GWI 第 34 回トリエンナーレ政策決議案
GWI 決議委員会 2019-2022
2022 年 11 月 12 日、総会 2 日目に審議決定する予定の政策決議案 10 件が９月 12 日に公
開されました。その概要は以下の通りです。
（日本語訳：国際ネットワーク委員会岡山支部
委員有志）
＜決議 1＞
デジタル学習への平等で安全なアクセスを含む教育のための国内資金の増加の確保
提案：Louise McLeod, GWI 提唱・教育担当副会長
支持：GWI 教育委員会、トルコ大学女性協会、大卒女性アメリカ、大卒女性スコットラ
ンド、大卒女性ニュージーランド
第 34 回 GWI 総会は、以下のことを決議します。
教育に関する COVID-19 パンデミックの壊滅的な結果に立ち向かう手段として、GWI
と各加盟国連盟および協会（NFAs）＊は、特にあらゆる形態のデジタル教育のための国
内資金の増額を要請します。
＊以下、加盟国協会または NFA と表記

推奨される行動計画
1. 各加盟国協会 (NFA)は、それぞれの地方自治体および中央政府に対し、教育のため
の国内資金を増やし、特にあらゆる形態のデジタル学習に適用される教育予算を確
保するよう要請します。
2. NFA は、地方自治体および中央政府に、農村部および都市部のすべての地域で電力
へのアクセスを改善し、通信会社と提携して、公共 WiFi のブロードバンド品質とと
もにインターネット・ネットワーク範囲の拡大に投資し、すべての都市および自治
体で無料アクセスを許可し、遠隔地で信頼性の高い接続性を提供するよう要請しま
す。NFA は、地方自治体および中央政府に、民間部門および公共部門と提携して、
必要なハードウェア(コンピュータ、デジタルデバイス)を購入する余裕のない人々
に提供するよう要請します。
3. NFA は、地方自治体及び教育機関に対し、女性及び女児を含むすべての職員及び学
生が IT サービス及びデジタル機器を使用して、すべての学生が適切な機器及びイン
ターネット接続にアクセスできるように訓練するためのインフラに投資するよう要
請します。
4. NFA は、教育者がデジタル指導スキルを向上させるための特定のトレーニングシス

テムの開発を奨励します。
5. NFA は、地元の高等教育機関が、学生が安全で安定した環境で、適切な条件でオン
ラインクラスを受講できるようにすることを奨励し、e ラーニングが社会的交流と授
業のフォローアップとしてデジタル対面会議で保証されるようにします。
6. NFA は、一時収容施設にいる全ての亡命希望者が、インターネットにアクセスでき
るようにし、これを実現するための適切な機器を確保するよう政府に要請します。
7. NFA は、教育を提供するためのプラットフォームとして、母国語のラジオおよび公
共テレビを地域で有効に利用できるようにすることを奨励します。
8. GWI と NFA は、女性と女児が e ラーニングの機会をつかみ、より高いレベルの教育
と訓練を受けることを奨励します。
9. GWI と NFA は、女性のエンパワーメントを促進するために、様々なことを可能に
する技術、特に情報通信技術の利用を奨励します(SDG 5B)。
10. GWI は、特に少女のためのデジタル学習機会の不平等と安全なアクセスへの影響に
ついての意識を高めます。
＜決議 2＞
大学及びその他の中等教育における女性の人権の促進及び擁護
提案：メキシコ大学連盟(FEMU)
支持：未定
第 34 回 GWI 総会は、以下のことを決議します。
1. 各加盟国協会(NFA)は、それぞれの大学及びその他の中等教育以降の教育機関に
、女性に対する暴力を調査し、それを根絶する適切な計画と活動を立案すること
を要請します。
2. NFA は、それぞれの政府に対し、中等教育以降の教育機関に支給された資金を、
キャンパス内外の女子学生に対する暴力を根絶するための効果的な取り組みに関
連づけるように要請します。
推奨される行動計画
1. NFA は、例えば、メキシコ国立自治大学(UNAM)の学生を動員し、彼らが大学に
おける女性に対する暴力を根絶するための活動やキャンペーンを組織・計画
するように奨励することができます。
2. 大学にいる女性をジェンダーに基づく暴力から守るための機関の設置を推進して
いる他の学生や教師が主催する会議や活動に、私たちはメキシコ大学女性連盟とし
て参加します。私たちは、Web ページに入手できる資料を掲載して、印刷可能な画

