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年度末報告書（実⾏団体⽤） 
※報告書内の⻘⽂字は説明内容、⾚⽂字は⽂字数上限になりますので提出時には削除してください。 

 
１年⽬ 年度末報告書 

1．事業名  公益活動における海外ルーツ⻘少年受け⼊れ体制推進事業 
2．実⾏団体名  特定⾮営利活動法⼈⻘少年⾃⽴援助センター 
3．実施期間 2020 年 4 ⽉ 1 ⽇〜2023 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
4. 報告期間 2020 年 10 ⽉ 1 ⽇〜2021 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
5.事業進捗に関する報告（概要）  進捗状況 
中⻑期アウトカム 
⻘少年の諸課題を対象とする公益活動法⼈および公的機関が、海外にルー
ツを持つ⻘少年およびその家族の存在を恒常的に視点として盛り込み、そ
の活動の中で必要な配慮のもと適切な⽀援やサービスを提供できる。海外
ルーツの⻘少年に対応可能な公益活動団体等の増加により、⽀援の空⽩地
域および⽀援の空⽩領域解消につながる。また、公益活動法⼈及び公的機
関により構築されたネットワークにおいて⾃発的に発⽣した⼤⼩の多様
な連携が、ネットワークの⾃然発⽣的な拡がりと持続可能性を保持する。 

 

短期アウトカム 
１．多様な公益活動団体等が、海外にルーツを持つ⻘少年課題への対応を
共通⽬的としたネットワークに参画する事で顔が⾒える関係となり、分野
断的な課題と情報共有の場が創出される   

 
 
 
 

２．各団体の活動における多⽂化対応の必要性を理解し、具体的な取り組
みを実施する 
 
 
 
 
 
 
 

1. 計画どおり進んでいる 
コロナ禍の影響によって多様な公益活動団体間の交流機会を設けるタイミングがず
れ、また地⽅へ直接赴いて参加の呼びかけを⾏うことが困難であるなど、オフライ
ン・オンラインでの交流機会を設定することができなかった。ただし、海外ルーツ
⻘少年⽀援に関する勉強会への⾼い関⼼や、オンライン⽀援への参画団体数、全国
規模〜都道府県単位で活動する参画団体との協働開始などの実績から、⽬標値の達
成に向けて修正可能は範囲と認識している。 
 
２．計画どおり進んでいる 
団体によって進捗は異なるが、以下の実績のように、2023年 3 ⽉⽬標達成に向け
て想定の範囲で活動できた。ネットワークに参画する団体同⼠がつながる SNSグ
ループを開設し、オンライン上での情報共有を開始した。多⽂化対応推進プログラ
ムとして、事業開始時点で合意が取れていた団体に新たに 1 団体が加わり 5団体
（認定 NPO法⼈カタリバ、認定 NPO法⼈育て上げネット、NPO法⼈ e-board、
認定 NPO法⼈ Chance for Children、love.futbol）が、若者⽀援、イーラーニン
グ、⼦どもの貧困⽀援（教育バウチャー）、スポーツの 4事業を通じて海外ルーツ
⻘少年⽀援に取り組み、その⽀援領域は、5領域（上記４事業の領域と⾼校⽣⽀

事

業

計

画

よ

り

転

記

し

て

く

だ

さ

い 



 2 

 
 
 
     
 
３．ネットワークにおいて、⾃発的に⼤⼩の多様な連携が⽣まれ、ネット
ワークの発展と持続可能性に寄与する。    

援）となった。⼀⽅、コロナ禍の影響や外国⼈散在地域であるがゆえに恒常的なサ
ポート活動の実施が困難だったが学習⽀援団体やフリースクールと連携して⾏った
YSCによるオンライン⽀援と現地での伴⾛⽀援を組み合わせた事業には 12団体が
参画した。 
 
