
2020年度活動報告書
BE KOBEミライPROJECT



BE KOBEミライPROJECTとは、市民・行政・企業・
大学が連携し、神戸市のシビックプライド・メッ
セージである「BE KOBE」の実践活動として、神戸
の未来を担う子どもたちを支援する取り組みです。
BE KOBEブランドを活用した経済活動を通じて、
楽しみながら社会貢献ができる仕組みを作り、そ
の収益を使って神戸の子ども支援の活動を資金面
等で支援します。

困っているときに助けてもらった。つらい時に支えてもらった。あなたが受けた
その善意は、過去に誰かが受け取った善意の連鎖なのなのかもしれません。

たくさんの方々からのご寄附や募金活動、
イベントへの出展や寄附付き商品の販売
などでお金を集めて、子どもたちを支援す
るための資金を調達しています。

2020年度は10の子ども支援団体にの
べ150万円の活動応援金を贈らせていた
だきました。子どもたちの学びや育ちを支
えるさまざまな活動の原資となっています。

とは

支えられた人は　やがて　支える人になる

BE KOBEミライPROJECTは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

運動 基金

成長 支援

みんなで支える神戸の子ども支援プラットフォーム 神戸の未来を支える子どもたちを応援するファンド

「誰かを支えたい」という気持ちの循環 子どもたちの食や学びを支える活動

神戸のために、子どもたちのために
何かがしたい…という想いを持
つ人たちが、イベント参加
やグッズ購入、募金や寄
付などを通して、楽し
みながら社会に貢献
する運動体です。

BE KOBEミライPROJECTで集
まったお金を、神戸の子どもた

ちを支える市民団体や運
動に届けるとともに、そ
の使途と成果を適切
に審査することで公
益性を担保します。

「親以外の大人に支
えてもらった」という経
験を持つ子どもの多くは、
大人になると「私も誰かを支え
たい」と思うようになります。温かな
善意の循環によって、神戸の未来が
より良いものになっていきます。

神戸には子ども食堂
や子ども無料塾など、

ボランティアで子どもた
ちの食や学びを支えている人

たちがたくさんいます。それらの活
動を資金面で支えることで、活動の
拡大化や持続可能化を図ります。

BE KOBE
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PROJECT-1 BE KOBEブランドを活用した経済活動（募金運動）

PROJECT-2 BE KOBEミライセッション

PROJECT-3 神戸こども宅食プロジェクト

神戸を愛する人たちが「楽しんで」社会貢献できる仕組みを作るた
め、学生ボランティアや民間企業と連携して、BE KOBEブランドを
活用した寄付付き商品の開発や募金活動などを実施しています。

神戸の大学生たちと協力して企画・開発・販
売を行っている「BE KOBE Specialty 
Coffee」は、売って楽しい、飲んで美味しい、
細部までデザインされた寄付付き商品です。

飲料メーカー様と提携して、売上の一部が
BE KOBEミライPROJECTに寄付される
自動販売機を60台以上設置しています。設
置ご検討の際は事務局までお知らせ下さい。

神戸の子ども支援活動を応援するため、子ども支援の実践者と、子
ども支援に関心を持つ市民や企業が一堂に会する場を作り、活動
内容の発表と顕彰を行うイベントを主催しています。

神戸にはたくさんの子ども支援団体があり
ますが、その多くは市民に知られていませ
ん。ミライセッションは子ども支援の実践者
と支援者をつなぐ役割を担っています。

2020年度はリアル、オンライン合わせて
約100名がイベントに参加。民間企業3団
体を表彰し、非営利団体10団体に計150
万円の活動応援金と企業賞を贈りました。

様々な理由で支援が届かない子育て家庭の食を支えるため、複数
の団体で連携して、企業や市民から寄付や食品を集め、食品パック
にしてご家庭に届ける取組みを行っています。

第１回目は神戸市北区の、生活が苦しいと
感じている100世帯の子育て家庭に、約
10kgの食品や日用品を送りました。

このプロジェクトはたくさんの企業や市民
のみなさまからご寄付いただいた食品やお
金を使って実施しています。
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ソロプチ

人が人のためにできるこ  　

残念ながら、今の日本は子ども
の７人に１人が相対的貧困であ
り、多くの子どもがお腹いっぱい
ご飯を食べられなかったり、質の
良い教育を受けられなかったり、
という状況にあります。
そんな子どもたちを少しでも支
えたいという人たちが立ち上が
り、自分たちの時間やお金を削っ
てこども食堂や子ども無料塾を
運営しています。
子どもは社会の宝です。全ての
子どもたちが笑顔でいられる社
会を作るために、ぜひ、そういっ
た活動に目を向け、応援してあ
げてください。

