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序文 

2000年 9月に，世界の指導者たちが，その 10年間の主要な国連の会議とサミットをもとに

築きあげた国連ミレニアム宣言を採択するためにニューヨークの国連本部に集まった。これは，

彼らの国が極端な貧困を減少させるための新しい地球規模のパートナーシップと，ミレニアム

開発目標として知られるようになった一連の期限付きの目標（2015年を期限とする）の設定

に関与するためのプラットホームを提供した。 

 

8つの国連ミレニアム開発目標（MDG）（2015年までに，極端な貧困を半減させることか

ら，HIV／エイズのまん延の阻止や普遍的初等教育の提供まで，全てにわたる）は，世界中の

国々と世界の指導的開発機関によって合意された青写真である。それらは世界の最も貧しい

人々のニーズを満たすための空前の努力を激励する。 

 

2002年に始まった国連ミレニアム・キャンペーンは，MDG を支持し行動するように，世界

中の人々を刺激し，奮い立たせている。 

 

国際家政学会（IFHE）は，長年にわたる国連国際非政府機構（INGO）として，国連 MDG

に到達するさまざまな方法で国際的に貢献する立場にある。このことは，以下のことを含み，

限定される。 

 国連 MDGに関連するグループと特別な課題を支持する。 

 全てのレベルで，貧困を減少させるための家政学の知識の重要性とその資源に関する

認識を高める。 

 家政学の視点から，必要なところに特別な専門的知識・技術を提供する。 

 国連 MDGの目的を支援するために，調査研究を実施し，プロジェクトを実行する。 

 国連 MDGを達成するために，他の NGOや国際機関と協力する。 

 

8つの MDGに関する IFHEのポジション・ステートメントを掲載しているこの冊子は，同

じ目的をもつ専門家の世界的組織としての家政学者と IFHEが，国連 MDGの目的に到達する

際に，そのキャンペーンを支援する方法を示している！ 

 

社会の全てのレベルについての家政学の知識と関連する専門的スキルは，効果的な国連

MDGへの到達に関連しており必要である。 

 

これらの目標は IFHEにとって非常に重要なので，その戦略的活動に統合されてきた。した

がって，世界中の家政学者が，国連 MDG への到達に貢献する努力を強化し，貧困とそれにと

もなう疾病を終息させるための基礎的資源として家政学教育を促進することを強く願ってい

る。 

 

2011年 2月，ボン 

Geraldene B. HODELIN 

IFHE会長（2008-2012） 
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序論 

 

この小冊子には，個人レベルや組織レベルで専門職が取り組むグローバルな開発課題に関心

を持っている家政者と個人に参考になり利用できるように，8つの国連ミレニアム開発目標（国

連 MDG）に関する IFHEポジション・ステートメントが含まれる。IFHEステートメントは以

下のことを意図している。 

 各国連 MDGの背景となる情報を提供する。 

 因果関係に関する意識を高める。 

 さまざまなレベルにおける行動のニーズを指摘する。 

 目標に到達する家政学の能力について言及する。 

 家政学の戦略の余地を示す。 

 活動領域を示す。 

 家政学者が活動することを刺激する。 

 

この文書には 2つの面がある： 

1．この小冊子は，家政学者が，世界の全ての地域における国連 MDGを促進し支援するため

に，行動し，可能なときは常に関わり，必要なときにコミュニケートすることを刺激するも

のであり，資源と見なされるべきである。 

2．IFHEポジション・ステートメントは，MDG に到達するためには，全活動領域，全レベル

で家政学の知識が重要であり価値を持っていることを示す。 

 

ステートメントは，一人ひとりの家政学者が，ステートメントと他の進歩的な意見を毎日の

実践に反映させ統合することができるとき，完成する。 

 

詳細な情報と背景に関しては，この小冊子末尾の出典リストを参照のこと。 
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序論 

国際家政学会（IFHE）は国連ミレニアム開発目標「極度の貧困と飢餓の撲滅」（MDG1）を

支持する。 

目標は，失業や最低生活費水準以下の収入の結果として生じる極度の貧困と飢餓と闘うため

に設定されている。IFHEの組織的な対応は，今後 4年間の運営の 6つの主要戦略目標の 1つ

として，「特に国連とのパートナーシップと協働を通じた生活の質（Quality of Life）の向上」

を採択することである。 

 

以下のポジション・ステートメントは，IFHEが MDG に関する議論に対して，特に国連 MDG

再検討サミット 2010の参考資料として，貢献することを意図している。 

 

2000年には 189カ国がミレニアム宣言に署名した。それは MDGの採択につながった。こ

れら 8つの目標は 2015年までに達成されるように設定されている。 

 

国連ミレニアム開発目標１「極度の貧困と飢餓の撲滅」は 3つの目標から成る： 

 第 1の目標は，2015年までに，1日 1ドル未満で生活する人々の割合を 1990年

から半減させることである。 

 第 2の目標は，女性と若者を含む全ての人々の，完全で生産的な雇用とディーセン

ト・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を達成することである。 

 第 3の目標は，2015年までに，飢餓に苦しむ人々の割合を 1990年から半減させ

ることである。これらの目標の実現を測定するために，いくつかの指標が用いられ

る。 

 

収入の貧困の多くの次元 

貧困には多くの顔がある。不十分な収入は，食物，住居，他の物質的な必需品の不足につな

がる可能性がある。また，不十分な物的資源は，間接的に社会的排除，教育・健康・サービス・

インフラストラクチャー（社会基盤）への不十分なアクセスのような他の次元の貧困につなが

る。 

 

社会やコミュニティの一員として活動する機会が減少するかもしれない。貧困によって引き

起こされる問題は，個人，家族，コミュニティを非常に大きな抑圧の下に置く。 

 

変化する世界で生き残り人間の基本的ニーズを実現させるためには，新しいスキルが必要で

ある。例えば，自分自身の食物を生産する能力が限られているとき，都市化は食物消費のパタ

ーンを変化させる。使用可能な物的資源がきわめて不十分である場合には，市場経済のなかの

賢明な消費者としての活動に関する知識が必要である。

貧困の撲滅に関する方針書 

 

 

国連ミレニアム開発目標 1：「極度の貧困と飢餓の撲滅」に関する IFHE

ポジション・ステートメント 
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最も困難な形態では，貧困は非常に極端であるので，まさしく人々の生存を脅かす。この種の

絶対的貧困は，主として開発途上国と結びついているが，世界の先進国の都市密集地のホーム

レスや絶望した人々の間でも見られる。 

世界銀行の統計によると，極端な貧困の減少には前進が見られた。世界銀行は，（2005年

の価格で）１日 1.25ドルを基準線に設定し，極端な経済的貧困のなかで生活する開発途上地

域の人口の割合が 1981年の 52％から，2005年の 38％まで下がったと報告している。 

 

世界の全ての地域における貧困 

それにもかかわらず，世界の地域の間には顕著な不平等が存在する。東南アジアでは貧困の

割合は低下したが，サハラ以南アフリカでは貧困の減少は非常に遅い。サハラ以南アフリカで

は，1日 1ドルのすぐ上で生活する人々の割合は 2015年までに半減できそうにないが，東ア

ジアでは 2015年までに極端な貧困を 1990年から半減させるという目標は既に達成された。

ここ数年，世界的経済恐慌が，世界の最も貧しい地域の多くで貧困根絶への歩みを弱体化させ

る恐れがある。 

貧困のリスクは世界中の国に存在している。先進国では不平等な富の分配が，驚くべきレベ

ルの収入の貧困につながるかもしれない。これが起こると，社会的排除とその他の結果が続く

恐れがある。欧州連合（EU）では，例えば EU人口（約 7900万人）の 16％が貧困の危険に

さらされている。それは，彼らの収入がその国の平均収入の 60％未満に低下していることを

意味する。 

もちろん，最低生活水準は国によってかなり大きく異なる。しかし，同時に，人が生活して

いる社会は個人のための生活水準と要件を設定する。資源と機会への適切なアクセスだけが，

正常な社会的文化的生活への参加と基本的ニーズの充足を可能にする。基本的ニーズと資源が

どのように定義されるかは，気候，文化的社会的パターン，国の経済活力などの状況によって

決まる。 

この種の相対的な所得の貧困について考えるとき，人が社会の縁に押し出されないことを保

証する一つの共通する所得水準はない。また，富の再分配がどんなに発達しても，安全ネット

から抜け落ちる人々の集団があり，この集団には特別な注意が向けられなければならない。 

彼らは，しばしば，シングル・ペアレント，施設で生活する人々，少数民族，移民や亡命者，

追放された土着の市民を含んでいるが，限定されない。彼らの多くは，社会的包括的に豊かな

地域に近接して生活している。 

また，家計収入を測定する統計は家族内の貧困を覆い隠すかもしれない。この場合，各家族

員が同じ量の金額に近づく手段を持っているわけではない。家族のなかの女性，子ども，他の

扶養家族が黙って貧困とその結果に苦しめられるならば，そのような状況が起こるかもしれな

い。この場合には，ジェンダー平等のあり方と貧困とのリンクが，特に目に見える。 

さまざまの問題が貧困の多くの次元で起こっていることに絶えず注意が向けられるべきで

ある。特に子どもの状況に注意する必要がある。扶養家族が，物質的感情的に難題に直面し，

擁護する能力を欠くとき，あるいは文化的偏見やタブーがあるために，この状況はしばしば悪

化する。 
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貧困と飢餓の撲滅における家政学の役割 

国際家政学会（IFHE）は国連（ECOSOC，FAO，ユネスコ，ユニセフ）および欧州会議の

諮問機関の地位にある国際非政府組織（INGO）である。IFHEは，研究刊行物，教育，支援を

とおして，個人，家族，コミュニティ，政策立案者に影響を与える。IFHEは，個人と家族の

ニーズに奉仕し，その核となる目的を満たす際に，関連グループや組織と協働する。 

 

IFHE会員の出身分野は，ホスピタリティやサービスに基づく組織と同様に，学界，コミュ

ニティに基づく職業，企業の消費者サービスである。IFHEに関係する家政学者は，毎日の生

活資源の管理の基本的ニーズと実践的関心に焦点を合わせている。また，IFHEは，常に変化

し常に挑戦的な環境のなかで，社会的レベルやグローバルなレベルで，個人と家族のウェルビ

ーイングに影響を与える課題に関係している。IFHEの究極の目標は，個人，家族，世帯の毎

日の生活の質の向上である。 

 

貧困の緩和，ジェンダー平等，社会正義に関係する事項は家政学者の優先事項である。貧困

の根絶は全てのレベルでの活動を必要とする。それは世界的および国家的な政策と統治を意味

するが，それはまた，コミュニティ，家族，個人のレベルの仕事を含んでいる。 

 

個人，家族，コミュニティの生活の質（QOL）の向上は家政学の特別な焦点である。家政学

者は，学際的専門分野（multi-disciplinary）のなかで働いているので，貧困の多くの次元に気

づいている。また，基礎的物質的なニーズの充足に加えて，家族生活およびコミュニティのメ

ンバーとして活動する能力に注意が向けられなければならない。 

家政学教育は，変化する世界の消費者社会のメンバーとして最も優れた実践，技術，行為に

関する知識を向上させることができる。家政学教育とベスト・プラクティスは，たとえば，食

料生産，栄養のスキルと健康と同様に，家庭資源管理，ジェンダー平等，衛生と水利用，収入

を生むスキル，持続可能な家庭での生産を含む。 

知識を毎日の生活スキルに転換することによって，先進国と開発途上国の両方で，個人，家

族，コミュニティが乏しい資源を最も上手に利用できるようになり，また，持続可能な方法で

それらに価値を付加することができる。これらのわずかな例にも示されるように，家政学のス

キルは貧困と飢餓の減少に効果的に貢献することができる。 

家庭は日々の生活の場所であるので，家政学と家政学教育は発生する問題を認識し，草の根

レベルからの声を聞くことができる。絶えず変化している世界への対応として，家政学の新し

いアイデア，実践，研究結果が開発され，グローバルに分配され，必要なところで利用される。 

家政学の特別な興味，文脈，関心事としての家庭は，効果的な方法で新たに開発された知識

を実行に移す場所である。 

家政学者は，個人，家族，コミュニティの毎日の生活についての専門的技術を持ち，貧困や

飢餓をさらに減少させる必要性についての認識をもたらし，統治や政策立案レベルで行動する

ことができる。 
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IFHEの方針 

国際家政学会は，個人会員と組織会員を通じて，また会員に代表される 50カ国以上の国で

地域レベルで活動することを通じて，国連のイニシアティブ（新規構想）をグローバルに支援

する。また，IFHEは個人，家族，コミュニティの毎日の生活の質を向上させる仕事において，

貧困に対する闘いに関わっている。 

 

人々の毎日の生活の質の向上に中核的関心をもっている IFHEは，全てのレベルの政府と関

係者が次のことをするよう要求する。： 

 各国の貧困を根絶する努力を強化する。 

 全ての市民が基本的教育を受け，自分たち自身の生活の質（QOL）の向上につながる経

済発展に参加できるようにする。 

 資源の利用と全ての市民のニーズの充足における不正やずさんな管理と継続的に闘う。 

 

IFHEはその継続的な専門的活動を通して以下のことに関与する。： 

 日々の生活の視点から社会の全てのレベルにおける貧困の根絶を促進する 

 貧困を複雑な現象として理解する 

貧困は，個人，家族，コミュニティに対して，物質的だけでなく，心理的社会的な意味

を持っている。貧困の様相は多様であり，世界のさまざまな地域と国においてさまざま

な形態をとる。 

 変化する世界で貧困の課題に立ち向かうために，家政学教育を広げ，この推進力を支援

する 

収入の貧困，利用可能な資源の効果的で持続的な利用，消費社会における適切な行動は，

家政学教育の特別な焦点領域である。 

 IFHE会員の専門的発達と協働を広げる 

学問の一分野としての家政学は，貧困の根絶に関する新しい知識を作り出すことができ

る。家政学者のネットワークと協働によって，この知識は必要なところで実践に適用す

ることができる。 

 貧困の根絶を促進するために政策と公開の議論に影響を与え発展させる 

協働の組織と枠組みとしての IFHEは，グローバルなレベルで政策に影響を与えるだろ

う。これはまた，他の国際 NGO との協働を含んでいる。IFHEの個人会員や組織会員

は，地域課題に最もよく気づいていて，地域レベルおよび国家レベルで働くだろう。 

 FAO での仕事をとおして極端な貧困と飢餓の撲滅を支援する 

IFHEは，1952年以来 FAO の諮問機関の地位にある。 

 貧困の撲滅における家政学の可能性についての認識を促進する 

家政学研究と家政学教育を通して，家政学の視点が日々の生活の領域と同様に，考慮さ

れるべきである。 
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序論 

国際家政学会（IFHE）は国連ミレニアム開発目標「普遍的な初等教育の達成」（MDG2）を

支持する。 

 

IFHEは，2009年に今後 4年間の運営上の 6つの主要戦略目標の一つとして，「特に国連と

のパートナーシップと協働を通じた生活の質（Quality of Life）の向上」を採択した。 

 

以下のポジション・ステートメントは，IFHEが MDG2に関する議論に貢献することを意図

している。MDG2は，2015年までに世界の全ての地域で，男子と女子が平等に，初等教育全

般を確実に受けられるようにすることを目標として定められた。 

 