３．計画より遅れている 
⽀援対象となる公益活動団体⾃体がコロナ禍による影響を受け、業務多忙な状況に
陥ったことと、当団体による事業も同様にコロナ禍の影響を受け、他の活動との内
容調整が必要となったことから、ネットワークを活⽤したぴあラーニングやネット
ワーク参画団体活動領域における⾃主的な分科会等の開催は困難であった。 

アウトプット 
１．海外ルーツ⻘少年⽀援ネットワーク参画団体が、各活動領域において、
多⽂化対応に必要な知識とスキルを獲得する 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
２．各公益活動団体内で実施されている事業において多⽂化対応が推進さ
れ、海外ルーツ⻘少年等に対する合理的な配慮が実⾏される 
 
 

 
 

 
１．その他（計画より進んでいるものと遅れているが含まれる） 
コロナ禍による影響により地⽅に直接赴いてネットワークについて周知することが
困難であったこともあり、事業開始後に新たにネットワークに参画した団体数は 1
団体増に留まった。しかし、オンライン上での働きかけは恒常的に実施できている
ため、2021 年度以降もオンラインによる周知を図り、参画団体の拡⼤に向けて取
り組んでいく。 
⼀⽅、海外ルーツ⻘少年⽀援勉強会には⾼い関⼼が寄せられ、オンラインを活⽤し
2020年度には 4 回実施し、⽬標値を⼤きく上回る 205 名が参加し、理解度 9 割以
上も参加者の間で確認された。 
多⽂化対応推進プログラムも、事業趣旨に賛同し意欲的な団体の参画により各団体
における取り組みもスムーズに進捗しており、それらの団体の状況をさらに把握す
るため、各団体の多⽂化対応推進状況について、意欲、スキル、⾏動⾯での評価軸
を策定し、評価に着⼿した。 
オンライン⽀援現場での実践に参画した団体は、2団体から 12団体に増え、団体
数については⽬標値を優に超えた。当初はオンラインを活⽤した⽀援や情報提供に
不慣れであったが、⽀援修了時には⾃信をもって取り組むことができたという報告
を受けている。 
 
２．その他（計画より進んでいるものと遅れているものが含まれる） 
多⽂化対応推進プログラムにおける事業数は 5事業であり、2023年度の⽬標値達
成に向け事業・領域数の拡⼤を図っていく。⼀⽅、コロナ追加助成により実施して
いる不就学・学齢超過者を対象としたオンラインを活⽤した⽀援と伴⾛⽀援を組み
合わせた活動は、⽀援により不就学・学齢超過の状態が改善した海外ルーツ⻘少年
の数が 18 名に上り、2021 年 8 ⽉を達成時期とした⽬標値の過半数を 2020年 3 ⽉
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３．各公益活動団体が取り組む諸課題にとって必要な多⽂化対応ノウハウ
をまとめ、各領域にモデルとして波及する 
 

 

末時点で達成することができた。 
 
３．その他（活動準備段階） 
事業初年度にて 5つの参画団体による取り組みがスタートしたところであり、2023
年 3 ⽉の⽬標達成に向けて各団体の活動等の状況にかかわるデータ収集準備を⾏っ
ている段階である。 

6.事業進捗に関する報告（詳細） 
本事業は、⽇本⼈の⻘少年を主たる対象として活動してきた公益活動団体が、外国ルーツ⻘少年もその対象者として受⼊れ、適切な配慮の下に⽀援を⾏うこ

とができるよう、ノウハウの提供や実地研修などを実施し、外国ルーツ⻘少年とその家族の利⽤できる社会的資源を拡充していくことを⽬指している。その中、
2020年度はコロナ禍により協働先が都市部中⼼となるとの制約はあったものの、eラーニングによる学習⽀援、⾼校⽣⽀援、若者⽀援、困窮世帯の⼦ども⽀援、
スポーツ分野活動を⾏う公益活動団体 5団体と協働を進めることができた。これらの団体の多くは、広域での事業実績を有したり、複数領域にまたがる活動を
実施していたりするので⾯へと広がり諸領域、各地域へ広がってゆくことが期待される。 

