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① 特定非営利活動法人
福島就労支援センター

福島県
外国にルーツのある生活困窮者を支援する活動 「福島県の働
く外国人のためのJob Emergency MAP制作」事業 145

① 一般社団法人SJW 福島県
「双葉郡・いわき市で暮らす外国にルーツを持つ子どものための
緊急支援事業:フリースクール、居場所、食事提供」 213

① 認定特定非営利活動法人茨城NPO
センターコモンズ

茨城県
進学、居住、医療等で困っている外国籍住民の支援体制を地
域につくる事業 297

① しもつま外国人支援ネットワーク
TOMODACHI

茨城県
外国にルーツがある人の地域社会から孤立を防ぐための交流支
援事業 120

① 青少年多文化学びサポート(ESMY) 埼玉県 青少年多文化にほんご教室 48

① 特定非営利活動法人
国際活動市民中心

東京都
在住外国人向け専門家相談及び地域支援者へのサポート事
業 264

① 特定非営利活動法人MAIKEN 東京都

在日ラテンアメリカ系住民のための無料の医療相談会を通じ
て、身体とこころの健康管理の必要性と、シャーガス病の2次感
染予防やCovid-19感染拡大防などの公衆衛生知識の普及
を図ると共に、地域の外国籍コミュニティリーダーとのネットワーク
を作るための事業

164

① 特定非営利活動法人
東京英語いのちの電話

東京都
ウクライナ避難民（留学生）および彼らをサポートする地域住
民のためのメンタルヘルスワークショップ及び心理的救急トレーニ
ングを提供するための事業

100

① 特定非営利活動法人
CWS Japan

東京都 公的支援にアクセスしにくい難民・移民のための伴走支援事業 189

① 公益社団法人
シャンティ国際ボランティア会

東京都
コロナ禍で困窮する外国ルーツの人々のための包括的生活安
定支援と支え合いコミュニティ創出事業 297

① 公益財団法人
東京ＹＷＣＡ

東京都
日本語を母語としない親をもつ子どもたちとその保護者対象とし
た日本語・学習支援『いちごの部屋』 141

① 総合サポートユニオン 東京都 コロナ禍での「外国人」労働者に対する労働・生活支援活動 300

① 特定非営利活動法人 HATI JAPAN
多文化多言語の子ども発達支援

東京都
中野区鷺宮地域に外国ルーツの人や子ども、保護者のための
「居場所」を作る事業 226

① 特定非営利活動法人
難民支援協会

東京都
新型コロナウイルス感染症拡大の⾧期化等において、さらに生
活が困窮している難民申請者への生活支援事業 300

赤い羽根 ポスト・コロナ（新型感染症）社会に向けた福祉活動応援キャンペーン
～新型コロナウイルス感染下において困窮する人々を支援する～
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① 特定非営利活動法人
メタノイア

東京都
クルド人仮放免者・難民申請者の学びとつながりを支えるため
の日本語教室事業 266

① 特定非営利活動法人
在日モンゴル人会

東京都
日本在住モンゴル人のための生活相談・食糧支援会の実施事
業 208

① わたぼうし教室 神奈川県
戦争避難民と「仮放免」中の難民認定申請者のための生活支
援事業 250

① ArtLabOva 神奈川県 海外につながるこどもと家族のための居場所と相談支援事業 235

① ＳＯＳネットワーク上伊那 ⾧野県 新型コロナ拡大による雇用悪化に対応した物資支援事業 50

① 一般社団法人DiVE.tv 愛知県
日本の学校に所属していない若者のための多様な特性に応じ
た日本語教室および相談窓口 276

① 特定非営利活動法人名古屋難民支
援室

愛知県
東海地域に暮らす困窮する難民のための地域と連携したシェル
ター開拓事業 288

① ワールドアミーゴクラブ 滋賀県
外国にルーツがある子どもたちのための日本語指導や教科学習
の支援及び多様な文化交流活動を通しての居場所づくりと、
子どもたちの家庭への多様な支援活動