テーマの要約 

全ての子どもに初等教育を 

「初等教育は，全ての社会，そして国際競争力をもつ経済の，基盤である。初等教育は，貧

困と不平等を減らし，健康を向上させ，新技術の活用を可能にし，知識を創造・普及させるた

めの基礎である。ますます複雑さと知識依存性が高まっている社会において，高等教育への門

戸としての初等教育こそ最も優先されねばならない。」（世界銀行グループ・グローバル・デ

ータ・モニター情報システム） 

 

普遍的な初等教育とは，適齢に学校に入学することだけではなく，さらに教育制度に従って

上級に進んでゆき，教育のサイクルを完了することである。MDG2の狙いは，世界の全ての子

どもが初等教育の全課程を修了できるようにすることである。 

 

進歩を測定する指標は以下のとおりである： 

 初等教育実質就学率 

 小学校入学児童数に対する，小学校最終学年児童数の比率 

 15～24歳の若者の識字率 

 

IFHEは，国際非政府組織（INGO）であり，国連機関（経済社会理事会，食糧農業機関，ユ

ネスコ，ユニセフ）および欧州評議会の諮問機関として公認されている。 

 

現状 

初等教育への純就学率は世界中で改善されてきている。東アジア，太平洋地域，中南米とカ

リブ海地域では，就学率はほぼ全員といえる水準に達しつつある。さらに，より就学率の低い

南アジアやサハラ砂漠以南のアフリカにおいて，過去 2～3年間に大きな前進がみられた。 

初等教育に関する方針書 

 

国連ミレニアム開発目標２（MDG2）：「普遍的な初等教育の達成」 

に関する IFHEポジション・ステートメント 
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ユニセフの 2000～2006年の統計によると，60カ国以上の途上国において，初等就学年齢

の子どもの少なくとも 90％が実際に就学していた。実質就学率は，学校への入学数であらわ

すが，教育上の成果をあらわす指標としては，15～24歳の若者の識字率の方がよいとの示唆

もある。 

 

全世界の若者の識字率が，1990年の 76％から 2005～2008年には 86％に上昇したことは，

勇気づけられる。その背景には，入学児童数が増加すると同時に，在学期間も長くなっていっ

たことがある。教育的成果の指標としては，実質就学率のみよりも，若者識字率の方がよりよ

い指標であるから，識字率向上のための努力を支援すべきである。 

 

しかしながら，課題はいまだに存在している。地域としての平均値が高いことで，一部の国

では遅れている実情が隠れてしまうのである。全ての地域において，少なくとも 2，3カ国は

まだ軌道に乗っておらず，2015年までに「全ての人に教育を」という目標を達成し得ない可

能性が高い。 

 

小学校就学年齢の 7500万人以上の子どもが，いまだに就学していない。そのほとんどは南

アジアとサハラ以南のアフリカである。さらに，南アジアとサハラ以南アフリカの小学校卒業

率は世界最低で，それぞれ，62％と 80％にすぎない。教育の真の効果を享受するには，就学

しているというだけでは不十分なのである。生徒たちは，入学後も授業出席をずっと続け，識

字力を身につけねばならない。 

 

目標達成への軌道に乗れていない問題が最も深刻な国々では，教育の利益を享受できない世

代が今後も数世代続いてしまうという事態を避けるためにも，前進を大幅に加速する必要があ

る。 

 

開発の不平等 

途上国においては，学校から取り残されるのは，男子よりも，もっぱら女子である。多くの

国で，女子を教育することは男子の教育よりも価値が低いと考えられている。未就学子どもの

なかの性別の不均衡は，1999年に比較して 2008年ではそのギャップは狭まっている。全世界

的には，未就学子どもグループに占める女子の割合は，同期間中 57％から 53％に低下してい

る。しかし，一部の地域では，女子の割合はそれよりはるかに大きい。例えば北アフリカでは，

未就学子どもの 66％は女子である。農村地域の子どもの方が，都市部の子どもよりも未就学

の可能性が高い。また，この農村対都会のギャップも，男子に比べ女子の場合の方が，わずか

ではあるが大きい。 

 

周辺化された人々の集団における子どもの問題にも注意をむける必要がある。これらの子ど

もたちは，教育に対する権利は平等にあるが，教育を受ける機会がより限られている。これら

の集団には，先住民，文化的少数民族，ストリート・チルドレン，障害児，言語障害児，など

がある。 

これらの集団の子どもたちには，標準的学校教育では不十分な場合が多いので，彼らを入学

させるためには新しいアプローチを創造する必要がある。 

 

教育への投資は社会ニーズ 

子どもたちが初等教育を受けていない理由は社会的および文化的障壁を含め，さまざまであ

る。しかし，教育への最大の障害は貧困である。 
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授業料をはじめ，地域社会への寄付，教科書代，制服代などの間接費は，貧しい家庭にとっ

ては大きな負担である。サハラ以南アフリカでは，貧しい家族の場合，学校費用が家計所得の

4分の 1を占める。数カ国の途上国における経験からわかったのは，学校無料化は，就学率を

改善する非常に効果的な方法であるということである。 

 

しかし，学校費用を廃止することだけでは問題解決にはならない。社会が学校教育制度に投

資すべきである。生徒の卒業率が低い国においては，教師を訓練し，授業を拡充し，教育の質

の改善をしていく必要がある。 

 

2010年から 2015年の期間に，サハラ以南アフリカで必要とされる新しい教師の数は，その

地域の現在の教師数に匹敵する。また，社会が対応せねばならないその他の障壁の例として，

交通手段の欠如，子どもの安全に関する親の無関心などがあげられる。普遍的な初等教育を達

成するための全体的なアプローチとしては，教育のあらゆる段階，種類，形態を開発するため

の投資が必要である。 

 

国連 MDG2「普遍的な初等教育の達成」への家政学の貢献： 

IFHE（家政学の専門家たちのグローバルなネットワーク）は，国連機関（経済社会理事会，

食糧農業機関，ユネスコ，ユニセフ）および欧州評議会に諮問機関の地位にある国際非政府組

織（INGO）である。 

IFHE会員の出身分野は，教育界，学界，コミュニティに基づく職業あるいは企業の消費者

サービス，ホスピタリティーやサービスに基づく組織などである。IFHEに所属する専門家た

ちは，個人および家族の日常的な基本的ニーズを満たすうえでの，基本的および実践的な諸課

題を主要テーマとしている。また，こうした課題が，絶え間なく変化を続ける環境の下，いか

に個人および家族に，また彼らのウェルビーイングに，社会レベル，およびグローバルなレベ

ルで影響を与えているか，をもとりあげている。 

 

IFHEは，世界中の会員を代表して，国連 MDG2「普遍的初等教育の達成」を支持する。地

域社会および教育の多様な背景をもとに，家政学の専門家たちは子どもたちが初等学校に行け

るための基礎を作ることに活動を集中している。地方と都市部の個人と家族の仕事を円滑化し

専門化することによりこれを行うのである。これは特に農村世帯にとって重要である。農村で

は，子どもたちはしばしば家事または農作業の手伝いをすることが必要である。しばしば，農

村世帯では親は年長の子どもたちの進学を阻むことがある。弟や妹の世話をしたり農作業を手

伝ったりするかたちで，彼らが世帯の生産活動に貢献することを必要としているからである。 

 

今や，家庭や農園で基本的な家政学・家庭科の過程 process の知識を開発し適用することに

よって，より多くの家族が，特に農村地帯に住み貧困である可能性の高い家族が，子どもを学

校に入れる機会を持つ。 

 

子どもの健康との関連から，十分な食料の供給が非常に重要である。栄養状態は，子どもの

集中力，学習能力に大きな影響をもつ。 
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栄養と保健について家政学の専門家たちが研究，実践，積極的な参加をするのは，子どもた

ちの健康状態を向上させる最善のやり方についての理解を深めることに効果がある。この知識

を実践することが，子どもたちの就学を可能にするのである。 

 

最近の国連ミレニアム開発報告に示されるように，未就学の女子は男子よりも多い。女子の

教育は男子の教育ほど重要ではないとしばしば考えられているからである。家政学の専門家た

ちは，女性はしばしば男性とは異なった能力をもつことを認識している。これらの能力が，世

帯の経済的発展を持続させ，ひいては彼らの社会的地位向上と家庭および農場の生産性向上を

生み出している。 

 

IFHEステートメント 

IFHEは，家庭における女性の役割の重要性を認識し，ジェンダー平等の実現のためには家

庭での女性の地位強化が重要であることを認識している。女子が初等教育を受けるチャンスを

向上させるうえで，これらの変化を支援することが肝要である。 

 

家政学専門家たちがさまざまな分野で行う研究は，個人と家族のウェルビーイングと公正な

扱いを確保するプロセスについての新しい知識を生み出すことに貢献している。世界中で，こ

うした専門家たちが彼らの研究を統合することで，初等・中等教育の家庭科のカリキュラムを

作成している。 

 

学校で学んだ家庭科の基礎的知識や技能は，家庭で使われることで家族全員が能力を身につ

けることを可能にする。これにより，先進国・後進国を問わず，家族の生活の質が向上する。 

 

IFHEの方針 

IFHEは継続的な専門活動を通じて次のことに関与する。： 

 子ども，特に女子を就学させるために，家族をエンパワーする 

IFHEは，子どもたちの就学のための基礎を構築するために，都市および地方の世帯

に家庭科のスキルを教える努力を強く支持する。 

 学校への注目の基盤として，貧困と飢餓を軽減する 

IFHEは，その国際的仕事および「食料安全保障と栄養と保健」プログラム委員会を

通じて，「食料への権利」への現在の支援を継続する。貧困と飢餓を削減することは，

貧困地域の子どもたちの就学への機会向上と，学校での学習をより効率的にすること

に貢献する。 

 FAO（国連食糧農業機関） 

女子の就学の機会を向上させる 

IFHEは，文化的伝統と家族の伝統を尊重しつつ，ジェンダー平等達成にむけた努力

を支持する。 

 家族に関する NGO委員会 

初等および中等学校で恒久的な家庭科教育を実施し，生活の質の向上をはかる。IFHE

は世界中の教育専門家の交流のプラットフォームとしての「教育と訓練における家政

学・家庭科政策」プログラム委員会によって，その努力に対する支援を行う。 
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序論 

国際家政学会（IFHE）は国連ミレニアム開発目標「ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」

（MDG3）を支持する。目標は，教育や社会の他の領域でのジェンダー不平等を根絶させるた

めに設定されている。IFHEの組織的な対応は，今後 4年間の運営の 6つの主要戦略目標の 1

つとして，「特に国連とのパートナーシップと協働を通じた生活の質（Quality of Life）の向上」

を採択することである。 

 

以下のポジション・ステートメントは，IFHEが MDG についての議論に，特に国連ミレニ

アム開発目標再検討サミット 2010の参考資料として，貢献することを意図している。 

 

国連ミレニアム開発目標 3「ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」は，できれば 2005

年までに初等教育と中等教育におけるジェンダー不平等を排除し，2015年までに全てのレベ

ルの教育におけるジェンダー不平等を排除するために設定された。目標の実現を測定するのに，

いくつかの指標が用いられる。目標は特に教育に関して設定されるが，それは，より広い視点

にも，またジェンダー平等問題にも影響を与えるだろう。教育を受けた女子は，より高い経済

的自立能力と社会の多くの領域に参加する能力をもつ女性になる傾向がある。ジェンダー平等

は，個別の目標としてだけではなく，8つの各目標の達成を加速する方法であると考えられる

べきである。 

 

教育におけるジェンダー平等 

世界の 1億 1000万人以上の子どもは学校に行っておらず，その 3分の 2が女子である。世

界の 8億 7500万人の文盲の成人のうち，3分の 2が女性である。ここ 20年間に小学校の女子

の実質就学率（NER）が改善したように，前進が見られる。1991年には，男子 100人あたり

女子 88人が小学校に通っていたが，2006年には男子 100人あたり女子 97人に改善した。し

かしながら，達成率は低く，高等教育について検討すると，ジェンダー格差はさらに大きい。 

 

世界の地域間には大きな不平等がある。多くの貧しい国では，家族が経済的困難に遭遇する

とすぐに学校から離れるのは女子である。家庭における仕事の経済価値は教育の価値より大き

いと考えられている。また，男子が学校に留まることは，女子より重要であると考えられてい

る。 

 

しかし，教育の効果は個人レベルと国家レベルの両方で大きい。国家が男子と女子の両方を

教育するとき，経済生産性は上昇する傾向があり，通常，産休や育児休業の割合は減少し，出

生率は低下し，次世代の健康と教育の見通しは改善する。 

ジェンダー平等に関する方針書 

 

国連ミレニアム開発目標 3：「ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」

に関する IFHEポジション・ステートメント 
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家族の態度だけではなく，教師や行政機関の態度もまた，固定観念を助長しており，女子と

男子の両方に対する差別的教育の一因となっている。この問題には，先進国もまた直面してい

るかもしれない。そこでは，両方のジェンダーの就学率は高いが，家政学・家庭科のように，

科目のなかには「女子科目」としてだけ，あるいは「男子科目」としてだけ見られるものもあ

るかもしれない。 

 

社会と家庭における平等 

ジェンダーの不平等は労働市場における女性の機会を制限する。開発途上国では，しばしば

女性の仕事が家庭における無償労働であるのと同じように，男性は家族の稼ぎ手と考えられて

いる。あるいは，もし女性が雇用されていても，通常，賃金が安く地位の低い仕事に従事して

いる。女性と男性が同じ仕事をしているときさえ，先進国でも，開発途上国と同じように，女

性はしばしばその仕事から，より少ない賃金，より少ない利益しか受けとることができない。 

しばしば，無償の保育経済と理解されているリプロダクティブな仕事（生殖に関する仕事）

における女性の大きな役割は，統計的に目に見えないだけでなく，過小評価されている。経済

的困難に出会うとき，有償労働と家庭における無償労働の両方の重荷が女性の肩にかかるかも

しれない。女性は世界の労働の 3分の 2を成し遂げていると見積もられているにもかかわらず，

世界の収入の 10分の 1しか賃金を得ていないし，世界の財産の 1％未満しか得ていない。世

界中の女性が，男性よりも，より長い時間，より少ない報酬で働いている。 

家庭に全くジェンダー平等がなければ，教育や雇用におけるジェンダー平等は実現できない。

家政婦としてだけの女性の役割に基づく態度は，女性の権利を制限するばかりでなく，家族の

他のメンバーの権利もまた制限する。家族が家族と家事への責任を共有する女性と男性のパー

トナーシップの上に築かれるとき，家族はまた，等しい意思決定と子育てのための良い環境を

提供する。 

 

ジェンダー差別は暴力や重大な健康問題の形を取ることがある。世界中の女性の 3人に 1人

が，生涯のうちに，殴られたり，セックスを強制されたり，または別の方法で虐待される。サ

ハラ砂漠以南のアフリカ諸国では，HIV／エイズが 15～24才の年齢層，特に若い女性にとっ

て，脅威になっている。男子 1人に対して，女子 2人が感染している。これらの不平等の重大

な結果は，ジェンダー平等のための仕事のなかのいくつかの要素との相関の 1つを思い出させ

る。全ての人々の生活の質のために，女性と男性との間の平等で尊重しあえるパートナーシッ

プと同様に，教育と，コミュニティにおけるの議論の余地のないメンバーとしての地位が全て

必要である。 

厳しいジェンダー役割と不平等は，「文化的伝統」によってしばしば正当化される。しかし

ながら，ジェンダー平等について話すことは，基本的人権について話すことである。女性の等

しい可能性とエンパワーメントは将来の MDGと持続可能な開発に到達するために絶対に必要

である。伝統は時間がたつにつれて変化するかもしれない。政策立案は現状を移行させる効率

的なツールである。しかし，草の根レベルに対する態度を変化させる仕事が必要である。 
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ジェンダー平等の推進における家政学の役割 

