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パンデミックによって広がる恐怖と不安はたちまちのうちにスティグマと差別につな
がり、人びとは暴力や迫害にさらされ、孤立に追い込まれてしまいます。その結果、
パンデミックの制御に不可欠な医療サービスが提供できなくなり、公衆衛生対策も妨
げられてしまうのです（1） 。

パンデミック期に生じるスティグマは、人種、社会経済的地位、職業、ジェンダー、
在留資格、性的指向に関するものを含め、すでにある不平等を一段と深刻化させるお
それがあります（2）。

特定の健康状態に対するスティグマは、HIVパンデミックやエボラウイルス、ジカウ
イルスの流行時（3）にもみられ、現在はCOVID-19パンデミック（2）で広がっていま
す。パンデミック期に予想されるスティグマが予防対策やタイムリーな検査、治療の
継続を妨げることになるのです（4）。

COVID-19の流行が確認されて以降、様々なかたちのスティグマと差別が表面化して
います。外国人排斥の感情が、COVID-19を国内に「持ち込む」といった非難の対象
とされる人びとに向けられてきました。COVID-19から回復した人、医療従事者など
のエッセンシャルワーカー、すでにスティグマや差別の対象とされていた人口集団
（HIV陽性者、性的少数者、セックスワーカー、移民など）が非難や身体的な虐待の
対象となっています（5）。

いくつかの国ではHIV陽性者から、ロックダウンの間にHIVサービスを受けるには感染
を開示しなければならないとの報告があがっています。特に思春期の若者や女性、ト
ランスジェンダーの人たちに対しては、そうした要請が強くなっています（6）。外出
禁止令と身体的距離（社会的距離）対策の結果として、女性および性的少数者に対す
る暴力の増加が報告されています（7、8）。公衆衛生的な措置の名のもとにレズビア
ン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの若者に対する攻撃が報告され、
セックスワーカーに対しては社会的保護や所得保障がなされていないことも記録され
ています（9、10）。

以前からあったスティグマと差別、およびCOVID-19に関連するスティグマと差別の
両方をなくす努力が緊急に必要であり、同時にそれは世界がこのパンデミックに対応
するうえでも不可欠です。人種的、性的な少数者を含む社会的に弱い立場の人たちの
間でCOVID-19関連の罹患率と死亡率が高くなっていることは新たなエビデンスに
よって示唆されています。COVID-19対策を進める中で、こうした人たちをまもり、
疎外されることがないようにする特別な配慮が必要です（11）。

COVID-19に対し状況に応じた公衆衛生対策を進めるうえで最も重要なのは、コミュ
ニティのすべての部門が関与し、参加できるようにすることです（12）。HIV陽性者と
キーポピュレーション、女性グループのネットワークは、HIVの流行の中で、30年に
わたってスティグマを低減するプログラムを実施してきた経験があります。そうした
ネットワークに情報を提供し、支援を行うことで、各国はCOVID-19に対する地域密
着型の公衆衛生対策を進めることができるのです（13）。

はじめに
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グローバルパートナーシップは2017年12月、HIV関連のスティグマや差別をなくすた
めの国連加盟国による約束を行動に移すことを目指して結成されました。『HIV関連
のスティグマと差別を過去の歴史とするために、政府、市民社会、二国間および多国
間ドナー、学術分野、国連の力を結集する機会を生み出す』ことが目的です（14）。

2020年には、何がHIV関連のスティグマと差別の低減に有効なのかという課題につい
て、最新のエビデンスを検証した報告書を発表しました。この報告書ではコミュニ
ティ、職場、教育、保健医療、司法、緊急・人道支援の6つの相互に関連する局面ご
とに、エビデンスに基づく勧告を行っています（15）。

その勧告の多くは、COVID-19に関連するスティグマや差別に対処するうえで役立つ
ものです。今回の報告で新たにまとめられた勧告もグローバルパートナーシップによ
るエビデンスの検証をもとにしており、COVID-19に対する公衆衛生上の対策に組み
込みやすいプログラムとアクションになっています。