コロナ禍により、特にオンラインでの⽀援機会の必要性が⾼まる、学校にもその他の教育機会にもつながっていない不就学、学齢超過等の海外ルーツ⻘少年
⽀援を現地カウンターパートとなる公益活動団体とともに⾏った。具体的には、当団体がオンラインでの学習機会を提供し、12の受益者の地域にて活動する連
携団体が現場できめ細やかなサポート（⾼校への⾒学同⾏、履歴書作成⽀援、教育委員会との連携、願書準備等）をコロナ禍で学びの機会が減少している海外
ルーツ⻘少年 18 名に実施した。この活動により、参加団体の活動の充実化も確認された。例えば、外国⼈散在地域で⼿弁当の活動を⾏うボランティアグループ
では、当団体がオンラインで協働⽀援（伴⾛⽀援などに関するノウハウの提供や現地での補習的⽀援へのサポート等）を⾏った結果、海外ルーツの学齢超過者
2名を初めて受け⼊れ、彼／彼⼥たちの⾼校進学につなげることができた。同様の⽀援を受けた他団体からも、「⽀援の⽅法をはじめとして、たくさんの情報を
⼊⼿することができた」「（⼦どもたちが）学習に迷わずに進められたのは、役割分担があったからだと思う」や、今後も不就学や学齢超過等、学びの機会が失
われやすい海外ルーツ⻘少年の受け⼊れを続けて⾏くといった声が寄せられた。 
 多⽂化対応推進プログラムに参加した団体の取り組みにおいても具体的な進展がみられた。ある参画団体は、外国⼈保護者や外国ルーツ⻘少年へのアウトリ
ーチとして、事業パンフレットのやさしい⽇本語への翻訳に取り組んだ。その過程で外国ルーツ⻘少年の現状と課題、やさしい⽇本語の作り⽅を講義形式で学
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習し、学んだことをより広く発信するために、当該団体職員が主体的にやさしい⽇本語講座をオンラインで企画し講師を務めるなど、前向きな展開が⽣まれた
ことは想定外の成果である。当該団体職員からは、本事業への参加後、⽇本語を⺟語としない⼦ども、保護者への配慮を意識して外国ルーツの⽅からの問い合
わせに対応できるようになったといったコメントが寄せられるなど、⽇常的な実践の中での変化が⽣かされていることがうかがえた。   

また他の参画団体では、⼤⼿スーパーマーケットでの既存のインターンシッププログラムへ外国ルーツの若者を受け⼊れるために、チラシのやさしい⽇本語
化、事前研修での合理的配慮実践、インターンシップ先の⼤⼿スーパーマーケット店⻑や関連企業の⽅との事前の打ち合わせ、インターンシップ実践前および
実践後の外国ルーツの若者に対するフォローなどが⾏われた。同団体のミッションはインクルーシブな視点を含み、職員の⽇本⼈の若者に対する⽇頃からの配
慮が、外国ルーツの若者に対しても発揮されたと思われる。この他にも、それまで本格的に外国ルーツ⻘少年を対象としてこなかった団体から、研修や実践を
通して多くを学ぶことができた、今後も積極的に受け⼊れを推進したいといった声が寄せられた。  
⼀⽅、コロナ禍の影響により活動のほとんどがオンラインでの実施となった。このため、「実務研修」については現場を想定していた内容から、オンラインで

も取り組める／効果が⾒込める内容へと再構成する必要があった。取り組む団体やその職員の研修に対するモチベーションが⾼い状態であったため、オンライ
ンでも⼀定の成果は⾒られたが、そうではない場合やオンラインでの取り組みに不慣れな団体／職員の場合には、実地研修の代替としてのオンライン研修の在
り⽅にさらなる⼯夫が必要であると感じる。 

