
†  意図しない妊娠と安全でない人工妊娠中絶の防止数は 
マリー・ストープス・インターナショナルの「インパクト 2 
モデル（バージョン 5）」を用いて算出しました。

‡ CYPはカップルに対する避妊法の年間総供給量です。 *  この数字には、IPPFが直接提供した 1億 6,810万件のサー
ビスと、公的・民間医療機関とのパートナーシップを通じ
て提供した 5,510万件のサービスが含まれます。

§  IPPFが報告する近代的避妊法の初回使用者数は、58の
FP2020重点対象国におけるものであり、2012年から
2020年までに近代的避妊法の初回使用者数を6,000万人
にするという IPPF目標に従います。
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IPPFとは？
IPPFは世界のすべての人々の性と生殖に関す
る健康と権利を守るために政策提言と関連
サービス提供を行う国際 NGOです。私たち
は、コミュニティと個人のために、コミュニ
ティと個人と共に活動する各国組織をとり 
まとめる連盟です。

 163件
の政策・法律に、IPPFのア
ドボカシー活動を通じて、
性と生殖の健康と権利を守
りジェンダー平等を促す修
正や改正を実現しました

 1,010万件
の意図しない妊娠を防ぎま
した†

310万件
の安全でない人工妊娠中絶
を防ぎました†

2億 
2,320万件
の性と生殖の健康サービス
を提供しました

IPPFと加盟協会の活動へのご支援についてのお問合せは、IPPFのホーム 
ページ（www.ippf.org/jp）か、IPPF本部（英国、ロンドン）までお願いします。

2019年 5月 国際家族計画連盟（IPPF）発行

4 Newhams Row 
London SE1 3UZ
United Kingdom

英国慈善団体登録番号 229476

電話 
+44 (0)20 7939 8200

電子メール 
info@ippf.org

ホームページ 
www.ippf.org

ツイッター 
@ippf

の加盟協会と連携パートナー団体が
6つの地域で活動しています

100カ国の 
政府が 

ジェンダー平等と 
性と生殖の権利を 
尊重し、保護し、 
実現する

163件の政策・法律
に、IPPFのアドボカシー活
動を通じて、性と生殖の
健康と権利を守りジェン
ダー平等を促す修正や改
正を実現しました

1,038
の若者と女性団体が性と
生殖の健康と権利のため
に行動し、IPPFが支援し
ました

7つ

3万1,700人  

83%

71% 

54% 

のスタッフが連盟全体
で活躍しています

の加盟協会で、少なくとも1人の 
若者が理事会に参加しています

の使途制限のない資金は、性と生殖の
健康ニーズがもっとも高い国の加盟協会
に提供されました

加盟協会が得た各国収入 
の54%は社会企業活動に 
よります

結束し成し遂げる

成
果

 1

10億人が 
自由意思に 
基づいて 
性と生殖の 
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追求できる

3,080万人
の若者が包括的性教育
（CSE）プログラムを修了し
ました

2億 
4,260万人
が性と生殖の健康と権利
に関する有用なメッセージ
を受け取りました

1つに団結した 
効率的で説明 
責任を果たす 
連盟となる

1億3,300万 
米ドルの活動資金を IPPF
事務局が確保しました

2億6,430万 
米ドルを、IPPFから使途
制限のない活動資金を受
領している加盟協会が自
国で確保しました

9%
の IPPFが確保した使途制
限のない活動資金が、
IPPFの業績評価システムで
高評価を得た加盟協会に
提供されました

26万 
1,573人
が IPPFボランティアとして
活動しています

1,230万人
が IPPFアクティビストと 
して活動しています

20億件の 
包括的で質の高い 
性と生殖の健康 
サービスを IPPFと 
パートナー団体が 
提供する

1億 
6,810万件 
の性と生殖の健康サービス
を提供しました

2,350万件
の CYP（カップルに対する
避妊法の年間総供給量）

600万人§
が初めて近代的避妊法を
利用しました

93%
のサービス利用者が IPPF
を家族や友人に勧めると
答えています

5,510万件
の性と生殖の健康サービス
を間接的に提供しました
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の本部・地域事務局があります



IPPFモーリタニア
（AMPF） 

AMPFは保健省に働きかけ、国で定めている避妊法リスト
にサヤナ・プレス（自己注射式避妊薬）を追加し、モー
リタニアで入手できる避妊法を増やすことに成功しまし
た。AMPFは国会議員、宗教指導者と連携し、サヤナ・
プレスのメリットを説明しました。サヤナ・プレスは使い
やすく、低コストで数カ月間有効な避妊薬です。医療機
関でなくても提供でき、投与をやめると妊娠できるように
なります。2018年、サヤナ・プレスは、保健省に正式に
認可され、モーリタニアで女性が入手できる避妊法の新
たな選択肢になりました。

性とジェンダーに
基づく暴力の予防19

142件の法律改正を57か国で実現*

163 の政策と法案改正を実現し、性と
生殖の健康と権利を守り、支援し
ました

権利擁護の最前線で
アドボカシー活動の成果 2018*

IPPFは、より多くの人がサービスを受けられるよう、性の権利やジェンダー平等を促進し、汚名（スティグマ）と差別をなくすためにアドボカ
シー（政策提言）活動を通じて社会に働きかけています。IPPFのアドボカシー活動は、何百万という人々の生活に大きな違いを起こします。
IPPFは性と生殖の健康と権利を擁護する法律や政策となるよう、世界中で見直しや改正を促し、これを侵害するものには抗議の声を上げます。

