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国際人 口 ･開発会議行動計画要 旨
は しが き
1週間にわたる熱心な議論の末､同会議 は

国際人口 ･開発会議 は､1
99
4年 9月 5日か
ら1
3日にかけてエジプ トのカイロで開催 され､

行動計画について全般的な合意 に到達 した｡

今後2
0年の人U ･開先に関する行動計画 を最

この合意が得 られた最後の 2回の本会議 では､

終的 に確定す る協議 を行 な うために1
7
9カ国

1
3カ国 (
アフガニスタン､ブルネイ ･ダルサ

か ら代表団が集 まって開催 された｡

ラーム､エルサルバ ドル､ホンデュラス､ ヨ
ルダン､クウェー ト､社会主義人民 リビア ･

9月1
3口に満場一致で採択 された1
1
5ペー

アラブ国､ニカラグア､パ ラグアイ､フィリ

ジにわたる本文書は､人口と開発の聞にある

ピン､シ リア ･アラブ共和国､アラブ首長国

数々の相関関係 を強調 し､人口学的な目標の

連邦､イェノン)が行動計画の中の特定の章､

達成 よりも女性や男性一八一人のニーズに応

節､語句について疑問や意見 を表明す る発言

えることに焦点を当てた新 しい概略 を支持 し

を行い､会議の最終報告書にそれ らを記録す

ている｡

るよう要請 を行 った(
A/CONF.1
71
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た､1
0カ国 (
アルゼ ンチン､ ジブチ､ ドミニ

この新 しいアプ ローチの鍵 となるのは､女

カ共和国､エクア ドル､エ ジプ ト､グアテマ

性のエ ンパ ワーメン トであ り､女 性に教育を

ラ､教皇庁､イラン､マルタ､ペルー)が報

受ける機会 を与え､健康サ‑ビスを利用で き

告書 に入れ る声明を文書で桂.
l
J
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るように し､技能の開発 と雇用の促進によっ
て女性の選択の幅 を広げることである｡ この

国際人口 ･開発会議 は国連会議 として､主

行動計画は､2
01
5
年 もしくはそれ以前に家族

に国連人口基金 (
UNFPA)と国連経済 ･
社会

計画が世界中の どこでで も利用で きるように

情報政策局の人 口部によって組織 された｡

なることを提唱 し､必要 となる国内資源 と国

国連経済社会理事会 (
ECOSOC)は､国際

際協力の水準 を見積 もり､ これ らの資源 を入

人口 ･開発会議の名称 を決めた1
991
年の時点

手で きるようにすることを各撰政府 に求めて

で人目と開発の関連 を明確 に した｡同年 ､1
99
2

いる｡

年の国連環境開発会議 (
UNCED)に向けた準
備の過程で､いかに して持続的な開発を実現

この行動計画には､教育 (
特 に女子のため

するかに焦点が しぼ られて くる中で､国際人

の教育)､そ して乳･
幼児､妊産婦死亡率の さ

口 ･開発会議第 1回準備合議 において人口､

らなる低下のための 目標が含 まれているほか､

経済成長の持続､そ して持続可能な開発 をカ

匡HJ
づお よび凶際的な人 口移動､HI
V/AI
DS

イロ会議の議題 とするいう決議がなされた｡

流行の予防 と管理､情報 と教育 とコミュニケ
国際人U ･開発会議の行動計画案は､1
97
4

ーシ ョン､そ してテクノロジー､研究開発 と
いった人口､環境､消費パ ターンに開通す る

年L
にブカレス トで開催 された世界人口会議 で

課題 に も取 り組んでいるo

採択 された世界人 口行動計画､そ して1
984年
1一

る際の事務局の指針 ともなった｡

にメキシコシティーで開催 された世界人 口合
議で承認 されたそのさらなる実行のための8
8

ニュー ヨークの国連本部で開催 された第 3

箇条の勧告を基に作成 された.

次準備合議 (
Pl
･
epCom I
I
I
)には1
70カ国か ら
の代表が参加 し､カイロで最終的に協議 ･決

また､それは国連環境 ･開発会議の成果で

1
や リオ宣言､ さらには1
9
90
あるアジェンダ2

定され る行動計画案について協議 を行 ったO

年子供サ ミッ トおよび1
99
3年世界人権合議で
得 られた合意 を基 に作成 された もので もある｡

国際人 口 ･開発会議 その ものには､政府､

人々のニーズを満た し､女性のエンパ ワーメ

政府間組織､国連計画 ･専門機関､非政府組

ン トを重視す るという国際人口 ･開発会議の

織(
NCO)
､マスコミなどか ら1
0,
75
7人の登録

強調 は､1
9
95年に行われ る社会開発サ ミッ ト､

参加者があ り､前代未聞の規模で報道が行わ

第 4回世界女性合議､国連5
0
周年祝典などの

れた｡国連人 口基金のナフイス ･サデ ィック

準備に影響 を与えている｡

事務局長が国際人口 ･開発会議の事務総長に
就任 した｡ また､エジプ トのモ‑メ ド･ホス

行動計画の形成において特 に重要な役割 を

二 ･ムバ ラク大紋額が会議議長に､エ ジプ ト

果た したのは､1
99
2年 と1
993年に開催 された

人口 ･家族福祉大臣であるマヘール ･マ‑ ラ

5つの地域人口会議 (
アジア と太平洋沿岸諸

ン氏が職権 による副議長に､ガーナのフレッ

国､アフ リカ､ ヨーロッパ と北アメ リカ､ ラ

ド･サイ氏が最終行動計画 について話 し合 う
本委員会の議長にそれぞれ就任 した｡

テンアメ リカ とカ リブ海諸国､アラブ諸国)
およびい くつ もの地域内準備会議､経済社会
理事会が最 も注 目を要するもの として提起 し

1週間におよぶ本会議 では､
2
4
9人が演説 を

た 6つの課題 に関する専門家合議､その他の

行い､その中にはブー トロス ･ブー トロス ･

重要な議題 を協議するために開催 された一連

ガ リ国連事務総長､パ キスタ ンのベナ ジー

の特別円卓会議 において決議 された軌告であ

ル ･プ ッ ト首相､ノルウェーのグロ ･ハー レ

った｡ さらに､第 2回準備会議 ､1
993
年の国

ム ･ブル ン トラン ト首相､エチオ ピアのタ ミ

連総会での議論､そ して1
4
0カ国以上で作成 さ

ラッ ト･レイン首相､ウガ ンダの ジョージ ･

れた各国別の人口報告書か らも重要な情報の

コスマス ･アデ イエポ首相､マダガスカルの

提供があった｡

フランシスク ･ラヴォニー首相､スワジラン
ド首相のムビリー二三
1
三
子､アメ リカの ゴア副

1
993年に開催 された第4
8回臥 皇総会 (
決議

大統領などが含 まれていた｡

48/1
86) は､準備委員会 を総会の補助機関 と
することを決定 し､国連環境 ･開発会議 にE
J
C
.

さらに､1
3
3カ国の1,
500を超 えるNG
Oか ら

敵する地位 を国際人H ･開発会議 に与えるこ

4,
2
00人以上の代表が この会議 と同時 に開催

とで準備委員会 を強 く支持 した｡総合で提案

されたNG
Oフォーラム'
9
4に参加 したO

された ｢
行動計画の注釈付 き概要｣について

それ以外に並行 して行われた活動 としては､

の総合第 2委員会での議論は､1
99
4年 4月に

青年 お よび青年 に関連のあ る 9つのNG
Oが

行われた第 3次準備合議

(
Pr
epCom HI
)に

8月31日か ら9月 4日にかけて組織 した匡I
際

おける話 し合いのための最終文書案を作成す

青年NGO会議 ､5つの国際的な国会議員組織
‑2‑

が 9月 3[
1と 4日に開催 した国際人 口 ･開発
議員会議 (
I
CPPD)､そ して列凶議会同盟が計
画 した1
9
9
4
年璃全議員の 日の会合などがあるO
また､人u部の入日情報 ネッ トワークが会
議場で電子通信 および資料セ ンターを開設 し
たほか､璃際人u ･開発会議のための 4種類
の独立系 暮
]刊紙がカイロで発行 され､会議で
配布 された｡ さらに 9月 3日と4日には国連
公報部 と国連人口基金が共同で国際人口 ･開
発会議の課題 に関するジャーナ リス トのため
の会合 を主催 したO

第 Ⅰ章

前

文

この前文では､国際人E
j･開発会議の行動

の中で勧告 された行動の実行は､人類の将来

計画に含 まれる主要な課題 に対する概観 を行

を決め る重要な挑戦であ り､かつ相互 に密接

うと同時に､人口と開発の分野における行動

な関係 を持 っている人 口と持続的な経済成長

の背景 を示 している｡ ここで強調 されている

を持続可能な開発の文脈の もとで達成す ると

ことは､国際人 口 ･開発会議 は孤立 した行事

いう課題 を同時に達成 し解決 に導 くことにな

ではな く､その行動計画は1
9
7
4
年 にブカ レス

る､ と指摘 している｡ これ らを実施するため

トで閃かれた世界人口会議や1
9
8
4
年 にメキシ

には､国家 レベルでの資源の充分な動員が必

コシティーで開かれた国際人口合議以降展開

要 となるほか､多国間､二国間そ して民間 も

されてきた多 くの国際的合意の上 に築 き上げ

含むあらゆる資金調達メカニズムか ら開発途

られた ものであるとい う点である｡

上国への新規および追加の資金提供 も必要 と
なる｡国際機関が､行動計画を実行す る能力

1
9
9
4
年の会議 では､人口､貧困､生産 と消

を強化するためにも資金が必要であるO

費のパ ター ン､そ して環境 は相互 に深 く関連
してお り､そのいずれ も一つだけg
)リ離 して

行動計画は､互 いに補完 し合い､ これ らの

考 えることはできないという認識の高 まりを

目的にとって非常に重大である質的および量

反映 し､これ までに開催 された人 口合議 より

的 目標 を含む重要な人 口と開発の一連の達成

もその甜議課題 は明 らかに広範 な もの となっ

目標 を国際社会 に勧告 しているo これ らの 目

た｡

的 と目標の中には､持続可能な開発 を背景 と
した持続的経済成長､ (
特 に女 子を対象 とし

前文では､国際人ロ ･開発会議 は､最近の

た)教育､ ジェンダー (
男女)間の平等 と公

他の重要な国際活動の一部 としてその活動 を

平､乳幼児 ･妊産婦死亡率の低下､そ して家

基 に築かれてお り､その勧告はこれ までの一

族計画やセクシャル ･‑ルス (
性行動 に関す

連の会議 において達 していた同意 を支持 し､

る健康)を含む リブ ログクテ イブ･
‑ルス (
坐

それ と一致 し､それを支持す るものであるこ

殖に関する健康)サービスをすべての人が受

とを指摘 している｡ また､従 って､会議の結

けられるようにするなどが含 まれている｡

果は社会開発サ ミッ ト､第 4回世界女性合議､
第 2回国連人間居住合議 (
Habi
t
atI
I
)､｢
開

行垂痛｢
画では､今後20年の間に国際人口 ･

発のアジェンダ (
手順)
｣の作成､国連5
0周年

開発会議 の 目的 と目標が､各国政府の努力だ

祝典 といった1
9
9
5
年か ら1
9
9
6
年にかけて開催

けで達成 され ものであるとは考えていない｡

され る他の大 きな会議 と密接 に関連 してお り､

社会のすべての人やグループには､ これ らの

それ らに も大 きく寄与するであろ う｡

目標の達成に向けて積極的な役割 を果たす権
利があ り､その責任 もあるのであるo

前文では､行動計画の 目標達成 と行動計画
‑
‑4
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原

