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2017 年のハッピーステップスの各プロジェクトの状況を報告します。
「石けんプロジェクト」では、提携先との活動を具体化したり、広報活動を強化しました。なお、「ウガンダ
自転車プロジェクト」は 2016 年度をもって現地移管しています。

≪プロジェクト報告概要≫
＜石けんプロジェクト＞
石けんプロジェクトは、2016 年から構想していた他団体との連携を具体化しました。この、他団体の連携とは、
日本国内においてリサイクルを促進するにとどまらず、グローバルレベルでの石けんリサイクルの促進を目指す
ものです。
連携する団体は、Clean the World（クリーンザワールド：以下、CTW）および一般社団法人ハンドメイド石けん
協会（以下、ハンドメイド石けん協会）です。1 月には、CTW と協議し、都内の高級ホテルから約１トンの廃棄石
けんを粉砕し、配布先の調整を検討中。また、5 月には、ハンドメイド石けん協会との連携により、約 100kg のリ
サイクル石けんを配布しました。
また、2014 年から現在に至るまで、プロジェクトは 3 年目を迎えています。これまでに約 5 トンもの廃棄石け

んを粉砕・リサイクルしてきました。

都内高級ホテルより１トンの石けんを粉砕！

ハンドメイド石けん協会のｲﾍﾞﾝﾄで石けんの配布！

＜ウガンダ自転車プロジェクト＞
2016 年、ウガンダ自転車プロジェクトは「JICA 地球ひろば設立 10 周年記念感謝祭」にて活動成果を報告し、
一旦、ハッピーステップスとしての活動を終了しました。本プロジェクトは、アフリカのウガンダにおいて、貧困脱
却や生活支援を目的に、低利ローンでの自転車販売を通じて、水汲み作業の効率化を図り所得向上を目指した
もの。48 台を 44 人に販売し、実地でのプロジェクトは、2015 年 6 月に終了し、現地 NGO へ移管しています。

＜活動パンフレット＞
活動パンフレット＞
2017 年は、ハッピーステップスの広報活動にも力を入れました。パンフレットを作成し、石けんプロジェクトやウ
ガンダ自転車プロジェクトおよび組織概要を説明しています。
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≪石けんプロジェクト活動詳細≫
石けんプロジェクト活動詳細≫
＜グローバル連携の進捗
グローバル連携の進捗＞
の進捗＞
② 手作業で表面の汚れを除去
石けんは、未使用のものあり

