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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提出日 ： ２０２１年９月２１日 

● 事業名 ： 移民 2 世・3 世のキャリア形成に向けた青少年未来創造事業――「多文化・多世代共創拠点」を目指して 

● 資金分配団体 ： 公益財団法人日本国際交流センター 

● 実行団体 ： 特定非営利活動法人 ABC ジャパン 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： ☑有 ☐無 

 

1  実績値 

アウトプット 指標 目標値 

 

達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

 

1-1 先輩・後輩の交流企画 参加人数 1 回につき 30 人程度 2023 年 3 月 2022 年冬に実施予定 ４ 

2-1 共生・共育多文化フォー

ラム 

参加人数 1 回につき 200 人程度 2023 年 3 月 2022 年 2 月に実施予定 4 

3-1 日本人との交流会 ①参加人数 

②実施回数 

①1 回につき日本人 20 人程度、

外国につながる市民 20 人程度 

②年 2 回 

2023 年 3 月 ①1 回目はライブ参加

視聴 70 人程度 

②1 回目を 8/29 に実施 

２ 

3-2 母語・母文化を学ぶエン

パワメント教室 

①参加人数 

②継続参加率 

③対象地域 

①ブラジル講座で 1 回 15 人程

度、中国講座で 1 回 8 人程度 

②90％、③全国 

2023 年 3 月 ①ブラジル講座 1 回 14

人程度、中国講座１回

４人程度、②100％、 

③全国 

3 
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4-1 青少年対象のキャリア形

成 の た め の 日 本 語 教 室 （ 対

面・オンライン） 

①参加人数 

②継続参加率 

③対象地域 

①1 回につき 30 人程度（対面）

／80 人程度（オンライン） 

②90％、③全国 

2023 年 3 月 ①1 回につき 15 人程度

（対面）／65 人程度

（ オ ン ラ イ ン ） 、

②85％、 

③全国 

3 

5-1 青少年のための心理カウ

ンセリング（対面・オンライ

ン） 

①参加人数 

②対象地域 

①必要とされている人数の 8～9

割程度、②全国 

2023 年 3 月 ①6～7 割程度 

②全国 

2 

6-1 外国につながる高校生・

若者キャリア相談会 

参加人数 1 回につき 100 人程度 2023 年 3 月 8/28 実施予定をコロナ

のため 10/30 に延期 

４ 

6-2 WEB 教室 ①参加人数 

②継続参加率 

①1 講座につき 99 名程度 

②90% 

2023 年 3 月 秋以降にスタート ３ 

7-1 多文化・多世代協働拠点 連携相談件数 

連携事業件数 

1 年につき相談 50 件、事業 3 件

程度 

2023 年 3 月 相談 7 件、事業 1 件 3 

8-1 外国人家庭対象のフード

パントリー 

配布件数 1 か月につき 30 件程度 2021 年 3 月 １か月につき 35 件程度 １ 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 

 

② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  2.概ね達成の見込み 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

☑変更なし ☐短期アウトカムの内容  ☐短期アウトカムの表現  ☐短期アウトカムの指標 ☐短期アウトカムの目標値 
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5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

・フォーラムや交流会など、対面での実施を予定していた事業をオンラインに切り替え、その結果、開催場所や時間の制約を受けずによ

り多くの人たちに事業に参加してもらうことができた。 

・ルーツの言葉と文化を学ぶ教室についても、オンライン開催に変更したが、そのため遠隔地からの生徒も参加できるようになった。 

・高校生・若者の日本語教室は、会場の人数制限に従って募集人数を少なくし、広報も控えめにしている。教室では十分な感染症対策を

行っている。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 2.広報制作物等 

 3.報告書等  
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2019 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

内 部 ／

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部  

アンケート調査の実施  事業担当者 

アンケート調査の実施  事業担当者 

アンケート調査の実施  事業担当者 

アンケート調査の実施  事業支援スタッフ 

インタビューの実施  事業支援スタッフ 

アンケート項目作成、インタビュー

の実施、報告書作成 
 

事業支援スタッフ 

関東学院大学社会学部専任講師 

評価計画書とりまとめ  事業責任者 

評価計画書とりまとめ  事業担当者 

外部 データ分析、全般のアドバイス  武蔵大学社会学部教授 
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A）事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