則

この章に含 まれている5
0
の原則は､個人の

において行わなければならない ということを

人権 に対する認識 と､国家が開発を行 う権利

再確認 している｡その結果､開発の恩恵を受

との間に微妙なバ ランスを提供するものであ

ける権利は､現在および未来の世代の人口､

るOこれ ら､｢
原則｣で使われたほ とんどの用

開発､そ して環境ニーズに公平に応 えること

語法 は､開通す る国際的な宣言､国際協定､

がで きるような形で満たされなければならな

規約などで合意 された国際的な表現法 に依 っ

いO また､持続可能な開発 とすべての人の生

ている｡

活の質の向上 を達成するためには､国家が持
続可能でない生産および消費のパ ターンの減
少 と廃止に努め､入日関連の政策 を含む適切

本章の冒頭では､行動計画に含 まれ る勧i
｡
L
.
A

な政策 を推進 しなければならない｡

の実行は各国の主権のTで行われるものであ
り､各国の璃内法や閃孝
吉の優先順位 と一貫性

これ らの原則によれば､ ジェンダー間の平

をもって､その国民のさまざまな宗教的およ
び倫理的価値観や文化的背景 を十分 た尊重 し､

等 と公平および女性のエ ンパ ワーメン トの進

一般的に認識 されている国際的人権 に準拠 し

展､女性 に対す るあらゆる種類の暴 力の排除､

て行われるべ きであることがはっきりと認識

女性が自らの出生力を確実に管理で きるよう

されている｡すべての人々の生活の賀 を向上

にすることは人口と開発に関連するプ ログラ

させ るためには､国連憲章の瞭別に則 J
)､パ

ムの基礎であるo また､国家は､ ジェンダー

ー トナーシップの精神に基づいた国際協力 と

の平等に基づ き､家族計画やセクシャル ･ヘ

普遍的連帯が不可欠であると見なされている｡

ルスを含む リブ ログクテイブ ･ヘルスケアに
関連する事柄 といったヘルスケア ･サービス

これ らの原則 は､男女の (
ジェンダー間の)

を誰 もが受 けられるように しなければな らな

平等 と公平､女性のエンパ ワーメン ト､持続

い｡ これ らの原 則は､すべてのか リプルや個

可能な開発政策およびプ ログラムへの人 口の

人が､ 自分の子供の数や出産間隔 を自由に､

統合､貧困の撲滅 ､ リブ ログクテイブ ･ヘル

かつ責任 を持 って決め､それを行 うための情

スケアおよび家族計画へのアクセス､家族の

報､教育､手段が彼 らに与 えられるという基

役割､教育 を受 ける権利､子供たちの状況､

本的な権利 を再確認す るt
)
のであるO

移民および難民の権利､そ して先住民の人口
と開発ニーズといった入日と開発の分野にお

本章は､家族が社会の基本単位であ り､そ
の ような観点か ら家族を強化 していかなけれ

ける主賓課題 に触れている｡

ばな らない と強調 している｡ また､それは異
なる文化､政治､社会の制度にさまざまな家

これ らの原則 は､人間がいかなる国に とっ

族の形態があることも認識 している｡

てi
)
最i
)
重要で価値のある資源であるがゆえ
に､持続可能な開発を行 う上で､人間を中心
5‑
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人 口と持続的な経済成長 と持続可能 な開発の相互関係

A.人 口と開発戦略の統合

の達成､環境保護の改善､持続可能でない消

広汎に慢性化 した貧困の増大や深刻な社会

費および生産のパ ターンを減 らすための努力

的不平等およびジェンダーの不平等が､人 口

は､互 いにその効果 を高め合っている｡持続

増加､人口構造および分布 といった人 口学的

可能な開発の枠組みのなかで行なわれる持続

な要因に影響 を与え､同様 にこれ らの要素か

的な経済成長は､貧困を撲滅す るうえで欠か

らの影響 も受けているとい うことは広 く認め

すことがで きない｡貧困の撲滅は､人 口増加

られている｡ また､持続可能でない消費 と生

を遅 らせ､人口の早期安定化達成に寄与する｡

産のパ ターンが持続 可能でない形での天然資

女性 は一般的に最 も貧 しい状況に置かれてい

源の消耗 を招 き､環境悪化 を引 き起 こすこと

るが､開夕
芭過程 において重要な役割 も演 じて

も広 く認め られている｡セクションAでは､

いる｡それゆえに､女 性に対するあ らゆる形

人口問題 を､開発戦略および開発計画のあら

態の差別を撤廃す ることは､貧困を撲滅 し､

ゆるレベルにおけるすべての側面に完全に組

持続的経済成長 を促進 し､質の高い家族計画

み込むことを目指 している｡その結果生 まれ

とリブ ログクテイブ ･ヘルス ･サービスを確

る持続的な経済成長は､ニーズを充足 し､現

保 し､人口と入手可能な資源 との問のバ ラン

在および未来の世代の生活の質 を改善するこ

スを保つための必須条件である｡

とに寄与す るoそれはさらに社会i
E義を促進
し､貧困を撲滅す ることに も一役男 うであろ
う.
､

セクシ ョンBの 目的は､貧困を撲滅 し､持
続可能な聞手
芭の枠組みの中で経済成長を持続
させ､持続可能な消費 と生産のパターンを達

各国政僻は､ この ような統合への政治的な

成 し､人間資源 を開発 し､開発の恩恵を受け

関わ り合いを (a)公共教育や情報プ ログラ

る権利 を含むすべての人権 を保障す ることを

ムへの着手､(b)
NGOや民間企業 との協力に

目指す人口と開発のための政策や､プ ログラ

よる資掘消己
分の増加､ (C)
研究および全凶 と

ムを通 じてすべての人の生活の質を向上 させ

地方の人口 ･開発問題 に対す る対応能力の構

ることにある｡

築 を通 じた知識ベースの改善､ という 3つの
方法 によって強めることをE
は旨さなければな

各国政府は､その人日と開発のための戦略

らないO また､各回政府 は､持続可能でない

や予算において､人間資源への投資を優先 し

消費 と生産のパ ターンを減少 させ､これを排

なければならないOプ ログラムは､人々が よ

除 して適切 な人口政策 を講 じなければな らな

り容易に情報､教育､技能開発､雇用機会､

い｡

そ して家族計画 を含む質の高い一般お よび リ
ブ ログクテ イブ .ヘルスのサービスを得 られ

a.人 口と持続的な経済成長 と貧困
人 口増加の低減､貧困の減少､経済的発展

るように しなければならない｡現存する職場
での女 性に対す る不平等や障壁は排除 されな

は次の通 りである｡

けi
tはな らず､すべての政策の立案や実施に
おける女性の参加を促 し､強めていかなけれ
ばな らない｡同様 に､女性の生産資源の利用､

(a)環境 アセスメン ト､および持続可能な

土地の所有や財産相続権 も強めてい く必要が

開発を実現す ることを目的 としたその他の計

ある｡

画および意志決定プ ロセスに人 口学的な要素
を組み込む｡

各回政府は､女性や少女の教育や技能閑雅､
女性の法的および経済的な権利 に投資 し､こ

(b)農村部の貧困層､そ して壊れやすい生

れを促進 し､モニター し､評価 しなければな

態系の中､ またはその周辺 に暮 ら してい る

らない｡政府はまた､家族計画を含む リブ ロ

人々を対象 とし､収入の発生 と雇用戦略に重

グクテイブ ･ヘルスのあらゆる側面について

点を置き､貧困の撲滅 を目的 とした措置を講

同 じことを行わなければな らないo国際社会

じるo

は､経済環境改善のための支援 を促進 しなけ
ればな らないo特 に､開発途上寅や経済が過

(C)特 に壊れやすい生態系の持続可能な資

渡期 にある回が行っている貧困の撲滅や､持

源管理を促進す るため､人口学的データを利

続可能な開発の枠組みの中で持続的な経済成

用する｡

長 を達成すると言 う目的を支援するための経
済環境改善への援助 を続けなければな らない

(a)持続可能な資源利用の促進 と環境悪化

のである｡

の防止 を目的 とす る経済､立法､行政 による
措置を通 じて持続可能でない消雪 と生産のパ

C.人 口と環境

ター ンを変える｡

増加する人口の基本的なニーズを充足するこ

(e)特 に生態学的に脆弱な地域や､都市部

とがで きるか どうかは､環境が健全であるか
どうかにかかっている. この ようなニーズは､

地域における不可避な人 口の増加､および人

持続可能な開発のための包括的な政策 を練 り

口の密度 と分布の変化の生態学的な影響 に取

上げる際に取 り組 まれなければならない もの

り組むための政策 を実施する｡

である｡ このセクシ ョンCには､ (a) 人口､
環境､貧困撲滅 を持続可能な開発政策､計画､
プ ログラムのなかに確実に組み込む､そ して
(b) 持続可能ではない消蛍 と生産のパ ター

ンをいずれ も減 らす と同時に､人口学的要E
司
の負の影響 を減少 させ る､ という 2重の 目的
があるo各国政府は､アジェンダ2
1において
合意 され､ またその他の会議成果や国際的な
環境の合意事項の 削 勺と行動 を支援す るよう
な人 口政策 を策定 し､これを実施 しなければ
ならないO
各回政府が特 に行わなければならないこと
ー7
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ジ ェンダー(
男女)の平等 ･公平 と
女性のエ ンパ ワーメン ト(
権能の向上)

