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⽇付：

Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

⽬標値・⽬標状態 ⼊居者1⼈に対して、概ね⽉2回の相談⽀援と希望者に対して就労⽀援等のマッチングを図る。

結果
⼊居者に対して⽉１〜２回の定期的な状況確認に加え、必要に応じて健康や⽣活に関する相談を受け付け、情報提供な
どの⽀援を⾏った。

考察
必要な情報が⾏き渡るとともに、相談⽀援により不安が軽減した。

事業対象地域: 岩⼿県・宮城県
事業対象者:

考察
⾷料品や⽣活必需品の提供により⽣活困窮度が低下した。

今回の事業実施で達成され
る状態

⼊居者向けの⽇々の健康確認などとあわせて、就労、ビザ、就学などの相談を⾏い、必要な情報提供と⽀援を提供す
る。

指標 ⼊居者向けの健康・相談の履歴

指標 提供する部屋数の数、提供する⾷事の数

⽬標値・⽬標状態 5室、5⼈の居室を設け、シェルターとしての利⽤、並びに⾷事・⾷材の提供を図り、⽣活⽀援を⾏う。

結果 5室をシェルターとして設け、6名が⼊居した。⾷料品や⽣活必需品を提供し、⽣活⽀援を⾏った。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 地域定住外国籍住⺠へのアウトリーチ
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈地域創造基⾦さなぶり
実⾏団体名: ⼀般財団法⼈東北多⽂化アカデミー

事業実施概要

宮城・岩⼿両県に定住する外国籍住⺠を対象とした⽣活⽀援を実施した。私費留学⽣、外国ルーツの⼦ども、帰国困難
となっている元留学⽣や元技能実習⽣などを主な対象として、シェルターとしての住居提供や、⾷料品、消耗品、⽣活
必需品等の提供を⾏い、⽣活環境や教育・学習環境の整備を⽀援した。また、⽣活上の困りごと等の相談を随時受け付
けるとともに、必要に応じて情報提供や⽀援を⾏った。
事業実施にあたっては、⽀援員として新たに職員を雇⽤して必要な教育研修を⾏い、事業実施体制を整備した。法⼈職
員はコーディネーターとして関係団体や教育機関との連携体制の強化を進めながら、各対象者に必要な⽀援を⾏った。

1.地域定住外国籍住⺠とのつながり・連携を求めて⽀援活動をする若者（国籍を問わず）
2.宮城・岩⼿両県の外国ルーツの⼦どもの学習⽀援をしている団体のコーディネーターおよびそこに集まる⼦どもとその親
3.宮城・岩⼿両県の私費留学⽣を多く在籍させている教育機関のコーディネーターおよびそこに在籍している困窮した留学⽣
4.主に岩⼿県の⼦ども⾷堂のコーディネーターと⼦ども⾷堂を必要としている外国ルーツの⼦どもとその親
5.主に宮城県の住居の維持が困難になった帰国困難者等（元留学⽣や元技能実習⽣含む）相談業務担当者と困窮外国⼈

############

課題設定、事業設計に関す
る振り返り

新型コロナウイルスの影響により⽣活が困窮している外国籍住⺠は数多く存在するが、彼らが⾃発的に⽀援情報へアク
セスできる機会は⾮常に少ない。こちらからアウトリーチして⽀援を⾏うという取り組みは⾮常に有意義であり、社会
のニーズに合致した事業であったと考える。既存のネットワークから個々にアプロ―チするだけでなく、関係団体を通
じて幅広くアウトリーチしていくことにより、それまで顕在化してこなかった⽣活困窮者へアクセスすることも可能に
なった。
事業内容に関しては、当初は⾐⾷住のパッケージ⽀援を想定していたが、対象者から聞き取りを⾏ううちに「⾐」より
も「⾷」の⽀援が必要だという実態が⾒えてきたため、⾐類提供の代わりにより多くの⼈を対象として⾷料配布を⾏う
という活動に変更した。
また、住居に関しては、⼊居者を⼊れ替えながら活⽤していく計画だったが、居所が短期間で変わることによる⼊居者
の負担を考慮して、⼀⼈⼀⼈に⻑く住んでもらうという⽅針に転換した。特に帰国困難者は、帰国の⽬途が⽴たない中
で⻑期的な利⽤を希望していたため、そのようなニーズに対応できれば更に効果的であったと考える。

