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公益財団法人ジョイセフ（会長 明石康）は、
世界の妊産婦と女性の命と健康を守るために
活動している日本生まれの国際協力NGOです。
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ジョイセフからのメッセージ

　戦後の日本の公衆衛生、予防医学、家族計画、母
子保健の改善のために、國井長次郎は多くの団体・
組織の創設に関わりました。1950年代初めから60
年代にかけて、日本家族計画協会、日本寄生虫予防
会、予防医学事業中央会、東京都予防医学協会に
続き、ジョイセフは國井が創設した保健会館グルー
プの一員として誕生しました。
　國井の「途上国のお母さんたちを救いたい」とい
う志の実現のために、先輩団体の豊富な経験・知見
が惜しむことなく与えられました。まだ十分に独り歩
きできなかったジョイセフが、不安定な創成期を乗り
越えて、国際協力NGOとして成長し、創立50周年を迎
えることができたのは、先に創
設された諸団体の寛大かつ多
大な支えがあってこそでした。
　そして、國井の「人間的家族
計画」「人々が主体」という考え
方は、ジョイセフの活動の基本
理念として、とぎれることなく受
け継がれ、妊産婦と女性の命と
健康を守るという使命は半世
紀を通して変わっていません。

　誰一人取り残されることなく、セクシュアル・リプ
ロダクティブヘルス/ライツ（SRHR）を享受できる世
界を実現すること、ジェンダーの平等、女性と少女の
エンパワーメントを目指して活動すること、妊娠・出
産で女性が亡くなる世界を変えるために全力を尽く
すこと。それが、これからも変わらないジョイセフの
存在意義です。
　SDGs時代の今、世界、日本の状況を考えると、
ジョイセフが目指す世界の実現は遠い道のりに思え、
時に憤りを感じます。だからこそ、その憤りを原動力
に、また先達が築いた50年の重みを胸に、私たち一
人ひとりが、新しい時代に向けて、変革と挑戦を恐れ
ずに前進していきます。
　どうぞこれからもジョイセフへのご支援、ご協力を
よろしくお願い申し上げます。

役職員一同

表紙写真「NATOTERA」はザンビアのプロジェクト地域のベンバ語で「ありがとう」を意味します。
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世界の妊産婦死亡数は、
年間30万3000人、
毎日830人
この99％以上が開発途上国の女性です。さらに、
10代の妊娠・出産は身体への負担が大きく、世
界の15～19歳の女性の死因の第1位は妊娠・
出産によるものです。妊産婦死亡の原因は、出
血多量、妊娠高血圧症、安全でない人工妊娠
中絶など、その多くが予防可能です。

2018年、公益財団法人ジョイセフは創立50周年を迎えました。
この間、世界35カ国でプロジェクトを実施してきました。

女性と若者を取り巻く
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツの
課題とジョイセフの活動

セクシュアル・リプロダクティブ・
ヘルス/ライツ（SRHR）：

「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス
（SRH）」とは、性や生殖にかかわるすべて
において、身体的にも精神的にも社会的に
も良好な状態であることです。その達成の
ためには、自分の身体やセクシュアル・リプ
ロダクティブ・ヘルスに関することを自分
で選択し、決めることができる権利「セク
シュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
（SRHR）」（性と生殖に関する健康と権利）
の実現が必要です。持続可能な開発目標
（SDGs）でも、SRHの改善がゴール3「すべ
ての人に健康と福祉を」に、そしてSRHRへ
の普遍的アクセスがゴール5「ジェンダー
平等を実現しよう」に掲げられています。

多くの国で、保健ボランティアや若者ピア・エデュケーターの
養成や、助産師など専門技能者のスキルアップのための再研
修をしてきました。このような活動を通じて、産前・産後健診の
受診率の向上、専門技能者の立会いの下での出産、意図しな
い妊娠の防止を目指しています。たとえば、ザンビアでは地方
の妊産婦が、医療施設の近くで一時滞在できる「出産待機ハウ
ス」を設置しました。また、これらの活動を持続可能にするため、
住民が主体的に活動できるよう支援しています。日本では、開
発途上国の保健関係者を招き、母子保健向上の経験を伝え、
活動計画を策定する研修をしています。「ホワイトリボンラン」
は、参加費の一部を開発途上国の妊産婦の健康改善に役立
てるチャリティーランで、2016年から毎年「国際女性デー」に
合わせて3月に実施しています。また、日本の放置自転車を修
理・再生した自転車を30年間で91カ国に8万台以上寄贈し、妊
婦の搬送や、保健ボランティアの活動に貢献してきました。