A.エンパ ワーメン トと女性の地位の向上

B.女児

女性のエ ンパワーメン トとその地位の向上

ここでの 目的は､女児 に対するあ らゆる形

は､彼女たち自身にとって重要な結果 をもた

態の差別 を排除 し､女児 よりも男児選好の理

らす ものであると同時に､持続可能な開発を

由 となっているさまざまな根本原因を取 り除

達成す るうえで不可欠な ものである｡その目

き､女児の価値 に対する一般の認識 を高める

的 としては､男性 と女性の間の平等 と公平を

こと､そ して女児 自身の 自尊心 を高めること

達成 して女性が 自らの能力を完全に発揮で き

にある｡ これ らの目的のため､社会のあ らゆ

るようにす ること､積極的な意思決定者､参

るレベルの指導者は､男児選好に基づ く家庭

加者､受益者 として女性が政策および意思決

内の男女差別に反対する率直な意見 を述べ､

定プ ロセス､ さらには経済､政治､文化生活

反対運動 を力強 く押 し進めていかなければな

のあらゆる側面に十分 に参画で きるようにす

らない｡栄養､健康管理､教育､社会 ･
経済 ･

ること､そ してすべての女性が男性 と同様 に､

政治活動などに関 して男児 と女児が同等の扱

人間の基本的なニーズを満た して人権 を行使

いを受け､公平な遺産相続 を受けられるよう

するために必要な教育 を確実に受けられるよ

にするための特別な教育や公報活動が行われ

うにすることなどがある｡勧告 される行動 と

なければならない｡各国政府は､女児や若い

しては､ とりわけ政治的プ ロセスおよび公共

女 性の健康､教育､社会面での特別なニーズ

生活のすべての レベルにおける女性の平等な

に対 して統合 された取 り組みを行い､結婚が

参加 と公平な代表派遣のための機構の確立､

配偶者 同士の 自由かつ完全な同意 によっての

女性の教育 ･技能開発 ･雇用の促進､そ して

み行われることを確実にす るための法律を厳

職場における差別や信用 ･財産管理 ･社会保

しく実施 しなければな らない｡ また､女性の

障へのアクセスに関す るものを含む女性 を差

性器切除を禁止 し､幼児殺 し､出生前性選別､

別するすべての慣行の排除などが含 まれてい

女児の売買､少女売春やポルノにおける女児

る｡各国は､女性､思春期の女性､そ して女

の使用の防止が各国政僻に求め られている｡

児に対す るあらゆる形態の搾取､虐待､いや
が らせ､暴 力を排除す るために十分な措置を

C.男性の責任 と参加

講 じなければならない｡ また､開発による介

大半の社会 において男性 は､生活のあらゆ

入を行 う際には､女性が行わなければならな

る領域 において圧倒的な力を持 ってお り､男

い仕事が数多 くあることをもっと考慮 して家

女の平等 を達成す る上 において重要な役割 を

庭内の仕事の負担 を減 らすための措置に専心

果たす｡ ここでの 目的は､男女の平等 を促進

し､男の従業員 も女の従業員 も家庭 と職責の

し､男性が 自らの性 と生殖 に関する振 る舞い､

釣 り合いをとれ るようにす るための法律､プ

そ して社会 と家庭 における役割について責任

ログラム､政策 に目を向けなければならない｡

をとることを促 し､それを可能にすることに
ある｡

各国政府 は､ とりわけ責任のある親 として
の立場､性 と生殖 に関す る振 る舞 い､性行為
感染症 の予 防､ そ して家族収入 と子供の福祉
への黄献 とその監督の分担 な どを含む家族 と
L
R
'
帯のあ らゆ る分野における女性 と男性の平
等 な参加 を促 さなければな らない｡ また､各
国政府 は､子供 たちが 自分の親か ら適切な財
政支援 を確 実に受 け られ るように し､男性が
自分の子供や家族の扶養 を確実 に行 うように
す るための法律や政策の変更 を考慮 しなけれ
ばな らない｡親や学校 は､可能な限 り早 い時
期か ら､少年たちに女性や女児 に敬意 を示す
態度 を確実 に教 え込む ように しなければな ら
ない｡
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家族､その役割､
権利､
構成 と構造

家族は社会の基本的な単位である｡急激 な

に対す る支援 と保護 を行い､多様かつ変化す

人口学的および社会経済的な変化 は､家族形

る家族のニーズに十分 に対応することを確実

成 と家族生活のパ ター ンに影響 を与え､家族

にする｡

の構成 と構造に重要な変化 を与えている｡家

A.家族の構造 と構成の多様性

庭の外で有給の仕事 に就 く女性が世界各地で
軒並み増えてゆ く中､親や家庭の役割 につい

政府には､雇用主 と協力 し､中で も小 さい

ての伝統的な考 え方は人々の今の現状や欲求

子供のいる片親家庭のために､労働力 として

を反映 していないOそれ と同時に､社会的変

働 くことと親 としての責任 とを両立 しやす く

化や経済的変化に伴 う家族形態の変化が家族

す るような手段 を提供 し､これを促進す るこ

に緊張 をもた らしている｡

とが求め られている.各国政府は､政策や実
既 におけるあらゆる形態の強制や差別 を排除

ここでの 目的は､以下の通 りである｡

するための効果的な措置 を講 じなければな ら
ない｡

(
a)家族に対す る支援 を強化 し､その安定
B.家族 に対する社会 ･経済的支援

に寄与する｡ とりわけ片親家族の増加 といっ
たその形態の多様化 を考慮に入れた法神や政

各国政府には､家族の抱 える問題 に対 して

策 を策定す る｡

充分に配慮 した､家族を支援するような政策
を策定 し､NGOや関係 す る地域 の組織 と共

(b)家族の女性や =
j
'
一
俵の権利 に重点 を置い

に､ とりわけ極貧､慢性的な失業､性的暴力

た家族のメンバーに対す る機会の均等 を促進

などの問題 を抱 えている可能性のある自国の

する｡

家族や個人に､ より効果的な援助を寸
是供する
ための斬新な方法 を開発すべ きであると勧告

(C)すべての社会政策や開発政策が､家族

されている｡

一1
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人 口増加 と人 口構造

A.出生 と死亡 と人 口増加率

執行することが求め られているほか､子供の
結婚 をすべて廃止することに役立つ社会経済

ここでの 目的は､人口学的な諸指標 と社会､
経済､環境面 における目標 との間に不均衡が

的な環境 を創 り出 し､早婚 を思いとどまらせ

存在す る国々において､人口転換を可能なか

ることが求め られているo

ぎり早 く進め ることにある｡このプ ロセスは

c.高齢者

世界人 口の安定化 に貢献する｡

各同政府には､世代間そ して世代の内部に
各国政府には､人口の変化が開発に与える

より大 きな公平 さと連帯を確立 し､多世代家

影響の重要性 にもっと注 目す ることが求め ら

族の奨励 を通 じた高齢者への支援 を行 う社会

れる0人口の増加の問題 に取 り組む場合に､

保障制度 を設けることが求め られている｡ ま

これ らの国々は出生率 と死亡率 との間の相互

た､各国政府は高齢者が健康で実 りの多い生

関係 を認識 し､高いレベルにある乳幼児 ･妊

活 を送 り､人生において取得 した技能や能力

産婦死亡率 を下げることを削 旨さなければな

を十分に活用す ることによって社会 に利益 を

らない｡

もたらすことがで きるよう､彼 らの 自信 を高
めることを削 旨さなければな らない｡ さらに､
各国政府は高齢者のための公式および非公式

B.子供 と青年
多数の開発途上国において､子供 と昔年の

の支援制度や安全策 を強化 し､彼 らに対する

人口比率が非常に高いことによって発生す る

あらゆる形態の暴力 と差別 を排除 しなければ

大 きな問題が注 目を集めている｡ここでの 目

ならない｡

的は､すべての子供､青年期の男女､そ して

D.先住民

青年の健康､幸福､可能性 を増進 し､社会､
家族､地域か らの支援 および教育､雇用､健

先住民は､人目と開発の関係 についてそれ

康､カウンセ リング､質の高い リブ ログクテ

ぞれ独 自の重要な考え方を持 ってお り､それ

イブ ･‑ルス ･サービスを受ける機会 を与え

は同 じ国の小で相互関係 を持 っている人々の

ることなどを含む彼 らの特別なニーズを満た

見解 とは大 き く異 な ってい る｡プ ライマ リ

し､教育を続 けることを奨励することにあるO

一･
ヘルスケアや リブ ログクテ イブ ･
ヘルス･

これ らのI
x
j々には､子供や青年の保護､生存､

サ‑ビスを含む先住民の具体的なニーズを認

成長に対 して高い優先順位 を設定 し､貧困が

識する必要がある｡先住民の全面的な協力を

子供や青年 に与える悪影響 を排除するために

仰 ぎなが ら､彼 らの人口学的な特徴 をまとめ､

あらゆる努力を払 うことが求め られているO

国のデータ収集 システムに組み入れなければ

また､これ らの国々には､子供 を経済的に搾

ならない｡先住民の文化は尊重 しなければな

取すること､肉体的および精神的な虐待 また

らない. また､先住民は自らの土地 を管理で

は遺棄に対す る法律 を制定 し､これを厳 しく

きるように しなければならず､彼 らが依存 し
l
l

ている天然資源や生態系は保護 し､修復 され
なければな らない｡

E.身体障害者
身体障害の問題 についての意識 は高 まって
いるものの､身体障害の予防 とリ‑ ビリテ‑
シ ョンのための効果的な措置 を促進す るため
の継続的な活動に対す る差 し迫 った必要性が
依然 として存在する｡各国政府 には､身体障
害者のニーズ､ とりわけ彼 らの教育､研修､
リ‑ ビリテ‑ションに取 り組むためのインフ
ラス トラクチャーを創 り出 し､ とりわけ家族
計画やHI
V (ヒ ト免疫不全ウイルス)/AI
DS
(
後天性免疫不全症) を含む リブ ログクテイ
ブ ･ヘルスに関す る彼 らのニーズを認識 し､
リブ ログクテイブ ･ライツ､家庭や家族の形
成､そ して国際的な移動に関 して身体障害を
持つ人が直面する可能性のある具体的な差別
を排除することが求め られているo

‑1
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リブログクテ ィプ ･ライツ(
生殖に関する権利)と
リブログクテ イブ ･ヘルス(
生殖に関する健康)

