コロナ対策の社会貢献事例一覧（兵庫県ビジョン課独自収集分）
更新日：2020/05/13
取組名

地域
明石市

取組の概要

取組団体

HP等

撮影してテークアウト料理を 明石市在住のプロカメラマンがテークアウトで提供し 阿那写真館（明石 http://www3.plala.or.jp/ana/
PR

ている料理の撮影を行うサービスを開始。

市）

(受付2020.5.31まで)
神戸市

民事訴訟手続きに「ウェブ会 神戸地裁が民事訴訟を対象に、裁判所と弁護士事務所 神戸地方裁判所
議」導入

などをインターネットでつなぎ、手続きを進められる （神戸市）
「ウェブ会議」を地裁本庁で開始。（スピーカーは当

加古川市

事者が用意）
マスクのゴムに「靴下のハギ 加古川市で1955（昭和30）年から地場産業の「くつ

ワシオ（加古川

レの輪っか」を活用。無料配 下」を製造してきた「ワシオ」が、ハンカチマスクを 市）
布

https://kakogawa.keizai.biz/hea
dline/1131/

作れるよう、靴下の製造過程でできる切れ端の輪を全
国に発送。

https://www.mochihada.co.jp/f
s/mochihada/07009
芦屋市

学童保育に弁当を無料提供

休校中で学童保育に通う児童らへ、近所の魚料理店

魚料理店「いち

「いちえ」が１１日、焼き魚や煮物などが入った特製 え」（芦屋市）
宝塚市

の弁当を無償で提供。
宝塚の３寺院、マスク１０万 宝塚市内の三つの寺院が、大人用サージカルマスク１ 清荒神清澄寺、大 https://www.kobe枚を市に寄贈

朝来市

酒造会社が消毒用アルコール 消毒液不足を受け、朝来市の酒造会社が、酒造りに使 此の友酒造（朝来 http://konotomo.jp/
を製造

洲本市

０万枚を同市に寄贈。市内の妊婦、医療機関、介護施 林寺、西光院（宝 np.co.jp/news/hanshin/202005/
設など福祉関連施設に配るという。
塚市）
0013335987.shtml
うアルコールを活用して消毒用アルコールを製造し、 市）

出荷。
洲本飲食組合×FC淡路島出前 サッカーチーム「ＦＣ淡路島」と洲本飲食組合がタッ FC淡路島、洲本

https://www.city.sumoto.lg.jp/si

プロジェクト

te/covid19/9451.html

グを組み、出前プロジェクトを開始。サッカー選手が 飲食組合（洲本
飲食店の弁当などを主に自転車で届ける。

市）

http://insyokuhyogo.com/kumiai.htm
https://official.fc-awj.com/
神戸市

神戸市

飲食店の前払いなど会員支援 感染拡大で経営環境が厳しくなっている会員企業への 神戸商工会議所

https://www.nikkei.com/article/

事業

支援事業を始める。特設サイトを開設し、飲食店への

DGXMZO58945920R10C20A5LK

前払いサービスやビジネスマッチングを支援。

A000/

留学生に食べ物の支援

帰国もアルバイトもできずに苦境に陥ったベトナム人 ＮＰＯ法人日越交 https://www.npo留学生らに、神戸のＮＰＯ法人や社会福祉協議会が食 流センター兵庫

homepage.go.jp/npoportal/detai

べ物を提供。

l/115010853

（神戸市長田
区）、ＮＰＯ法人
フードバンク関西
（神戸市東灘区）

神戸市

姫路市

https://foodbankkansai.org/

畳のへりでマスク自作 老舗 神戸市西区の老舗畳店「畳のヤスダ」が、ミニ畳の製 畳のヤスダ（神戸 https://tatami-yasuda.com/
畳店が無料で配布

作キットと自作のマスクを希望者に無料で配布してい 市西区）

マスク交換プロジェクト

る。
姫路市の一般社団法人「播磨講師協会」が、家庭から （一社）播磨講師 https://harima-koushi.or.jp/
募った使い捨ての不織布マスク１０枚を自作の布マス 協会（姫路市）

三木市

ク１枚と交換し、医療現場へ届ける取り組みを開始。
創作絵本の動画を制作、朗読 三木市のＮＰＯ法人が、創作絵本「バッタくんのおく ＮＰＯ法人ディ
付きで公開

https://www.this-is-miki.com/

りもの」を朗読付きで紹介する動画を制作。動画投稿 ス・イズ・ミキ

サイト「ユーチューブ」で公開。
（三木市）
宝塚市、川 子供手作り「ポリ袋防護服」 学校法人「雲雀丘学園」が、傘下の幼稚園2園、小学 学校法人雲雀丘学
西市

医師会に1400着寄贈

校、中学・高校の児童生徒や保護者らに呼びかけ、ポ 園（宝塚市）

https://www.hibari-ho.ed.jp/

リ袋などを使って作製した「簡易防護服」計約1400
着を宝塚市、川西市の両医師会に寄贈。
理創化研が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を (株)理創化研（姫