またコロナ禍によって外国⼈散在地域や⽀援の空⽩地域への働きかけは限定的とならざるを得なかった。外国⼈散在地域では、外国ルーツ⻘少年の存在や課
題認識⾃体が障壁となる可能性があり、「外国ルーツ⻘少年受⼊れに前向きではない状況」から、どのように協働を引き出してゆくかが課題である。感染拡⼤状
況が落ち着かない以上は、オンラインでの対応を中⼼とする必要があるため、特に外国⼈散在地域へのアウトリーチが不⼗分となってしまう可能性は、引き続
き⾼いと思われるが、状況に応じて柔軟に対応できる体制を維持しながら取り組みを進めていきたい。2021 年度も引き続きコロナの影響を⾒定めながらの活動
となるが、オンライン実施を前提とした効果的な事業の在り⽅を改めて検討し、必要な調整を⾏いながら、積極的に活動してゆきたい。 
 

7.資⾦計画に関する報告 
①資⾦計画どおりの執⾏状況ですか。 ：その他（概ね計画通り進んでいるが、コロナ禍の影響により、実務研修のために計上していた旅費交通費がほとん
ど使⽤されなかったなどがあり、5,588,142円の繰越が発⽣したが、コロナ禍の影響を⾒定めながら、オンラインでの展開を前提として再計画を⾏い、本事
業の⽬標が本事業終了となる 2023年 3 ⽉末までに着実に達成され、中⻑期アウトカム実現に向けて適切に活⽤していきたい。） 
②報告年度に⽤意する予定だった⾃⼰資⾦は集めることができましたか。： 計画どおり進んでいる 

8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み 
全体的に、2020年度についてはコロナ禍の中で可能な限りの取り組みを⾏うことができた。ただ、コロナによる物理的移動の制約により、進捗が計画よりや

や遅れているのは、短期アウトカム 3「ネットワークにおいて、⾃発的に⼤⼩の多様な連携が⽣まれ、ネットワークの発展と持続可能性に寄与する。」およびア
ウトプット 1 に対する活動 1-1.「海外ルーツ⻘少年課題への対応を軸とした多様な領域で活動する公益活動団体等によるネットワークを構築し、参画推進のた
めの周知活動を⾏う。」である。短期アウトカム 3の遅れについては、前述のとおり、⽀援対象となる公益活動団体も本取り組みも、コロナ禍により実施事業に
対して様々な影響を被り、別途緊急⽀援を⽴ち上げ実施するという多忙な状況が続いたことが理由としてあげられる。2021 年度は、コロナ禍における事業運営
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に⼀定の落ち着きが出始めた段階で、ネットワーク内の交流機会や情報共有体制などを強化し、各公益活動団体がコロナ禍においても海外ルーツ⻘少年の受⼊
れに積極的に取り組むことができるようサポートしていきたい。 
また、上述のアウトプットに対する活動 1-1.については、⽬標数値は概ね達成できているものの、コロナ禍の影響により、多様な領域や⽀援が空⽩である地域
へのアウトリーチ（実地訪問）が困難で思うように進められなかった。今後、感染拡⼤状況を踏まえながら適切な時期に実地訪問を積極的に⾏いたいが、それ
がかなわない状況が継続する場合には、オンライン上でのアウトリーチについて再検討を⾏い、効果的な⽅法を試⾏しながら積極的な働きかけを⾏いたい。特
に、これまで海外ルーツ⻘少年との出会いがなく、彼／彼⼥たちに関する課題認知⾃体が進んでいない地⽅においては、前向きな姿勢をいかに引き出せるかが
カギとなると考えられるため、オンラインセミナーなどの開催や⾏政等との連携を通して関⼼をより喚起させるよう努めたい。現場研修もコロナ感染拡⼤を受
けた取り組みの⼀つであった。本来であれば現場で実際に⾏われるはずだった現場研修も、ほとんどがオンライン上での実施に切り替えざるを得ず、その結果、
当初の想定より限定された内容とならざるを得なかった。今後、感染状況が落ち着いてきた場合には、2020 年度にオンラインで研修を実施した団体について
も、希望に応じて現場で改めて研修を実施するなどして、フォローアップについても検討してゆきたい。また、オンライン上での実務研修の内容を再考し、オ
ンラインであってもより充実した研修とするための⼯夫についても検討・実施してゆく。このように、2021 年度については、現時点では配信環境（配信機材、
貸し出し⽤デバイス、wifi など）を拡充する等によりオンライン上での対応の充実化を図る必要性が⾼く、また感染状況の⾒通しが⽴たない以上、柔軟に対応
していけるよう体制を整えたいと考えているが、基本的なラインにおいて⼤きな計画の⾒直しについては不要な状況である。 
追加⽀援として実施した不就学・学齢超過者を対象としたオンラインを活⽤した⽀援と伴⾛⽀援を組み合わせた活動について、特に外国⼈散在地域やコロナ

