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カントリーレポート

ジェンダー主流化政策のための行政官セミナー

発表者： Ms.Te Vouchlim
カンボジア 女性省

企画統計課 課長補佐

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Good morning, ladies and gentlemen. First I would like to introduce myself My name is Te Vouchlim. I come from Cambodia. I worked at Ministry of Women’s Affairs.



カンボジア王国
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WOMEN ARE 
PRECIOUS GEMS 

                           MINISTRY OF WOMEN'S AFFAIR

NEARY RATTANAK

MEN ARE GOLD

女 性 省

女性は貴重な宝石 男性は金



発表内容

1. カンボジア王国の基本情報

2. 国家機構での身分と職務内容について

3. ジェンダーに関する主要問題

4. ジェンダー主流化における主な障害

5. セミナーで得た有益な知識とスキル

6. アクションプラン 企画過程におけるジェンダー主流化

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Now I’m going to present the contents : The first overview of the kingdom of Cambodia, the second gender and education, the third gender and health, the fourth gender and economy, the fifth gender and decision making, the sixth violence against women and trafficking, the seventh the problem in economic empowerment for women and the eighth the countermeasures gender problem in economic empowerment for women.From second to seventh are gender problems in Cambodia after that I will pick up only one of them as a major problem is the problem in economic empowerment for women, and then is the countermeasure of this major problem.
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1. カンボジア王国の

基本情報

• 2008年の国の総人口は13,388,910人 (51.5% 女性)

• 人口の約85%が地方に住んでおり、主に農業や小規模の
事業に従事している。

• 約30%の女性が所帯主である。

• 総面積: 181,035 km2

出典：2008年カンボジアの一般国勢調査

• 国境: 北東部はベトナム, 東部はラオス, そして西部と北

部はタイと国境を接している。

• 季節: 2つの主な季節 (乾期と雨季)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The national census was conducted in 2008 and the preliminary results reported in September, 2008. According to it, Cambodia has a total population 13,388,910 million with women consisting of 6,893,398 (51, 5%). The Cambodia is located in South East Asia, which border at the west and the north with Thailand, Laos then the south and the east with Vietnam. It has 181,035 square kilometers land area. Around 85% of the population are living in rural area and working in agriculture and small-scale enterprises. 
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カンボジア

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S0203RaFNKNXoA4kWjzbkF/SIG=11umngnju/EXP=1247066705/**http%3A//www.gate.net/~cbell/CambodiaMap.jpg
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身分:
- 女性省 企画統計課 課長補佐

職務内容:
- 女性省での効率的な企画作成において、課長を補佐
し、部下を指導する。

- 企画に必要な統計を更新する。

- 政策やプログラム、またそれらの実施面での効率的
なジェンダー主流化のために支援を行う。

2. 国家機構での身分と

職務内容について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
My responsibilities, as a deputy-director of the department of planning and statistics, are to assist director and guide my subordinates in effective preparation of the MOWA’s plans with the regular updating the statistics necessary for it. 
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国会における女性 (1993-2008)

3. ジェンダーに関する主要問題

出典: 国家選挙審議会(NEC) 2008年 及び 国際議会組合(IPU), 2008年

3. 1. 意思決定におけるジェンダー問題

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Gender inequality remains a crucial issue in Cambodia despite rapid economic, social, and political development taking place in the recent years. While significant progresses have been made in reducing gender disparity in many areas such as gender disparity in decision making.  Regarding the number of women in decision making, women occupy 14.8% of the seats in the senate and 22% in the National Assembly in 2008. Among 27 ministers in the government only two positions are held by women, both of whom the marginalized positions. The proportion of women in provincial governments is also extremely low, no female governor has been appointed since 1998, and only 11.8% out of 203 deputy governors in 2008 were women �



9

政府機関での上級職の女性の割合(1998-2008)

出典: 国家選挙審議会(NEC) 2008.