A. リブログクテ ィプ ･ライツとりプロダク

るとい う基本的な権利 ､そ して高い水準のセ
クシャル ･ヘルス とリブ ログクテ イブ ･ヘル

テ イブ ･ヘルス
リブ ログクテ イブ ･ヘルス とは､ リブ ログ

スを得 る権利があるとい う認識 に基づ くもの

クテ イブ ･システムお よびその機能 とプ ロセ

であるD また､それにはすべての人が持 って

スに関連す るすべての事柄 において身体面､

いる差別､強制､暴 力 を受 けることな く生殖

精神南､社会 面における完全に健 全な状態 を

に関 して決断 を下すこ とので きる権利 も含 ま

意味す るo また､人々には生殖 の能力があ り､

れている｡互 いに敬意 を持つ平等 なジェンダ

生殖 を行 うのであればそれ をいつ､ どの くら

ー関係､ とりわけ青年期の男女が 自らの性 に

いの頻度で行 うか を決 め るのは彼 らの 自由で

肯定的かつ責任のある方法 で取 り組むことが

あることを意味 してい るO

で きるようにす るための教 育やサー ビス面の
ニーズを満 たすことには十分 に注意 を向ける
必要がある｡

これには､すべての男女が､ 自らの選択の
もとに､効果的で､値段が手 ごろで､容認で
きる家族計画の方法､ さらには出生力 を抑 え

適応す る年齢のすべての個 人が､で きる限

るために彼 らが選択す る違法 でないその他の

り早 い時期 に､遅 くとも2
0
1
5
年 までにプ ライ

方法 について情報 を得 て､かつそれ らを利用

マ リ一 ･ヘルスケア ･システムを通 じて uプ

で きる権利､ そ して女性が妊娠期 間お よび出

ロダクテ イブ ･ヘルス を受 け られ るようにす

産 を安全に乗 り切るこ とを可能 にす るヘルス

るための努力をす るこ とがすべての国に求め

ケア ･サー ビスを受けることがで きる権利が

られているo この ようなケアには､ とりわけ

事実上含 まれている｡

家族計画のカウ ンセ リング､情報､教育､ コ
ミュニケーシ ョン､サー ビス ‑
,出産前のケア､

また､ I
)プ ロダクテ イブ ･ヘルスケアには

安全な出産､出産後のケアのための教育 とサ

生活や人間関係 を豊かにす ることを目的 とす

ービス (
特 に呼乳育児や乳児 と妊産婦の健康

る性行動 に関す る健康 (
セクシャル ･
ヘルス)

管理);不妊症 の予防 と治療 ;パ ラグラフ8.

も含 まれ る｡

2
5
項 に明記 された中絶 ;生殖器の感染症 ;悼
行為感染症 (
S
TD)
､その他の リブ ログクテ イ

リブ ログクテ イブ ･ライツには､国家法 ､

ブ ･‑ルス関連の症状 の治療 ;人間の性生活､

国際人権 文書､その他の関連す る国連の合意

リブ ログクテ イブ ･ヘルス､および責任のあ

文書 において既に認め られている特定の人権

る親 となるこ とについての情報､教育､ カウ

が含 まれている｡ これ らの権利 は､すべての

ンセ リングな どが含 まれなければな らない｡

カ ップル と個 人が､ 自分の子供の数や出産の
間隔 を､ 自由に､かつ責任 を持 って決 め､そ

リブ ログクテ イブ ･ヘルスケアのための

れ を行 うための情報や手段が彼 らに与 えられ

ログラムは､青年期の女子 を含む女性のニー

プ
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ズに応えることを意図 しなければならず､サ

促 されているo国際社会は､開発途上国や経

ービスの リーダーシップ､立案､意思決定､

済移行期 にある国々の リブログクテ イブ ･ヘ

管理､実行､組織､評価 などに女性 を関与 さ

ルスプ ログラムに不可欠な避妊手段およびそ

せなければな らない｡ また､ リブ ログクテ イ

の他の品物の調達のために､今す ぐに効率的

ブ ･ヘルスに関す る情事
臥 カウンセ リング､

な調整 システムおよび世界､大地城､下部地

サービスを青年期の男女や成人男性が得 られ

域 レベルの施設 を設けるよう要請 されている｡

るようにするための革新的なプ ログラムが練
り上 げられる必要がある｡ このプ ログラムは､
家族計画､そ して家庭 と育児の責任 をより平

C.性行為感染症 (
STD)とヒ ト免疫不全 ウ
イルス (
川∨)の予防

等に分担 し､S
TDの予防に向けて大 きな責任

セクシ ョンCは､HI
V/AI
DSを含む性行

を受け入れることについて男性 を教育 し､そ

為感染症や､不妊症など性行為感染症の合併

れを可能 とす るものでなければならない｡

症の発生の予防､減少､治療 を行な うための
活動 を勧告 している｡かかる活動には､性行

ら.家族計画

為感染症やその他の生殖器の感染症 を予防､

行動計画では､それぞれのカ ップル と個人

発見､治療す るために リブ ログクテ イブ ･ヘ

が考える生殖 に関する目標､例 えば､望 まれ

ルスにおける努力の増大 ;性行為感染症 (
特

ない妊娠 を予防 して リスクの高い妊娠､疾病､

に女性や青年による感染)の予防､発見､カ

死亡の件数を減 らし､質の高いサービスを必

ウンセ リングについてのすべてのヘルスケア

要 とし､それを欲 している人が手ごろな料金

提供者への特別訓練の提供､情事
臥 責任のあ

で手に入れ ることがで きるようにする､ア ド

る性行動のためのカウンセ リング､性行為感

バ イス､情報､教育､ コミュニケーシ ョン､

染症 とHI
Vの効果的な予防 をすべ ての リブ

カウンセ リング､サービスの質 を改善する､

ログクテ イブおよびセクシャル ･ヘルス ･サ

家族計画の実施 における男性の参加 と責任分

ービスの重要な要素 とすること､そ して高品

担 を増 し､出産の間隔 を長 くす るために母乳

質 コン ドームの奨励 と配給をすべての リブ ロ

育児の奨助な ど､の方法 を使 ってそれぞれの

グクテ イブ ･ヘルス ･サービスの重要な要素

か ソプル と個人が考える生殖 に関す る目標の

とす ることが含 まれる｡

達成 を手助けす ることを勧告 している｡文書

D.人間の性行動 とジェンダーの関係

では､各国政府や国際社会が利用で きる手段
をすべて使 って家族計画における自主的な選

目的は､ ジェンダー間に公正な関係 と相互

択 という原則 を支援すべ きであることを強調

尊敬が生 まれ るような責任のある性行動の適

している｡満 たされていないニーズを満たす

切 な発展を促進すること ‑
,そ して女性 とち
馴生

努力の一環 として､すべての国が家族計画サ

が良好な性行動の健康 を実現 し､ 自らの性 と

ービスの利用 を妨げている主な障壁 をすべて

生殖 に関す る権利 と責任 を行使するために必

明 らかに し､それ らを取 り除 くことが求め ら

要な情事
臥 教育､サービスを確実に手に入れ

れているO各国政府は､可酸性のあるすべて

ることがで きるようにす ること､の 2つであ

の方法 を通 じて､質の高い公共および民間の

るo勧告 される行動 としては､若者のための

家族計画および リブ ログクテイブ ･ヘルスの

完全な性教育 とサービスへの支援 を行 うこと

情報 とサービスに適 した環境 を提供す るよう

が含 まれ､ これは彼 らの親か らの支援 と指導
‑1
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により､男性が 自らセクシャル ･ヘルス と出

ればな らない｡関係諸国は､国際社会の支援

生に責任 を持つ ことを強調 し､彼 らがその責

を受けなが ら､青年期の男女が リブ ログクテ

任 を果たすことの助けとなる児童権利条約 に

イブ ･ヘルスに関する教育､情報､ケアを受

沿 って行われ るO教育の努力は家族のL
l
lか ら

ける権利 を保護 ･促進 し､青年期の女子の妊

開始 されるべ きであるが､格式張 らない教育

娠件数を大 きく減少 させ るべ きである｡関係

や さまざまな地域ベースの活動 を通 じて成人､

諸国は､NGOと協力 しなが ら､青年期の男女

特 に男性 に もこれが及ぶ ように しなければな

特有のニーズに対応す るための適切 な機構 を

らない｡

確 立 しなければならない｡

また教育プ ログラム も､性的虐待､搾取､
人身売買､暴 力を含む虐待か ら女性､若者､
子供 を保護す る必要性 についての積極的かつ
開放的な議論 を奨励 し､支援 しなければな ら
ないO各国政府 と地域社会は､女性の性器切
除の慣行 を止め させ､類似するすべての不必
要かつ危険な慣行か ら女性や女児 を保護する
ための措置 を早急に講 じなければな らない｡

E.青年期の男女
望 まれない妊娠､(
世界保健機構の定義 によ
る)危険な中絶､性行為感染症およびHI
V/

AI
DSを含 む青年期の男女のセクシャル ･ヘ
ルスおよび リブ ログクテ イブ ･ヘルスの問題
もまた､ 自主的な節制 を含む賀任のある健全
な性 と生殖の行動 を促 し､その年齢層に特 に
適 したサー ビスやカウンセ リングを提供する
ことによって対応が行われている｡青年期の
女子によるあ らゆる妊娠の大幅な減少が試み
られている0本文には､関係各国は､プ ログ
ラムやヘルスケア提供者の姿勢が､青年期の
男女が必要 としているサービスや情報 を手に
入れる際の妨げになることのないように しな
ければならない というこ とが強調 されている｡
これ らのサー ビスは､青年期の男女のプ ライ
バ シー､秘密､尊敬､インフォーム ド･コン
セ ン ト(
充分な説明に基づ いた同意)､権利 を
守 ると同時 に､文化的価値観や宗教上の信仰､
さらには親の権利､義務､責任 を尊重 しなけ
1
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健康､
疾病､
死亡