国際家政学会（IFHE）は，国連（ECOSOC，FAO，ユネスコ，ユニセフ）および欧州会議

の諮問機関の地位にある国際非政府組織（INGO）である。IFHEは，研究刊行物，教育，支援

をとおして，個人，家族，コミュニティ，政策立案者に影響を与える。 

 

IFHEは，個人と家族のニーズに奉仕し，その中心核となる目的を充足させる際に，関連グ

ループや組織と協働する。IFHE会員の出身分野は，ホスピタリティやサービスに基づく組織

と同様に，学界，コミュニティに基づく職業，企業の消費者サービスである。IFHEの究極の

目標は，個人，家族，世帯の毎日の生活の質の向上である。 

 

貧困の緩和，ジェンダー平等，社会的正義に関連する事項は家政学者の優先事項である。 

 

家政学者は，教育，雇用，ビジネスにおける平等の重要性を認識している。女性と男性の両

方が初等教育や高等教育にアクセスできるべきであり，知識が与えるエンパワーメントを通し

て雇用やビジネスで活動するべきである。技能の習得や平等の機会の獲得はまた，家庭での生

活の質（QOL）を向上させる。 

 

家政学的見地からみて，家庭における家族生活は平等なパートナーシップの上に築かれるべ

きである。それは一方では，互いを尊重する態度を意味するので，どんな女性もどんな男性も

抑圧されない。それは他方では，家事やその他の家族生活の義務についての平等な議論と分担

を意味する。 

 

家庭における平等の促進は，家政学者にとって専門的で特別な領域である。女性がますます

雇用されるようになっているので，新しい可能性が女性に対する二重の重荷を意味する状況を

回避するために，家庭の領域に注意を払うことが決定的に重要である。家政学は女性と男性の

両方のワーク・ライフ・バランスが実現することを望んでいる。 

 

家政学的見地からみると，両方のジェンダーのための基礎的家政学教育が彼らの毎日の生活

のためのスキルを強化する。それは，女性に，経済的問題，ストレスの多い時間管理，不平等

な重荷を回避するために，適切に資源を用いることができるようにする。 

 

ジェンダー平等のための全ての努力の背景には，エンパワーメントという考え方がある。差

別に対抗して，自信と，自らのために話し行動する能力を獲得するために，教育などのツール

が与えられるべきである。家政学の文脈においては，エンパワーメントはまた，家庭での無償

労働を，多くの国で伝統的にそれに関わってこなかった男子と男性にとって，より意味のある

ものにすることである。これは家政学者と家政学教育の課題である。 
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IFHEの方針 

IFHEはその継続的な専門活動を通して以下のことに関与する。： 

 家政学とそれ以外の分野の両方において，教育のジェンダー平等への積極的な態度と，

コミュニティへの参加を促進する 

 女性と男性が，家庭と同様にコミュニティでも平等に活動できるようエンパワーする

平等なパートナーシップは個人の生活の質（QOL）を向上させるだけでなく，国の

状態を向上させる。 

 女性と男性の両方に対する有償労働の機会を促進する 

家庭と経済における前提条件は，女性と男性のワーク・ライフ・バランスを可能にす

るための男女両方のニーズおよび家族生活のニーズと一致していなければならない。 

 家政学者がジェンダー問題に敏感であるよう奨励する 

家政学は毎日の生活についての分野と考えられるべきである。そこでは男性と女性

の両方が等しくかかわっている。状況によっては，ジェンダーへの敏感さは，時々，

特定のジェンダーに働きかけることを意味し，女性と男性のどちらかに向けたメッ

セージとなる。 

 女性が経営する家庭が，教育と女性に対する収入を生む機会の促進を通して，教育や

貧困・飢餓に打ち勝つようにする 

IFHEは，先進国と途上国の女性，特にシングルマザー，および家族のさまざまな課

題を認識している。 

 家政学・家庭科を男子と女子の両方のためのカリキュラム領域として促進する 

家政学・家庭科教育は，学生に専門を決定させ，行動を方向づけさせ，生活のため

に準備させることによって，自分自身の資源と能力を発見し，さらに発達させるこ

とを促進する。これらのスキルは両方のジェンダーにとって重要である。 

 会員の専門的能力開発と協働を促進する 

学問の一分野および職業としての家政学は新しい知識を作り出したり，ジェンダー

平等に関連する「ベスト・プラクティス」やプロジェクトを紹介したりすることが

できる。この知識は家政学者のネットワークと協働によって普及させることができ

る。 

 ジェンダー平等を促進するために，政策と公開の議論に影響を与え，発展させる 

協働の組織と枠組みとしての IFHEは，グローバルなレベルで政策に影響を与えるだ

ろう。 また，これは他の国際 NGOとの協働を含んでいる。IFHEの個人会員と組織

会員は，地域課題を最も意識しているが，地域レベル，国家レベルで影響を与える

だろう。 
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序論 

国際家政学会（IFHE）は，国連ミレニアム開発目標「幼児死亡率の減少」（目標４：MDG4）

を支持する。IFHEの組織的な対応は，今後 4年間の運営の 6つの主要戦略目標の 1つとして，

「特に国連とのパートナーシップと協働を通じた生活の質（Quality of Life）の向上」を採択す

ることである。 

 

IFHEは，以下のポジション・ステートメントによって MDG に関する議論に貢献するであ

ろう。 

 

MDG4は，1990年から 2015年までに，5歳未満の幼児の死亡率を 3分の 2減少させること

である。 

 

背景 

「5歳未満児のおよそ 900万人が毎年死亡している。幼児の死亡のおよそ 90％は，ちょう

ど 6つの状況（出産前後の死亡，肺炎，下痢，マラリア，はしか，HIV／エイズ）に起因して

いる。1960年から 1990年の間に，開発途上国の幼児死亡率は，5歳未満の『10人の幼児の

うち 1名が死亡』までに半減した。目標は，2015年までにさらに幼児死亡率を 3分の 2引き

下げることである。」（世界保健機関 WHO） 

 

国連ミレニアム開発目標 4は，世界中の幼児死亡率を減少させることを目指す。 

 

次のような指標が考えられる： 

 ５歳未満児の死亡率 

 乳幼児死亡率 

 はしかの予防接種を受けた 1歳児の割合 

 

成果と課題 

幼児死亡率の減少はかなり進んでいる。2008年現在，1990年に比べて死亡する幼児は一日

当たり 1万人減少した。前進が大きいのは，北アフリカ，東アジア，西アジア，ラテンアメリ

カ，カリブ海であるが，さらに，バングラデシュ，ボリビア，エリトリアのような世界の最貧

国の一部でも前進があった。 

 

このような成果にもかかわらず，多くの国では未だにあまりにも高い水準の幼児死亡率にと

どまっており，近年もほとんど，あるいはまったく前進がない。生まれた幼児 1,000人あたり

40人以上が死亡する高い幼児死亡率をもつ国が 60以上ある。これらの国がミレニアム開発目

標 4を達成するのは非常に困難になるだろう。幼児死亡率が最も高いのは，依然としてサハラ

以南アフリカであり，2008年現在では，7人に 1人の幼児が 5歳の誕生日を迎える前に死亡

している。 

その上，高い出生率は死亡する幼児の絶対数の増加をもたらしている。南アジアでも 5歳未

満児の死亡率は高いままである。 

幼児死亡率に関する方針書 

 

国連ミレニアム開発目標 4：「幼児死亡率の減少」に関する IFHEポジ

ション・ステートメント 
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多くの幼児が予防可能な病気で死亡する 

5歳未満で死亡する幼児の大部分は，富める国では容易に予防可能な原因で死ぬ。急性呼吸

器疾患，下痢，はしか，マラリアはこれらに関する例である。また，HIV／エイズ流行病も乳

幼児死亡を押し上げている。 

保健管理システムの改善は，幼児死亡率を減少させる最も効果的な方法の 1つである。適切

な予防接種がなければ，幼児ははしかと他の伝染病で死に続けるだろう。例えば，ユニセフは

大規模な免疫キャンペーンに組織的に取り組んでいる。地方のボランティアはワクチンを接種

し免疫力を高めることができるように訓練される。 

 

「全世界的にはしかの予防接種率は上昇を続け，これによって，数百万人の子どもたちが命

にかかわることも多いこの病気から守られている。開発途上国地域全体の予防接種率は 2000

年の 70％から 2008年には 81％へと改善した。しかし，こうした平均値は予防接種普及の大

きな格差を覆い隠している。178件の人口・保健調査によると，社会的・経済的階層の間では

しかの予防接種率に大きな開きがあり，貧困世帯や地方の世帯，または，親の教育水準が相対

的に低い世帯の子どもは，予防接種を受けられる可能性も低くなっている。後で生まれた子ど

も（すなわち，兄や姉が多い子ども）も予防接種率が低い傾向が見られる。南アジアの数カ国

を除き，男子と女子の予防接種率の差は大きくない。」※ （国連ミレニアム開発目標報告 2010） 

※国際連合広報センター（UNIC）「国連ミレニアム開発目標報告 2010」，p. 28，より引用

http：//www.unic.org 

 

急性呼吸器疾患のための抗生物質，下痢症のための経口補水，予防接種，さらにはマラリア

のための殺虫剤で処理した蚊帳や，適切な医薬品の使用など，安価な予防と治療処置を通して

多くの命を救うことができる。新生児とその母親の看護，乳幼児の授乳・食物の供給，下痢・

肺炎・敗血症の予防と事例管理，HIV/エイズの予防と看護も重要な有効な介入であり，毎年，

何百万人もの命を救うことができる。 

 

生活環境にも注意が払われなければならない。給水，公衆衛生，保健サービスへのアクセス

の改善は，コミュニティ支援だけにとどまらず，個々人や，特に致命的な病気になるリスクが

高い幼児も支援する。また，栄養不良は死亡のリスクを高めるので，十分な栄養供給が重要な

役割を果たす。病気予防を促進するためには，教育が必要である。 

 

しかしながら，これらのプログラムと改善は基金に依存している。資金不足が解消できなけ

れば，最近の成果は短期的に終わるおそれがある。 

 

国連ミレニアム開発目標 4を達成するための家政学の貢献：「幼児死亡率の減少」 

国際家政学会（IFHE）（家政学専門家のグローバルなネットワーク）は，国際非政府機構

（INGO）の 1つであり，国連（ECOSOC，FAO，ユネスコ，ユニセフ）および欧州会議の諮

問機関の地位にある。 

IFHE会員の出身分野は，研究者，コミュニティに基づく職業，企業の消費者サービス，ホ

スピタリティやサービスに基づく組織である。IFHEの会員である専門家は，個人と家族の日

常生活における基本的ニーズと実践的な事柄，および個人レベルとコミュニティレベルの両方

でのそれらの重要性に焦点をあてている。 

http://www.unic.org/
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また，IFHEは社会レベルとグローバルなレベルで個人と家族に影響をおよぼす問題に関係

することによって，常に変化し常に挑戦的な環境において，個人と家族のウェルビーイングを

高めることがきる。 

 

日常生活と家庭を統率する能力の強化は，世界中の家政学の関心事である。しかし，最も重

要なのは開発途上国においてである。なぜならば，家政学における，特に，保健教育における

知識と技能の不足によって生命にかかわる事態が引き起こされるからである。 

子どもたちの命を救い生活改善を促進するのは，家族と女性である。家庭や家族の周辺の公

衆衛生と衛生学教育は，特に乳幼児についての技能と重要な知識を，家族と女性に伝える。こ

の種の基本的教育は，汚染に影響を受ける伝染病や疾病と闘ううえで不可欠である。 

 

これらの種類の病気に関する教育は，幼児死亡率を引き下げる決定的な要素である。家政学

からみれば，きれいな飲料水へのアプローチは，特に食事の準備や乳幼児の入浴によって，乳

幼児の育成にかなりの影響を与える。加えて，もちろん，HIV／エイズ予防教育は母体の健康

と幼児死亡率に影響を与える。 

 

家政学者は，誰のためにも十分で適切な食物の重要性を認識し，常に強調する。栄養状況の

向上（質的，量的ともに）は，幼児とその家族全員の身体を強健にすることを意味する。食物

の位置づけは，本来，病気に対して，そして幼児の命を救うことに対して，重要で意味のある

影響力をもっている。 

 

IFHEは，継続的な専門活動を通して以下のことに関与する。： 

 IFHEは，保健管理システムの改善を求める 

保健管理システムは全ての人が治療を受ける手段を得られるように改善されなけれ

ばならない。さらに，IFHEは，全ての乳幼児，青年，成人が無料のワクチンを得る

手段を要求する。 

 伝染病に関する教育 

伝染病の予防に関する知識によって，家族と地域は幼児とその両親の死を回避するこ

とができるに違いない。 

 貧困を減少させる努力を強化する 

貧困や飢餓の減少は，長い間，IFHEの最優先事項である。貧困や飢餓の減少は，本

来，家族，世帯，特に幼児の健康に影響する基本的状況を改善させる。 

IFHEは，国際的な活動と「食料安全保障・栄養・健康」プログラム委員会を通して，

長い間，「食物に対する権利」を支持している。 

 ユニセフ支援を通して，幼児の状況を改善する 

IFHEは，1970年以来ユニセフの諮問機関であり，ユニセフの NGO委員会，少女に

関するワーキンググループに取り組んでいる。 
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序論 

国際家政学会（IFHE）は国連ミレニアム開発目標「母親の健康改善」（MDG5）を支持して

いる。IFHEの組織的な対応は，今後 4年間の運営の 6つの主要戦略目標の 1つとして，「特

に国連とのパートナーシップと協働を通じた生活の質の向上」を採択することである。 

 

以下のポジション・ステートメントは，IFHEが MDGに関与する議論に貢献することを意図

している。 

 

ミレニアム開発目標 5は，2015年までに，母親の死亡率を 1990 年から 4分の 3 減少させ，

2015年までにリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）への取り組みを，全世界に

完全に普及させることである。 

 

要約 

「50万人以上が，毎年，妊娠中や出産時に死亡している。すなわち，毎分 1人が死亡し，そ

の 99％が開発途上国においてである。妊娠中や出産時に命が危険にさらされるのは，アフリカ

では 22人に 1人，一方，アジアでは 120人に 1人，先進国では 7300人に 1人である。」（国

連人口基金／国連貧困撲滅 2015キャンペーン） 

 

国連ミレニアム開発目標 5の目指す処は，母親の死亡率を全世界にわたって減少させ，リプ

ロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）への普遍的なアクセスを達成することである。 

 

以下の目標が検討されなければならない。 

・母親の死亡率 

・熟練した保健員に支えられた出産率 

・避妊普及率 

・10代の若者の出産率 

・妊産婦検診範囲（少なくとも 1回の検診，少なくとも 4回の検診が好ましい） 

・家族計画が充分でないこと 

 

 