指標 目標値・状態 達成時期 これまでの活動をとおして把握している

変化・改善状況 

1 鶴見・川崎地区において、先

輩 ・ 後 輩 の 交 流 企 画など に よ

り、移民 2 世・3 世の若者が共通

して抱える悩みについて解決策

を見つけることができるように

なる。 

①適切な将来展望を立てられる、②授業

への対処法を知る、③家族関係や貧困を

めぐる問題の相談相手を得、またその対

処法を知る、④異なる出自をもつ人にも

友人関係を広げることができるようにな

る。 

2023 年 3 月 大学生の先輩との交流を通して、高校生

が進学や仕事など自分の将来について具

体的なイメージが持てるようになり、コ

ロナ禍による経済的な悩みや家族の問題

などを相談し合える場として機能し、自

己解決力を高める機会になっている。 

2 日本社会において、他団体の

支援者や一般市民、学校教員等

が共生・共育多文化フォーラム

に参加することにより、移民 2

世・3 世の若者が抱えるニーズを

理解できるようになる。 

①移民 2 世・3 世自身が考えるニーズにつ

いて知識を得ることができるようにな

る、②具体的な取り組みの構想をもてる

ようになる。 

2023 年 3 月 コロナのため、プログラムの内容を見直

して建物を共有する他団体とのリレート

ーク「鶴見に生まれた『多文化・多世代

がつながる長屋ビル』を 2021 年 3 月 29

日にオンラインで実施し、連携紹介や、

日本人と外国人が共に心地のよいまち作

りについて考える機会等を設け、多文

化・多世代協働拠点の構築に向けた土台

作りを行った。 

 鶴見・川崎地区において、母

語・母文化教室や地域社会の日

本人との交流企画（多文化交流

おなかま食堂）に参加すること

①民族的出自への肯定的評価、②親自身

や家庭内への習慣に対する肯定的認識 

2023 年 3 月 これまで自分のルーツの言葉や文化を敬

遠したり、親が外で母国語を話すのを嫌

がったりしていた子が教室で学んだ言葉

を親に対して使うようになったり、自分
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により、移民 2 世・3 世が自らの

民族的出自を肯定的に捉えるこ

とができるようになる。 

に対して自信を持てるようになったりと

いう変化が保護者から報告されており、

親子関係にもよい影響を与えていること

がうかがえる。 

４ 鶴見・川崎地区において、

青少年向けの日本語教室に参加

することにより、また全国のブ

ラジル学校の生徒や若者がオン

ライン日本語教室に参加するこ

とにより、キャリア形成に必要

な日本語能力を身につけること

ができるようになる。 

①日本語能力試験 N4 の合格率 40%程度、

N3、N2 は 50%程度、Ｎ1 は 20％程度、②

定期テストで正答率平均 8 割程度、③9 割

程度の出席率、④高い学習意欲、⑤大

学・専門学校・職業訓練校への進学率 3

割 

2023 年 3 月 日本語能力試験では、N２の合格率が約

50％、Ｎ３は約 75％という結果で順調に

結果が出てきている。教室参加者の学習

意欲も高くなり、自学学習できる力もつ

いてきており、大学や専門学校、職業訓

練校への合格につながっている。 

また、オンライン教室には全国から、こ

れまで日本語を勉強したり使ったりする

機会がなく、将来のために日本語を学び

たいという意欲を持つ若者たちが非常に

熱心に取り組んでいる様子が、毎回実施

しているアンケートからも読み取れる。 

５ 鶴見地区において、青少年

向けの心理カウンセリングに参

加することにより、社会参加に

向けた不安を軽減することがで

きるようになる。 

自己認識、自己肯定感、自尊心の向上、

将来への前向きな姿勢の状態。将来への

ビジョンがある程度明確で、意欲的に進

んでいる状態。 

2023 年 2 月 日本語が不十分なため自信をなくした子

や、母国への思いが非常に強くて学校に

なかなか馴染めなかった子が、カウンセ

リングを通して徐々に将来について考え

る姿勢を見せ始めたり、友人関係に不安

を持っていた子が自己肯定感の改善を見

せ、徐々に交友関係も広がっていったり

など、それぞれの参加者によい変化が見
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られている。 

６ 日本社会全体において、キ

ャリア相談会や WEB 教室に参加

することにより、キャリア形成

に向けた知識やスキルを身につ

けることができるようになる。 

①適切な知識を十分獲得できている、②

受講前よりも意欲を向上できている、③

キャリア形成の多様な可能性を認識でき

ている、④受講者の 4 割の試験合格 

2023 年 3 月 キャリア相談会で先輩の体験談を聞き、

企業等の個別相談を受けることで、就職

や職業訓練校について様々な知識を得る

ことができ、将来について具体的なイメ

ージが持てるようになったことが報告さ

れた。相談会後、職業訓練校につながっ

た若者もおり、実際の成果が生まれてい

る。 

７  鶴 見 地 区 に お いて「 多 文

化・多世代共創拠点」となる施

設を構築し、幼児から高齢者ま

で多様な世代の相談に対応でき

るようになる。 

①それぞれの団体の取り組んでいる課題

や問題意識を共有しどのような問題を各

団体が対応できるのかそれぞれ適切な判

断ができるようになる、②上記判断をも

とに連絡を取り合いながら相談者の相談

に体対応できるようになる、③各々の団

体の枠組みを超えた共同事業を新たに発

案・実行できている。 

2023 年 3 月 同じビルに同居する複数の NPO 法人と普

段から交流や情報交換を行っており、鶴

見地区において子どもから大人、日本人

から外国人まで、様々な相談が寄せられ

た際にはお互いの得意分野を生かしなが

ら対応している。またオンラインリレー

トークやセミナー、高校生のための自習

室など、共同で実施する事業も増え、連

携を強めている。 
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８ 横浜市及び近郊の経済的困

窮状態にある外国人家族が、最

低限の生活費を確保することが

できる 

最低限の生活費をねん出することができ

るようになる。 

2021 年 3 月 コロナ禍において、雇止めや解雇などに

より経済的に厳しい状況に陥った外国人

家族に対し、市民や企業、メディアに働

きかけて食料寄付を募り、SNS を駆使

し、支援を必要とする家族に対して、目

標を上回る食料を届けることができた。 

 

