
⼊⼒数 主 13 字 副 20 字

助成事業の区分

⼊⼒数 46 字

-

1 ⼈

2 ⼈

3 ⼈

4 ⼈

5

住居を失ったり、仕事を失った困窮する在⽇外国⼈や社会的弱者への住居・宿泊場所⽀援（愛媛県内） 750

愛媛県内の在⽇外国⼈⾃⾝による、県内外の在⽇外国⼈への相談⽀援 150

愛媛県内の在⽇外国⼈⾃⾝による、県内外の愛媛県在住の在⽇外国⼈の就労⽀援（研修含む） 200

愛媛県に移住・就労を希望する在⽇外国⼈ 10

愛媛県 ⻄予市 宇和島市 松⼭市 ⻤北町

事業対象者：（事業で直接介⼊する対象者と、その他最終受益者を含む） 事業対象者⼈数

〜 2021 年 9 ⽉ 30

_10.⼈や国の不平等をなくそう
_11.住み続けられるまちづくりを
_15.陸の豊かさも守ろう

実施
時期

2021 年 4 ⽉ 5 ⽇ ⽇ 事業実施
地域名称

上記以外
その他の解決すべき社会の課題
※50字以内

在⽇外国⼈労働者・在⽇外国⼈留学⽣・障がい者で コロナの影響で仕事や住居を失った困窮者を⽀援

SDGsとの関連

ゴール

_1.貧困をなくそう
_8.働きがいも経済成⻑も

2) ⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営む上での困難を有する者の⽀
援に係る活動

④働くことが困難な⼈への⽀援

⑤社会的孤⽴や差別の解消に向けた⽀援

3) 地域社会における活⼒の低下その他の社会的に困難な状
況に直⾯している地域の⽀援に係る活動

⑥地域の働く場づくりの⽀援

⑦安⼼・安全に暮らせるコミュニティづくりへの⽀援

優先的に解決すべき社会の諸課題※該当する領域および分野を☑してください
領域 分野

1) ⼦ども及び若者の⽀援に係る活動

①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える⼦どもの⽀援

②⽇常⽣活や成⻑に困難を抱える⼦どもと若者の育成⽀援

③社会的課題の解決を担う若者の能⼒開発⽀援

相談・住居⽀援分野
社会的孤⽴の⾼リスク層に対する相談と援助の提供：LINE等、電⼦メール、電話、対⾯等による相談＋ハウジングファーストを念頭においた住居⽀援、福
祉資源との接続、DV等シェルター運営⽀援等／新形態に必要な感染予防＆電⼦機器等の資機材等の購⼊、紙媒体情報の配布、多⾔語⽀援含む

連携促進分野
上記に提⽰をした領域において、⾏政と⺠間、⺠間同⼠の協働の促進、並びになんらかの連携・協働事業の創出を図る連携調整（コーディネート）の取組
みの⽀援