90

① 特定非営利活動法人
コレジオ・サンタナ

滋賀県 withコロナ　サンタナ学園存続のための活動 240

① 特定非営利活動法人
京都丹波・丹後ネットワーク

京都府 連携によってきめ細やかな支援と共生を実現するための事業 269

① 公益財団法人京都YWCA 京都府
多言語相談対応による生活相談・自立支援を通して外国人
コミュニティ及び支援者連携の新たな在り方を画する事業 294

① 外国人女性の会パルヨン 京都府
外国人女性に対する、変化した状況の中でも安心感と安定性
のある居場所や支援体制づくり事業 257

① 特定非営利活動法人
介護保険市民オンブズマン機構大阪

大阪府
介護施設で働く外国人介護スタッフを支援するための本格化
事業 212

① Projeto Construir ARTEL 大阪府 外国にルッツを持っている子どもと家族の未来のための光事業 180

① 特定非営利活動法人
国際交流の会とよなか

大阪府 困窮する在住外国人の自立のための支援事業 44

① 特定非営利活動法人
場とつながりの研究センター

兵庫県
在留外国人の孤立・孤独をなくすため、気軽に話せる多言語
生活相談を併設するサポート事業 286

① 社会福祉法人イエス団
賀川記念館

兵庫県 外国にルーツをもつ子どもと大人のための学習支援「はいず」 215
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① 特定非営利活動法人
アジア女性自立プロジェクト

兵庫県
地域に暮らす外国にルーツがある女性のための相談・情報発信
事業 200

① 特定非営利活動法人
NGO神戸外国人救援ネット

兵庫県 緊急的な支援を必要とする外国人への総合的サポート事業 300

① 香川まるがめ子どもにほんごひろば 香川県
地域在住の外国人と地域住民とが学びと食を通し共に支え合
う地域活動 200

① 特定非営利活動法人Community
Life

愛媛県 外国人のためのソーシャルワークサービス事業 130

① 佐賀県外国にルーツを持つ生徒交流を
支援する会

佐賀県
外国にルーツを持つ子どものための支援事業「さがわーるどりん
ぐ」 123

② 特定非営利活動法人
アジア人文文化交流促進協会

東京都
外国人住民の情報不足と孤立を解消するための【おとなりさん・
ファミリーフレンド・プログラム（略称OFP）】 90

② 特定非営利活動法人AYINA 神奈川県
日本に住むアフリカ出身者のための日本語学習支援および交
流会による人間関係構築支援事業 72

② 特定非営利活動法人多文化共生サ
ポートAdagio

愛知県
外国人住民がコロナ前より地域に元気をもたらす多文化マル
シェ開催事業 72

② 特定非営利活動法人Nagoya
Ryugakusei Net

愛知県

新型コロナウイルス感染下において、名古屋地区の大学院留
学生が効果的・組織的に日本社会の実像を理解し、専門家・
地域の人々と交流する一方、研究活動を通じて日本での広が
りのある留学体験をするための支援事業

100

② 多文化共生ひがしうら 愛知県
1. 外国人児童のための小学校国語教科書の3国語翻訳事
業　　2. 外国人児童、親のための社会見学事業 39

② 特定非営利活動法人
アイキャン

愛知県
愛知県及び岐阜県で生活する外国にルーツを持つ人々と地域
関係者との相互理解促進事業 99

② 特定非営利活動法人
くらしネット21

京都府
地域に住む外国にルーツを持つ人々の理解を深めるための多
文化交流会 53

② 地球市民共育塾ひろしま 広島県
孤立する外国人と大学生が出会い新たな多文化共生の潮流
を導くための交流事業 99

② 北九州多言語図書館 福岡県
外国にルーツのあるひとびとの孤立を防ぎ、支援へとつなぐ分散
型多言語図書館の設置とコミュニティづくり 98


