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2021年3月10日

 JAWＷ直前勉強会



会期：２０２１年３月１５日～３月２６日
3つのフォーラムが同時進行

パラレル・イベント・・・ 約７００ （土・日を含む）

サイド・イベント・・・・・・約９０ （土・日は無）

政府間会議・・・・・・・・・・・・・・ （土・日は無）

国際婦人年連絡会 HP 国連文書

URL: iwylg-jp.com



テーマ ＊優先テーマ
＊見直しテーマ
＊これからの問題(Emerging Issue)

準備会合 ＊専門家会議 2020年10月5日～8日

UN Womenが招集

＊見直しテーマに関する事務総長報告書へのインプット

日本を含む５３国が提出

結果報告はすべて公式文書の統合 (UN Women)

公式文書は７本 ７本目はまだポストされていない



議長団 ビューロー ２年任期で５地域から一人ずつ

議長：アルメニアの H.E. Mr. Mher Margaryan （西アジア）
副議長：アルジェリアの Ms. Ahlem Sara Charikhi (アフリカ）

韓国の Mr. Na Sang Deok(アジア・太平洋）
オーストラリアの Ms. Shilpa Pullela(西ヨーロッパ及びその他）
未定 （ラテンアメリカ及びカリブ海）

通報作業部会委員 ２年任期で５地域から一人ずつ （国名のみ公表）

ロシア（西アジア＝東ヨーロッパ）

イスラエル（西ヨーロッパ及びその他）

ブラジル（ラテンアメリカ及びカリブ海）

２名が未定 （アフリカ、アジア・太平洋）



45の委員国：4年任期
委員国 任期の満了年 委員国 任期の満了年

アルジェリア 2022 イスラエル 2021

アルメニア 2023 日本 2022

オーストラリア 2023 ケニア 2022

バーレーン 2021 マレーシア 2023

バングラデシュ 2023 メキシコ 2024

ベラルーシ 2023 モンゴル 2024

ブラジル 2024 ナミビア 2021

カナダ 2021 ニカラグァ 2022

チリ 2021 ニジェール 2021

中国 2021 ペルー 2021

コロンビア 2024 フィリピン 2024

コモロ 2022 韓国 2022

コンゴ 2022 ロシア連邦 2024

キューバ 2023 サウディアラビア 2022

デンマーク 2024 セネガル 2024

エクアドル 2022 ソマリア 2024

赤道ギニア 2023 南アフリカ 2023

エストニア 2021 スイス 2024

ドイツ 2023 トーゴ 2023

ガーナ 2022 チュニジア 2021

ハイティ 2022 トルクメニスタン 2022

イラク 2022 米国 2023

アイルランド 2021



閣僚セグメント ＊閣僚ラウンド・テーブル ２つ

＊意見交換対話 優先テーマに関する対話 ３つ

見直しテーマに関する対話 ２つ

（加盟国による任意の発表）

委員国 アフリカ １３か国
アジア太平洋 １１か国
ラテンアメリカ及びカリブ海 ９か国
西ヨーロッパ及びその他 ８か国
西アジア ４か国



作業組織案(E/CN.6/2021/1/Add.1)
日付/時間 議事項目 プログラム

３月15日（月）
10-11 a.m.
(対面会合）

4-6 p.m.
(オンライン会合)

4-5 p.m.

5-6 p.m.

1

2

3

3 (a) (i)

役員選出

アジェンダの採択及びその他組織上の問題

閣僚セグメント

第4回世界女性会議及び、「女性2000年：21世紀のためのジェンダー平等、開発、平和」と題する
第23回特別総会のフォローアップ

開会ステートメント

報告書の紹介

閣僚セグメント

優先テーマ：ジェンダー平等とすべての女性や女児のエンパワーメント達成のための、公的生活にお
ける完全かつ効果的な参画と意思決定、及び暴力根絶

ジェンダー平等とすべての女性や女児のエンパワーメント達成のための、公的生活における完全かつ
効果的な参画と意思決定、及び暴力根絶に関する経験、学んだ教訓及び好事例を交換するための閣僚
ラウンド・テーブル

ラウンド・テーブル1:パリティに達する：公的生活に於ける女性の完全かつ効果的な参画と意思決定
の達成に向けた好事例

ラウンド・テーブル2: 公的生活に於ける女性の完全かつ効果的な参画と意思決定を可能にする環境を
作り出す



3月16日（火）
9 a.m.-1 p.m.
(オンライン会合)
9-10 a.m.

