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◼ UN Women (国連女性機関)は、ジェンダー平等と女性のエンパワーメ
ントのための機関です。

◼ UN Womenは、世界全域で女性と女児のニーズに応じた変化をさらに
加速するために、2010年に設立されました。

◼本部はニューヨークにあり、プムズィレ・ムランボ＝ヌクカ氏（元・
南アフリカ副大統領）が事務局長を務めています。

◼現在、俳優のエマ・ワトソン、アン・ハサウェイ、ニコール・キッド
マンなどが親善大使を務めています。
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UN Womenについて



UN Womenの主な活動分野



ジェンダーに基づく暴力の撤廃

• ジェンダーに基づく暴力は人権を脅かす深刻な
問題。女性の3人に1人が生涯で一度は暴力を
受けることがあると言われる。多くが親密な
パートナーからの暴力。

• 身体的、性的、精神的な形での暴力。
• 被害者の健康に悪影響を与え、女性の社会への

参画を阻んでもいる。
• 暴力は被害者にとってのみならず、家族、地域

社会、国家全体にとってもマイナスの結果をも
たらす。

• 数多くの国々が家庭内暴力や性的虐待をはじめ
とする様々な形態の暴力に反対する法制度を備
えている。

• 依然として法律の施行を巡る課題が存在し、女
性や女児の安全性や司法へのアクセスは限られ、
不処罰に終わるケースも多い。



UN Womenの対策

1. 国際的な法律・規範の枠組みの整備。各国政府が国際基準に則っ
て法改革を採用し、立法化することを支援。

2. 各種団体と協力し、暴力の撤廃、暴力の原因と結果についての認
識の向上を提唱し、暴力の防止とこれに対応するためのパート
ナー機関の能力構築を支援。

3. 男性や男児の規範や行動を変化させる必要性を促し、ジェンダー
平等と女性の権利を提唱。社会通念を変える、啓発キャンペーン
の実施。

4. 暴力被害者の安全、シェルター、健康、司法、その他基本的サー
ビスに関する質の高い、多岐に及ぶ対応への支援。

5. 公共の施設・場所における安全性の向上。
6. データ・知見の共有。



新型コロナウイルスがもたらす影響

しかしながら、新型コロナウイルスがもたらす影響は
男女に対して同一ではありません。

多くの国でDV報告件数

が２５％以上増加

女性は不安定な就業体系
が多く、不景気の影響が

直撃

女性は男性の約３倍の時

間、家事・育児・介護等
の無償労働に従事

最前線で対応する医療従
事者の70％は女性、感染
リスクにさらされている

2020年の世界経済成長率はマイナス
4.3%と予測され(出展: 世界銀行) 、経済損失
は2年間で約1300兆円と試算されていま
す。(出展: IMF)

死者203万人以上が確認さ
れました。（2021年1月5日現在）

感染者9504万人 経済成長マイナス4.3％



暴力

経済・雇

用の不安

ケアワー

ク負担増

コロナ禍における対策
コロナ禍で世界が直面する課題

新型コロナウイルス

ジェンダー不平等・
不平等なリスク

対策

既存の支援体制のスケールアップ
新しいニーズへの対応

暴力を生み出すジェンダー不平
等・社会の土壌の是正
意思決定過程への女性参画

暴力を容認しない社会の再構築

ジェンダーに配慮した
施策の実施



国連女性機関の対応例
データ収集・調査

Photo: EU/Lukasz Kobus

Photo: UN Women/Ngoc Vo

中東での調査実施
２２０の市民団体に、アンケート調査を実施。バー
レーン、エジプト、イラク、ヨルダン、クウェート、
レバノン、リビア、モーリタニア、モロッコ、パレ
スチナ、チュニジア、サウジアラビア、スーダン、
アラブ首長国連邦、イエメンを対象。

結論と提言：
• 女性への暴力は、顕著に増加
• 既存の支援体制の強化が必要
• 新たな形態の暴力が発生（オンラインでの暴力）
実態の把握・対策が必要



国連女性機関の対応例
データ収集・調査

Photo: EU/Lukasz Kobus

Photo: UN Women/Ngoc Vo

コロナ禍において、家庭・オンラインで女性への暴力が増加



国連女性機関の対応例
データ収集・調査

Photo: EU/Lukasz Kobus

Photo: UN Women/Ngoc Vo

支援体制・サービスも影響を受けている



国連女性機関の対応例
データ収集・調査

Photo: EU/Lukasz Kobus

Photo: UN Women/Ngoc Vo

支援方法も状況に応じて変化（オンラインを通じた支援が増加）



.