神戸の未来や子どもたちを支え
たい！という想いは企業、団体も
同じです。コロナ禍で本業が大
変な状況にあるにも関わらず、
様々な形で多くの企業、団体が
BE KOBEミライPROJECTに協
力してくださいました。

フードロスの削減と要支援者への食
糧支援を行っています。また、食品分
配のネットワークを生かして「兵庫子
ども食堂ネットワーク」を運営し、子ど
も食堂への食品提供も行っています。

神戸市と西宮市の2拠点で、主に経済的に厳しいご家庭
の子どもたちを対象に、地元の大学生や会社員などの
ボランティア講師が集まって週1回～２回の無料学習支
援を行っています。

不登校やコミュニケーションが苦手な児童・学生を対象に
演劇を通じて自信や能力を向上させ社会復帰を目指すプ
ロジェクト。多くのスタッフや観劇者が関わることで社会
における不登校問題への理解や支援を広めています。

BE KOBEミライセッション2020では優秀賞と三宮一
貫楼の豚まん（企業賞）をゲットしました！！

神戸には子どもた
ちの食や学びを支
えるために様々な
活動を行っている
団体がたくさんあ
ります。

神戸には自主事業
や 寄 付 、協 賛 に
よって地域の子ど
もたちを支えてい
る企業・団体がた
くさんあります。

認定NPO法人フードバンク関西

NPO法人阪神つばめ学習会 Teenagers' Free! Theater

女性が活躍できる社会の実現をめざ
して様々な奉仕事業や社会活動を行
う国際ソロプチミスト神戸さまより
100万円のご寄付を頂きました。

楽天ヴィッセル神戸株式会社さまより、
チャリティーグッズ（所属選手のサイン
入りロッカーパネル）の売上げの一部
（50万円）をご寄付いただきました。

学校法人兵庫大学付属須磨幼稚園さ
まより、毎月の保護者会費の一部（1
年間で41,760円）をご寄付いただき
ました。

株式会社亀井堂総本店さまより、
オリジナル瓦せんべいの売上の一部
（2020年12月末時点で1,102,900円）
をご寄付いただきました。

株式会社LANDMADEさまより、
EAT LOCAL KOBEで販売したBE 
KOBE Specialty Coffeeの売上の全額
（81，050円）をご寄付いただきました。

株式会社沢の鶴さまより、兵庫県
限定商品の純米吟醸酒「kobe1717」
の売上の一部（20,080円）をご寄付い
ただきました。

国際ソロプチミスト神戸 楽天ヴィッセル神戸株式会社 学校法人兵庫大学付属須磨幼稚園

株式会社亀井堂總本店 株式会社LANDMADE 株式会社沢の鶴

感染対策に努めながらみんなで公演を作り上げました！
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とは なんて多いんだろう

早駒運輸株式会社／株式会社ケイエスエス／株式会社みなと銀行／三ツ星ベルト株式会社／ＮＴＴタウンページ株式会社／神鋼不動産株式会社／森本倉庫株式会社／神戸新
交通株式会社／株式会社ＳＲＩビジネスアソシエイツ／株式会社神戸工業試験場／一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社／小泉製麻株式会社／株式会社ケーエスケー／シス
メックスビジネスサポート株式会社／神戸天然物化学株式会社／株式会社コスメック／千寿製薬株式会社／三神工業株式会社／株式会社ライフデザイン／株式会社クレイエン
ジニアリング／川西倉庫株式会社／佐伯 孝宏／秋毎株式会社／ポート産業株式会社／日本液炭株式会社／兵庫エフエム放送株式会社／株式会社神防社／株式会社ニチジョー
／毘沙門山 妙法寺／菱三印刷株式会社／株式会社神戸ポートピアホテル／高取商事株式会社／株式会社アベストコーポレーション／MS&ADビジネスサポート株式会社／
ポートスタッフ株式会社／福田たばこ店／平野エクスプレス株式会社 ／布施 幸代／株式会社 グランビスタ＆リゾート／株式会社トーホービジネスサービス／アサヒ飲料販売株
式会社／アサヒ飲料株式会社  他3社

大学生ボランティアが中心となってこども食堂や居場所
事業などを運営しています。子どもたちが「帰りたくない」
と言うほど楽しいイベントをいくつも生み出しています。

NPO法人PALAFOOL

経済面や発達障害、不登校等の様々な事
情を抱えた中学生を対象に、神戸市西区
と東灘区で毎週1回の学習支援を提供し
ています。神戸市の職員や大学生など多
彩なメンバーが活動を支えています。

神戸みらい学習室

BE  KOBEミライPROJECT寄付付自動販売機によるご寄附 ※順不同・敬称略

法人アンバサダー（協賛によるご支援）

株式会社TD・K
三宮オイル株式会社
塩屋土地株式会社

名誉アンバサダー

スーパーアンバサダー

5歳～小学生の子どもを対象に、親子で参加するレシピ
コンテストを実施。親子のコミュニケーションの醸成と子
どもの非認知能力の向上を図る活動を行っています。

一般社団法人神戸親子遊び推進協会
障がいのある子どもと彼らを取り巻く家族や支援者等
が、悩みや喜びを共有できる居場所事業や、障がい特性
などについて知ってもらう啓発活動などを行っています。

