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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。

①受益者 ②課題

外国⼈・外
国にルーツ
を持つ⼈

外国⼈・外
国にルーツ
を持つ⼈

①シェアハウス運営による住居の確保
⼊居者を募集し、登
録・契約して把握

5⼈までの安定した⼊
居

短期⼊居男性・２⼈、
⻑期⼊居⼥性・1⼈

当初⽬標した5名には届かなったが、3名⼊居
があった。⻑期利⽤した1名は、⼊国後の、2
週間の隔離期間は外出できなかったため、学
校への⼿続き、買い物を代⾏し、隔離期間後
も、⽣活⾯の⽀援をしている。
当初、就職困難な外国⼈が多く出てくること
を予想して、事業を設計したが、そういう相
談が寄せられなかった。ニーズがあり⼊居に
繋がったのは、次の就職が決まるまで、国に
帰るまで、⼊国し隔離期間の間の利⽤であっ
た。
3名にとどまったのは、1.⼊国する外国⼈が少
なかったこと、2.当初の計画がニーズに合っ
ていなかったからと、3.広報が不⼗分だった
からが要因に思われる。
出⼊国が制限されていることから、今後も住
まいに困る外国⼈のニーズはあることが予想
されるため、引き続き関係団体に広報してい
く。

②外国⼈労働者の仕事と在留資格の確保

技能実習を終了・特定
技能・特定活動で孤⽴
した⼈。留学⽣の就労
資格への変更

相談件数・１００件
1年間の相談件数・
134件。個別⽀援につ
ながった

計画時に想定していたよりも多様な相談が寄
せられた。留学⽣の受け⼊れ⼈数が少ない⼤
学や、はじめて外国⼈を雇⽤した企業等は、
在留資格の就労要件の変更の仕⽅を知らない
担当者もおり、代わりに外国⼈に変更⼿続き
の仕⽅をお伝えした。今まで以上に、相談事
業の広報と、Web・SNSを活⽤した在留資格
の相談していきたい。
コロナ禍の中で、外国⼈労働者にトラブルが
増加しているので関係団体と連携し問題点を
把握し防⽌していく。

事業実施概要

コロナ禍で就労や⽣活に困難を抱える外国⼈に対し、居場所・⽣活を⽀援することを⽬的とし３つの事業を⾏った。
①シェアハウスの運営 ②WEBを使⽤した外国⼈と関係者の相談と個別⽀援 ③オンラインによる⽇本語教育
＜実施概要＞
①シェアハウス事業：住居を提供する。事業開始当初は・⼥性のみで１２名の定員だったが、コロナ感染拡⼤の⻑期化に伴い⼀⼈⼀部屋男⼥別棟にし５名の定員にし
て運営した。結果は短期⼊居男性２名、⻑期⼊居⼥性１名の実績となった。短期⼊居者は帰国待ちのベトナム⼈技能実習⽣、他県から来た⽇系ブラジル⼈の労働者、
⻑期⼊居者はポーランド⼈の国費留学⽣を⼤学からの依頼で上陸直後の隔離期間から受⼊れた。
②WEBを使⽤した外国⼈と関係者の相談と個別相談：相談件数か１年間で１３４件となり⼤多数が外国⼈本⼈よりは関係者からの相談となった。電話・メール予約
の上、対⾯での相談が主になった。
③オンライン⽇本語教室：４⽉から９⽉まで毎週⽇曜⽇に⽇本語教師ネットワークの講師により講義をした。当初の受講⽣登録は５０名だったが、継続した受講者は
１０数名にとどまった。

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感染症の⻑期化により、仕事やアルバイトを失い⽣活が困難な外国⼈が増えることが予想されたが、実際にはそういった相談は寄せられなかっ
た。事業の開始時期には⼊管の規制緩和が⾏われており⽐較的就職がしやすくなったことと、また新型コロナウイルス感染症が⻑期化し、予想以上に出⼊国が制限さ
れたことが要因であると思われる。
上記のような社会情勢の変化を踏まえ、当初の事業計画では⻑期⼊居者のみを対象としていたが、新型コロナウイルスの影響で共同⽣活が敬遠されること・短期⼊居
の希望が寄せられたことから、計画の⾒直しを⾏った。その結果シェアハウスへは3名の⼊居があった。次の就職が決まるまで利⽤したい、空港のチケットが取れる
まで利⽤したい、⼊国して隔離期間の間利⽤したいという声があった。今後も、出⼊国が制限されること、企業の状況により技能実習⽣がリストラされる可能性もあ
ることから、ニーズは継続してあると思われるため、事業は継続していく。
相談事業は134件問い合わせがあり、⽇本語教室は、前向きな感想が寄せられたことから、事業計画は適切で合ったと考察する。⼀⽅で、病気療養・妊娠、収⼊源無
し、犯罪に巻き込まれる等当法⼈だけでは解決できない相談も多くあり、今後連携先を増やしていく必要がある。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