 

 

2  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

短期アウトカムの進捗状

況の評価 

おおむね達成の見込み 本事業で掲げる８つの短期アウトカムについて進捗状況を考察したとこ

ろ、事業内容の見直しが行われた項目２以外については、どの項目におい

ても初期値よりも指標の改善がみられた。特に、数値として結果が見られ

た項目４の日本語能力試験については、Ｎ２は目標達成、Ｎ３に関しては

目標を大きく上回る結果となっている。その他、項目５をはじめとする各

種支援・学習活動についても、既存のプレゼンシャルな体制に加え、オン

ラインでの実施体制を取り入れたことで、操作方法等に慣れるまでに時間

はかかったものの、利用者にとっても利用しやすくなったという利点があ

った。 

さらに、コロナ禍で職を失ったり仕事を減らされた外国人家庭では経済状

況悪化のために月謝の支払が難しく、子どもが学習の機会を失う危機に瀕

したり、日本語を習得できないまま社会に出ることで、進学・就労の選択
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✓ 

の幅がますます狭まるという現状がある。彼らに対するオンライン日本語

教室の開催が、コロナ禍により激減した新規来日の学齢超過者への就労の

ための日本語教室の補完機能をしていると評価できる。また、実績値 8-1

の「外国人家庭対象フードパントリー」のスキームの中で食糧・物資の支

援を継続的に行えていることも、彼らのキャリア形成を考える上での一助

にもなっていると位置付けることができる。 

 

以上のようなことから、中間地点で想定される短期アウトカムはおおむね

達成されつつあると評価する。 

 

 

 

事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 ☑ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 

短期アウトカムの指標については、評価計画書の判

断基準に基づき初期値からの進捗が確認できている

ことから、短期アウトカムはおおむね達成されつつ

あると評価できる。事後評価に向けて質的指標をよ

り客観的に捉えられる調査を設計、実施を行うため

の準備を進める。 

一方、生徒の学力や自己肯定感の向上、キャリア形

成等においては教師や周囲の人との対面でのやりと

りを重要視する声もあり、周囲の協力団体との連携

も継続しつつ、コロナ禍での事業の進め方について

は今後も臨機応変に対応していく必要がある。 
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B）事業の改善状況の評価 

1 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

実施状況の 

適切性 

活動内容は計画通り実施

されているか。 

計画通り実施できて

いる。 

【調査の方法と対象】 

若い職員（2 名）へのインタビュー調査 

ベテラン職員（3 名）へのインタビュー調査 

事業主担当者（12 名）へのアンケート調査 

（参考資料：実施状況アンケート） 

 

【調査結果】 

アンケート調査の結果から、感染症蔓延下ではあったが適宜オン

ラインを活用することにより、おおよその事業がスケジュール通り

実施できたことを確認した。以下の授業についてはコロナ禍におい

て実施体制・方法の変更が生じたが、それにより意図していなかっ

た効果が生じたことが報告された。 

1 先輩・後輩交流企画 

おおむねスケジュール通り実施できているが（ただしコロナ禍の

なかでの厳しい経済状況で子どももアルバイトの量を増やしたため

細かな日程については数回の変更があった）、コロナ禍によりオン

ラインでの実施に移行している。それに伴い、経験談の共有中心の

内容に変更することとなり、また参加人数も当初予定より減らして

実行することとなった。しかし、このことにより、かえって個々の

より具体的な相談内容に対応できるようになったことがインタビュ
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ーで報告された。 

2 日本人との交流会 

ふだん接する機会の少ないさまざまな人との密な接触は、コロナ

禍においては回避するべきとの判断に立ち、オンラインでの交流会

を開催した。しかしそのことにより、企業や福祉施設など普段交流

の少ない多様な立場の人の参加が可能になり、多様な立場からの意

見を得ることができたことがインタビューにおいて報告された。 

 

【考察】 

アンケート調査とインタビュー調査の結果から、鶴見・川崎とも

にオンラインを活用しながら、おおむね計画通り実施できていると

いえる。感染症蔓延状況が落ち着いた後の対面企画等の実施準備も

進んでおり、今後状況が変化しても計画通りおこなわれることが予

想される。 

実施状況の 

適切性 

意図した対象者に事業は

届いているか。 

意図した対象者には

届いており、参加者

の継続率も高い水準

を出せている。ただ

し、その全体にわた

って支援が行き届い

ている状況には至っ

ていない。 

【調査の対象と方法】 

事業の参加者登録簿 

事業主担当者（12 名）へのアンケート調査 

（参考資料：実施状況アンケート） 

 