A.プライマ リ一 ･ヘル スケア とヘルスケア

係 諸国は､2
0
0
5
年 までに山生時平均余命が7
0
年 を超 え､2
015
年 までに出生時平均余命が7
5

部門

過去半世紀の間 に世界のほ とん どの地域で

年 を超 えるようにす ることを目指 さなければ

記録 された平均余命の延長は､公衆衛生お よ

な らないo死亡率の最 も高い国々は､2
0
0
5
年

びプ ライマ リ一 ･ヘルスケア ･サー ビスが多

までに出生時平均余命が6
5
年 を超 え､2
01
5
年

くの人々に利用 され るようになった結果であ

までに出生時平均余命が7
0
年 を超 えるように

る｡特筆すべ き実績 としては､子供への ワク

す るこ とを目指 さなければな らないO各国政

チ ン注射､そ して経 口補水療法 などの低 コス

府 は､健康関連政策の立案､特 にお年寄 り､

ト治療の普及などがあげ られ る｡ しか し､ こ

身体障害者､HI
Vな ど特定の病安いこ感放 した

の ような実績がすべての回で実現 されている

人のための長期的な介護 に地域社会が確実 に

わけではな く､予防 または治療が可能な病気

参加す るように しなければな らない｡すべて

は依然 として幼い子供 たちの最大の死亡原E
j
(
I

の人､ とりわけ最 もないが しろにされ､最 も

となっている｡ さらに､人 口の大 多数が感染

弱い立場 にある人たちが確実 にヘル スケア ･

病､寄f
I
三
虫病､経7
j
く
感染症 (
例 えば飲料水 を

サー ビスを受 け られ るように しなければな ら

媒介 とす る)の危険にさらされているところ

ない｡各匡I
i
E
RJ
仔は､基本的なヘルスケア ･サ

も数多 くある｡セクシ ョンAでは､ヘルスケ

ー ビス を財政的に より安定 させ ると同時 に､

アのためのサー ビスや施設の利用 しやす さ､

平等 なアクセスを確実な もの としなければな

有用性､受 け入れやす さ､要用の手ごろさな

らない｡

どを増大 させ､すべての人の生活の質 を改善

B.子供の生存 と健康

して健康な生涯 を送れ るように し､国家間お
よび凶内における平均 余命の格差 を狭め るた

L
u
‑
界中 どこで も乳幼児死亡率の減少 には進
歩が見 られた｡ しか し 5歳未満の子供の死亡

めの行動 について勧告 している｡

率 に関 してはその現状 は国家間や国内で大 き
セ クシ ョンAは､すべ ての同が基本的なヘ

く異なる｡貧困､栄養失調､母乳育児 を行 う

ルスケア と健康の促進の実現 を疾病や死亡 を

母親の減少､衛生施設や保健施設の不足や欠

減少 させ るための中心的な戦略 とす るべ きで

如 は､いずれ も高い孔 ･幼児死亡率の原捗は

あることを強調 しているoプ ライマ リ一 ･ヘ

なっている｡子 供の生存 は､出産の タイ ミン

ルス ･サー ビスが国民全員に行 き頂 るよう､

グ､間隔､出産回数､お よび母親の リブ ログ

十分 な資源が割 り当て られなければな らない｡

クテ イブ ･ヘルス と密接 に関連 しているO若

すべての国が､今世紀の終 わ りまでに疾病や

い年齢や高年齢での出産､多産､間隔の短 い

死亡 を減少 させ､ リブ ログクテ イブ ･ヘル ス

出産な どは､特 に健康のための施設が少ない

ケア を含むプ ライマ リー ･‑ルスケアを誰 も

ところではいずれ も高い乳 ･幼児死亡率お よ

が受 け られ るように しなければな らない｡開

び疾病率の主要要 因 となっている｡ よってセ
‑‖6‑

クシ ョンBで は､先進 国 と開発途上 国間のそ

ち (
特に女 児 ) の間の栄養失調 を予 防す るた

して先進国間お よび途上 国 間の死亡率の格差

めの努力 に高 い優 先順位 を与 えなければな ら

を縮 め るための行動､特 に予 防可能 な女児乳

ない｡

幼児の多す ぎる死 亡 をで きる限 り低 下 させ る

C.女性の健康 と安全 な母性

ことを勧告 してい るo また､乳幼児の健康 と
栄養 の状況 を改善 し､子供 を生存 させ るため

妊娠や出産に関連す る合併症 は､多 くの開

の城略 として母乳 を奨励す るための行動 も勧

発途上国における再生産年齢 人 口の主 な死 亡

告 されている｡

0
万人にのぼ るこの
原因の一つであ り､毎年5
ような合併症 に よる死 亡の9
9%が､開発途上

セクシ ョンBには､次の ような具 体的な目

国 におけるものである｡女 性が出産 を開始 ま

標が含 まれてい る｡ 国 は､ 自国の乳児お よび

たは中l
ヒす る年齢､出産 と出産の間の間隔､

5歳未満の幼児の死 亡率 を､ 3分 の 1減少 さ

一生の間の妊娠回数､ 女性 が暮 らす社会 文化

せ るか､または出生1,
0
0
0人 に対 してそれぞれ

的お よび経済的な環境 などほすべて妊産婦の

5
0人か ら7
0人にす るかのいずれか少 ない方 を

疾病率 および死亡率に影響 を与 える｡世界の

2
0
0
0
1
年 までに達成 す るよう努めなければな ら

お よそ9
0
%の国が母親 の命 を助 けるため に さ

ない｡2
0
0
5
年 まで には､ 中級 レベル にある国

まざまな条件の もとで中絶 を許可す る政策 を

で乳児死 亡率 を1,
0
0
0人中5
0人未満 まで､そ し

有 しているものの､中絶の大部分 は女性 が 自

て 5歳未満幼 児の死 亡率 を1,
0
0
0人 中6
0人未

ら行 った り､その他の安全でない方法 で行 わ

満 まで減 らす こ とを削 旨さなければな らない｡

れてお り､妊産婦が死亡 した り後遺症の残 る
確率 を高めている｡

そ して2
0
1
5
年 までには､すべ ての回が乳児
死亡率 を1,
0
0
0人中3
5人未満 まで､そ して 5歳

ここでの 目的は､女性の健康 と安全な母性

0
0
0人 中4
5人未満 まで
未満幼 児の死 亡率 を1,

の増進､妊産婦疾病率 と妊産婦死亡率 の迅速

減 らす ことを目指 さなければな らない｡先住

かつ大幅な低減､先進国 と開発途上国の間､

民 を持つ諸凶 は､先住民の乳児お よび 5歳未

お よびそれ らの凶の国内にある格差の低減 ､

満幼児の死亡率 と一般 国民のそれ を同一 に し

女性の健康 と幸 福のための取 り組み を基盤 と

なければな らない｡

した安全でない中絶 に よる死亡数 と疾病数の
大幅な低減 である｡ また､女性､特 に妊産婦

セ クシ ョンBは､高 い子供 の死 亡率の根底

の健康 と栄養状態 を改善す る行動 も勧告 され
ている｡

にあ る原因 を検 討 し､安全 な母性 ､子供の生
存のためのプ ログ ラム､家族計画サー ビスを
含む統合化 された リブ ログクテ イブ ･ヘルス

行動計画文書 は､2
0
0
0
年 までに妊産婦死 亡

および子供向 けヘル ス ･サー ビスをプ ライマ

率 を1
9
9
0年の レベルか ら半減 させ､2
01
5年 ま

リ一 ･ヘルスケアの枠組 みの中で全国民､中

でにそれ をさらに半減す ることを求めてい る｡

で も最 もないが しろにされ最 も弱い立場 にあ

死 亡率 の水準 が 中程 度の 国々に関 して は､

る人たちに提供 す るこ とを各国政府 に求めて
いるOすべての凶 は､ と りわけ伝染病や寄生

2
0
0
5
年 までに妊産婦死 亡率 を山生 1
0
0,
00
0人
0
0人未満 に抑 え､
2
015年 までにそれ を
当た り1

虫病 などの幼児期 の主 な病気､ そ して子供 た

さ らに出生 1
0
0,
0
0
0
人 当た り6
0人未満 に まで
1
7

抑えることを目標 としなければな らない｡死

リングを直ちに受けられ るように しなければ

亡率が最 も高い国々においては､2
0
0
5
年 まで

な らない｡保健制度の中の中絶 に関連する措

に妊産婦死亡率を出生1
0
0,
0
0
0人当た り1
2
5人

置や変更は､国家の立法プ ロセスに従 って全

未満 に抑 え､
2
01
5年 までにそれを出生1
0
0,
0
0
0

国 または地域 レベルで決定 されなければな ら

人当た り7
5人未満 にまで抑えることが 目標 と

ない｡中絶が違法でない状況においては､か

なる｡すべての国は､公衆衛生上の問題 とな

かる中絶 は安全でなければな らないDいかな

らないような水準にまで妊産婦疾病率 と妊産

る場合 も､中絶 に起因す る合併症 を管理する

婦死亡率 を低減 しなければならない｡国際社

ための質の高いサー ビスを女性が受けられ る

会の支援 を得なが ら､プ ライマ リ一 ･ヘルス

ように しなければならない｡ また､中絶後の

ケアを背景 とする妊産婦向けヘルスケアの提

カウンセ リング､教育､家族計画サービスは

供 を拡大 してゆ くことがすべての国に求め ら

即座 に提供 されなければならず､これは中絶

れている｡ また､ どの回 も､ リスクの高い妊

の繰 り返 しを防 ぐことに も役立つであろう｡
｣

娠やL
I
J
産､特 に青年期の女子の出産や高齢出
通 じて妊産婦死亡率のさらなる低減 を目指 さ

D.HI
V (ヒ ト免疫不全ウイルス) とエイズ
(
AI
DS:後天性免疫不全症)

なければならない｡妊産婦の健康 と安全な母

AI
DSの流行は先進国に とって も開発途上

性 に対 して､男性の支援 を得 られるようにす

国にとって も大 きな懸念事である｡1
9
9
3
年中

るためのプ ログラムや､教育を開発 しなけれ

頃の時点で､HI
Vに感染 した人の約 5分の 4

ばな らず､ リスクの高い性的行動 を変えよう

が開発途上国に暮 らしていた｡そこでは主に

と努め､男性 がセクシャル ･ヘルスおよび リ

異性間性交渉 を通 じて感染が広がってお り､

ブ ログクテ イブ ･ヘルスの責任 を確実に分担

女性の症例数が最 も急速に増 えていた｡セク

するようにす るための戦略 を立てることがす

シ ョンDの主な目的は､HI
V感染の拡大 とそ

べての国に求め られている｡

の影響 を最 小限 に止 めて これ を減 少 させ､

産 を予防 し､亨
邑見 し､管理するための方策 を

HI
Vに感染 した個人が十分な治療 を受け､差
中絶 について述べている第8.
2
5
パ ラグラフ

別 を受けないようにすることである｡第 3の

の全文は次の通 りである｡｢いかなる場合 も中

目的はHI
V/AI
DSの流行 を抑制す る方法 に

絶 を家族計画の手段 として推進 してはな らな

ついての研究を強化 し､病気の効果的な治療

い｡すべての政府､そ して関連のある政府間

法 を発見することにある｡

および非政府組織 には､女性の健康 に対する
自らの関わ りを強め､公衆衛生の大 きな懸念

セクシ ョンDは､各国政府があ らゆる社会

事項 として安全でない中絶の健康上の影響に

階層 を動員 してAI
DSの流行 を抑制 し､プ ロ

取 り組み､拡大 され改善 された家族計画サー

グラムの中でI
EC (
情報 ･
教育 ･コミュニケー

ビスを通 じて中絶への依存を低減することが

ション)キャンペーンに高い優先順位 を与え

求め られているO望 まれない妊娠の防止は常

ることを求めている｡性教育や性 に関する情

に最優先 されなければな らず､中絶の必要性

報 を感染者 と非感強者の双方､特 に青年期の

を排除す るためにあ らゆる試みがなされなけ

男女 に提供 しなければな らない｡ 自主的な性

ればならない｡望 まれない妊娠 を した女性は､

の節制を含む責任のある性行動 を推進 し､教

倍額できる情報や､思いや りのあるカウンセ

育や情報のプ ログラムに含めていかなければ
1
8‑

な らない｡ 目標 としては､意識 を高め､行動
の変化 を重視す ることなどがあげ られ る｡国
際社会 には､HI
V感染の速度 を遅 らせ るため
に人間資源や財政資源 を活用す ることが求め
られてい るO