■これまでの経緯
ますが、そうでないものも。ひ
2016 年度より、ハッピーステップスは、さらに石けん

とつひとつ、丁寧に表面につ

リサイクルの輪を国内外にひろげるため、「クリーン

いたほこりやその他の汚れを

ザワールド（以下 CTW）」および国内で 3000 人以上の

取り除きます。根気のいる作

会員をもつ「一般社団法人ハンドメイド石けん協会

業です。

（以下、ハンドメイド石けん協会）」との連携を開始して
③ 粉砕機で粉砕

います。
具体的には、粉砕した「粉石けん」の提供や、高級

㈱セイシンにより特注で制

ホテルの紹介など、石けん回収に関わる部分で連携

作いただいた粉砕機にて

しています。

粉砕します。こちらも、少し

この連携を通じて、途上国の実情をより把握した石

ずつ投入する必要があり

けんの配布が可能となるだけでなく、国内での石けん

時間のかかる作業となりま

リサイクルに対する理解や意識の啓発も可能になる

す。

と考えています。
④ 小分けの袋に充填

■1 トン近くの石けんをトライアル！
最後に、小分けの袋に充
CTW との連携を進めるうえで、まずは「粉石けん」

填します。今回は、個別

の使用感を試してみることになりました。同時に、受

家庭への配布を想定して

け入れ先の検討・選定を行うことにしました。

いるので、通常よりも小

都内の高級ホテルより 1 トン近くの廃棄石けんを提

さい包装になります。きち

供いただき、「さやま大樹作業所」にて粉砕を依頼し

んと計量して充填します。

ました。今回は、途上国の個別世帯に配布する前提
のため、包装も小分けにしました。

今回の石けんは、CTW の香港事務所にてその使用
感を試しました。その結果、香港やその他アジア地域

（作業の様子）

では、節水型の洗濯機が多く使用されていることから、

① 約 1 トンの石けんを回収

泡残りがないようにするための、指示書が必要になる

都内高級ホテルおよび

可能性が出てきました。現在、この課題についてどの

エコラボ様のご協力を得

ように対応するか、ハッピーステップスとの協議が続

て 1 トン近くの石けんを回

いています。また、受け入れ先候補の国家の政策が

収・運搬いただきました。

大きくかわり、石けんの輸入に係る規制が強化され、

これだけのまとまった

大量の輸送が難しい可能性も出てきました。この課

石けんの作業は、骨が折れるのですが、精力

題についても同様に、協議を行っているところです。

的に取り組んでいただけました。

ハッピーステップスも、国内ホテルへの啓発強化を
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検討するなど、リサイクル促進に向けてできることを

んの提供」という形で支援しています。今年も、3 月と

さらに模索しつつ、グローバルでの展開の可能性を

8 月にそれぞれに 10kg ずつ石けんを提供しました。

引き続き広げていく予定です。
（今年の実施概要）
第 1 回目

＜国内連携の進捗＞
国内連携の進捗＞
期間：2 月 28 日(火)〜3 月 3 日(金)
対象：カンボジア王国 シシェムリアップ州とコーク

■ハンドメイド石けん協会
ドーン地区プラサートトラウ村
内容：次の手順のもと、衛生意識の強化

2017 年 5 月に開催されたハンドメイド石けん協会主



催のイベントに出席し、連携内容について説明しまし

手などが汚れたところで手洗いの重要性
の啓発

た。また、出席されていた会員に対して、石けんの配


布（１００㎏）を行いました。



ハンドメイド石けん協会は、「石けんを必要としてい

手洗いの方法を教える
手洗いをやってもらう

る他国の人々」や「石鹸と環境のこと」について考え、
必要な人のもとへ石けんを届ける「アースソープアク
ション」というプロジェクトを実施しています。加えて、
ハンドメイド石けん協会のパンフレットにも、ハッピー
ステップスとの連携が紹介されています。
今後も、アースソーププロジェクトを支援することに
より、連携をさらに強化していきたいと思っています。
第 2 回目
期間：8 月 22 日(火)〜8 月 25 日(金)
対象：カンボジア王国カンボジアのプラサートトラウ
村（農村部）
内容：次の手順のもと、衛生意識の強化





石鹸をもちいた手洗い活動
衛生の活動として歯磨き指導
先生や保護者との手
洗いに関するディスカ
ッション



＜その他の活動＞

（全体の活動）リレーと
ゴミ拾いを行い 等

■彩祭への石けん寄贈
彩祭への石けん寄贈
ハッピーステップスは、カンボジアで衛生指導など
の活動を行っている「彩祭」という団体に石けんを無
償で提供しています。彩祭は、学生を中心とする団体

今後も、ハッピーステップスは、彩祭の活動を石け

で、2013 年以降毎年カンボジアにて活動しています。

ん提供という形で支援をしていきます。そして、お互
いの協力関係を強化していきたいと思います。

毎年、ハッピーステップスは、彩祭の活動を「石け
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■コラム：ウガンダ
コラム：ウガンダ NGO CHILD LINE（チャイルドライン）の活動
LINE（チャイルドライン）の活動
ハッピーステップスは、自転車プロジェクト実施の際、ウガンダの NGO CHILD LINE（以下、チャイルドライン）
と連携していました。本プロジェクトは、現在現地移管し、44 台以上の自転車を必要とする人々に配布しまし
た。

自転車プロジェクトが落ち着いたのちも、ハッピーステップスはチャイルドラインの運営について、意見交換を
したりするなど、現地 NGO のエンパワーメントに貢献していました。この意見交換の中で、チャイルドラインがこ
れからどのような分野で活動を進めていこうと考えているのか明らかになってきたので、その一部をご紹介した
いと思います。

これまで、チャイルドラインは、これまで主にウガンダ農村部における女性や子ども（特に HIV 孤児・感染者）
に対する自立支援を行っています。具体的には、次のようなプロジェクトがあります。
1.

24 歳以下の女性の自立、収入向上を目的とした支援

2.

