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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

その他

外国⼈・外
国にルーツ
を持つ⼈

その他

その他 連携の不⾜

その他 連携の不⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

外国⼈住⺠への⽀援に関⼼のある団体へノウ
ハウの共有できる

共有団体数 5団体

上記の団体と情報共有
ができる関係性が構築
されていることについ
て、そのプロセスなど
は⼭⼝県国際交流協会
に共有している

現場で動くことで実践的な事例は蓄積されてきて
いるが、体系だったものにはなっていないため、
今後は展開しやすいしくみ化を想定しながら運営
していく必要がある。

事業実施以降に⽬標とする状況

２市程度でモデル的に事業を実施し、４〜５家庭を⽬標に⽀援を実施する。
その事業実施のプロセスやノウハウ、関係機関とのネットワーク形成などを振り返り、外国⼈住⺠への⽀援に関⼼のある団体などに共有し、検討する場をも
つ。
専⾨性の⾼い⼈材が必要な部分と、ボランティアに協⼒してもらう部分を整理し、他市でも展開しやすいしくみ化を⽬指す。

5事例

当会が他事業で実施し
た外国⼈住⺠向けの⾷
品配布会の場（5会
場）で聞き取りを実施

⾷品配布会の参加者のほとんどは、技能実習⽣や
留学⽣であった。コロナ禍での影響としては感染
拡⼤防⽌のために休業による給与の減少、飲⾷業
のアルバイトの減少などはあったが、回復してき
ているといった内容が主であった。
技能実習、留学⽣以外の在留資格者と接点を持つ
ことが事業実施当初は少数しかできず、コロナ禍
の⼤きな影響は把握できなかった。

困難を抱えやすい家庭を把握し、⽀援を実施
する

⽀援している家庭数 ４〜５家庭
7家庭（⼭⼝5家庭、
防府２家庭）

⼦どもの⽇本語教室を通じてつながった家庭の中
で、親の⽇本語の理解が⼗分でない、パート就労
で収⼊が不安定、ひとり親家庭など様々な状況の
家庭があることが分かり、必要な⽀援につなげた
り、⾏政⼿続きを共に⾏ったり、関係機関と情報
共有したりしていった。
⻑期的な関わりには、まず関係性の構築をするこ
とが必要であり、⼦どもを介すことでそれが有効
に⾏えた。

多様な機関との連携ができる 連携機関数

社会福祉、教育、企
業、地域など多様な属
性と相談できる体制が
できる

フードバンク、⽣活困
窮者⾃⽴相談⽀援機
関、教育委員会、学校
などと情報共有ができ
る関係性が構築されて
いる

個別の事例を通して、関係機関に情報共有するな
どの関わりをくり返していくことで、外国⼈住⺠
の抱える課題や、その解決⼿段などを、⾏政の担
当部署と対話し、今後の進展に向けた話し合いな
どを⾏うことができた。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 外国⼈住⺠の⽣活を包括的に⽀えるしくみ
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: ⻘年海外協⼒隊⼭⼝県OB会

事業実施概要

⼭⼝県では⽣活者としての外国⼈住⺠を⽀援する事業はほとんど取り組まれていない状態である。特に家族で暮らす外国⼈住⺠は、⽀援が必要になった時に
は多様な関わりが必要となる。その家庭が適切な⽀援機関につながることを⽀援する役割と、外国⼈住⺠の就労⽀援や⼦どもの⽇本語教育などをモデル的に
実施していくことで、相談機能と様々な事業を併せながら継続的に外国⼈住⺠の⽣活を包括的に⽀えるしくみづくりを⾏いたいと考え、本事業を実施した。
事業開始当初、⽣活困窮に関する相談が数件あったが、継続的な相談にはつながらない状況が続き、そちらの⽅向から就労⽀援につなぐことはできなかっ
た。
⼀⽅、⼦どもための⽇本語教室を開始し、そこを通じてつながった家庭の中で、親の⽇本語の理解が⼗分でない、パート就労で収⼊が不安定、ひとり親家庭
など様々な状況の家庭があることが分かり、必要な⽀援につなげたり、⾏政⼿続きを共に⾏ったり、関係機関と情報共有したりしていった。
個別の事例を通して、多様な機関と情報共有などができる体制ができ、今後の⽀援のあり⽅などの話し合いを⾏うことができた。