【調査結果】 

1 アウトリーチ活動について 

連携する団体間でそれぞれの事業の広報が相互になされており、

より幅広い対象者へのアウトリーチが試みられている。そのほかに

SNS・学校連携などの手段も利用して、対象を絞りつつも広範なア



12 

 

ウトリーチがなされている。具体的な工夫としては、以下のような

ものがあげられる。 

a) 先輩後輩交流企画では、教室在籍時に使用したグループチャッ

トを使ったり、卒業生の世話人役を担っている人を中心に広報

を行ったりしていた。その結果、過去 1 年間コンタクトが取れ

なかった人とも交流会後連絡を取ることができたことがアンケ

ートで報告された。 

b) フードパントリーでは、ホームページで４ヶ国語による食料支

援申し込みを受け付けるなど、さまざまな出身国の人へのアウ

トリーチに取り組むことができていたことが、インタビューで

報告された。 

ただし一方で対面実施の事業（川崎での日本語教室やフリースク

ールなど）や実施内容を変更した日本人との交流会に関しては、コ

ロナ禍のため広報を意図的に控えめに実施することで、適正な人数

に抑えるよう工夫をした。たとえば日本人との交流会では、個別に

声掛けを行い参加者が特定の層に偏らないように配慮することで、

団体や企業をこえた交流ができるよう工夫したことが報告された。

このことにより、普段外国人と接触のない層の参加が促され、参加

者におけるコミュニケーションの重要性への認識が高まったことも

報告された。 

2 実際の参加状況について 

おおむねターゲット通りの人々の参加が認められ、登録者名簿か

らエンパワメント教室やキャリア形成のための日本語教室ではそれ

ぞれ 100％と 85％の高い継続参加率（参加者として登録した者のう
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ち、現在も事業に参加している者の割合）も出せていることが明ら

かとなった。しかし以下に述べる事業については、対象者全体に行

きわたる事業を実施できていない状況にある。 

a) 日本語教室やフリースクールについて 

参加者登録簿の確認とアンケート調査の結果に基づく事業参加者

の出席率や受講態度から、参加者が積極的に参加している状況が明

らかとなり、意図した対象者に届いていることが看取できた。ただ

し一方で、コロナ禍により対面で行う事業は人数制限を行わざるを

得ず、意図した対象者全てに行きわたる支援が行えている状況には

なかったことも明らかとなった。 

b) 先輩・後輩交流企画について 

対面で実施予定であった当初のプログラムを組むことができず少

人数向けの内容に変更したため、目標としていた人数での開催を断

念する結果となった。オンライン交流会を実施した結果、大人数が

集まるなかで自分の話をすることには抵抗がある人がいることも判

明したため、感染状況を踏まえながら今後対面形式に移行しても少

人数（3～4 名）での実施が検討された。そのため対象全体にわた

る支援は現時点では行えていないが、しかしかえって個々の相談に

より具体的な対応を行うことが可能になったことがアンケートで報

告された。 

c) 心理カウンセリングについて 

とくに年度初めは多くの若者からの申し込みがあり、ニーズの高

さがうかがえたことがアンケートで報告された。ただしその結果、

すべての申し込みに対応することは困難となり、一部人数制限を実
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施しながら事業を行うこととなった。 

 

【考察】 

意図した対象者に届けるべくアウトリーチ活動も的確に実施され

ており、実際に多くの事業において目標に近い人数の参加がなされ

ている。しかしコロナ禍のなかで意図的に広報を抑えている事業も

あり、今後の状況の変化に向けて柔軟に計画を見直していくことが

求められている。 

実施状況の 

適切性 

計画に沿って活動を行う

ために、過不足ない量・

質のインプットがタイミ

ング良く実施されたか。

実施されているか。 

質・量・タイミング

とも適切な対応を行

い、それぞれの参加

者の状況に応じたき

め細かな対応ができ

ている。 

【調査の対象と方法】 

参加者（子ども）の直接観察 

事業主担当者（12 名）へのアンケート調査 

（参考資料：実施状況アンケート） 

 

【調査結果】 

1 フリースクール 

アンケート調査において、子どもたちの状況に応じた支援を行う

試みを行っていることが報告された。具体的には、以下のような試

みが行われていることが報告された。 

✓教材も内容もそれぞれに合わせて個別に指導を行っているほ

か、同じ教材を使ってそれぞれに合わせて内容を組み替えての

集団指導を行うなどの試みをしている 

✓英語については英検受験を目指す子どももおり、専門指導員を

用いて英検受験に対応した指導を行っている 

✓日本語についても日本語能力試験の勉強を利用しつつ、高校で
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の学習を見据え、国語学習につなげられるように学習がすすめ

