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★ 巻頭言★       
 

「人をけなさない！社会参加の最低ルール」 
 

 村山勇（兵庫日本語ボランティアネットワーク代表） 
 

当会の相談業務の最近の例です。『私の

所属する教室で、あるボランティアの悪口

が酷いです。表立っては言わず陰で、「Ａ

さんは息子さんの奥さんの実家へ孫の顔

を見に行ったって言ったけど、泊りに来ら

れた実家はさぞかし迷惑でしょうね。」と

同意を求めてきます。私は、人のことをと

やかく言いたくないので困惑します。結局

言われた人にも伝わり、会の雰囲気がぎく

しゃくとしています。どうしたらよいでし

ょうか？』僕がどう答えたかは省略します

が、ボランティア活動は社会の一部であり、

節度が要ります。「人をけなさない！」は、

社会参加の最低限守るべきルールだと思

います。そんな時に「こんな表を見たんだ

けど」とその方に見せて、反省を促すよう

な文章を作ってみました。以下を参考にし

て役立ててくだされば幸いです。 

 

(参考) 「日本語ボランティア工程表」  

(by 村山勇)    

 

(あなたの現在位置は？どこかで終わるに

しても、きれいに快く!) 

1. 何かのきっかけで「日本語ボランティ

ア」をやってみようと思い、自分に合い

そうなグループに決めて始める。 

2. 少し自信がつき、自分の工夫を試す、学

習者の成長を喜ぶ。学習者に合わせた

教材を自作する。学習者に、時には毅然

と注意したり、話を聞いて励ましたり

する。学習者が少なく、支援者が余って

いたら、自分の学習者をゆずったり二

人で見たり配慮する。 

3. コーディネーターとして、全体の様子

を見て、その日のペアの組み合わせを

考える。支援者のやり方が意に沿わな

い場合でも誠意を持って対応する。 

4. グループの役員になりグループの仕事

をする。出欠記録簿まとめ。ボランティ

ア保険の取りまとめ、提出。区役所への

登録更新。「グループだより」を編集、

印刷する。会計をする。 

5. ホームページを更新する。学習者の文

化発表をパソコンで手伝う。連絡網を

管理する。 

6. 各種の助成金に申請し、書類を書く、提

出する。報告書、領収書、会計決算を提

出する。 

7. 他のメンバーにグループ運営のノウハ

ウを伝える、後継者を育てる。(時には、

言いたいことも飲み込む、陰口を言わ

ない。人をけなさない。) 

8. いろんな理由で進路変更をする。(ボラ

ンティアを止める、他のグループを見

つける、新しいグループを作る等。) 

 

ボランティアは長い人生の一コマ、ストレ

スを溜めず、明るく前向きに! 
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コロナワクチン接種と非正規滞在外国人 

―思考停止に陥った自治体の対応― 
 

觜本郁（NGO神戸外国人救援ネット） 

 