実施時期: 2021年1⽉〜2021年12⽉
事業対象地域: ⼭⼝県
事業対象者: 外国⼈住⺠

課題設定、事業設計に関する振り返り

外国⼈住⺠を取り巻く様々な関係機関と連携できるよう、事業開始当初に事業説明などに回ったことで、各機関から外国⼈住⺠からの⽣活困窮の相談があっ
た場合、連絡がくるような体制にはなったが、実際には継続的な相談にはつながらなかった。
⼀⽅、⼦どものための⽇本語教室を開始し、そこを通じてつながった家庭の中で、親の⽇本語の理解が⼗分でない、パート就労で収⼊が不安定、ひとり親家
庭など様々な状況の家庭があることが分かり、必要な⽀援につなげたり、⾏政⼿続きを共に⾏ったり、関係機関と情報共有したりしていった。
個別の事例を通して、関係機関に情報共有するなどの関わりをくり返していくことで、外国⼈住⺠の抱える課題や、その解決⼿段などを、⾏政の担当部署
（⼭⼝市でいえば教育委員会、国際交流課）と対話し、今後の進展に向けた話し合いなどを⾏うことができた。また⼀般者向けの活動報告会やクラウドファ
ンディングなどを通じて、課題について多くの⽅に啓発ができたと考えている。
現場で動くことで実践的な事例は蓄積されてきているが、体系だったものにはなっていないため、今後は展開しやすいしくみ化を想定しながら運営していく
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

外国⼈住⺠のコロナ禍で受けた影響が把握で
きる

コロナ禍の影響事例数



Ⅴ．活動

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）

補⾜説明
事業開始当初、担当する職員が定まらない期間があったため、⼈件費に関する⽀出が想定よりも少ない状況があった。

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

困窮者からの相談の紹介、⽀援物資の調達

計画額
1,448,720

68,630

実績額
1,067,000

34,298

執⾏率

72.6%

73.7%
管理的経費 50.0%

事業費
直接事業費

1,517,350 1,101,298合計

広報内容

中国新聞（6⽉22⽇）※資料添付
朝⽇新聞（11⽉9⽇） 参考URL https://www.asahi.com/articles/ASPC86SMYPC1TZNB01B.html?fbclid=IwAR2VV-
qvaidxePOe1ht7QYxnZBwaFpvxRU785l_gbzS-4vR39UjDJecV6Lc

⽇本語教室
フードバンク⼭⼝

⼦どものための⽇本語教室への学⽣ボランティア協⼒

アルバイトなど希望する外国⼈住⺠
の情報収集

遅延あり 留学⽣や⼦どもの⽇本語教室で関わる外国⼈住⺠に対して聞き取りをしたが、現状の就労以外の斡旋についてのニーズは
なく、実施せず。

以降、就労⽀援をはじめとする協⼒
企業を広げるための営業を実施 中⽌  〃

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

⼦どもの⽇本語教室をモデル的に始めたが、関わる⼦どもは通算34⼈となり、中学⽣などは受験を視野に⼊れた指導など継続的な実施の必要性が⾼まって
きた。
本助成終了後も事業を継続できるよう、2021年12⽉に1か⽉間のクラウドファンディングを実施し、105名から878,000円の寄付を得ることができた。
2022年1⽉以降はそれを財源とし、また恒常的な活動となるよう継続的なファンドレイジングを⾏っていく。

課題を取り巻く変化

これまで⽇本語の⽀援が必要な⼦どもがいても、各学校では対象児童・⽣徒が少⼈数のため、⽀援する⼿⽴てがないという状況も起こっていたが、⼦どもの
⽇本語教室を実施することで、⼭⼝市・防府市においてはその受け⽫ができた。
また、⼭⼝市教育委員会などに情報共有し、外国籍児童・⽣徒の相談に対応する中で、これまで外国籍児童・⽣徒が新たに転校して来た際、⺟語の通訳者が
⼀定期間つくという体制が取られていたが、⽇本語能⼒を⾼めるため、通訳者に代わり、⽇本語教師をつけるという事例が⽣まれた。