一様でない進展状況 

 開発途上国の 50万人以上の女性が，毎年出産時あるいは妊娠時に死亡する。さらに，毎年少

なくとも 1000万人の妊婦が，妊娠中と出産時に，傷害・伝染病・身体障害に苦しんでいる。

これらのほとんどは，熟練した緊急の看護が受けられないことから起こる。妊娠・出産から生

じる複雑で困難な問題は，開発途上国の生殖可能な年齢の女性の死亡と身体障害の主な原因で

ある。 

母親の健康に関する文書 

 

国連ミレニアム開発目標 5：「母親の健康改善」に関する IFHEポジシ

ョン・ステートメント 
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幾つかの国では，母親と新生児の高い死亡率が妊娠・出産期の女性に対して熟練した看護を

提供することで改善されてきた。しかしながら，特にサハラ砂漠以南のアフリカ諸国と中南部

アジアでは，一生のうち妊娠中あるいは出産時に死亡する危険は高いままである。これらの地

域では出産する女性の半数以下の女性しか，熟練した人々の手助けを受けていない。女性の死

亡の 99％が開発途上国で生じており，その半数以上がアフリカである。上位 75カ国が全世界

の母親死亡の 97％を占める。 

 

10代の妊娠は，母親の死亡という悪循環を引き起こしており，リプロダクティブ・ヘルス

へのアクセスが制限されていることを示している。10代の妊娠出産は，1990年から 2000年

までの間に，ほとんどの低所得の国々・中程度の国々で減少した。しかし，どちらの国々も，

2000年から 2005年の間に，そのままか，わずかに増加した。避妊薬の使用は最も貧しい女性

と教育を受けていない女性で最も少ない。こうして，貧困と教育を受けないことが 10代の出

産率をいつまでも高くしている。 

 

 妊婦管理は，女性と新生児の両方のウェルビーイングをモニターすることによる健康な母性

と出産のための極めて重要なサービスである。全ての地域で前進が見られた。すなわち，例えば，

北アフリカでは，妊娠中に少なくとも一回，熟練した保健業務従事者に会った女性の割合が70％

増加した。しかしながら，4回の出産前訪問という（WHOとユニセフによって）推奨されている

基準は，世界中の多くの妊娠している女性にはいまだにアクセスが容易でない。妊婦管理を受け

る女性の割合の貧富による格差は，特に南アジア，北アフリカ，サハラ以南アフリカにおいて著

しい。格差は小さくなったが，地方および都市に住む女性の間に存在している。 

 

家族計画へのニーズが満たされないことは，低および中程度の収入の国では受け入れること

ができないほど高い。サハラ以南アフリカでは，出産を遅らせたいか，または中止したがって

いる女性の 24％が家族計画へのどんなアクセスも持たない。この数字は世界の他の地域では

10～15％の間で異なり，さらに世界中の人口グループの間で異なる。教育と富は，通常，もっ

と十分な可能性を保証する。 

 

教育・協働・財源が必要 

いくつかの開発目標と同じように，母親の健康と他のミレニアム開発目標への挑戦とを結び

つける手法を考える必要がある。母親の健康は幼児死亡率に重大な影響を与える。一方，HIV

／エイズと他の疾病・貧困・ジェンダー平等は母親の健康に強く影響する。ジェンダ―平等は，

そのジェンダーの意味だけでなく，地域・国・所属グループ・教育レベルや農村と都会とで異

なって現れる重大な概念である。 

 

ほとんどの母親の死亡は避けられる。それには，熟練した保健スタッフ，全ての人が受けら

れる保健管理システム，保健管理システムを受け続けられる財源が必要である。コミュニティ

や家族が，家族計画・避妊・避妊期間・出産の話など，専門家の保健指導の大切さを認識する

教育もまた必要である。地元の諸団体・国連機関や NGO は，全ての母親が保健管理システム

にアクセスできる，よりよい政策を強化するために，政府機関と協力しなければならない。 
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家政学と IFHEの母親の健康改善への貢献 

国際家政学会（IFHE）は家政学の専門家の世界的なネットワークで，国際的非政府組織（INGO）

であり，国連（ECOSOC，FAO，ユネスコ，ユニセフ）および欧州会議の諮問機関の立場にあ

る。 

 

IFHE会員の出身分野は，学界，コミュニティに基づく職業，企業の消費者サービス，ホスピ

タリティとサービスに基づく組織である。IFHEに関係する専門家は，毎日の生活での個人や家

族での基本的ニーズと実践的関心，また，個人やコミュニティレベルにも焦点を当てる。この

ことは，社会的・全世界的レベルで個人や家族において，常に変化し，常に厳しい環境の下で，

人々のウェルビーイングを高めるために，影響を及ぼす課題にも関心を示すことである。 

 

国際家政学会は以下のことを求めて MDG5を支援する。 

 主として開発途上国の健康状況が，全ての妊娠し出産する女性と新生児が，保健の世

話になれるように改善されなければならない。 

 全ての妊婦がより安全で不安のないようにする外的必要事項を充実させるために，貧

困が根絶されなければならない。 

 妊娠や出産時の死亡，好ましくない疾病や悪影響を取り除くために，特に家庭での公

衆衛生や健康になるための知識が改められねばならない。 

 特に家族計画の方法において，全ての人への教育は，特に妊娠中と出産時に女性の健

康上必要なことを援助する際に，全家族と特に男性の参画を強化しなければならない。 

 

個人，家族，コミュニティの質の向上は家政学が特別重点的に取り上げるところである。 

広範囲の分野の職業で働くなかで，家政学は保健への手助けを求めるだけでなく，教育によ

って個人や家族に，家庭内の衛生や健康法の進め方を伝えることである。妊娠中の女性のため

に，健全な環境をつくる最初のステップは家族にとっての清潔な住居とクリーンな水と健康な

食品についての知識である。開発途上国の家政学は，ジェンダー平等と家族計画教育を支援し

て，女性の教育に寄与することにある。さらに，国際家政学会とその会員は一人ひとりの女性

が自己決定するよう，家族計画支援に参画する必要がある。 

 

世界の他のどの国でも，より重要なのは貧困の根絶に寄与するため，開発途上国における，

各種方策による家政学教育である。家政学は，家族や家庭を草の根レベルから学際的課題とし

て捕え，家族や家事を多様で問題のある状況で，毎日の生活をどうしていくかという面で支援

する。貧困の減少は，一般的な健康状況に対してより良い基準になるであろう。それ故に，妊

娠中の女性が保健にアクセスする基準にもなる。 
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家政学は社会のそれぞれの分野が組織を機能させるために重要である，社会的コミュニティ

としての家族に注目する。これは，（家政学の視点から）なぜ，男性や夫がパートナーとして

母親の健康に結びつけられなければならないのかの理由である。開発途上国では，男性は家族

の長として家族をよりリードして行く。そこでは女性への健康への配慮が不可欠である。多く

の場合，男性の協力があれば女性の死亡を減少させることができる。 

家族計画についての知識が親から 10代の子どもに伝えられることが，さらに根本的に必要で

ある。この知識が断片的に留まっているなら，第三者がその方法を教育し，知識を向上させて

いくことが実に重要であり，10代の妊娠や死亡を減少させるだけでなく，病気への感染や新生

児の死亡も避けられると認識している。 

 

IFHEの支援を受けて MDG5「母親の健康改善」を達成することを目的に，研究刊行物，支援，

教育，実践を通して，個人，家族，コミュニティに影響を与えるために，課題のアウトライン

を示した。 
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序論 

国際家政学会（IFHE）は国連ミレニアム開発目標「HIV／エイズ，マラリア，その他の疾病

のまん延防止」（MDG6） を支持する。IFHEの組織的な対応は，今後 4年間の運営の 6つの

主要戦略目標の 1つとして，「特に国連とのパートナーシップと協働を通じた生活の質（Quality 

of Life）の向上」を採択することである。 

 

以下のポジション・ステートメントは，IFHEが MDG についての議論に貢献することを意

図している。 

 

国連ミレニアム開発目標 6は次のように設定された。 

 2015年までに，HIV／エイズのまん延を終わらせ，減少させ始める。 

 2010年までに，HIV／エイズの治療を必要とする全ての人々の普遍的アクセスを達成

する。 

 2015年までに，マラリアや他の主要な病気の発生を終わらせ，減少させ始める。 

 

MDG6は，HIV／エイズ，マラリア，その他の主要な病気の発生を終わらせ，減少させ始め

ることをめざす。 

 

以下のような指標が考えられる。： 

 15～24歳人口の HIV罹患率。 

 高リスクのセックスに対するコンドーム使用。 

 HIV／エイズの包括的な正しい知識を持つ 15～24歳人口の割合。 

 10～14歳の孤児の，非孤児に対する就学比率。 

 HIV対抗薬にアクセスできる進行した HIV感染者の割合。 

 マラリアの発生と死亡率。 

 殺虫剤で処理された蚊帳の下で寝る 5歳未満の子どもの割合。 

 適切な抗マラリア薬で治療される，熱のある 5歳未満の子どもの割合。 

 結核の発生，まん延，死亡率。 

 直接観察された短期治療クールで検出され回復する結核症例の割合。 

 

疾病との闘いに関する方針書 

 

 

国連ミレニアム開発目標 6： 「HIV／エイズ，マラリア，その他の疾
病のまん延防止」に関する IFHEポジション・ステートメント 
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 HIV／エイズ 

「2008年の終わりには，3340万人が HIVに罹患していた。同年，約 270万人が新たに感染

し，28万人の子どもを含む 200万人がエイズで死んだ。HIV感染の 3分の 2がサハラ以南ア

フリカで起こっており，そこには抗レトロウイルス療法を必要とする約 670万人の人がいる。」

（WHO） 

エイズは，サハラ以南アフリカの主な死亡原因であり，世界で 4 番目に大きな死因である。

この病気は，空前の公衆衛生上の，また経済的社会的な課題を提示する。 

 

HIVは，世界の主要な感染性の死因のままであり，高い比率の新しい HIV感染のために，そ

の流行は，東欧，中央アジア，アジアの他の地域で上昇し続けているが，HIVのまん延はほと

んどの地域で安定しているように見える。より多くの人々がより長く生き残るようになってい

る。サハラ以南アフリカは最も大きく影響を受けている地域のままであり，2008年の全ての

新規 HIV感染の 72％を占める。 

 

抗レトロウイルス療法で生命を維持することができるようになったため，ウイルスに感染し

ていても生存する人々の数はさらに上昇している。抗レトロウイルス療法は，2008年 12月に

は低所得国と中所得国の約 400万人に提供された。しかしながら，今なお，治療を必要として

いても，必要な薬物療法にアクセスする手段を持たない人々が 550万いる。さらに，毎年，2

人が治療を開始するのに対し，5人が新たに HIVに感染している。新たな感染の割合は，治療

の拡大を上回っている。予防と治療基準の両方を強めるべき緊急のニーズがある。 

 

ときには，文化的問題によって，HIV の知識と予防活動の間に大きなギャップが存在する。

女性と少女に対する暴力が暗黙のうちに社会的に容認されていることは，例えば，子ども婚の

場合に HIV問題をさらにひどくする。強制された性交は HIV感染の可能性を高める。 

 

マラリア 

「1年に約 100万人（その大部分がアフリカの 5歳未満の子ども）がマラリアで死んでいる。

事実上，蚊に刺されて引き起こされるマラリア感染によって，平均して 30秒に 1人のアフリ

カの子どもが死んでいる。」（WHO） 

 

毎年，3億～5億のマラリアの症例がある。ほとんどの症例がサハラ以南アフリカで起こっ

ており，マラリアによるほとんどの死が 5歳未満の子どもである。世界の人口の半分はマラリ

アの危険にさらされている。 

 

マラリアに対する基金や注目の増大は，緊急な介入と蚊帳のような鍵となる商品の配布を加

速してきた。動向についてのデータをもつ全ての国で，最近 10年間に殺虫剤で処理した蚊帳

の使用が大きく増加した。しかしながら，貧困と知識不足が，今なお，多くの家族で蚊帳の使

用を妨げている。 

 

また，効果的な組み合わせ療法の使用やよりよい治療のための診断などのように，より効果

的な戦略が，世界中で採用されてきた。この進展は今後も支援される必要がある。 
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結核 

「2008年には，約 940万人の新しい結核症例と，約 180万人の死者があり（HIVに罹患し

た 50万人を含む），この病気を世界の最も大きな感染性死因の 1つにしている。」（WHO） 

 

1年に約 180万人が結核で死亡し，その大部分は 15～45歳である。それは，開発途上国の

大人の間の単一の病原菌による死の主要な原因であり，HIVの次に多い，2番目に主要な死因

のままである。この病気は，結核耐性菌の出現，HIV／エイズ（抵抗力を下げる）のまん延，

難民の増大のために，急速に広がっている。 

 

新規の症例の割合はアフリカで最も高い。アフリカでは， HIVに感染した人々を結核が襲

っている。結核のまん延は，アジアの CIS（独立国家共同体）の国やサハラ以南アフリカ以外

の，ほとんどの地域で低下している。ますます多くの結核患者が治療をうけているが，何百万

人もの人々が良質の保健管理へのアクセスを欠いているので，病気にかかったままである。HIV

感染者の場合には，抗レトロウイルス療法の不足が結核を致命的なものにする。 

 

教育が必要である 

全ての人々に，病気予防と治療へのアクセスが利用可能でなければならない。それは，アク

セス可能で専門的な保健管理システムと同様に，必要な人々への安価または無料の蚊帳や薬の

提供を意味する。より効果的な治療，サービス，プログラムを開発するためには，研究が必要

である。これらの開発にとって基金は不可欠である。 

 

教育は，人々が HIVと他の病気に感染するのを防ぐ鍵である。情報システムは，行動（特に

HIVのリスクに関する）を変化させるために改良される必要がある。人々が，それらがどのよ

うに働くか，なぜ使われなければならないのかを理解していなければ，コンドームや他の予防

商品へのアクセスは十分ではなくなる。女性と男性，金持ちと貧しい人々，地方と都市の人々

の間の HIV予防に関する知識には格差がある。教育プログラムを計画するときには，これらの

格差に注意する必要がある。 

 

病気死亡率は全ての開発に影響する 

流行病は人間の苦しみにつながるばかりでなく，開発のための機会の喪失につながる。貧困，

武力紛争，環境災害は，病気のまん延の一因となり，それによってさらに悪化する。例えば，

サハラ以南アフリカでは，HIVの流行は教師の供給を枯渇させ，教育の質を蝕んでいる。エイ

ズによって孤児になった子どもは，頻繁に，恥辱と差別に苦しみ，他の理由で親を失った子ど

もよりも病弱，教育，保護に関して，より大きな危機に直面している。彼らはまた，より多く，

栄養不足，病気，子ども労働・暴力やネグレクト・性的搾取の対象になりがちである。また，

これらの問題は彼らの HIV感染リスクを高める。有効な予防や治療計画は，生命を救うだけで

はなく，貧困を減らし，社会や経済が発展するのを助けるだろう。 
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家政学の役割 

