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BE KOBEミライPROJECTは社会課題を解決するための取り組みを通して
持続可能な開発目標（SDGs）における以下４つのゴールの達成に寄与します

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かもしれません。

支えられた人は　やがて　支える人になる

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
たちの学びや食を支えている人た
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。

「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。

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

「恩返しをしたい」
という気持ちの循環

子どもたちの
学びや食を支える
非営利活動を支援

運動 基金

成長 支援

BE KOBE

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活動を
資金面等で支援します。

とは

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。

神戸のために、子どもたちのために何かした
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。
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私たちが取り組むプロジェクト

BE KOBEブランドを活用した募金活動

イベント等でオリジナルの寄付商品
を販売し、募金活動を行っています。

地域の大学生ボランティアが社会貢献
性の高いオリジナルコーヒーを開発。

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。ここで集めたお金や物品が各プ
ロジェクトで使用され、子ども支援活動
に役立てられます。

BE KOBEミライセッション

2021年度は10の子ども支援団体に
合計170万円の応援金を贈りました。

神戸の子どもを取り巻く問題と、その解
決のアプローチを知ることができます。

子ども支援団体と、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。
子ども支援団体を資金的に支援すると
ともに、他団体や参加企業との交流に
よって子ども支援のプラットフォームを
作ることを目的としています。

神戸こども宅食プロジェクト

お米、レトルト食品、お菓子、日用品など
約１０ｋｇの食品パックを送っています。

たくさんの学生ボランティアが食品
の梱包作業を手伝ってくれています。

支援を必要としている子育て家庭の食
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。
ただ食品を届けるだけでなく、LINEで
の情報発信や相談対応によって継続的
な支援を行っています。

BE KOBE神戸の学生フードエイドプロジェクト

お米、麺類、カレーなど1週間分の食
料品をのべ851人に配布しました。

食品を渡す際に「何回生？」「頑張って
ね！」と明るく声掛けを行います。

新型コロナウイルスの感染拡大によっ
てアルバイト収入や仕送りが減少し、学
業の継続が困難になっている大学生を
支援するために、学生ボランティアが主
体となって市内6か所で食品配布を行
いました。ただ食品を配るだけでなく、
コロナ禍で孤独を感じる大学生がボラ
ンティアの大学生と交流するなど、つな
がりを生む機会にもなりました。
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7分間という短い時間で活動内容を伝えるこ
とはとても難しく、どの団体も練習を重ねて
プレゼンに挑みました。こうした経験が団体
の広報力の向上につながります。

兵庫住みます芸人であるモンスーン。ミライ
セッションの司会も3年目です。登壇者や観
客、スタッフも巻き込んで笑いを誘い、セッシ
ョンを大いに盛り上げてくれました。

神戸新聞さまに取材いただき、12月5日の
朝刊にミライセッションの記事が掲載されま
した。

2021
ミライセッション
BE KOBE

今年で3回目となるミライセッションは、コロナ禍のためリアルとオンラインのハイブリット開
催となりました。フードパントリーや学習支援、スポーツクラブなど、１１団体の子ども支援団体
が活動内容を発表。今年はたくさんの企業さまにご協力いただいたおかげもあり、24個の企
業賞と、合計170万円の活動応援金を子ども支援団体にお送りすることができました。

事業名称 BE KOBEミライセッション2021

【応募受付】2021年10月1日（金）～10月31日（日）

【一次選考】2021年11月1日（月）～11月15日（月）

【最終選考】2021年12月4日（土）13時～17時

デザインクリエイティブセンター神戸（通称：KIITO）

＋オンライン（youtubeライブ）

約30団体

約150名（オンライン参加含む）

・岡田　豊基（神戸学院大学法学部教授／前神戸学院大学学長）

・木田　聖子（株式会社チャイルドハート代表取締役）

・松田　茂樹（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）

・山阪　佳彦（株式会社マック専務取締役兼東京本部長／元神戸市クリエイティブ・ディレクター）

・山村　昭（神戸市 こども家庭局長）

・山本　吉大（一般財団法人大吉財団 理事長）

・一般社団法人 神戸経済同友会 

・一般社団法人 神戸青年会議所

実施日時

実施場所

応募総数

参加者

後援

BE KOBEミライPROJECT／BE KOBEミライ基金主催

無料参加費

審査員
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BE KOBEミライセッション2021 表彰結果

