本当に推進していけば結果として

人口問題は大事ですが、それは家族計

身はそもそも人口問題は嫌いなんです。

あの人目

ました。

事してき

ずっと仕

事長）と

イセフ理

私は国井（故国弁長次郎．・元ジョ

ッという言葉がわかりにくい。特に男

リプロダクテイブ・ヘルスとか、ライ

す。ただその後、問題の一つはやはり

きたことは非常に良かったと思うんで

視点から見つめるあのような機会がで

ては、家族計画というものをミクロの

ですからね。私はそういう意味におい

場で、同じような議論で沸騰したわけ

に議論していたそのものが国際会議の

カイロ会議はまさに我々が昭和釦年頃

す。ですからこの考え方からいくと、

レーション・プロジェクト）の思想で

ない、というのが彼のＩＰ（インテグ

れば家族計画なんて絶対浸透していか

に関心を持っていた人たち、特に経済
企画庁や大蔵省など、マクロ的にもの

です。ですからもう少しこれから人口

家族計画そのものを人口政策として、

性の政治家にはあまりピンとこないの

を見てきた人はかなり離反してしまっ

問題を見直さないといけないと思いま

とにかく人口が多いから減らせ、とい

一環ですが、やはり人口と資源、環境

と人権の保護というのはやはり開発の

よね。非常に広い。女性の地位の向上

ヘルスだけが問題なわけではないです

動計画を見ると、リプロダクテイブ・

たような印象を受けます。カイロの行

す。リプロは非常に重要ですが、あま

近

近泰男氏
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ではないでしょうか。

尾崎数字を表に出しすぎたという
意味ですか？

て、２０５０年には１００億になるな

は、人口問題というものを推計でもっ

近そうですね。それからもう一つ

の中にも入らないような形で括られて

局あのＭＤＧ（ミレニァム開発目標）

があったのではないかと。ですから結

ですよ。もっとＰＲの仕方というもの

すらも途上国ではポカされてしまった

う概念を持ってくることで、家族計画

限り、リプロダクテイブ・ヘルスとい

尾崎言葉の問題ですか。

んていっていたのが今度は兜億、今度

しまったというのはやはり失敗だった

義されてないわけです。今まで家族計

参加国：５８カ国からの国会議員

及び国際機関等約210名が参加

｢東京宣言」を採択

平成８（1996）年

２月第１２回人ロと開発に関す

開催地：フィリピン、マニラ

るアジア国会議員代表者会議

画すらも満足に普及できなかった所に、

開催地：東京

安藤僕は、ミクロとマクロのアプ

８月国際女性・人ロ・開発議

は全部隠れてしまい、何となくもう人

開催地：東京

もっと間口の広いリプロダクテイブ・

(APMPD）

ローチの両方が必要ではないかと思い

３月第１１回人ロと開発に関す

口問題は成功して人口増加は落ちてき

るアジア国会議員代表者会議

ヘルスを持ってきてしまうと、どこに

ゲン

ます。特に近先生がおっしゃったよう

参加国：世界53カ国

ているんだと、素人的には見えてしま

開催地：デンマーク、コペンハー

焦点を置いていいのかわからなくなっ

３月国際人ロ・社会開発国会

に家族計画の重要性、特に女性が決め

議員会議（ＩＭＰPSD）

いますよね。

平成７（1995）年

てしまうというのがカイロ直後の途上

きますから、そうすると、肝心のとこ

は釦億だというようにね。マスコミは

近出し方の問題があったと思うん

磯:蕊

見た,悪けけし

んですね。概念そのものがはっきり定

安藤博文氏

と思いますね。

員会議（|MPGPD）

やはりそういう数字の面だけに飛びつ

採択された。

る家族計画というのはこれからも推進
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｢国際人ロ問題議員懇談会」創立30周年を迎えて
座談会