国連加盟国による合意を反映して、今回の報告では「取り残される」リスクが高い人
たちに言及しています。HIV陽性者やキーポピュレーション（ゲイの男性など男性と
セックスをする男性、セックスワーカー、トランスジェンダーの人たち、注射薬物使
用者、受刑者や拘置・留置された人たち）、先住民、障害者、移民、難民、そして女
性と少女、とりわけ思春期の少女と若い女性といった人たちです。

この報告では、グローバルパートナーシップが設定した6つの局面のそれぞれについ
て、COVID-19に関連するスティグマや差別に対処するための具体的な勧告を表にし
て載せています。社会生態学的なレベル（個人、対人関係、組織、コミュニティ、公
共政策）および各勧告の対象となる集団も記載しました。以下の表に詳述されている
すべての行動は、人権の重視が基本であり（たとえば保健医療サービスは利用可能で
使いやすく、良質かつ許容できるものでなければなりません）、コミュニティ主導に
する必要があります。

COVID-19の文脈で人権問題に取り組むための他の関連ガイダンス文書は付録1に示し
ました。

スティグマと差別の
低減に向けた
エビデンスに基づく勧告
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レベル/対象集団 勧　　告
個人（エッセンシャルワーカー、
COVID-19と診断された人または
COVID-19から回復した人、「取り
残される」リスクのある人口集団）

エッセンシャルワーカーがストレスや心的外傷後ストレス障害に対処できるよう、ヴァーチャル・カウ
ンセリングサービスやサポートグループを提供する。
内なるスティグマや経験的に予想されるスティグマの低減に向け、COVID-19と診断された人やCOVID
-19から回復した人に支援サービスを提供する。可能ならCOVID-19から回復した人が啓発活動を主導ま
たは共同進行する。
COVID-19対策で「取り残される」リスクのある人たちに、社会保護プログラム、マスクと手指消毒剤、
無料のCOVID-19検査と治療、メンタルヘルスサービスとカウンセリングなどの支援を提供する。「取
り残されている」人たち、すなわち、人種的、性的少数者、エッセンシャルワーカー、高密度な居住環
境の人たち、年配の人たちに対し、ヴァーチャルな手段（例えば公共広告、文書、テキストメッセージ
など）で情報を伝え、何が差別になり、どうすれば権利（たとえば住宅、雇用、保健医療の権利）を主
張できるのか、COVID-19に関連した差別を受けたときに司法にアクセスするにはどうしたらいいのか
といったことが理解できるように支援する。

対人関係（COVID-19の診断を受け
た人やCOVID-19から回復した人の
家族）

COVID-19の感染リスクを減らし、不安を和らげ、病気の家族が必要なケアと支援を確実に受けられる
よう、家族や自宅で世話する人にマスク、フェイスシールド、手袋、消毒剤などの個人用防護具（PPE）
を提供する。
ヴァーチャルなカウンセリングやCOVID-19ホットライン、支援サービスを家族が利用できるようにす
る。COVID-19と診断された人、COVID-19から回復した人とその家族が内なるスティグマや予想される
スティグマを減らせるよう支援グループも利用可能にする。

組織（アドボカシー組織、HIV陽性
者ネットワーク、医療施設、コミュ
ニティベースの組織、非政府組織、
社会サービス/社会保護に取り組む
政府機関）

HIV陽性者ネットワークやキーポピュレーション、スティグマ低減策に取り組む女性グループなどが
HIV分野の30年にわたる経験を活用し、COVID-19対策に関与できるようにする。例えば ネパールとパ
キスタンのトランスジェンダー・ネットワークは、遠隔地の必需品をパッケージにして届けている。既
存のネットワークに資金を提供してスティグマ低減策をCOVID-19の現状に合わせていく。そのうえで
ヴァーチャルまたは他の安全な方法により、適切な文化的手段（歌、ダンス、祈り、説話など）を活用
したプログラムを主導（またはコミュニティ組織を訓練して主導）できるようにする。
人権アプローチに基づきCOVID-19関連のスティグマと差別に取り組む。暴力や失業、住居喪失など、 
COVID関連のスティグマや差別を経験した人が質の高い支援サービスを安心して使えるよう条件を整え
る。そのために社会保障や社会保護部門の政府職員研修、サービス利用を妨げる障壁（ロックダウン中
のサービス提供場所と配達、公共交通機関の利用制限、個人情報保護への懸念、スタッフの態度など）
への対処が必要になる。

