
 

 

背景と問題点 

近年、コンゴ民主共和国の東部地域の情勢は若干の改善が

見られるものの、安全と人道に関する状況は依然として脆

弱です。コンゴ民主共和国の東部地域は、武装グループ、

民族間の紛争、殺人、強姦など数多くの課題を抱えており、

女性と子どもをはじめとする住民は避難生活と苦痛を余儀

なくされています。 

 

コンゴ民主共和国では、推定で 285 万 7,400 人の国民が避

難生活を送っています（2015 年）。また、周辺国の政治危

機により、数千人がコンゴ民主共和国で難民生活を送って

います。2016 年 1 月の時点で、中央アフリカとブルンジか

らコンゴ民主共和国に逃れている難民数は、推定でそれぞ

れ 5 万人と 1 万 9,000 人となっています。 

 

われわれの解決策 

2014 年に国連コンゴ民主共和国安定化ミッションから国

連機関に任務が移管され、UN Women は「性とジェンダー

に基づく暴力（SGBV）」の問題において重要な役割を担う

ことになりました。こうした役割をさらに推進するため、

UN Women は「コンゴ民主共和国の子どもと女性のための

複数分野における緊急支援（Multi-sectoral Emergency 

Response to Assist Children and Women in the D. R. 

Congo）」プロジェクトを開始しました。このプロジェクト

は 2015 年 3 月から 2016 年 2 月にかけて実施され、日本

政府から 155 万米ドルの資金援助を受けています。プロ

ジェクトの全般的な開発目標は、コンゴ民主共和国政府が

SGBV への連携した取り組みを改善できるよう支援し、暴

力の防止と被害者への直接支援を地域社会レベルで提供す

ることです。 

 

プロジェクトは、キンシャサ、北キブ州、南キブ州、カタ

ンガ州、東カサイ州で実施され、リビルドホープ・フォー・

アフリカ（Rebuild Hope for Africa）、若者と女性の全体開

発のためのアクション（Action pour le Développement 

Intégral de la Jeunesse et de la Femme）、南キブ州のパン

ジー財団（Panzi Foundation）などの市民社会組織とも連携

しています。 

 

成果 

得られた成果は以下のとおりです。 

コンゴ民主共和国の家族法および SGBV に関する政策に

より、国際基準に合致したの女性と女児の権利を確保 

 

1: コンゴ民主共和国政府が「ジェンダーに基づく暴力

（GBV）」に関する国家戦略において調整機能を強化 

カバー写真: 多目的センターで開かれた若者主催のダンス・パフォー

マンスで主役を務めるセレスティン（2015 年 10 月）。彼女はルセン

ダ・キャンプで避難生活を送っています。多目的センターは、女性が

安心して過ごし、批判や暴力を恐れずに自己を表現できるセーフス

ペースとしても機能しています。 
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コンゴ民主共和国での複数分野における 
緊急支援 
カメルーンにおける