平成６（1994）年

るアジア国会議員代表者会議
３月第10回人口と開発に関す

開催地：中国、北京
(APMPD）

9月国際人ロ・開発議員会議

開催地：エジプトカイロ
(1CPP、）

参加国：世界107カ国から300名

lCPPDrカイロ宣言」を採択
が参加

開催地：エジプトカイロ

９月国際人ロ開発会議(|CPD）

政府間会議である同会議ではり

プロダクティブ・ヘルス概念を

中心に、2015年までの人口プロ

グラムである行動計画(PCA)が

国における問題です。

て、それに合意してもらわなくちゃ困

る。リプロダクテイブ・ヘルスと言っ
尾崎そういう議論はＵＮＦＰＡのても、普通の人はわからないですよ。

中にもあるんですか。
近ですから私たちは、「家族計画も

にしても、

ＭＤＧに

はそのリ

プロダク

テイブ・

ヘルス／

て僕は近さんの説を昔から信仰してい

してしまったわけです。その点に関し

争になるからＭＤＧの時はそれを抜か

わけです。それを持ち出すとまた大論

かというと人工妊娠中絶が問題になる

ライッが入ってないという立場をとっ

安藤ＷＨＯの定義はもっと長いで

尾崎少し長いですね。（笑い）

なりありました。Ⅱプロダクティブ．ています。

いう一一一一暴恭

る女性は誰一人いないわけですから、

るんです。人工妊娠中絶を喜んで受け
中にも家族計画も含まれているんだと

これをもっとなくす方向で、もっと大

氏それから
雄ライッと

いう、そのような説明でないとなかな

鰍いう一一一扉恭

きく運動を展開したら、中絶をめぐる

いうのは男性も入るわけですよね。
近入りますが、今の言い方になる

と男性が外れてしまうんですよ。
尾崎ＵＮＦＰＡにしてもＩＰＰＦ

クトをやっていますよね。

のりプロダクティブ・ヘルス・プロジェ

望まない妊娠、妊娠中絶を減らすため

セフが、ＪＩＣＡのお金でベトナムで

安藤その思想に基づいて今ジョイ

思いがあるんですが。

対立が緩和されるんではないかという

かわからないですよ。

擁ＩＰＦｈ』乃刀互囚「五：｛え〉灘シについ

ては中国は敏感に反論しましたね。ま
た日本の場合、リプロダクテイブ・ヘ
ルスというのは、どういうふうに訳し

たらいいんだろうと。再生産する、健
康の再生産とは何なのか。専門家もわ
からない。人口問題は底辺の裾野が広

いわけですから、多くの女性が認識し

安藤リプロダクテイブ・ヘルスと

広特にライ

近生涯にわたる女性の健康、その

広瀬リプロダクテイブ・ヘルスとすよ。

定義をかなり詰めましたけれどね。

うんです。そこで専門家会議を開いて

ています。それが何を意味しているの

尾崎事務局長

ヘルスの定義そのものも国によって違

安藤少なくともカイロ直後にはか含めた女性の生涯にわたる健康」と言っ

！

‘
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件あった中絶が今犯万件まで減ってま

ているんです。昭和訓年には１１７万

に家族計画が普及することで中絶が減っ

近日本の経験から見れば、明らか

でしょうか。

アメリカの批判もかわせるのではない

と大きく打ち出していけば、そういう

絶を減らそうという方向を中国がもっ

んです。

らかに早期の妊娠中絶に繋がるものな

して使われているんですね。これは明

ら私はベトナムにしても中国にしても

いますが、ヨーロッパでは今、フラン

近米国は中国だけを目の敵にして

出てくるように思えますが……。

す努力をするのか、そこに大きな差が

ち出すのか、必要悪としてこれをなく

尾崎人工妊娠中絶を権利として打

中絶の数字を前面に出してこれをなく

スが開発した早期妊娠中絶薬ＲＵ４８

す。これは厳然たる事実です。ですか

す方向で努力すべきだと訴えているの

(APMPD）

開催地：インド、ニューデリー

平成1１（1999）年

るアジア国会議員代表者会議

４月第15回人口と開発に関す

開催地：韓国、ソウル

アジア諸国人口・開発国会議員

９月AFPPDC1Sならびに極東

会議

開催地：モンゴル

｢ウランバートル宣言」を採択

１０月人口と開発に関するアジ

ア議員フォーラム（AFPPD）第

６回大会

開催地：新潟県、佐渡島

安藤国際的には割れていますね。

るアジア国会議員代表者会議

は許可してないものですからインター

４月第14回人口と開発に関す

１９８４年のメキシコ会議ではスウェー

平成1０（1998）年

ネットで個人で輸入して、どんどん使っ

ウン

尾崎アメリカがどうして３４００

開催地：南アフリカ、ケープタ

デンが権利として認めろと主張し、ア

リカ・アラブ議員フォーラム

ている。医師が管理しないで、子宮外

(FAAPPD)」設立総会

万ドルもの資金を国連に拠出しないか

６がどんどん普及しています。日本で

(APMPD）

です。

４月「人ロと開発に関するアフ

メリカは結局メキシコ会議で反対した

開催地：神戸

妊娠の時などに飲むと大出血したりし

３月第13回人口と開発に関す

というと、中国で行われている〃強制

るアジア国会議員代表者会議

んです。１９９４年にはアメリカは民

平成９（1997）年

て女性の命に関わるんです。それが今

国際機関等116名が参加

的〃な中絶は人権問題で、それを支援

開催地：スイス、ジュネーブ

主党ですから中絶容認の方に戻ってき

参加国：５７カ国90人の国会議員、

まったく野放しになっている。そうい

開発議員会議（|PMFSPD）開催

している団体には資金を出さないと称

11月国際食料安全保障・人口・

たわけですが。今度のケリーとブッシュ

平成８（1996）年

う薬がヨーロッパではもう当たり前と

参加国：２９カ国

してるわけです。ですから人工妊娠中

8９

｢国際人ロ問題議員懇談会」創立30周年を迎えて
座談会

ア議員フォーラム（AFPPD）第

９月人ロと開発に関するアジ

開催地：オーストラリア、キャ
５回大会

ンベラ

も先日の２回目の討論では、基本的に
はケリーは必要悪として認めているけ

れども、ブッシュは反対ですね。どう

いう理由があろうとも中絶は殺人だと

言っていますね。

「地球と人類の共生」’四世紀の人ロ問題の課題Ｉ

なのに一向に政治家もマスコミも、そ

れから学会もあまりこの問題について

議論をしない。一体これでいいのかと

いう、あの問いかけを私は非常に深刻

に受け止めます。というのは日本の少

い。これは運動論としては弱いのでは

なんだか危ないような印象を持ちやす

問題というとすぐ人工妊娠中絶とか、

ではないでしょうか。ですから、人口

に入り込んでいる而も否定できないの

る議論が非常に神学論争みたいな次元

この問題をどのように解決していくか

特に日本はトップランナーですから、

もすでに高齢化の兆しが出てきている。

すが、中国やインドなどの発展途上国

スピードで高齢化が進んでいるわけで

齢化社会。先進国として日本は大変な

つの大きな課題は少子化です。少子高

て考えることが基本ですよね。もう一

はり途上国が、ことに中進国といわれ

能性はあると思います。ただ問題はや

北欧並みの、そういう方向を目指す可

かけて、１．３か１．４、少なくとも

とも１．羽あたりで出生率に歯止めを

ます。政府さえ本気になれば、少なく

はむしろ一つのいいチャンスだと思い

りシステムなり制度を作る、これは私

安心して産めるようなそういう施策な

子高齢化において、働きながら子供が

ないかと感じています。もう少しダイ

というのを世界が注目していますね。

尾崎カイロ会議以降、人口に関す

ナミックな而からのアプローチも必要
最後に、ｎ世紀は始まったばかりで

増えていくという現実と、先進国の少

間７７００万人とか８０００万人ずつ

尾崎しかしまだ開発途上国では年

かった場合に大変な問題が出てくるの

に活用されないまま、むしろ貧困に向

でいった場合、〃人口ボーナス〃が十分

いない時にどんどん高齢化だけが進ん

る国々が、まだ完全に経済が発展して

すけれども、今後の人口問題としての

子高齢化の現実という二つが引っ張り

ではないかと懸念しています。それに

ではないかなと感じています。

課題について伺います。

合っている状況があります。

広瀬やはり今までの経済発展に基
度、こういうものを考え直さないとい

セフ会長）先生が心配しておられます

近私はやはり黒田（俊夫・ジョイ

まう、私はそういう危機意識を持って

それを今やらないと手遅れになってし

しっかり認識して、それに資金を出す。

はやはり先進国が途上国の人口問題を
けませんね。地球と人類が共生してい

が、とにかくこの訓年が本当の正念場

づくものの価値観、幸せの価値観、尺

く、こういうグローバルな立場に立つ

9０

困から絶対脱却できない国がどんどん

います。ますます格差が広がって、貧
いたいと思いますね。

し真剣にリーダーシップをとってもら

広瀬日本の国会議員にぜひもう少

ますが、このビジョンの中に人口減少

て来年には最終報告を出すと言ってい

に関する専門調査会というものを作っ

社会はどのぐらい入っているか。こう

いうところへどんどん議員懇も首を突っ

込んで発言をしてもらいたいですね。

一つには人口問題というのは手間がか

かって票にならない。それよりも橋を

ね。これは必要ですよ。

安藤さらなるリーダーシップです

増えてしまい、それが紛争や社会不安
などのいろいろな問題に関わってくる
と思います。
安藤そのためにやはり国会議員の

広瀬アジア・フォーラムの発足以

先生にはこれからも、国際的に蒋発活

るアジア国会議員代表者会議
３月第18回人口と開発に関す

(ＡＰＭＰＤ）

開催地：東京

３月財団法人アジア人ロ・開

12月国際人ロ開発会議行動計

画実施のためのアジア国会議員

会議

開催地：タイ、バンコク

12月ESCAPアジア太平洋人ロ

会議

開催地：タイ、バンコク

することによって粟が集まりますよ。

安藤これからは女性の健康を向上

架けたり学校を作ったりしたほうがい

｢オタワ公約」を採択

来、議長は全部日本です。お金だけ出

開催地：カナダ、オタワ

動を続けていただきたいと思います。

の2002年国際国会議員会議(1PCI）

いという悪い風潮がある。

11月｜CPD行動計画実施のため

して、後はポリシーはないというので

７回大会（設立20周年記念）

具体的にはもう少し途上国の国会議員

開催地：中国、北京

は困ります。佐藤隆、桜井新、谷津義

ア議員フォーラム（AFPPD）第

のグループに働きかけて、自国の政府

10月人ロと開発に関するアジ

男各氏と、日本の国会議員が議長を継

ブルグ

の予算を、人口問題とか家族計画のた

開催地：南アフリカ、ヨハネス

承してきたのですから、ぜひもう少し

８月持続可能な開発に関する

めのリプロダクテイブ・ヘルスのため

世界サミット（ＷＳＳＤ）

真剣に、もっと若い国会議員が仲間を

発協会設立20周年記念式典

に増やすようにしてもらわないといけ

平成1４（2002）年

広瀬それとやはり勇気を持ってア

クランド

募って活性化していただきたいと思い

開催地：ニュージーランド､オー

ないと思います。僕は会議だけでは意

５月第17回人ロと開発に関す

メリカを拠川国に引っ張り込む、仲間

るアジア国会議員代表者会議

ます。国でも、日本の皿世紀ビジョン

平成1３（2001）年

味がないと思います。
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｢国際人ロ問題議員懇談会」創立30周年を迎えて
座談会