像や FEMUmeter1(女性に対する暴力の調査)、女性博物館が提供する女性の権利
の尊重を促進するための会議資料など提供します。
3. NFA メンバーは、オンラインワークショップに参加することが奨励されています。
これにより、NFA メンバーは、大学の学生や教師を訓練して、彼らの地元での行
動を促し、自身の大学にメキシコの女性博物館の支援を得てジェンダー研究を含め
るよう大学当局に働きかけできます。
4. 我々は, GWI が国連経済社会理事会(ECOSOC)の特別な諮問機関であることや、
国連教育科学文化機関(UNESCO)と特別な協力関係にあること、またその他の国
際的な組織と提携していることを活用して、この決議を実行する支援をしてくださ
るように、謹んで要請します。
＜決議 3＞
職場でのハラスメント
提案：インド大学女性連盟(IFUWA)
支持：未定
第 34 回 GWI 総会は、職場でのハラスメントに関する以前の決議（2019/07）を再確認し、
さらに以下のことを決議します。
1. 各加盟国協会(NFA)は、COVID-19 回復計画で職場のハラスメントを考慮するよ
うそれぞれの政府に要請します。
2. NFA は、職場のハラスメントに関する政策に、代わりの職場となるハイブリッド
勤務と在宅勤務が含まれることを確保するよう、それぞれの政府に要請します。
推奨される行動計画
1. GWI は引き続き、パンデミックからの回復に関する政策提言における重要な分野
として職場のハラスメントを含めます。
2. NFA はパンデミックからの回復計画に関与しており、在宅勤務者に対する嫌がら
せからの保護を含める必要性を強調します。
3. NFAs、加盟国協会間では引き続き、各国の職場ハラスメント法の違いに関する学
習を共有します。
4. NFA は、法人および個人の事業所における意識向上に関する 2019/07 年までに設
定された計画を継続します。
＜決議案４＞
世界のすべての女性の地位向上への積極的な貢献として、メディアにおける女性の過少提

示に終止符を打つ
提案: トルコ大学女性協会（TAUW）
支持：パラグアイ大学女性連盟
第 34 回 GWI 総会は、以下のことを決議します。
GWI と各加盟国協会 (NFA)は、世界の女性の地位を向上させるための積極的な貢献と
して、メディアにおける女性の存在の過少提示を終わらせるよう呼びかけます。
推奨される行動計画
１．NFA は、それぞれの国の政府に対し、メディアにおける女性の存在に力を与える
ための即時の行動を確実に取るよう要請します。
２．NFA はそれぞれの国の政府に対し、不平等な国際政策や国家政策、女性のエンパ
ワーメントを包括的または持続可能にしない協定を拒否するよう強く求めます。
３．NFA は、メディアにおける女性に関する国際協議プロセスに市民社会、特に女性
組織を参加させます。
４．NFA は GWI と共に、すべてのメディア コンテンツにおける女性専門家の全体
的な存在についての認識を高めます。
５．NFA は他の NGO や女性団体と提携して、メディアへの女性の関与を支援する
ための推進キャンペーンを支援および促進する必要があります。
６．NSFA は、メディアの女性を支持する必要性について、地方自治体の代表者と国
連機関に書簡を送付する必要があります。
７．NFA は、女性の専門家がメディア プログラムに参加することを奨励し、さまざま
な専門分野の女性で構成される要員リストを作っておく必要があります。
８．NFA は GWI とともに、メディア企業が女性従業員の数を増やすことを奨励しま
す。
９．NFA は GWI とともに、メディアの重要な要素として男女平等の必要性を強調す
るキャンペーンを実施します。
10．NFA と GWI は、レポーター、女性キャスター、脚本家、監督などの成功したロ
ール モデルを目に見える形にします。
11. NFA が生活のあらゆる分野で SDG 目標 5 ジェンダー平等を実施します。
＜決議案 5＞
政治における女性に対する暴力
提案：カナダ大学女性連盟(CFUW）
支持：日本大学女性協会(JAUW)