一1
9‑

第Ⅰ
Ⅹ章

人 口分布､都市化､国内移動

A.人 口分布 と持続可能 な開発

方の安全 と生活の質の改善 を行 うために､各

都市化のプ ロセスは､経済的お よび社会的

回が こうした大規模都市圏 をより良 く管理で

発展 に必然的に伴 うものであ り､その結果､

きるよう支援 す ることにある｡行動計画文書

先進国 も開発途上国 も農村 を中心 とした社会

は､都市お よび地方 自治体の当局が都市開発

か ら都i
h
‑
を中心 とした社会へ と移行 しているD

を管理す る根 当能力や対応力 を高め､すべ て

ここでの 目的は､主な人 口の送 り出 し地域 と､

の市民のニーズに応 えることがで きるように

流人地域双方の持続可能な開発 を推進す るこ

す ることを各回政府 に求めている｡ また､雇

とによって､ よりバ ランスの とれた人 口の分

用､クレジッ トの利用､基礎教育､公共医療

布 を実現す ることにあ る｡ その ような開発は､

サー ビス､保育セ ンター､職業訓練 な どを､

生態学的に見て適 切かつ､経済､社会､ ジェ

移住者､ とりわけ女性の移住者 に提供す るよ

ンダーなどの面で平等 を推進す る ものでなけ

う各同政府 に促 している｡必要 とされ るイン

ればな らないO これに関連す るi
)う一つの E
l

フラス トラクチ ャーやサー ビスをバ ランスの

的は､人々を移勅へ と追い込む さまざまな要

取れた形で提供す るため､社会の貧 しい階層

因を滅 らす ことであるo これには､ とりわけ

の利益 を念頭 に置 きなが ら政府機 関が公平 な

関与
芭資源の不平等 な分配､不適切技術の利用､

費用回収制度 およびその他の措置 を導入 して

そ して利用で きる土地 を手 に入れ るこ とがで

歳入 を増やす ことを考慮す ることが勧告 され

きないことな どが含 まれ る｡各国は､小中規

ている｡

模 の都市セ ンターの成長 を奨助す る戦略 を採

C.国内避難民

択 し､農村地域の開発 を進めていかなければ
な らない｡農利地域の開発 を行 うため､各国

ここでの 目的は､国内避難民､ とりわけ女

政府 は特 に家族単位で土地の所有や､水資源

性､子供､高齢者 に十分 な保護 と援助 を提供

の利用 を可能 とす る努力 を積極的に支援 し､

し､彼 らが避難せ ざるを得な くなった根本的

農村の生産性 を高め るための投資 を行 った リ､

な原因に対す る解決策 を見つけると同時 に､

それ を奨励 しなければな らないo

今後その ようなことが再 び起 きることを防 ぎ､
彼 らの帰郷や再定住 を促進す ることにある｡

a.大規模都市圏

さらに本書 は､｢
民族浄化｣を含むあ らゆ る形

多 くの国で､ その国の都市 システムのほ と

態の強制移住 に終 止符 を打つ ことを目指 して

ん どすべ てを単一の郡市が 占めていることが

いるO環境の怒化､ 自然災苔､武力衝突､強

多いo この現状 が経済､社会､環境の面 にお

制的な再定住 といった国内における移住の傾

いてある難題 を生み出 している｡ しか し､大

国に取 り組み､避難 した人々を保護 し､援助

規模都市圏は最 も活発な経済 お よび文化活動

す るために必要な機構 を確立す るこ とが各回

の中心 となっているこ とが多い｡ ここでの 目

に求め られている｡ また､国内において避難

的は､農村部の貧困層 と都市部の貧困層の双

を余儀な くされた人々が基本教育､就職の機
2
0

会､職業訓練､そ して リブ ログクテイブ ･‑
ルス ･サービスや家族計画を含む基本的な公
共医療サービスを確実に受けられるようにす
る措置 も求め られている｡ さらには､ 自主的
に安全に出身地に帰還す る彼 らの権利など､
国内において移住 を余儀な くされた人々が関
係する問題 に対 し永続的な解決策 を見出すた
めの措置を､必要に応 じて国際的な協力を仰
ぎなが ら､国連憲章 に従い､国内レベルで講
じてゆかなければな らない｡

‑2
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国際人 口移動

国際経済的､政治的､文化的な相互関係は､

の人権の侵害や否定か ら保護 されなければな

人々が国々の間での移動 を決定す るうえで重

らない｡すべての政府､ とりわけ受入側の政

要な役割を果たす｡ さまざまな人 口移動があ

府は､家族が再び一緒 になることの重要性 を

る中の 1つである国際人 口移動 も､そうした

認識 し､広 く一般に認め られている人権保護

相互関係 と関連 してお り､開発プ ロセスに影

手段 を国内法 に組み込み､合法的移民 とその

響 を及ぼす と同時にその影響 も受ける｡貧困

家族を離散か ら守 るように しなければならな

と環境の悪化､平和 と安全の欠如や､人権の

い｡

侵害などは､すべて国際人 H移動に影響 を与

C.非合法移民

えている要素である｡

行動計画文書では､すべての国が､ 自国の
領土内に誰が どの ような条件の下で入国 し又

A.国際人 口移動 と開発
秩序正 しい国際人口移動は､送 り出 した社

は滞在するかを決定する権利 を持 っているこ

会 と受け入れた社会の双方にプ ラスの効果 を

とを改めて示 し､人種差別的 または外国人排

もた らすことがで きるO各回政府は､人 口移

斥的な政策 を避けるよう注意 をしなが ら､か

動の根本原因に取 り組み､すべての人にとっ

かる権利 を行使することを各国政府に促 して

て自国に止 まることが実行可能な選択肢 とな

いる｡セクシ ョンCは､非合法移民の数を減

るようにす ることが求め られているO送金の

らし､彼 らか らの搾取 を防止 して彼 らの基本

流入は､堅実な経済政策 と適切 な銀行施設に

的人権 を守 り､移民の国際的な売買 を防止 し､

よって助成 されなければな らない｡受け入れ

人種差別主義､ 自民族やJ
L
､
主義､外国人排斥

国は一時的な人 口移動 に対処する場合の慣行

主義か ら彼 らを守るための行動 を勧告 してい

を考慮 してその人口移動 を取 り扱い､送 り出

る｡ これ らの行動には､非合法な人 口移動の

しL
lは自主的な帰国の奨励に協力 しなければ

原因 とその経済学的､社 会学的､人 口学的な

な らない｡人 口移動政策 に関する情報交換や､

影響の究明､非合法 な人 口移動の組織､搾取､

十分なデータ収集による移民の現在数や変動

取弓は 行っている者に対する効果的な罰則の

のモニタ リングへの支援 も行われなければな

採用､ホス ト国における入国､滞在､就職の

らない｡

法的な状況を音
替在的な移民に知 らせ ることに
よる非合法移民の防止､ とりわけ開通するL
j
i
l

B.合法的移民

際的手続 きに従 って関係者の基本的人権 を保

受入側の政府 には､適切 な滞在期間の要件

護する再入国協定についての 2回間､ または

を満たす合法的移民 とその家族に対 し､基本

多L
xl
間交渉 を通 じた非合法移民の問題 に対す

的人権 に関 して自国の凶民に与えているもの

る解決策の模索などが含 まれているO

と同等の扱いをす ることが求め られている｡
家族の一員 として移住す る女性や子供は､そ
ー2
2‑

D.難民 ･亡命者 ･避難民
各国政府には､対立の解消､平和 と和解の
促進､人権の尊重､独立の尊重､領土保全､
国家の主権 に関 して適切 な措置 を講 じること
で､難民や避難民の人口移動の根本的な原岡
に取 り組むことが求め られているO また､各
国政府は移住 を余儀な くさせ る原因を明 らか
に し､その要因を明 らかにす ることで解決に
導 くべ きであ り､ また難民や避難民を保護 し､
彼 らを援助す る国際的な活動への支援 を強化
しなければな らないO難民の基本的ニーズを
満た し､持続的な解決策の探求 に役立てるた
め､保護 を行 っている国に対 しては十分な国
際援助が施 されなければな らないO難民に､
十分な宿泊設備､教育､そ して家族計画を含
む医療サービス､その他の必要 とされる社会
サービスが利用で きるように しなければなら
ない｡