平成1２（2000）年

３月第16回人口と開発に関す
(APMPD）

るアジア国会議員代表者会議
開催地：タイ、バンコク

平成1５（2003）年
ア国会議員会議

７月ＨＩＶ/AlDSに関する南アジ
開催地：インド、ニューデリー

に引き戻す、こういう努力をしてほし
いですね。イラクへ自衛隊を出すのも
いい。けれども、もう少し平和を尊ぶ
この問題について力を注いでもらいた

少し議員懇でも勉強していただきたい

人に来てもらいたいと思っています。

派遣事業も、なるべく若い議員に２人

今行っているのはそういう小さな試み

と思います。
近もう少し若い国会議員にこの人

ですが、大事なことは岸さんたちが始

でも３人も多く行っていただきたい。

口問題に関心を持たせるようにしてほ

めた情熱を、若い人にどのように伝え

国際人ロ問題議員懇談会設立３０

いですね。

しい。門戸を開け、幅を広げることが

ていくかということだと思っています。

(APMPD）

るアジア国会議員代表者会議

開催地：カザフスタン、アルマ

テイ

10月ICPD行動計画実施のため

の国際人ロ開発議員会議

開催地：フランス､ストラスブール

近本当にそう思いますね。

重要ですね。

９月第20回人ロと開発に関す

尾崎貴重なお話をどうもありがと

周年記念式典

安藤少子高齢化の問題の関連で、

ドテーブル

うございました。

12月７日

国際人口移動が特に日本にとって大き

開催地：英国、ロンドン

尾崎人口問題には何も派閥も党派

８月｜PPFグローバル、ラウン

な問題になってくると思います。経済

ドテーブル

もないわけです。幅広い立場に立って、

開催地：マレーシア

的には人口が減ってもハイテクを活用

７月｜PPF東、東南アジアラン

若い人を惹きつけていくということが

ンベラ

していけば日本の経済まだ伸びると思

開催地：オーストラリア、キャ

議員懇の事務局を務める私たちの今の

議

うんですが、誰が高齢者の介護をして

６月AFPPD女性大臣・議員会

課題だと自覚しています。皿月７日に

平成1６（2004）年

いくかとなると、やはりある程度は移

｢ホーチミン市宣言」を採択

議員懇釦周年のレセプションを催しま

開催地：ベトナム、ホーチミン

民を許さなければいけませんよね。難

(APMPD）

すけれども、そこでもなるべく多くの

るアジア国会議員代表者会議

しい問題ですけれど、その問題をもう

12月第19回人ロと開発に関す

9２

にゆうすふお－らむ

にゅうすふぉⅡらむ

た。また、原案はＦＴＡ交渉を「国
内構造改革と一体的に加速・強化
する」と位置付け、締結により日

さらに、貿易自由化や労働者受

●働く既婚女性に高出生率…肌

●自殺増で平均寿命鈍化……卵

●外国人労働者枠拡充……・・兜

け入れの条件整備のため、技術研

●２０５０年に卵億人………明

されるとの考えを打ち出す。

本経済の活性化や農政改革も促進

修や人材育成▽政府調達、知的財

●働かぬ若者皿万人…………妬

○六歳拡大し、過去最大幅の六・

平均寿命の男女差は前年より○・

とみている。

●貧困克服に改めて焦点……妬

●専業主夫急増………………鯛

産権保護、競争政策など法制度改
どについて、政府開発援助（ＯＤ

●百歳以上２万３０３８人…鮨

外国人労働者受け入れや農産物

Ａ）活用による協力を図ることも

革▽通信物流鑿の改善ｌな

の輸入拡大は、タイ、フィリピン

明記した。

原案は狙日の経済財政諮問会議

などとのＦＴＡ交渉の最大の焦点

（議長・小泉純一郎首相）に提出さ

となっているが、国内雇用や農業

への影響が大きいとの懸念が出て

れる。

【塚田健太］

いる。そのため、政府全体での検

（毎日新聞叫・５．刀朝刊）

由貿易協定（ＦＴＡ）交渉加速の

日本人平均寿命は、女性八十五・

省は、二○○一一一年の自殺者数が三

過去四年では鹸小の延び幅。厚労

歳、男性が○・○四歳延びたが、

國平均寿命・自殺増で延び鈍化

二千八十二人（男性二万三千三百

二○○一一一年の自殺者数は、三万

三位となった。

歳）、香港（七十八・六歳）に続く

性は、アイスランド（七十八・七

九七歳。八十歳まで生存する割合

ため，「経済財政運営と構造改革に

三三歳、男性七十八・三六歳で、

万二千人を超えて過去最多になっ

を保ったが、前年、二位だった男

女性は十九年連続で世界一の座

になった。

は、女性だ．３％、男性剥・５％

関する基本方針」（骨太の方針第４

それぞれ過去最高齢を更新したこ

たことや、インフルエンザの流行

女開・兜男氾・釦歳

弾）原案に、看護・介護分野での

とが十六日、厚生労働省が発表し

七十七人、女性八千七百五人）で、

政府は妬日、アジア諸国との自

外国人労働者受け入れ拡充の検討

が、平均寿命の延びを鈍化させた

討課題とする必要があると判断し

もくじ

た二○○三年の「簡易生命表」で

骨太方針･検討を盛り込み

わかった。前年より女性が○二

受け入れ拡充

や農業生産の効率化を盛り込むこ

外国人労働者

とを決めた。

9３

雇囿

前年より二千百三十三人増えた。
た計算になるという。

女性でも○・○三歳押し下げられ
（読売新聞叫・７・ロ朝刊）

自殺者数の増加分だけで、平均
寿命は前年より男性で○・○七歳、

働く既婚女性多い地域一ほど

北海道
東北

北関東･IＩl信越

南関東

北陸

近畿

中国

四国

九州

率計数産性だｌ北３６い続県九国防ブブ

は簔票戦兀２％朏鰹拙術|甲馨

○生合のに女ど・、畿低が縄、％全

二出す供涯の°な４１％近。－１１１１国５は

九州（沖縄

が最も高く、東北、四国、中国、

東海

粥。東北が最高の１．妃で、以下どが影響しているのではないか」

○｜年人口動態統計で全国平均１．家族の構成．保育施設の充実度な

の関係を検討する専門調査会を設

同会議は女性の労働と川産など

は九州、中国、北陸の順。南関東、と見ている。

北海道、近畿は全国平均を下回っ
た。

この結果、「既婚女性の労働力率置し、分析結果を来年夏にまとめ

た。男女共同参画会議は「自宅か

全国１．３３
全国4４１

計画に関する答申に反映させる考

が高い地域は出生率が高く、労働る予定の新たな男女共同参画基本
力率が低い地域は出生率が低い」

調査で、二十五歳から三十四歳の

ら職場への通勤時間・距離や同居

出生率高い傾向
既婚女性のうち、調査を実施した

（読売新聞叫・８．打夕刊）

という大体の傾向が浮かび上がっえだ。

働く既婚女性の割合が高い地域

同年九月に「少しでも働いた」と

合計特殊出生率
（2001年）
労働力率
(％、2000年）

世界の人口

2050年に93}億人

日本は１億人に減少
は、現在世界２位のインドが聡億

するとの予測を発表した。国別で

界人口が２０５０年に兜億人に達

ビューロー（ＰＲＢ）」はⅣ日、世

ピュレーション・レファレンス・

調査に定評がある米国の団体「ボ

【ワシントンⅡ共同］人口問題の

四

［共同通信配信］

（朝日新聞叫・８．旧朝刊）

れる。

国に次ぐ３位にとどまると予測さ

億２千万人となるが、インド、中

口増加を続け、現在の釦％増の４

先進国の中では、米国だけが人

見込み。

２７００万人少ない１億人になる

齢化の影響が深刻で、現在よりも

なる。現在、⑱位の日本は少子高

００万人）を追い抜き、トップに

２８００万人で、中国（ｕ億３７

ｉｌＩｊｌｆ・ｌ１ｈｌ！‐・’１４１．‐‐く’・‐・‐．‐、くくくくくく’．？～くＩく？‐‐Ｉく１Ｊ‐ｌｔｌＩｊｒ１ｌ・しＩ。、１．１ｊ、ｊ、；・↑ｆ，。‐く・く．‐、‐！↑＄く．～くくｌＩｊＩ３４ｊ～く３今～くｊ～くりくり１．１くｊ・ｉ‐・』…

ほど、一人の女性が生涯に産む子
供の数も多い１１．こんな傾向が、

答えた人の割合（労働力率）は全

会議によると、二○○○年国勢

政府の男女共同参画会議の調査で

会議が調査

国平均で迦・１％・北陸の弱・５％

男女共同参画

明らかになった。

函
既婚女性（25～34歳）の
労働力率と合計特殊出生率
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'二ゆうすふぉ－らむ

学校出ても仕事も家事もせず

働かぬ若者皿万人

し、企業側の採用抑制と、即戦力

河年から鉋年連続でトップ。最下

都道府県別では、沖縄（ｗ・町人）

書）を発表した。今回の白書では、

版「労働経済の分析」（労働経済白
れらの仕事を希望している同年代

「アルバイト」であるか、無業でこ

また、勤務先の呼称が「パート」

見で、「やる気にさせるきっかけ作

坂口厚労相は十日の閣議後の会

意喚起している。

（毎日新聞叫・９．Ⅲ夕刊）

位は埼張（８・別人）。［飛水達也］

職業生活の習慣や就労意欲が欠如

いるためとみられる。

志向で人材育成の意欲が低下して
同省は「本人の問題にとどまら

学校を卒業した未婚者で、仕事に

の「フリーター」は、二百十七万

りを国としても考えていかなけれ

ず、経済社会の維持、発展という

就かず、家事もしていない「無業

人で、前年比八万人曙だった。無

ばならない」と述べた。

増えていたこともわかった。

者（ＮＥＥＴ）」を初めて集計。二

業者とフリーターの増加は、景気

（読売新聞Ⅲ．ｇ・相夕刊）

金の「第三号被保険者」となって

人を突破したことが、厚生労働省

１５人、女性が全体の別・７％を
長寿番付は９月１日に集計。女

一九九六年度の二倍に上っており、

の集計で十五日に明らかになった。

〃専業主夫〃の増加など、家族のあ

躯年生まれ）の小山ウラさん（福
岡県飯塚市）で、男性は１０９歳

り方の多様化が背景にあると見ら

ンや公務員の配偶者に扶養されて

れる。
００歳を迎えるのは１万１９１１

（明治躯年生まれ）重高小八さん（広

人（同１１７１人増）になる見通

みで、自らは国民年金保険料を納

専業主婦を念頭に設けられた枠組

第三号被保険者は、サラリーマ

今月末までに１００歳以上とな

上の人数は全国平均が＄・脆人。

人口ｎ万人当たりの１００歳以

る高齢者は２万３０３８人（前年
弘年連続で更新したことがＭＨ、

いる人が対象となる。収入がない

○○二年分についても集計。その

し。

島県豊栄町）。また、今年度中に１

性の長寿日本一は１１４歳（明治

いる男性が、二○○一一一年度に八万

専業主婦を想定している国民年

｢専業主夫｣急増
，占めている。

男性は３５２３人、女性１万９５

音名簿」（長寿番付）で分かった。

７年で倍増８万人

厚生労働省は十日、二○○四年

○○三年にはこうした人たちが約

の長期低迷に加え，若者側に社会。

観点からも憂慮すべき問題」と注

五十二万人に上ったことが明らか
になった。

厚労省は、「紬へ業者」を非労働力
人口のうち、年齢十五’三十四歳

の未婚者で、職業訓練も含め、学

の手伝いもしていない人たちと定

校には通っておらず、家業や家事

詳細集計」をもとに特別集計した

義。総務省統計局の「労働力調査

ところ、昨年は男性が約三十四万

人、女性が約十九万人。年代別で
は、二十五’三十四歳が約三十二

万人で、十五’二十四歳の一・六
倍だった。

男性３号被保険者

労働経済白書

艤鮒34年鏑で最多鏑
比２４７７人増）で、過去最多を

２万3038人

厚生労働省の発表した「全国高齢

厚労省では今回、同じ手法で二

100歳以上

結果、無業者が一年間で約四万人
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園

園

函

めず、その分は配偶者が納める年

で千百九万人で、女性の社会進出

号被保険者全体は、二○○三年度

人と初めて八万人を超えた。第三

どもを産むか否か、その数や出産

１７９カ国の代表が集まり、子

力増加させる構造も指摘。下がり

2050
2000

1950年

世界人ロ白書
世界の人々と資源の
間のバランスを図り、

人口問題を「数値的抑制」ととら

域で再び高まっている。

が、武力紛争やエイズが広がる地

白書は、戦争が難民を生み性暴

は、経済成長率を上げている。

えてきた考え方からの画期的転換

双方で、性と生殖を管理しようと

カイロ合意は、先進国・途上国

た保健衛生や女子教育への集中的

きた。ＨＩＶ・エイズ対策を含め

とは、多くの援助機関が指摘して

人道支援活動を困難にしているこ

戦費への資金移転が途上国での

する国家や地域社会からの圧力・

な再配置こそが、多産多死と貧困

点だった。

る勇気を与え、その自己決定の行

介入に苦しむ女性たちに立ち上が

＊

別％以上のアフリカ７カ国では、

途上国援助も、貧困女性のＲＨ／

今も世界各地にはびこる。日本の

など、女性の性を抑圧する因習は

に続く少女の性器切除（ＦＧＭ）

しかし、アフリカや中東を中心

みだ。

もたらすことはＩＣＰＤで碓認済

の解決につながり、社会安定化を
しかし、白書は今、貧富の差の

動を支えてきた。

動計画の実現を妨げているとし、

拡大と途上国での貧困の深化が行

女性の地位を高め、性

と生殖に関する健康／

特にＨＩＶ・エイズと貧困の関係

権利（リプロダクテイ

ブ・ヘルス／ライッー

を強調する。

労働人口の減少で国内総生産も低

【本田雅和］

Ｒ保障への視点の強化が必要だ。

例えば、成人のＨＩＶ感染率が

ＲＨ／Ｒ）をすべての

ロでの国際人口・開発

すことで合意したカイ

下。「貧困とエイズの悪循環」をも

（朝日新聞叫・９・加朝刊）

たらしている。情報と医療ケアか

ら疎外された貧困層ほど感染しや

ｎ年。皿年世界人白書

は、迫年を完了目標年

に貧困に追いやられている。

すく、感染で個人と共同体はさら

投資して出生率と死亡率をともに

逆にこのｎ年間、保健と教育に

にした行動計画の実施

あてた。

て貧困の克服に焦点を

状況を中間総括、改め

会議（ＩＣＰＤ）から

人に保障するよう目指

低下させることに成功した途上国

金の保険料に含まれていると見な

始めていた乳児や妊産婦の死亡率

０

＊

される仕組みだ。

人権として確立したＩＣＰＤは、

間隔などの自己決定権を、基本的

（読売新聞叫・９．桁朝刊）

に伴って減少傾向にある。

厚生省によると、男性の第三者

被保険者は九七年から七年連続の
増加で、二○○三年度は八万百八

2０

貧困克服に改めて焦点

4０

2004年
64億

億人）
9０
８０

1950年
25億
８０

皿
2050年
89億

世界人ロ推計
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Rep〔)rt〔〕ntheBasicSurvevofPCpulatioI1aI1dDevelopmenI
inSoutheastAsianCounlTies
-India-