HIV/AIDS 孤児の栄養、教育、自立支援

3.

HIV 陽性の子どもへの支援

いずれのプロジェクトも、「何かを与える」ことを目的にしているので
はなく、あくまで「自立」していくためにはどのようにしたらよいのか、指
導をするもの。持続的に発展するためには、自分で状況を改善する力
が大切であると、チャイルドラインは考えているようです。なお、自転
車プロジェクトも「経済的自立支援」を目指したものであったので、協
同の合意を得ることができました。現在、多くのプロジェクトが節目を迎えており、チャイルドラインは今後の活
動に向けて模索をしているところだそうです。

また、チャイルドラインは、その活動の多くがボランティアにより運
営されています。もちろん、寄付などにより一部の費用は、賄われて
いるものの、まだまだ十分な人件費を賄えるほど資金的余裕はありま
せん。
そこで、チャイルドラインは、独自のファンドレイジングを検討し始め
ているようです。これまで、プロジェクトを通じて女性と関わっていくうち
に、経済的困窮下においても、女性の美に対する意識が高いというこ
とが分かってきたそうです。
今後は、「どんな立場の女性でもきれいでいたい」という思いをかなえつつ、ファンドレイジングできるような仕
組み（ソーシャルビジネス）を検討していく予定だそうです！
こうした「ファンドレイジング」や地域の「課題に対応したビジネス」といった発想が、ハッピーステップスと協同
することでますます磨かれたように思います。
今後も、チャイルドラインの挑戦から目が離せません。ハッピーステップスもできる限りの応援をしていこうと
思います！※写真はチャイルドライン HP より引用
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■最後に
最後に

―その他―
その他―

今年度は、昨年度から進めていたグローバル連携

■広報・啓蒙活動
広報・啓蒙活動
の活動の萌芽が見られました。確かに、海外規制や
2017 年 5 月、ハッピーステップスは、組織概要や活

国内ホテルの開拓などの課題は山積みですが、リサ

動内容への理解を深めるために新たにパンフレット

イクル促進の旗印のもと協力関係を構築していけた

を作成しました。

らと思っています。また、2014 年から、国内に配布し

これまでは、主にホームページや Facebook（フェイ

ている粉石けんですが、この活動も 3 年目。今後、

スブック）を通じて情報の公開や啓蒙活動を行ってき

細々ではありますが、必要とされている人へ石けん

ました。また、限られた人員と時間の中では、パンフ

を届けて行きたいと思っています。

レットの作成が難しい状況にありました。

分たちのできる力や持ち合わせている知恵を使いな

しかし、昨年度、国内外での連携を強化に向け、広

これからも、自

がら環境問題への取り組みを続けていきます。引き

報活動を強化するうちに、やはり「パンフレット」があ

続き、よろしくお願い申しあげます！！！

ったほうが、わかりやすいということになり作成する
にいたりました。

（石けん粉砕・
（石けん粉砕・配布状況
粉砕・配布状況 2014 年～現在）

このパンフレットが多くの人の目に触れてハッピー

累計：約５５
累計：約５５８９
５５８９Kg
８９Kg

ステップスの活動に対する理解がより一層進むこと

時期

を期待します。

配布先

配布量

2014-2015/6

関東 児童養護施設

3.5t

2015-2016

児童養護施設 再配布

531kg

2015-2016

企業・個人販売・団体向け配布

119g

2016/5

JICA 感謝際 配布

30kg

2016/6

ｼｬﾝｸﾞﾘ･ﾗ ﾎﾃﾙ 東京 CSR 活動

100kg

2017

児童養護施設 再配布

90Kg
90Kg

2017/5

ハンドメイド石けん協会 配布

100kg

2017/9

個人向け販売

9kg

2017/32017/3-5

某ホテル石けん 粉砕

1.1t

2017/3・
2017/3・8

彩祭配布

10kg

本プロジェクトは、以下の協賛企業・団体のご支援により運営されております。（順不同）

【協賛企業】

【提携団体】
さやま大樹作業所
認定特定非営利活動法人ハッピーステップス
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設立：2011
設立：2011 年 3 月
代表理事：新井玲子
http://happysteps.or.jp/