 新型コロナウイルス感染拡大が収まる気配がない中、ワクチン接種への関心が高まっています。

そのような状況で、増えてきているのが接種案内が来ていないオーバーステイなど非正規滞在の

外国人もワクチン接種できるだろうかという相談で、全国各地から寄せられるようになっています。

主に支援団体のメンバーからのもので、役所に接種できるか相談したら断られたというものが多く、

ワクチン接種は認めるが入管に通報すると言われたというものもあります。 

 非正規滞在外国人のコロナワクチン接種については、以下の移住連のホームページに解説を掲

載しているので是非ご覧になってください。 

移住者なんでも相談「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の外国人に対する取り扱いについ

て」 https://migrants.jp/news/blog/20210803.html 

要するにコロナワクチン接種の根拠となっている予防接種法には国籍条項はなく、その趣旨から

在留資格のない外国人も接種対象であるということで、厚生労働省の通知などをもとに説明してい

ます。また、入管法上の通報義務についても、これまで非正規滞在外国人が労働相談やＤＶ相談を

した際の対応と同様に、公務員の入管への通報義務は免除される取扱いについて触れています。 

さて、ここで考えさせられるのは、ワクチン接種の自治体の担当課の姿勢です。厚労省は仮放免

（在留資格はもちろん無い）の外国人もワクチン接種の対象であることを示して、その接種の手続き

を説明しています。しかし、これは非正規滞在外国人のうち仮放免者だけが対象ということではな

く、仮放免となっていない未出頭の外国人も対象ということで、これは厚労省の担当者にも確認済

みです。しかし、相談が寄せられるケースでは、仮放免者は対象だがそうでなければ対象外である

という取扱いをされているというものです。 

予防接種法や感染症法は、病気の感染拡大を防ぐという公衆衛生上の目的で制定されていて、

在留資格の有無などは関係なく適用されるというのは基本原則です。それを理解していれば、仮放

免ならいいがそれ以外の非正規滞在外国人は対象外という取扱いが法の趣旨目的に反することは

すぐにわかる話しなのです。 

「在留資格のない外国人」が相談に来たら思考停止になって制度利用を断るという対応をするの

ではなく、制度の趣旨や相談者の人権という視点を持ち、どうしたら相談者の人権が守れるのかと

いう発想で対応してもらえればと願うばかりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外国人の医療・福祉・社会保障 相談ハンドブック 」 

日本で生活している外国人による医療・福祉・社会保障の利用を支
援するためのハンドブック。外国人の相談における、ケース別の対
応と制度利用、コミュニケーションの問題、そして関係する法令・
通知・資料を収録。法律家だけでなく、医療従事者、福祉施設職員、
日本語教室や国際交流協会、自治体職員、NPO・NGOなど、外国人
の生活を支援するすべての人のための必携書。 

▼ 明石書店で購入できます  

https://www.akashi.co.jp/book/b456766.html 

【編集】特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク 

【価格】本体 2,500円＋税 

【判型・ページ数】（B5 判／並製／352頁） 

【出版年月日】2019/06/01 

https://migrants.jp/news/blog/20210803.html
https://www.akashi.co.jp/book/b456766.html
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ミャンマーからの技能実習生と軍事クーデター 
 

日比野純一 （FM わいわい） 

                 

