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移⺠・難⺠⽀援基⾦の活動と成果等について 
 
 
１ 移⺠・難⺠⽀援基⾦とは 

「移⺠・難⺠⽀援基⾦」は、⽇本国内の難⺠、移⺠、外国籍または外国にルーツをもつ
⼈々への⽀援を⾏う⺠間⾮営利組織に対し、資⾦助成を⾏い、その活動を⽀援することを
⽬的に創設されたオリジナル基⾦®です。 

  この基⾦の原資は、公的資⾦や企業からの寄付ではなく、個⼈からの寄付によるもので
あり、2019 年度に公益財団法⼈パブリックリソース財団内に創設されました。 

  ⽇本国内において、公的機関や公益団体によるこの分野への資⾦⽀援は少なからずある
ものの、個⼈からの寄付をもとにこれだけの⽀援を⾏う取り組みは極めて珍しく、⾮常に
画期的で⼤きな意義のあるオリジナル基⾦®となります。 

 
２ 当基⾦の活動について 
  当基⾦による資⾦助成等の活動は、公益財団法⼈パブリックリソース財団の助成プロセ

スに従って実施されます。具体的な⼿順としては、基⾦の創設後、公募により助成を希望
する団体を募集し、第三者の専⾨家による審査委員会の厳正な審査により、助成先団体を
決定します。 

  助成先団体には、1 年間の助成期間を設定し、単年度助成により資⾦⽀援を実施します。
また、同時に助成先団体にはパブリックリソース財団のプログラムオフィサーが個別に伴
⾛⽀援を⾏い、助成事業のスムーズな実施と展開、環境整備、組織の基盤強化等に関する
助⾔など⾮資⾦的⽀援を⾏います。 

  助成期間終了後には助成先団体から活動終了報告書を提出いただき、助成事業の実績や
成果等をとりまとめ、当基⾦の寄付者にフィードバックするだけでなく、社会に広く発信
や啓発を⾏い、当分野における⽀援の必要性や問題意識の共有化を図っていきます。 

  初年度となった 2019 年度の助成プログラムの活動内容は以下のとおりです。 
 
（１）基⾦の創設 
  当基⾦は、奈良県在住の個⼈からの寄付⾦をもとに、2019 年 6 ⽉にオリジナル基⾦®と

してパブリックリソース財団内に創設されました。同時に第三者の専⾨家 3 ⼈に対して審
査委員の委嘱を⾏い、審査委員会が設置されました。審査委員の構成は以下のとおりです。 

 
＜審査委員会の構成＞ 
・審査委員⻑ ⽥村 太郎  ⼀般財団法⼈ダイバーシティ研究所 代表理事 
・審 査 委 員 鈴⽊ 江理⼦ 国⼠舘⼤学⽂学部 教授 
・審 査 委 員 杉本 ⼤輔  全国難⺠弁護団連絡会議事務局 
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（２）公募内容と応募状況 
  1 年⽬の助成となる 2019 年度では、2019 年 6 ⽉ 10 ⽇から 7 ⽉ 16 ⽇まで公募を⾏い、

全国から 32 件と想定を上回るご応募をいただきました。採択予定団体数は 4 団体として
いたため、この時点での採択倍率は 8 倍と、弊財団で通常公募しているその他の基⾦より
⾼い倍率となり、⽀援の必要性やニーズの⾼さを改めて実感する結果となりました。 

なお、今回の公募内容（助成プログラム）の詳細は、P10 に掲載している「応募要項」と
「応募⽤紙」をご参照ください。 

 
＜当基⾦の助成プログラムの主な特徴＞ 

本基⾦の助成プログラムの特徴は、少額な助成でありながらも難⺠申請者の仮放免の保
証⾦に充当できるなど、既存の助成制度の既成概念を打ち破る斬新な考えと、助成⾦の細
かい使途を限定しない柔軟な対応により、現場の最前線で活動する草の根団体のニーズに
応える、機動性と柔軟性の極めて⾼い助成⾦であることを最⼤の特徴としています。 

  また、法⼈格を持たない任意団体も対象とすることで、全国各地で活動する希少な⽀援
団体にも助成⾦が届くように配慮し、国内の⽀援団体の実情と基⾦の規模感にマッチした
助成プログラムとなるよう設計されました。 

  その中でも、⼈件費に対しても助成⾦を充当できるよう柔軟に設計した今回の助成プロ
グラムは、⼩規模な団体の⽀援スタッフやケースワーカーの活発な活動を⽀える貴重な財
源として、その活動を⼒強く後押しするものとなりました。 

 
 
（３）審査結果と採択団体 
  2019 年 8 ⽉ 20 ⽇に開催された第三者の専⾨家による審査委員会の厳正な審査により、

以下の 4 団体が助成先団体として決定されました。 
今回の審査では移⺠⽀援と難⺠⽀援の団体のバランスも考慮して審査が⾏われ、各区分

で 2 団体ずつ採択される結果となりました。審査結果は P22 に掲載している「審査結果報
告書」をご参照ください。 

2019 年度の助成事業の実施期間は 2019 年 9 ⽉ 1 ⽇から 2020 年 8 ⽉末までとし、全団
体に対して、80 万円ずつ、合計 320 万円の資⾦助成を⾏いました。 