実⾏団体名 ⼀般社団法⼈NATURE&HUMANS JAPAN

資⾦分配団体名 ⼀般社団法⼈全国コミュニティ財団協会

⾷事・⾷料⽀援事業分野
地域の困窮者むけの⼦ども⾷堂、地域⾷堂等の形態の⾷事・⾷材提供：対象者は困窮状態にある、親⼦、⾼齢者、⼤学⽣・留学⽣等への⽀援

  新型コロナウイルス対応緊急⽀援助成
事業計画（実⾏団体）

事業名(主)※20字以内 コロナ禍中の在⽇外国⼈⽀援

事業名(副)※20字以内
※任意

仕事や住居を失った⼈に対する⽣活再建⽀援



Ⅰ.団体の社会的役割 Ⅱ.事業の背景・社会課題

(1)申請団体の⽬的※200字以内

(2)申請団体の概要・事業内容等※200字以内

⼊⼒数 (1) 197 字 (2) 193 字 ⼊⼒数 727 字
Ⅲ.事業内容

⼊⼒数 261 字

⼊⼒数 171 字

４．住居の提供によって、愛媛県内で困窮者の⽣活が
保障されている。

利⽤⼈数（住居＋宿泊施設） 利⽤者名簿 利⽤⼈数：延べ750⼈泊 2021年9⽉

５． 組織の事務局体制を改善し、継続的な事業実施体
制の構築をはかる。

外部からの⽀援者の稼働時間 記録簿 週8時間程度 2021年9⽉

３．愛媛県内外の在⽇外国⼈が県内で就労でき、安⼼
した⽣活を送れるようになっている。

就労⼈数

⽇本語教育受講者数

就労⽀援ケース記録

受講者名簿

就労者数：5名

受講者数：延べ120名

2021年9⽉

１．在⽇外国⼈が相談できる先があり、孤⽴化してい
ない。

相談⼈数

相談件数

相談記録 相談⼈数：30名 

相談件数：延べ150件

2021年9⽉

２．交流イベントを通じて、愛媛県在⽇外国⼈の⾃助
努⼒グループが設⽴され、互いに⽀え合う環境が整っ
ている。

グループ登録者数

イベント参加者数

FBグループのメンバー数

イベント参加者名簿

グループ登録数：20名

参加者数：延べ200名

2021年9⽉

(1)事業の概要※300字以内

国際ブータン労働組合と連携して、コロナの影響で仕事や住居を失い困窮状況にある愛媛県内外の在⽇外国⼈に対して、SNSや電話等による相談業務及び就労・研修⽀援、相互交流を通じた⾃
助グループづくりに取り組む。相談業務では、必要に応じて、⾏政機関のサービス・福祉サービスにつなげる。また、就労（⻑期雇⽤やアルバイトなど）を希望する場合は、愛媛県内のJA・農
事組合法⼈・就労⽀援施設と協働して就労場所を確保する。その際、住居を必要とする場合は、シェルターや宿泊施設を、⽇本語能⼒を⾼める必要がある場合は、⽇本語教育の機会を提供す
る。

(2)事業実施後（1年後）以降に⽬標とする状態※200字以内
１．コロナ禍で困窮していた在⽇外国⼈が、愛媛県で住居と仕事・研修を確保し、デイセントワーク（働きがい・いきがいのある仕事）につき、⽣活を再建している。
２．愛媛県内で在⽇外国⼈が助け合う⾃助努⼒グループのネットワークが構築されている。
３．愛媛県内で在⽇外国⼈を⽀援する地⽅⾃治体・⾏政機関・⽀援機関・⼀般市⺠のネットワークが構築されている。

(3)今回の事業実施で達成される状態（アウトプット） 実施・到達状況の⽬安とする指標 把握⽅法 ⽬標値/⽬標状態 ⽬標達成時期

新型コロナウイルス感染症により深刻化した社会課題※800字以内
⾃然と⼈間に関する研究および実践を、国境を越えて実施し、健康で平和な社会をつくるため
に貢献することを⽬的とする。⽬的を達成するために、障害者、社会的弱者、⼦ども、地域住
⺠、NPO等の団体、公的機関などと協⼒・連携して⾃然と⼈間に関する事業を⾏う。
コンソーシアムの国際ブータン労働組合の⽬的は、在⽇外国⼈労働者（留学⽣を含む）同⼠で
互いに⽀え合い、労働の条件・環境を改善する。

コロナ禍の在⽇外国⼈には、⽣活に困窮している者が少なくない。またクラスターの危険に晒
されている。とりわけ留学⽣は、コロナ感染リスクの⾼い“密”な職場でアルバイトをしている
ケースが多い。そして住環境も“密”である。彼らが直⾯する苦境は、単に「感染」だけではな
い。これまで企業や⽇本語学校に都合よく利⽤された末、コロナ禍で使い棄てられようとして
いる留学⽣が少なくない。彼らは⺟国と⽇本双⽅の経済重視策に利⽤された末、⾒棄てられて
しまった“棄⺠”と⾔える。多くの留学⽣や元留学⽣たちは“密”な状態で⽣活し“密”な職場で働
いている。
留学⽣たちは、学校が⽤意する寮で数⼈⼀緒に⽣活していることが多く、⽇本語学校が寮に⼤
勢を詰め込み、寮費をボッタくるケースが横⾏している。当法⼈が過去に⽀援した留学⽣の寮
には、3DK の⼀軒家に20⼈以上もが暮らしているところもあった。このような住環境では、
感染者が出ても別の部屋に隔離することもできない。感染リスクと隣り合わせの暮らしが続い
ている。東北地⽅の専⾨学校で発⽣したクラスターでは、100⼈以上の感染者の⼤半が留学⽣
だったと⾒られる。
コロナ禍による失職により多くの留学⽣たちの収⼊も途絶えている。コロナによって、⽣産縮
⼩に追い込まれる⼯場も少なくない。そのような状況で、企業側が真っ先に留学⽣の雇⽤を打
ち切っており、感染リスクの⾼い仕事に従事してきた留学⽣たちを使い棄てしている。また、
仕事を失って学費が⽀払えなくなった留学⽣に対して、⽇本語学校や専⾨学校は⼿を差し伸べ
ていない。今後、学費が⽀払えず学校から逃げ、不法就労に⾛ったり、また最近、社会問題と
化しつつある犯罪に⼿を染める者も現れるような悲劇も起こりえる。

Nature & Humans(国際NGO)の⽀部として2012年任意団体発⾜し、2015年⼀般社団法⼈
Nature & Humans Japan として成⽴。愛媛県・佐渡市を拠点に被災した障がい者・社会的弱
者⽀援や国際協⼒プロジェクトを実施してきた。
協⼒団体の国際ブータン労働組合は、2019年に愛媛県在住のブータン⼈⻘年により愛媛県で
設⽴された労働組合である。