姫路市

アルコール除菌液生産

姫路市

受けて、兵庫県の要請でアルコール除菌液を製造。
路市）
除菌用高濃度アルコール液を 清酒「龍力」の蔵元・本田商店が、米焼酎の製造経験 本田商店（姫路
製造、販売

http://www.taturiki.com/

を生かし、医療・介護施設の除菌用に高濃度アルコー 市）
ル液の製造を開始。市老人福祉施設連盟などを通じ市

三木市

児童生徒用マスクを寄贈

内50施設に寄贈。医療・介護施設に限定して販売。
三木、三木東、三木中央の各ライオンズクラブは、市 三木ライオンズク http://www.miki-lions.jp/
立学校の児童生徒用として、マスク１万６千枚を三木 ラブ（三木市）
市に寄贈

取組名

地域
姫路市

取組の概要

取組団体

フェースシールド１９００

姫路ロータリークラブは、姫路聖マリア病院に、

セット、病院に寄贈

フェースシールド約１９００セットを寄贈。（愛知県 ラブ（姫路市）

HP等

姫路ロータリーク http://www.himeji-rc.org/

の製造会社の協力を得て、会費で発注）
神戸市、播 医療用フェースシールド、ガ 川崎重工業は、医療用のフェースシールドとガウンを 川崎重工業（神戸 https://www.khi.co.jp/
磨町

ウンを生産

神戸工場と播磨工場で4/20より製作開始。医療施設へ 市）

神戸市

再利用マスク開発

の寄贈・提供を始めた。
神戸市長田区の(株)タイセイはスポンジ製造技術を生 (株)タイセイ（神 http://www.taiseiland.com/
かし、再利用可能なマスクを開発。兵庫県には１００ 戸市長田区）

たつの市

０枚を寄付。
フェースシールド用フレーム 兵庫県に本社がある極東産機が、3Dプリンターを用
神戸大付属病院に寄贈

神戸市

極東産機(株)（た https://www.kyokuto-

いて製作したフェイスシールド用フレーム60個を神戸 つの市）

sanki.co.jp/company/

大学医学部附属病院に寄贈。
神戸・モトロクで地場産業コ 兵庫の自場産業である播州織の生地メーカー「阿江ハ 阿江ハンカチーフ http://www.aehandkerchief.jp/b
ラボマスク無料配布

ンカチーフ」とレザーブランド「Kiichi KOBE」が企 (株)（加東市）、 rand
業連携。播州織の生地を使った洗える布マスクを限定 STUDIO KIICHII
生産。（2020.5.1配布終了）

（神戸市中央区）

https://studiokiichi.com/
姫路市

神戸市

マスク１万枚を姫路市に寄贈 姫路市の「フェニックス電機」が８日、市販のマスク フェニックス電機 https://www.kobe１万枚を市に寄贈した。市は、マスクが足りない市内 (株)（姫路市）

np.co.jp/news/himeji/202004/0

の医療機関に配布するという。

013259203.shtml

タクシーによる医療機関の従 タクシー会社「神戸エムケイ」が、新型コロナウイル 神戸エムケイ(株) https://www.mk業員無償送迎

ス感染症へ対応する医療従事者らを無償で送迎する

（神戸市）

group.co.jp/kobe/

サービスを開始。(2020.5月20日まで。緊急事態宣言
加東市
尼崎市

お年寄りの免疫力アップ

の延長により、本事業も延長の可能性あり）
加東市下の「神結酒造」が、米麹のみで作った甘酒を 神結酒造（加東

http://www.kamimusubi.co.jp/t

加東市へ寄贈。同市内の各高齢者施設へ。

op.htm

市）

企業がマスク生産。尼崎市へ 尼崎市に本社を置く大型洗浄機のメーカー「ショウ

(株)ショウワ（尼 http://www.e-showa.net/

寄贈

崎市）

ワ」がマスクを生産。 800枚のマスクを尼崎市へ寄

神戸市

贈。5月中旬から一般に流通予定。
靴に使うナイロンを転用し布 神戸市長田区のシューズメーカー3社が共同で布製マ 一般社団法人Link https://link-kobe.com/ec/