 
＜助成対象団体＞ 

①特定⾮営利活動法⼈北関東医療相談会（群⾺県） 
②特定⾮営利活動法⼈外国⼈⽀援ネットワークすたんどばいみー（神奈川県） 
③RAFIQ（⼤阪府） 
④特定⾮営利活動法⼈名古屋難⺠⽀援室（愛知県） 
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（４）助成先団体へのモニタリング 
  2019 年 11 ⽉から 12 ⽉にかけて助成先団体の活動現場へ訪問し、モニタリングを⾏い

ました。助成事業の実施状況や懸念点を確認するとともに、各団体に対して個別に必要な
伴⾛⽀援を実施しました。また、今回の助成事業に関わらず、移⺠難⺠⽀援の現場でおき
ている事象や制度上の問題点、⽀援のニーズ等をヒアリングし、今後の助成プログラムに
活かすための情報収集等を⾏いました。 

 
（５）中間報告 
  助成事業開始から半年が経過した時点で、各団体から中間報告書を提出いただき、とり

まとめを⾏いました。各団体の事業の進捗状況や、予算の執⾏状況を確認するとともに、
個別に必要な伴⾛⽀援を実施しました。 

 
（６）助成事業終了と活動報告 

2020 年 3 ⽉頃から急速に拡⼤した新型コロナウィルスの影響により、⼀部の団体で助成
事業の⼀時休⽌をやむなくされ、助成期間の延⻑を⾏いましたが、2021 年 3 ⽉末をもって
全団体の活動期間が終了し、各団体から活動終了報告書が提出され、とりまとめを⾏いま
した。 

 
 
３ 助成先団体の紹介と活動概要について 
  P5 から掲載している別紙「助成先団体の紹介と活動概要について」をご参照ください。 
 
 
４ 本基⾦の評価と振り返り 

本基⾦が取り組む社会課題は、国内の移⺠や難⺠の社会⽣活における境遇の改善を⽬的
としたものであり、⽇本の難⺠認定率の低さや収容所における⾮⼈道的な扱いなど、彼ら
の⼈権問題にも及ぶ深刻な問題でありながら、社会⼀般的にはなかなか認知されにくい事
案であり、それ故に⾏政からの⽀援が⾏き届きにくい分野でもあります。 

そのような中で、本基⾦の助成⾦は、難⺠申請者の仮放免の保証⾦に充当できるなど、
現場の最前線で活動する草の根団体のニーズに応える、機動性と柔軟性の極めて⾼い助成
⾦であることを最⼤の特徴として、少額の助成⾦ながらも国内の移⺠難⺠⽀援のフロント
ランナーとも⾔える団体の活動を⽀えてきました。 

 
  また、本基⾦がテーマとする社会課題や問題意識の発信・拡散・共有という点でも、本

基⾦の創設や公募情報、採択団体の取り組みなどをホームページやプレスリリース、SNS
などを通して、広く社会に発信することで、多くの⽅から情報のシェアや問い合わせをい
ただき、広報や啓発の⾯でも⼀定の役割を果たすことができました。 
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他にも移⺠や難⺠の⽀援を⾏う他の助成団体との意⾒交換会にも参画し、多くの情報交
換を⾏うのと同時に、これから移⺠分野への助成を検討する団体からのヒアリングを通じ、
当分野への助成の意義と必要性を訴えることで、助成制度の広がりにも貢献しました。 

 
  弊財団でも初めての取り組みとなる⾮常に画期的な基⾦でしたが、適切な助成プログラ

ムの設計と多くの情報発信により、初年度から⼀定の成果をあげることができたのではな
いかと考えています。そして、何より本基⾦の趣旨にマッチした採択団体を選定すること
ができ、彼らの活動が⼩さいながらも活発かつ地域に不可⽋なもので、そういった部分を
本助成⾦で後押しできたことが⼀番の成果だったと考えています。 

このように⼩規模ながらも⼤きな意義のある本基⾦の創設と⽀援に携わることができた
ことを⼤変光栄に感じています。 

 
  最後に、本基⾦による⽀援は 2020 年度以降も助成プログラムを継続していますが、今後

もこの基⾦による活動がより社会に認知され、より実りある⽀援になるように最⼤限取り
組み、国内の移⺠や難⺠の社会⽣活における境遇が少しでも改善されるよう尽⼒して参り
ます。 

 

以上 
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助成先団体の紹介と活動概要について 

 
 
１ 特定⾮営利活動法⼈ 北関東医療相談会 
 
(1) 団体所在地 

群⾺県太⽥市 
 
(2) 代表者名 

代表理事 後藤 裕⼀郎 
 
(3) 活動開始年⽉（NPO 取得年⽉） 

1997 年 6 ⽉（2013 年 3 ⽉） 
 
(4) 団体のミッション 

当会の⽬的は、「すべての⼈が健康と平和な⽣活ができる共⽣社会の実現をめざし、特
に外国籍･⽣活困窮者の為の保健、医療⼜は福祉の増進を図る活動、社会教育の増進、災
害救護、⼈権の擁護、国際協⼒などの活動を⽬的とする。（定款から）」である。 

 
(5) 助成対象プロジェクト名 

⾮正規滞在者、難⺠申請者、仮放免者の出産費⽤⽀援 
 
(6) 活動概要 

特定⾮営利活動法⼈北関東医療相談会は、群⾺県に本拠地を置く NPO で、北関東地域
（群⾺県、栃⽊県、茨⽊県、千葉県、東京都、埼⽟県）を対象に、難⺠や外国にルーツを
持つ⽅々を対象に医療相談会や無料健康診断会を定期的に⾏う活動をしています。 