UN Womenの人道的対応

背景

カメルーンは中央アフリカに位置する低・中所得国の一つ

であり、開発に関するさまざまな課題を抱えています。近年、

繰り返し生じた複雑な人道的危機によって、2018年時点

で総人口の14%に相当する330万人の生命や生活に影響

が及んでいます。 

1) 隣国、中央アフリカ共和国（CAR）内の紛争により、23万

7,000人もの難民が主に東部州およびアダマワ州へ流入し

ています。その結果、難民受け入れ地域では、元来限られた

天然資源や基礎的社会サービスの利用にさらに大きな負担

がかかり、より脆弱になる一方、CARの政情不安が続いて

いることから難民の即時帰還の見通しが立ちません。 

2) チャド湖流域ではボコ・ハラムによる襲撃拡大によって

治安が悪化し、多くの人が暮らしていた土地を追われてい

ます。その結果、カメルーン国内避難民（IDPs）23万7,000

人、ナイジェリア難民9万1,000人が極北州に集中発生して

います。 

3) 人道的危機は、その地域に存在するジェンダー不平等を

増幅させ、女性や少女たちの弱い立場を悪化させ、往々に

してさまざまなジェンダーに基づく暴力（Gender-Based 

Violence: GBV）（強姦、性的暴力、身体的暴力、精神的暴力、

資源の利用や機会の否定、早婚／強制結婚）につながります。

紛争に直接巻き込まれた生存者は、広がる不安の中で暴力、

搾取、虐待、非難の対象となり、心の傷を負うのです。 

UN Womenの対応 

UN Womenカメルーンは、2014年から人道的活動の主要

な担い手となっており、以下の取り組みを通じて東部州お

よび極北州での危機に対応しています。 

a) ボコ・ハラムによる襲撃の生存者サポートを含む、ジェ

ンダーに基づく暴力に関する総合的支援（精神的ケア、

医療、経済、安全、司法上の支援）と、防止活動、連携調整

活動の実施（UN Womenが極北部でのGBV作業部会を

共同主導）

b) 「経済キット」（小規模事業を始めるための基本的資材）

および職業技術訓練の提供を通じた、弱い立場にある女

性を対象とした経済的支援

c) レクリエーション活動や経済活動を通じた、難民・避難

民と現地受け入れ地域との社会的一体化の推進

d) さまざまなセクターの人道的活動者に対する研修や技

術的支援を通じた、すべての人道的活動におけるジェン

ダーの主流化への取り組み 

 

アプローチ

人道支援と開発協力を両方担うUN Womenの人道支援対

応には、以下のような特長があります。

1) 人権に基づき、被害者を中心に据えた手法と人道的原則

に則る。 

2) 危機的状況における男女の力関係の変容を考慮し、女性

や女児を中心とした弱者に目を向けるだけでなく、男性

や少年の参画も重視する。

3) 世界人道サミット2016と新しい取り組み方（World 

Humanitarian Summit 2016 and New Way of 

Working）での誓約に沿った、人道支援から早期復興、開

発に至る継ぎ目ない支援を行う。

4) 政府や危機の一次対応者である現地女性組織をはじめ

とする現地の活動主体と密に連携し、それら活動主体の

継続的能力開発を図る。

UN Womenは日本政府に対し、人道的対応への惜しみない資金援助に感謝の意を表します。

カメルーン共和国      

• 人口：2,330万人

• 一人当たり国民総所得： USD 1,400 （2016年）

• 人間開発指数： 0.512（188カ国中153位）

• ジェンダー不平等指数： 0.587（188カ国中132位）



 

 

 ジェンダー省（MGFC）の協力により、プロジェクトで

は、「ジェンダー暴力対策国家戦略（National Strategy on 

Combating Gender-Based Violence）」の 2009 年以降の

実施状況を評価する補足的な調査を実施しました。また、

「ジェンダー暴力対策国家戦略」のレビューを開始した

ワークショップに、技術的な支援を提供しました。ワーク

ショップ参加者はレビュープロセスの全体的なロード

マップに同意し、戦略文書は 2015 年中に完成しました。 

 

 プロジェクトを通じて MGFC 初のハイレベル会合が開

催され、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント

（GEWE）」の進捗が評価されました。結果として、「ジェ

ンダー課題別のコーディネーションガイド（Coordination 

Guide for the Gender Thematic Group）」が採択され、

主な関係者によって承認されました。このガイドには、

GEWE における国内の新たな連携の仕組みが明確に示

されています。この新たな仕組みは、SGBV の防止と対

応に取り組む上で重要な成果となっています。 

 

2: 特定の地域社会および国内避難民キャンプにおいて、

SGBV に対する女性の脆弱性を緩和 

 

 プロジェクトの活動によって通信企業と政府の協力が

実現し、2 本の無料通話回線（グリーン回線）が設置さ

れることになりました。この回線から SGBV を無料で

報告できます。この無料報告システムは、早期に警告を

把握する仕組みとして機能し、SGBV の撲滅と緊急対応

に寄与することになります。政府は、プロジェクトとの

協力により、2015 年 8 月に「ブレーク・ザ・サイレン

ス（Break the Silence）」キャンペーンを開始しました。

このキャンペーンでは、性的暴力の被害者に無料通話回

線を使って当局に報告するよう呼びかけています。 

 