実施時期: 2020年11⽉〜2021年10⽉
事業対象地域: 岡⼭県

事業対象者:
岡⼭県内に暮らす技能実習⽣を含む外国⼈労働者及び留学⽣など在留
外国⼈並びに中⼩企業団体・雇⽤主・学校などの関係者

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 就労困難な外国⼈の居場所・⽣活⽀援
資⾦分配団体名: 中国5県休眠預⾦等活⽤コンソーシアム
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈メンターネット



外国⼈・外
国にルーツ
を持つ⼈

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

考察等

・コロナ禍の中で集合研修はできなかったが、モニターテレビも活⽤し対⾯とオンラインを併⽤した研修会や会議を⾏った。双⽅向のオンライン研修のノウハウを得
ることができたので、今後は直接外国⼈を対象にした研修等を⾏う必要がある。
・すべてオンラインで講師・受講者・運営管理者が別の場所からスマートフォンからも参加できる⽇本語教室は初めて取り組み事業を継続させる体制は得られた。団
体に所属していない孤⽴した外国⼈の参加を得るための広報の⼯夫が課題である。
・SDGｓにも位置付けたが、外国⼈労働者・留学⽣を対象にしたこともあり不⼗分に終わった。

活動 進捗 概要

①シェアハウスの開設（什器備品・コロ
ナ対策消耗品の購⼊）及び開設記念⾏事

遅延あり

⼊居者の募集を1⽉から開始し、2⽉にシェアハウスの設置・開設を完了した。
⼊居者の受付募集として、岡⼭県国際交流センターや岡⼭市多⽂化共⽣ネットワーク会議、留学⽣がいる⼤学に約50団体の広
報をした。おかやま⼊居⽀援センターも含めた実⾏委員会でシェアハウス開設記念の⼊居促進のセミナーを⾏った。
16件問い合わせがあり、3件⼊居があった。
1⼈⽬.コロナで帰国できないベトナム⼈技能実習⽣。3週間利⽤。⾶⾏機が取れたため、帰国した。
2⼈⽬.派遣会社に所属した他県からの⽇系ブラジル⼈。2週間利⽤。その後、就職先の社宅に引っ越した。
3⼈⽬.⼤学から依頼されたポーランド国籍の国費留学⽣。10⽉末から来年の8⽉まで。空港に出迎え2週間の隔離期間から受
⼊、住所届・保険の⼿続き、携帯電話の⼿続き、家電の使い⽅を教える等、⽣活⾯のサポートをした。
問い合わせがあったが、⼊居しなかった例として、「次の就職が決まるまで就職したい」「技能実習⽣が数⼈⼊国するので、
まとめて貸して欲しい」の相談があった。理由は、次の就職が決まったため、前の会社の宿舎を借りることになったため、研
修センターから遠いため別の場所を借りることになったためである。
今後のシェアハウスの運営は、コロナ禍の中では男⼥別棟・⼀⼈⼀部屋の個室で5部屋の定員とし、ポストコロナには、各部屋
も共同⽣活として12名の定員で運営する。運営費は家主より毎⽉・1万円＋家賃収⼊の５％を受け取りまかなう。

事業実施以降に⽬標とする状況

・新型コロナウィルの影響が続く中でも、外国⼈の最低限の暮らしを保障しながら、就業に必要な技術を⾝に着けられるような研修機会を持続的・恒常的に提供し続
けられるようになる。
・外国⼈の状況：コロナで職を失った⼈が、⽇本で働くうえで必要な⽇本語能⼒、資格、技能等を⾝に着け、安⼼して働き続けながら⽣活の安定を取り戻すことがで
きるようになる。
・地域からの信頼：外国⼈市⺠として地域住⺠との「多⽂化協働」を⽬指す。