 ミャンマー国軍によるクーデターから七ヶ月余りが経過した。状況はまったく改善の兆しもなく、新

型コロナウイルスの蔓延が追い打ちをかけている。 

 クーデターに抗議を唱える日本で暮らすミャンマーの人達と繋がりを持って、私にとってミャンマー

は今まで以上に身近な国になっている。 

 そうした状況のなか、今年の春に神戸から車で一時間余りの小さな町に暮らす、ミャンマーから働

きに来ている技能実習生達と知り合いになった。きっかけを作ってくれたのは、この町で農業を営む

友人だ。数年前のある日、彼の畑に「野菜を売ってください」と何人かの外国人女性がやって来た。

その外国人達はこの町にある大手電機メーカーの工場で働いているミャンマーからの技能実習生

達だ。それから彼女達は定期的に友人の畑に野菜を買いに来るようになった。 

 そしてある時、植物の種を持ってきて「おとうさんの畑でこの野菜を育ててくれませんか」と渡され

た。それは、チンバウンというミャンマー料理には欠かせない酸っぱい葉野菜で、いわば故郷の味

だ。しかし、日本では東京の輸入食材屋などでないと手に入れることは難しい。 

 友人はチンバウンを畑で育て、やがて彼女達がそのチンバウンをすべて購入してくれて、他の地

域で働いている友人達にもそれを送った。こうして野菜を通じて友人夫妻とミャンマー人技能実習生

との交流が始まった。 

 夏になると、チンバウンの収穫が始まる。そしてミャンマーからの技能実習生達が、待ってました、

と友人の畑にチンバウンを買いに来る。故郷の味を堪能できる喜びの季節がやってきたはずなの

に、今年は事情が大きく異なっている。 

 ミャンマー人技能実習生達が二ヶ月ほど前に、妻と私をアパートに招いてくれて、ミャンマー料理

をご馳走してくれた。おとうさん、おとうさんと親しみを込めて呼ばれている農家の友人も交えて、楽

しいひと時を過ごした。 

 デザートをみんなで食べた後に、技能実習生の一人のお母さんがコロナに感染し、入院もできず

にヤンゴンの自宅で療養を余儀なくされといることを、その理由を含めて話してくれた。ミャンマーで

は、国軍に不服従の医療従事者が業務に就くことができず、ほぼ医療体制が崩壊している。 

 市民はコロナに感染しても病院で治療を受けることができないため、自宅療養をせざるを得ない。

しかし国軍が酸素をほぼ押さえているため、酸素吸入ができず、毎日千人以上の人々が亡くなって

いる。 

 その晩、神戸の自宅に戻り、土産に持たせてくれたミャンマー料理を頂いて、「次はみんなを自宅

に招待しようよ」と、妻と話をしていた矢先に、○○ちゃんのお母さんがヤンゴンの自宅で息を引き

取った、と連絡が入った。 

 メッセージには「軍もコロナも大嫌いです。憎いです」と、添えられていた。 

 翌週、せめて遺影に献花をしたく、彼女達のアパートを訪ねると、○○ちゃんは同僚達や会社の

人達の支えもあって、少しだけ元気になっていたが、なんと叔母さん（亡くなったお母さんの妹さん）

も後を追うようにコロナで亡くなっていた。 

 いつもはどんな時でも明るく振る舞っている彼女達だが、初めてさめざめと泣いた。軍が憎い、ス

ーチーさんの時代に戻りたい、と。 

 日本で働いているミャンマー人技能実習生や日本語学校の留学生達は、3 万人を超えている。今

の状況では故郷に帰ることは難しい。さらにコロナで厳しい状況におかれている家族や友人に対し

て何もできない無力感と辛さが、彼らに追い打ちをかけている。 
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外国人女性・外国人支援者向け無料学習会・相談会 

「日本での “妊娠・出産” を知ろう」 実施報告 

 

鋤柄利佳 

（特活）アジア女性自立プロジェクト（AWEP） 

去る 8 月 7 日、救援ネットの運営委員でも

ある多文化共生センターひょうご代表の北村

広美さんを講師としてお迎えし、「日本での 

“妊娠・出産” を知ろう」と題した無料学習

会・相談会が開催されました。この催しは、公

益信託神戸まちづくり六甲アイランド基金の

助成事業として、救援ネットとアジア女性自

立プロジェクトの共催で行いました。 

当日の参加者は１５名、参加された外国人

女性の国籍は、フィリピン、ベトナム、インドで

した。 

前半は北村さんによる講演。女性の身体

の仕組みや女性特有の病気・症状、自身の

健康を守るためのがん検診や子宮頸がんワ

クチン、日本で可能な避妊方法、アフターピルの現状、妊娠・出産と在留資格、等々の幅広いお話

を、パワーポイントと多言語用語集を用いてわかりやすく説明してくださいました。 

後半の質問・相談を受け付ける時間では、参加者の皆さんから多くの発言があり、予想以上に活

発な質疑応答の時間となりました。北村さんは、ご自身の助産師としての専門知識と、これまでの

外国人支援の活動においてのご経験をもとに、全ての質問に丁寧に答えてくださいました。参加者

の皆さんは、ご自身や娘さんのことで気になっていたこと、病院に行くのはハードルが高いけれど心

配だったこと、などを相談する良い機会になったようです。他の参加者の方からの質問に対し別の

参加者の方が自身の体験談をシェアしてくださる場面もありました。 

終了後のアンケートには、「分かりやすく、聞きやすかった」「正しい知識を得ることの大切さを改

めて感じました」「情報が詰まっていて、説明も容易に理解できました」「多くのことを学べました」「幅

広く勉強できたのでよかった」「参加者からのすべての質問に答えてくれて嬉しかった」との感想が

寄せられていました。 

救援ネット事務局の村西さんによると、救援ネットにも年に数回は技能実習生や留学生の妊娠・

出産に関する相談が入ってくるようになり、また外国人同士の夫婦のケースでは、出産一時金など

の制度を知らず、子どもを育てられる余裕がないので中絶を考えている、という相談もあったそうで

す。近年、こうした相談が各地の支援団体に寄せられる一方で、外国人女性のリプロダクティブライ

ツの保障が確立されておらず、支援の現場における重要な課題のひとつです。 

現在、移住連でも、移民女性、特に技能実習生や在留資格「別表 1」の女性の妊娠・出産につい

てケースを集約し、課題を整理して問題提起をしていくための集中的な取り組みが行なわれていま

す。 

今回のような学習会・相談会は、外国人女性たちが自身の享受し得る権利を知り、彼女たちのリ

プロダクティブヘルスライツが守られることの一助になると感じました。 

さらに、救援ネットではこの助成金事業の一つとして、妊娠・出産に関連する制度を紹介する多言語

のパンフレットを作成する計画も進めています。 

アジア女性自立プロジェクトとしても、引き続き救援ネットと連帯・協働して、この課題に取り組ん

でいきたいと考えています。
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AWEP 近況 
 

 奈良雅美 

（特活）アジア女性自立プロジェクト（AWEP） 

 