４．住居・宿泊場所の⽀援
・⼀時保護が必要な者に対して、シェルターの提供・住居の保障・居場所の確保・他県からの移住者の２週間の⾃粛ステイのために活⽤する。
・愛媛県内で⺠家2棟（男性⽤、⼥性⽤の各1棟ずつ）を賃借で確保して4⼈を上限として受け⼊れる。
・県外からの移住希望者については、別途、必要に応じて⾃粛期間のための宿泊施設を借り上げる。

2021年４⽉〜9⽉

５． 事務局業務等への⽀援をうける
・外部の協⼒団体からの⽀援をうけ、総務・経理にかかる効果的な管理体制の構築を図る。

2021年４⽉〜9⽉

１．在⽇外国⼈に対する相談・⽀援活動
SNSのメッセンジャーやライン、電話、ZOOMなどを通じて、国際ブータン労働組合役員（在⽇外国⼈当事者）による相談を実施し、必要に応じて
⾏政・福祉サービスの紹介、⼊管申請作成の補助、⼼理的カウンセリングなどの対応につなげる。
主に以下の対象者を想定している。
①就労ビザ取得者（⽇本語能⼒検定N3・N2取得者）で仕事を失ったもの
②学⽣ビザ取得者・短期ビザ取得者・帰国困難者
③技能実習⽣で仕事を失った者
④就労ビザ・学⽣ビザ・技能実習⽣ビザを取得して仕事やアルバイトはあるが、コロナ禍で漠然とした不安や恐怖などがあり、⾃助努⼒グループの
ネットワークを必要とする者

2021年4⽉〜9⽉

2．⾃助努⼒グループの構築⽀援
・国際ブータン労働組合との連携によって、愛媛県在住の在⽇外国⼈などを主体に、⽇本語オンライン研修・スポーツ等の交流イベントを開催し、
困った時にお互いに⽀え合う⾃助グループ作りにつなげる。
・対象者は愛媛県内の在⽇ブータン⼈ ネパール⼈ インド⼈ フィリピン⼈ ベトナム⼈を予定。
・交流イベントは⽉5回実施する。

2021年４⽉〜9⽉

3．在⽇外国⼈向けの就労⽀援
愛媛県在住または愛媛県に移住就労を希望する在⽇外国⼈に対して、⻄予市などの地⽅⾃治体やJA東宇和などと協⼒して主に農業関係の就労（特定
技能 農業就労・アルバイト）につなげる。また、就労に必要な⽇本語教育の⽀援も⽉4回⾏う。
①就労ビザ取得者（⽇本語能⼒検定N3・N2取得者）で仕事を失った者：雇⽤主を紹介し、就労ビザを継続する
②学⽣ビザ取得者・短期ビザ取得者・帰国困難者：特定活動（6ヶ⽉／⽉28時間以内のアルバイト可）→特定技能試験受験→ 特定技能申請→登録⽀
援機関紹介
③技能実習⽣で仕事を失った者：特定活動（6ヶ⽉の就労可）→ 雇⽤主を紹介→⽀援できる監理団体（HRDアジア財団）に繋げる

2021年４⽉〜9⽉

(4)活動 時期



Ⅳ.事業実施体制

Ⅴ.関連する主な実績

(1)メンバー構成と各メンバーの役割

●事業統括 ⼀般社団法⼈Nature&Humans Japan   NHJ 
●相談業務 就労・研修⽀援 国際ブータン労働組合
    ・在⽇ブータン ネパール インド⼈⽀援  相談業務 ピアカウンセリング 
  Robin Bhandari    Tej Prasad Sharma      Sonam Wangchuk 
 ・在⽇ベトナム⼈ ⽀援 出井康博   ・在⽇アラビア語圏外国⼈⽀援 相談業務 研修⽀援 ⼤川 理恵 
●就労・研修⽀援 ⼀般社団法⼈Nature&Humans Japan   NHJ
  連携団体：就労⽀援 ⾖道楽 渡辺 邦雄、障害者就労⽀援 百姓百品グループ 和気 数男