・再就職⽀援
就労規制の緩和が取られたことにより、当初
想定よりもコロナの影響による失業者は少な
かった。相談内容としては当初想定よりも多
岐に渡る困り事が寄せられ、その対応を⾏っ
た。具体的には①難⺠不認定後の特定活動に
変更した就労②夫の借⾦返済で働く会社を探
している⽇本⼈の配偶者に情報提供③技能実
習⽣から介護特定活動での再就職留学⽣の就
労在留資格変更5件など。
・孤⽴外国⼈⽀援⽀援
具体的には①妊娠した⼥性の結婚②末期がん
の⼈の医療滞在⼿続き③⽇本⼈夫のDVでシェ
ルター⼊居・離婚調停・結核⼊院の期間更新
許可④「コロナ」で派遣の仕事がなくなり、
⽣活保護・離婚裁判・通院治療・⼦供も含め
て帰国できない⼈の在留資格取得⑤パワハラ
を受けた技能実習⽣のサポートなどを⾏っ
た。同法⼈だけでは解決できない課題も多
く、今後は提携先を増やし対応できる内容を
増やしていく必要があると感じている。

就職⽀援、孤⽴外国⼈
⽀援は合わせて15名
以上の個別⽀援をし
た。

アフターフォローによ
る

それぞれ5⼈以上④再就職外国⼈の上昇・孤⽴外国⼈の減少
外国⼈・外
国にルーツ
を持つ⼈

③Ｗｅｂで⾃宅・宿舎などでの⽇本語学習の
確保

システムで出席・評価
試験をし把握

合計参加者数・25⼈

合計参加者数20名。
2021年7⽉の⽇本語能
⼒試験合格者が5名
あった。

技能実習⽣、留学⽣を対象に、⽇本語能⼒を
N5程度からN4程度に⽬指すことを⽬標に事
業を⾏った。「会話が楽しく出来た。」、
「⽇本語を勉強するきっかけになった」と毎
回参加した外国⼈は前向きに取り組めていた
⼀⽅で、「漢字になって分からなくなった」
という意⾒もあった。
50名登録したものの、合計参加者数が２０名
にとどまったのは、参加者によってレベルが
違うことも要因に思われる。今後は、別の助
成⾦を活⽤して、会話コース、N4程度の⽇本
語等、レベル別の講義を⾏っていく。



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る必要はありません）

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）
購⼊物品に活⽤した。

4.報告書等
資⾦分配団体が発⾏する報告書において、事業成果を公開予定

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
⼭陽新聞・2021年2⽉11⽇付「困窮外国⼈⼥性にシェアハウス 岡⼭のNPOが開設、低額で⼊居」
読売新聞⼣刊.・2021年9⽉13⽇付「コロナ困窮に休眠預⾦ 若者や外国⼈に⾷事・住居」

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの
シェアハウス⼊居の広報・チラシ、Webへの掲載物

合計 3,197,939 3,197,939 100.0%

補⾜説明

事業費
直接事業費 3,197,939 3,197,939 100.0%
管理的経費 0 0 #DIV/0!

おかやま⽇本語教師ネットワーク 翻訳通訳者ネットワークと合わせて専⾨家として依頼  オンライン⽇本語教室に具体的に講師を派遣し、改善提案もしていただいた。
⾏政の多⽂化共⽣ネットワーク会議など 相談業務で連携  ネットワーク会議のメンバーにネットで広報していただき、相談・⽇本語受講⽣・シェアハウス⼊居で連絡・紹介をいただく。

計画額 実績額 執⾏率

岡⼭県中⼩企業団体中央会 外国⼈技能実習⽣受⼊組合協議会を組織した外国⼈技能実習制度適正化事業。監理団体への広報と⽇本語教育への⽀援で成果があった。
協同組合外国⼈材サポートセンター 弁護⼠・社会福祉⼠など専⾨家との連携。 技能実習⽣のトラブルや法律問題・介護⼈材で監理団体へのアドバイスなどで成果があった。
NPO法⼈おかやま⼊居⽀援センター 外国⼈の⼊居⽀援で新たに連携 新たに外国⼈の居住⽀援に取り組まれたので本事業のシェアハウス⼊居の具体的なアドバイスをいただいた。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

シェアハウスの広報の件で、今まで繋がりのなかった団体・⾏政機関・学校・専⾨家の⽅などから問い合わせがあり、マスコミの取材が４社、⾼校⽣の取材が２件
あった。地元新聞に掲載されたことで、⼤⼝の寄付もいただいた。今後の事業継続へ活⽤していく。