コミュニティ（一般層、オピニオン
リーダー、COVID-19と診断された
人やCOVID-19から回復した人の家
族）

COVID-19がどのように感染し、どんなことでは感染しないのか、身近な人を安全にケアし、スティグ
マを抑えるにはどうしたらいいのか、COVID-19と診断された人や回復した人をコミュニティ内でスティ
グマを広げずに支援するにはどうしたらいいのか、こうしたことに理解と知識を広げ、ヘルスリテラシー
を構築し、リーダーの意識を高め、支援を基本にした戦略を打ち出す。
人種や性、社会経済的地位、在留資格などの既存のスティグマがパンデミックで広がる恐れがある。対
面での接触を必要としないメディア（ラジオ、テレビ、コミュニティ公告、看板、チラシなど）を使い、 
COVID-19関連のスティグマと差別の拡大要因や既存のスティグマに対応するプログラムを実施する。
コミュニティや公衆衛生の指導者、HIV陽性者、「取り残されている」人たち、利害関係者（政治家や
宗教指導者など）と協力してメッセージを作り、各分野にかかわるスティグマに適切かつ包括的、包摂
的に対応する（16）。
公衆衛生上のメッセージは、COVID-19に影響を受けた人を支える確かな方法（例：食事の提供、マス
クを着用して距離をとった会話）を提案するなど、スティグマを広げず、人びとを力づけるものにす
る。スティグマにつながる言葉や非難を避ける。たとえば 「COVID-19に感染した人」でなく「COVID
-19と診断された人」、「COVID-19生存者」でなく「回復した人」など。
COVID-19を特定の地域や集団と結びつけない（17）。

公共政策（政府、資金提供機関、地
方および国の履行義務者、公衆衛生
当局）

「取り残された」人たちを中心にしたアドボカシーグループに資金を確保し、この人たちを確実に守れ
るようにする。
スティグマと差別を減らすプログラムを開発、実施するために、定性的評価（例：COVID-19と診断さ
れた人やCOVID-19から回復した人、より広範なコミュニティの代表によるヴァーチャルなフォーカス
グループ討議）と定量的データ収集（例：ヴァーチャルまたはテキストメッセージによる標準化調査）
でコミュニティ内のCOVID-19関連スティグマを測る。

個人、家族を含む
コミュニティで
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レベル/対象集団 勧　　告

個人（従業員） COVID-19関連のスティグマや差別、嫌がらせ、いじめ事例を報告する際の個人情報保護についてスタッ
フに情報を提供する。
COVID-19に関する差別からの救済システムを作り、スタッフに分かりやすく説明する。
経営陣と従業員の同意と信頼、信任を確保するため、差別のないCOVID-19職場プログラムを企画、立
案、実施、評価する機会を提供する。
外出禁止令などのCOVID-19対策の結果、身体的、性的、精神的暴力を受けた従業員、および性的暴力
または児童虐待を受けた従業員の子供に対する支援サービスの情報を提供する。国内のホットライン、
利用できるシェルター、法的サービスの提供機関、暴力を受けた人の支援組織などが含まれる。