３．１１１蕊人民共和国人口・家族計画第二次基礎調交報告脅
BasicSurvey(Ⅱ)onPopulalionandFamilvPlanIlingiI11he

昭和58年度
1．’'１華人氏共和１J１人｢1.家族Tilmi基礎調査報li7醤

People1sRepub]icofChiI1a

BasicSuweIy（ＤＩ１Ｐ()pulati〔)nandFamilyPIaIII1inginlhe

生育率和生活水平共系第二吹ＩＩ１ｐ合作凋査研究根告|ヴ

PeopleosRepublicolChina（英語版）
化育率和生活水平共系Il1I1合作HHI査研究根告朽

（''１国語版）

（１１１国語版）

４．ネパールミlﾐ[11人口・家族計画iMi礎iiIil在
BasicSulveyReporlonPopula【ionandFamilyPIallI1ingin

tbeKingdomofNepal（英語版）

昭和59年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調賓報告餅

５．n本の人口都市化と開発

UrbanizationandDeveIopmeI11inJapan（英語版）

一インド国一

ReportonlheSurveyofRuralPopulati(〕nandAgriculIu願l
DevelopmenliI1AsianCountries

６．バンコクの人、都市化と生活環境・福祉iiM査

-India-（英語版）

一データ網一

SurveyofUrbanization,LivingEIwironmeI1IalldWelfaI･em

Bangkok-Data-（英語版）

２．東南アジア諸IHI等人ｍ・開発基礎綱査報告
一タイlIil-

ReporlonIheHasicSurvevofPopulali()nandDevelopment
７．スライド

日本の都市化と人口（Ⅱ本譜版）

imSouIhauHIAsianCountnes

--ThaiIand-

UrbanizaIionandPopulaIioninJaplln（英語版）
日本的城市化け人口（中国語版）

３．｜]本の人、転換と農村開発

UrbanisasiDankependudukanDijepaIug

DcmographicTmnsilionillJapallaIIdRuralDeVelopn1ent

（インドネシア語版）

（英語版）

昭和61年度
1．アジア諸国の農村人1」と農業開発に関する凋在報告11ド
インドネシア国一

ReportonIheSuTvevofRuralPopulaIiollandAgriculIuml
DevelopmenIinAsianCoulltries

４．SurveVofFertiliIyandLivingStandardHinChinqJseRural
AIeasDalaAllthehouseho1dsoftwovillagGsinJiIin

Provincesurveyedbyquestionnaires（英語版）
矢ＴＥＩ１国衣村的人口生育率勺生活水平的ijM査扱侮
吋千古林省桝十村逃行全戸面談澗査的姑采一

＝鋪ｉ＋編一（中国語版）

-IndoI1esia-（英語版）

5．スライド１J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

Agricullural&RuralDevelopmelllandI，OpulalioninjapaI〕

Repor(ontheBa3icSurveyolPopulationａｌｌ〔lDevelopInem

（英語版）

inSoulheaslAsianCoumries

Ⅱ木次'||(衣村的友展和人｢1酌推移（【''1'1謡版）

-Indonesia-（英語版）

PerkembangIml〕erlaniall，MasyamkalDesal)al1l(epen-

〔Iuduk【lIUDiJcp団nｇ（インドネシア語版）
３．在ロ留学生の学禰と生活条件に関する研究
一人的能力開発の摂題に即して－
４．日本の労働力人口と開発

LabDrForceandDevelopmentinJapan（英語版）

（以刷力１K1版スライドは､[1水産業教育スライドコン
クールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
１．アジア諸国の農村人l」と農業附発に側する調査報告ｉｌｆ

５．人ロと|淵発関連統計集

DemogmphicaIldSocio-EconomiclndicatorsonPopulalioIl
andDevelopment（英語版）

－タイIlJ-

ReporIonIheSurveyofRuralPopulaIi(〕１１【mdAgricuIuIral
DevelDpmcnlinAsianCountries
-ThaiIand-（英語版）

６．スライドロ本の産業発展と人口
_その原動力・電気一（１J本譜版）
InduAjirialDevelopmeIllandPopulali(〕l1inJapan
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２．東南アジア調11等人ｎ.開発韮礎調査報ｆＩﾅ響
インドl王１－

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告審
一中華人民共和国一

RepoTtorMheBasicSurveyofPopuIaIionandDevelopmem

－TheprimeMover-EleclriCily-（英語版）
日本的秤11k友展与人ロ
ー災原効力一曳気一（中国語版）

inSoutheastAsianCounlries

Pembangunanlndustridankependudukandi上腕ng

-China-（英語版）

-PenggerakUtama-TemgaListrｉｋ－
（インドネシア語版）

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
一タイ国一

7．ネパール王国人口・家族計画第二次基礎調査

ComplementalyBasicSuweyReporIonPopulationand
４．日本の人口と家族

FamilvPlanninginthekingdomofNepal
pD

PopulationandtbeFamilyinjapan（英語版）
５．アジアの人口転換と開発一統計集一
DemographicTransitionandDevelopmentinAsianCoumries

昭和62年度
Ｌアジア諸国の農村人口と腱業開発に関する調査報告書

-Overvie聯andSIatisticarlHbles-

一中華人民共和国一

（英語版）

ReporlontheSurveyofRurallPopulationandAgricuItuml
DevelopmeminAsianCounIries

６．スライド

-China-（英語版）

日本の人口と家族（日本語版）

FamilIyandPopulationinJapan-AsianExperience-

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告護

（英語版）

一中華人民共和国一

日本的人n々家庭（中国語版）

RepotonIheBasicSulvevofPopUlationandDevelopmem

Penduduk＆KeluaIgaJepang（インドネシア語版）

inSoutheastARinnCountris

-Chma-（英語版）
7．ペルー共和国人口家族計画基礎調査

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

平成元年度
l・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告替

一フィリピン国一

４．，本の人口と農業開発

一バングラデシュ国一

PopulationandAgriculluralDevdopmentinJapan

ReportontheSurveyofRuralPopulationandAgricultural

（英語版）

Development-Ballgladesh-（英語版）
５．ネパールの人口・開発・環境

2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一ネパール阿一

Population,DevelopmelltandEnvironmentinNepal
（英語版）

RepononlheBasicSurveyofPopulationandDevelopmenl
inSouIheastAsianColmtries

-Nepal-（英語版）
３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査報告書
一マレーシア国一

６．スライド

日本の人口移動と経済発展（日本語版）

TheMigratoryMovememandEcollomicDevelopmemin
Japan（英語版）
日本的人口移訓与淫済友展（中国語版）

PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkonomiDi
４．日本の人口構造変動と開発

jepang（インドネシア語版）

一高齢化のアジア的視点一

StmcturalChangeinPopulalionandDevdopmenl
-Japan1sExperienceiｎＡｇｉｎｇ－（英語版）
５．スライド

商齢化社会への日本の挑戦

7．トルコ国人口家族計画基礎調査

昭和63年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書

一生きがいのある老後を目指して－（ロ本譜版）

一ネパール国一

AginginJapan-ChallengesandPmspecls-

ReportonlheSurveyofRuralPDpulaliorlandAgriculturaI

（英語版）

Devclopmen1inAsianCounIrieS

辺人高齢化社会的日本正面１１鋤織一追求具生命意又

-NePal-（英語版）

的老年生涯一（中国語版）
TantanganMasyarakatLanjutusiaJepang
（インドネシア語版）

9８

（本作品は、1990年伽日本視聴覚教育協会主催優秀映
４．日本の地域開発と人、-1990年代の展望一

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

RegionalDevelopmenlandPopulalioninJapan

-TrmdsandProspectsinthel990s-（英語版）

6．アジア諸国の農業開発－５力鬮の比較一
ｓ(､tegicMeasuresIbrlheAgricuIlu烟lDevelopment

５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

-ComparativeStrudiesonFiveAsianCouJmies-(英語
版）

ReginalDevelopmemtandPopulalioninJapan（英語版）
日本的区域升友和人ロ（中圏語版）
PermbangunanDaerahdanPopulasidiJepang
（インドネシア版）

平成２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
一フィリピン国一

６．アジアの労働力移動

LaborMigrationmAsia（英語版）

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調査報告審

ReportonlheSurveyofRurajPopulalionandAgricultumI

Development-PhiIippines-（英語版）
2．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一バングラデシュ国一

ReporlonlheBasicSurvevofPopulalionandDevelopmenl

一マレーシア国一

iIlSouIheaslAsianCountnes

ReportontheSurveyofRuralPopulatioIlandAgricuItural

-Ballgladesh-（英語版）

DevelopmenI-Malaysia-（英語版）
３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査報告響