その４つの次元と実践領域に基づいて〔IFHE ポジション・ステートメント 2008参照〕： 

 家政学者は，その学問分野のなかで，新しい学者を教育し，研究を行い，専門家のた

めに新しい知識や思考方法を創造し，HIV／エイズ，マラリア，その他の病気が存在

する全ての社会の利害関係者のために，HIV／エイズ，マラリア，その他の病気と闘

うための予防プログラムを最適化し，教材や教育プログラムを開発する。 

 家政学者は，毎日の生活の領域で，生活水準，行動，感染と流行病の背景と関係を理

解するために，家庭，家族，コミュニティを支援する。 

 カリキュラム部門の家政学者は，感染と病気を避けるための全ての基準を支持する学

生・生徒の専門的決定と行動を方向づけることによって，彼らが個人生活において資

源と能力を用いて，HIV／エイズ，マラリア，その他の病気との闘いを支援する，自

分自身の資源と能力を発見し開発するのを助ける。 

 家政学者は，社会的領域において， HIV／エイズ，マラリア，その他の病気と闘う

文化的知識に影響を与える予防と治療基準の両方を強化して，貧困を減少させるため

に，個人，家族，コミュニティを擁護する方針に影響を与え，開発する。 

 

IFHEの方針 

IFHEはその継続的な専門活動を通して以下のことに関与する： 

 IFHEは，保健管理システムの改良を要求する。 

 保健管理システムは，全ての人々が医療にアクセスする手段を得るために改良されな

ければならない。さらに，IFHEは，全ての乳幼児，子ども，若者，大人を無料のワ

クチンと子どものための蚊帳にアクセスさせることを要求する。 

 IFHEは伝染病についての教育を支援する。 

 幼い子ども，父母の死を避けるために，伝染病の予防についての知識が，家族と社会

的コミュニティに教えられなければならない。 

 IFHEは貧困を減少させる努力を強化することを要求する。 

 貧困と飢餓の減少は，長年にわたる IFHEの主要な目的である。貧困と飢餓の減少さ

せることはそれ自体，健康状態に影響を及ぼす家族と家庭の基本的状況を改良する。

IFHEは長年にわたって，その国際的な仕事において「食料への権利」とそのプログ

ラム委員会「食料安全保障，栄養，健康」を支援してきた。 
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序論 

国際家政学会（IFHE）は国連ミレニアム開発目標「環境の持続可能性の確保」および国連持

続可能な開発のための教育の 10年（2005～2014）を支持する。IFHEの組織的な対応は，今

後 4年間の運営の 6つの主要戦略目標の 1つとして，「特に国連とのパートナーシップと協働

を通じた生活の質（Quality of Life）の向上」を採択することである。 

 

以下のポジション・ステートメントは，特に国連ミレニアム開発目標再検討サミット 2010

に関する MDG に対する議論と，国連持続可能な開発のための教育の 10年についての議論に

IFHEが貢献することを意図している。 

 

国連ミレニアム開発目標 7は以下の 4つの目標を達成するように設定された： 

 持続可能な開発の原則を各国の政策やプログラムに反映させ，環境資源の喪失を阻止し，

回復を図る。 

 生物多様性の損失を抑え，2010年までに損失率の大幅な引き下げを達成する。 

 安全な飲料水と基礎的な衛生施設を持続可能な形で利用できない人々の割合を半減さ

せる。 

 2020年までに最低 1億人のスラム居住者の生活を大幅に改善する。 

 

持続可能な開発のための教育 

環境，社会と経済という持続可能な開発の 3本柱全てに取り組むための特別な 10年が設定

された。その目的は「現在と未来にわたって，人々が自分たちや他の人々の利益のために情報

を獲得して意思決定することや，これらの決定に従って行動するための態度，技能，知識を向

上させることを支援する」ことである。（ユネスコ―持続可能な開発のための教育） 

 

持続可能な開発の要素は，あるものが他のものに影響を与える融合した全体と考えられるべ

きである。枯渇した惑星では，長期経済開発あるいは社会開発は不可能である。それが，環境

教育が持続可能な開発のための教育の中核にある理由である。環境の持続可能性は，総合的な

持続可能な開発を達成するとともに，8つの MDG を実現するための鍵の 1つである。 

 

環境の持続可能性のための教育に関する方針書／持続可能な開発のた

めの教育に関する方針書 

 

国連ミレニアム開発目標7：「環境の持続可能性の確保」および国連持

続可能な開発のための教育の10年に関するIFHEポジション・ステート

メント 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E9%96%8B%E7%99%BA
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環境の持続可能性 

持続可能な開発は，次世代のニーズを危うくすることなく，現在のニーズを満たすことであ

る。 

 

持続可能な開発における環境の視点は，水，気候変動，生物多様性，防災を含むいくつかの

テーマをカバーしている。天然資源の過度の使用は最近の 10年間で私たちの世界に驚くべき

変化を引き起こした。 

経済成長と過剰な消費形態を増長するために，高所得国は広範囲にわたって世界的に天然資

源を利用してきた。このことは，地域環境を変えるだけでなく，グローバルな気候変動ももた

らしている。最近では，この開発はまた，発展途上地域に展開の範囲を移しているが，高所得

経済はいまだに二酸化炭素（CO2）のような温室効果ガスを最も多く排出している。 

不幸にも，天然資源の開発は，しばしば最も影響を受けやすい天然資源によって生計を立て

ている人々に害を及ぼす。また，貧困と経済的不安定は自然破壊を助長する。先進国の都市化

および消費習慣が，開発途上国でも同じようにますます広まるとすれば，環境への負荷はさら

に重くなるだろう。 

環境の持続可能性は未来の問題であるが，また現在の毎日の生活についての問題でもある。

2006年に，およそ 25億人が改良された衛生施設を利用できていないし，8億 8400万人が汚

染から合理的に保護された安全な水源にアクセスできないままである。不十分な下水設備は，

住血吸虫病，トラコーマ，ウイルス性肝炎，コレラなどの感染を広げる。これらの問題に苦し

んでいるのは農村部だけでなく，都市周辺の急速に拡大しているスラムでもみられる。 

 

豊かな国も貧しい国も同様に，資源使用の持続可能性を高める必要がある。経済成長のため

のよい政策と環境面での持続可能な方法が探究される必要があり，また技術的・科学的知識は

世界的に実行に移される必要がある。しかしながら，持続可能な開発を促進し，態度や行動を

変更するための最も強力なツールの 1つは教育である。持続可能性のための教育は，生産者や

消費者としての，市民としての，人々に届けることができる。 

 

家政学の役割 

国際家政学会（IFHE）は国連（ECOSOC，FAO，ユネスコ，ユニセフ）および欧州会議の

諮問機関の地位にある国際非政府組織（INGO）である。 

 

IFHEは，研究出版物，教育，主張 advocacyを通じて，個人，家族，コミュニティ，政策立

案者に影響を及ぼす。IFHEは個人と家族のニーズに役立つように，またその中心的な目的を

満たすように関連グループや組織と協力する。IFHE会員の出身分野は，ホスピタリティやサ

ービスに基づく組織と同様に，学界，コミュニティに基づく職業，企業の消費者サービスであ

る。IFHEの究極の目標は資源管理教育と持続可能な消費を通じた毎日の生活の質の向上であ

る。 

 

家政学は人間科学に位置する研究分野で，カリキュラム部門であり，専門である。それは，

個人，家族，コミュニティのための最善で持続可能な生活を達成するために，学問分野の範囲

から導かれる。 
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一般に，毎日の生活の現象と課題は一元的ではないので，この学問上の知識の統合は不可欠

である。 

全体的視野からの統合された視点は，持続可能な開発のための教育に不可欠な局面である。

家政学の対象のなかでは，環境に関する持続可能な活動は日常生活文脈にもたらされるかもし

れない。そこでは，それは持続可能な経済および社会の次元で相互に関係づけられる。 

 

カリキュラム部門としての家政学は，理論と実践，学問的知識，日常生活のスキルを集積し

ている。それはその毎日の生活環境に知識を取り入れ，学生が創造的に考えることを奨励する。

地域文化と状況によって，家政学教育の内容は異なるかもしれないが，背景には，世界的に考

えるために人々を教育するという概念がある。同じ特徴は持続可能な開発のための教育にも示

されている。それは，「することによる学習 learning by doing」という前提に基づいて，それ

ぞれの文化的または社会的グループに関する文脈で適用されるべきである。 

 

家政学は，家族と制度上の家庭と同様に家庭の毎日の生活のための領域に焦点を合わせる。

家政学教育は，持続可能な生産，人間の成長可能性，人間の必需品または基本的ニーズの充足

を発展させることをめざす消費意識において自分達の資源管理を最適化するのを可能にする。 

 

家族家庭と制度上の家庭は経済単位の中核的単位であり，それらの全ての決定と行動が環境，

社会経済，環境経済に影響を与える。持続可能なライフスタイルのために家族を教育し，能力

を高め，動機づけることは，環境の持続可能性に大きな影響力を持つだろう。 

 

貧しい開発途上国では，家政学者が，基本的な衛生の必要性に関して人々を教育するのに対

して，高収入国では，環境に関する持続可能な消費のための教育が必要である。両方の場合に，

教育は，個人，家族，コミュニティのために，最適で持続可能な生活を達成するという共有さ

れた価値と努力によって，行われる。 

 

ユネスコ（国連持続可能な開発のための教育の 10年を指導している国連機関）は，持続可

能な開発のための教育の 4つの主要な推進力を以下のように定義した： 

 上質の基本的な教育へのアクセスを改良すること。 

 既存の教育プログラムに新しい方向性を与えること。 

 国民の理解と認識を発展させること。 

 トレーニングを提供すること。 

 

家政学者は，教育の専門家として，上述した全ての 4つの領域に寄与することができる。カ

リキュラム部門としての家政学は，具体的な枠組みと文脈を持続可能な開発のための教育に与

える。家政学と持続可能性という視点のこの組み合わせは，成人教育と他の教育プログラムの

なかでも，学校と同じように価値がある。 
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IFHEの方針 

IFHEはその継続的で専門的な活動を通じて以下のことに関与する： 

 環境持続性を，総合的な持続可能な開発と 8つの MDG を達成するための強力な鍵と

して認める 

 持続可能な開発のための教育のための文脈として家政学カリキュラム部門を促進す

る 

これは，ユネスコによる分類への適応，質の高い基礎教育の促進，既存の教育プログ

ラムの更新，持続可能な開発についての社会の理解と認識の発展，教育の提供を含ん

でいる。 

 家族のために持続可能なライフスタイルを促進する 

IFHEは，家政学教育において，家庭での持続可能な資源管理の焦点を強化するだろ

う。これは，水の使用などの全ての家庭のプロセスにおいて最もよい習慣を促進する

ことを含む。それは，持続可能な消費パターンを促進することも含む。 

 持続可能な開発のための教育のために，効果的な戦略を開発する国際的なプロジェク

トを行う 

 持続可能な開発の専門家としての家政学専門家への認識を増加させる 

IFHEは，国連機関および他の組織または団体と，その関係を強化するだろう。これ

は，家政学専門家への認識を増加させるが，家政学を開発するためにはまた新しい影

響をもたらすだろう。 

 メンバーのための専門的な開発と協働を強化するために 

学問の一分野および専門としての家政学は，持続可能な開発のための教育に関する新

しい知識を作り出すか，または「ベスト・プラクティス」あるいはプロジェクトを紹

介することができる。家政学者のネットワークとの協働によって，この知識を広げる

ことができる。 
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国連ミレニアム開発目標 8：開発のためのグローバル・パートナーシップの構築に関する

IFHE方針書のための背景材料 

 

序論 

国際家政学会（IFHE）は，国連ミレニアム開発目標「開発のためのグローバル・パートナー

シップ」（MDG8）を支持する。IFHEの組織的対応は，今後 4年間の運営の 6つの主要戦略目

標の 1つとして，「特に国連とのパートナーシップと協働を通じた生活の質（Quality of Life）

の向上」を採用することである。 

 

以下のポジション・ステートメントは，IFHEが MDG に関する議論に貢献することを意図

している。 

 

国連ミレニアム開発目標 8は次の事柄のために設定される。 

 後発開発途上国，内陸開発途上国，小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む。 

 よりオープンで，規則に基づき，そして，予測可能な，差別のない取引と金融システ

ムを開発する。 

 開発途上国の負債を包括的に扱う。 

 製薬会社と提携して，開発途上国に入手可能な必須医薬品へのアクセスを提供する。 

 民間部門と協力して，新技術，特に情報およびコミュニケーションの利益を利用でき

るようにする。 

 

「ミレニアム目標は開発のためのグローバル・パートナーシップを代表している。その政策

は，最初の 7つの目標の達成については貧しい国々に主要な責任があることを明らかにしてい

る。それらの国々は，市民へのより大きな責任と資源の効率的な利用のために，確実に本分を

つくさなければならない。貧困国が最初の 7つの目標を達成する以外に，豊かな国が，ますま

す多くの効果的援助，より持続可能な債務救済とより公明正大な取引を規則の契約終了（2015

に先立ってよい）までに供与することは，きわめて重要である。」（国連貧困撲滅 2015キャ

ンペーン） 

 

国連 MDG8は，開発のためにグローバルなパートナーシップを発展させることによって，

他の 7つの MDG の実現を強化することを目指している。 

 

開発のためのグローバル・パートナーシップに関する方針書 

 

国連ミレニアム開発目標 8：「開発のためのグローバル・パートナーシ

ップの構築」に関する IFHEポジション・ステートメント 
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以下の指標が考慮されている： 

 純 ODA（政府開発援助），総額，後発開発途上国への OECD/DAC（経済協力開発機

構／開発援助委員会）諸国からの ODAが援助提供国の総国民所得に占める割合。 

 基本社会福祉事業（基礎教育，初期医療，栄養，安全な水，衛生）に対する OECD

開発援助委員会諸国からの 2国間の，セクター配分可能な ODAの割合。 

 解約されるOECD開発援助委員会諸国の2国間政府開発援助の割合。 

 国民総所得の一部として内陸開発途上国が受け入れた ODA。 

 国民総所得の一部として小島嶼開発途上国が受け入れた ODA。 

 自由に輸入できる，開発途上国や後発開発途上国からの先進国への輸入総額（兵器を

除く）。 

 開発途上国からの農産物，織物，衣服に課された先進国の関税の平均。 

 国民総生産の割合としての OECD諸国の農業支援見積もり。 

 貿易量の構築を支援するために提供された ODAの割合。 

 HIPC（重債務貧困国）決定ポイントに達した国の総数と，それらの HIPC完成ポイ

ント（累積）に達した数。 

 HIPCと MDRI（多国間債務救済イニシアティブ）にゆだねられる債務軽減。 

 財貨・サービスの輸出品の割合としての割賦償還金額。 

 持続可能な方式で手頃な必須医薬品へのアクセスを備えた人口の割合。 

 人口 100人あたりの電話回線。 

 人口 100人あたりの携帯電話加入者。 

 人口 100人あたりのインターネット・ユーザ。 

 

「目標 8はオープンで，規則に基づいた取引および金融制度，貧困を削減しなければならな

い国々への，より寛大な援助，および開発途上国の負債問題への救援を求めている。それは世

界経済で競争することに，より大きな困難を抱える後発開発途上国，内陸開発途上国，小島嶼

開発途上国の問題に注意を向けることになる。さらに，それは，若者の失業に焦点を当て，手

頃な費用の必須医薬品へのアクセスを保証し，また新しい情報通信技術の利点を利用できるよ

うにするために民間部門との協力を要請する。 

 