今回のプロジェクトでは、収⼊の確保ができない⾮正規滞在者、難⺠申請者、仮放免者
などへの出産⽀援の⼀環で、妊婦の出産費⽤を助成します。彼⼥らの出産費⽤はおおよそ
60〜80 万円かかると⾔われ、⼊院助産制度を⽤いてもなお不⾜する費⽤の⼀部を負担す
ることで、中絶や強制帰国など外国⼈⼥性の産む権利が蔑ろにされない社会を⽬指すもの
です。 

2019 年度の活動では、9 名の妊婦に対して 604,200 円の出産費⽤と 94,000 円の健診費
⽤等の助成を⾏いました。また、個別に健康や帰国等に関する相談・助⾔を⾏うと同時
に、医療機関との交渉や、⾏政窓⼝や保健所との連携・調整・情報提供など、幅広く外国
⼈妊婦の⽀援に活躍しました。 

  

別 紙 

写真：出産助成により⽣まれた⾚ちゃん 
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２ 特定⾮営利活動法⼈ 外国⼈⽀援ネットワーク すたんどばいみー 
 
(1) 団体所在地 

神奈川県⼤和市 
 
(2) 代表者名 

理事⻑ チャン・ソワンナリット 
 
(3) 活動開始年⽉（NPO 取得年⽉） 

2001 年 5 ⽉（2016 年 11 ⽉） 
 
(4) 団体のミッション 

この法⼈は、多⽂化共⽣社会を⽬指し、学習の場及び相談の場を提供する事業を⾏い、
外国⼈や⽇本⼈に対して、外国にルーツを持つ⼈たちが多様な機会を利⽤して社会的⾃⽴
を果たすことに寄与することを⽬的とする。 

 
(5) 助成対象プロジェクト名 

⽇本で⽣きる⼒増進プロジェクト 
 
(6) 活動概要 

特定⾮営利活動法⼈外国⼈⽀援ネットワークすたんどばいみーは、神奈川県⼤和市で活
動する団体です。外国にルーツをもつ者が多く居住している⼤和市と横浜市に跨る「県営
いちょう団地」を拠点に、多⽂化共⽣社会を⽬指し、多くの外国にルーツを持つ⽅々に学
習の場や相談の場を提供する活動をしています。 

  今回のプロジェクトでは、当該地域に住む外国にルーツを持つ⼈々を対象に、⼩・中学
⽣には⽇本の⽂化や知識、⾼校⽣には社会で⽣きていく準備、親世代には⽇本の社会構造
や⾏政などの様々な制度を学ぶ場を設け、それぞれの世代が⽇本社会で⾃⽴し、共⽣して
いく上で必要な知識や情報を提供し、問題を解決する能⼒を増進するための活動を⾏いま
す。 

  2019 年度の活動では、主に⼩学⽣と中・⾼校⽣世代を対象に、合計 9 回の学びの場を
提供し、全 72 名（⼩・中・⾼校⽣ 52 名、⼤⼈ 20 名）の外国にルーツをもつ者に⽇本の
⽂化や様々な知識・情報を提供しました。 

また、コロナ禍において孤⽴しがちな外国⼈家庭に、この活動を通して繋がりの場を提
供することで、⾒えざる貧困を防ぎ、彼らの精神的な⽀えになるような活動が⾏われまし
た。この団体が⻑年築いてきた地域のコミュニティが、コロナ禍という⾮常事態下におい
て機能した結果であり、そういった側⾯からもこの活動を⽀援できたことは、副次的な成
果となりました。  

写真：⼩学⽣対象の「⽇本を知ろう！」 
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３ RAFIQ 
 
(1) 団体所在地 

⼤阪市淀川区 
 
(2) 代表者名 

共同代表 ⽥中 恵⼦ 
 
(3) 活動開始年⽉ 

2002 年 8 ⽉ 
 
(4) 団体のミッション 

関⻄で唯⼀の難⺠⽀援団体として活動。活動内容は⼤きく法的⽀援、⽣活⽀援、市⺠啓
発、政策提⾔の 4 つの柱からなる。難⺠認定申請者に対して、⼿続き関係の助⾔、書類作
成、弁護⼠紹介などをし、⽣活に困窮する難⺠に物資を⽀給、シェルターを提供するなど
を通じて個別に難⺠を⽀援すること。またイベントや学習会に通じて⽇本の難⺠問題を多
くの市⺠に知らせ意識をもってもらうこと、さらには他団体と協⼒してよりよい難⺠政策
に結び付くような政策提⾔をすること。 

 
(5) 助成対象プロジェクト名 

関⻄の難⺠⽀援を⽀える事務所運営と難⺠への仮放免・⽣活⽀援 
 
(6) 活動概要 

RAFIQ は⼤阪市にある関⻄唯⼀の難⺠⽀援団体（任意団体）です。難⺠として来⽇した
直後の⽅々に対して、難⺠認定申請の⼿続きの助⾔、書類作成、弁護⼠紹介等を⾏ってい
ます。また、困窮難⺠への物資の⽀給や、シェルターの提供などを通じて、個別に難⺠を
⽀援しています。 