今回の事業実施で達成され
る状態

経済的・社会的に困窮者をしている外国国籍の留学⽣などの受け⼊れ態勢を整え、5室程度の受け⼊れ態勢を設け、必要
な家電品などの消耗品等を設置する。

実施時期: 2020年10⽉〜2021年4⽉



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

外国国籍の留学⽣等に対す
る、アウトリーチ型の相談活
動（情報提供、公的⽀援紹
介、各種申請等サポート）ビ
ザや就労先等についても、可
能な範囲で相談⽀援。

計画通り
留学⽣を受け⼊れている専⾨学校、⼤学、⽇本語学校や関係機関に対する聞き取り調査や広
報活動を通じて、外国籍住⺠へアウトリーチし、相談活動を実施。外国⼈でも利⽤しやすい
無料法律相談や、シェルター事業などについて情報提供を⾏った。

物資等の分配 計画通り ⼊居時に必要物資を提供。その後も必要に応じて随時分配。

今後の計画 計画通り 進捗状況を関係者間で共有し、事業完了へ向けて活動内容を確認。

聞き取り調査 計画通り ⽇本語学校等へ学⽣の状況について聞き取りを実施。

物資等の確保 ほぼ計画通り 住居関係物資は計画通りに確保。その後随時追加購⼊。

環境整備 計画通り 業務実施体制の整備及び住居整備を11⽉までに完了。

考察等

コロナの流⾏による経済的困窮を「間接的なコロナの影響」とすると、地域の蔓延により、外国⼈⾃⾝がコロナに罹患
する、濃厚接触者となる、罹患を防ぐためのマスク、消毒等個⼈的防御のためのコスト増「直接的な影響」も多く⾒ら
れ、この状態はしばらく続くと思われる。⼤都市圏と直接つながっている宮城県ならではの問題もあり、事業開始時に
は予測が困難であった情勢が⾒えてきた。⽀援者の側のリスクを防ぎながら引き続き外国籍住⺠の脆弱性を⾒極めるノ
ウハウを積み重ね、連携のネットワークを築くことで「外国⼈の困窮は⽇本⼈にとってのリスクとなる」「外国⼈への
⽀援は地域全体のリスクを軽減する」というメッセージを広めることが重要であることが分かった。偏⾒を防ぎつつ⽀
援者への意識づけを強化し、必要な外国⼈住⺠にピンポイントでリーチアウトすることで、外国⼈住⺠の困窮度を低下
させることができたと考えられる。

活動詳細 進捗 概要

オリエンテーション、窓⼝
業務開始

ほぼ計画通り 11⽉に住居を契約し、その後窓⼝業務を開始。

結果
⾷料品や消耗品の提供を2回に分けて実施し、シェルターへの⼊居者を含めた⽣活困窮者延べ120名程に対して⽣活⽀援
を⾏った。

考察
⾷料品や消耗品の提供により⽣活困窮度が低下した。

事業実施以降に⽬標とする
状況

外国籍住⺠のコロナによる困窮度が低下する

⼈材の確保 計画通り 予定通り、⽀援員を新規に雇⽤した。

今回の事業実施で達成され
る状態

経済的・社会的に困窮している地域定住外国籍住⺠に対し、⾷料品、⾐料品、⽣活衛⽣雑貨等を提供する。

指標 提供する⼈数

⽬標値・⽬標状態 ⽣活困窮者50⼈に対して2回、⾷料品や消耗品等を提供し、⽣活⽀援を⾏う。

今回の事業実施で達成され
る状態

留学⽣コミュニティへのアウトリーチ型への相談活動を実施し、必要な⽀援や情報の提供を⾏うと共に、Wi-Fiルーター
を貸与して、連絡や遠隔的な相談を受けることを可能とする。

指標 Wi-Fiルーターの貸与先の数、アウトリーチ型の相談活動の数

⽬標値・⽬標状態 Wi-Fiルーター5台の貸与と、遠隔での情報発信、相談⽀援を通じて、⽀援⾦等の必要な⽀援が⾏われる。

結果
Wi-Fiルーター5台を各居室の⼊居者に1台ずつ貸与し、メールやオンラインミーティングにより⼊居者に対して定期的に
相談⽀援を⾏った。

考察
インターネットの活⽤が可能になり、気兼ねなく情報収集やオンライン授業の受講ができるようになった。また、相談
⽀援により不安が軽減した。



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させなくても⼤丈夫です）

補⾜説明 特になし

合計 \4,807,980 \592,020 \5,400,000 \5,437,832 101%

101%
管理的経費 \0 \0 \0 \0 #DIV/0!

