
　　三菱財団社会福祉分野特別助成　 　　＜三菱財団×中央共同募金会　共同助成＞

番号 所在地 名　　　　　称 使　　　　　途 金　 額

1 兵庫県

NPO法人神戸定住外国人支援センター

理事長
金　宣吉

コロナウィルス禍で困窮する外国人
留学生らの力を活用した外国にルー
ツがある子どもの支援事業

3,000,000円

2 埼玉県

特定非営利活動法人街のひろば

理事長
松浦　康介

地域在住外国人との共生のための支
援事業（新規事務所借り入れ含む）

2,280,000円

3 千葉県

NPO法人多文化フリースクールちば

理事長･代表
白谷　秀一

日本語が不十分な中学卒業生の高校
進学のための居場所・学習の場の提
供事業

1,070,000円

4 東京都

特定非営利活動法人国際活動市民中心

代表
黒澤　玉夫

専門家による在住外国人向けオンラ
イン及び対面相談事業

1,690,000円

5 兵庫県

特定非営利活動法人ともにいきる宝塚

理事長
佐々木　基文

日本で生活する外国人への支援事業 360,000円

6 東京都

特定非営利活動法人地球ことば村・世界言
語博物館
理事長
井上　逸兵

外国にルーツのある人々のための電
子言語教材の作成・公開事業

1,000,000円

7 東京都

社会福祉法人国際視覚障害者援護協会

理事長
石渡　博明

視覚障害留学生のための宿泊・生活
支援事業

930,000円

8 東京都

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力
市民の会
代表理事
本田　徹

日本語を十分に理解することができ
ない在日外国人に対する多言語によ
る新型コロナウイルス関連情報発信
事業

1,320,000円

9 群馬県

特定非営利活動法人群馬の医療と言語・文
化を考える会
理事長
山口　和美

在住外国人のための医療通訳、翻訳
支援事業

2,200,000円

10 埼玉県

認定特定非営利活動法人ふじみの国際交流
センター
理事長
石井　ナナヱ

外国ルーツの子どもを含む在留外国
人の学習環境の整備と、日本語が十
分でない外国人のための同行通訳事
業

2,400,000円

11 京都府

特定非営利活動法人京都丹波・丹後ネット
ワーク
理事長
牧　紀男

外国にルーツがある人達へのトータ
ルサポート事業

2,100,000円

12 東京都

公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会

理事長
飯田　瑞穂

外国籍の母子のための自立支援事業 2,570,000円

13 千葉県

千葉市JSL児童・生徒支援の会

代表
小竹　敏弘

千葉市立小中学校に在籍する日本語
を母語としない外国につながる児童
生徒のための日本人による日本語学
習支援事業

870,000円

～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～

「外国にルーツがある人々への支援活動応援助成」助成先一覧　
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14 東京都