＜参考情報＞
愛媛県で⽇本で初めての国際ブータン労働組合を愛媛県に就労ビザで就職したブータン⼈を中⼼に2019年設⽴いたしました。この設⽴にあたり、JAMも
のづくり産業労働組合 連合 弁護⼠の指宿先⽣が関わってくださいました。
⽇本全国に点在していたブータン⼈を、愛媛県⻄予市野村町の百姓百品グループなど ⻄⽇本豪⾬災害の被災者でもあり、愛媛県内の地域おこしのリー
ダー会社が、雇⽤してくださり、ブータン⼈総勢１６名が愛媛県 ⻄予市 宇和島市に 就労ビザを得て、就労し労働組合を結成しました。
国際ブータン労働組合は⻄予市を拠点に、在⽇ブータン⼈ ネパール⼈ インド⼈ フィリピン⼈の⽀援を、在⽇外国⼈当事者の⾃助努⼒を中⼼に進め
てまいりました。
コロナ禍にあっては、肺結核による髄膜炎・脳死状態にあったブータン⼈留学⽣の⽀援、死亡後の葬儀 ⼿続きを⾏いました。仕事を失い、無⼀⽂に
なったブータン⼈の帰国のためのロジステックなどの⽀援や様々な悩みを抱えての電話相談を、頻繁に⾏っています。この電話 メッセンジャーのSOS
に主に当たるのは愛媛県在住の５ヶ国語で対応できる在⽇ブータン⼈当事者です。彼らが受けた相談のうち、⾏政への届け出・⼊管の申請・仕事のマッ
チングなど必要に応じて、⼀般社団法⼈Nature&Humans Japanや、雇⽤主 JAなど⽇本⼈スタッフや連携団体が⽀援します。

(2)他団体との連携体制

ILUB 国際ブータン労働組合、前ブータン名誉領事館、有限会社⾖道楽、百姓百品グループ、JA東宇和、JAMものづくり産業労働組合、連合、社会福祉協
議会、⻄予市まちづくり推進課国際交流担当、農事組合法⼈いのべ⻄、加茂ファーム、農事組合法⼈いよエッグ、無茶茶園、宇和島⾷菌、愛媛県国際交
流協会、移住連（NPO法⼈移住者と連隊するネットワーク）、ジャーナリスト 出井康博、南海放送

＊愛媛県在住のブータン⼈⻘年の活躍が、NHK internationalで報道されましたリンクは以下です。
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/callhome/20210111/2087025/
⽀援の拠点が愛媛県で、主に愛媛県にきていただいて、⽣活再建や問題解決に当たります。
愛媛県での成功事例の拡⼤を通じて、愛媛県内外のコロナ禍の在⽇外国⼈困窮者を⽀援します。

(3)想定されるリスクと管理体制

就労・研修先では３密を避け、換気・消毒・マスク着⽤に努めます。除菌効果のある紫外線に当たるために畑作業などを活⽤します。免疫⼒の向上のた
めに、健康的な⽣活を営みます。
東京 ⼤阪 福岡などの感染リスクが⼤きいエリアから愛媛県に移住する対象者に対しては、半隔離状況の⺠家あるいはホテルで⾃粛期間を設け、PCR
検査で陰性を確認してから、就労あるいは研修に繋げます。

②本申請事業について、国⼜は地⽅公共団体から補助⾦⼜は貸付⾦（ふるさと納税を財源とする資⾦提供を含
む）を受けていない

無
※有の場合、選定の対象外となります（公募要領：助成⽅針参
照）

 (2)申請事業に関連する調査研究、連携の実績
2017：熊本地震 被災した社会的弱者⽀援 ⾚い⽻根 ボラサポ九州
2016-19：ブータン⾃然環境保全型テキスタリルⅠ、Ⅱ 代理⼈  地球環境基⾦
2016-20：東北と北陸の⼦供達の⾃然体験 （新潟県佐渡島での福島の⼦供達の保養キャンプ） （災害⽀援）こども夢基⾦
2018〜現在：ブータン留学⽣ヘルプデスク愛媛県内のブータン⼈就労⽀援 １６名    前ブータン名誉領事館などからの寄付 ⾃⼰資⾦
2018：平成30年7⽉豪⾬災害[被災した障害者・社会的弱者・⾼齢者のエンパワーメント ] 愛媛県⻄予市野村町・⼤洲市・宇和島市 被災地⽀援 ⾚い⽻根 ボラサポ
2020：ブータン国王陛下⽣誕40年記念ブータン展（愛媛県⻄予市 野村町シルク博物館）国際ブータン労働組合ILUB 共催                    地球環境基⾦
2020：JICA基⾦ 実施団体夢のかけ橋「ブータンでの脳卒中デイサービスセンター設⽴のための⼈材育成」（チャレンジ枠）調整 通訳担当JICA基⾦
2010：「COUNT US IN!  障害のある⼥性の社会参加-⼥性起業家育成プログラムにおける社会参加のためのILOガイドライン」 翻訳 財団法⼈労働科学研究所出版部（特別研究員）

  (1)休眠預⾦以外の助成・補助⾦活⽤の有無

 コロナウイルス感染症に係る事業

①本申請事業について、コロナウイルス感染症に係る助成⾦や寄付等を受け活動を実施している(予定も含む） 有 無
有の場合
その詳細