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告響

一インドネシア国一

一ベトナム国一

Reporton1heBa$icSurveyofPopulalionandDevelopmenl

4．ロ本の人口・開発・環境一アジアの経験一

inSoutheastAsianCouJl1riGＲ

Population,DevelopmentandEnvironmenlinJapan

－ＶｉｅｌＮａｍ－（英語版）

-AsiallExperience-（英語版）

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
一スリランカ国一

５．スライド

日本の環境・人ロ・開発（日本語版）

EnvironmenLPopulationandDevelopmenlinJapan（英
４．アジアの産業転換と人口

語版）

IndusmalTransiIionandPopulaUonｉｎＡｓｉａ

日本的坏境・人口・升友（中国語版）

（英語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangunanJepang（イン
ドネシア語版）

５．スライド・ビデオ
明日に生きる－日本の産業膳換と人口一(日本語版）

（本作品は、1991年卿Ⅱ本毫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｡）

LivinglOrTomorrow－IndustrialTransitionandPopula-

tioninJapan-（英語版）
生活在明天一日本的杵lUL耗換写人口一（中国語版）

６．アジアの人口都市化一統iil･集一

ProspectsofUrbanizationinAsia（英語版〉

HidupUntukHariEsok-PelalihanS1rukturlndustli

DanPopulasiDiJepang-（インドネシア語版）

平成５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
一ベトナム国一

平成３年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一スリランカ国一

躍portomheSurvevRu[alPopulanonandAgriculluml

Development-SriLanka-（英語版）

ReportontheSurveyofRuralPopuIationandAgricuI1uml

DeveIopmenｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告響
一フィリピン国一

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDevelopment

一スリランカ－

inSoutheastAsianCounlries

ReponontheBasicSurveyofPopulationandmvelopment

-Philippirles-（英語版）

inSollIh径nstARi3TlCounlrie思

一SriLanka-（英語版）

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
一中準人民共和国一

9９

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
報告書一フィリピン国一

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
報告識一インド国一

`1．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChnllengeandStrategyofAsianNations
4．アジアにおける女性のエンパワーメン卜

-P〔)pukltionandSustainabIeDevelopmenl-

ElnpowemlentofWomeninAsia（英語版）
５．スライド・ビデオ

（英語版）
５．スライド・ビデオ

アジアを拓け－女性たち－（日本語版）

女たちの挑戦一女性の地位向上とロ本の人ロー

ABrightofGenderEquality-EmpowenｎｅｎｌｏｆＷｏｍｅＩ１

（Ⅲ本譜版）

ｉｎＡｓｉａ－（英語版）

WOmcnandIheirChalIenges-1mpmvemenlsiI11he

通性目掻之路一今日Ⅲ洲女性一（中国語版）

SIatusofWOmenthePopulationofJapan-

llarpanCerahbagiPersamaan-KaumWanilaAsian

（英語版）

MerambahJalan-（インドネシア語版）

女性的挑故一女性地位的提高与日本的人口－

平成８年度

TamanganKaumWanita-EmansipasiWanitadan

（｢１１|剰語版）

POpulasiJepang-（インドネシア語版）

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

平成６年度

RepononlheBasicSurvevonAgriculturalandRuralDe‐

veIopmenIhyPmgr“sSIageillAsianCoumries

1．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告

-LaoPeopleisDemocraticRepubIic-（英語版）

響一インド国一

Report(〕nIhoBasicSuweyonAgriculturalalldRuralDe‐
ワ

凸已日

アジア諸国の都市化とＭ１１発調査報告書

velopmembyProgressStageinAsianCountries

一フィリピン国一

-lndia-（英語版）

Report(ｍｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＵｒ胸nizalioI1andDevelopmenlin

AsianCount[ies-Philippines-（英語版）

2．アジア諸国の都市化と開発iiM査報告諜一タイ国一
ReporlontheSurveVofUrbanizalionandDeveloPmentin

３．アジア諸阿の人間資源開発と労働力に関する調査研究

AsianCounIries-ThaiIand-（英語版）

報告番一ラオス画一

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
４．２１世舵の人口・食紐戦略一アジアと世界一

報告懇一ベトナム国一

PopulaIionaI1dFOodStrategyft)r21stcGnturv
-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

WomenosLaborParticipalionandEconomicDevdopmentin

2025年への決断一アジアの人口増加と食料一

Asia-StmtegyI0ward21CellIury-（英語版）

ChalIengeandDeCisionforIheYear2025

-Populationlnc鱒aseandFoodinAsia-（英語版）

５．スライド・ピデオ

向着2025年的夫断－１F洲的人ｎ増｣之和綴食一

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

（中国語版）

NewHorizonsfbrtheWomanofAsia（英語版）

TekadUntukTaI】un2025-PerlambahimP〔〕pulaHidan

並洲kl女的新厨程（中IH語版）

PangaHdiAsia-（インドネシア語版）

WanilaAsiaKilli……（インドネシア語版）

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

l・アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告

書一ラオス人民民主共和|副一

薪一パキスタン国一

ReporlontheBasicSurveyonAgTicultuTalandRuml

ReporlontheBasicSurveyollAgriculIuralandRuralDe-

DeveIopmenlbyProgTessStageinAsianCoumries

veIopmentbyPmgressSIageinAsianCounlries

-LaoPeople1sDelnocraticRepublic-

-PakislaIl-（英語版）

ロ

SociaIDevelopmentandHumanDevelopmenIinAgSia

ワ】

２．アジアの社会開発と人lH11;}1発

アジア諸国の都市化と1期発基礎調査搬告書
一ネパール同一

Repol-tonlheSu｢vevofUrbanizationalldDeveIopmenｌｉｎ

100

３．アジア諸国の職業安定制度と騰月政策に関する調査研
究報告譜一バングラデシュ人民共和国一

平成12年度
1．アジア灘匡lの発展段階別農業・磯村開発基礎調査報告
啓一ミャンマー連邦一

3．アジア諸刷の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書マレーシア同一
4．水をめぐる２１世紀の危機

一アジア人口を焦点として－
WaterCrisisintheTWmvFirslCentury
■j

-Prospeci(〕fAsianPopulationandDevelopmenl－

RepCrt(〕IltheBasicSurvey(mAgriculluraIandRulalDevelopmentbyPmgressSIageinAsianCoul1Iries
-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-PDpuIationaJ1dWaterResou比ｅｓ－

２．アジア諸国の商齢化と保健の実態調査報（!f苔

（英語版）

一タイﾛ一

水是有生命的人口｣j水演源（中国語版）

ReportｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｌＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａｌｌｈｉｌ】Asian

AirituHidup-PendukdanSumderAir－（インドネ

CouIIIries-Thailand-

シア語版）

３．アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に閥する調査研

究報告醤－カンボジア国一

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

平成13年度
1．人口問題を基礎とした農業・農村開発調査報告醤
一カザフスタンlFl-

書一カンボジア画一

ReporIontheBa瓢cSuweyonAgriculturalandRuralDe‐
velopmeI1IbyProgressStagemAsianCounIries
Cambodia

Repon〔)nSurveyolAgriculluralandRuralDevelopment
based()、Ｐ〔)pulalionissues
-TheRepublicoIKazakhstan

２．アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告響
一大韓民侭一

ＲｅｐｏｒｌｏｌｌｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅallhillAsiar】
２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書

Coumries-TheRepublicoIKorea-

一マレーシア国一

ReportontI1eSurvey〔)IUrbanizatiollamdDeveIopmentin
AsianCoumITies-Malaysia３．アジア緒厘の職業安定ili1度と雁川政策に関する調森研
究報告弾一インド国一

平成14年度
Ｌ人口問題を基礎とした農業,農村開発調査報告諜
一ウズベキスタン国

３．アジア諸国の職業安定ilill度と雇用政策に関する調査研
究報告書イラン国

４．発展の制約一中国・インドを中心に

CoIlstraillsonDevelopmenl-FocusonChinaaIldlndia５．スライド・ビデオ

地球からの警告一アジア．水と食料の未来一
ＡＷａｍｉ１ｌｇｈｒｏｍｔｈｅＥａｒｔｂ－ＴｈｅＦｕｔｕreofAsia,Water
andFood-（萸語版）

Rel〕orlonSurveyofAgriculluraIandRuralI)evelopmeM

来日地球的警告一亜洲、水和鵜食的未来一（[１１(Ⅲ｜

ba＆edol1Populali〔》IlIssues．－TIleRepublicofUzbekis‐

語版）

ｌａｎ－（英語版）

PeringalaI1dariBLImi-MasaDepaxlAsia-AirdanPall-

gan-（インドネシア語版）
2．アジア諸睡lの職業安定制座と服用政黄に関する調査研

究報告稗一ベトナム国（Ⅱ本諾版）

平成15年度
1．人口刊題を蕪礎とした農業・農村開発調査報告盤

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1割一中央県､セレンゲ県を中心として－

Ｒ〔)port（)I1tbeBasicSurvcvonAgIiculturalandRuraI

一パキスタン厩ｌ－

DevelopmelmbyPmgreｓｓＳｌａｇｅｉ【IAsiaI1Counlries

Ｒｅｌ〕ＯｒＩｏｌｌＳｕｒｖｅｙＣｆＡ図dcultumlalldRuralDwelupllle【II

-Mongolia-FocusonTovandSelenge-AiInaI〕９

basedonPopulalioI11ssues-Pakislall-（英i濡版）
２．アジア譜同の高齢化と保健の実態調査報告ｆ１ｆ

２．アジア諾国の雁用政策とＩＴＩ畷的な労働力移i[iljに関する
調査研究雑告香一ミャンマー連邦一（ｎ本詔版）

ＴＩ]国上海を中心に

ＲｅｐＤｒＩｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｌＡｇｉｎｇａｎｄHeallhinAsian
CouI11ries-China－Ｆ(〕cusonSlJalBghai-