10-11 a.m.

11 a.m.-1 a.m.

3 (a) (i)

3

閣僚セグメント

ラウンド・テーブル3: パリティに達する：公的生活に於ける女性の完全かつ効果的な参画と
意思決定の達成に向けた好事例

ラウンド・テーブル4: 公的生活に於ける女性の完全かつ効果的な参画と意思決定を可能にす
る環境を作り出す

一般討論

3月17日（水）

9-11-a.m.
(オンライン会合)

4-6 p.m.
(オンライン会合)

3 (a) (i) 閣僚セグメント

公的生活に於ける女性への暴力を根絶する

意見交換対話

公的生活に於ける女性の完全かつ効果的な参画のための同盟を築く

意見交換対話

3月18日(木)
9 a.m.-1 p.m.
(オンライン会合)

9-11 a.m.

11 a.m.-1 a.m.

1 p.m.

3

3(a)(i)

3

閣僚セグメント

より良い再建―コロナウィルス病(COVID-19)の対応と再起に於ける女性の参画と統率力

意見交換対話

一般討論(継続)

議事項目3の下での、提案書の事務局への提出期限

3月19日(金)
9 a.m.-1 a.m.
(オンライン会合)
9 a.m.-11 a.m.

11 a.m.-1 p.m.

3 閣僚セグメント

一般討論（継続）

一般討論（継続）



3月22日(月)

3月23日(火)
9-11 a.m.
(オンライン会合)

11 a.m.-1 a.m.
(オンライン会合)

3(a)(ii)

3

見直しテーマ：女性のエンパワーメントと持続可能な開発との関連性

加盟国による任意のプレゼンテーション及びそれに続く意見交換対話

一般討論（継続）

3月24日(水)
9-11 a.m.
(オンライン会合)

11 a.m.-1 a.m.
(オンライン会合)

3月25日(木)
9-11 a.m.
(オンライン会合)

11 a.m.-1 p.m.
(オンライン会合)

3(a)(ii)

3

3

3

見直しテーマ：女性のエンパワーメントと持続可能な開発との関連性

加盟国による任意のプレゼンテーション及びそれに続く意見交換対話

一般討論（継続）

一般討論（継続）

一般討論（継続）

3月26日(金)
10-10.15 a.m.
(対面会合)

10.20 a.m.-1 p.m.
(対面会合)

4

5

3

6

7

女性の地位に関する通報

女性の地位に関する通報作業部会の報告書の検討(非公開会合)

経済社会理事会の決議と決定のフォローアップ

決議案の紹介

決議案の採択

CSW66の暫定アジェンダ

CSW66の暫定アジェンダの検討

CSW65の報告書の採択

報告書案の検討

CSW65の閉会



一般討論 各国代表 ５分

EUなどのグループ １０分

３月２２日 n o w rūz ペルシャ語 イラン歴の元日

イランを中心に中央アジア、アフリカまで広く及ぶ

２０１０年国連が「ノウルーズ国際デー」として承認

CEDAWとCSW

＊女性の地位向上で車の両輪

＊SDGs 5の1 「女性と女児に対するあらゆる形態の

差別を終わらせる」のフォローアップと見直しに関し

作業部会を「女子差別撤廃委員会/国連ウィメン

持続可能な開発目標作業部会」と改称



通報作業部会
毎年８月 各国からの通報提出期限
CSWの会期直前に会合
通報の要旨を含むリストを作成し、ＣＳＷに提出

P10  UN Womenの規範的側面

２０２０年にも活動

COVID-19の影響、どう対処したか

P25  優先テーマに関する文書

女性議員が受けるセクハラ、ジェンダー・バイアス社会とメディアの取り上げ方

若い女性が受ける二重の差別

P41 見直しテーマに関する文書

２０１９年以降の各加盟国による見直し



公式文書(2)

P1  討議ガイド

加盟国による政府間会議を進める際のヒント

P6 国連信託基金報告書

女性に対する暴力の根絶に取り組む活動に特化して助成金を提供する

世界で唯一の多国籍機構