組織（雇用者） COVID-19に対し、それぞれの地元の安全指針に合わせるかたちで職場規則にCOVID-19対策を組み込
む。HIVに関する職場規則や研修を受けた職場教育担当者、HIV保健委員会、HIV教育プログラムなど、
既存のHIV対策の枠組みをベースにしてCOVID-19のコンテンツを含める。
保育所や学校に通えない子供の世話、病気の家族の介護などの負担が過度に女性にかかる現実を認識し、
在宅勤務や自己都合による休暇、病気休暇の取得に関する規則でジェンダーに特別な注意を払う（18）。
すべての労働者を対象にして、HIVに関する既存の方針、COVID-19および反差別を含めた人権とジェン
ダーの平等に関する研修を行う。COVID-19から回復した労働者がスタッフと協力しスティグマと差別
の解消をはかる（例：ブログを書く、COVID-19の経験に関する簡単なビデオを作成する）。
恐怖や不安をやわらげ、予防行動を積極的にとるとともに、症状がある場合には早めに医療につながれ
るよう、すべての従業員にCOVID-19と併存疾患および法的な知識について、正確かつ最新のエビデン
スに基づく情報を提供する。
労働者とその代表が、職場の安全について相談、情報提供、研修を確実に受けられるようにし、COVID 
-19の課題に対処できる健康な職場環境を作る。
労働者には必要に応じ適切な防護服と防護具を無料で提供する。

公共政策（地方および国の履行責任
者、公衆衛生当局の担当者）

COVID-19関連ケアの提供で短期的、長期的に仕事を離れる人を保護する。ケア提供におけるジェンダー
の公平性を促し、ジェンダーによる差別を防ぎ、職場で得られたジェンダーの平等がもたらす利益が失
われないようにする（18）。
セックスワーカーを社会保護や資金助成プログラムの対象に含める。セックスワーカーは多くの国でそ
の仕事が犯罪とみなされ、外出禁止令や夜間外出制限、社会的距離規制などCOVID-19対策による影響
が大きいことからとくに対応が重要になる（19）。

職場で
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レベル/対象集団 勧　　告

個人（教師、学生・生徒） 学生・生徒や保護者、広範なコミュニティが教育現場のスティグマの原因と拡大要因に対処できるよう、
HIVやCOVID-19など保健関連のスティグマを減らす活動（ヴァーチャル・コミュニティ会議や文化活動
など）への参加を働きかける。
パンデミックの間、学生・生徒の心理社会的なニーズに対応できるよう、教員に研修と制度的な支援を
提供し、支援を通してスティグマと差別のない教育環境を整える。とりわけ「取り残された」集団に属
する学生・生徒のニーズに対応する。

組織（学校） すべての子供がヴァーチャルまたは一定の条件下での対面授業で学べる戦略を遂行する。戦略は状況に
応じて進める必要があり、テクノロジー（コンピューター、タブレット、Wi-Fi�接続スポットなど）を
無償提供し、生徒に教材を届けることも含まれる。家族と家庭を維持する責任を過度に少女に課してき
た伝統的なジェンダー役割と規範によって少女が取り残されないようにすることが戦略の遂行上、大切
になる。
学校が再開したら、対面授業は小学生および取り残されるリスクが高い子供たちを優先する。 
COVID-19パンデミック下の教育戦略の策定に、若者や女性の組織、「取り残された」人たちのネット
ワーク、その他関連コミュニティの関係者を巻き込む。
学生・生徒が目撃または自ら体験するCOVID-19関連のスティグマと差別に対し、対処スキルを高め、
ストレスを最小限に抑え、自信をつけ、必要なツールを提供するプログラム（ホットライン、ラジオ番
組、モバイルによるピアメンタープログラム、ウェブによる支援グループ、距離を開けて行う個別カウ
ンセリングなど）を実施する。
性と生殖に関する健康、および青少年が利用しやすい保健サービスについて、在宅命令期間中も、学校
で受け取れたのと同じ情報を得られるようにする。在宅またはモバイルによる他のCOVID-19関連の保
健サービスとの統合もできる。ヴァーチャルサービスも選択肢になり得る（20）。
教員、スタッフ向け、COVID-19に焦点を当てた差別のない行動のための職場プログラムを実施する。
サービスへのアクセスを広げ、スタッフの利益になり、個人情報をまもりながらスティグマ、差別、い
じめを防ぐ方針の策定に焦点を当てる。可能ならHIV対策の職場プログラムをもとに構築または応用す
る。