世界では年間2億2700万人が妊
娠していますが、その44％が
意図しない妊娠です。意図し
ない妊娠のうち半数以上が人工妊
娠中絶に至ります。しかし、中絶が非合
法の場合や医療施設に行けない場合など、
安全でない中絶を行うことがあります。若
い女性が意図しない妊娠・出産をした場合
は、学業をあきらめるケースもあります。さ
らに、度重なる出産は、女性のみならず、産
まれてくる子どもの健康を損ない、命を奪
う恐れがあります。健康と命を守るためだ
けではなく、女性自身の意思決定による自
己実現やエンパワーメントのためにも避妊
手段へのアクセスは重要です。 

意図しない妊娠を防ぐには、避妊・家族計画の知識
とサービスを得ることが重要です。女性はもちろん、男
性の理解と協力は欠かせません。ジョイセフは、現地
NGOや行政、保健ボランティアと連携して、近代的避
妊法への情報や利用を推進しています。たとえば、近代
的避妊法のサービスをより多くの人が受けられるよう
に、医療機関が遠い人へのアウトリーチ（出張診療）活
動の支援や、既婚者やパートナーの男女がともに参加
する家族計画に関するワークショップなどを実施してい
ます。

ジェンダーの平等とは人生や生活において、
性別にかかわらずすべての人
が、さまざまな機会を平等に持
ち、自己実現の機会を得られること
です。女性は男性と同様に、尊厳を持ち、貧
困と恐怖から解き放たれ、自由に生きる権
利があります。しかし、世界中で、女性を不
利な状況に置く差別的な慣習や政策・制度
が存在しています。ジェンダーに基づく暴力
には、児童婚・強制婚、FGM（女性性器切
除）、人身売買、強制売春、親しいパートナー
や紛争時の兵士などからの暴力、性的虐待、
心理的な暴力など、SRHRにかかわるあら
ゆる暴力が含まれます。さらに、ジェンダー
の平等は貧困をなくしていくためにも必要
不可欠です。

ジェンダーの平等を求める政策提言（アドボカシー）を行っ
ています。ジョイセフの専門であるSRHRとジェンダー平等は
密接にかかわっていることから、日本国内でのSDGs達成を
推進する「SDGs市民社会ネットワーク」のジェンダー分野の
共同幹事として、国内のジェンダー平等達成も重視していま
す。また、SRHRは、女性が差別や強制から逃れて、自分の意
思で選択する権利を含むからです。ジョイセフは人工妊娠中
絶に関するサービスを提供するNGOへの資金拠出を停止し
た米トランプ政権の大統領令への反対声明の発表、また日
本国内で特に10～20代の若者に「I LADY.」キャンペーン
を展開しています。I LADY.は、SRHRに関する幅広い情報
提供を行い、行動するきっかけをつくることで、日本を含む世
界の包括的性教育、ジェンダー平等を推進し、また多様性を
尊重します。 

I LADY. はこの3つの指針を大切にしています。

Love Yourself
 （=自分を大切にすること）

Act Yourself
 （=自分から行動できること）

Decide Yourself
 （=自分らしい人生を、自分で決められること）

初等教育の総就学率の男女差は減って
きたものの、サハラ以南のアフ
リカの女子の中等教育の総
就学率は男子を100とする
と、女子は87％にとどまります。
男児の教育が優先され、教育を受けられ
なかった女性は、読み書きができない、
現金収入の機会が少ないなどで、経済
的・社会的に厳しい立場に置かれます。
貧困、女子に対する伝統的な差別や慣
習、トイレなど学校設備の不備、学校ま
でが遠く危険などの理由が女子の教育
の継続を阻害する要因です。さらに、思
春期の少女の場合、月経の正しい知識や
対応ができないことで、欠席がちになっ
たり、自信が失われたりすることがあり
ます。また、誤った情報に頼らないように、
自分と相手を尊重するために、包括的性
教育も必要とされています。