NPO法人そらしど

子どもたちが楽しみながら防災について
学べる「防災お菓子ポシェット」のワーク
ショップを、イベント会場や商業施設など
で開催しています。参加しやすく、持続性
のある防災啓発ができるのが強みです。

一般社団法人おいしい防災塾

多様な家族構成や親の職業・勤務状況下
にあるこどもたちの食を守り、大切に育て
るため、神戸市北区の３箇所で週１～５
回、こども食堂やお弁当配布、フードパン
トリーなどを行っています。

みんなのごはん

子どもたちに遊びの場や学びの場、体験
の場を提供する「学童事業」、子どもたち
に弁当の提供、宅配を行う「愛ちゃん弁当
事業」、カウンセラーやセラピストによる
「カウンセリング事業」を実施しています。

NPO法人クローバー

桂 文枝

水谷 修
(夜回り先生)

楽天
ヴィッセル神戸

INAC神戸
レオネッサ

モンスーン
（兵庫住みます芸人）

はばタン

動作法の実践講座をサンタさんの格好でしてもらいました！動作法の実践講座をサンタさんの格好でしてもらいました！動作法の実践講座をサンタさんの格好でしてもらいました！

企業賞で蜂蜜セットを頂きました企業賞で蜂蜜セットを頂きました企業賞で蜂蜜セットを頂きました

企業賞で社会人野球チームとのコラボ権を得たパラフル
は、スタジアム貸切での野球コラボイベントを実施しました。
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2020年度 会計報告

メディア掲載

BE KOBEミライセッション2020による支援実績

　2020年度はコロナ禍の影響により、外出や人が
集まるイベントの開催に自粛要請が出され、イベン
トや協賛募集といった従来型の事業は全て見直し
を余儀なくされました。
　一方、コロナ禍で経済的、精神的に追い詰められ
ている家庭は増加しており、苦しい思いをしている子
どもたちが増えていることから、私たちはこの状況
において「耐える」ことではなく「行動」することを選
び、社会情勢を鑑みながら事業内容を臨機応変に組
み替えて、子ども支援の取組みを複数実施しました。

経
常
収
入

経
常
支
出

受取会費
受取寄付金
受取助成金

受取利息・雑収入
計

事業費（活動費）
事業費（基金への編入）

管理費
計

1,298,000
1,736,259
955,738
89，710

4,079,707
1,493,706
1,556,105
165,050
3,214,861
864,846
864,846

経常収支
当期増減額

２０２０年１１月１５日 神戸新聞朝刊
「子ども支援の活動発表」

２０２０年１１月29日 神戸新聞朝刊
「次世代担う子どもら支援を」

部門   団体名   活動内容   活動応援金・副賞  

非営利  

部門 

認定 NPO法人フードバンク関西  コロナ禍の緊急食糧支援  30万円＋企業賞 

特定非営利活動法人阪神つばめ学習会  中学生を対象とした学習支援事業  20万円＋企業賞 

神戸市職員有志  中学生を対象とした学習支援事業  20万円＋企業賞 

みんなのごはん  子ども食堂事業・学習支援事業  15万円＋企業賞 

Teenagers' Free! Theater 不登校の子どもたちを対象とした居場所事業  15万円＋企業賞 

特定非営利活動法人そらしど  障がい者の子どもと家族を対象とした支援  10万円＋企業賞 

一般社団法人おいしい防災塾  防災お菓子ポシェットのワークショップ 10万円＋企業賞 

一般社団法人神戸親子遊び推進協会  親子で挑戦するオリジナルレシピコンテスト 10万円＋企業賞 

特定非営利活動法人クローバー  子ども食堂や子育て世代のカウンセリング事業  10万円＋企業賞 

 子どもの居場所事業  10万円＋企業賞 

企業 

部門 

株式会社亀井堂総本店  コロナに負けるな！アマビエ瓦せんべい  表彰楯 

株式会社カミネ おうちで楽しむキッズとけいぬりえコンテスト 表彰楯 

ICHIZENプロジェクト 子どもたちに無料でカレーを提供する活動  表彰楯 

コロナ禍でも子ども支援の活動を止めないために……
2020年度のBE KOBEミライセッションでは13団体が感謝賞を受賞し、
非営利団体には計150万円の活動応援金と企業賞が贈られました。

オンライン＆対面
約100名参加

企業＆非営利団体
 13団体表彰

活動応援金
計150万円贈呈

経常支出
約321万円

事業費
（活動費）
47%事業費

（基金への編入）
48%

管理費

5%
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私たちは、神戸を愛するすべての人が、神戸の未来のためにできることを増やします