公共政策（地方および国の履行義務
者、公衆衛生当局、教育省）

COVID-19関連のスティグマ、差別、いじめの報告とその対応が安心して行える仕組み（心理的、社会
的ケアと支援を含む）を確立する。
パンデミックによって一段と悪化する恐れがある社会的人種的な不平等をなくす。そのためには、教育
と社会保護政策が、二重のスティグマと社会的脆弱性とを経験している孤児などの子どもたちを含む若
者の特別なニーズを受け止め対応する必要がある。そこにはCOVID-19流行の間の学費や給食費の補助
も含まれる。

教育の場で
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レベル/対象集団 勧　　告

個人（COVID-19の診断を受けた人、
COVID-19から回復した人）

COVID-19の在宅ケアにあたる家族にマスク、フェイスシールド、手袋、消毒剤などの個人用防護具
（PPE）を提供して感染のリスクを減らし、不安を和らげ、患者が必要なケアと支援を受けられるよう
にする。
COVID-19と診断された人や回復した人に適切な支援サービス（ピアサポートグループ、COVID-19
ホットライン、社会保護サービスなど）を保障する。
医療施設に法的サービス（法律相談、法的支援など）を組み込み、オンサイトかヴァーチャルで「取り
残された」人たちの権利と差別されることのない保健医療サービスに関する案内を提供し、意識向上を
はかる。
対面でのサービスに加えビデオや書面、電子資料によって理解を高め、COVID-19に関連して利用でき
る情報を提供する。

対人関係（COVID-19の診断を受けた
人やCOVID-19から回復した人の家
族）

COVID-19と診断された人の家族や介護者が安全にケアできるよう、基本的な研修と情報提供を行って、
家庭内での感染リスクを抑え、誤解を解き、スティグマを減らす。

組織（保健医療施設） COVID-19の医療とケアの基本についてコミュニティヘルスワーカーや主な関係者の研修を行う。最新
の知識を提供することでコミュニティの誤解を解き、知識不足や誤解、恐怖が生み出すスティグマや差
別を減らす。
医療施設管理者が問題を把握し対応するよう、医療従事者の知識、行動、「取り残された」人たちと
COVID-19に対する態度の評価調査を行う。
コミュニティヘルスケアワーカーやコミュニティ主導の医療サービスで働く人たちを含む医療者・介護
者を保護するため、COVID-19の検査と治療に必要な標準的個人防護具（PPE）および消耗品の在庫を
常に確認する。それによって、安全にサービスを提供し、職場やコミュニティでの感染リスクを減ら
し、医療施設スタッフに対するスティグマにつながる行動も抑えられる。
COVID-19関連のスティグマ、差別、権利侵害を把握する施設レベルの監視システムを確立する。医療
施設での体験の匿名通報や権利侵害の申告と解決のための公的システムも含まれる。

公共政策（保健省） COVID-19の影響を受けた人たちが、スティグマと差別を含むCOVID-19対策の計画と実施に加われるよ
うにする。
性と生殖に関する健康サービス、暴力を受けた人、持病や慢性疾患を抱える人へのケアと支援など不可
欠な健康サービスがCOVID-19流行下でも継続できるようにする。ベトナムでは薬物使用者のメタドン
維持療法継続のためパンデミック中の持ち帰りも可能にしている。
「取り残された」集団を含めすべての人にパンデミック中のサービスを継続するため、コミュニティで
のサービス提供など利用者に合わせた分化型ケアのモデルを確立する（21）。

保健医療の場で
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レベル/対象集団 勧　　告

個人（「取り残された」人たち） 「取り残された」人たちが、COVID-19関連の法的権利と（適切な場合の）法的義務、支援、救済策を
受ける方法について知り、力を持てるようにする。

