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団体概要

 名称：NPO法人ピルコン
対話から学ぶ性の健康教育を広げるNPO
Pilcon＝Program for Ideal Life through COmmunication & Networkingの略称

 ミッション：正しい性の知識と判断力を育むことで 自分らしい人生と
豊かな人間関係を築ける社会の実現

 事業目的：

– 望まない妊娠や性感染症の予防啓発と健康に生きるための性の健康
に関する正しい知識の普及に関する活動を行い、国民の健康増進に
寄与すること

– ライフプランとキャリア実現に関する支援を行い、男女共同参画社会
形成の促進を図ること

 設立：2013年10月（2007年10月より活動開始）
 スタッフ：30名（有給専任スタッフ1名,ボランティアスタッフ29名）
 理事長：染矢明日香
 活動領域:東京・関東圏を中心とする日本全国
 団体HP：http://pilcon.jimdo.com/
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沿革

 2007年~2008年
– 慶應義塾大学の学生団体として発足
– 大学生向けのセクシュアルヘルスセミナーやフリーペーパー作成、

イベントへの出展を行う
 2011年

– 任意団体として活動開始
– 若者向けに性の健康啓発イベントを実施

– 内閣府地域社会雇用創造事業ソーシャルビジネスエコシステム創出プロジェクト
ソーシャルベンチャースタートアップマーケット（SVM）第3期生

 2012年
– 花王社会起業塾メンバーに選出
– 性の健康啓発に関する動画を作成・配信

 2013年
– 中高生向けに性教育講座事業を開始
– NPO法人として設立
– 保護者向けに性教育講座事業を開始

 2014年
– 電通育英会助成事業として性教育×キャリア教育プログラムLILYが採択
– 花王社会起業塾イノベーション部門に採択

 2015年
– 電通育英会助成事業として児童養護施設向け教材開発事業が採択
– 2016年度より杉並区との若者向け性感染症予防事業を協働事業として開始予定
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解決したい社会問題

日本の中絶件数：年間約19万件

晩産化による不妊・少子化の問題がある一方で、

日本の女子高校生は、性経験のある

約8人に1人が性感染症に感染

出生数の1/5 東京都渋谷区の人口

※厚生労働省統計より

その内、10代の割合は10%
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若者の性トラブルの背景・解決策

家族・親との
関係希薄

学校での
学業不振

溢れる性情報
性のタブー視

⇒性教育の不充実

友人の性行動・
態度への過剰評価

性の知識が乏しく
リスク認知が低い

安易な性行動
×

不確実な避妊

自己評価が低く
将来展望がない

性交への意欲、
他の問題行動誤った知識・

認識の是正

対人関係・意思決定
スキルの向上
自尊心の向上

環境要因

個人要因

若年妊娠・中絶
性感染症
DV・貧困
虐待

問題行動

対策1

対策2

若者への教育機会と情報の充実が解決につながる

日本の青少年の性行動の背景要因,（荻原ら,2006）より作成
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NPOピルコンは、若者の未来を守るために
性の健康の知識・スキルを学ぶ場を提供

性の健康を学ぶ場づくり・情報提供

家庭学校

医療機関・
専門家

他NPO

企業

行政

一般
市民

教員

中高生

保護者
大学生・

若手社会人

参画
支援

連携

ビジョン：自分らしい人生と豊かな人間関係を築ける社会の実現
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ピルコンの事業

現在、対象者別に性の健康を学ぶ講座を実施

1 2 3

大学生～若手社会人向け
イベント

-PILCON CAFE-

中高生向け
性教育×キャリア教育講座

-LILY-

保護者向け
性教育サポート講座
-Parents for 2-

ネットの
情報発信

講演活動
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中・高校生向け性教育×キャリア教育プログラム

LILY <Link Life of Youth> （リリー）

大学生・若手社会人をプログラム実施者として育成し、

将来設計のために必要な知識として避妊や性感染症に

ついての講座を実施するプログラム

中高生向け
プログラム
-LILY-

1

【中・高校生】
【大学生/
若手社会人】

プログラム実施

担い手側に

育成・研修

親世代に

● 都内都立高校、通信制高校、保健所での講演を中心に2014年度は17回（14校）、約1700名の生徒に実施
● 正しい性知識の正答率が35%ほど上昇し、パートナーへの思いやりや意見を伝え合う
大切さに気付く声を多くいただいています
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保護者向け家庭での性教育サポートプログラム
Parents for 2