コロナ禍の問題も２年めに入りますが、当初予想していたほどはよい状況になっていない、という

のが正直な感想です。多くの人々の参加や協力によってなりたつ私たち NPO の活動に対し、コロ

ナは人との対話を妨げます。今も、足枷をはめられ、身動きが取りにくい状態が続いています。 

そんな中でも、AWEP はいくつか変化してきていることがあります。 

１つめは、ボランティアが増えてきたこと。特に PR を強化しているわけではありませんが、一昨年

に比べても活動に参加したい、関わりたいという問い合わせが目立つようになりました。対面での関

わりを控える風潮の中で、それでもなにかやりたい、という強い思いを学生など若い世代の方に感

じられます。知識、経験値などは十分ではないかもしれませんが、少しヒントをこちらから提供すると

自ら考えて動き出しています。外国人の人権、多文化社会の諸問題などは専門家に任せておけば

よいというのではなく、社会全体の知識や価値観を変えていくためにもこうした若い人々をはじめ多

くの人に関わってもらうことが大事なのではと思っています。 

２つめは、タガログ語発信を増やしていること。学校教育に関する情報を集めた、タガログ語の冊

子を発行したり、フェイスブックでのタガログ語情報の掲載を増やしたりしています。特にフェイスブ

ックのタガログ語発信は日本語のみの発信と比べて、10 から 20 倍のレスポンスがあり、手応えを

感じます。また FM わぃわぃの協力により、インターネットラジオでフィリピン人女性たちが直接発信

するプログラムを増やしました。こうした発信がやりやすくなったのは、フィリピン人女性のスタッフを

昨年から迎えられたためです。これからも、彼女たちとともに発信内容や方法などをさらに工夫し、

よりよい事業を展開していきたいと思います。 

３つめは、相談から相談「未満」の取り組みへ、です。AWEP は設立当初から相談活動を続けてき

ましたが、相談しなければならない状況は望ましいものでは本来ないと思います。外国人相談窓口

はだいたい、なにか問題が起こり、当事者が

散々行き詰まってから、助けを求める場所。

頼る他がなく、仕方のない選択です。できれ

ば問題が起こる前になんとか対処できる方

法はないか。そこで、相談「未満」の取り組み

として、気軽におしゃべりできる場を定期的

に開くことにしました。悩みのある、なしに関

係なく、話せるところです。そこには国籍など

に関係なく集える場所。小さい場を作り少し

ずつ育てていけたらと考えています。 

コロナ禍によってもたらされた影響は甚大

ですが、立ち止まって全体を俯瞰する機会に

もなりました。誰とどのように社会を社会の

仕組みをつくっていくのか、ミッションを改め

て心に留め直さなければと思います。 

 相談会の様子  
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「人権ベースの登録支援機関」という試み                  
 

坂西卓郎（PHD 協会） 

 