ミレニアム開発目標を達成するために何を必要とするのか。実は多くのことがある。経済的

には，貧しい人々に仕事と収入を供給する必要がある。健康と教育のためのシステムは貧富，

男女に関係なく全ての人々にサービスを提供しなければならない。インフラストラクチャー

（社会基盤）は，全ての人々のために稼働し，アクセス可能でなければならない。政策は，人々

が開発プロセスに参加できるようにする必要がある。成功は開発途上国の活動に依存しており，

それらの国々は自国の開発を指揮するに違いないが，支援のために豊かな国々が行わなければ

ならないことがさらに多くある。これらは目標 8が最初の 7つを補足するためにあることを意

味する。 

開発途上国への政府開発援助は 2007年に 1兆 510億ドルに達した。 
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もっとも，1990年代に政府開発援助（ODA）レベルの多くは下がった。援助を増加させる

全ての 2005年の方針が満たされると，ODAは 2010年までにほとんど 1300億ドルに達する

だろう。新しい方針はニーズの部分にだけ触れるだろう。 

 

割賦償還金額によって，開発途上国の対外債務の相対的な重荷が測定される。多くの国々で

は，それらの債務負担を縮小し，割賦償還金額はよりゆっくりと増加している一方，輸出収入

（債務国は債権国に払うためにそれによって通貨を得ている）は上昇している。」（世界銀行

ミレニアム開発目標アトラス） 

 

MDG8への家政学の貢献 

IFHEポジション・ステートメントは家政学について次のように記述している。 

 学術的な訓練として。新しい研究者を教育し，研究を行ない，専門家，および社会の

ための新しい知識と思考様式を形成する。家政学のアカデミックな領域は，人間の潜

在能力と新しい知識の発達のために，たとえば学生間，講師と学生間の，パートナー

シップにも基づいている。開発途上国と先進国の研究者は協力して科学的プロジェク

トを行い，家族の生活の質（QOL）を改良するために特定の調査や戦略立案に一緒に

取り組んでいる。 

 毎日の家庭での日常的な生活領域として。家族とコミュニティは発達途上の人間の潜

在的な成長と，人間の必要性または基本的な欲求を満足させる。家族の日常生活は，

若者と高齢者，女子と男子，男性と女性，障害者と健康な人とのパートナーシップを

意味する。家族生活は家族の各メンバーの成長を目指して進む。さらに，家族生活は，

資源の効率的な使用を含み，家政学の 1つの鍵となる側面である。 

 カリキュラム部門として。専門として生活・人生のために意思決定し，活動し，また

準備することを通して，学生が私生活のなかで用いる自分の資源および能力を発見し，

深めることを容易にする。また，カリキュラム部門でのパートナーシップと開発も重

要な一面である。 パートナーシップは多くの生徒と教室あるいは異なるタイプの指

導方法を持った学校管理ができるようにするために必要である。家政学の訓練におけ

るパートナーシップは，生活の質を改善し，資源が欠乏していたり，病気だったりす

る家族と人々を支えることに焦点を当て，地域的，国家的，国際的なレベルで，さま

ざまな種類のプロジェクトを通して行われる。 

 政策に影響を及ぼし開発する領域として。個人，家族，コミュニティが，権限付与と

ウェルビーイングを達成し，変更可能な慣習を利用し，また持続可能な未来を促進す

ることを擁護する。とくに社会的領域におけるパートナーシップには，開発を可能に

し，促進するために活動して，ウェルビーイングを達成する能力のための基礎がある。 

 

パートナーシップは家政学の主要な要素であり，人的資源の開発は家政学の主要な目的であ

る。 

 

家政学は生来，パートナーシップに基づいているという洞察に基づいて，家政学は MDG8

を支持するように運命づけられ，支持する可能性を持っている。 
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家政学の専門家は，パートナーシップと開発を促進する専門的経験において，国際的な協働

と協力を行ってきた。例えば，家政学は次のことができる。 

 健康と教育に関連したプロジェクトで働き，支援する。 

 男女，貧富に関わりなく全ての人々に対する健康と教育のサービスを設立して，提供

する。 

 特に女性や女子に対して，家政学の授業と課程を通じて新情報と通信技術を利用する。 

 

IFHEの方針 

1908年のその設立以来，国際家政学会は以下のことを支援し促進している。 

 国際的で国境を越えた協力。 

 知識と経験の国際的で国境を越えた交換。 

 貧困を根絶し，かつ食料安全保障を改善する国際的で国境を越えたプロジェクト。 

 全ての種類の家政学に関連する国際的で国境を越えた研究。 

 

IFHEは国連 MDG8を支持するために次のことを強化する 

 国際的ネットワークと交流プログラム。 

 国際的レベルにおけるプロジェクト活動。 
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序論 

国際家政学会（IFHE）は，食料農業機関（FAO）の主要な目標が全ての人々が常に健康で

活動的な生活を送るのに必要な食料へのアクセスを保証することであると認識している。IFHE

は，できるだけ早く世界的食料安全保障を達成し維持することをめざす FAO，世界食糧計画

（WFP），国際農業開発基金（IFAD），それらの開発パートナーの 2本立てのアプローチを

支援する。 

 

IFHEは，欧州会議と，国連の特別機関である FAO，WHO，ユネスコ，ユニセフと緊密な協

力して働いている国連の ECOSOCの，諮問機関の地位にある国際非政府機構（INGO）であ

る。 

 

IFHE会員の出身分野は，学界，コミュニティを基礎とする職業，企業の消費者サービス，ホス

ピタリティやサービスを基礎とする組織である。IFHEに関係する家政学者は，個人レベルとコ

ミュニティレベルの両方における毎日の生活とその重要性のうち，個人や家族の基本的ニーズや

実践的関心に焦点を当てている。それはまた，常に変化し常に挑戦的な環境のなかで，個人や家

族のウェルビーイングが高められるように，社会的，世界的レベルで個人や家族に影響を与える

課題に関係している。 

IFHEは，研究刊行物，教育，支援を通じて，個人，家族，コミュニティ，政策立案者に影

響を与える。IFHEは，その中核的目的を充足させる際に，個人や家族のニーズに奉仕する関

連グループや組織と協働する。 

 

IFHEは，1996年の世界食料サミットに対する公式ステートメントで，既に，家政学者が，

家庭，コミュニティ，より大きい社会経済的環境における個人の相互依存を理解していること

を強調した。 

したがって，彼ら／彼女らは，社会的，政治的，経済的構造の変化，特に気候変動と厳しい

経済恐慌など，食料不安の原因となる多くの課題を認識している。 

IFHEは，FAO が述べた最近の情勢を憂慮している。すなわち，「世界の飢餓は増加してお

り，世界的食料安全保障は現代史のなかで最も大きい難局に直面している。」 

 

 IFHEは，現在のような状況は，最近10年間に，世界が飢餓の構造的な原因に取り組む代わり

に，開発政策，プログラム，投資，研究，トレーニング，普及，人的資源の能力造成において，

農業を軽視してきたために，生じたという考え方を支持する。世界の全ての人々が，全ての人権

のなかで最も基本的な「食料への権利」を享受することができるように，永続する政治的，経済

的，財政的，技術的な解決策を採用することによって，食料不安の根源と多方面にわたる原因に

対して責任をもって活動し，取り組むべき時が来ている。 

食料安全保障 2009に関する方針書 

 

世界食料安全保障サミット 

FAO ローマ，2009年 11月 16-18日 



 
INTERNATIONAL FEDERATION 

FOR HOME ECONOMICS 

 

33 
 

IFHE 

IFHEは次のことを認識している。 

 食料安全保障と食料の安全は社会政策の優先事項であるべきである。すなわち，栄養

不良や安全でない食物を食べた結果，何百万もの人々が，毎年，死ぬか，あるいは病

気になる。過去 10年間，食物を原因とする病気の重大な発生は全ての大陸で記録さ

れ，多くの国で病気の割合が著しく増加している。 

 経済的財政的資源の分配におけるジェンダー平等は，貧困の削減と子どもの福祉を含

むさまざまな鍵となる開発目標に積極的相乗効果を持っている。国家が不況に対応す

る方法は，場合によっては，特に健康や教育への公的支出の削減を通して，また安全

網の不公平な設計を通して，すでに獲得した前進を逆転させ，女性と少女に不均衡な

影響を与えるかもしれない。 

 資源へのアクセスの不平等は，農業生産性，暮らしの安全，家庭の食料を確保する女

性の能力を制限する。栄養の安全は，貧困，移民，都市化，暴力リスクの増大にます

ますつながっている。市場と都市化の広がりは，女性が，生産資源，住居，起業家活

動に新しくアクセスする機会を作ったが，人口増加，HIV／エイズのまん延，気候変

動，紛争および災害は，女性をますます抑圧する。 

 短期的に長期的に，食料危機，エネルギー危機，気候変動に取り組むためには，女性

が農業において直面している資源の難局への注意が不可欠である。 

 貧しい女性への注目は貧困の減少にとって最も重要である。また，若者，特に幼い少

女の健康，教育，安全，経済的ウェルビーイングへの投資も優先事項でなければなら

ない。 

 

世界食料安全保障 

現在の世界食料安全危機の衝撃は，食料を利用できる可能性の顕著な減少，世界中の基礎的

食料の高騰，特に世界のコミュニティにおける財政の提供者としての先進工業国と開発途上国

の家族と国家の財政的資源の欠乏に反映されている。その理由は数多くさまざまであり，世界

的な開発活動とその動向の結果である。 

1つの理由は，世界の食料供給への需要が増大しているいくつかの「高人口」の後発開発途

上国（LDC）の需要に関連していることに注目しなければならない。この増加は，それらの国

における 1人当たりの収入の増加，食生活の変化，人口増加，それらの国の食料需要に対応し

て世界市場で非食料商品をより積極的に取引する能力によって引き起こされる。このタイプの

需要に対応する世界の食料生産量の十分な調整は行われていないように見える。 

 

さらに，ミレニアム開発目標「極度の貧困と飢餓の撲滅」の見地からの食料需要の増大や，

アフリカや中東の人々の大規模な移動を引き起こす内紛や国境間紛争の広がりにもかかわら

ず，経済恐慌の結果，先進国からの食料援助が大きく減少していることが，国際的専門家によ

って報告されている。 
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開発途上国の貧しい地方の農民に補助金を支出しない国際貿易政策もまた，子ども，女性，

地方の人々，都市の貧しい人々を含む後発開発途上国の最も傷つきやすいグループに影響を与

える主要な要因として特定される。また，特に後発開発途上国における国家的議題に関する優

先事項として，食料安全保障を確実にし世界貿易と支払差額の公正を促進する政策が，この危

機の解決策の一部でなければならない。 

 

経済恐慌の結果 

現在の経済恐慌は，いくつかの要素が食料不安の危機にある人々に特にダメージを与えるよ

うに 1点に集中しており，歴史的に空前のものとなっている。まず第一に，それは 2006～2008

年の間に基本的食料の価格を何百万人もの貧しい人々の手の届かない価格に押し上げた食料

危機とオーバーラップする。また，それらは 2008年中頃の高値から低下したが，国際的食料

価格は最近の歴史的な標準価格によって，高いまま，絶えず変動している。また，国内価格の

低下も遅い。2008年の終わりには，国内の主食価格は， 2年前より平均して実質的に 17％高

かった。価格上昇は，多くの貧しい家族に，ただ浮いたままでいるために，資産を売り，保健

管理，教育や食料を犠牲にすることを余儀なくさせた。それらの資源が限界点にまで引き伸ば

されている状態では，それらの家庭が経済の嵐を乗り切るのは難しいことがわかるだろう。 

 

気候変動の課題 

技術推進によって悪化した環境に影響をうけた気候変動，環境悪化は，食料生産，世界価格，

分配に影響を与え続けている。増え続ける人口と環境にやさしくない開発活動と消費選択の適

用によって複合されて，多くの先進国が世界の食料資源の大半と，より豊かな部分を獲得し続

ける。世界の脆弱な地域の後発開発途上国は，基礎的食料供給の持続的な自給自足を促進する

健全な農業環境の不足と，適切な技術の欠如が長く続いたことによって裸地化され，現在の世

界食料危機によって，さらに深刻な影響を受ける。2000年から 2004年の間に，約 2億 6200

万人が気候災害に影響を受けた。これらのうち，98％が開発途上国で生活していた。 

 

FAO の役割 

IFHEは，国連が，FAO のような関連グループを通じて，食料安全保障に影響を与える関連

事項や課題の解決策を見つけ，全てのレベルでこの緊急な危機を処理する技術的でデータを共

有した多面的な議論のための情報センターとしての役割を維持するよう働きかける。 

 

IFHEは，2009年 11月 16，17，18日，世界食料安全保障サミットの目的と決定の定義に

対する事務局の貢献と題された世界食料安全保障サミット宣言を支持する。 

IFHEは，FAO が，全ての国にガイドラインを提供して，国内食料安全保障と家庭内食料・

栄養安全保障の両方を開発議題の優先事項にし，個人，家族，コミュニティから，飢餓のリス

クを取り除く緊急の活動と方針を促進するよう働きかける。 
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IFHEは，FAOが，先進国に対して，家族や子どもが干魃，紛争，自然災害，国債に対する

高い国際収支によって食料を奪われた国，特に危機によって最も大きな影響を受けている後発

開発途上国に対する食料援助の増加を促すよう働きかける。 

 

IFHEは，FAO が，地方の人々のニーズに合わせるために，基本的で栄養価の高い食料作物

を生産する生産手段，肥料，種子，技術，道路，水に関して，後発開発途上国の地方の貧しい

農民を支援するために，国際貿易政策の緩和を行うことを宣言するよう働きかける。 

 

IFHEの関与 

家政学は，家政学のさまざまな体制を通じて，女性がそのニーズを特定するのを助け，食料

不安という毎日の問題を解決するために，資源を調査し，プロジェクト管理を上手に助け，そ

の結果，家族，家庭，コミュニティや国家に利益をもたらすことができる。 

 

IFHEは特に全ての家族員に等しい機会を提供することに関心をもっている。家政学教育は

少年・少女と男女の両方に個人的および集合的ニーズを特定する能力をもたらす。これは，彼

らが責任を分かち合い，食料提供など，家族のケア（保育，看護，介護）にともなう複雑な課

題に取り組むことを奨励する。 

IFHEは，消費者に対する基礎教育としての家政学教育が，常に持続可能な開発を強化する

ための持続可能な資源管理に焦点を合わせていることを強調している。 

 

IFHEは，世界中で個人会員や組織会員を通じて，また，その会員によって代表される 50以

上の国において地域レベルで活動して，国連のイニシアティブ（新規構想）を支持する。IFHE

は他の非政府組織や市民社会と協働して以下のことに関与する。 

 世界食料安全保障サミット宣言の達成に積極的に参加し，飢餓と極端な貧困を撲滅す

る。 

 貧しい人々への世界食料市場の衝撃を緩和する適切な活動に焦点を合わせながら，コ

ミュニティを基礎にしたプロジェクト，学問研究，カリキュラム教育を通じて，教育

活動を追求する。 

 世界中の貧しい農民のニーズに共感的であり，食料危機増大の解決策の一部である貿

易政策の採用を通じて，彼らが市場にアクセスし，個人の収入と食料流通を向上させ

るために生産性の向上を奨励するという考え方を発展させる。 

 メディア，コミュニティを基礎にしたグループ，NGOの以下のような教育と再教育。 

 伝統的食料および新しく出現した食料の栄養の質。 

 世界のさまざまな文化的環境にあるコミュニティのなかの個人，家族の生活

の質の向上と持続可能性へのニーズを充足させる，適切な食料供給と文化に

関連する解決のための，生産，利用可能性，アクセスに影響を与える多重的

な課題と要因。 

 家庭と家族に対する適切な食料管理原則。 
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 特に女性，子ども，高齢者の飢餓を撲滅し，栄養欠乏症を減少させるような健康な食