1０１

会議に対する各llil政府代表を'１町心とする国会議貝が参
川]した｡）

９．ＦＡＯ/UNFPAおよびポートン・ズアユグエン・テイ・

1．『国連人口開発会議における注釈のついた概要』､Inter‐

タン箸、『リソース・シリーズ３食料安全保障と人口：

IwltionaICol1fel･ellceol1IjI〕I〕ulalio1Mll1〔lDevel〔》pmeI11An-

資料』1997年（和文）

I1olaIedoutlineI〕fthelinaldocume111ofIhec(〕､IC1℃､Ce､NCI‐

（内容：世界食料サミットへの準臓として国連食料農

edbvlheSecreIalvGeneralの和文轡ＩＲＩ際人口Ｉｊｉ発会雛行

業機関(FAO)が|ｴ1連人｢1蕊金との尖|両1研究された、「人

動計画の作成過程で、その醗終瀧備会縦１１M催にlihlけて

「】墹加とＩ:壌劣化」に|鷺Iする論文の１１本諾版および．

１１１意された行動iiI画業である。この『概要』に基づき、

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで'111かれ

伺際人1二]'1M鶏会議行､l計画が形成された。行動計画採

た，人口と食料安全保障に関するAFPPI）（人口と開発

択以前に箙蹴されたこの和訳は行勤iil画採択に畷しⅡ

に側するアジア議員フォーラム）特M1j運職委員会で．

本からの働きかけを行う上で大きく寿biした。

ベトナム凶会社会蝋委員会委員長グエン・デイ・タン離
農とマグサイサイ賞受賞者である蒋名な農業学荷ボー
トン・ズアン博1ｺの共著論文の|]本i濡版の帝水．’１t界
食料サミットに向けた資料として作成された｡）

10．『国際食料安全保障・人ロ・開発議員会麟(IMPFSPD）
議事録』1997年（和文）

２．『国際人ロ開発会議行動計画要旨』1995年（和文）

（内容：199`1年カイロの国磯人|｣開発会議（ICPD）の
rrIil服|『lJiの嘆胃｡同文蝶関連のu｣版物としては本邦初」

３．『国際人ロ開発議員会識qCPPD）議事録』1995年（和
文）

（内存：食料農業機lｌＭ（FAO）生催の１１t界食料サミッ

（内秤：1994年カイＰで国|擦人'二IIlll苑会議（ICPD）に

ト（WFS）にあわせ、1996年1111にスイス・ジュネー

先駆けて|)Ⅲ催さｵLた国会議員会議であるl却際人ｎｌ)i１発

ブで醐催さｵLた「国際食料安全保障・人口・鵬発i瀧口

雛貝会議の讃4F録。｜司会誌にItll7力[K'約300名の国会

会雛」の哉斗「録.｜両]会雛の成果は、１１{:liiL食料サミソ１，

雛口が参加した魍会識高言文はlCPD総会でも発表され

で公式に配布され､またＷＴＯルジェーロ｜繋務局長にも

た㈱また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地

桜井新・会雛鍍長から手渡された．）

1hＷ)|玉Ｉ会箙且フォーラムが準備された｡）

11・国連人口基金『未来のための食料』1997年（和文）
（内容：凶述人口蕪金出版物FoodlOrIheFulu｢eの川角
語版上人'二Ijib加の仰ilillと食料確果を行うために、女性

の参加が不可欠であることをさまき室な具体例から解

４．国連人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一』1995年（和文）

（|ﾉﾘ窓：現{l{の人、分野に対1-る援助の現状と、衝金
の流れを分析“我がｌｕの人口分野への貢献も01戦｡）

きほぐしている」

５．『国際人ロ・社会開発職員会議(|MPPSD>議事録』1996
12.国連食綱農業機構(FAO）『リソース・シリーズ４世

年（和文）

界食料サミット1996年世界食料安全保障のためのロー

（内存：世界社会１１１１発サミット(WSSD)にあわせ､1995

マ宣言および世界食料サミット行動計画』1997年（和

年３月にデンマーク・コヘンハーゲンでnM催され】i上人

文）

「】と社会ｌｌＩ１獲にl制する唾l会議輿会議議珊録｡）

（内容：111苫界食料サミットのローマ立言と行動計画の
本邦初の翻iUlであり，多分野から同文響の旧本翻択の
決定版として商い評価を受けた.）

６．黒田俊夫箸『リソース・シリーズ１国運人口会議２０
年の軌跡一ブカレストからカイロヘー』1996年(和文）
（内容：国述控怖の館一個人[1会議であるブカレスト

13.Fリソース・シリーズ５FiveYearsfromlCPPD-国際

会議からl99l年力／ロのl更|際人ｎｌ)'１発会議まですべて

人ロ開発識員会議から５年一人ロと開発に関する国会

D)lTillklﾐ催ﾘ)人1-1会i髄に参ｊｊＩＩし，人、分野における世

議員会議宣言文』1998年（和・英）

界的人家である韓脅が､その推移を概観し､分析した｡）

（内秤：カイロの国際人口１刑発会議から５年脹を迎え．

リソース・シリーズとして銘打った記念すべき第１路。

この機会に人L1と|}Ⅲ韮に剛十る国際織只会議地域磯
貝会続の汽冑文を躯成。今後の更なる発展のたy)の資
料とした」

７．ToshioKurodaResourceSeries2“FromBucha幅st

toCairo-20YearsofUnitedNationsPopulationConferences-毎，1996年（英文）

14．『リソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsia』
1998年（英文）

（|ﾉﾘ行：好評をもって迎えられた「リソース，シリー
ズｌ」の英文版｡）

（１）1容：当財団が主ｉｉｉ:する「人1-1とlMl舵に閲するアジ
ア庇l会銃風会i鵜」で呼びかけをおこない、各''1(ﾉﾋ)人｢１
政策を各１副政府責任ﾋﾞｻﾞもしくは秤l:I]家が記述した工外
ｌＴ１の政策にlIiI[を持つ匹I会鍍瓜が側与しているﾉ1Aで、
類例を兄ない趣）

８．『国際女性・人ロ・開発議員会議（lMPGPD）議事録』
1996年（和文）

（内容：鋪４Ell世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ､１９９５

年911に]＃〔京で|)H雌された国際女性・人口・ｌｌｉｌ発議貝
会溌(IMPGPD)のi雛1F録二|同I会雛には筋４句世界女性

102

場でも発表された。

19．『リソース・シリーズ９第21回国連特別総会特別委員
会報告番「付録」－国連人ロ開発会議行動計画のさら
なる実施に向けた主な行動一』1999年
l999fF6)l30Ii～７)１２日にかけて、ニューヨークゾ）

国連本邦で|Ⅲ催された「|国際人｢11111発会縦から５年を
経過したその評{lliiのたbbの国連人｢I特１il総会報告１１$」
’1本諦版。同会雛では、｜副際人'11111発会髄（ICPD）か
ら５年を経て．その進捗を1妨げる|蹴鞠､AII〕Ｓなどo')下

態以1tの趣延など，時代の変化をとり入れ、行助苛l1111i
を夷施する上で必要となる擶標や雌窯を洲『jするため

の具体的行動などを[１４迦川1W11劃が'１１連総会の堀で協議
し確認した、

15．『リソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂
かれる水資源一』（和文）

（内容：ワールド・ウォッチi){先Ｅｌｉから1:Ｉ行されたHaIldra
PosIel務Worl〔lwatcI]l>aperl32｣)ividiI1gllleWaI(〕１５:PC(》(Ｉ

Ｓｅ〔PurilIy、EcosyslCInHCalll〕,ａｎｄｌｈｃＮ(JM〉PnlilicgofS(･ar‐
cilvc')邦調,今後人Ｗｉｌｌ会に大きなiljl1約を与えるのが、

淡水溢源の~ｲ<足である`；剛え統ける人１１を支えるため

の鵬菜生産《,また淡水斑掘り)延迫によって大きくilill約
を．受けると湾えらｵしている“地謙は水の惑鰹といわれ
るが欲lIi:}や出業!Ⅱに変だして使月できる水の総'1tは地
ＬｌﾐIzの水の0.0()0008Ｗこ過ぎない』この水の総壯は、
イ｢史以来変わっておらず、人｢1が増加１－る分だi十．－．
人１１ｉたり性１１１できる水の11土はどんどん減少しているの
が現実だが，二のことが｜分に認識されていなし､。人

「1j甘加を支えている地球の限牒が１斗のIiijに迫っている

20．『人ロと開発に関するアジア議員フォーラム第６回大会
議事録』2000年

’11界岐初ｙ)人口と開発に川寸-る議員フォーラムである
「人｢Iと洲発に１k卜１－る磯貝フォーラム（Al『PPD)」か３

ことに瀞iLrを発してb､ろ」（１１ｲﾐ譜版版樅取↑!}）
16．国運人ロ基金『人類のための琿境』1998年（和文）
（１）1が：Ｉ型|連人｢1基金出版物IB11viro11IneI1IIo｢PC(〕I)le(ﾉ）

年に一度'1N催す-る大会の鱗１１ｌ:嫌１

｜川杼li111R『人l-11i1l題、繋境問題、Ｉ胤発l制題を効鋸｢１勺か

ＡFPP[〕はl981fFに戎jlKさｵしてから|I:界の指導｢Iりな人1-1

つ喪'[T｢l(｣に隈決寸るた釣にｉｔ､その3つのijn域のlnlに架

と|刑薙にl制する地域議貝活動として，アジアのみなら

け儒を架け、ＩⅡＩＨＩ側係をIirtiAすることが必嬰であると

ず、世界レベルで(〕人｢;と'''１発に|靴ける|Iil会,溌貝派1肋

の視/;Kに)ﾅ:って、二{ﾐに環境と人｢1のｌｌｌｊに横たわる様々

”垢導的な役割をｌｕっている．その捉１V三HHIであlり、iil」
役肴の佐藤隆・ノ亡農水大腿と，鍵)|:灘・現溌兵の111身

なiMI題をl11に、ｉ祁決のために必愛怠iL1l点，方法、下段
を探っている）

地である新潟ﾘiLでＩ)Ⅱ催されたAFPPI）大会ｳﾞ)報(Lfl1ﾄﾞ(Ⅱ

本iillf版)｡'戸l大会ではI()00年1I1jit後の大会として、２０(】ｏ

17．『リソース・シリーズ８“Ｐａ｢Iiamentarians'ActMties

隼期に向けたアジア・太1z祥地域，〕人｢１．?}};戯}11趣に

onPopulationandDevelopment-HistoryofParliamentarians'ActivitiesandltFsFindings-'.』1999年．