コミュニティ（「取り残された」人
たちのネットワーク、一般層）

HIVサービスを損なうおそれのあるCOVID-19関連の法律（民法、刑法）や政策の影響、および政策変
更と法改正を「取り残された」人たちのネットワークが監視し、必要なら変更を求められるようにす
る。「取り残された」人たちと協力して活動するコミュニティサービス組織が、COVID-19パンデミッ
クの間も適切にHIV対策に関与できるよう、助言を行い能力強化をはかる。
メディアの協力や教育、ピアアウトリーチ、ホットラインによる意識向上キャンペーンでCOVID-19関
連の権利と法律に関する理解を深める。

組織（警察、治安部隊、刑務所管理
者、司法、市民社会組織）

COVID-19政策、親密なパートナーからのジェンダーに基づく暴力、キーポピュレーション、パンデ
ミック時の支援的で責任ある警察活動などについて、警察官、司法職員、刑務所職員に対し現場に即し
た研修を行う。
研修にはCOVID-19の最新科学成果に基づき以下を含める；リスクに直面する人たちへの支援の重要
性：家庭内暴力、性暴力、第三者および法執行機関による暴力などすべての暴力に適切に対処すること
の重要性；正義やCOVID-19対策を理由にした違法な警察活動の悪影響。
COVID-19の感染リスクを減らす個人防護具（PPE）の在庫を常に確保し、刑務所その他の閉鎖的環境
や警察管区、裁判所で使えるようにする。それがCOVID-19の感染リスクを減らし、法執行要員の感染
不安を抑え、スティグマを減らすことになる。
刑務所職員の研修にCOVID-19の予防・医療ニーズ、COVID-19と診断された人や回復した人、とりわ
け弱い立場の人の人権に関する情報を含める。
刑務所の収容者数を減らす、マスクと手指消毒を確実に行う、過剰収容をなくすなどCOVID-19への曝
露を減らす対策を実施し、一部の国で行っているように、非暴力犯罪で投獄された人たちは釈放する。 
COVID-19対策の中で「取り残された」女性や集団への暴力防止プログラムを実施する。また、女性主
導の組織や「取り残された」人たちの組織と協力し、スティグマと差別対策プログラムを実施する。
法執行官による暴力を含め、すべての暴力を監視し裁判にかけて救済するメカニズムを確立する
（22、23）。
世界的に合意された指標に基づき、COVID-19の現状に合わせて警察・司法の執行官の態度や行為にお
けるスティグマと差別を監視する。

公共政策（関係各省、国会議員、資
金援助機関）

「取り残された」人たちを確実にまもれる法的、政策的環境を整える。例えば家族法、家庭内暴力法、
相続法、およびその執行機関が、女性を保護できない場合やサービス提供の障壁になる場合には改正が
求められる。セックスワーク、同性間の性行為、薬物を使用する人を犯罪とみなす法律は改正する。
（COVID-19検査、性と生殖に関するサービス、HIV検査など）予防医療サービスを受ける際の保護者
による同意年齢を下げる。
アドボカシーグループに資金を提供し法改正を促す。また、そうしたグループが支援的な法律と政策の
実施を援護、監視できるようにし、「取り残された」人たちが利用可能なCOVID-19関連サービスへの
政府資金拡大などの変化を促す。
COVID-19に関する法律、健康、人権、および関連国内法の執行、調査、訴訟手続きへの影響について、
責任ある立場の人に定期的に情報を提供し理解を促す（24）。
COVID-19に関連する法律、規制、政策を定期的に検証し、いかなる集団もスティグマと差別の対象に
しないことを確認する。例えば 移住と旅行関連の政策がもはやCOVID-19対策の一部としてではなく、
特定国からの移民や人口集団を差別するものになっていないかどうかを判断して刑法を過度に広く適用
せず、とりわけCOVID-19の非開示や曝露、感染を犯罪としないようにする。
国際人権法、人権専門家による勧告に従い、COVID-19関連の警察・強制執行機関の介入を制限する。

司法の場で
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レベル/対象集団 勧　　告
個人（緊急事態下の人びと） 緊急事態において人びとの健康と福祉をまもるCOVID-19サービスを確実に届ける。たとえば 社会保護