料選択，地域の食料を調理し提供する方法の創造を促進する。 

 多くの家族を貧困に引き入れている食料価格の上昇について，地域での解決策を探す

ために，市民，起業家，政策立案者のなかにさらに優れた消費者意識を育てる。 

 国内および世界貿易と国家間の援助政策を通じて，女性，子ども，高齢者，地方と都

市の貧しい人々を含む，世界の最も傷つきやすい市民のための財政的支援の増大を支

援する他の NGO と協働する。 

 飢餓の撲滅に関する世界的進展に絶えず注目し，IFHEの会議や大会で，プロジェク

トの結果やベスト・プラクティスを系統的に共有することを奨励する。 

 

2009年 11月 

 

Dr. Gertrud P.ICHLERIFHE 博士 

IFHE名誉会長 

UN/FAO の IFHE代表 

国際家政学会（IFHE）を代表して 
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世界食料安全保障：気候変動とバイオ・エネルギーの課題に関するポジション・ステートメ

ント 

 

序論 

国際家政学会（IFHE）は，食料農業機関（FAO）の主要な目標が全ての人々が常に健康で

活動的な生活を送るのに必要な食料へのアクセスを保証することであると認識している。また，

IFHEは，FAO が他の活動のなかで，家庭と食料安全保障，食料と栄養の教育，食料と栄養へ

の注目，標準化と食料管理，食料構成に関する領域で，国家的活動および国家を越えた活動を

支援していることを認識している。 

 

国際家政学会は，欧州会議と，国連特別機関である FAO，WHO，ユネスコ，ユニセフと緊

密な協力して働いている国連の ECOSOCの，諮問機関の地位にある国際非政府組織（INGO）

である。 

 

IFHE会員の出身分野は，学界，コミュニティを基礎とする職業，企業の消費者サービス，

ホスピタリティやサービスを基礎とする組織である。IFHEに関係する家政学者は，個人レベ

ルとコミュニティレベルの両方における毎日の生活とその重要性のうち，個人と家族の基本的

ニーズと実践的関心に焦点を当てている。それはまた，常に変化し常に挑戦的な環境のなかで，

個人と家族のウェルビーイングが高められるように，社会的および世界的レベルで個人と家族

に影響を与える課題に関心を持っている。 

IFHEは，研究刊行物，教育，支援をとおして，個人，家族，コミュニティ，政策立案者に

影響を与える。IFHEは，その中核的目的を充足させる際に，個人と家族のニーズに奉仕する

関連グループや組織と協働する。 

 

IFHEは，いくつかの国において市民に不安をもたらしている最近の世界食料危機の進展，

貧しい国で食料安全保障を脅かしている基本的食料品の価格上昇，女性・子ども・地方と都市

の貧しい人々のような弱者グループに影響を与える事項について憂慮している。この急速に増

大する基本的食料の費用に影響を与える課題は多く，多元的である。 

 世界のいくつかの地域では，不十分な生産よりもむしろ食料の不十分な分配によって危機が起

こっていると報告されている。しかし，大部分の地域では，気候変動と，その結果としての貧し

い地方の農民に対する食料生産の減少と生計集団の損失を引き起こす農業と土地利用への影響

を中心に，課題が展開している。また，その現象は，燃料，電気，輸送のための代替エネルギー

生産につながる生産農業資源のバイオ・エネルギー活動とその転換に影響を受ける。 

食料安全保障 2008に関するポジション・ステートメント 

 

 

世界食料安全保障サミット 

FAO ローマ，2008年 6月 3～5日 
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IFHEは，危機が世界を十分に脅かしているという意見を支持する。FAOの世界食料安全保障

と気候変動とバイオ・エネルギーの課題への挑戦に焦点を合わせたハイ・レベル協議は，タイム

リーであり，これらの熟考の結果を期待している。 

 

世界食料安全保障 

最近の世界食料安全保障の危機の衝撃は，世界の基本的食料の顕著な減少と，利用できる可

能性の顕著な減少，価格高騰に反映されている。その理由は，世界的に数多くさまざまであり，

開発活動とその動向の結果である。1つの理由は，世界食料供給への需要が増大しているいく

つかの「高人口」後発開発途上国の需要に関連していることに注目しなければならない。この

増加は，それらの国における 1人当たりの収入の増加，食生活の変化，人口増加，それらの国

の食料需要に対応して世界市場で非食料品をより積極的に取引する能力によって引き起こさ

れる。このタイプの需要に対応する世界の食料生産量の十分な調整は行われていないように見

える。 

 

さらに，ミレニアム開発目標「極度の貧困と飢餓の撲滅」の見地からの，食料需要の増大，

アフリカや中東の人々の大規模な移動を引き起こす内紛や国境紛争の広がりにもかかわらず，

先進国からの食料援助の減少が，国際的専門家によって報告されている。 

 

開発途上国の貧しい地方の農民に補助金を支出しない国際貿易政策もまた，子ども，女性，

地方の人々，都市の貧しい人々を含む後発開発途上国の最も傷つきやすいグループに影響を与

える主要な要因として特定される。特に後発開発途上国における国家的課題に関する優先事項

として，食料安全保障政策を確実にし，世界貿易と国際収支の平等公正を促進する政策が，こ

の危機の解決策の一部でなければならない。 

 

気候変動の課題 

技術推進によって悪化した環境に影響をうけた気候変動，環境悪化は，食料生産，世界価格，

分配に影響を与え続けている。増え続ける人口と環境にやさしくない開発活動と消費選択の適

用によって複合されて，多くの先進国が世界の食料資源の大半とより豊かな部分を獲得し続け

る。世界の脆弱な地域の後発開発途上国は，基礎的食料供給の持続的自給自足を促進する健全

な農業環境の不足と，適切な技術の欠如が長く続いたことによって裸地化され，現在の世界食

料危機によって，より深刻な影響を受ける。2000年から 2004年の間に，約 2億 6200万人が

気候災害に影響を受けた。これらのうち，98％が開発途上国で生活していた。2020年までに，

サハラ以南アフリカの 7500万人～2億 5000万人がもっと少ない水しか持つことができないと

予想される。農業を降雨に依存している地域では，収穫は 50％にまで落ちこむだろう。多く

の種類の家畜は，気候変動に順応できるほど十分に早く，遺伝学的に改良することはできない。 

先進国ではいまだに，地球温暖化，例えば，炭素放出，高燃費，環境にやさしくない製造，

消費実践に影響を与える多くの毎日の習慣について意見が出されており，後発開発途上国に強

い影響を与えている。 
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バイオ・エネルギー 

炭素をもとにした燃料に代わるものの探索が望ましい。しかし，この探索が健康な食料供給

の減少や転換のせいで社会の不安定化につながるならば，歪みが生まれる。 

 

バイオ燃料生産に関連する作物の大部分は伝統的に食料として用いられてきた。小規模農家

が自分自身の設備や電気のニーズを満たすことができるようにするのでなく，バイオ燃料チェ

ーンに組み込まれたり，特有の環境管理システムが実施されたりしている場合には，作物のバ

イオ燃料生産への転換の増大は食料危機を悪化させ，後発開発途上国の地域の人々の権利を奪

うだろう。 

 

IFHEは，全ての人々の生活の質（QOL）を脅かさない方法についてのより多くの研究を奨励

する。先進国や後発開発途上国が，技術を共有するための活発なパートナーシップに積極的に参

加し，民間セクターや公的セクターを巻き込んだ太陽光エネルギーの研究は，FAOのような国

連機関が危機を解放する研究結果の適用の増大を容易にする1つの代替手段である。 

 

 FAO の役割 

IFHEは，国連が，FAO のような関連グループを通じて，食料安全保障に影響を与える関連

事項や課題の解決策を見つけ，全てのレベルでこの緊急な危機を処理する技術的でデータを共

有した多面的な議論のための情報センターとしての役割を維持するよう働きかける。 

 

IFHEは，FAO が，全ての国にガイドラインを提供して，国内食料安全保障を開発議題の優

先事項にし，個人，家族，コミュニティから，飢餓のリスクを取り除く緊急の活動と方針を促

進するよう働きかける。 

 

IFHEは，FAOが，先進国に対して，家族や子どもが干魃，紛争，自然災害，国債に対する

高い国際収支によって食料を奪われた国，特に危機によって最も大きく影響を受けている後発

開発途上国に対する食料援助の増加を促すよう働きかける。 

 

IFHEは，FAO が，地方の人々のニーズに合わせるために，基本的で栄養価の高い食料作物

を生産する生産手段，肥料，種子，技術，道路，水に関して，後発開発途上国の地方の貧しい

農民を支援するために，国際貿易政策の緩和を行うことを宣言するよう働きかける。 

 

IFHEの方針 

国際家政学会は，世界中で個人会員や組織会員を通じて，また，その会員に代表される 50

以上の国において地域レベルで活動して，国連のイニシアティブ（新規構想）を支持する。IFHE

は他の非政府組織や市民社会と協働して以下のことに関与する。 

 世界食料サミットと MDGの達成に積極的に参加し，飢餓と極端な貧困を撲滅する。 

 食料安全保障の危機をめぐる課題，バイオ・エネルギー研究，食料の価格と利用可能

性への影響，特に貧しい国の農業活動と食料の利用可能性に対する気候変動の影響，

個人と家族の生活へのこれらの課題の影響について，より多くの情報を知らせる。  
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 貧しい人々への世界食料市場の衝撃を緩和する適切な活動に焦点を合わせながら，コ

ミュニティを基礎にしたプロジェクト，学問研究，カリキュラム教育を通じて，教育

活動を追求する。 

 世界中の貧しい農民のニーズに共感的であり，食料危機増大の解決策の一部である貿

易政策の採用を通じて，彼らが市場にアクセスし，個人の収入と食料流通を向上させ

るために生産性向上を奨励するという考え方を発展させる。 

 メディア，コミュニティを基礎にしたグループ，NGOの以下のような教育と再教育。 

 伝統的食料および新しく出現した食料の栄養の質。 

 世界のさまざまな文化的環境にあるコミュニティのなかの個人，家族の生活

の質の向上と持続可能性へのニーズを充足させる，適切な食料供給と文化に

関連する解決のための，生産，利用可能性，アクセスに影響を与える多重的

な課題と要因。 

 家庭と家族に対する適切な食料管理原則。 

 初等，中等，高校卒業後の教育カリキュラムに，食料安全保障を含める。気候変動と

その食料生産と食料の利用可能性に対する影響，伝統的食料資源を利用したバイオ・

エネルギー生産の出現と農業資源に影響を与える課題を含める。 

 食料不足と野菜価格の上昇の影響を緩和させるための第一歩として，家庭菜園，学校

農園，コミュニティ農園，食物・栄養教育，自信を高めることを促進する。 

 特に女性，子ども，高齢者の飢餓や栄養欠乏症を減少させるような健康な食料選択，

地域の食料を調理し提供する方法の創造を促進する。 

 多くの家族を貧困に引き入れている食料価格の上昇について，地域での解決策を探す

ために，市民，起業家，政策立案者のなかにさらに優れた消費者意識を育てる。 

 国内および世界貿易と国家間の援助政策を通じて，女性，子ども，高齢者，地方と都

市の貧しい人々を含む，世界の最も傷つきやすい市民のための財政的支援の増大を支

援する他の NGO と協働する。 

 世界食料危機に関する世界的進展に絶えず注目し，IFHEの会議や大会で，プロジェ

クトの結果やベスト・プラクティスを系統的に分かち合うことを奨励する。 

 

2008年 6月 

Geraldene B. HODELIN 博士 

次期（2006～2008）会長 

国際家政学会を代表して。 
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序文 

国際家政学会 IFHEは，十数年間にわたる世界各国のさまざまなイニシアティブを経て 1908

年に設立された。このポジション・ステートメントは，IFHEの歴史的背景やこれまでに採択

された宣言や専門用語およびその定義を踏まえつつ，家政学という専門分野を現代の文脈で捉

え，21世紀，そしてさらなる未来に向けて，家政学が達成しうる将来ビジョンを示している。 

 

「IFHEポジション・ステートメント：21世紀の家政学」は，IFHEがその目的を達成する

ためのプラットホームの役割を果たす。家政学の持つ多様性を認識し，教育，ビジネス，社会，

経済，スピリチュアル，文化技術，地理，そして政治的な観点からの問題解決のために必要と

される多様な方法論についても包括的に捉えようとするものである。 

 

このポジション・ステートメントは，家政学を現代社会の中に位置づけるとともに，家政学

の持つ意義を肯定的に説明する論拠を提供する意味でも有用なものとなるだろう。 

 

家政学 

家政学は，個人・家族・コミュニティが最適かつ持続可能な生活を達成するための学際的な

学問である。設立当初，家政学は家族・家庭や世帯に関する学問であったが，個人や家族の能

力，個人や家族の選択・優先事項はその内部に留まらず，より広く地域や地球規模の（glocal）

コミュニティを含むすべての社会レベルに影響を及ぼすということが理解されるにつれ，21

世紀にはその研究対象をより広い生活環境全般へと拡大させた。家政学者の関心事は，個人・

家族・コミュニティのエンパワー（Empowerment）と福祉（Well-being）の実現，有償・無償

の労働・ボランティアを通して一生の間に直面するであろうさまざまな状況に対応していくた

めの生涯学習の能力を開発していくことである。家政学者は個人，家族，共同体を支持し，擁

護する。 

 

家政学は多種多様な学問分野と関連しており，学際的で学問の垣根を超えた

（trans-disciplinary）研究を通して，あらゆる分野を統合する学問である。このようなあらゆ

る学問分野の知見の結合は家政学にとって極めて重要である。それは，日常生活の現象や課題

はもとより一面的なものではないからである。家政学が取り入れる学問の内容は。主に食物・

栄養・健康，繊維・被服，住居，消費や消費科学，生活経営，デザインと技術，食品科学とホ

スピタリティ，人間発達と家族論，教育とコミュニティサービス等である。 

 

IFHEポジション・ステートメント 2008：21世紀の家政学 

 

IFHEポジション・ステートメント 2008：21世紀の家政学 
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このようにさまざまな学問分野から知見を取り入れることは家政学の強みであり，これによ

り，ある課題に対する家政学の説明能力が拡大，発展していくのである。このような学際性は，

最適で持続可能な生活を達成するという目的と相まって，家政学が政治的，社会的，文化的，

生態学的，経済的，技術的なシステムに地域性も考慮しつつ，グローバルな規模で関わり，変

革を促していくことで，社会におけるあらゆる側面に影容を与える可能性を秘めていることを

示唆している。そして，この可能性は，看護・介護（ケア）共有（シェア），正義，責任，コ

ミュニケーション，熟考，将来を見通す力といった価値に基づく家政学の倫理に拠っている。 

 

家政学は以下の 4つの次元あるいは実践分野に分類することができる。 

 学問領域として：専門職や社会のために学者を教育し，研究を行い。新しい知識や考

え方を創造すること。 

 日常生活分野として：人間の成長の可能性を引き出し，基本的欲求の充足を満たすこ

とのできる家族・家庭，世帯，コミュニティをつくること。 

 カリキュラムとして：生徒が自らの資源や能力を発見し，将来の選択や生活能力を身

に付けさせること。 

 政策に影響や発展をもたらす社会的領域として：個人，家族，コミュニティをエンパ

ワーし，福祉を向上させ，快適な生活の実現，および持続可能な将来を創り出すこと

を促進するような政策が形成されることに寄与する。 

 