｜聴けるljil会瀧口のiiWIiljﾉｱi;|を齢ｊｉ篭し、そcDljl(釦Lは「新
縄宣言」に哀とめられた二

（英文、－部スペイン語）
１９【)9ｲ1二２)ｌハーグU)国際フォーラムに合ｵ)せてllil樅さ

21．『リプロダクテイブ・ライツ・チャート2000』2000年

れたＩ１Ｉｚｌ際人１１開捲会雛評IHi(/()たJ>の国会雛、フォー

ＩＰＩｊＦ(1副|礫家族iii１回進1M）がil;成した“ⅡｊＰＦ／iw（Ir(Iwo

ラム（IFP)＿のた約にjIl;(IiIiさオしたi1i臓物である“二のⅡ１

Icpro(Iucliverigb1s2000,ウオールチヤーＷ)1」ｲ諦版

版物の'１１には1994ｲ|;のi'：I際人LIllIl発会i維以降の人[1と

世界各国のリプロダクテ／ブ・ヘルスヤライツに|副jlf

ＩＩＩｌ花に'１１吋ろアジアi瀧貝フォーラムいFIDPD）をijEし

する政策の現状や進捗状況を－値にしたもゾ)である”

めとし,アメリカ｣也城人｢１．１M1発国会雛且グループ(１Ｍ】〔i)、

英語版ではアルファベッ!､jrlに取ってｖ､たく>(、を地域

アフリカ・アラブ111減人１１淵ｲｾﾞﾋ瀧口フォーラム(1$AAIj‐

制・あいうえおjlll1に編災を力||え、続行の[1Kを亜Ｉってい

Ｐ､)．ヨー１ｺシバ地jljliﾘ)'1（Ｉ会綴11活11ﾘjの成染であるifi:↑す

る。また、各国のllil名表記は外務権の犬弛に；１１:l処した

文と．各議辿り)活llilj史をまとN)たもり)である地域(、

止規名勝を用いている：

枠を超えて人'１と'111寵に|坐１－１－るlT1会議‘iiilF皿｣リル比果が

一Iijhにまとめもｵした｣':はかってなく、伺会i総[&活１１t１１幻
22．国運人ロ基金『女性のエンバワーメントに向けて』2000

地球規枇でのⅨがI)を１６象徴している‘

年

ＵＮＦＰＡのWorkinlgI(〕EIllp()ｗｅｒＷ(〕meILUNFIjA1sl2xl〕【l-

riexIceinlmplcnBe111inH1llelBeijillgljl（11,)rII1(jmcIiI)、U)１１

1ａ『国際人ロ開発会議評価のための国会議員フォーラム(IFP）
報告書』1999年

ノトミi滞版．“女性”エンバワーメン卜"は111際人１１|)H発会

1999年２)ｌハーグ(ﾉﾃ)I1Fl際フォーラムに合わせて１１１１Mkざ

縦（ICPD）行Ji1jiillllIiにおいて人｢11H1題(/)j聯決を果たす

Ｉした．lK1際人'１１#|発会識i;iﾄﾞIiiliのた釣の同会議貝フォー

Ｉｚでの１K典なカギとなる概念として位iili付けられた．

ラム（IFP)」０)鍛笘,I;で【ある」ril会識には！()3力ｌＨか'＞

また、’|〕国北〕i(で'1M催さｵした糠’'百ⅡlLyiL女ｌｊｌｉ会i雛で}よ

およそ21()fi(/)'pSl会縦呉が参」｣l1した=IiT1会議では１１:1際ﾉ、

「'１心的漆概念となった、第`Illlllll界女性会綻から５i'三

１１１)幾１発会議から５年llilのllli捗状粉Lとその進鵬を|j;|・むIjlit

を踏まえ､人｢１，女．611ﾐllFI辺に災皿する女性”ヱンバワー

宵につし､て熱心なI託識が↑-1W>』し、人｢'と紳統可能な'１Ｍ

メン卜を'１]心に､[cI〕I〕行1li1j汁iII1i鞍らびに女,:４１１会雛のけ

発を・はした礼,と）I.(で扱う」):をiji<求愛)た「｢ixll康人｢111Ｈ

戯綱能実施と間迎-ｹろUNFPAの活liljを具体'1ﾘに紺介し

雄:会継BWllliのためｿﾞ)lLI会撲[iフォーラム・ハーグ寅tニヤ」

‐ロハる〆

が採択されにこび)|Ｊ１瀞は会離IIr務総長を蒜y)た桜井
粉AFIjPI〕・溌｣との二Fによって､ハーグ0叩５１際フォーラム

23．リソース・シリーズ１F国連人口会議20年の軌跡一ブ

１０３

ならびに３１１１こニーューヨークで|)l1iM:さｵした樅('iIi会縦の

括的に扱ったものである.

カレストからカイロヘー』（復刻）

好評のため絶版となったリソース・シリーズ１を復刻
した。

24．リソース・シリーズ７『欠乏の時代の政治学一引き裂
かれる水資源一』（復刻）

好評のため絶版となったリソース・シリーズ７を復刻
した。

25．国運人ロ基金『人ロ問題ブリーフイングキツト2000年
度版』2001年

ＵWPA,!'PopLIlati()nlssuesBriefHngKit2000U'の翻訳｡人
口問題は"数"の問題ではなく，生活をしている“人々”

の問題であるという視点から、現在の人口分野におけ

る様々な課題とその問題への取り組みを概観したもの
で、カイロの行ililj計画実施の意味を説明している。

26．国運人ロ基金『人ロ問題ブリーフイングキツト2001年
度版』2002年

UNFPA,''PopulationlssuesBriefingKil2001Ⅱの翻訳｡2000
年に国連本部で開催された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履付け､
新たなUNFPAの人口問題への取り組みを示し人口分
野における様々な隈題とその問題の現状と取り組みを
概観した。

27．『人ロ問題を考える一人類生存の条件と人類社会の未来一』
ＡPDA創立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Ｉｊｌｌフォーラムでは、「1本が世界に誇
る各分野の機戯者から、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'1W題を慨概
してもらい，なぜ人口問題が人類の将来にとって決定

的にjifi婆なのかを論じた。私達が生きるこの世界にお
ける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。
２８．，iPopulaticnlssues-TheConditionsofHumanSurviv-

alandfutureofourSociety1

リソースNoL27T人にI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。

２９．０DAQuarterly2003onPopulationandDevelopment
（英語版）

2003年度に４半期ごとに]:ﾘ行されたＯＤＡクオータリー

の創刊号から４号までを英訳したもの｡ＯＤＡクオータ
リーは全国会議貝に対して人口と棚発問題に対するロ
本国からの拠出の重要性を訴えかけるために作成され

たもので、財団法人家族計画国際協力財団（JOICFP）
とUNFPA東京嚇務所との協力で発行されている。
30．『地球の人ロと水』

UKFPAの刊行物であるGlobalPopulalionandWaterの
日本語版・同莎は2003年３月に京都ロ大阪・滋賀で開
催された第３図世界水フォーラムにおIﾅる雛論に資す
るために作成されたもので．食料生産、安全な水供給．
公衆衛生などの側面から水と人口INI題とかかわりを包