日本全国から寄せられたランドセルや学用品をアフガニス
タンに寄贈しています。ランドセルは通学のシンボル。目に見
える形で、地域全体で、男女ともに教育が必要であるという
認識が深まります。また、ミャンマーでは、保健スポーツ省や
企業と連携して、女子のための月経教育ツールを開発し、ミャ
ンマーで初めて、10～14歳に小・中学校という公教育の場
で、月経教育が始まりました。訓練を受けた教員が月経教育
をした結果、多くの生徒にとって、月経への不安や誤解が大
幅に減り、月経中も快適に過ごせるようになりました。また、
ガーナ、タンザニアなどでは、避妊の知識だけでなく、自分の
身体を守ることやジェンダーなどの人権意識の向上を含む
「包括的性教育」を、男女ともに推進しています。さらに、ザン
ビアでは、企業の協力によって、全国から集められた子ども
靴を寄贈するなど、通学や健やかな成長を応援しています。
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・ 『妊産婦死亡の動向：1990-2015（Trends in Maternal Mortality:1990 to 2015）』（WHO等）
・ 『Global Accelerated Action for the Health of Adolescents(AA-HA!)-Guidance to
    Support Country Implementation』（WHO）
・ 『世界子供白書2017』（UNICEF）
・ 『Abortion Worldwide 2017:Uneven Progress and Unequal Access』（Guttmacher Institute)

出典：
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JICA委託ワークショップの地方視察（2018）

4月22日

財団法人 
家族計画国際協力財団
（ジョイセフ）設立
（外務省・厚生省認可法人、創設者は
國井長次郎）

アジア4カ国視察後の報告会。
発言する田中龍夫議員の隣は
ジョイセフ会長の岸信介（元首
相）と加藤シヅエ

東京で開催されたアジア寄生虫
予防機構（APCO）第2回会議

UNFPA発行『世界人口白
書』の日本語版制作委託開
始。2008年まで全訳、
2016年まで抜粋版

タンザニアでアフリカIP会議
（PANFRICO）開催

人口問題協議会・明石研究会(事
務局ジョイセフ)提言「開かれ活力
ある日本を創る－鍵を握る女性、
若者、高齢者と外国人」発表

世界女性会議で、ジョ
イセフが主催した
NGOフォーラム

第1回加藤シヅエ賞
（以後、2006年まで
実施）授賞式

ベトナム・リプロダクティブ・
ヘルス・プロジェクトに協力
開始（JICA委託）

北京で開催の世界女性会議に
NGO代表の一員として参加

国連経済社会理事会
（ECOSOC）
諮問NGO資格取得

保健スタッフ・ボランティアの足として
再生自転車の海外譲与開始。
2017年度までに91カ国に8万台超を寄贈

想い出のランドセルギフト・キャンペーン
開始。2017年度までに18万9000個を
配付

ランドセルを手にするアフガニスタンの子どもたち

寄生虫予防活動の一環で顕微
鏡を覗く小学生

ザンビアの出産待機ハウス滞在の妊婦

アフガニスタン支援開始

第１回「ジャパンSDGsアワード」の
SDGsパートナー賞（特別賞）受賞

UHCフォーラムでパブリック
イベント、WHO事務局長を
招いてIPPF、UNFPAとサイ
ドイベント

注：肩書きと団体名は当時ジョイセフ50年の歩み

1920年頃の加藤シヅエとマーガレット・
サンガー

ジョイセフの創設者 國井長次郎

日本に国際協力を要請するため来日した
ウィリアム・ドレーパー国際家族計画連盟
（IPPF）特別顧問。握手を交わす佐藤栄作
首相のほか、福田赳夫大蔵大臣、加藤シヅ
エ、國井長次郎が同席

創設者國井長次郎の信念は住民
主体の「人間的家族計画」。この
時代、多くの途上国で家族計画
が人口抑制の手段となり、女性の
人権が尊重されることなく「出生
数」をコントロールする対象と見
なされた。一方で國井は、家族計
画は「自分の生活を守り、家族の
幸せを願うこと、母と子の健康を
守りたいという気持ち」だと考えた。
國井の信念はジョイセフの活動の
基本理念として引き継がれている。