上記 4領域の目標を達成させることは，家政学が常に進化し，その実践方法も常に新しくな

っていくことを意味する。これは家政学の重要な特性であり，21世紀に求められる「皆が“ノ

ービス・エキスパート“になること」とリンクしている。ノービス・エキスパートとはつまり，

社会が新しい課題とともに常にそして急速に変化する中で，新しいことの習得に長けるという

ことである。 

 

家政学専門家が備えるべき資質 

家政学と認識するすべての分野・学問領域・専門職にとって不可欠な要件として，少なくと

も以下 3点の本質的な側面が存在する。 

1. 個人，家族の日常生活における基本的なニーズ，および関心事に焦点を当てているこ

と。そして，それらの重要性を共同体，社会，地球規模で捉え，常に変化し，新たな

課題が生起している現代社会において，個人・コミュニティのウェルビーイング

Well-beingが充実するよう注力していること。 

2. 学際的で学問の垣根を超えた視点での調査研究や関連の理論的パラダイムを通じて，

多様な分野の知識・プロセス・技術を統合していること。かつ， 

3. 個人・家族・コミュニティのウェルビーイングWell-beingを促進し擁護するための，

批判的・変革的・開放的な行動を起こす能力を証明すること。 

 

家政学のもつこれらの側面を相互に作用させていくことは，専門職が未来においても持続的

であるための基盤となる。これらの独自性によって，家政学は他の専門職と協力するという独

特な位置づけをされるのである。 
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「家政学」という呼称 

この分野を表現するのは「家政学」という呼称が一般的である。学会の歴史をさかのぼれば，

翻訳の難しさも含めて，この分野の名称をどうするかについてさまざまな議論が展開されてき

た。国際的には家政学という呼称が一貫して用いられており，それは専門内外で認識されてい

る。今後，IFHEは，この専門の名称を変えるのではなく，再ブランド化，学問の位置づけを

再度しっかりと行っていきたいと考えている。 

 

家政学の影響力 

家政学は現在再び注目を集めている重要な専門分野である。現代社会は産業社会から知識基

盤社会，グローバル社会へと前例をみない変化をとげており，社会，文化に多大な影守を与え

ている。情報社会は複雑かつ多様であり，先を見通すことが難しい社会である。我々は，持続

可能な発展が可能であるよう我々の住む社会を改善し続けなければならないと同時に，これま

で社会が価値を置いてきた要素を保持し続けるという強い責務も負っている。ここに家政学の

可能性があり，家政学の可能性が再度注目される理由である。家政学が果たす役割の例として，

以下が挙げられる。 

 

家政学は，「家族」という概念を政治的問題の中心に据え，世界中の家族生活に大きな影響

を与えた国際家族年の制定に大きな役割を果たしている。 

 貧困緩和・男女平等・社会正義は，家政学の主たる関心事であり，それぞれの分野で

さまざまなプロジェクトが行われている。 

 IFHEは国際的な NGOであり，国連 ECOSOC（経済社会理事会），FAO（食料農業

機関），UNESCO（国連教育科学文化機関），UNICEF（国際子ども基金）および欧

州評議会の諮問資格を持っている。 

 家政学は他の NGOと協働して，世界の多くの家族の生活を向上させている。具体的

に協働が行われている分野としては，平和教育，ジェンダー・女性のエンパワーメン

ト，リプロダクテイプ・ヘルス，HIVやエイズ，困難を抱える家族への介入や他の人

権に関わる問題である。 

 家政学は多様な家族や世帯のウェルビーイングWell-beingを高めるため，関連事項

に関する積極的なロビー活動を行っている。 

 家政学の専門家は家政学や消費者サービスに関わる企業や組織のコンサルタントと

して活動している。また，自分達の能力を活かし積極的に企業家としても活動してい

る。 

 国際家政学デーにおける現在の 4カ年テーマ「持続可能な発展」は，家族生活にポジ

ティブな影導を及ぼす強い力となっている。 

 家政学の専門家は世界中の個人，家族のウェルビーイングWell-beingを強く推進す

る。学校教育や大学のカリキュラムはそのよい例である。 
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今後 10年の方向性 

IFHEの今後 10年の活動の中心は時代に左右されないこと・時代遅れにならないこと（Future 

Proofing），すなわち，将来を予測し，起こりうるネガティブな結果を最小限に抑えつつ，チ

ャンスを確実に捉えていくことである。家政学，そして IFHEの Future Proofing は難しいが，

それは家政学（者）が持続可能なビジョンを持つために必要不可欠なことである。IFHEは，

これまでの歴史的経緯を踏まえ，またそれを批判的に検討しながら，家政学およびその関連分

野にとっての持続可能性，アドボカシィ，望ましい将来の創造を検討する戦略をスタートさせ

ている。2008年の IFHE国際会議家政学：過去を反映し未来を創造する，この IFHEポジショ

ン・ステートメント 21世紀の家政学とも，この戦略を進める第一歩となるものである。 

 

IFHEポジション・ステートメントは Dr. Donna Pendergast を委員長とするシンクタンク委

員会を中心に，各国の家政学者，2005-2007年 IFHE 代表メンバーによる協議のもとに策定さ

れたものであり，国際家政学会のこれまでの活動の歴史を踏まえながら IFHEおよびそのメン

バーに対して今後の活動の基盤を提供することを目的とするものである。 

 

用語解説 

Expert Novice：新しいことを学ぶことに長けている人，または専門家。「適応的専門家」

ともいわれる。 

Family：個々人の多様な解釈による。 

Future Proofing：将来の展開を予測することで，ネガティブな影響を最小限にしチャンスを

最大にすること。 

Glocal：地域性（Local）も考慮したグローバルな視点。 

Lifelong Learning：継続的な学習の必要性，個人や社会が継続的に学習していくことができ

るように一般的なスキルや能力を身につけること。 

（翻訳者より転載許可：2012年 2月 13日） 
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出典 

 

MDG1「極度の貧困と飢餓の撲滅」 

 

IFHE目的（年次総会 2009ビジョン）： 

1. IFHEのグローバルな認識の増加. 

2. 世界の会員の増加. 

3. IFHEのコミュニケーション（内部的で外部的に）の向上. 

4. IFHEの財政的な生存力の向上. 

5. 持続可能な開発のために国連ミレニアム目標と国連持続可能な開発のための教育 10年を支持

するための，生活の質 QOLを向上させる努力の引き受け. 

6. 会員のために専門的な開発と協働を促進すること. 

 

2003年貧困の根絶に関する IFHEポジション・ステートメント 

 

IFHEポジション・ステートメント 2008： 

家政学は次のような分野である. 

 学問の一分野 

 日々の生活のための領域 

 カリキュラム領域 

 政策に影響を及ぼし，開発する社会的領域. 

 

戦略的計画後退，促進レポート，2009 

 

ヨーロッパの貧困撲滅ネットワーク http://www.eapn.eu 

 

国際連合   http://www.un.org/millenniumgoals 

 

世界銀行   http://www.worldbank.org/ 

 

  

 MDG2「普遍的な初等教育の達成」 

 

戦略的計画再処理，促進レポート，2009 

 

国連 MDGモニター  http://www.mdgmonitor.org/story.cfmgoal=2 

 

国連ミレニアム開発目標  http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml 

 

国連のミレニアム開発目標レポート 2010 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%202

0100615%20-.pdf 

 

ユネスコ   http://www.unesco.org/en/efa/education-and-the-MDG/goal-2 

 

ユニセフ 

http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41797.htm 

http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41796.htm 

 

世界銀行グループ・グローバル・データ・モニター情報システム 

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/GMIS/gdmis.dositeId=2&goalId=6&menuId=LNAV01GOAL2 

 

世界銀行 MDGオンライン・アトラス http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ 
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MDG3「ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」 

 

IFHE目標（ビジョン年次大会 2009） 

 

IFHEポジション・ステートメント 2008 

 

戦略計画後退，促進レポート，2009 

 

国連開発プログラム，女性エンパワメント http://www.undp.org/women/ 

 

国連 ECOSOC2010年次執行レビューレポート 

TheUnitedNationsECOSOC2010AnnualMinisterialReviewReport 

http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/amr2010.shtml 

 

国連ミレニアム開発目標  http://www.un.org/millenniumgoals 

 

世界銀行 MDGオンライン・アトラス http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ 

 

ユニセフ   http://www.unicef.org/gender 

 

ユニフェム   http://www.unifem.org 

 

戦略計画再処理，促進レポート，2009 

 

国連人口基金/国連貧困撲滅 2015キャンペーン 

http://endpoverty2015.org/en/goals/maternal-health 

 

国連 MDGモニター  http://www.mdgmonitor.org/goal5.cfm 

 

国連ミレニアム開発目標  http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml 

 

国連ミレニアム開発目標レポート 2010 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%202

0100615%20-.pdf 

 

世界保健機関WHO 

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/maternal_health/en/index.html 

http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/mdg/en/index.html 

 

世界銀行 MDGオンライン・アトラス http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ 

 

また，次を読むこと： 

レポート「誰がパワーを手に入れたか。女性と子どものための保健管理システムの変革」はここから

ダウンロードできる。 

http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_health.htm 

 

 

MDG5「母親の健康改善」 

 

戦略計画再処理，促進レポート，2009 

 

国連人口基金/UN貧困撲滅 2015キャンペーン 

http://endp.overty2015.org/en/goals/maternal-health 
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国連 MDGモニター  http://www.mdgmonitor.org/goal5.cfm 

 

国連ミレニアム開発目標  http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml 

 

国連ミレニアム開発目標報告 2010 

http://www.un.org/millenniumgoals/p.df/MDG%20Rep.ort%202010%20En%20r15%20-low%20res%20

20100615%20-.p.df 

 

世界保健機関 WHO 

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/maternal_health/en/index.html 

http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/mdg/en/index.html 

 

世界銀行 MDGオンライン・アトラス 

http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ 

http://endpoverty2015.org/en/goals/maternal-health 

 

また，次を読むこと： 

レポート「誰がパワーを手に入れたか。女性と子どものための保健管理システムの変革」はここから

ダウンロードできる。 

http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_health.htm 

 

 

MDG6「HIV／エイズ，マラリア，その他の疾病のまん延防止」 

 

エイズ・ニュース AIDS News http://www.globalhealth.org/news/ 

 

戦略計画再処理，促進レポート，2009 

 

UNAIDS－国連 HIV／エイズ合同計画 http://www.unaids.org/en/ 

 

UNDP－ミレニアム開発目標  http://www.dp.org/mdg/goal6.shtml 

 

UNDP国連開発 HIV／エイズ・プログラム 

http://www.undp.org/hiv/ 

 

国連ミレニアム開発目標 

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/diseases/en/index.html) 

http://www.un.org/millenniumgoals/aids.shtml 

 

国連ミレニアム開発目標レポート 2010 

http://www.un.org/millenniumgoals/p.df/MDG%20Rep.ort%202010%20En%20r15%20-low%20res%20

20100615%20-.p.df 

 

世界保健機構 WHO 

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/diseases/en/index.html 

 

世界銀行 MDGオンライン・アトラス http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ 

 

また，次を読むこと： 

レポート「開発途上国におけるエイズとの闘い」はここからダウンロードできる： 

http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_hivaids.htm 
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MDG7「環境の持続可能性の確保」および国連持続可能な開発のための教育の 10年 

 

IFHEポジション・ステートメント 2008 

 

戦略計画再処理，促進レポート，2009 

 

持続可能な開発のための教育の 10年 http://www.desd.org/ 

 

ユネスコ－持続可能な開発のための教育（ESD） 

http://www.unesco.org/en/esd 

http://www.unesco.org/en/esd/themes/environment 

 

国連開発計画―ミレニアム開発目標 http://www.undp.org/mdg/goal7.shtml 

 

国連環境計画   http://www.unep.org/ 

 

世界保健機構 WHO  http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/en/ 

 

世界銀行 MDGアトラス  http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ 

 

 

MDG8「開発のためのグローバル・パートナーシップの構築」 

 

戦略計画再処理，促進レポート，2009 

 

国連貧困撲滅 2015キャンペーン http.：//endp.overty2015.org/goals/global-partnership. 

 

国連 MDGモニター  http://www.mdgmonitor.org/story.cfmgoal=8 

 

国連ミレニアム開発目標  http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml 

 

国連ミレニアム開発目標レポート 2010 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%202

0100615%20-.pdf 

 

世界銀行 MDGアトラス  http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ 

 

また，次を読むこと： 

レポート「開発のための貿易」はここからダウンロードできる： 

http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_trade.htm 

 

レポート「イノベーション－開発における知識の適用」はここからダウンロードできる： 

http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_science.htm 
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【翻訳者一覧】（50音順） 

赤塚朋子（宇都宮大学教授）  MDG7：環境の持続可能性の確保 

石渡仁子（関東学院大学〈非〉  MDG5：母親の健康改善 

   ・共立女子大学〈非〉）  

工藤由貴子（文部科学省・一般社団法人 IFHEポジションステートメント 2008 21世 

   日本家政学会国際担当特別委員） 紀の家政学 

倉元綾子（鹿児島県立短期大学准教授 序文，序論，MDG1：極度の貧困と飢餓の撲滅， 

              ・監修） MDG3：ジェンダー平等の推進と女性の地位向

上，MDG6：HIV／エイズ，マラリア，その他

の疾病のまん延防止，世界食料安全保障サミッ

ト 2009，世界食料安全保障：気候変動とバイ

オ・エネルギーの課題 2008 

正保正惠（福山市立大学教授） MDG8：開発のためのグローバル・パートナー

シップの構築 

中森千佳子（金城学院大学教授）  MDG4：幼児死亡率の減少 

渡邊彩子（元群馬大学教授）  MDG2：普遍的な初等教育の達成 

 

 

 

【訳者あとがき】 

家政学原論部会では，現在「家政学原論行動計画2009-2018」のもと，日本の家政学と家政学

原論研究の質を高め，部会員の活動を支援するための活動を行っている。研究の柱は，第1「家

政学研究とは何か」，第2「家政学・家政学原論は今どうなっているか」，第3「科目『家政学

原論』の授業実践」，第4「家政学・家政学原論における連携・社会貢献研究」である。 

第4グループではこれまでに，部会ホームページ作成・立上げ（2009年），「国際家政学会100

年史 1908～2008（DVD脚本）」翻訳（2011年）などを行ってきている。 

このたびの本冊子は，POSITION STATEMENTS UN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 

2011（2011年2月国際家政学会評議会採択）の全訳である。「IFHEポジションステートメント

2008・21世紀の家政学」が家政学のあり方・位置づけを示したのを踏まえて，個人・家族・コ

ミュニティの生活の質の向上に貢献する使命を持つ家政学が，MDGの到達にむけて，どのよう

に貢献するのかについて提示している。現在の家政学の国際的動向と将来の方向性を指し示すも

のでもある。 

本冊子が，日本の家政学・家政学者にとって意義あるものになることを願っている。 

最後になりましたが，工藤由貴子氏には，「IFHEポジションステートメント2008」の本冊子

への転載を快くご許可いただきました。記して深く感謝いたします。 

（倉元綾子，翻訳者を代表して） 
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