事業費
直接事業費 \4,807,980 \592,020 \5,400,000 \5,437,832

2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率

仙台医療福祉専⾨学校 外国籍住⺠の困窮度の低下
外国⼈技能実習機構 外国籍住⺠の困窮度の低下

活動 実績内容 結果・成果・影響等

フードバンク岩⼿ ⾷料⽀援での連携 外国籍住⺠の困窮度の低下
⾷料⽀援での連携
⽀援対象者の掘り起こし

●⽣活困窮者に対する⾷料
品、⾐料品、⽣活衛⽣雑貨の
提供

計画通り

・⽣活困窮者を幅広く⽀援するため、活動内容を追加し、⾷料等の⽀援を実施することとし
た。
・⼊居者を含めた⽣活困窮者延べ120名程に対して、⾷料品、⾐料品、⽣活衛⽣雑貨を提供
した。

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

・フードバンク岩⼿から約70名分の⾷料を譲り受け、留学⽣の多い専⾨学校など関係団体へ広く配布した。配布活動を
通して、アルバイトができなくなり⽣活が苦しい留学⽣が多数いるという現状も把握することができた。配布先では喜
びの声が多く聞かれ、困窮者⽀援の範囲を更に広げることができた。
・外国⼈技能実習機構との連携により、監理団体を通じて、帰国困難となっている元技能実習⽣へリーチすることがで
きた。対象者は緊急に⽀援が必要な状況であり、そのような潜在的ニーズをすくい上げ救済することができたのは⼤き
な成果の⼀つであった。

課題を取り巻く変化

事態の⻑期化により、外国籍住⺠の⾔葉のハンディ、経済的ハンディによる⽣活困窮度はますます深刻化している。そ
のような中、事業における住居⽀援、⾷料⽀援、相談⽀援などの活動を通じて、彼らの⽣活困窮度を低下させるととも
に、経済⾯や精神⾯の不安を軽減させることができたと考えられる。
しかしながら、先が⾒通せないという現状にあって、外国籍住⺠が必要としているのはより⻑期的なケアであるという
ニーズも⾒えてきた。今後は、今回連携して活動した各団体とのネットワークを更に強化しながら、個々のニーズに合
致する⽀援を継続的に⾏うための⽅策を探っていく。

・帰国困難者、⽣活困窮者に
対する5部屋の住居の提供
と、⾷事・⾷材の提供
・⼊居者に対する原則、毎⽇
の健康状況の確認、希望者へ
の個別相談の確保。

計画通り

・設置した5部屋へ6名が⼊居し、⼊居時及び退去時のサポートと⾷料品の提供を実施。
・⼊居者内訳：中国⼈男性（⼤学院⽣）、ネパール⼈⼥性（専⾨学校学⽣）、パキスタン⼈
男性（⽇本語学校学⽣）、モンゴル⼈⼥性（⼤学院休学・帰国困難）、ベトナム⼈⼥性2名
（技能実習終了、帰国困難）
・健康状態の確認、地震発⽣時の安否確認などを実施。

⽇本語の習熟の問題、情報伝
達の問題などで必要な⽀援や
困りごとの発信ができない層
に対し、集住地域やハブに
なっている拠点等に、Wi-Fi
ルーターを貸与し、団体との
情報共有やオンライン相談、
その他の活⽤を図る。

計画通り

・⼊居者に対して1部屋につき1台のWi-Fiルーターを貸与し、気軽に相談できる態勢を整え
た。
・⽇本語能⼒が⼗分でない外国籍住⺠に対しては英語によるサポートを⾏った。オンライン
ミーティングによる相談を受け付けるなど、困りごとの解消へ向けた⽀援を実施した。



有無

有

有

無

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

規程に基づき内部に窓⼝を設置

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように
改善されましたか。

既存の規程類の内容を精査し、より現状に合った内容へアップデートすることがで
きた。

6.報告年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定で
すか。（実施済みの場合を含む）

内部監査を実施

広報制作物等 ポスター

報告書等

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

法⼈Facebookによる広報活動
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA
%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3
%83%9F%E3%83%BC-799135996849826