第 34 回 GWI 総会は、以下のことを決議します。
1. 各加盟国協会 (NFA) は、それぞれの政府に対しすべてのレベルにおいて、SDG 目
「政治における女性に対する暴力」を終わら
標 5、10、16 で推進されているように、
せるための行動計画を開発し、実施するように要請します。
推奨される行動計画
1. NFA は、
「政治における女性に対する暴力（VAW-P）
」に 関連する問題について意
識向上キャンペーン活動を実施する必要があります。
VAW-P は政府のあらゆるレベルで発生しており、根深い偏見の結果であり、カナダ
の社会科学および人文科学研究評議会による VAW-P の構造的な以下の定義が使用さ
れています。「政治における女性に対する暴力は、女性に対する身体的、心理的、経済
的、象徴的な行動または脅威を含む、ジェンダーに基づく一連の暴力の一部です。それ
は、女性であるという理由だけで、女性に危害や苦痛を与える、または与えるように意
図されたものです。人種によって区別されたマイノリティ、LGBTQ2S コミュニティの
メンバー、貧しい人々、宗教的マイノリティ、障害者、若い女性は、社会的アイデンテ
ィティに基づいて不均衡に政治で暴力を経験する傾向があるように、暴力を受ける理由
は重なり合っています。
」
2018 年の調査では、ヨーロッパの女性国会議員と国会議員の 40% 以上が職場でセ
クハラを経験していることが判明しました (列国議会同盟、2016 年 10 月？)。2016
年のコロンビアの調査では、回答者 (女性) の 63% が暴力行為の被害者であり、ほと
んどの場合、加害者は同僚 (47%) または同じ政党 (37%) でした (列国議会同盟、
2016 年 10 月)。私たちの社会におけるデジタル テクノロジー、ソーシャル メディ
ア、インターネットの役割の拡大により、オンラインでの虐待や嫌がらせが急増してお
り、政界の女性がオンラインで頻繁に虐待や脅迫の標的になっています。
VAW-P に対処し予防するための包括的な法的枠組みは、女性が公の生活に参加する
平等な機会とアクセスを確保し、オンラインとオフラインの両方で安全な環境で参加
できるようにするために必要です。 この決議は女性の経験に焦点を当てていますが、
政治に携わるすべての個人は暴力から保護されるべきです。
＜決議６＞
女性と女児のためのパンデミック後の回復
提案：カナダ大学女性連盟(CFUW)
支持：日本大学女性協会(JAUW)

第 34 回 GWI 総会は、以下のことを決議します。
各加盟国協会 (NFA) は、それぞれの政府に対し、COVID-19 やその他のパンデミッ
クが女性や女児の生活に及ぼすさまざまな影響に対処するために、具体的な介入を含
む、包括的なパンデミック後の社会経済回復計画を策定し、資金を提供するよう要請
します。 これには、SDGs の目標 5、8、10 に記載されているそれぞれのターゲット
を含める必要がありますが、それらに限定する必要はありません。

推奨される行動計画:
1. NFA は、女性と女児がパンデミックの影響を不釣り合いに受けている理由を
包括的に理解するために、自国および海外での女性と女児の地位に関連する
社会経済状況についての知識を高める活動に着手する必要があります。
2. NFA は、それぞれの政府に対し、パンデミック後の社会経済回復計画の実
施、復興、また人種差別に対処するための具体的な行動や戦略の説明責任を
支援し、手頃な価格の保育と早期学習を提供し、性暴力被害者の保護や育
児・介護部門と非公式部門の支援を拡大するように要請する必要がありま
す。
3. NFA は、パンデミック後の社会経済状況が女性と女児に与える影響を注視す
る必要があります。
＜決議 7＞
気候変動とジェンダー
提案：大卒女性ニュージーランド(GWI-NL)
支持：オーストラリア大卒女性協会 (AGW)、カナダ大学女性連盟(CFUW)、メキシコ大学
女性連盟(FEMU)
第 34 回 GWI 総会は、女性と環境に関する 1995/16、1998/14、1998/15、2007/10、2010/7、
および 2016/9 の以前の決議を再確認し、さらに以下のことを決議します。
１. 各加盟国協会 (NFA) は、それぞれの政府に対して、気候変動に関する政策に
ジェンダーの視点を含めるよう要請します。
２. NFA は、それぞれの政府に対して、教育分野におけるジェンダー平等に関わ
る気候変動の影響を調査および分析するよう要請します。
３. NFA は、それぞれの政府に対して、女児と女性の教育へのアクセスに関し
て、気候変動がジェンダー平等に及ぼす影響に対処するよう要請します。