今回のプロジェクトでは、関⻄地域にたどり着いた難⺠に対する個別⽀援を⾏います。
⼊管からの仮放免費⽤（保証⾦を含む）、仮放免中の難⺠への⽣活⽀援、その他困窮難⺠
への個別⽀援を⾏います。併せて、関⻄唯⼀の難⺠⽀援事務所とシェルターの維持修繕を
⾏います。 

  2019 年度の活動では、合計 22 ヵ国 32 名の難⺠に対して個別⽀援を⾏い、3 家族 9 名
の難⺠認定者と 4 名の仮放免を⽀援しました。中でも難⺠認定率が極めて低い⽇本国にお
いて、2019 年度の難⺠認定数 44 名のうち 9 名が RAFIQ による⽀援の対象者となり、当
事業の⾮常に⼤きな成果となりました。また、当基⾦の最⼤の特徴である仮放免の保証⾦
への助成⾦の活⽤という点でも、当団体では仮放免者 4 名の保証⾦を⼯⾯し、うち 1 名の
保証⾦（1 万円）に当助成⾦を活⽤し、⽀援しました。 

その他、難⺠シェルターや事務所の維持修繕を⾏い、多くの難⺠を⼀時的に保護しまし
た。また、⼊国管理局や関係機関との交渉や連携を⾏い、⼊管制度の問題点や難⺠の現状
などを広く発信し、政策提⾔を⾏うなど幅広い活動が⾏われました。 

写真：新規の難⺠との⾯談場⾯ 
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４ 特定⾮営利活動法⼈ 名古屋難⺠⽀援室 
 
(1) 団体所在地 

名古屋市中区 
 
(2) 代表者名 

代表理事 名嶋 聰郎 
 
(3) 活動開始年⽉（NPO 取得年⽉） 

2012 年（2013 年 2 ⽉） 
 
 (4) 団体のミッション 

名古屋出⼊国在留管理局管轄区域に住む難⺠及び難⺠認定申請者を主な対象とし、⼀⼈
ひとりへの法的及び⽣活⾯での⽀援、また、難⺠⽀援のネットワーク構築に関する事業を
⾏い、当区域に住む難⺠及び難⺠認定申請者の不安定な法的地位及び⽣活状況に係る問題
を迅速・的確に把握し、その改善や解決を図り、当区域に住む難⺠が、法的に保護され、
安定して⾃⽴した⽣活を送る環境づくりの向上と、⽇本社会における基本的⼈権の尊重、
外国⼈との共⽣の増進に寄与すること。 

 
(5) 助成対象プロジェクト名 

難⺠の⽣活⽀援と⾃⽴を促すケースワーク 
 
(6) 活動概要 

特定⾮営利活動法⼈名古屋難⺠⽀援室は愛知県で難⺠⽀援を⾏っている NPO です。名
古屋⼊管の管轄地域に住む難⺠や難⺠申請者を対象に、難⺠⼀⼈ひとりのケースに応じた
法的⽀援や⽣活⾯での⽀援などを⾏っています。また、難⺠⽀援のネットワーク構築や⼈
材育成、難⺠問題の理解促進や啓発事業なども⾏っています。 

  今回のプロジェクトでは、対象地域の難⺠⼀⼈ひとりの状況に応じた個別⽀援と、社会
的⾃⽴を促すためのケースワークを⾏います。在留資格や⾔葉の壁から、医療、教育、⾏
政⼿続き、住居、⾷料等の⾯で⽇本での⽣活に⽀障をきたしている難⺠の問題や悩みにつ
いて、当事者に寄り添い、共に考え、⾃⽴に向けた⽀援を⾏うことで、⽇本社会における
基本的⼈権の尊重と、外国⼈との共⽣社会を⽬指すものです。 

  2019 年度の活動では、助成期間中に合計 465 件の相談があり、ほぼ同数の難⺠等に対
して個別相談とケースワークを⾏いました。事務所を開設している間は、ほぼ毎⽇相談が
寄せられ、多くの難⺠への直接⽀援や関係機関を通した⽀援に躍動しました。 

  また、新型コロナの影響で失業したり、住む場所や⽇々の⾷糧にも困る難⺠が増える状
況の中で、彼らの相談に親⾝に寄り添い、関係機関と連携することで、難⺠の⽅々の最低
限の⽣活と基本的⼈権が守られるような意義のある活動が⾏われました。 

 

写真：難⺠との個別相談・ケースワーク 
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移⺠難⺠基⾦の創設から第 1 回活動終了までの経緯・活動スケジュール 
 
 
2018 年 12 ⽉〜     オリジナル基⾦のご相談・企画書のご提⽰ 
 
2019 年 6 ⽉上旬    応募要項と応募⽤紙等の完成 
 
2019 年 6 ⽉ 5 ⽇    寄付⾦のご⼊⾦ 
 
2019 年 6 ⽉ 6 ⽇    審査委員会の設置、審査委員の委嘱 
 
2019 年 6 ⽉ 10 ⽇    第 1 回公募開始 
 
2019 年 7 ⽉ 16 ⽇    第 1 回公募終了 
 
2019 年 8 ⽉ 20 ⽇    審査委員会の開催（助成先の決定） 
 
2019 年 8 ⽉ 21 ⽇〜   交付決定通知書の発出、同意書の取交し、助成⾦の振込み 
 
2019 年 9 ⽉ 1 ⽇     採択団体の助成事業の開始 
 
2019 年 11 ⽉〜12 ⽉   採択団体へのモニタリング（団体訪問）の実施 
 
2020 年 3 ⽉末       中間報告書の提出 
 
2020 年 8 ⽉末     ・助成事業の終了（3 団体） 
            ・NPO 法⼈外国⼈⽀援ネットワークすたんどばいみーの 

助成期間延⻑承認（2021 年 3 ⽉末まで） 
 
2020 年 9 ⽉末      活動終了報告書の提出（3 団体） 
 
2021 年 3 ⽉末      助成事業の終了（すたんどばいみー） 
 
2021 年 4 ⽉末      活動終了報告書の提出（すたんどばいみー） 
 
2021 年 7 ⽉       活動報告書（当冊⼦）の完成 
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移民・難民支援基金  

