


































こと」での鎮魂の獅子舞演舞をはじめ、各

地でのイベントで披露していただきました。

•rども逹が笑顔を取り戻せるように

東日本大震災は子どもたちの生活環境

だけでなく、心にも大きな傷を残しました。

被災地の子ども達が少しでも笑顔を取り戻

せるよう支援活動を実施しました。

石巻市立雄勝小学校は校舎が全壊しま

した。発災時、生徒達は迫りくる津波から

逃れながら校舎の裏山に避難しました。こ

の恐ろしい経験から子ども達が笑顔を見

せることがなくなったことを心配された校

長先生から依頼を受け、2011年7月に仙

台のサッカ ーチーム「ベガルタ仙台」の手

倉森浩ヘッドコーチ（当時）のご協力でサ

ッカ ー教室を開催しました。さらに、クリス

マスに合わせてクリスマスプレゼントも届

けました。その後もクリスマスに合わせて、

石巻市立釜小学校や南三陸町立志津川

保育園などにクリスマスプレゼントを届け

続けました。

東日本大震災で親を失った子ども達の

ほとんどが親類か知人宅で暮らしていまし

た。これら子どもたちは、進学、就職、そして

自立して自分の居場所を手に入れるまで、

さまざまの困難に直面することが予想され

ています。子どもたちが困難を克服し、自分

の将来に夢や希望を持って成長していけ

るよう、里親、児童相談所、児童養護施設、

地方自治体などの関係者と専門家で構成

された「子どもの夢ネットワ ーク」を通した

支援を2012年から開始しました。この事業

にはプロ野球選手の岩隈久志氏（当時シ

アトル ・ マリナーズ）、吉見一起氏（当時中

日ドラゴンズ）から支援をいただきました。

●復興の桑プロジェクト

東日本大震災の津波で沿岸部の農地

は大きな被害を受けました。当時水田は国

の補助で瓦礫撤去や除塩などが行われま

したが、畑には補助の予定はありませんで

した。この地域には300年以上も代々農業

を続けている方が多く、「先祖からの家業

を自分の代で終わらせたくない。」という

切実な声を受けて、大学教授の指導の下、

塩害に強い桑を植え、桑産業を通して、疲

弊した農業と地域社会の再活性化を目指

す「復興の桑プロジェクト」を開始しました。
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桑の葉にはミネラルなどが多く、糖分の

吸収を阻止する特有の成分があり、健康

食品として注目され始めていたため、それ

を商品化し販売する六次産業を目指しまし

た。

2012年5 月に75本の桑の挿し木をした

ところ、10月には170cmを超える高さまで

成長しました。刈り取った葉をすぐに乾燥

させ粉末加工化し、桑パウダー「シャン ・ ドゥ
・ ミュリエ」が誕生しました。

2013年5 月、三菱商事復興支援財団の

支援を受けて、植樹ボランティアツアーを

企画し、総勢33名のボランティアが参加し

て7,000本の苗木を新たに植えました。そし

て、10月には農家の方々が中心となり「農

事組合法人シャン ・ ドゥ ・ ミュリエ」が設立さ

れ、地域の方々が主体となり現在も事業が

継続しています。

●子どものn立支援をH指して

2014年12月、復興の桑プロジェクトで生

まれた桑の葉パウダーを使った生チョコレ
ート 「KUWACHOCO」を商品化し販売

を開始し、売上げを宮城県内の子ども、特

に親の支援を受けられない子どもの自立

支援に活用しました。2015年1月28日~2

月14日、仙台の老舗百貨店である藤崎百

貨店で開催された催事「地方新聞社おす

すめスイーツ総選挙」及び「ショコラマルシ

ェ」に出店したところ、スイーツ総選挙では

第1位に選ばれました。さらに、宮城テレビ

や読売新聞等のメディア媒体で取り上げ

られ、日本ハビタット協会の復興支援活動

も伝えられました。

子どもの自立支援をより積極的に行っ

ていくため、宮城県内の子どもの支援を行

っている「こどもの夢ネットワ ーク」と協力し

て、桑商品の製造から販売のプロセス自

体を子どもの自立支援につなげることに

しました。児童養護施設で暮らす高校生や

障害を抱える子どもが商品のラッピング作

業等に従事し、児童養護施設を退所した

若者が藤崎百貨店の催事などの店頭販

売を行うようになり、こどもや若者が社会

経験を積み、社会と触れ合う良い機会とな

りました。この活動は、河北新報や毎日新

聞で取り上げられ、多くの人の認知と関心

の高まりにつながりました。

ハビタットサンタが雄勝小学校を訪問

復興の桑プロジェクトでは被災した畑にみんなで

桑を植え、植樹した桑はスクスク育ちました

一
こどもの夢ネットワーク

職員

大内治子さん

施設で生活をしている高校生にと
って、18歳の春は施設を巣立つ時で
もあります。

例年冬休みには、アルバイトとして
「KUWACHOCO」の包装作業を高
校生に呼びかけます。初めはぎこち
ない作業ですが、丁寧にかつ効率良
く仕上げようとそれぞれ工夫する姿
には頼もしさも感じます。アルバイト代
は自立に向けての資金となる為、子
どもたちにも職員にも好評の取り組
みです。