ている 

2 日本語教室 

アンケート調査において、鶴見ではオンラインでの開催であった

が、毎回、授業のときに質問や感想を書いてもらうことで、対象者

がどう感じているかを適宜把握していたことが報告された。また一

方的な説明だけでなく、双方向でやりとりを重視し、「読解がやり

たい」「聴解はやりますか」といった受講者の声にこたえる形で、

日本語能力試験に出るすべてのタイプの問題についてバランスよく

取り扱うようにしていることも報告された。 

3 エンパワメント教室 

アンケート調査において、中国クラスでは教室が正式に始まる前

に、生徒たちと顔合わせをする機会を設けて、生徒たちの事情やレ

ベルを把握した上で教材を決めるなど、適切な質のプログラムを組

めるよう工夫したことが報告された。 

ブラジルクラスでも、一人一人の生徒と面談を行って、生徒たち

の背景やレベルを把握しているが、中国クラスに比して市販の教材

が大きく限られている現状にあり、十分な内容を実施することに困

難を抱えている。このため新規にポルトガル語・ルーツ学習の教材

を作成することを検討していることがアンケートで報告された。 

量については週に 1 回１時間のプログラムとなっているため、言

語習得という観点では十分ではないという限界もアンケート調査に

おいて報告された。しかし母国語とふれあい、文化を学び、その重

要性を認識するという点では、所与の目的を達成できる量の支援を
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展開できているといえることも、同時に報告されていた。 

4 先輩・後輩交流企画 

アンケート調査において、当初の予定から変更し、オンラインの

少人数形式で行った結果、参加できた者の状況についてはより具体

的な相談に乗ることができていることが報告された。経済的に困窮

している人には社会福祉協議会の貸付金や民間の奨学金を紹介した

り、精神的な疲労感が体調に現れてきた参加者にはクリニックの受

診につなげたりするなどの対応が行われていたことも報告された。

また高校入学してすぐ休校となっていた高校生たちも、高校生活の

情報や進路についての様子がつかめていない中、先輩たちとつなげ

ることで高校生活での不安感をやわらげることができていたこと

が、事業担当者へのアンケート調査から明らかとなった。 

ただし一方で、後輩のそれぞれの進路希望に応じた先輩を充てる

ことができなかったなどの問題も生じており（専門学校希望の後輩

に、実際に専門学校で学んでいる先輩をつなげることができなかっ

たなど）、より多様な進路に進んだ先輩に声をかけていくことが今

後の課題となっている。 

5 フードパントリー 

いますぐ食料を必要とする人たちに対して、その家族構成を把握

し、宗教や家族の状況なども考慮した上で、団体間の連携を生かし

柔軟に食料品を届けることができていることを直接観察することが

できた。ただし緊急支援ということで各家族に約２週間分の食料品

を届けることはできたが、複数回の食料支援を希望する家族すべて

に対応することはできていないことが、アンケート調査により報告
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された。 

6 日本人との交流会 

コロナの感染拡大により会場での食事会は実施困難になった。し

かしオンライン形式に変更することで、事前に多国籍のお菓子や飲

み物を参加者に送り、zoom の画面越しに同じ物を食べながら、日

本人と外国人が同じ社会に暮らす者同士、様々な課題などについて

話し合う「多文化交流オンラインお茶会」を実施することをできて

いたことが、直接観察から明らかになった。 

7 心理カウンセリング 

年度初めの申込み者が多かったものの、人数調整を行うことで、

個別のカウンセリングを丁寧に行えるよう配慮をしたことが、アン

ケート調査において報告された。 

 

【考察】 

対面で行えている事業は人数を抑えていることもあり、よりきめ

細かな指導を展開することができている。またオンラインに移行し

た事業においても、ニーズをくみ取る工夫ができており、質・量・

タイミングとも適切な対応を行えていると評価できる。 

実施状況の 

適切性 

事業目標の達成の見込み

はあるか 

目標値に近い事業へ

の参加人数・継続率

が達成され、事業目

標の達成見込みがあ

る。 

【調査の対象と方法】 

事業の参加者登録簿 

先輩後輩企画・エンパワメント教室・日本語教室・心理カウンセリ

ングについて、ケーススタディの検討（計 12 件） 

多文化・多世代共創拠点について直接観察および各団体が作成した

スライド資料 
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多文化・多世代共創拠点（20 名）および日本人との交流会でのア

ンケート調査（7 名） 

 

【調査結果】 

対面で行う関係で意図的に参加人数を減らした事業を除くおおむ

ねの事業において、参加人数・継続率ともに目標値に近い数字を出

すことができている（事業の参加者登録簿より）。また各事業の参

加者の状況についても、目標に向け以下のような変化が見られたこ

とが明らかとなった。 

1 先輩後輩企画 

大学生の先輩との交流を通して、高校生が進学や仕事など自分の

将来について具体的なイメージが持てるようになり、コロナ禍によ

る経済的な悩みや家族の問題などを相談し合える場となっているこ

とがアンケートやケーススタディから明らかになった。 

2 エンパワメント教室 

これまで自分のルーツの言葉や文化を敬遠したり、親が外で母国

語を話すのを嫌がったりしていた子が教室で学んだ言葉を親に対し

て使うようになったり、自分に対して自信を持てるようになったり

という変化が保護者から報告されており、親子関係にもよい影響を

与えていることが、インタビューから明らかになった。 

3 日本語教室 

N２の合格率が約 50％、Ｎ３は約 75％と高い成果を出せてい

る。教室参加者はそれぞれ自宅での学習も進めることができてお

り、大学や専門学校、職業訓練校への合格につなげられていた。オ



19 

 