4. 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏ってい
ますか。

はい

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通り
に開催されていますか。

はい 定款の定める通りに理事会を実施

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい



Ⅻ. その他

⾃由記述

●事業実施を通じて上⼿く⾏った点やアピールしたいこと、エピソード
 コロナ禍の最中このような事業に応募することの是⾮を財団理事会で検討した時「このような外国⼈への⽀援をうちがやらなくてどこがやるん
だ！」という基本に⽴ち戻った気持ちが共有された。実⾏部隊のスタッフがよく理解しすぐ動いてくれた。司令塔だけではなく常に「現場」を持っ
ている私たちの強みだと感じた。「外国⼈」と⼀⼝にいっても技能実習、特定技能、定住者、⼦ども、留学⽣、その他在留資格保持者・⾮保持者
（不法滞在）、難⺠申請者などいろいろな括りがある中で、私たちは当事者および関連団体のほぼ全てに⽬配りしてきた。そのため、コロナ困窮
者・帰国困難者という括りをすぐにイメージすることができ、その中で事業の趣旨に沿った実⾏可能なスポットに光をあてることはさほど難しくは
なかった。
 メインの⽀援であった「住宅の無償提供」について記憶に残るエピソードの⼀部
 ・あまりにいい話なので最初は信じられずに応募をためらって、この財団が本当に存在するか調べた。
 ・友⼈宅を転々としたり研究室に寝泊りしたりしていた。
 ・担当の先⽣から「本当にどうしようかと思っていた」と感謝された。
 ・帰国便が決まって夜に出発する留学⽣をスタッフがアパートから⾒送った。
 ・物がなくなったり破損されたりしたことは⼀度もなく、マナーよく使ってもらえた。
 ・他県の困窮者や難⺠申請者から要望があったが応えられなかった。
 ⾷料の⽀援について記憶に残るエピソードの⼀部
 ・⽶などの基本物資に加え、「お菓⼦」が⼤変喜ばれた（年齢の近い⽀援スタッフのアイテム選定）
 ・専⾨学校の先⽣から、困窮留学⽣が「歓声を上げた！」という報告をもらった。
 ・学校からだけではなく、連絡先を知っている卒業⽣からも感謝のメールが個別に届いた。
 ・学校と家との往復路しか知らないという定住外国⼈の⾼校⽣兄弟が迷いながら⾃転⾞に乗って取りに来た。
 ・所属する教会から⽀援を受けている外国⼈がいた。公正を保ちながら今後の連携先として考えさせられた。
●今後の類似事業や、休眠預⾦事業等への教訓や提⾔
 外国⼈住⺠が全⼈⼝の2％を超えた現在、「⽀援」とともに「共⽣」の視点が重要になる。移⺠（定住⺠）とその予備軍の存在を無視したり敵視
したりすることは⽇本⼈にとっても不利益をもたらす。今後、⽇本⼈の中の「多様性」と響きあうような、適正な関与ができるような、事業の組み
⽴てができたらいいと思っている。お⾦やもの、ひとを動かすことの先に、マインドを育てるような休眠預⾦事業が望まれる。
●今回の事業を受けて、⽬標とする状態への新たなアプローチや気づき等
 世界的パンデミックという未曾有の事態の中で様々な気づきがあった。外国⼈留学⽣や実習⽣が感染のハイリスクグループになりうることは、エ
スニックコミュニティーのつながりによるクラスター発⽣等によって明らかであった。外国⼈に対する偏⾒が⽣まれるきっかけとなっている中で、
偏⾒ではなく事実を冷静に分析した上で事業のスコープ外の感染対策を⾏うことに注意を払った。情報弱者でもある外国⼈住⺠に最新のニュースを
伝え、衛⽣⽤品の供給をすると同時に、直接接する⽀援者の感染予防も⾏う必要があったのである。
⼤都市圏と直接つながっている宮城県（仙台市）が感染者を増やしていく状況下、⽀援者の側のリスクを防ぎながら外国籍住⺠の脆弱性を⾒極める
ノウハウを積み重ね、連携のネットワークを築くことで「外国⼈の困窮は⽇本⼈にとってのリスクとなる」「外国⼈への⽀援は地域全体のリスクを
軽減する」というメッセージを広めることが重要だとの認識は、事業開始時には予測していなかった気づきとなった。偏⾒を防ぎつつ⽀援者への意
識づけを強化し、必要な外国⼈住⺠にピンポイントでリーチアウトすることで、外国⼈住⺠の困窮度を低下させることができたと考えられる。この
アプローチは、多分後世歴史に残る世界的パンデミックという有事への対応⼒から⽣まれたアプローチであった。


