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2020年は重要な年

•北京＋25

•女性・平和・安全保障に関する国連安全保障理事会決議第1325号
20周年

•国連ウィメン設立 10周年

•持続可能な開発目標（SDGs） 5周年



北京＋25とは

北京＋25とは：

• 第4回国連世界女性会議
（1995年、北京）から25年後

• 「北京宣言」と「行動綱領」

• 行動綱領では12領域を特定

• ｢女性NGOフォーラム北京
‘95｣には世界から3万人、
日本からも約6千人参加

女性NGOフォーラム北京‘95



国連世界女性会議：平等・開発・平和

第1回
1975年
メキシコ

第2回
1980年

コペンハーゲン

第3回
1985年
ナイロビ

第4回
1995年
北京

北京+25

2020

「国連婦人の10年」
（1976年～1985
年）

女性差別撤廃条
約（1979年）

女性・平和・安全保
障に関する国連安保
理決議第1325号
（2000年）

SDGs
2015年



北京世界女性会議の成果とフォローアップ

国内
• 1999年「男女共同参画社会基本法」の制定

⇒男女共同参画基本計画の策定

（2019年には第5次計画）

• 地方公共団体で条例や計画の制定

• 運動の活性化と新しいNGOの誕生

国連
• 2000年国連特別総会「女性2000年会議」
（北京+5）開催。
以後
北京+10 (2005年)、北京＋15 (2010年)、
北京+20 (2015年) を開催

1999年APWWの誕生



北京＋25のプロセス

テーマ：

「ジェンダー平等世代：平等な未来のための女性の権利の実現」

2019年 アジア太平洋地域レビュー

11月23-24日 マルチステークホルダー会議＠バンコク

11月25-28日 ESCAPアジア太平洋地域会合＠バンコク

2020年3月9-20日 第64回国連女性の地位委員会（CSW64/Beijing+25 ）

2020年9月 国連総会「北京+25ハイレベル会合」

http://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25

http://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25


ジェンダー平等のためのグローバルフォーラム

「ジェンダー平等世代フォーラム」
―行動の力、フェミニストの連帯、若者のリーダーシップ―

•メキシコ（2020年5月7-8日）

•パリ（2020年7月7-10日）

UN Womenおよびホスト国政府共催

様式：グローバルフォーラム＋サテライト＋オンライン・・・（未定）

[参考] JAWWホームページ https://jaww.info/news-detail.php?id=54

ジェンダー平等世代フォーラムの英語はGeneration Equality。これは、北京会議の頃には生
まれていなかった新しい世代が、当時のフェミニストたちによって北京で灯されたトーチを引継
ぎ、さらに加速して走り続けるため、特に若い世代の賛同者をより増やし鼓舞するUN Women
によるキャンペーン。

https://jaww.info/news-detail.php?id=54


北京+25 ユースタスクフォース (30人）

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/8/announcer-beijing25-youth-task-force

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/8/announcer-beijing25-youth-task-force


北京+25 レポート

•政府による国別レポート（2019年5月提出）

ガイダンスノート by UN Women
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-
guidance-note-for-comprehensive-national-level%20reviews-en.pdf?la=en&vs=5456

← 男女共同参画局「聞く会」およびメールでNGOからの意見聴収

• NGOのパラレル・レポート（地域会議およびCSW64にむけて）

ガイダンス by NGO CSW 
https://www.ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/05/NGO-Main-Guide-2019-Supplement-5.pdf

➡JAWW NGOレポート 作成中

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-national-level%20reviews-en.pdf?la=en&vs=5456
https://www.ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/05/NGO-Main-Guide-2019-Supplement-5.pdf


北京行動綱領の12領域とJAWWの独自領域

北京行動綱領の12領域

A 女性と貧困

B 女性の教育と訓練

C 女性と健康

D 女性に対する暴力

E 女性と武力紛争

F 女性と経済

G 権力及び意思決定における女性

H 女性の地位向上のための制度的仕組み

I 女性の人権

J 女性とメディア

K 女性と環境

L 女児

JAWW独自の領域

P ユース

Q 女性と労働

R 移住女性

S 障がいのある女性

T 男性・男児の役割

U 高齢者女性

V 農山漁村商工女性

W マイノリティ

X 防災・減災・復興



北京行動綱領＋CEDAW＋SDGsの関連

北京行動綱領
重大問題領域

女性差別撤廃条約
(CEDAW)

持続可能な開発のための
2030アジェンダ

日本の現
状と課題

C. 女性と健康 第12条 ＜略＞
男女の平等を基礎と
して保健サービス
（家族計画に関連す
るものを含む。）を享
受する機会を確保
する・・・

目標5.6 性と生殖に関する
健康及び権利への普遍的ア
クセスの確保

目標3. すべての人に健康と
福祉を

目標2. 飢餓をゼロに

[参考] NGO Guidance for National Parallel Reports, NGO CSW NY 
https://www.ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/05/NGO-Main-Guide-2019-Supplement-5.pdf

例：C.女性と健康

https://www.ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/05/NGO-Main-Guide-2019-Supplement-5.pdf


参考URL
• 北京宣言:

http://www.gender.go.jp/international/int_standard/int_4th_beijing/index.html

• 行動綱領：http://www.gender.go.jp/international/int_standard/int_4th_kodo/index.html

• SDGs仮訳： https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf

• 北京+25：http://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25（UN Women 英語）

• ジェンダー平等にむけてのグローバル・フォーラム（英語）
• http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1080111/28148979/1562148880030/DECK_Global_F

orum_Overview-For_display_13_June-Rev.pdf?token=sXL8T4PSfZhn14jVn4x3ae8DpkI%3D

• https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/7/announcer-generation-
equality-forum

• https://apngocsw.org/update-on-beijing25-and-the-generation-equality-forum/
• https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/05/generation-

equality#view

・ JAWW: https://jaww.info

http://www.gender.go.jp/international/int_standard/int_4th_beijing/index.html
http://www.gender.go.jp/international/int_standard/int_4th_kodo/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf
http://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1080111/28148979/1562148880030/DECK_Global_Forum_Overview-For_display_13_June-Rev.pdf?token=sXL8T4PSfZhn14jVn4x3ae8DpkI%3D
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/7/announcer-generation-equality-forum
https://apngocsw.org/update-on-beijing25-and-the-generation-equality-forum/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/05/generation-equality#view
https://jaww.info/


JAWWの取り組み

１．JAWW NGOレポート作成中 （2019年12月完成予定）

北京行動綱領の12領域＋JAWW独自の9分野 計21分野をカバー

日本語：冊子として販売

英語：ホームページで公開 https://jaww.info/e/e-5.html

２．勉強会「北京+25」シリーズ
2019年6月14日 総会特別講演会 三浦まりさん

「政策決定への参画～2015年以降の日本の課題、世界の課題～」

資料： https://jaww.info/pkobo_news/upload/53-0.pdf

2019年8月30日 NWECフォーラム
「北京＋25に向けて 若い世代にどう引き継いでいくか」
西山千恵子さん、高橋さきのさん＋ガールスカウト レンジャー(高校生年代)チーム）

2019年秋以降 公開勉強会を複数回開催予定（フェイスブックでも案内します）

https://www.facebook.com/JapanWomensWatch/

2020年3月 CSW64に向けての勉強会

今日

https://jaww.info/e/e-5.html
https://jaww.info/pkobo_news/upload/53-0.pdf