禍以前より⽀援の空⽩となっている⾃治体や⽀援が不⼗分な地域に対し、同様にオンライン経由のみでの取り組みの中で学校の外側にいる外国ルーツ⻘少年の
アウトリーチが不⼗分とならざるを得なかった点は否めない。コロナ禍による外国⼈保護者の経済的な打撃は、その影響が現在においても続いていることや、
感染状況の⾒通しが⽴たないこと、⾼齢者が中⼼のボランティア団体ではいまだに活動を再開できていない地域も少なくないことなどを踏まえ、引き続きオン
ラインを活⽤した⽀援ノウハウの提供を含む伴⾛⽀援および協働実践機会の提供の必要性は⾼いものと考えられる。 
最後に、事業評価については、順調に取り組んでいる。2020年度は、専⾨家によるアドバイスを受け、職員が⾃らの活動や公益活動団体の多⽂化対応推進状
況を評価しやすいよう、評価基準を策定し、ケースごとに時系列でその変化を確認できるように⼯夫した。2021 年度以降も、職員の⾃⼰評価を続けつつ、内部
でケース検討を重ね、各公益活動団体に質の⾼い研修機会を届けるための取り組みを⾏っていきたい。 
9.広報に関する報告 
2020年度、メディア掲載等はなし 

10.規定類の整備に関する報告 
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。："#$完了 ／ 整備中 
② 整備が完了した規程類を webサイト上で広く⼀般公開していますか。： 全て公開した ／"#$⼀部未公開 ／ 未公開 
→②で「⼀部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定⽇：個⼈情報保護法登録業者として、当該規定により⼀部未公開となっている。 
③ 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。： はい ／"#$いいえ 
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：変更箇所がないため。 
11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告 
① 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。： はい／☑"#$いいえ 
→①で「いいえ」を選択した場合の理由：コロナ禍の影響により、密集回避のため書⾯による賛同・委任を得た。 
② 内部通報制度は整備されていますか。： はい ／ いいえ 
→②で「はい」の場合は、設置⽅法（複数選択可）：☑"#$内部に窓⼝を設置 ／外部に窓⼝を設置 ／JANPIAの窓⼝を利⽤ 
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③ 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。： はい ／☑"#$いいえ  
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：該当する事項は⽣じていないため。  
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。：☑"#$はい いいえ 
→④で「いいえ」を選択した場合の理由：    
⑤ コンプライアンス委員会（※）は定期的に開催されていますか。： はい ／☑"#$いいえ 
※コンプライアンス委員会を設置していない実⾏団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正⾏為を資⾦分配団体に報告済かを回答してください。 
報告の対象となる不正⾏為とは、資⾦分配団体-実⾏団体間の資⾦提供契約書第 15 条に定めるものです。 
→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由：担当者設置済みだが、不正⾏為なしのため 
⑥ 報告年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）：☑"#$内部監査を実施／外部監査を実施／実施する予定がない 
→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由： 

  
14.活動の写真 

  