第一回（2019 年度）応募要項 
 

 

 

 

 

 

 

応募締め切り：2019 年 7 月 16 日（火）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人パブリックリソース財団 
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１ 本基金の目的 

 本基金は、日本国内の難民、移民、技能実習生、外国人労働者とその家族など、外国籍

または外国にルーツをもつ人々への支援を行っている NPO 法人等の民間非営利組織に対し、

資金助成をはかり、その活動を支援することを目的として、市民によって設立された基金

です。 

 

２ 本基金の取り組む社会課題 

2018 年度第 197 国会においてにおいて、外国人労働者の受け入れを正面から認める新た

な在留資格を創設する改正入管法が成立し、日本の外国人労働者政策は大きな転換を迎え

ました。日本にはすでに約 128 万人の外国人が働いていますが、留学生のアルバイトや国

際協力を目的とする「技能実習生」などが中心で、就労を目的とした在留資格（専門的・

技術的分野の在留資格）をもつ人は 18.6%しかいません。外国人の就労はあくまで例外的

な措置とし、日本での生活支援については具体的な政策を展開してこなかったのがこれま

での日本の外国人政策でした。新たな在留資格の創設で、地域で暮らす外国人との共生を

正面から受け止めなければならない事態が生じています。 

また近年の国際情勢の流動化に伴い、日本に来る難民も増えていますが、日本の難民認

定率は先進国の中で群を抜いて低く、支援は不足しています。職業選択の自由がなく、不

当な雇用慣行が横行している「技能実習生」の問題も残されたままであり、「移民」や「難

民」への支援を拡充させていくことは日本社会の大きな課題となっています。 

 

今後外国人を単なる労働力としてではなく、人として、多様性を認め合いつつ、ともに

地域社会に暮らす生活者として支援する視点が必要となるが、その点で政府・行政の対応

の遅れは否めません。 

例えば、外国にルーツをもつ人々にとって、日本語を学ぶ機会はいまだ乏しく、円滑に

コミュニケーションをすることに困難を抱えている人たちが取り残される傾向があります。

医療や保健、福祉、教育といった最低限の行政サービスへのアクセスも十分に保障されて

おらず、外国人は様々な場面で困難を抱えています。 

本基金は、外国人が地域に参画する機会が少なく、日本社会の周辺に追いやられるとい

う状況を防止、改善することを目指しています。  

 

３ 基金の支援内容 

■助成対象団体： 

日本国内で外国籍、および外国にルーツをもつ人々への支援を行っている NPO 法人等

の民間非営利組織（法人格の有無は問わない）を対象とします。 

 

■想定される支援対象活動例（あくまでも例です）： 
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・多言語サービス事業、生活支援、メンタルヘルスサポート、電話相談 

・日本語指導、学習指導 

・災害時・緊急時対応、DV 救済、移住女性のエンパワメント 

・差別や人権侵害を防ぐ活動 

・法律支援、生活支援、定住支援 

・留学生等在住外国人の就業・起業支援 

・調査研究活動、政策提言・ネットワーキング   など 

 

※国内外の文化の紹介や交流を主とする事業は対象としません。 

 

■助成対象金額：１団体８０万円を上限とする助成金です。 

単年度の助成です。ただし３回まで連続応募を妨げません。 

連続応募する場合には、応募書類に３月末までの前年度活動報告書の添付が必要です。 

■支援団体数：年間４件（年間助成総額３２０万円） 

 

■原則として助成金の使途に制限は設けません。 

 例えば下記のものが考えらえます。 

人件費 職員、補助員（アルバイト）等の人件費 

報償費 講師、専門家、外部協力者等、個人に対する謝金 

教育、研修費 講座、研修の参加費等 

旅費、交通費 交通費、宿泊費等 

備品費 オフィス家具、電気機器類、事務機器類 

消耗品費 事務用品、その他事業に必要な消耗品 

印刷製本費 チラシやパンフレット類の印刷費、コピー代 

図書資料費 書籍、雑誌、新聞等の購入、購読 

通信運搬費 郵送料、電話代、インターネット接続代金等 

賃借料 機器、設備等の借用に要する経費 

水道光熱費 水道代、電気・ガス代 

修繕費 シェルターなど事務所の修繕、改修にかかる費用 

広告宣伝費 不特定多数の者に対する宣伝効果を意図したものの経費 

委託費 各種調査の委託費、税理士等への報酬など他事業者への外注費用 

租税公課 契約締結当により発生する印紙税等 

仕入れ・材料費 事業に必要な原材料、資材、部品等の購入費用。食事提供などのた

めの費用を含む 

緊急生活支援費 緊急に必要となった生活支援のための費用 

会議費 会議開催日（茶菓子は１人１回３００円程度まで） 
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※難民申請者などの仮放免での保証金に充当することも助成対象とします。ただし、保証