3. ジェンダーに関する主要問題 (続き)

3. 1. 意思決定におけるジェンダー問題 (続き)
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3.2. 保健におけるジェンダー問題

死亡率
カンボジア

CMDG
目標

2000年 2005年 2015年

産婦死亡率 (100,000 の生児出生に対して) 437 472 140

乳幼児死亡率 (1,000 の生児出生に対して) 95 66 50

5歳以下の死亡率 (1,000 の生児出生に対して) 124 83 65

産婦死亡率と乳幼児死亡率(2000/2005)

出典: カンボジア人口統計および保健調査 2000年と2005年

3. ジェンダーに関する主要問題 (続き)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Concerning with health, the maternal mortality is 472 per 100,000 live-births and is one of the highest in Asia. Infant mortality is 66 per 1,000 live births and although, 70% of pregnant women received antenatal care, although improving, antenatal care and professionally attended deliveries remain low, particularly among lower income group 
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3.3. 教育面のジェンダー問題

- 33.9%の女性と14.7% の男性が

読み書きが出来ない。

出典: 教育統計及び指標 2007/2008 MoEYS

純入学者数:
- 小学校は男女ほぼ同数

- 中学校は男子100人に対して女子は63人
- 高等学校や、それより上の3次教育機関で

は、男子100人に対して女子は50人以下

3. ジェンダーに関する主要問題 (続き)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
in education, there still remains a number of problem such as 33.9% of women and 14.7% of men are illiterate, the number of girls and boys at primary school is similar or equal but at lower secondary, secondary and upper secondary school the numbers of girls are less than boys and the number of girl-drop-out at schools in rural area it is higher than boys.

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020nMhVNKH58AmKmJzbkF;_ylu=X3oDMTBzanFyZWZ0BHBvcwMzMzIEc2VjA3NyBHZ0aWQDSTEwOV8xMzA-/SIG=1jfgobcg8/EXP=1247074124/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dschool%252B%252Bin%252Bcambodia%2526b%253D325%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526pstart%253D1%26w=500%26h=375%26imgurl=static.flickr.com%252F1347%252F1300927202_2692b3d835.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252Faquilophoto%252F1300927202%252F%26size=155k%26name=Phnom%2BDen%2BPrimar...%26p=school%2B%2Bin%2Bcambodia%26oid=974b47ae25e5fc76%26fr2=%26fusr=Electricity%2B...%26no=332%26tt=37904%26b=325%26ni=18%26sigr=11k5mkt7s%26sigi=11guipmr2%26sigb=1304uiegu
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4. ジェンダー主流化における

主な障害

• 政治的な意志

• 人的資源の不足

• ジェンダー主流化アクションプランに
対する限られた予算
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5. セミナーで得た有益な知識と

スキル

• ジェンダーに配慮したプロジェクト・サイク
ル・マネジメント手法を用いたジェンダー
に配慮したアクションプランの策定に関す
る能力向上

• ジェンダー統計を活用したジェンダーに配
慮した政策に関する能力向上
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• 女性の政治参画に関する知識やスキル、ジェン
ダー分析、ジェンダー予算分析、そしてジェン
ダー主流化や問題に対する政策の促進

• ジェンダー主流化や女性のエンパワーメントを促
進するため、理論と現実の両面における日本の
やり方の自国への普及

5. セミナーで得た有益な知識と

スキル (続き)
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6.アクションプラン 企画過程におけるジェンダー主流化

タイトル:
企画過程におけるジェンダー
主流化

プロジェクトの目的:
ジェンダーに配慮したアクショ
ンプランを策定するために男
女の能力を強化する。また、
国と地方の両レベルのデータ
分析能力を高める。とりわけ、
企画統計課やＪＩＣＡからの支
援を通じて女性の能力を高め
る。
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• ジェンダー統計研修の実施
• ジェンダーに配慮したプロジェクト
・サイクル・マネジメント手法の実施
• 四半期ごとのフォローアップ活動
• ジェンダーに配慮したモニタリング
の実施
• ジェンダーに配慮した評価の実施

6. ジェンダー主流化に関するアクションプラン

活動

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020pKfFNKmX8BtGqJzbkF;_ylu=X3oDMTByMWxhZGo0BHBvcwMxMARzZWMDc3IEdnRpZANJMTA5XzEzMA--/SIG=1ilfa3l58/EXP=1247071690/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dwaterfall%252Bin%252B%252BCambodia%2526b%253D1%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526pstart%253D1%26w=500%26h=391%26imgurl=static.flickr.com%252F11%252F14378457_3d46c859b1.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252Fneumeyer%252F14378457%252F%26size=91k%26name=Waterfall%2BSihano...%26p=waterfall%2Bin%2B%2BCambodia%26oid=9b1ee44f01a5d796%26fr2=%26fusr=hn.%26no=10%26tt=4060%26b=1%26ni=18%26sigr=11ftdhddk%26sigi=11cun790o%26sigb=131rhsqem
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S0202ofFNKV4kAQjqJzbkF;_ylu=X3oDMTBzN2l1cTkxBHBvcwMyODEEc2VjA3NyBHZ0aWQDSTEwOV8xMzA-/SIG=1m1dns17m/EXP=1247071784/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dwaterfall%252Bin%252B%252BCambodia%2526b%253D271%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526pstart%253D1%26w=480%26h=330%26imgurl=www.angkortravelcambodia.com%252Ftravelguide%252Fcambodia%252Fforest-mountain-waterfal-river-lakel%252Fkachang-waterfall.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.angkortravelcambodia.com%252Ftravelguide%252Fcambodia%252Fforest-mountain-waterfal-river-lakel%26size=38k%26name=kachang%2Bwaterfal...%26p=waterfall%2Bin%2B%2BCambodia%26oid=201c84ef49257706%26fr2=%26no=281%26tt=4060%26b=271%26ni=18%26sigr=12tfe7eng%26sigi=13c1e8rgo%26sigb=1331utf80
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期待される成果