前号で報告させていただいたようにＰＨＤ協会は居住支援を始めた。居住支援の次のステップと

して自立⇒就労がある。就労が安定しなければ自立は難しいが、外国人にとってはそこにも壁があ

る。 
 
登録支援機関の役割 

そこで当会は就労支援をするために登録支援機関に６月 10 日付けで登録した（21 登－006125）。

登録支援機関は在留資格「特定技能」の就労や在留資格取得のサポートができる。 

在留資格「特定技能」は 2019 年 4 月に深刻な人手不足に対応するために生まれた。登録支援機

関とは主として「受け入れ企業に代わって支援計画の作成・実施を行う機関」である。 

その目的は「雇用する受け入れ企業に代わり、外国人労働者の人権の保障及び生活の質を向

上すること」となっている。これは外国人労働者が歴史的に人権を蔑ろにされてきた傾向を踏まえて、

雇用者だけが人権の保障や生活の質向上に責任を持つのではなく、第三者である登録支援機関

がカバーする積極的な補完の試みと言える。 
 
高い手数料？ 

ただ登録支援機関にも課題はある。その一つが手数料だ。登録支援機関が受け入れ機関である

企業に外国人労働者を紹介する時の手数料の相場は年収の約 3 割。つまり年収 300 万円であれ

ば、90 万円となる。この手数料の存在が外国人労働者の待遇に悪影響を与えかねない。そもそも

紹介料というのは法的に認められているとは言え、違和感がある。 

とはいえ、外国人労働者、移民を押しとどめることは現実的ではない。ご存じのように既に国内に

は約 170 万人もの外国人労働者がいる。出国前の手数料、誤った情報の氾濫等の課題も気になる

が、目の前の課題も放置できない。 
 
NGO が人権重視でやったらどうなる？ 

そこで「NGO が人権ベースで登録支援機関をやったら三方よしになるのでは」という発想が生ま

れた。三方とは外国人労働者、受け入れ企業、NGO である。外国人労働者が愛と熱意を持って受

け入れてくれる企業で就労することで、待遇面だけではなく、働き甲斐のある環境を手に入れる。受

け入れ企業は外国人労働者を受け入れることで、触発され、自社の事業の見直しにつながる、なに

より雇用確保にもつながる。そして、PHD は外国人労働者の人権の保障や生活の質の向上という

報酬を得る。もちろん、紹介手数料はいただかない。その分、外国人労働者の待遇改善や継続した

教育機会の提供を企業に約束してもらう。 
 
安定した就労がもたらす「多文化共生社会」 

加えて当会の最終的な目標は「多文化共生社会の実現」、「外国人への偏見、差別を無くす」こと

であるが、そのアプローチとして「外国人労働者の定着」を意図している。 

具体的には、外国人労働者の方達が安価な労働力としてではなく、一人の人間として愛と熱意を

持って受け入れられ、成長していく。そうすれば、その人が仕事や生活を通じて出会う人たちの外国

人への意識が変わる、ないしはポジティブなものになっていくというイメージだ。就労後の研修につ

いては今まで国際協力人材の育成を 40 年間行ってきた経験を活かしたい。 

登録支援機関として、そういった成功例を一つでも多く作ることが、当会の最終目的の達成につ

ながると信じている。 
 
求む興味のある事業所 

当面は特定技能 14 業種の中で「介護」の分野で活動していく。外国人労働者の雇用に興味のあ

る介護事業所の方がいれば「人権ベースの登録支援機関」にご一報いただければ幸いだ。
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～シリーズ～ 協力弁護士さんの横顔 

このコーナーでは協力弁護士のみなさんの「横顔」を紹介しています。 

 

第１０回目: 別所 美保 弁護士 （これから法律事務所）
  

 弁護士の別所美保です。弁護士登録をし

て 8年目、事務所を開設して 3年目です。 

 ロースクールは東京で、入学式の 2 日前

にインドから帰国しました。ロースクール

の受験勉強があまりにつまらなかったの

で、ロースクール入学前の半年間、インド

のムンバイ大学と印日協会で日本語を教え

ていたのです。インドは風景や文化が印象

的ですが、とりわけ人々の情け深さと誇り

高さに感動しました。半年間毎日毎日現地

の人々の親切を受け、感謝をしない日はあ

りませんでした。誰が見ず知らずの外国人

のために満員電車で自分が楯になってその外国人を安全にホームに下そうとするのか、自分が降

りる駅でもないのに。いたんです、ムンバイには、そんな人々が。 

 灼熱の国インドの前は、鼻血も凍る東シベリアのイルクーツクで２年間日本語を教えていまし

た。もうすぐ秋ですが、私にとって秋といえば、ロシアです。空はどこまでも青く、高い白樺の

並木が黄金に燃え、その美しい色のコントラストに赴任間もない私は身も心も吸い込まれました。

その夢のようなロシアの秋も深まり冬になった頃には、赴任時から二人三脚で猛特訓をした舞台

俳優の一人娘さんが、全ＣＩＳ（旧ソ連邦の国々の）日本語スピーチコンテストで優勝しました。

私の人生で一番の自慢です。 

 ロシアの前、私の初海外赴任は中国でした。初海外赴任にもかかわらず、住んでいたのは北京

や上海といった煌びやかな世界に名だたる大都会ではなく、よりにもよって山東省の省都でもな

いド田舎の国立森林公園の中でした。地平線まで見渡す限り落花生畑で、牛や鶏の鳴き声で目を

覚まし、窓を開ければテントウムシが 1000 匹落ちてくるようなところで暮らしていました。本

当です。中国の田舎は本当にタフでした。その中国経験の後ではロシアもインドも恐るるに足ら

ず、色んな意味で「生き抜く」力を中国が培ってくれました。おかげで、押しの弱かった私が、

1年中国に住んでいただけで、まあ押しの強い人間になりました。本当です。 

  