IPPF西半球地域

2018年の国連女性の地位委員会（CSW）の年次会合に先立ち、IPPF西半球
地域の代表が南米とカリブ海地域の市民社会諮問会議に参加し、各国政
府関係者と市民社会組織で同地域のプライオリティについて協議しました。
IPPF 代表は、市民社会宣言の保健と教育に関する提言案を作成しました。
西半球地域でジェンダー平等を達成し、擁護するため、同宣言は、各国政
府に性と生殖の健康と権利を優先事項とし、若者に使いやすいサービス、
近代的避妊法、合法で安全な、自由意思の下で受けられる人工妊娠中絶の
提供を求めました。

IPPF（グローバル）

国連社会開発委員会は、社会開発の観点から持続可能な開発と貧困の削減
を司っています。2018年、同委員会は、ジェンダー不平等の貧困への悪影響
を初めて認めました。IPPFは国連加盟国と共に、貧困を廃絶するために、ジェ
ンダー平等と女性のエンパワーメントが重要であることを説きました。また、
勧告の最終案の中で使われるべき用語に関する指針を与え、技術支援を行い
ました。その結果、勧告には、性と生殖の健康を含むユニバーサル・ヘルス・
カバレッジを推進する段落が入り、貧困の女性化が存在することと、サービ
スと資源を利用するにあたって既存の不平等を是正する行動の必要性が強調 
されました。

IPPFコロンビア
（PROFAMILIA）

コロンビアでは人工妊娠中絶を特定の条件下でのみ行
うことができます。2018年 10月、保守的な判事が、人
工妊娠中絶が行える期間を制限する判決を出しました。
PROFAMILIAと女性の権利団体が協力し、この法改正に
関するチラシとキャンペーン資料を作成し、人工妊娠中絶
へのさらなる制限がもたらす害についてのエビデンスを提
供し、啓発運動を繰り広げました。この活動の結果、憲
法裁判所は、人工妊娠中絶の提供への制限は女性の選
択の権利に関する国際的なコミットメントに違反するもの
として、判事の決定を棄却しました。

IPPFスウェーデン
（RFSU）

RFSUは、性とジェンダーに基づく暴力を根絶するため、
主な関係者と共にメディアキャンペーンを展開し、一般
の理解を高めました。RFSUは、市民社会組織と連携し、
法律に関連する委員会に参加する国会議員に対し、明瞭
な同意なく、性交を強要した場合には違法になるという
犯罪条例を新たに制定するよう、働きかけました。その
結果、スウェーデン政府は、すべての人に性に関する自
己決定権があり、明らかな同意のない性交は犯罪とする
法改正を行いました。 

IPPFアルバニア
（ACPD）

アルバニアで蔓延する家庭内暴力に対処するため、ACPD
はブローラ市の自治体と一連の会議を行い、性とジェン
ダーに基づく暴力をくぐり抜けた人々が経済的に自立し、
虐待される関係から逃れられるよう、働きかけました。
その結果、自治体は性とジェンダーに基づく暴力をくぐ
り抜けた人々が経済的援助を受けられるよう新政策を制
定しました。経済状況の改善に向けて、保育施設や交通
機関、職業教育の無償化や家賃補助も提供されるよう
になりました。 

IPPFパキスタン
（Rahnuma-FPAP）

Rahnuma-FPAPは国会議員、地方自治体関係者、政策立
案担当者、市民社会、メディアと協力し、若者と女性の性
と生殖の健康と権利の実現を支援しました。バローチス
ターン州人口福祉タスクフォースの一員として、Rahmuna-
FPAPは権限委譲後初のバローチスターン人口政策の草案
作りを支援しました。2018年に同政策は承認され、質の
高い性と生殖の健康サービスと避妊をすべての人に保証
することと、若者の性と生殖の健康と権利に関する知識
を増やすことがその目標として設定されました。 

IPPFウガンダ
（RHU）

2016年以後、ウガンダでは、学校における包括的性教
育（CSE）の実施が制限されてきました。この状況に立
ち向かうため、RHUは市民社会組織に働きかけ、性教
育の大切さを説く文書を作成しました。RHUは教育・ス
ポーツ省の「国家性教育枠組（案）」に加筆やフィード 
バック提供を行い、その制定までのプロセスを支えまし
た。2018年に同省が承認したその枠組は、学校教育で
使用できる年齢ごとに適切な性教育課程、教科書、プロ
グラム開発の指針となっています。

IPPFインドネシア
（IPPA） 

IPPAは、インドネシア女性同盟と協力し、メディアキャ
ンペーンを大々的に展開し、少女たちの健康、教育、経
済機会の権利と児童婚の悪影響について啓発しまし
た。IPPAは女性エンパワーメント・児童保護省とともに、
児童婚根絶に向けた戦略策定をはたらきかけました。
2018年、憲法裁判所が女性の法定婚姻可能年齢が低す
ぎると判断し、16歳から19歳に引き上げました。

IPPFフィリピン
（FPOP）

FPOPはイロイロ市で性的指向と性自認による差別を刑
罰化し、人権擁護を強化するよう、地方自治体に働き
かけました。FPOPはこの問題を一般に周知するための
デモを組織する一方、性別、性自認、性的指向、信教
もしくは思想、民族的出自、国籍をもととしたあらゆる
差別を刑罰化する地域法の草案を共同で作成しました。
2018年、すべての人の性と生殖の健康と権利を支援する
市長のもと、同法案は成立しました。
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若者への教育と
サービス38 避妊を含む性と 

生殖の健康関連
の予算19ジェンダー平等の

推進20
性とジェンダーの
多様性の推進12 性と生殖の 

権利の推進3避妊法を利用 
できること6

性と生殖の 
健康サービスを 
受けられること17

人道危機下で性
と生殖の健康を
優先すること2

安全で合法な 
人工妊娠中絶を 
受けられること19

HIVと共に生きる
人 へ々の支援6
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* 2018年に 1件以上のアドボカシー成果があった国・地域を地図上で示しています。 
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