一2
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第 Ⅹ Ⅰ章

人 口､開発､
教育

教育はノ
j
､
学校か ら始め られなければな らず､

A.教育､人 口､持続可能な開発

教育は持続可能な開発の錘 となる要素であ

親の権利 と責任､子供や青年期の男女のニー

る｡それは幸 福の‑要 田であ り､個人が知識

ズを考慮に入れなが ら､正規の教育や正規以

を得 ることを可能にす る手段であるO また､

外の教育のあらゆる段階を通 じて人口問題 に

それは出生率､疾病率､死亡率の減少､女性

ついての教育を継続 しなければな らないこと

のエ ンパワーメン ト､労働人口の質の改善､

を強調 している｡

本 当の民主主義の促進に も役立つ｡女性や女

B.人口に関する情報､教育､ コ ミュニケー

児の教育の向上 は､女性 のエ ンパ ワーメン ト､
婚期の延期､小家族化などに貢献する｡母親

シ ョン

が より良い教育を受けていれば､彼女 たちの

個人か ら凶際社会 に至 るまでのあ らゆるレ

子供の生存率は高 まる傾向にある｡

ベルにおける広い知識､理解､公約 を増大 さ
せ ることは､行動計画の 目標 とE
]的の達成に

セクシ ョンA には次の 4つの主な目的があ

欠かすことがで きない｡ したがって､そうし

り､それぞれが勧告 され る行動で もあるO

た知識､理解､公約 を増大 させ ることが主要

(a)質の高い教育､特 に初等教育や技術教

な目的 となる｡その他の 目的は､次の通 りで
ある｡

育､職業訓練 を誰 もが受 けられるようにする｡

(b)非識字率 (
その撲滅は人間開発のため

(a)環境､家族､性､生殖､ ジェンダー､

の前提条件である)を減少 させ､教育の機会

人種間題 といった領域における責任のある行

と支援 におけるジェンダー間の格差 を排除す

動 を支持す る姿勢 を奨励する｡

る｡

(b)政府 と民間による人口と開発に関する

(C)青年のための:
正規外のカ リキュラムの

政策 とプ ログラムの策定､実施､モニタ リン
グへの参加の促進 を各国政府が確実に行 うよ

教育を推進す る｡

うにするO

(d) 人口と持続可能な開発の間の相互関係､

リブ ログクテ イブ ･ヘルスを含む健凍問題､

(C)か ソプルや個人が､ 自分の子供の数や

ジェンダー問の平等に刈する責任の増加 とそ

産む間隔 を自由に､かつ責任 を持 って決め､

の認識 を促すカ リキュラムを導入 し､その内

それを行 うための情報､教育､手段が与‑
えら

容 を改善す る｡

れるという基本的な権利 を行使す る力を高め
る｡

セクシ ョンAは､開発 予算の中で教育 と職

各凶は､公共教育キャンペーンを通 じて何

業訓練への投資に高い優先順位 を与･
え､今後

を優先 とす るか という問題 に対す る関心 を高

の労働力人口にとって必要 となる労働訓練の

めることを心かけなければならず､マスコミ

範囲 とレベル を考慮に入れるべ きであること

はそうした活動において主要な手段 とならな

を強調 している｡ また､人口問題 についての

ければな らない｡I
E
C(
情報 ･
教育 ･コミュこ
2
4

ケ‑シ ョン)概略が国家の人 口 ･開発政策､
さらには家族計画 とセクシャル ･‑ルスを含
む リブ ログクテ イブ ･ヘルスの各種サービス
と結びつ き､それ らを補完することによって
そうしたサービスの利用 を高め､カウンセ リ
ングや介護の質 を向上 させ ることが特 に重要
であるO各国政府 ､NG
O､そ して民間部門
は､ラジオやテレビを含むエンタテイメ ン ト
媒体､芸能劇場､その他の伝統的な媒体をよ
り広 く､ より効果的に利用 しなければな らな
い

｡

‑2
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技術､
研 究､開発

リブ ログクテ イブ ･ヘルス ･サー ビスを強化

本章 は､有効で､信頼性が高 く､時 を得た､
文化的に適切 で､国際的に比較 可能な人 口デ

す るため､生物医学､科学技術､臨床医学､

ータの政策やプ ログラムの立案､実施､モニ

疫学､社会科学 な どの分野 における基本研究

タ リング､評価 における重要性 を強調 してい

および応用研究 に対す る支援 を強め ることが

る｡ また､それは研究､中で も生物医学的な

求め られているO ここでの 目的は､ユーザー

研究が､ よI
)多 くの人々に､ よ り範囲の広 い､

のニーズに応 え､ユーザーに受 け入れ られ る､

安全かつ効果的な出生力制限のための現代的

使用が簡単で､副作用がな く､効果的で､値

な手法 を提 供す るうえで役立 っていることを

段が手ごろな､出生力を制限す るための既存

強調 している｡本章 は､ さらにプ ログラムの

の手法 を改善す る､ または新 しい手法 を開発

意図す る受益者､ とりわけ女 性､青年期の男

す るこ とにある｡すべての新技術の試験 と導

女､その他の地位の強化が図 られなければな

入 を行 う場合 には､ その技術 を継続的 にモニ

らないグループの意見 を考慮 に入れ るこ とが

ター し､潜在的な濫用 を避 けなければな らな

で きるようにす るため､社会学的お よび経済

いO男性の出生力を制限す るための新 しい手

学的な研究 も必要 とされていることを強調 し

V/AI
DSを含 む性 行
法の開発､ さ らにはHI

ている｡

為感染症や不妊症 についての研究に高い優先
順位が与え られなければな らないO行動計画

A.基本的データの収集､分析 と普及

文書 は､人工妊娠 中絶の決定要素､ l
い絶の合

各同政府 は､人 口 ･開発データの収集､分

併症の泊癖 と中絶後のケア､そ して人工妊娠

析､普及､活用のために持続的かつ包括的な

中絶がその後の出生力に与 える影響､ リブ ロ

プ ログラム を実施す る国 としての力 を強めな

グクテ イブ面の精神衛生､避妊 などを含 む人

ければな らない｡人 口傾向のモニタ リングや

｣二
妊娠 中絶の結果 についての研究の推進 を求

人 口学的な予測には特別な注意が向け られな

めている｡

ければな らない｡ また､各国政府 は､行動計

C.社会 ･経済分野の研究

画に述べ られた目標 と目的の達成 に向けた進
展のモニター も行わなければな らない｡デー

各国政府､資金提供機 関､そ して研究機 関

タは､経済 発展における女性 の現在､そ して

には､関連す る入 日と開発の政策お よびプ ロ

これか らの貢献 について より正確 な状況 を提

グラムに関す る社会学的､文化人類学的 およ

供 で きるよう､男女別の要素に分 けて収集 さ

び経済学的研究 を奨励 し､推進す ることが求

れなければな らない｡

め られている｡人 口問題､貧困､過剰消費､
環境 悪化な どに悩 む地域 において､梓 にこれ

B. リブログクテ ィプ ･ヘルスに関す る研究

らの要素の間の相互作用 に注 目 しなが ら国内

各同政府 には､国際社会､そ してNG
Oや民

お よび国際 レベル における政策志向の研究 を

間部F
E
は 含むその他の組織の援助 を得なが ら､

行わなければな らない｡行動計画文書は､各
2
6

団政府､関係す る政府間組織や非政府組織 ､
そ してその他の組織 に対 し､女性の役割 お よ
び地位 と､人口学的および開発プ ロセス との
問の相関関係 に関す る研究 を優先す るこ とを
促 している｡女性 はジェンダー問題 に関す る
研究の立案のあ らゆる段階に関与 しなければ
な らず､ よ り多 くの女性研究者 を採用 して訓
練 を受けさせ るための努力が払われなければ
な らない｡
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個 々の国の行動

A.個 々の国の政策 と行動 プラン

お よびその他の人々の技能水準 と責務 を各同

指導者層が経済成長､人間資源の開発､ ジ

政府が高め るこ とを促 している｡国家 による

ェンダー間の平等 と公平､国民の健康､特 に

人 口と開発のプ ログラムの権 限を分散化す る

I
)プ ロダクテ イブ ･ヘル スに関す るニーズに

傾向は高 く評価 され､新 しい技能､ よ り良 い

応 えることに強 く関わ っている同では､持続

情報､ コ ミュニケーシ ョン ･システムを必要

的な国家的関与 を続 けることで人 口と開発に

とし､訓練 を受 けたスタッフ (
特 に女性のス

関す るプ ログラム を成功 させ ている｡人 口と

タ ッフ)の数 を増や してそれを維持す るため

開発の間には本質的な相 関関係があるため､

の城略が必要 となっている｡各回政府 には､

いかなる領域 における進歩 も他の領域 におけ

人 口と開発のための利用者 中心の管捜 情報 シ

る改善 に触媒作用 を及ほす可能性がある｡人

ステム､ とりわけ政府 と非政府の活重
力の双方

口関連 の政策､計画､プ ログラム､プ ロジェ

を網羅 し､そ して利用者､支 山､ インフラス

ク トの立案 とその後の実施 に､その受益者 を

トラクチャー､サー ビスの入手可能度､サー

関与 させ る必要性 が認識 されているO非政府

ビスの実施度 とその質 についての最新データ

組織や民間部門は国家の政策やプ ログラムに

を提供す る リブ ログクテ イブ ･ヘル ス ･プ ロ

おけるパー トナー として認識 されている｡国

グラムに特別 な注意 を払 うことが求め られて

の立法府のメ ンバ ーは重要な役割 を担 ってお

いる｡

り､中で も行動計画 を実施 し､適 切な財源 を

C.資源の動員 と配分

割 り当て､予算 を確保 し､人 口問題 に関す る

行動計画文書 には､家族計画､HI
V/AI
DS

一般の意識 を高め るための国内立法の制定は
重要であるO ここでの主 な目的は､選ばれた

な どの性行為感染症 ､人 口データの収集､分

国民の代表､ とりわけ国会議員お よび関係す

析､普 及､政策の策定 と研究 といった基本的

る団体 と個 人の梓 に草の根 レベルにおける積

リブ ログクテ イブ ･ヘル ス ･サービスにおけ

極的な関与 を促 し､力 を食わせ て全回的な行

0
0
0年か ら2
0
1
5年にかけての開発途上 国の
る2

動 を展開す るための力 と自信 を築 き上 げ るこ

ニーズ と､経済移行期 にある諸国のニーズに

とにある｡

応 えるために必要 な資金の レベルの見積 もJ
)
が含 まれてい るo これ までの経験 に基づ き､

a.プE
jグラムの管理 と人的資源の開発

これ らの領域 におけるプ ログラムの実施 には

2
0
0
0
年 に1
7
0
億 ドル､
2
0
0
5
年 に1
8
5
億 ドル ､
2
01
0

行動計画文書は､国家 による人 口と開発の
根暗､政策､計画､プ ログラムの実施､モニ

年 に2
0
5
億 ドル､ そ して2
0
1
5年に2
1
7
億 ドルの

タ リング､そ して評価 に関与 している管理者

費用がかか ると専門家は見積 もっている｡地

‑2
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城によってかな りの格差 はあるものの､当事
国がこうした費用の最大で 3分の 2をこれか
らも自ら負担 し､約 3分の 1が外部の資金源
によって賄われるであろうと今の ところ予想
されている｡社会開発の 目標 を達成 してより
効果的に し､ これ まで行われて きた政府間の
約束 を果たすため､各国政府は民間部門への
支出をこれ まで以上に社会部門に回 し､ とり
わけ持続可能な開発を背景 に した貧困の撲滅
に力を入れなければな らない｡