現在、外国の方の事件にいくつか関わらせていただいていますが、知識も経験も全く足りない

ことを痛感する日々です。ですが、これまでせっちゃん（セルゲイ）、路さん、アクシェイ一家、

アティーヤ一家、タヌー達が私にしてくれたように、NGO 神戸外国人救援ネットさんのご協力

を得ながら、少しでも日本で困っている外国の方のお役に立てるよう精一杯頑張ります。 
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主な事務局活動 

* 毎週 (月・水・金) 事務局開所 

  (金)  多言語生活相談ホットライン、 (土・日)  ひょうご多文化共生総合相談センター 

2021 年 

4 月 12 日（月） ＧＱネット運営会議（オンライン） 

4 月 28 日（水） ひょうごＤＶ被害者支援連絡会議 定例会・総会（オンライン） 

5 月 10 日（月） ＧＱネット運営会議（オンライン）  

6 月 12 日（土）～13 日（日） 移住連・全国ワークショップ（オンライン） 

6 月 14 日（月） ＧＱネット運営会議（オンライン） 

6 月 23 日（水） ひょうごＤＶ被害者支援連絡会議 定例会（オンライン）  

6 月 24 日（木） GONGO テーマ「就学前児童への発達障害支援について」（オンライン） 

7 月 12 日（月） ＧＱネット運営会議（オンライン） 

8 月 7 日（土） 六甲アイランド基金助成事業 学習会 「日本での “妊娠・出産” を知ろう」実施  

8 月 25 日（水） ひょうごＤＶ被害者支援連絡会議 定例会（オンライン） 

毎月 11 日 ダイエー神戸三宮店 「幸せの黄色いレシートキャンペーン」 

 

事務局活動時間について 
 

★事務局活動時間は以下のとおりです。★事務局活動時間について 
 事務局開所時間: 月・水曜日 10:00 ～ 18:00、 金曜日 10:00 ～ 20:00、  

土・日曜日  9:00 ～ 17:00 

生活相談ホットライン:  金曜日  英語、タガログ語、スペイン語（10:00 ～ 20:00）、 

ポルトガル語（13:00 ～ 20:00）、中国語、ベトナム語、ロシア語（事前予約制）  

NGO神戸外国人救援ネットの活動は皆さんからの会費・カンパによって支えられています。

今後ともご支援とご協力のほどよろしくお願いします。 

郵便振替＜０１１００－２－６０７０１  NGO神戸外国人救援ネット＞ 

救援ネット年会費 3000円 年 3回ニュースレターをお届けします。 

共感寄付に参加しています。ご協力をよろしくお願いします。 

毎年、相談件数・同行件数が増加し、活動資金が不足しています。引き続き救援ネットはひょうご

コミュニティ財団が主催する共感寄付に参加しています。共感寄付専用の郵便振替用紙はニュ

ースレター6９号に同封しております。皆さまのご協力をどうかよろしくお願い致します。 

 

【目標金額】 400万円 【募集期間】 2018年 4月 1 日～2021年 12月 31日 

【郵便振替の場合】 ００９６０－８－２７４５３１ 公益財団法人ひょうごコミュニティ財団 

通信欄に『救援ネット団体番号』５－Eとご記入ください。 

【銀行振込の場合】 みなと銀行 神戸駅前支店 普通１６７１７１６ 

公益財団法人コミュニティ財団 代表理事 実吉威 

※お礼状、領収書をお送りするため、①お名前、②ご住所、③電話番号、④応援する団体名

をひょうごコミュニティ財団へお知らせ下さい。  

電話：０７８－３８０－３４００ メール：hyogo@communityfund.jp 

 
共感寄付の詳しい内容について： https://hyogo.communityfund.jp/kyokan/  