開始当時では想像もしなった活動
をここまで続けてこられたのは、日本
ハビタット協会からのご支援と丁寧
なご指導のおかげであり、今では私
たちの大切な活動の一つになってい
ます。

子どもたちが社会に出る前の小さ
な後押し、多くの方々の想いと応援
を実感しながら、今後も続けていきま
す。

藤崎百貨店でのショコラマルシェの様子

被災地の畑で育った桑から生まれた桑茶
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【第3章】

SDGsの目標達成に向けた事業展開(2015年~)
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J;J 
世界が取り組む目標
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国連は、2015年9 月に国連サミットに

おいて「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」を採択し、17の目標と169の

ターゲットからなる「持続可能な開発目標

(SD Gs: Sustainable Development 

Goals) 」が制定されました。世界中の誰

一人として取り残さない「Leave no one 

behind」を理念として、世界各国が取り

組み、政府のみならず、企業、NGO、市民

団体等が参加し、SDGs達成に向けて積

極的に取り組んでいくことが強く求めら

れるようになりました。

2016年10月にエクアドルで開催され

た国連ハビタット主催による第3回国連人

間居住会議（ハビタットIII)においては、

SDGsの制定を受けて、ニュー・ アーバン・

アジェンダ(New Urban Agenda) が採

択され、「各国政府の他、多様な国際機関
・ 民間企業 ·NGO等とも連携を取りつつ、

持続可能な都市開発を計画的に進め、

着実に誰もが住み続けられるまちづくり

を実現し、2030年に向けた持続可能な開

発目標(SDGs) Goal 11を達成する」とい

うビジョンが掲げられました。

NGOとしてSDGsの目標達成に向けた取り組み

［上］トイレ建設に合わせ、手洗い設備を設置する
設置した手洗い設備で手を洗う少年
［下] 2020年10月15日「世界手洗いの日」に合わせ、

」ICA東京が作成した動画にプロジェクトの参加者
たちも登場（動画はQRコ ー ドからご覧いただけます）

住民が建設したトイレ
株式会社LIXILのSATO PANを使用

SDGsとNew Urban Agendaでは、世

界課題の解決にはNGOが重要な役割を

担うとされました。このような社会情勢を受

けて、日本ハビタット協会は主にSDGs目

標11「住み続けられるまちづくりを」の達成

に向けた取り組みを推進するとともに、持

続可能なまちづくりとして重要な要素であ

る水と衛生環境、そして環境問題に焦点を

あてた事業を展開することにしました。ま

た、国連ハビタットが目指す住民主体のま

ちづくり「People's Process」の理念を大切

にし、地域住民と一緒に取り組んできまし

た。

安心して使えるトイレを各家庭に
ースマイルトイレプロジェクト開始

世界では3人に1人がトイレを利用でき

ず、この状況は2000年からほぼ変わって

いません。劣悪な衛生環境下では常に病

気のリスクがつきまとい、病気になるとと

医療費等の支出が増えるだけでなく、仕事

もできなくなるため収入も大幅に減り、貧

困の悪循環が生まれてしまいます。さらに、

子どもの就学率や出席率の低下、女性の

心身の危険や社会進出の阻害等を引き起

こし、コミュニティの発展を妨げます。

SDGs目標6に「すべての人々に水と衛

生へのアクセスと持続可能な管理を確保

する」と掲げられていますが、清潔なトイレ

はこの目標だけでなく、SDGsに掲げられ

ている他の目標、「貧困の削減」（目標1:

貧困をなくそう）、「全ての人の健康」（目標

3: すべての人に健康と福祉を）、「教育機

会の提供」（目標4: 質の高い教育をみん

なに）、「ジェンダー平等」（目標s: ジェンダ

一平等を実現しよう）にもつながる「まちづ

くりの特効薬」です。日本ハビタット協会は

2016年8 月からケニア西部のホ ーマベイ

県カボンド地区において、トイレ及び手洗

い場を設置を通した衛生環境改善による

まちづくり事業「スマイルトイレプロジェクト

」を開始しました。

この事業ではCLTS(Community Led 

Total Sanitation: コミュニティ主導の包括

的な衛生）手法を用いた住民の衛生意識

の変革をもたらすワ ークショップをはじめ、

住民へのトイレ建設技術指導を行っていま

す。この事業の特徴は住民自身がトイレと

手洗い場を設置することで、建設費も住民
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