ンライン教室で毎回実施しているアンケートからも、学習者が高い

学習意欲を維持できていることが看取できる。 

4 心理カウンセリング 

日本語が不十分なため自信をなくした子や、母国への思いが非常

に強くて学校になかなか馴染めなかった子が、カウンセリングを通

して徐々に将来について考える姿勢を見せ始めたり、友人関係に不

安を持っていた子が自己肯定感の改善を見せ、徐々に交友関係も広

がっていったりなど、それぞれの参加者に変化が見られていること

が報告された。 

5 キャリア相談会 

キャリア相談会で先輩の体験談を聞き、企業等の個別相談を受け

ることで、将来について具体的なイメージが持てるようになってい

る参加者の様子が報告された。また相談会後、職業訓練校につなが

った若者もいるなど、実際の成果に結びついていることもインタビ

ュー調査およびケーススタディから明らかになった。 

6 多文化・多世代共創拠点 

ビルに同居する複数の福祉・教育団体と適宜交流・情報交換を行

い、相談に対しても共同で対応されている。またオンラインリレー

トークやセミナー、高校生のための自習室など、共同で実施する事

業も生まれていることがスライド資料において報告された。ただし

コロナ禍ということもあり、地域の人たちに「長屋ビル」に自由に

入ってきてもらうことは難しい状況にあることも直接観察で明らか

となった。 

7 日本人との交流会 
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参加者へのアンケート調査において、「ふだんの生活の中では出

会ったことのない方たちから貴重な話を聞くことができた」「在住

外国人について知らなさすぎることを実感した」「日本人・外国人

というくくりではなく、生活者同士としてのコミュニケーションに

基づく関係性や支援が大切だということ、またお互いに知らないこ

とからくる差別や偏見が生み出される危険性について気づかされ

た」などの感想が寄せられており、国籍にかかわらず人と人とが互

いに理解する機会となっていることが明らかとなった。 

 

【考察】 

コロナ禍のなかで限界はあるものの、質・量ともに目標値に近い

状況が生まれているといえ、目標の達成の見込みがあるといえる。 

知見の共有、活

動の改善、知見

の共有、活動の

改善 

事業を通して新たなアイ

デアは生まれたか。 

新しい状況の変化に

対応する形で、複数

のアイデアを生み出

すことができている 

【調査の対象と方法】 

若い職員（2 名）へのインタビュー調査 

ベテラン職員（3 名）へのインタビュー調査 

多文化多世代共創拠点イベントの直接観察 

事業主担当者（12 名）へのアンケート調査 

（参考資料：実施状況アンケート） 

 

【調査結果】 

1 インタビューにおいて、コロナ禍のなかで食糧支援などの新し

い取り組みが生まれたほか、支援方法についても戸別訪問など

の新しい方策をとっていることが報告された。 

2 インタビュー及びアンケートにおいて、これからの活動の担い
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手となっていく若者について、当初は職員の育成が念頭にあっ

たが、事業実施のなかで非職員の若者（卒業した移民 2 世・3

世の若者たち）を巻き込みながら支援体制を構築していくアイ

デアが生まれていることが報告された。 

3 他団体との連携について、直接観察により、同じビル内の保育

園と連携した外国人・日本人家族の交流や保育園ガイダンス、

福祉団体と連携した文化イベントの開催によるコミュニティづ

くりなどのアイデアが生まれていることを看取できた。 

4 アンケートにおいて、先輩後輩企画に参加した卒業生が自身の

経験を振り返りながら、「この時にこういう機会があればよか

った」「コロナ禍が明けたらこんなことをしてみたい」という

アイデアを多く作り出すことができていたことが報告された。 

 

【考察】 

事業内容・方法や若者の育成、他団体との連携に関して、新しい

アイデアが生まれており、実際に取り組みが進んでいる。 

知見の共有、活

動の改善 

事業設計の実行が計画ど

お り 行 わ れ な か っ た 場

合、原因の分析はされて

いるか。 

原因の分析を適切に

実施し、今後の事業

改善に役立てている 

【調査の方法と対象】 

若い職員（2 名）へのインタビュー調査 

ベテラン職員（3 名）へのインタビュー調査 

事業主担当者（12 名）へのアンケート調査（12 件） 

（参考資料：実施状況アンケート） 

 

【調査結果】 

インタビューやアンケート調査において、計画実施の大きな妨げ
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となった原因として、コロナ禍のなかで人を一か所に集められなく