 南キブ州のルセンダ難民キャンプは 1 万人を超える避

難民を収容し、女性と女児がその過半数を占めています。

2015 年 6 月、プロジェクトの支援を受けて迅速な評価

を実施した結果、難民キャンプでは SGBV の側面にお

ける支援が不足している状況が明らかになりました。

その後、州の MGFC と国連人道問題調整事務所の協議

により、「女性と女児に対する暴力（VAWG）」の被害者、

およびブルンジの紛争で被害を受けた女性を支援する

ための仕組みが構築されました。 

「セーフスペース」と呼ばれる 2 カ所のサポートセン

ターが運営を開始して以来、心理面のサポートによって

女性と女児の被害者 264 人が尊厳を取り戻し、ルセン

ダ・キャンプで平穏な生活を送っています。こうした女

性と女児には、事業で収入を得るためのトレーニングと、

主に農業分野で社会経済的な復帰を果たすことを目的

としたスタートアップキットが提供されています。 

 

 プロジェクトによって、複数の地域社会で SGBV と闘

うための様々な支援活動が実施されました。例えば、

VAWG 撲滅に向けた族長との連携や、被害者への法的サ

ポートなど地域社会レベルで被害者を支援する持続可

能な仕組みの確立といった活動が挙げられます。このよ

うな取り組みが、地域社会のリーダーの意識向上につな

がっています。 

 

今後の活動 

 2016 年 4 月から 2017 年 3 月にかけて実施されている

新たなプロジェクト「コンゴ民主共和国の避難・難民女

性のための 複数分野 における支援 （ Multi-sectoral 

Response to Support Internal Displaced and Refugees 

Women in D. R. Congo）」は、日本政府から 250 万ドル

の資金援助を受けています。UN Women は、コンゴ民

主共和国で弱い立場に置かれた女性と女児を支援する

ために、今後も活動を継続していきます。 
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極北州ミナワオ難民キャンプに設置されたWomen Cohesion 
Space内の難民女性たち（photo: Lereh Fajong/UN Women）

Women Cohesion Space（女性の団結の
ためのスペース）

Women Cohesion Spaceは、人道的な環境の中で女性たち、少
女たちが情報を共有し、新しい技能を身に付け、支援を受けるた
めの安全な場を提供するものです。UN Womenが活動する他国で
は「Peace Hut」「Safe Space」と呼ばれるこうしたスペースは、カ
メルーンでは国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）との連携の
下、スウェーデン市民緊急事態庁（MSB）および日本政府からの
支援によって難民キャンプ内に設けられており、次のような設備
を有しています。

• 訓練活動や、ジェンダーに基づく暴力その他の問題について
コミュニティでの話し合いを行うための大きな小屋

• 秘密やプライバシーの保護を図った、ジェンダーに基づく暴力
の生存者向けカウンセリングルーム

• 保育スペース
• 男女別の安全なトイレ

Women cohesion spaceでは、ジェンダーに基づく暴力の生存
者に心理社会的ケア、カウンセリング、その他サービス（医療、法
的、司法的）の紹介、そして経済的支援を行っています。難民キャ
ンプ内の他の人道的活動組織も、訓練や意識向上活動のためにこ
のスペースを利用できます。現在、極北州のミナワオ難民キャン
プに3つ、アダマワ州のンガムに1つ、東部州のティマンゴロに1
つ設置され、いずれも持続可能な運営のために女性のエンパワー
メント・家族省が管理するか、その段階への移行が進められてい
ます。 

ジェンダーデスク担当警察官の責任者は、ジェンダーデスクマ
ネージャーとしての訓練も受けている。極北州にて
（Photo: Lereh Fajong/UN Women）

ジェンダーデスク

ジェンダーデスクは、人道的危機の被害地域にある警察署内に設
けられ、人道的原則に則り、ジェンダーに配慮した方法でジェン
ダーに基づく暴力の被害者を受け入れています。ジェンダーデス
クは、ジェンダーに基づく暴力に関する専門的訓練を受けた女性
および男性警察官が担当し、警備や、地域内の活動組織と協力し
た他の関連サービスへの照会を行っています。

UN Womenは、国家治安総局（DGSN）と連携し、2017年以降、極
北州に4つのジェンダーデスク（マルア、モコロ、モラ、クセリ）を
開設しました。 