公益財団法⼈⼭⼝県国際交流協会
教育委員会

⼭⼝⼤学

外国⼈住⺠からの相談の紹介、必要な⽀援先の情報提供
学校での外国籍児童の情報共有、外国ルーツの⼦ども⽀援の⽇本語教師や外国語通訳者の紹介

⼦どものための⽇本語教室への学⽣ボランティア協⼒、会場提供

連携先 実施内容・結果

⼭⼝市 市内3か所の個別指導時の会場提供

ニーズのある家庭の状況を聞き取
り、⽀援計画の策定 遅延あり

上記の理由から事業開始当初は実施できていなかった。
⼦どもの⽇本語教室を開始し、⼦どもに関わることでその親との関係性が構築され、継続的な⽀援につなげていけるよう
になった。

就労⽀援機関からの情報収集およ
び、農業法⼈などの短期アルバイト
などの情報収集

中⽌
アルバイトの仲介を希望する外国⼈住⺠のニーズがないため、実施せず。

その市の国際交流、福祉、教育担当
の部署、社会福祉協議会などへの事
業説明

計画通り
2021年1⽉〜2⽉に⼭⼝市、防府市の国際交流担当部署、教育委員会、社会福祉協議会に事業説明に伺った。

ニーズのある家庭の情報収集 遅延あり 事業開始当初は、各機関から外国⼈住⺠からの⽣活困窮の相談があっても、場当たり的なもので、継続的な相談につなが
らず途切れてしまい、⽀援につながらなかった。

遅延あり

計画通り

既存にある必要な⽀援とマッチング
をサポート

夏休み期間中に、⼦ども向けの⽇本
語学習を短期間実施（⻑期休暇中に
継続実施。春休みには新⼊学に向け
たサポートを実施）

⼦どもの⽇本語教室を通じて関わるようになった家庭のうち、状況に応じて必要な⾏政サービスや寄贈プログラムなどと
のマッチングを⾏った。

2021年3⽉から⼭⼝⼤学を会場にした⼦どものための⽇本語教室を開始。（週1回 ⽊曜⼣⽅）当初は数名の参加だった
が、次第に⼈数が増えていった。ニーズはあるが会場まで通えないという相談もあり、10⽉より⼭⼝市内で3か所（秋
穂、⽩⽯、⼤歳）⼩集団や個別指導の場を展開。（各会場週1回）夏休み、冬休み期間中には防府市でも実施した。（延
べ8⽇）

外国⼈住⺠へのヒヤリング(10⼈程
度） ほぼ計画通り

⾷品配布会の参加者のほとんどは、技能実習⽣や留学⽣であった。コロナ禍での影響としては感染拡⼤防⽌のために休業
による給与の減少、飲⾷業のアルバイトの減少などはあったが、回復してきているといった内容が主であった。

外国⼈住⺠の⽀援に関わる団体（⽇
本語教室など）にヒヤリング。事業
実施の市の決定（2市程度）

計画通り
2021年1⽉以前から⽇本語教室など外国⼈住⺠に関わる団体や⾏政にヒヤリングを⾏い、⽀援ニーズなどを伺い、協⼒を
得ながら活動できる⼭⼝市と防府市とでの事業実施を決定。

活動 進捗 概要

考察等

個別の事例を通して、関係機関に情報共有するなどの関わりをくり返していくことで、外国⼈住⺠の抱える課題や、その解決⼿段などを、⾏政の担当部署と
対話し、今後の進展に向けた話し合いなどを⾏うことができた。
現場で動くことで実践的な事例は蓄積されてきているが、体系だったものにはなっていないため、今後は展開しやすいしくみ化を想定しながら運営していく
必要がある。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

内容

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

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
内部監査

実施予定はない
当会監事による内部監査を実施予定

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

4.報告書等

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）

⼦どものための⽇本語教室チラシ ※資料添付

講座の講師として事例紹介（⻘年海外協⼒隊⼭⼝県ＯＢ会主催 ＳＤＧｓオンラインセミナー（8⽉29⽇）、ハミングバー
ド主催講演会（9⽉5⽇））
⼦どものための⽇本語教室の活動報告会の実施（12⽉14⽇）

⼦どものための⽇本語教室チラシに掲載

⾃由記述

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。

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。

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

はい 役員会内で規程に定めた内容を検討

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 内部に窓⼝を設置

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。

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。

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。

完了

②ガバナンス・コンプライアンス体制

未公開 近⽇中に公開予定

変更はなかった

状況 内容

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

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