1０４
チグ

７

９５
日日

７月ｕ日

声１口刑（５，脚

１月

７月咀日

木村亮子ＡＰＤＡプログラムオフィサーを派遣。カザ

タン国に楠本修ＡＰＤＡ事務局長補佐・主任研究員、

ＡＰＤＡ会議準備のためカザフスタン国、ウズベキス

桜井新ＪＰＦＰ副会長を表敬。

グーＰＰＦ事務局長らは、谷津義男ＪＰＦＰ幹事長、

みプログラムオフイサーが同席。その後、シンディン

務打ち合わせ。竹本将規研究員、木村亮子、恒川ひと

ン国タシケント市を訪問。アルマティ市でＵＮＦＰＡ

フスタン国アルマティ巾、アスタナ市、ウズベキスタ

レリー・ディリィリポ同資金調達・渉外・広報部長、

日日

スティーブン・シンディング・ＩＰＰＦ事務局長、ヴァ

トゥトゥクシェフ上院議員（カザフスタン国会家族委

中村百合・同資金調達・日本信託基金オフィサーが、

７月刑日

員会委員長・ＡＦＰＰＤ副議長）上院事務局と打ち合

福田康夫議員（衆・自民）と小宮山洋子（衆・民主）

２３１９

現地事務所と打ち合わせ。アスタナ市でベクスルタン・

わせ。タシヶント市ではナシム・ツムカヤＵＫＦＰＡ

７

７月躯日

珠・同大学教授、南雲智映・嘉悦女子大非常勤講師、

員、降矢憲一評議員、梅澤隆・国士舘大学教授、許海

ＰＤＡで開催。黒田俊夫ＡＰＤＡ理事、岡崎陽一評議

業と労働力需給に関する調査研究」第一回研究会をＡ

開発機構）委託調査「情報サービス業における国際分

厚生労働省、労働政策研究・研修機構（旧雇用・能力

務局長、楠本修補佐、竹本将規研究員が出席。

省国際部国際協力課、上野豊・同職員、尾崎美千生事

教授、大野昭彦・青山学院大学教授、新見友啓・農水

川野重任・東大名誉教授、福井清一・神戸大学大学院

村調査ｌインド国」第一回研究会をＡＰＤＡで開催。

農林水産省委託調査「人口問題を基礎とした農業・農

千生事務局長、楠本修補佐を派遣。

ルならびにＡＦＰＰＤ運営委員会参加のため、尾崎美

ＩＰＰＦ東・東南アジア・太平洋地域ラウンドテーブ

を表敬。尾崎美千生事務局長が同席。
１月

７月沁日

カザフスタン・ウズベキスタン・キルギスタン・タジ

キスタン・トルクメニスタン駐在代表と打ち合わせを
行った。

「世界人口デー特別シンポジウムカイロ会議から加年
に尾崎美千生・ＡＰＤＡ常務理事・事務局長と恒川ひ

人口問題とＯＤＡを考える」、「加藤シズエ賞授賞式」
とみＡＰＤＡプログラムオフィサーが出席。

スティーブン・シンディング・ＩＰＰＦ事務局長、ヴァ
レリー・ディリィリポーＰＰＦ資金調達・渉外・広報
フィサーが中山太郎・ＪＰＦＰ会長を表敬。尾崎美千

部長、中村百合・ＩＰＰＦ資金調達・旧本信託基金オ
生事務局長が同席。

スティーブン・シンディング・ＩＰＰＦ事務局長、ヴァ
レリー・ディリィリポ同資金調達・渉外・広報部長、

中村百合・同資金調達・日本信託基金オフィサーがＡ
ＰＤＡに来所。尾崎美千生事務局長、楠本修補佐と業

105

11月）

(７月

I■■

曰誌
ﾛ■■

ＡＰＤＡ

１１Ⅱ

吉田慎・厚生労働省外国人雇用対策謀係長、尾崎美千

木村亮子プログラムオフィサーが参加。

清子ＵＮＦＰＡ東京事務所長、尾崎美千生事務局長、

る国際分業と労働力需給に関する調査研究」のため、

雇用・能力開発機構委託調査一情報サービス業におけ

で、中山理事長がガラディナーで挨拶を行った。

美千生事務局長を派遣。谷津ＡＦＰＰＤ議長が開会式

長・ＡＰＤＡ理事長、谷津義男ＡＦＰＰＤ議長、尾崎

ブルに中山太郎・元外相・国際人口問題議員懇談会会

ＩＰＰＦ（国際家族計画連關）グローバルラウンドテー

連企業・団体を訪問し、聞き取り調査を行う。

ウェアパーク、北京市ソフトウェア企業など、ＩＴ関

団員叩楠本修補佐、竹本将規研究員。大連市のソフト

調査団を中国へ派遣。団長》梅澤隆国士舘大学教授、

一
９月３日

８月妬日

生事務局長、楠本修補佐、竹本将規研究員が出席。

農林水産省委託調査「人口問題を基礎とした農業・農

て打ち合わせを行う。

美千生事務局長、楠本修補佐他とＡＰＤＡ事業につい

清子ＵＮＦＰＡ東京事務所長がＡＰＤＡに来所。尾崎

７月泌日スルタン・アジズＵＮＦＰＡアジア太平洋局長．池上

１４２
日日

１６６

村調査ｌインド国一のため、調査団をインド国に派遣。
団長》福井清一・神戸大学大学院教授、団員卵大野昭

彦・青山学院大学教授、楠本修補佐、竹本将規研究員。
インド国ニューデリーの農業省・農業団体への聞き取

りや、パンジャブ州・ハリャナ州の農村地域で農家に
対する聞き取り調査を実施。

村亮子プログラムオフィサーをカメルーン、セネガル、
チュニジアに派遣。３カ国の人口、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、

リプロダクティブヘルス、安全な飲料水についてＵＮ
ＦＡやＪＩＣＡ等の施設を訪問、各国関連省庁大臣、
議員、日本大使、施設スタッフに現地事情を聞く。

館第３会議室で行う”桜井新（参・自民）ＡＰＤＡ理

Ｄの協力事業について打ち合わせを行う。

尾崎美千生事務局長、楠本修補佐、木村充子プログラ

理事、長浜博行（衆・民主）、武山百合子（・衆・民主）、

民）ＡＰＤＡ副理事長、桜井新（参・自民）ＡＰＤＡ

（通称ＡＰＤＡ会議）開催のため、清水嘉与子（参・自

第加回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議

楠本修補佐、竹本将規研究員が出席。

９月巧日農林水産省委託調査について農水省で業務打ち合わせ。

３２５
日Ⅱ

８
８

８月加日ＪＴＦ西・北部アフリカ視察の座談会を参議院議員会
事、能勢和子（衆・自民）、高橋千秋（参・無）、池上

１０９

民主）、高橋千秋（参・無）、尾崎美千生事務局長、木

ＪＴＦ西・北部アフリカ視察のため、桜井新（参・自

１］日

崎美千生事務局長、楠本修補佐他とＡＰＤＡＩＡＦＰＰ

2３１

９月旧日シフ・カレーＡＦＰＰＤ事務局長がＡＰＤＡ訪問。尾

９８

民）ＡＰＤＡ理事、能勢和子（衆・自民）、長浜博行（衆・

月一月

)］－月

１月

１月

１０６

1０９
10

日日

２１１７

日日

ムオフイサー、竹本将規研究員をカザフスタン国アル

マテイヘ派遣。会議には、アジア太平洋地域から四ヵ
国の代表者、皿の国際機関、総勢、人が参加。プライ
マリーヘルスケアの分野で重要な役割を果たしたアル
マアタ宣言の再検討とＩＣＰＤの実施状況について討
た。

議し、「人口と開発に関するアルマティ宣言」を採択し

ＡＰＤＡ会議に引き続き、カザフスタンで派遣事業を

実施のため、長浜博行（衆・民主）、武山百合子（衆・
民主）、木村亮子プログラムオフィサーを派遣。旧都ア
ルマティと首都アスタナを拠点にＩＰＰＦプロジェク
トサイト、農業省関連施設を訪問。農業省次官や現一地
スタッフにカザフスタン同の人口と農業・農村開発及

びリプロダクティブヘルス事情について悦察を行う。

ｎ月過日国際人口問題議員懇談会加周年記念事業の打ち合わせ
文・日本大学国際学部教授・前ＵＮＦＰＡ事務局次長、

と座談会を行う。近康男ＪＯＩＣＦＰ理事長、安藤博
尾崎美千生事務局長が参一加。恒川ひとみプログラムオ
フィサーが事務局を務めた。

フランス・ストラスブールの欧州評議会本会議場で開

めの国際議員会議（ＩＰＣＩ）」参加のため谷津義男Ａ

催された「第２回国際人口開発会議行動計画実施のた

朧

1０７

ＦＰＰＤ議長、尾崎美千生事務局長、楠本修補佐を派
遣。谷津ＡＦＰＰＤ議長が起草委員長を務め、ＡＰＤ
遣。谷津ＡＦＰＰＤ議長が起草委同
Ａが起草委員長の事務局を務めた。

篝薑臺

M一品
４
1月

スるてるかの問イム隠時た気陰ム｜ル、夜気っ血ｊ

帷》櫻需》》荘州智》》一弘》》》『》一一三》』》感

ＴＥＬ（03）3358-2211（大代表）

●印刷所

ＦＡＸ（03）3358-2233

文化印帰り株式会社

◇高度な科学文明を発展させた卯世紀を引き継いだｎ世紀は、東
西冷戦の終幕とともに「平和の世紀」「共生の世紀」となること
が期待された。しかし、世紀の幕開けとともに突発した同時多

束京都新宿区l－５－ｌ３Ｆ

発テロ事件９．ｕは、世界の空に暗雲を広げ、今年の夏にロシ

汕毎啼埠》州』》州『錦》辨》》》磨釧覗斫憐癖搾拙

財団法人アジア人口・開発協会

ア南部の小都市を襲ったテロリストによる学校襲撃事件は、数
百に及ぶ幼い命を無残にも吹き飛ばし、テレビに映し出された

中埣祁吠珈吐鴎渉、峰謎擁坤ね輝赫杠蝿華が年轆動ｗ
、いし力経沸で高国う、くの

〒1600022

母親や父親の働突は、改めて事件の残虐性をクローズアップさ

●編集発行人尾崎美千生

ｉｉ１１二……

●発行所

せた。

2004年12月１日発行く季刊〉

◇幕を開けたばかりのｎ世紀は、著名な米国の学者の不吉な予言
を裏付けるように民族、宗教間の果てしなき対決を描く「赤信

（丁

人ロと開発･秋季･冬季別号く通刊88号〉

号」で始まった如くである。

通信・運輸分野の革命は、市場経済のマーケットを地球規模に
拡大する一方で貧富の格差を拡大させ、アフリカやアラブの
世界を中心に「黄信号」のような貧困の原野を押し拡げている。
とりわけ女性や子ども、老人たち弱者にしわ寄せされ、健康や

命を蝕んでいる。

◇当然のことながら、宇宙の彼方から見る地球に「国境線」は見
えぬと言う。紺碧に彩られた「水球」、毬藻のような緑に包まれ
た「地球」が永久に続くことを願わない者はいないだろう。ど

のように宗教や肌の色が違い、使う言語が異なっても、「より健
康に、より豊かに、より平和に」生きることを望まない人はい

くは毎年７７００万人もの人が増え続けるという人類の未来を

ない。眼前に新宿御苑の盛んな緑を見つめながら、なおしばら
想う。

（Ｍ・Ｏ）

本誌は、地球の信号がいつも「緑」に留まることを祈って、各
界有識者によるリレー・エッセイ「地球シグナル」を今季号か
らスタートさせた。

表紙の写真説明
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M八 JＡグループ

みんな「農」でつ趣がっている｡

毎日何気なく食べているいつものごはん。普段あまり気にすることはないけれども、
その向こう側はみんな「震」１こつなかっています。

JＡグループは、いつも安全・安心な食料供給と

農業と社会のいい関係を目指してさまざまな取り組みを行っています。

｢農｣と｢共生｣の世紀づくり
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