課題を取り巻く変化

新型コロナウイルス感染症が⻑期化している。事業実施の過程で⽣じた最⼤の課題は、在留外国⼈のトラブルや犯罪に巻き込まれるケース、失踪・妊娠・ギャンブル
など問題が複雑で解決が困難な課題である。⾏政や多⽂化共⽣団体と共同して取り組んでいくことが重要になっている。コロナ禍の中での技能実習⽣や留学⽣を中⼼
にして３０数万⼈の外国⼈が⽇本に⼊国できない状態が続いている。また、ここ数年、デジタル化の進展やアジアを中⼼にした経済成⻑に伴い、⽇本での就労や留学
に対する外国⼈の意識の変化がある。それに対して⽇本及び⽇本⼈のグローバルな環境変化への認識や課題対応が遅れている。

連携先 実施内容・結果

④⽇本語教師・翻訳通訳者ネットワーク
や協⼒団体と実⾏委員会をつくり運営す
る。

計画通り

これまでの外国⼈技能実習制度適正化事業の実⾏委員会に加えて、NPO法⼈おかやま⼊居⽀援センターにも参加していただき
外国⼈居住⽀援の事業を継続させることになったのは成果である。
1回⽬ ⽇時：２０２１年７⽉２１⽇（⽔） 場所：ミームテラス＋オンライン
内容：コロナ禍の中での休眠預⾦助成⾦事業の推進のため、各団体の事業を報告し、本事業で協⼒できることを論議した。
2回⽬ ⽇時：２０２１年８⽉２２⽇（⽇） 場所：ミームテラス＋オンライン
内容：コロナ禍でのシェアハウス計画変更及び⽇本語教育などの中間総括
シェアハウスを短期間⼊居、個室にし⼀⼈⼀部屋、男⼥別棟とし、翻訳通訳者ネットワークのメンバーでやさしい⽇本語と多
⾔語に翻訳し、ホームページやフェイスブックで広報することにした。同時に本事業終了後も実⾏委員会として事業を継続す
ることも確認した。

②Ｗｅｂ・ＳＮＳによる出⼊国や在留資
格の情報提供と相談業務（200件の相
談・20件の個別⽀援）

計画通り

在留資格の変更の⼿続きを中⼼に、134件の相談と15件の個別⽀援があった。その場ですぐに相談にのる必要があるので、電
話、メールでの対応が多かった。外国⼈本⼈よりも、留学⽣の多い学校、技能実習⽣受⼊企業・団体からの相談が多い。
１３４件の相談内容の半数が在留資格、半数がシェアハウス・⽇本語学習・法務（トラブル等）・⾏政を含む⽣活相談であっ
た。コロナの影響を受けた相談内容は、帰国できない⼈の在留資格と就労が多かったが、特徴的なのは解決が困難なパワハ
ラ・妊娠・ストレス・暴⼒・ギャンブルなどのトラブルやSNSで犯罪に巻き込まれる事例もあった。
個別⽀援では、離婚し在留資格を失う⼥性、他団体が⽀援していた重病になり⽣活困難な外国⼈の在留資格、外国⼈経営の飲
⾷店のコロナ対策助成⾦申請などもあった。⼀つ事例をあげると外国料理店で、コロナで売り上げが３割に減少し、経営が債
務超過に陥り、従業員が退職したので⼊管の在留資格の許可が困難になった。この会社の顧客増加、新規事業計画や増資など
包括的な⽀援を⾏い在留資格の期間更新が可能になる⽀援をした。

③集合教育が困難な状況の中、Ｗｅｂ会
議システム（Ｖｒｏｏｍ）を使⽤してＥ
−ラーニングで⽇本語能⼒のスキルアッ
プを図る。

ほぼ計画通り

4⽉から開始。⽇本語教師ネットワークの資格者の⽇本語教師2名により週に1回、毎週⽇曜⽇にオンラインで⾏っている。 登
録者が50名で、毎回１０名前後が参加した。受講者は技能実習⽣・留学⽣・帰国できない特定活動者・就労希望者・家族滞在
者などが参加した。技能実習⽣は漢字の読み書きはほとんどできないので参加しなくなったこともあり、その点、Web会議シ
ステムでは不⼗分な学習効果しか得られないので会話を重視した。 会話は双⽅向で楽しく学ぶことができた。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

⾃由記述

特になし

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、
または受領していますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

内部と外部に窓⼝を設置

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しまし
たか。

はい

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査
監事が、会計監査を⾏った。内部監査

実施予定はない

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っています
か。

いいえ

公開に向けて準備中

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置してい
ましたか。

はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されてい
ますか。

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。 変更はなかった

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。 完了

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況
がどのように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開してい
ますか。

未公開

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況 内容