神戸市

製マスクを商品化
患者搬送車５台貸与

スクの製造。４月７日から販売開始。
（神戸市長田区）
神戸市は兵庫トヨタグループから貸与された患者搬送 トヨタグループ
https://global.toyota/jp/
用の車両５台の運用を始めた。運転席と後部座席の間 （兵庫トヨタ）
にビニールシートを設置、エアコン設備を改造し、運
転席側の気圧を高くして後部座席の空気が漏れ出さな
いようにするなど、感染リスクを減らすための特別仕
様車。トヨタ販売店からコロナ患者の搬送を目的とし

神戸市

医療従事者に社有車貸与

た車両提供は日本初。（期間は３ヶ月を予定）
神戸マツダは、医療従事者に通勤用の車３０台を無償 神戸マツダ（神戸 https://www.mazda.co.jp/
で貸し出すと発表。神戸医師協同組合に預け、感染者 市兵庫区）
の受け入れ先になっている県内の医療機関で優先的に

神戸市

イチゴ救え

使用。
広がる支援の輪 西宮市のパン屋「Marumeri BREAD」は、イチゴ農場 Marumeri BREAD https://marumeribread.shopinfo
の窮状を伝えるニュースで知り、農場へ連絡。朝採れ （西宮市）

.jp/

のイチゴ、大沢のイチゴをジャムや酵母などに活用し
神戸市

たパンを店で販売。
神戸いちご１トン買取Project 神戸市で道の駅などを運営する地元企業「北神地域振 (株)北神地域振興 http://fruit-flowerpark.jp/
興」は、イチゴ農園を支援するため、イチゴ１トンを
買い取ってチーズケーキに生まれ変わらせる計画を提
案し、クラウドファンディングを実施。

https://campfire.jp/profile/FIRMCIRCUS/proj
ects
尼崎市

直接触らずスイッチオン

尼崎市の「ヒロセエンジニアリング」が、手で触らず ヒロセエンジニア http://hirose-eg.co.jp/
にボタンを押したり手すりにつかまれたりする鉄製金 リング(株)（尼崎
具「HIBATOUCH（ヒバタッチ）」を開発。同社ホー 市）

神戸市

フェースシールド提供

ムページで販売。
神戸市須磨区の板宿本通商店街振興組合が、３Ｄプリ 板宿本通商店街振 http://www.itayado.jp/
ンターで製作したフェースシールド１５０枚を、医療 興組合（神戸市須
従事者や介護職員に無償で提供。イベント道具の補修 磨区）
のために購入した３Ｄプリンターを活用。

取組名

地域
明石市

オンライン学習支援

取組の概要

取組団体

HP等

ＮＰＯ法人「兵庫子ども支援団体が、オンライン学習 ＮＰＯ法人兵庫子 https://ws.formzu.net/fgen/S69
支援の受講生を募集。個人の学習進度に応じて、大学 ども支援団体（明 76471/
生や社会人のボランティアスタッフが１対１で対応。 石市）

神戸市

神戸市

弱者支援に基金

７月末までの予定で受講料は無料。
基金名「ひょうご・みんなで支え合い基金

オンライン学習

ら始まる共助社会」。基金では、社会的弱者への支援 コミュニティ財団 /
活動に取り組む市民団体に対して活動費を助成。
（神戸市）
家庭の事情などで塾に通えない中学生対象に無料で、 神戸みらい学習室 https://www.kobemirai.com/

コロナか （公財）ひょうご https://hyogo.communityfund.jp

ボランティア講師と生徒をつなぐオンライン学習支援 （神戸市）
神戸市

を始めた。
医療用ガウンとマスクを生産 医療機関向けに供給する医療用ガウンとマスクの生産 株式会社ワールド https://www.fashionsnap.com/
を開始。マスクは５月中旬頃から自社の通販サイトで （神戸市）

article/2020-05-07/world-mask/

販売。
相生市

ふるさと納税の返礼品にマス 帽子作りの技能を生かしてマスクの生産を開始し、ふ Ｔo．Ｐi工房有限 https://www.yomiuri.co.jp/local
クを生産。

宝塚市

るさと納税の返礼品に採用。（「ふるさとチョイス」 会社（相生市）

/hyogo/news/20200430-

から相生市に寄付すると5,000円ごとに返礼品として

OYTNT50004/

１枚届く。）
雲雀丘学園の在校生が簡易防 市販のごみ袋を利用して作った簡易防護服を、宝塚、 雲雀丘学園（宝塚 https://www.hibari-ho.ed.jp/
護服を製作し川西の両市医師 川西市の医師会に贈呈。宝塚市医師会は全会員や市内 市）