プログラム、マスクや手指消毒剤、無料のCOVID-19検査と治療、精神保健サービスとカウンセリングを
利用できるようにする（25）。
緊急事態下の人びとに向け、何が差別なのか、（住宅、雇用、医療サービスなどの）権利をどう主張す
るか、どのように司法にアクセスするのかについて理解を助ける情報やヴァーチャル研修を提供する。
紛争や危機の状況にある人たちがすでに直面し、COVID-19パンデミックで悪化する何重ものスティグマ
（内なるスティグマ、難民へのスティグマ、外国人排斥など）を減らすプログラムとサービスを実施する。
「取り残された」人たちのニーズに応え、COVID-19の検査、ケア、治療が安心して受けられるようにす
る。

コミュニティ（コミュニティヘルスワーカー） 緊急事態においてコミュニティと正規の医療システムとが適切に連携することでコミュニティヘルス
ワーカーの能力を強化する。

組織（コミュニティベースの組織、
人道支援組織、多国間機関）

人道支援ワーカーや難民、国内避難民のキャンプに住む人のために個人防護具（PPE）を備蓄し、緊急
時に利用できるようにしてCOVID-19に曝露するリスクを減らす。そうすれば人道支援ワーカーの感染
リスクが減り、恐怖やスティグマをなくすことになる。
「取り残された」人たちとコミュニティ組織が、緊急事態や人道が問われる状況で、COVID-19関連の
スティグマや差別を減らす対策の策定と実施に関われるようにする。
人道支援担当者に対し、COVID-19と診断された人やキーポピュレーションの協力を得て、スティグマ
と差別に関する教育を行う。対象には国連人道問題調整事務所(OCHA)とクラスター主導機関やクラス
ターパートナーが含まれる。
人道支援ワーカーに対し、COVID-19対策、親密なパートナーによるジェンダーに基づく暴力、「取り
残された」人たちに関する現場に即した研修を行う。
研修にはCOVID-19関連の最新科学的成果を取り入れ、高いリスクに直面する人たちを確実に支援する
こと、家庭内暴力や性暴力、第三者や法執行機関による暴力を含むすべての暴力に適切に対処すること
の重要性を確認できるようにする。また、流行で「取り残された」人たちの利益になるものでなければ
ならない。
緊急事態で「取り残された」人たちへの暴力の防止と対処、監視、報告のためのプログラムを実施する。
世界的に合意された指標をCOVID-19に適合させ、緊急事態下のスティグマと差別を監視する。国内避
難民や難民の経験、人道支援担当者の態度や慣行などが監視対象となる。

公共政策（各国政府、履行義務者） 国家緊急計画に「取り残された」人たちに関する条項を盛り込み、COVID-19対策によって悪化する可能
性があるジェンダーに基づく暴力、親密なパートナーによる暴力から女性と少女を保護する手順を含め
る。
国内避難民や難民の受け入れコミュニティやキャンプ、国境地帯で、「取り残された」人たちが法的支
援を受けられるようにする

緊急・人道支援の場で
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HIV対策のエビデンスに基づく教訓を地球規模のCOVID-19対策に生かすことは、ス
ティグマと差別を減らすために極めて重要になる。直ちに対応することで、COVID
-19が公衆衛生と安全に及ぼす悪影響を軽減することができる。また、ケアや検査を
求め、物理的距離に関するガイドラインを順守し、個人防護具（PPE）を使用する
うえで、妨げとなる大きな障壁を取り除くことにより、パンデミックを制御する能
力も強化されることになる。

終わりに
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lockdown-leading-to-an-upsurge-in-violence-against-women%EF%BB%BF/).
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Impact of COVID-19 pandemic on violence against women and girls. London: UK Aid; 
2020 (http://www.sddirect.org.uk/media/1881/vawg-helpdesk-284-covid-19-and-
vawg.pdf).

COVID-19 and indigenous peoples. New York: United Nations Department of 
Economic and Social Affairs; 2020 (https://www.un.org/development/desa/
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