なったことがあげられていた。その結果、参加人数の減少などが報

告された。しかし一方で、それはむしろこの状況下でできうる方法

（たとえばオンラインの実施への移行や密にならない形での対面実

施の方法）を柔軟に模索した結果として生じているということがイ

ンタビュー及びアンケート調査で明らかとなった。さらにこのコロ

ナ禍の状況を逆手に取り、オンラインへの移行が促進され、今後の

事業の基盤となるオンライン講座開講に向けた準備も順調に進んで

いることがインタビューで報告された。 

 

【考察】 

事業実施を困難にした原因を適切に分析したうえで、それを克服

する方法を見出すことができている。 

組織基盤強化・

環境整備 

人材（事業を効果的に実

施する、あるいは適宜評

価できる）は育っている

か。 

事業を効果的に実施

できる知識とスキル

を持った若い人材が

幅広く育っており、

事業の運営に携わる

ことができている。 

【調査の対象と方法】 

若い職員へのインタビュー調査（2 名） 

ベテラン職員へのインタビュー調査（3 名） 

事業主担当者（若い職員、2 名）へのアンケート調査 

（参考資料：実施状況アンケート） 

 

【調査結果】 

1 職員 

若い職員へのインタビューやアンケートにおいて、外国ルーツの

職員がとくに学習支援事業や相談事業に携わりながら、先輩後輩企

画を立案・実施するなどして、経験・知識の醸成がなされているこ
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とが報告された。２名の若い職員へのインタビューにおいては、外

国ルーツの若者の抱えがちな課題や支援方法についていずれもかな

り具体的な形で回答を得られ、知識の獲得が進んでいることが確認

できた。例えば、1 名の若い職員は、「コロナ禍での子どもたちの

状況に変化」について、以下のような点を把握していた。 

• 学校が休みになり家の中にいたので、新渡日で来た子で 1 年

かけてひらがなを覚えたのが 3 か月でリセットになった。 

• ゲーム依存のケースが多く、保護者からそれについて相談が

多々あった。 

• 子どもたちの様子を見ると、コロナ前だと夏休みや年末年始

には保護者もリフレッシュのために出身国に帰るなど、気持

ちのリセットができたが、今はできず、子どもたち自身もイ

ライラの発散場所がない。そのためか、食事中であっても出

身国の友達とビデオ通話をするなど、気持ちここにあらずと

いう状態になっている。 

• 保護者が生活的にいっぱいいっぱいになり、子どもへのネグ

レクトが増えてきている。日本での生活が厳しくなっている

中で仕送りの金額が増えているので、日本で子供に使う金額

が減っている。以前は保護者と子どもがどこかへ出かけたり

して親子の時間を過ごせたのができなくなり、子どものイラ

イラが募り、また家にいる時間が増えたことで親子喧嘩も増

えた。そうしたストレスの発散がなかなかできないのと経済

的余裕がなくなってきたことによるネグレクトが増えてい

る。 
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• 中高生から、進学しないで働くことや進学しないで早く家か

ら出ることについての相談が増えている。 

さらに上述の課題認識を踏まえて、実際の事業運営における工夫

なども具体的な形で回答できており（各家庭へ訪問する形での食料

配布や若年で妊娠した女性への対応方法など）、順調なスキル形成

が進んでいることも明らかになった。 

2 非職員 

当初は若い職員の育成に焦点を当てた計画を立案していたが、コ

ロナ禍のなかで外国ルーツの卒業生が多くフリースクールや先輩後

輩企画などのボランティアとして活動に参画するようになり、事業

にかかわる若者のすそ野も広がりを見せるようになったことがベテ

ラン職員へのインタビュー調査から明らかとなった。若い職員への

アンケート調査から、事業にスタッフとして参加した卒業生から

「みんなのネットワークの中でプログラムを企画・進行するために

必要な適切な配慮について学ぶことができた」、「自分の抱えてい

る問題が一人の問題ではないことを学んだ」などの言葉が寄せられ

ているほか、改めて卒業したフリースクールへの帰属意識が強まっ

たという声も寄せられていることが明らかとなった。 

キャリア相談会でも多様な外国ルーツの若者が体験談を語る予定

のほか通訳としても卒業生が参加する予定となっているなど、今後

の事業においてこうした若者を巻き込む体制が作られつつある。 

 

【考察】 

若い外国ルーツの職員が職務を実際に担う中で、知識とスキル、
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双方の獲得を順調に進めている。さらに、卒業した地域の若者（非

職員）を巻き込んだ体制の構築が進んでおり、想定していたより広

範な形で若者を巻き込んだ活動の展開がなされているといえる。 

組織基盤の強化 組織体制・事業体制に変

化はあったか。 

コロナ禍に応じた変

化 が 生 じ て い る ほ

か、より広範な若者

を巻き込んだ事業体

制の強化、収益構造

の強化も進んでいる 

【調査の方法と対象】 

若い職員へのインタビュー調査（2 名） 

ベテラン職員へのインタビュー調査（3 名） 

事業主担当者（12 名）へのアンケート調査（12 件） 

（参考資料：実施状況アンケート） 

 