NPO法人ＭＡＩＫＥＮ

理事長
三浦　左千夫

在日ラテンアメリカ人に対する、体
と心の健康管理の必要性と予防医学
の普及啓発をするための活動や検査
の実施事業

1,740,000円

15 大阪府

Projeto Construir ARTEL

代表
田中　ルジア　みや

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

1,500,000円

16 長野県

ＳＯＳネットワーク上伊那

代表
野口　正泰

新型コロナ感染拡大による雇用悪化
に対応した物資支援事業

500,000円

17 香川県

香川まるがめ子どもにほんごひろば

会長
安藤　州一

地域在住の外国人と地域自治会住民
との協働による地域共生活動

800,000円

18 兵庫県

神戸ユネスコ協会

会長
加藤　義雄

コロナ禍の影響によって帰国できな
い外国人留学生のための支援事業：
「繋がる」ための学生主体の援助活
動

3,000,000円

19 滋賀県

NPO法人コレジオ・サンタナ

代表理事
嶋中　まさ子

withコロナ　サンタナ学園存続のた
めの活動

2,090,000円

20 東京都

豊島区日本中国友好協会

会長
尾崎　隆信

在日中国人の医療相談並びに通院の
ための支援事業

2,030,000円

21 三重県

多文化共生ネットワーク　エスペランサ

代表
青木　幸枝

困窮した外国につながる家庭への食
料配布を主とした支援事業

1,260,000円

22 愛知県

特定非営利活動法人トルシーダ

理事長
伊東　浄江

コロナ感染下で外国人住民の生活と
学びを守るつながり事業

2,290,000円

23 兵庫県

三木市国際交流協会

会長
稲田　三郎

外国にルーツがある人々のための日
本語学習支援事業

430,000円

24 京都府

公益財団法人京都府国際センター

理事長
尾池　和夫

外国につながりをもつ子どものため
の居場所づくりとオンラインによる
日本語学習支援事業

2,430,000円

25 広島県

市民グループええじゃん

代表
栗林　克行

外国人の「お客様」を「地域の担い
手」に変えるための伴走型支援事業

2,280,000円

26 愛知県

特定非営利活動法人にわとりの会

代表
丹羽　典子

コロナショックなどで失業した外国
人のための日本語習得支援事業

2,000,000円

27 大阪府
西淀川インターナショナルコミュニティー
代表
中村　満壽央

大阪市西淀川区の外国人住民のため
の生活相談事業

1,160,000円
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28 東京都

中野区国際交流協会

理事長
横山　克人

中学生日本語集中教室 520,000円

29 北海道

公益財団法人札幌国際プラザ

理事長
岸　光右

新型コロナウイルスの影響に伴う外
国人支援「いまできることプロジェ
クト」
新型コロナウイルスの影響で困窮す
る外国人のための食料支援事業

2,100,000円

30 福岡県

公益財団法人福岡県国際交流センター

理事長
藤永　憲一

外国人留学生への食料支援プロジェ
クト

860,000円

31 東京都

公益財団法人東京ＹＷＣＡ

代表理事
川戸　れい子

日本語を母語としない子どもたちと
保護者のための日本語学習支援『い
ちごの部屋』

2,100,000円

32 神奈川県

ユッカの会

代表
中　和子

・外国にルーツがある子どものため
　のオンラインを活用した学習支援
　事業
・外国にルーツがある人々のための
　パソコン教室

1,460,000円

33 兵庫県

特定非営利活動法人アジア女性自立プロ
ジェクト
代表理事
奈良　雅美

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

1,490,000円

34 東京都

北野コミュニティネットワーク

代表
奥野　玉紀

八王子市北野地区において、コロナ
禍における外国にルーツがある子ど
も達とその保護者の学習や生活を持
続的にサポートし、地域社会の中に
居場所を作る事業

1,000,000円

35 兵庫県

NGO神戸外国人救援ネット

代表
飛田　雄一

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

2,620,000円

36 佐賀県

佐賀県外国にルーツを持つ生徒交流を支援
する会
代表
松下　一世

さが　わーるどりんぐ 420,000円

37 兵庫県

特定非営利活動法人多言語センターFACIL

理事長
吉富　志津代

コロナ禍において困窮する外国人住
民のための多言語翻訳・通訳支援活
動

2,400,000円

38 東京都

特定非営利活動法人難民支援協会

代表理事
石川　えり

新型コロナウイルス感染拡大により
生活が困窮している難民申請者のた
めの生活支援事業

3,000,000円

39 大阪府

NPO法人若者国際支援協会

代表理事
小柴　享子

外国人-日本人のための日本語ピア
学習オンライン・カレッジ事業

1,520,000円

40 兵庫県

社会福祉法人イエス団　賀川記念館

館長
馬場　一郎

外国にルールを持つ子どもと大人の
ための学習支援「はいず」

1,200,000円

41 兵庫県

特定非営利活動法人エフエムわいわい

代表理事
大川　妙子/金　千秋

新型コロナウィルス感染症対策など
動画を用いた多言語による情報提供
を行うWebページの整備・刷新と情
報発信の体制向上事業

2,910,000円
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42 京都府

公益財団法人京都YWCA

代表理事
上村　兪巳子

新型コロナ感染拡大による生活困難
を抱える移住女性の一人親家庭を対
象にした母語による緊急生活支援と
その多文化ルーツの子どもへの教育
支援活動

1,920,000円

43 愛知県

特定非営利活動法人ABT豊橋ブラジル協会

理事
鈴木　秀子

東三河地方在住ブラジル人等のため
の生活・日本語学習支援

2,320,000円

44 愛知県

一般社団法人DiVE.tv

代表理事
牧野　佳奈子

外国人住民の新しいキャリア形成に
向けた職業訓練および自立相談プロ
ジェクト

2,400,000円

45 東京都

公益財団法人シャンティ国際ボランティア
会
会長
若林　恭英

学齢期の外国にルーツがある子ども
たちのための居場所づくり事業

2,080,000円

46 東京都

特定非営利活動法人Accept International

代表理事
永井　陽右

在日イスラームを中心とする外国人
留学生への情報共有と生活支援、コ
ミュニティづくりのための緊急事業

2,950,000円

47 東京都
特定非営利活動法人東京英語いのちの電話
理事長
クヌーセン・アンネ・ビレ

新型コロナウィルス感染拡大下にお
ける困難を抱える国際コミュニ
ティーへの必要不可欠な支援（精神
的サポートおよび情報源）を提供す
るための活動

2,990,000円

48 茨城県

認定特定非営利活動法人茨城NPOセン
ター・コモンズ
代表理事
横田　能洋

茨城県内の外国人のためのセーフ
ティーネットワーク構築事業

3,000,000円

49 北海道

一般財団法人北海道国際交流センター

代表理事
飯田　浩二

外国にルーツがある人々のための物
資・食料・居場所支援とプラット
フォーム構築事業

3,000,000円

50 東京都

特定非営利活動法人POSSE

代表理事
今野　晴貴

外国人労働者の人権を守るための労
働・生活相談支援事業

2,400,000円

51 愛知県

特定非営利活動法人名古屋難民支援室

代表理事
名嶋　聰郎

東海地方在住の難民及び難民申請者
のための孤立防止事業

3,000,000円

52 愛知県

特定非営利活動法人イカオ・アコ

理事長
後藤　順久

三重県でコロナ禍により困窮する外
国にルーツがある人々のための、相
談・交流による持続的支援事業

1,590,000円

53 三重県

特定非営利活動法人伊賀の伝丸

代表理事
和田　京子

外国にルーツがある家庭の生活とそ
の子どもたちの学習環境を整え支援
する事業

1,440,000円

54 山梨県

特定非営利活動法人教育塾家学社

理事長
今福　康二

外国にルーツがある子どもを主とす
る困難を抱えた子どもたちへの学び
の遅れを取り戻すための学習支援・
ボランティア啓発事業

1,160,000円

55 京都府

外国人女性の会パルヨン

代表理事
ハッカライネン・ニーナ

「コロナ禍による外国人女性の孤立
を防ぐ事業」

850,000円

100,000,000円合　　　　　　　　計　　　　　　　　　　55　 件
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