保護者を対象に、正しい性知識を身につけ、家庭での性教育実践をサポートすると共
に、プログラム参加費の一部を中・高校での性教育プログラムの運営費としてつなげる
ことで、未来の母親と子どもの支援にもつながるプログラム。

【保護者】

【未来の母親と子ども】

子育てで実践

保護者向け
プログラム実施

【自分の子ども】
￥LILYプログラム

の実施

予防に貢献

保護者向け
プログラム

-Parents for 2-

2

● 大田子どもライブラリーじゃりかふぇ様（2013年度大田区教育委員会 家庭地域力支援事業）講演など
● 性教育の重要性やこれから性について前向きに向き合っていこうとする感想を多くいただいています
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大学生～若手社会人向け
ライフプランニングプログラム PILCON COLLEGE

20-30代男女を対象に、先輩ゲストスピーカーの話を聞いたり、正しい性知識について
学びながら、これからのライフプランニングを考えるプログラム。

●2ヶ月に1回程度都内にてイベント形式で開催
- 2012年度は計9回、2013年度は計8回2014年度は計12回実施、合計約1,000名にリーチ

大学生～
若手社会人向け
プログラム

-PILCON CAFE-

3

● その他、国連人口基金、ジョイセフ、日本財団、他NPO主催
イベントに理事長染矢がゲストスピーカー、講師として出演
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アドバイザー

プログラムの企画・スタッフの研修を専門家との協力体制のもと、実施しています。

 蓮尾豊先生（産婦人科医）
秋田県で10代の中絶率低下に貢献した性教育プログラムの
開発・普及に携わる

 上村茂仁先生（産婦人科医）
思春期の若者の相談やデートDV予防啓発に注力

 清水信輔先生（東京女子医科大学・同大学院看護学研究科助教等）
公衆衛生看護学、看護キャリア創造学の専門家

 やまがたてるえ氏（助産師）
バースセラピスト。「13歳までに伝えたい女の子の心と体のこと」
「15歳までの女の子に伝えたい自分の体と心の守り方」著者

 村瀬幸浩先生（”人間と性”教育研究協議会幹事、一橋大学等講師等）
一橋大学，津田塾大学，東京女子大学各講師
”人間と性”教育研究協議会幹事、日本思春期学会理事など。
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掲載情報

各種メディアでも取り上げていただいています。
【TV出演】
 毎日放送 ちちんぷいぷい
 NHK Eテレ「オトナへのトビラTV」 『ココだけの“性”のはなしパート2』
 BSスカパー！「BAZOOKA!!!」他

【雑誌・新聞】
 朝日新聞
 日経新聞
 読売新聞
 毎日新聞
 東京新聞
 The Japan Times他
 クロワッサン
 SEXUALITY他

【WEB】
 ヨミウリオンライン
 マイナビウーマン
 Greenz.jp 他
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代表者プロフィール

 染矢明日香

1985年石川県生まれ。2008年慶應義塾大学環境情報学部卒。
自身の体験と日本の望まない妊娠の多さを問題意識として、
ピルコンを慶應義塾大学在学時に学生団体として設立。
その後、2013年 NPO法人ピルコンとして法人化、理事長を務める。

民間企業でのマーケティング業務経験を活かし、20代を中心とする
スタッフと「無関心層を関心層に」をテーマにセクシャルヘルスや
ライフプランニングをテーマとした啓発イベントを数多く企画・主催。
国連人口基金やジョイセフなどの国際協力NGO 、日本財団が
主催するイベントのゲストスピーカーや講師も務める。
“人間と性”教育研究協議会東京サークル研究局長。
AMEXサービスアカデミー、WYSH PROJECT指導者研修、
日本家族計画協会ピアエデュケーター・コーディネーター研修修了。
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ピルコン会員のご案内

ピルコンの活動に賛同し、活動を応援したい、支援したい方のための
会員制度をご用意しています。

●会員資格
・入会金（税込）/個人・団体 5,000円
・年会費（税込）/個人 5,000円 法人 50,000円
※お一人あたり、何口でもご購入可能です。

●会員特典
・ピルコンの各種告知・活動報告をMLにてご連絡
・ピルコン会員証を提供
・イベントへの会員料金での参加

[法人会員様]
・ピルコンのサポート団体としてWEBページや
各種印刷物への表記
・イベントでのサンプリングや告知のご協力

※詳細・お申し込みはピルコンHP「会員」ページをご覧ください。

ピルコン会員証