【調査結果】 

1 オンラインによる事業展開の推進 

コロナ禍のなかで期せずしてオンライン化が進み、外部向けのフ

ォーラムなどにおいてより広範な形での参加を呼び掛けることが可

能になっており、オンラインによる事業の拡大に向けた体制構築が

進んでいることがインタビューで報告された。 

2 戸別訪問による事業の実施 

コロナ禍でオンラインでの支援が中心となり、個別の状況をつか

みにくくなっているため、川崎では戸別訪問によって状況の把握を

試みていることがインタビューで報告された。 

3 活動を支える若者の育成 

コロナ禍のなかでより広範な外国ルーツの若者がボランティアと

して参加するようになっていることがインタビューで報告された。 

4 他団体との連携関係の強化 

アンケート調査により、高校入試全般についてＭＥ-net と適宜情
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報交換を行うなど、青丘社・ＡＢＣジャパン以外の県内の多文化共

生関連団体との関係強化を進めることができたことが報告された。

また近隣の高校（たとえば大師高校・県立川崎高校、市立川崎高校

など）からも直接・間接に高校入試の情報を得ているほか、不登校

の中学生については中学校と定期的（概ね月１回）に報告しあうな

ど、学校との関係形成も進んでいることが報告された。 

またビルに同居する複数の福祉・教育団体との連携事業も生まれ

るなど、他領域との連携体制も構築されつつあることが明らかとな

った。フードパントリーではフードバンクかながわ等から食料品の

提供を受け、その引き取りには長屋ビルに同居する団体に車を出し

てもらうなどして、様々な連携の上でパントリー事業を運営するこ

とができたことがアンケートで報告された。 

5 収益体制の強化 

収益を生み出す軸となる電気工事士試験対策ＷEB 教室や日本語

WEB 教室について、それぞれ開始に向けての準備が進んでおり、

収益体制の構築が進んでいることが、インタビューで報告された。

またオンラインポルトガル語教室と中国語教室についても、住友商

事のプロボノチームからの助言のもと収益体制の強化に向けての事

業内容の見直しが進んでいる。さらにその他、大学や企業対象とす

るセミナーの事業化の計画も進行しており、収益体制の構築が進ん

でいることもインタビューで報告された。 

【考察】 

若手育成・他団体との連携・コロナ禍での対応などの面で、新し

い状況に応じた事業体制の構築が進んでいる。また収益体制の強化
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に向けて事業内容の準備・見直し・計画が進行しており、今後の順

調な収益体制の強化が見込まれる。 

 

2 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

・オンラインの形式では個々の状態の変化やニーズをつかみにくいという問題がある。しかしそうした問題を踏まえたうえで、状況の変化

を把握するためのアンケートや問いかけを毎回積極的におこなうことで、個々の抱える問題やニーズに柔軟に対応することができた。 

・対面形式の事業では、コロナ禍のなか参加者の人数の制限を行わざるを得なかった。量的な側面ではこのような問題を抱えざるを得なか

ったものの、かえって質的な面ではよりきめ細やかな指導が可能となり、学習意欲の向上に資することができた。 

・フードパントリーやフリースクールなどで他団体との連携を積極的に行うことで、ニーズの把握や実際の事業の展開を迅速かつ柔軟に展

開することができた。 

 

3 事前評価時には想定していなかった成果 

・当初は若い世代のスタッフのみを想定した育成計画を立てていたが、スタッフのみならず卒業した若者が広く事業にボランティアとして

参加するようになった 

 

    

 

4 事業計画の改善の必要性の確認 

 🗹 社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

 🗹 受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

 🗹 事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 
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 🗹 残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

 🗹 短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成す

るために 

🗹 事業計画は適切に改善されたといえる 

☐ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

 

と自己評価する 

コロナ禍のなかではあったが、各事業において適切な形で柔軟な対応がとられ

ており、目標値に近いプログラムへの参加における継続率を出せているほか、日

本語能力試験に関しても高い合格率をあげることができていた。参加者数に関し

ても、おおむね目標値に近い数を出せていた。一部参加者数が目標値より少ない

事業もみられるが、それらはコロナ禍での適切な活動を実施するために意図的に

参加者数を少なくした事業となっている。 

特筆すべきは、活動を担う若者が、当初の想定を超え、卒業生にも広がってい

ることである。各種事業のなかに卒業生を巻き込むような試みが展開されてお

り、当初の想定を超えた効果を生み出しつつある。 

以上から、事業計画は適切に改善されたといえる。 
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添付資料 

3.活動の写真 

写真①：高校生の日本語教室・オンライン日本語教室の様子 
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写真②：ルーツの言葉と文化を学ぶ教室の様子  
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写真③：多文化・多世代協働拠点（フードパントリー・自習室）の様子 

 

 