2
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国際協 力

発のために一時的な授肋 を必要 としている経

本章 は､開発のためのパー トナーの間の相
互責任 を明確 に し､人 口と開発の分野におけ

済移行期にある国の資金需要が含 まれている｡

る匡=
驚金融援助への公約 と､その安定を増す

国際社会は､ 南 と南の間の直接的な協力体 制

ための行動について勧告 している｡それは､

への支援 を促 し､それに高い優先順位 を与 え

人口と開発の分野における国際協力を同家の

るよう､与える側の国に求めていかなければ

人口と開発の優先順位 と確実に一致 させ るこ

な らない｡受ける側の回は､人口 ･開発活動

とを削 旨している｡国家のこの問題 に対す る

に向けた国際協力が人口 ･開発活動の 目的 を

対応能力の構築､技術や ノウ‑ウの移転は､

効果的に満たすために確実に用いられ､与 え

プ ログラムレベルにおける国際協力の 目的の

る側の凶がプログラムのための資源 を拠出す

中核 として保持 されているO

るための取 り組みをさらに押 し進め られるよ
うに しなければな らない｡

国際社会 は､GNPの0.
7
% を政府開発援助

(
ODA)に向けるとした合意の実現 を目指
し､行動計画の目的 と目標 を達成するために
必要 とされる活動の範囲 と規模 に応 じて､人
口 ･開先プ ログラムのための資金の割合を増
やすことに努めなければな らない｡ したがっ
て､資金供与側の国際社会に とって緊急に是
非 ともな し遂げなければならない課題 は､そ
れぞれの国の行動計画の 目的 と､数量 目標 に
対する今の強い関心 を､開夕
芭途 L国および経
済移行期 にある国の人口プ ログラムへの資金
協力 という実行に移すことである｡国家の人
口 ･開発プ ログラムが必要 としている財糠の
大 きさを考え､受ける側の回が､国内で入日･
開発問題 に振 り向ける資源 を大幅に増大 させ
ることができると仮定 して も､与える側の国
か らのそれを補助する資源の流れは､(
1
9
93年
の米 ドルで)2
0
0
0
年には約5
7
億 ドル､2
0
0
5
年
には6
1
億 ドル､2
01
0年には6
8
億 ドル､2
01
5年
には7
2
億 ドルにのぼると見 られている｡ これ
らの数字には､現在直面 している同難 な経済
問題や､社会的な問題の見地か ら､人口と開
‑3
0一

第 ⅩV章

非政府部門 とのパ ー トナーシップ

本章の主な目的は､人 口､開発､環境 に開

国際機関､そ して民間部門の間の協力関係 を

通す るプ ログラムの立案､実施､調整､モニ

強め､サービスの提供および質の高い リブ ロ

タ リング､評価 において､各国政府､非政府

グクテ イブ ･ヘルスおよび家族計画の商品､

組織､地域のコ ミュニテ ィー ･グループ､民

避妊具の生産､配給における民間部門の役割

間部門の間に効果的なパー トナ‑シップ を築

を促進することにある｡営利企業は､資金や

き上 げるす ることにある｡各国政府や政府間

その他の支援 をNGOや その関連組織 に向け

組織 はNGOや地域の コミュニテ ィー･グルー

るための機構 を強化 した り､創 り出 した りす

プをその意思決定に取 り込むことで､人 口と

ることによって､非営利団体であるNGOが判二

開発の問題 に対 してNGOが行 うこ とので き

台で より大 きな役割 を果たせ るようにす るた

る貢献､ とりわけ行動計画の確実な実施 を促

めの援助を増やす方法 を考えていかなければ

進す ることがで きる｡

な らない｡

各国政府は､人 目 ･開発プログラムの立案
と実施に女性団体が参加 し､確実に重要な役
割 を果たす ように しなければな らない｡すべ
ての レベル､特 に管理業務の レベルに女 性を
関与 させ ることは､ 目的 を達成 し､行動計画
の実施に とって非常に重要 なことである｡各
国政府や与 える側の国は､NGOやそのネッ ト
ワークが確実にその独立 を維持 し､定期的な
対話や相談､そ して適切 な トレーニ ングと福
祉活動などを通 じて自らの力を強め ることが
で きるように し､その結果パー トナーシップ
においてより大 きな役割 を果たすことがで き
るように しなければな らない｡
セクシ ョンBにて論 じられている民間営利
部門は､人口 ･開発プ ログラムに関係する適
切な教育や情報 を含み､ また リブ ログクテイ
ブ .ヘルスケアのためのサービスや､物の生
産や引 き渡 しを含む社会 と経済の発展におい
て重要な役割 を果た している｡その 目的は､
新たな協力の分野の確認における各回政府､
31‑

第 ⅩⅤⅠ
章

会議の フォローア ップ

A.国 レベルの行動

各国政府､国連諸組織､そ してNGOは､行

各国政府､地域社会､非政府部門､国際社

動計画 を広 く普及させ､その 目標､目的､行

会などが､経済活動や社会活動のあ らゆる側

動に対す る一般か らの支援 を求めなければな

面 を考える場合に人口問題 を取 り込むことは､

らない0第XI
I
I
章 と第ⅩI
V章の規定や開発途

すべての個人､そ して未来の世代の生活の質

上国が直面 している経済的な制約 を考慮に入

の改善に大 きく役立つであろう｡

れなが ら､すべての国が行動計画の実施のた
めの さらなる資金の拠出を考慮す る必要があ
る｡

国際的､地域的､下部地域的､同家的､地
方的などの レベルにおける広範囲にわたる行

すべての凶に対 して､NGO､組織､地域 グ

動計画作成の準備は､行動計画の策定に大 き

ループ､マスコミ､学界などとパー トナーシ

く貢献 した｡多 くの凶において､国内の準備

ップ を組み､国会議員の支援 を受けなが ら､

プ ロセスの方向付けを行 うためにかな りの組

国家による適 切なフォローアップ､責務､モ

織的な拡張が行われ､公共情報 と教育キャン

ニタ リングのための機構 を確立することが求

ペーンによって人口問題 に関する意識が高 ま

め られている｡国際社会 は､プ ロジェク ト策

り､会議のために包括的な国別の報告書が作

定 とプ ログラム管理のための能力の構築を含

成 されてた.

む国家 レベルのフォローア ップの組織､そ し
て調整 と評価機構の強化 において各回政府 を

会議のフ ォローア ップには､人 口と開発へ

援助 していかなければならない｡

の政治的支援の構築を含む政策指導､資源の
活用､実施努力の調整 と相互責務､国内およ

各F
x
]政府には､国際人口 ･開発会議の 目標

び国家間の問題解決 と経験の共有､実施 にお

と目的の達成に向けた進歩の測定や､評価に

ける進展のモニタ リングと報告などが含 まれ

用いることがで きる基礎データと情報 を提供

なければな らない｡

するために､国家 レベルのデータベースを構
築､強化することが求め られている｡ また､

行動計画の実施 は､国際人口 ･開発会議､

成功例､問題点､その実施 を行 う上での障害

すべての人の健康のための世界合議､すべて

などについてまとめた自国の進展状況 を定期

の人の教育のための世界会議､子供のための

的に評価 し､報告す ることが各国に求め られ

世界サ ミッ ト､後発開発途上国会議､国連環

ている｡

境開発会議､国際栄養合議､世界人権合議､

B.下部地域 と地域 における行動

小島 しょ開発途上国の持続的開発に関する世
界会議､世界社会開発サ ミッ ト､第 4回世界

実施には､下部地域 と地域の具体的な戦略

女性会議､第 2回入隅J
居住合議 (
Habi
t
atI
I
)

とニーズを対象に取 り組 まなければならないo

を含む主な匡日
額合議のフォローア ップ を行 う

地域委員会､地域 レベルの国連諸組織､その

統合 された活動の一部でなければならない｡

他の開通す る区域 と地域の組織 は､実施面で
一3
2

積極的 に調整 を行 う必要があるo各国政府や

た どち らかが比較的優位 を持 っているのかに

関連組織 には､既存のフ ォローア ップ機構 を

ついて検討 しなければな らない｡

強化す ることが求め られているO実施お よび
フォローア ップ には学際的な専門知識が活用

4
8/1
6
2)の
経済社会理事会 は､総合決議 (

されなければな らないO対応能力の構築 にお

方針に基づ いて､国連 人 口基金お よび国連 人

ける協 力､情報 と経験､ ノウ‑ウ､技術的専

口部 を含む入 口と開発に取 り組んでいる凶連

門知識の共有 と交換 な どが､凶際社会の按肋

諸機関の重安な役割 を考慮 しなければな らな

の もと､
NGOとのパー トナーシップ によ り強

い｡総会 は､管理面､予算面､プ ログラム面

化 されなければな らない｡ また各国政府 には､

の意味合いを心 に留めなが ら､その第4
9回会

人 口と開発の問題 における研修 と研究 を強化

4
8/1
62) に従 って国連
議 において総会決議 (

し､研究結果 を広 く普及す ることが求め られ

人 口基金の執行委員会 を別途設立す ることを

ている｡

考慮 しなければな らない｡
国連事務総長 には､ 各種国連機関､国際金

C.国際 レベルの行動
実施 に必要 とされ る資源の中には､優先順

融機関､二 国 間援助組織 ･機関の間に､緊急

位の見直 しによって得 るこ とがで きるもの も

お よび一時的なニ‑ズを含む各回の人 口と開

あるが､開発途上撰､特 に後発開発途上国 は､

発ニーズを定期的 に検討 し､資源の入手 可能

信頼で きる正 しい指標 に基づ き､二国間お よ

性 と効果的な活用 を最大化す るため に必要 な

Oを通 じて提供 され る
び多国間の経路 やNG

国際援助 についての情報交換 を促進す ること

NGO､そ して国際社会か らの無償
民間部門､

が求め られている0

援助 による新規財源 と追加財源 を必要 とす る｡
人口関連 の政策や開発協力の運営面 について､

回連の専門機関やそれに開通す る組織 は､

各組織 による取組の調整､明確 な役割分担､

合議のフ ォロ‑ア ップ として 自らの活動､プ

そ して資源活用におけるさらなる調整 と計画

ログラム､中期戦略の強化 と調整 を行い､管

立案が必要 とされてい る｡

理機関はこの点 に関 して 自らの政策､プ ログ
ラム､予算､活動 を検討 しなければな らない｡

総会 は､行動計画の実施 について定期的に
検討 を行わなければな らない｡経済社会理事
会 は総合的なアプ ローチを促進 し､モニ タ リ
ング実施 に向けた全 システムの調整 と指導 を
提供 し､国連 の報告 システムを吟味 しなけれ
ばな らない｡
総会 は､行動計画 に基づ く効果的な実施､
モニ タ リング､評価 を確保 し､実施 とモニ タ
リング活動の効果 を高め､政策指導､研究､
基準設定､運営の関の相二
村粥係 を確実 にす る

9
95年の第49垣は釜台 と経済社会理事会
ため､1
において､人 口と開発に取 り組んでい る国家
間機 関 と国連諸棟関の役割､責任､権能､ ま
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