• 国及び地方レベルで働く女性省

の男女職員が効率的にジェンダー
統計を分析できるようになる。

• ジェンダーに配慮したプロジェク

ト・サイクル・マネジメント手法を用
いてジェンダーに配慮した企画や
モニタリングや評価などの策定が
わかるようになる。
• ジェンダー主流化アクションプラ

ンの効果的な実施やモニタリング
や評価の面で、企画統計課をサポ
ートできるようになる。

6. ジェンダー主流化に関するアクションプラン

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
CNCW was established in 14, February 2001 by Royal Decree. As an inter-Ministerial body of 14 Ministries represented at the level of secretary of state, the council doesn't directly represent women's interest group. The activities are advocacy, monitoring and evaluation of the implementation of law, regulations and policies of the government from a gender perspective and monitoring compliance with international conventions. It is thus responsible for promotion of the status of women in Cambodia and for reporting to the United Nations on the CEDAW.

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020onflNKVW8Bdu.JzbkF;_ylu=X3oDMTByZHM0MmZ2BHBvcwMxMQRzZWMDc3IEdnRpZANJMTA5XzEzMA--/SIG=1i70ue8tv/EXP=1247072167/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dangkor%252Bwat%252Bin%252Bcambodia%2526ei%253Dutf-8%2526fr2%253Dsg-gac%26w=500%26h=376%26imgurl=static.flickr.com%252F41%252F84763994_54b015eff4.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252Fmartindxb%252F84763994%252F%26size=159k%26name=Angkor%2BWat%2BCambo...%26p=angkor%2Bwat%2Bin%2Bcambodia%26oid=c2b09a3432ed42aa%26fr2=sg-gac%26fusr=southern_mar...%26no=11%26tt=652784%26sigr=11gjra310%26sigi=11co1qmlo%26sigb=12p27t09i
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020uhgFNKZ9gA5R6JzbkF;_ylu=X3oDMTBzYTA5N2M4BHBvcwMzMTEEc2VjA3NyBHZ0aWQDSTEwOV8xMzA-/SIG=1ku6lr4i9/EXP=1247072801/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dsea%252Bcambodia%2526b%253D307%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526pstart%253D1%26w=2288%26h=1712%26imgurl=www.ecosea.com%252Feco%252FLibrary%252FImages%252520Gif%252520assorted%252FJPEG%252FEcoSea%252520Dive%252520Cambodia%252520Picture.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.ecosea.com%252Feco%252FLibrary%252FImages%252520Gif%252520assorted%252FJPEG%26size=144k%26name=EcoSea%2BDive%2BCamb...%26p=sea%2Bcambodia%26oid=01f75015e1392b62%26fr2=%26no=311%26tt=15714%26b=307%26ni=18%26sigr=11uceig6j%26sigi=12u9vb1sa%26sigb=12pj7tbn9
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カンボジアへ
ようこそ

独立記念碑 王宮

アンコールワット
寺院国立博物館

http://www.molon.de/galleries/Cambodia/Angkor/AngkorWat/
http://www.molon.de/galleries/Cambodia/PhnomPenh/OldCity/
http://www.molon.de/galleries/Cambodia/PhnomPenh/RoyalPalace/
http://www.molon.de/galleries/Cambodia/PhnomPenh/SouthRP/
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ご清聴ありがとうございました。

女性は貴重な宝石であり、経済や社会の発
展のための重要な要素である。

http://www.everyday.com.kh/photoGallery/kh/Image.asp?code=362

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	カンボジアへ�ようこそ
	スライド番号 19