各国の暴力への対策強化
ベルギー：コロナ禍でも、複数の性暴力ケアセンターが、
24時間365日体制で支援活動を継続し、医療・法医学・精
神的なケアサービスを提供。
フランス：DV被害が増加し、既存のシェルターの受け入れ
上限を超えたため、政府が費用負担しホテルを借り上げ、
被害者を受け入れると発表。また、仮設のカウンセリング
センターが、商業施設等に設置された。
ドイツ：意識啓発キャンペーンを政府が実施し、
DVの増加に警鐘を鳴らし、暴力の被害に遭った際に利用可
能な支援サービスや、家族や友人が被害にあった際の対処
法・連絡先を周知。
オーストラリア：15000人の女性に調査を実施し、
新型コロナウイルスがもたらす影響、暴力の蔓延状況や性
質、そして助けを求めるためにとった行動をまとめ、国の
全体像の把握に努めた。
日本：ＤＶ被害者に対する相談支援や一時保護に関し、継
続的かつ迅速な対応を進めるよう、自治体の関係部署に通
達。また、相談窓口についても更なる周知を依頼。

出展：COVID-19 Global Gender Response Tracker
内閣府男女共同参画局 新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針関連

各国政府のコロナ対策に係るデータベース
UN Womenと国連開発計画（UNDP）は、データベース
「COVID-19 グローバル・ジェンダー・レスポンス・ト
ラッカー(ジェンダー対応追跡ツール）)」を新たに開発。
206の国と地域が導入した2,500以上の新型コロナウイル
ス感染症対策を、女性と少女に対する暴力への取り組み、
無償のケア労働への支援、女性への経済的保障の強化、
の３つの領域について、ジェンダー的視点から具体的に
分析。女性と少女に配慮した政策が不十分なことがわか
りました。

データ収集・調査

国連女性機関の対応例



国連女性機関の対応例
ジェンダーに基づく暴力への対策強化

ケニア ヘルプラインを支援
ケニアでは女性・少女に対する暴力は深刻な問題です。
暴力の被害者に対し即時支援を行う国立ヘルプラインへ
の問い合わせは、ロックダウン下にあって急増しました。
UN Womenはこういった急増するニーズに対応できるよう、
ヘルプラインセンターがカウンセラーを増員できるよう
支援しました。また、性暴力被害者保護のため，ケニア
警察と協力し，研修の実施や女性警察官の配置等を調整
しています。

Photo: EU/Lukasz Kobus

Photo:文京区

ヨルダン 最新テクノロジーを駆使し
シリア難民女性を支援

ヨルダンのザターリ難民キャンプでは、外出制限や経済的
な不安から暴力の懸念が増加しました。ブロックチェーン
テクノロジーを駆使し、シリア難民女性達への経済支援を
行い、難民女性に仕事を提供し、オンラインで給与を提供、
食料等の購入も可能に。また、携帯アプリのWhatsAppを
用いて、新型コロナウイルスに関する情報提供を実施。



国連女性機関の対応例

UN Women/Mohamed Ezz ElDin Photo: EU/Lukasz Kobus

Photo: UN Women/Ngoc Vo
Photo:文京区

１６日間のキャンペーン
コロナ禍で急増した家庭内暴力の問題も踏まえ、ジェン
ダーに基づく暴力撤廃に向けたグローバルな１６日間の
キャンペーンを11月25日（女性に対する暴力撤廃の国際
デー）から12月10日（人権デー）まで世界中で開催しま
した。期間中、建物をオレンジ色にライトアップしたり、
オレンジの服やアクセサリーを着用頂くことで、賛同の
意志表明をして頂きました。

啓発活動

陰のパンデミック・キャンペーン
ロックダウンに伴い増加する、女性・女児への暴力に
対する啓発キャンペーンを実施。各種動画・声明・ガ
イドライン等を和訳して拡散。政府とも協働し、各種
メディアで取り上げられました。



職場としての国際機関

.

法律の専門家のキャリア例

• 管理部門（例：法務部）
• 法律顧問（例：国際人道法）
• 人権の専門家
• 国際刑事法の専門家
• 研究・調査部門
• 事業部門

国際機関で勤務することの特徴
（私見）

• 国際公益に貢献
• 同僚の多様性
• 様々な経験
• 柔軟な勤務環境



職場としての国際機関

.

資料：外務省国際機関人事センター



ご清聴ありがとう
ございました！