金が当該支援団体に返還された際には、当該資金を当基金に返還することを条件とします。 

※助成金を、資本金、敷金、保険金等に充当することはできません。 

※通信運搬費については、個人が所有する携帯電話の通話料・通信料の計上は認めません。 

※人件費は、1 人２５万円／月を上限とした１２か月以内の給与を対象とします。上限を超

える給与または賞与は各組織の自己負担とします。 

※社会保険の団体負担分は対象としません。 

 

４ 選考方法 

 第三者の専門家による審査委員会を設置し、書類審査により、支援先を決定します。 

 

５ 審査基準 

本基金の対象とする課題はまだ新しい領域で、多様な取組が出ていることを期待してい

ます。したがって、移民問題と難民問題のバランスにある程度配慮して採択することを前

提に、下記の点を審査基準とします。 

・ 社会課題および裨益者のニーズを具体的にとらえているか 

・ 裨益者のニーズに応えるための効果的な取組方法を持っているか 

・ 取り組みは、実現可能なように、よく計画されているか 

・ 事業を実施するにあたって、どのようなリスクがあると認識し、対応しようとしてい

るか 

・ 前進や改善を行うための評価方法を自らもっているか 

・ 資金を管理する体制が整っているか 

 

６ 応募手続き 

■応募期間：２０１９年６月１０日～７月１６日 

 

■応募書類 

 ・ 応募用紙 

   指定のフォームをパブリックリソース財団ウェブサイト http://www.public.or.jp

から、本基金指定のフォームをダウンロードしてください。 

・ 定款 

・ 直近年度の事業報告書・決算報告書 

・ その他、必要に応じて説明資料を添付することができます。この場合、説明資料は A4

判（片面）３ページ以内にまとめてください。３ページを超える場合は、審査会で使

用する説明資料を事務局にて精査します。必要なことは極力応募用紙にご記入くださ

い。 
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■応募方法 

 ・ 応募書類は２０１９年７月１６日必着で、電子メール添付でご送付ください。郵送

の場合も、７月１６日必着となります。それ以降に到着したものは受け付けられま

せん。 

・ 電子メールで応募の場合、件名に「応募（団体名）」と明記ください。 

・ 応募に関してのお問い合わせは、件名に「質問（団体名）」と明記の上、下記までお

送りください。またお電話でも受け付けます。 

 

※個人情報の取り扱い・問い合わせ先についてはパブリックリソース財団 個人情報保 

■応募書類の送付先・問い合わせ先 

 〒104-0043 東京都中央区湊 2-16-25-202 

 公益財団法人パブリックリソース財団 担当：黒木、岸本 

 電話：03-5540-6256（月～金 10：00～17：00）   

 E-mail:support@public.or.jp             URL:http://www.public.or.jp 

護方針（http://www.public.or.jp/PRF/privacy/index.html）をご覧ください。 

 

７ スケジュール 

■２０１９年 

６月１０日～７月１７日 公募 

８月中旬 審査委員会 

８月末 助成団体の決定、審査結果の通知助成金交付 

９月 助成対象事業開始 

１０月 事務局による助成対象団体訪問、現場確認と実行計画の策定 

■２０２０年  

８月末 事業終了 

１０月 活動報告書提出 

 

８ 手続き等 

■助成決定後、応募団体とパブリソース財団は「覚書」を取り交わし、所定の手続きを経

て助成を開始します。 

■助成金は、上記の助成手続き完了後１カ月以内に振り込みます。 

■助成期間終了後１カ月以内に終了報告書（助成金に関する収支報告、事業実施結果の概

要、成果、成果の達成度合いに関する自己評価等）を提出いただきます。 

■計画内容の遂行が困難となった場合や変更を必要とする場合には、すみやかに事務局に

連絡、相談していただきます。 
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パブリックリソース財団 
 

 

 

 

 

事務局記入       月       日        受付 No.    

□前年度 事業報告書 

□前年度 会計報告書 

□定款 

□説明資料 

 

団体の基本情報  

 

申請年月日   西暦          年      月     日 

申請団体名  

申請金額                                  円 

活動地域（都道府県市町村名）  

 

所在地および連絡先 〒     

住所: 

TEL:       (       )               FAX:       (        ) 

Email:                     @ 

URL:   

代表者名 [役職] 

[氏名]                    [フリガナ] 

担当者名 ［役職］                   

[氏名]                    [フリガナ] 

担当者 連絡先 

（常時連絡可能なもの） 

TEL:       (       )  

Email:                     @ 

 

法人格の有無 有無 □有      □無 

  ※法人格・・・有の場合 法人格種類  取得年月      年   月 

活動開始年月 年度（西暦）                 年         月 

組織体制 

（数字を記入し、あてはまる

ものに〇をつけてください） 

職員数 [有給]         人 [無給]      人 

経理担当者  決裁担当者と同一人物である   決裁担当者とは別にいる 

預金通帳  印鑑と一緒に管理している  印鑑と別々に管理している 

 

年度（西暦）              年     月    日 ～    年    月    日 

年間収支 収入 円 支出 円 

 

収入内訳 事業収入 円 補助金・助成金 円 

寄付・会費 円 その他 円 

 