私たちは、神戸の未来を担う子どもたちに、豊かな学びの機会を提供します

私たちは、子ども支援を通じて「BE KOBE」の活動を実践していきます

BE KOBEミライPROJECTメンバー

BE KOBEミライ基金メンバー

BE KOBEミライ基金事務局長 青井 介

審査委員

岡田 豊基

木田 聖子

松田 茂樹

神戸学院大学法学部 教授 前神戸学院大学学長

株式会社チャイルドハート 代表取締役

社団法人神戸経済同友会 顧問／株式会社マニックス 会長

山阪 佳彦

山村　昭

株式会社マック 専務取締役 兼 東京本部長
元神戸クリエイティブ・ディレクター

神戸市 こども家庭局長

一般財団法人大吉財団 事務局長

山本 吉大 一般財団法人大吉財団 理事長 株式会社みなと銀行 専務執行役員藤井 生也審査委員長 監 事

BE KOBEミライPROJECT事務局長 青井 介 一般財団法人大吉財団 事務局長

久元 喜造

松田 茂樹

山本 吉大

高士 薫

藤井 生也

神戸市長

一般社団法人神戸経済同友会 顧問／株式会社マニックス 会長

一般財団法人大吉財団 理事長

株式会社神戸新聞社 代表取締役会長

株式会社みなと銀行 専務執行役員

中内 仁

永田 宏和

野々村充教

中林 志郎

永吉 一郎

西 栄一

橋本 圭多

藤岡 健

横山 剛

一般社団法人神戸経済同友会 副代表幹事
／株式会社神戸ポートピアホテル 代表取締役社長

NPO法人プラス・アーツ 理事長
／デザイン・クリエイティブセンター神戸 センター長

一般社団法人神戸青年会議所 理事長

神戸商工会議所 専務理事

株式会社神戸デジタル・ラボ 代表取締役

株式会社神戸新聞社 地域総研副所長

神戸学院大学法学部 准教授

神戸市 企画調整局 つなぐラボ担当部長

SRCグループ 会長 ／Kiss FM KOBE 代表取締役社長

有本 哲也

石川 路子

上野 真人

内海 芳宏

鵜殿 麻里絵

加納 郁也

狩野 和也

佐久間 健 

宗宮 朋之

槻橋 修

株式会社デジアラホールディングス 代表取締役会長

甲南大学経済学部 教授 兼 地域連携センター参与

株式会社ランドメイド 代表取締役

日本真珠輸出組合 専務理事

松廼家４代目女将／株式会社エムズブランディング 代表

兵庫県立大学経営学部 教授 兼 経営学研究科長

株式会社アシックス 秘書室長

株式会社シンエンタープライズ 取締役 営業企画部長
／第48代神戸市立小学校PTA連合会 会長

そうみや税理士事務所 代表

神戸大学大学院工学研究科 准教授
／株式会社ティーハウス建築設計事務所 主宰

名誉プロジェクトリーダー

プロジェクトリーダー

チーフプロデューサー

特　別　顧　問

監　　事

プロデューサー

団体概要

BE KOBEミライ宣言

BE KOBEミライPROJECT

松田 茂樹

2019年3月15日

・BE KOBEブランドを活用した寄付事業
・子ども支援活動の顕彰事業（BE KOBEミライセッション）
・こども宅食事業（神戸こども宅食プロジェクト）

〒651-0082　神戸市中央区小野浜町１－４ KIITO 306

団体名称

代表者

設立年月日

事業内容

所 在 地



BE KOBEミライPROJECT
2020年度活動報告書

〒651-0082
兵庫県神戸市中央区小野浜町１-４ KIITO 306
TEL：078-599-8450　FAX：078-599-8582

WEBサイト：https://bekobemirai.jp
Email：info@bekobemirai.jp

●今回のみのご支援……銀行振込

みなと銀行　本店営業部　普通預金　1961916　BE KOBEミライPROJECT

●継続的なご支援……WEBサイトから

ご支援・ご寄附のご案内

個人アンバサダーになってプロジェクトを支えたい

会費でプロジェクトを支えるとともに、広
報大使としてPRをお願いします！
（毎年1回活動報告書をお送りします）

個人アンバサダー年会費 年間6,000円

法人アンバサダーになってプロジェクトを協賛したい

プロジェクトを御社の広報面で活用し
たり、CSR活動と連携したりできます。
（毎年１回活動報告書をお送りします）

年会費 法人アンバサダー年間50,000円～

サポーターになって活動を盛り上げたい

ボランティア活動やイベントへの参加で
プロジェクトを盛り上げて下さい。
（不定期で活動案内メールを送ります）

年会費 無料

WEBサイト

サポーター