４. NFA は、それぞれの政府に対して、気候変動政策決定のあらゆる段階で女性
の効果的な参加を確保するよう要請します。
推奨される行動計画
１. NFA は、それぞれの政府に CSW 66 で合意された結論を各国のプログラムおよ
び計画で実施することにより、気候変動に関するプログラムおよび国家気候行動
計画にジェンダーの視点を含めるよう要請する必要があります。
２. NFA は、CSW 66 で合意された結論に基づいてそれぞれの政府の行動を監視し、
ジェンダーに対応した気候政策の実施において政府が行動を起こすのが遅すぎ
る場合には行動を起こす必要があります。
３. NFA は、とりわけ教育への影響に関して、NFA 内でこの決議について議論する
ことにより、気候変動とジェンダーに関する意識を高める必要があります。
＜決議 8＞
清潔で健康的かつ持続可能な環境は人権である
提案：カナダ大学女性連盟 (CFUW)
支持：日本大学女性協会(JAUW)
第 34 回 GWI 総会は、以下のことを決議します。
各加盟国協会 (NFAs) は、それぞれの政府に対しすべてのレベルにおいて、国連人権
理事会 (UNHRC) 決議 48/13 の原則と国連総会決議 L.75 を守ることを要請します。
国連総会決議 L.75、すなわち「清潔で健康的かつ持続可能な環境は人権である」は、
法律、規制の枠組み、および関連するプログラムに適用され、次の問題だけに限定され
るものではありません：
• 汚染防止。
• 気候変動の緩和。
• 自然保護。
推奨される行動計画
１. NFA は、清潔で健康的かつ持続可能な環境を維持するための地域戦略の開発を促
進し、参加する必要があります。
２. NFA は、UNHRC 決議 48/13 の指標と、それぞれの地域社会の女性と女児への
影響を監視する必要があります。
３. NFA は、
汚染防止, 気候変動の緩和, 自然保護に焦点を当てた率先的な取り組みに
積極的に参加する必要があります。

＜決議 9＞
気候非常事態宣言と行動計画
提案：カナダ大学女性連盟(CFUW)
支持：日本大学女性協会(JAUW)
第 34 回 GWI 総会は、以下のことを決議します。
１. 各加盟国協会 (NFA) は、それぞれの政府に、まだ宣言されていない場合は、気候
緊急事態宣言を要請します。
２. NFA は、それぞれの政府と民間企業に、気候緊急事態宣言に従うように要請しま
す。そのためには、科学と社会正義に基づいた評価できる行動計画を起草・実施
し、気候危機の影響に対処するために緊急に取り組みます。また洪水、火災、暴風
雨、気候難民、食料と水の不安、社会紛争などの避けられない結果に対し備えま
す。
３. NFA は、それぞれの政府と民間企業に、気候緊急事態宣言に従うように要請しま
す。そのための上記２．の行動には SDG 13 を含める必要がありますが、限定す
るものではありません。
４. NFA は、先住民族との関係を育んで、彼らと共に気候に関して提唱し、気候行動
計画を策定して実施します。先住民族は、長年の環境の管理者としてのリーダー
シップと伝統的な知識を備えています。
５. NFA は、それぞれの中央政府から地方自治体まですべての行政機関に対して、あ
らゆる行動に女性と子供の安全を何よりも優先するように要請します。彼らが気
候緊急事態において不釣り合いに影響を受けることを認識し、気候緊急事態に対
処し、女性が意思決定に参加するように要請します。
推奨される行動計画
１． NFA は、地方および国のそれぞれの政府に、まだ、宣言されていない場合は、気
候緊急事態を宣言するよう促す必要があります。
２． NFA は、それぞれの政府の行動を監視する必要があります。そして、気候緊急
事態宣言が、温室効果ガス削減のための詳細な行動計画を伴っていることを確認
します。
３． NFA は、先住民族と協力し、パートナーとなって、気候に関する提唱を推進す
る必要があります。
＜決議 10＞
使い捨てプラスチックとプラスチック包装

提案： カナダ大学女性連盟(CFUW)
支持： インド大学女性連盟、日本大学女性協会(JAUW)
第 34 回 GWI 総会は、以下のことを決議します。
各加盟国協会 (NFA) は、SDG 持続可能な開発目標 12 に沿って、使い捨てのプラス
チックが環境に流出するのを防ぐために、世界中で深刻な問題となっている使用済み
のリサイクル不可能なプラスチック製品を含む使い捨てプラスチックの削減を迅速に
行うように、各国の政府に要請します。
推奨される行動計画
１． NFA は、使い捨てプラスチック製品の段階的廃止を開始する措置を講じるよう、
各国政府に要請すべきです。最終的にはプラスチック廃棄物ゼロの実現を目指し
ます。
２． NFA は、廃棄物管理と他国へのプラスチック廃棄物の輸出に関する各国政府の行
動を監視し、プラスチック廃棄物が適切にリサイクルされて、環境と人間の健康へ
今以上の影響を与えないようにする必要があります。
３． NFA は、SDG 目標 12 のターゲット 12.5 に関連して、使い捨てプラスチックの
使用を削減する機会を見出すか、プラスチック廃棄物を削減するために個人の生
活の中で代替となるものを見極めるよう会員に促すことができます。
以上