前
夜

1970～80年代

家族計画・栄養・寄生虫予防
インテグレーションプロジェク
ト（IP：Integration Project）
を提唱。世界のプライマリーヘ
ルスケアの好事例として、アジ
ア、アフリカ、中南米地域に広
げていく。家族計画はセンシ
ティブな問題であるため、IPは
まず寄生虫駆除を実施。その
後、家族計画指導員が母体や
子どもの健康のためにも、避妊
方法を伝えていき、男性もやが
て家族計画に積極的に賛成し
ていった。

2016年、持続可能な開発目標
（Sustainable Development 
Goals、SDGs）達成に向けて、途
上国だけでなく、世界の女性と少女
を守る活動へ。SDGsの17の目標の
うち、ジョイセフは以下の3つを中心
に取り組む。
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広報誌「世界と人口」創刊。
2009年まで発行

アジア人口事情議員視察団をイン
ドネシア、フィリピン、タイ、インドへ
派遣

人口問題
協議会発足

英文ニュースレター
「JOICFP NEWS」創刊。
2007年まで発行

第1回アジア寄生虫予防・家族計画（APCO/FP）会議開催

ユニセフ・WHO・ジョイセフ
のIP相互協力合意

国連人口賞受賞

韓国、インドネシア、
フィリピン、タイで
IP開始

ジョイセフ内にIPPF
東京連絡事務所開設

台湾でIP開始

ラオスで、コミュニケーション戦略構築・
技術移転開始（UNFPA委託）

国内で初の活動として、東日本大震災被災地
での被災女性の支援開始

9月1日、「公益財団法人ジョイセフ」に移行登記（内閣府認可法人）
公開シンポジウム「70億人の世界×70億人のアクション」をUNFPAと共催

「ジョイセフフレンズ」スタート

ホワイトリボン・ジャパン設立。事務局に

アフリカの抱える課題について訴える
ラファエル・サラスUNFPA事務局長

第1回ラテンアメリカ・
IP推進会議（CAPRI）
開催

日中家族計画協力に関
する覚書に調印

低栄養防止と寄生虫
予防セミナ－をWHO・
ユニセフ等と共催

國井の著書“Humanistic Family 
Planning Approaches”（英語版）
が国連人口活動基金（UNFPA）よ
り刊行。後にジョイセフが日・中・西・
仏語版も発行

英文季刊誌「JOICFP Review」
創刊。のち「Integration」と改
称し、1999年まで発行

中国でIP開始

サハラ以南のアフリカのため
の家族計画・栄養・寄生虫予
防IPワークショップを東京で
UNFPAと共催

地球規模問題（人口・エイズ）
イニシアティブ（GII）の事務局に

カイロで開催の国際人口開発
会議（ICPD）に政府代表団の一
員として理事長の近泰男が参加

人口問題協議会主催の特別講
演会「アフリカ飢餓の本質と国
連人口活動基金の役割」開催

セクシュアル・リプロダクティ
ブ・ヘルス/ライツ（Ｓexual 
Ｒeproductive Ｈealth 
and Ｒights：SRHR）推進。
そしてMDGsへ。

タンザニアの保健ボランティア

国際協力事業団（JICA）委託の家族計
画指導者セミナー

コフィ・アナン国連事務総長から賞
状を受け取る理事長の近泰男

ホワイトリボンラン初開催
（以後、3月8日の国際女性
デーに先立って毎年実施）

「2016年G7サミット市民社
会プラットフォーム」共同代表、
「G7サミット保健NGOネット
ワーク」事務局に

I LADY. （Love, Act, Decide 
Yourself.）キャンペーン開始

第23回読売
国際協力賞

受賞

中国江蘇省太倉市に中国RH・家庭保健研修センター開所

人口問題協議会、「ODAに関す
る提言」を各界リーダーに提出

ジョイセフ会長に明石康・
元国連事務次長が就任

（～現在）

カンボジア友好勲章受章
ひまわり褒章受章

毎月11日を「ジョイセフフレンズの日」に

熊本地震被災
女性・母子支援

1994～2015年

西日本豪雨
被災女性・母子支援

ジョイセフ
創立50周年

54



ジョイセフの活動に  
寄せられた声 

私達は困っているママ
と赤ちゃんが目の前にいても、助け

たくてもその方法を知らない。ならば、現
場のプロフェッショナル「ジョイセフ」を支援
することで、結果、多くの方が救われるのでは
ないかと考えジョイセフを支援しています。
ヴィリーナはママとジョイセフを繋ぐ役目。
お互いの得意分野を合わせることで、最
大の効果が出ていると感じています。