 「移民・難民支援基金」 

第１回（2019 年度）助成応募用紙 
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パブリックリソース財団 
 

団体の概概  

団体設立の経緯 

 

 

 

 

 

 

団体のミッション 

＊団体の目的や存在理由をご記入ください。 

主要事業 

・ 

＊通常活動における主な事業を３つ

以内ご記入ください。 ・ 

・ 

活動地域 

・ 
＊通常活動における主な活動地域

（市区町村）を３つ以内ご記入くだ

さい 
・ 

・ 

 

団体がこれまでに取り組んできたこと、活動実績、成果 

＊活動内容を対象者や対象地域を含め、実績をご記入ください。 

＊活動の成果についても、具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

これまで受けた企業寄付・助成金・行政補助金・行政委託（新しいものから 3 件） 

助成金あるいは委託事業名称 企業名あるいは機関名 金額 年 
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パブリックリソース財団 
 

 申請プロジェクトの内容 

 

申請プロジェクト名  

プロジェクト概要 

(150 字以内) 

 

 

 

 

①  本助成金を活用して、解決したい移民・難民に関する社会的課題 

＊本助成金を申請した背景、解決したい組織の抱える課題について記述してください。申請プロジェクトの

必要性やニーズが分かるようにご記入ください。 

 

  

②  申請プロジェクトの目標 

＊プロジェクトを実施した結果、移民や難民の生きる環境にどのような良い変化が期待できるか、具体的に記

述してください。目標達成度を測ることが可能な指標があれば、記述してください。 
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パブリックリソース財団 
 

③  申請プロジェクトの実施内容 

＊具体的な計画内容（主な実施項目について、何を、どのように、実施するのか）を記載してください。 
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パブリックリソース財団 
 

④  申請プロジェクトのスケジュール 

＊主な実施項目の実施日程を記載してください。 

 

⑤ 実施体制 

＜氏名＞ ＜担当業務・役割＞ 

＜氏名＞ ＜担当業務・役割＞ 

＜氏名＞ ＜担当業務・役割＞ 
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パブリックリソース財団 
 

 

⑥  申請プロジェクトのリスク 

＊申請プロジェクトを安全、確実に実施するうえで、想定されるリスクがあれば、記述ください。 

 

⑦ プロジェクトの予算 

■プロジェクト予算についてご記入ください 

収入の部 

区分 金額 

自己資金（寄付、会費、

事業収入等） 

 

他助成金、補助金  

その他  

移民・難民支援基金  

合計 円 

 ※上記他助成金、補助金について該当するものに☑をしてください・・・・・ □申請中 □助成決定 □助成中 

 ※ 収入の「移民・難民支援基金」と支出の「助成金充当額 合計」は同額になるよう記載してください。 

  必要に応じ行を足してください。 

 

支出

の部 

費目 プロジェクト総予算額 助成金充当額 内容 

（項目、単価、算出根拠など） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合計 円 円  
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パブリックリソース財団 
 

■費目内訳 

人件費 職員、補助員（アルバイト）等の人件費 

報償費 講師、専門家、外部協力者等、個人に対する謝金 

教育、研修費 講座、研修の参加費等 

旅費、交通費 交通費、宿泊費等 

備品費 オフィス家具、電気機器類、事務機器類 

消耗品費 事務用品、その他事業に必要な消耗品 

印刷製本費 チラシやパンフレット類の印刷費、コピー代 

図書資料費 書籍、雑誌、新聞等の購入、購読 

通信運搬費 郵送料、電話代、インターネット接続代金等 

賃借料 機器、設備等の借用に要する経費 

水道光熱費 水道代、電気・ガス代 

修繕費 シェルターなど事務所の修繕、改修にかかる費用 

広告宣伝費 不特定多数の者に対する宣伝効果を意図したものの経費 

委託費 各種調査の委託費、税理士等への報酬など他事業者への外注費用 

租税公課 契約締結当により発生する印紙税等 

仕入れ・材料費 事業に必要な原材料、資材、部品等の購入費用。食事提供などのための費用を含む 

緊急生活支援費 緊急に必要となった生活支援のための費用 

会議費 会議開催日（茶菓子は１人１回３００円程度まで） 

※難民の収容所からの仮放免の保証金に充当することも助成対象とします。ただし、保証金が当該支援団体

に返還された際には、当該資金を当基金に返還することを条件とします。 

※助成金を、資本金、敷金、保険金等に充当することはできません。 

※通信運搬費については、個人が所有する携帯電話の通話料・通信料の計上は認めません。 

※人件費は、1 人２５万円／月を上限とした１２か月以内の給与を対象とします。上限を超える給与または賞与

は各組織の自己負担とします。 

※社会保険の団体負担分は対象としません。 

 

⑦  申請プロジェクトの評価・改善方法 

＊申請プロジェクトの成否を評価し、改善するために、どのような振り返りの方法をもっていますか。 

 

■個人情報の取り扱いについて 

当プログラムへの応募を通じて皆様からお預かりする個人情報は、適切に管理し、ご本人の承諾のない限り、

当プログラムに関連する目的以外に使用することはありません。パブリックリソース財団における個人情報の

取り扱いについての詳細は、以下のサイトをご参照いただき、ご同意のうえお申し込みください。申請用紙の提

出をもって、ご同意いただいたものとさせていただきます。 

■ パブリックリソース財団の個人情報取り扱いについて：HTTP://WWW.PUBLIC.OR.JP/PRF/PRIVACY/ 
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「移民・難民支援基金」第 1 回（2019 年度）助成 審査結果報告書 