西宮市

会に贈呈
の病院に配布予定。
県内大学などで困窮した学生 ４０万円を上限に給付型奨学金を支給。

関西学院大（西宮 https://www.kwansei.ac.jp/new

への給付型奨学金の新設や、 年間授業料相当額までを特別な条件で貸与する奨学金 市）

s/detail/4110

支援金緊急給付を実施される 制度なども新設。
神戸市

５月下旬以降に実施予定
緊急事態宣言によるGDPへの 理化学研究所計算科学研究センターの伊藤伸泰チーム 理化学研究所計算 https://www.r影響総額と、地域や産業ごと リーダーによる、次世代スーパーコンピューター「富 科学研究センター ccs.riken.jp/library/topics/fugak
の影響額や、地域・産業別の 岳」を活用してGDPの減少幅を予測する研究を開始 （神戸市）
u-coronavirus.html

神戸市

神戸市

予測する研究を開始
医療従事者を激励する

医療従事者に向け、神戸港の船上から激励しようと観 早駒運輸株式会社 https://sun光船など５隻が停泊し、汽笛の音とともに船員が旗を （神戸市）

tv.co.jp/suntvnews/news/2020/

振りエールを送る

05/09/23785/

LINEのビデオ通話を活用して スナックのスタッフ達の雇用の場を維持しようと、ビ サラヴォーン（神 https://peraichi.com/landing_pa
接客を開始

デオ通話を使用し接客

戸市）

オンライン おうちトレーニングを配信

ジムやスタジオのトレーナーの雇用の場を確保しよう nt（東京都）

配信

と、無料会員登録でトレーニングなどのプログラムを

ges/view/sarahvaughan/
https://www.nt-inc.jp/event

配信
オンライン zoomやLINEのビデオ通話な 窮地を乗り越えようとする教室を支援。レッスンの説 ピアノ経営塾（東 https://pianokeieijuku.com/
配信

どを使った音楽教室のレッス 明動画を作成しYouTubeで配信。実践的なアドバイス 京都）

神戸市

ンを配信
困窮留学生に食料を提供

も評判。
帰国もアルバイトもできずに苦境に陥ったベトナム留 神戸NPO法人

また支援団体は寄付を呼びか 学生らに、食料品の支援

社会福祉協議会

けている

日越交流センター

https://mainichi.jp/articles/202
00509/ddl/k28/040/245000c

兵庫（神戸市）
NPO法人日越とも
いき支援会（東京
西宮市

zoomを使った無料の自宅学

都）
学習塾「SSゼミナール」と予備校「APマスターズ」 SSゼミナール（西 http://www.ss-zemi.co.jp/

習支援

が休校中の児童や生徒を対象に、「オンライン自習

宮市）

室」を開放し、塾生以外も参加可能で講師が質問に応
神戸市

飲食店のテークアウトメ
ニューを格安で購入できる

じる。
協力飲食店で使える300円の割引クーポンを発行し、 がんばろうKOBE https://jocr.jp/raditopi/2020/05
中央区の市立小学校２校の児童と民間学童保育施設な こどものおうちご /14/59541/
はん応援プロジェ

クーポンを市内の子どもに配 どに配布。
神戸市

布
寄付金の集まりや反響によっては取り組みを広げる。 クト（神戸市）
子供食堂の活動を近くの子ど 原則1日30食限定で、周囲に住む子どもを対象にお弁 子ども食堂「みん https://www.facebook.com/min
もたちにお弁当配布

当を配布

なのごはん」ボラ nanogohan0706/
ンティア（神戸市
北区）

南あわじ市 神戸など５つの飲食店が、淡 ひとり親の家庭に４、５日限定10～20食の無料提
路島サクラマスを使ったオリ 供。
ジナル弁当を作り、提供

若男水産（南あわ https://jaじ市）

jp.facebook.com/wakaosuisan

取組名

地域
神戸市

医療従事者を無償送迎

取組の概要
るサービスを開始。（20日まで）

西宮市

休校中の親子を支援するた

取組団体

HP等

医療従事者の通勤や関係機関への移動の無償で送迎す 神戸エムケイ（神 https://www.mk戸市）

コープこうべや、西宮戎ライオンズクラブ、個人ボラ ＮＰＯ法人「み

め、子どもたちへお弁当の無 ンティアが協力し、お弁当を無料宅配開始

やっこサポート」

料宅配

（西宮市）

group.co.jp/kobe/
https://www.miyasapo.net/