5人目の出産をしまし
た。家から2時間も歩かないと診
療所に来られないので、最初の3人
の子は自宅で出産しました。今回は
診療所で出産するため、事前に出産
待機ハウスに滞在しています。隣の診
療所に看護師さんがいるのですぐに
診療してもらえて安心です。滞在し
て6日目。きれいな水でシャワー
も浴びられ、とても快適です。

ジョイセフの半世紀にわたる
活動は世界中の女性、男性、若者に本当の変

化をもたらしてきました。ジョイセフは、日本の経験
にもとづき、人間一人ひとりの視点に立った家族計画と
いうアプローチを生み出し、その普及に全力を傾けてき
ました。そのことがジョイセフを特別な存在とし、他の国
際団体にはできない、ジョイセフだからこそできるセ
クシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
分野の協力活動を可能にしてきたのだと

思います。

ジョイセフの
活動の中心は女性支援です
が、性別にかかわらず同世代として
発信していきたいし、男性にも足を運
んで欲しいです。姉と妹がいることもあ
り、前から女性の視点でも考えるように
はしてきましたが、ジョイセフのピア・ア
クティビスト研修で今まで知らなかっ
たリプロダクティブ・ヘルスの選択
肢も学びました。

ジョイセフが
実施した農村で働く助産師へ

の研修に参加しました。研修後、妊
産婦へのカウンセリングで、つわりや陣
痛などのしくみを説明したり、症状に合わ
せた具体的な対処や必要な栄養などを伝え
ることで、女性がとても安心していることが
よく分かるようになりました。妊産婦だけ
でなく、思春期の女の子への性教育や、
更年期の女性へのケアなど、一人で
も多くの女性に、伝えていきた
いです。

震災から1年、
素敵なお祝いが届き、思わず涙

があふれました。本当にありがとうござ
いました。義援金、ママセット、そして1歳
の誕生日のプレゼント。本当に感謝の気持
ちでいっぱいです。震災で家、故郷、大切な
人…多くを失いましたが、たくさんの人々
が応援してくださっているということも
身にしみて感じます。

色とりどりのカンガ
を身に纏った、笑顔が輝く女性た

ちの姿が私の描くジョイセフのイメージ
です。支援地域の生活に寄り添い、地域住
民による持続可能な活動システムを創り上
げる支援は、彼女たちのその笑顔を守り、増
やしていき、こちらはその笑顔に勇気づけ
られています。そんな支援のカタチが素
晴らしいと感じています。

14年前、9歳の時にノートとクレ
ヨンが入ったランドセルをもらいました。それま

ではビニール袋で通っていました。とてもうれしくて
毎晩抱いて寝ていました。ランドセルは今も大切に持っ
ています。ランドセルを受け取った時、どんなことがあって
も絶対勉強を続けようと思いました。今は医学部生です。
アフガニスタンの人々に勉強して国のために働こう！と伝
えたいです。私も必ず医者になって、アフガニスタンの
ために働くつもりです。

日本の皆さん、ガーナの母子
のためにご支援いただき本当にありが
とうございます。施設や物資の支援はもち
ろんですが、人材を育てる研修がとてもありが
たいです。ジョイセフを通じた日本の支援は、保
健人材の質が上がり、母子の健康向上につなが
り、素晴らしいと思います。私の夢は、地域の人
々が公衆衛生の知識を深め、長生きできるよ
うになることです。そのために、母子保健や
地域保健の改善に向け、頑張ります。

ジョイセフでの
研修は日本の経験や知
識を教えてもらうだけでな
く、討論など双方向で研修がで
きて、学びが深まりました。日本は
保健システムが機能し、乳幼児から
高齢者まで、関係者の連携やレファ
ラルシステムがいいです。スーダンも
保健関係者は、妊産婦死亡率の削減
や女性性器切除（FGM）撤廃などに
熱心に取り組んでいますが、関係
者間の連携ができていないこと
が課題です。コーディネーショ
ンの役割がとても重要だと
学びました。

困っている人には手を差し伸べ
たいし、自分が困った時は助けてもらいたい。

助け合ってもっと仲良くなりたい！そんな気持ちがあ
る女性は多いのではないでしょうか。私にとって世界
中の女性と助け合える場所がジョイセフです。
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