 

 

１．応募状況 

 (1) 募集期間   2019 年 6月 10 日（月）～2019 年 7 月 16 日（火） 

 (2) 応募総数   32 件 

(3) 応募内訳 

応募総数 移民支援 難民支援 

32 件 22 件 10 件 

 

 

２．審査委員会 

 (1) 開催日 

2019 年 8月 20 日（火） 

 

(2) 審査方法 

   審査委員会を設置し、審査委員による下記の審査基準に基づく書類選考により支援先団体を選定した。 

 

(3) 審査委員 

委員長 田村 太郎 一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事 

委員 鈴木 江理子 国士舘大学文学部 教授 

委員 杉本 大輔 全国難民弁護団連絡会議事務局 

 

(4) 審査の基準 

評価分類 評価項目 

団体について 前進や改善を行うための評価方法を自らもっているか 

資金を管理する体制が整っているか 

申請プロジェ

クトについて 

社会課題および裨益者のニーズを具体的にとらえているか 

裨益者のニーズに応えるための効果的な取組方法を持っているか 

取り組みは、実現可能なように、よく計画されているか 

事業を実施するにあたって、どのようなリスクがあると認識し、対応しようとして

いるか 
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３．審査結果 

  審査委員会による審査の結果、4団体（移民支援 2件、難民支援 2 件）が助成対象先として選定された。 

 

４． 支援期間 

最大 3年間の継続助成（1 年度につき 1団体あたり最大 80 万円）を行う。 

継続については、審査委員会で 1年目の進捗や実績を審議して決定する。 

1 年目の支援期間は 2019 年 9 月～2020 年 8月。 

 

 

５．支援総額 

  3,200,000 円（1年目） 

 

 

６．助成対象団体及び支援金額 

支援 

区分 
団体名 地域 申請プロジェクト名 支援金額 

移民 
特定非営利活動法人 

北関東医療相談会 
群馬県 

非正規滞在者、難民申請者、仮放免者の 

出産費用支援 
800,000 円 

移民 

特定非営利活動法人 

外国人支援ネットワーク 

すたんどばいみー 

神奈川県 日本で生きる力増進プロジェクト 800,000 円 

難民 RAFIQ 大阪市 
関西の難民支援を支える事務所運営と 

難民への仮放免・生活支援 
800,000 円 

難民 
特定非営利活動法人 

名古屋難民支援室 
愛知県 難民の生活支援と自立を促すケースワーク 800,000 円 
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パブリックリソース財団のご紹介 

◆公益財団法⼈パブリックリソース財団 （http://www.public.or.jp/）

2000 年に⾮営利のシンクタンク、NPO 法⼈パブリックリソースセンターとして発⾜し、
NPO など⾮営利事業体のマネジメント強化、SRI（社会的責任投資）にかかる企業の社会
性評価や CSR の推進⽀援、そしてオンライン寄付をはじめとする寄付推進事業などを展
開。2013 年 1 ⽉、これらの成果と蓄積を踏まえ、「誰かの⼒になりたい」という⼈びとの志
を寄付で実現するために、個⼈や企業の資⾦⼒を社会的事業への投資につなぐ寄付推進の専
⾨組織「公益財団法⼈パブリックリソース財団」として新たにスタート。 

「意志ある寄付で社会を変える」をミッションとして、社会貢献を志す個⼈や企業からの
ご寄付をもとに、「オリジナル基⾦®」の設置、「テーマ基⾦」の設置、遺贈など様々な寄付
の⽅法を提供し、⼈⽣を豊かにする寄付、未来を切り拓く寄付の仕組みづくりに取り組む。
幅広い公共的分野で社会をより良くする NPO や社会的企業の活動に投資する⽇本初の全国
規模の「市⺠財団（Public Charity）」。 

寄付者の「想い」を実現し、⽇本に「寄付⽂化」を醸成することを⽬指しています。 

◆オリジナル基⾦®とは

寄付者の想いをオリジナルの基⾦という形にして実現する⽅法です。寄付者の⽅が関⼼を
持つ社会課題やテーマ、価値感などを伺い、オリジナルの助成プログラムを設計して、独⽴
した⼀つの基⾦として公益財団法⼈パブリックリソース財団内に設置します。寄付者に専⾨
的な知識がなくても、財団が要望を伺い、社会課題や政策動向を調査・分析し、寄付者の意
向に沿った社会貢献テーマや、具体的な⽀援⽅策を提案します。 

助成先は公募により募集し、第三者の専⾨家からなる審査委員会により決定。助成先団体
には必要に応じて伴⾛⽀援を⾏い、社会課題の解決に向けて最⼤の成果が出るようにサポー
トします。また、活動内容や成果を寄付者に報告し、⼿応えのある寄付を実現しています。

※「オリジナル基⾦」はパブリックリソース財団が特許庁から商標登録を受けているオリジ
ナル商品です。（商標登録番号：第 6268837 号）

◆団体情報
団体名 公益財団法⼈パブリックリソース財団 
所在地 東京都中央区湊 2 丁⽬ 16-25 ライオンズマンション鉄砲洲第 3 202 号 
電話番号 03-5540-6256
FAX 03-5540-1030
代表者 代表理事・理事⻑ 久住 剛
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