非営利部門

ご提供いただいた企業賞の一覧

企業部門

団体名・活動内容

一般社団法人イドミィ
子どもたち一人ひとりの「やってみたい！」を実現する事業

アサヒ飲料賞

アシックス賞

ARIGATO-CHAN賞

泉平賞

伊藤園賞

N-Theory賞

オリバーソース賞

神戸土地建物賞

神戸ビルダーズ賞

クロシェ賞

ケンミン食品賞

三宮一貫樓賞

ダイドードリンコ賞

俵養蜂場賞

ツムギ住研賞

TOA賞

東洋ナッツ食品賞

ネッツトヨタゾナ神戸賞

ノアインドアステージ賞

野村證券神戸支店賞

浜田工務店賞

松谷海苔賞

楽天ヴィッセル神戸賞

ロック・フィールド賞

カルピスウォーター 5ケース

スポーツ用品

NUNOBIKINO-MIZU水 1ケース

カゴメ野菜ジュース 1年分

充実野菜 2ケース

図書カード 3万円分

たこ焼きソース 120本

図書カード3万円分／マスク20セット

ほっともっとフィールド野球交流会

クロシェアパレルセット

焼ビーフン 1ケース30食

ぶたまん50個

自動販売機ペーパークラフト工作会

はちみつセット 2セット

職人によるDIY権

防災てぬぐい 50枚

さかなっつハイ！ 3ケース

交通事故防止キーホルダー 300個

テニス体験教室権

グッズ詰合わせ 10セット

アマノフーズ 3セット

味付けのりギフト 12セット

タオルマフラー 10本

おそうざい券 50枚

表彰内容

特別感謝賞
50万円＋表彰楯＋企業賞

社会福祉法人丸
現役大学生による無料学習支援、将来へとつなぎ夢を語れる中学生に！

感謝賞
20万円＋企業賞

特定非営利活動法人インクルひろば
食を通じたつながりづくり

感謝賞
20万円＋企業賞

東灘こどもカフェ
小さなボランティアをする「こどもスタンプ」活動

感謝賞
15万円＋企業賞

KOBEマリンカップ
バレーボールを通じ地域と共に子どもを育むKOBEマリンカップ

感謝賞
15万円＋企業賞

認定NPO法人フードバンク関西
「食品パックで笑顔になぁ～れ！！」プロジェクト

感謝賞
10万円＋企業賞

NPO法人神戸定住外国人支援センター
外国につながる子どもが “あたりまえに”夢を描くための支援活動

感謝賞
10万円＋企業賞

こうべ子どもにこにこ会
外国につながる子どもたちを支える日本語教室の開催と地域連携

感謝賞
10万円＋企業賞

Teenagers' Free! Theater
ちょっと学校へ行きにくい 10 代のための演劇サークル

感謝賞
10万円＋企業賞

特定非営利活動法人えびすバスケットボールクラブ
新しい時代のスポーツクラブ

感謝賞
10万円＋企業賞

株式会社毛利マーク
トロフィーのチカラプロジェクト

特別感謝賞
表彰楯

企業賞名 内容



-　6　-

神戸こども宅食プロジェクトの流れ

2021年２月に神戸こども宅食の実証実験を
行ったところ、支援を受けられず苦しい状況
にある子育て家庭が多数いることがわかり、
神戸市全区への拡大を目指しました。

７月に神戸市と連携して児童扶養手当受給世
帯に案内を送った結果、予定していた当選枠
３００世帯の１０倍を超える３１８１世帯から申込
があり、問題の大きさが明らかになりました。

10ｋｇの食品パックを６００セット作るにため
にはたくさんの人手が必要です。毎回１０数
名の大学生や社会人のボランティアが仕分
け・梱包の作業を行っています。

今年度より始まった「生活が苦しい」と感じる子育て家庭への食品パックの無料配送は、神戸
市北区の100世帯から始まり、神戸市全区で６00世帯にまで広がりました。お届けした食品
等の総量は約２１トン。この活動は食品やご寄付をご提供いただいている企業さまや寄付者さ
ま、梱包作業を手伝ってくださるボランティアなど、たくさんの人たちに支えられています。

事業名称 神戸こども宅食プロジェクト

後援 一般社団法人神戸青年会議所・一般社団法人神戸経済同友会

対象世帯 神戸市在住の子育て世帯（児童扶養手当受給世帯を含む）

主催 BE KOBEミライPROJECT

支援を必要とする子育て家庭にお米、麺類、レトルト食品、飲料、お菓子、
日用品など5～10kgの食品パック（約5,000円相当）を無償で配送する。

事業内容

・神戸市・認定NPO法人フローレンス・一般社団法人こども宅食応援団
・特定非営利活動法人神戸こども食堂ネットワーク

協力

【第1回】令和3年3月4日～3月7日　100世帯に配送
【第2回】令和3年4月23日～4月25日　100世帯に配送
【第3回】令和3年8月24日～8月25日　300世帯に配送
【第4回】令和3年10月14日～10月17日　600世帯に配送
【第5回】令和3年12月17日～12月19日　600世帯に配送

実施内容

KKOBE

食品・寄付集め ボランティア募集 仕分け・梱包 メッセージ封入 発送LINEでの申込受付

↑１２月便の配送内容↑
【食品】お米、おもち、きな粉、シチュ
ー、そば、めんつゆ、インスタントラー
メン、イタリアンリゾット、プリン、スナ
ック菓子、クリスマスお菓子セット
【日用品】マスク、シャンプー、コンデ
ィショナー、クリスマス美容用品セット
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ご利用家庭からの
お礼のメッセージ（抜粋）

メディア掲載紹介

生きていくのがとても辛く苦しいと思っ
ていた時に、こうして助けて下さり、とて
も感謝してます。こんなに親切にしていた
だけて、世の中捨てたものやないな、と思
いました。子供たちにも、気持ちに余裕を
持って、接することが出来ました。ありが
とうございます。

世の中捨てたもんじゃな
いなと思いました。

とても助かりましたし、お手紙が入っていた
のがとても有り難く嬉しかったです。どんな
思いでこの活動をしてくれているのか、食材
選びをどうやっているのか、その思いや生産
者の方の繋がりに感謝するのと同時に、子
どもにもそれを伝えることができるのであの
お手紙は本当に意味のあるものだと思いま
す。ありがとうございます。

お手紙が入っていたのが
とても嬉しかったです。

気になりながらも買えなかった物や色んな
物が入っていてとても有難いです。コロナ
で夫の収入が減った事で私が朝昼の仕事
に加えて夜勤にも出ているため、子どもと
の時間が減って寂しい思いをさせていま
すが、いただいたホットケーキミックスやフ
ルーチェを一緒に作って少しでも子どもと
の時間を作りたいと思います。

買えなかった物が入って
いてとても有難いです

年末に届けていただいて、不安が少しやわ
らぎました。おもち、きなこ、おそば、入浴剤
など今の時期にぴったりで温かい気持ちに
なりました。シャンプーもちょうど無くなった
のでマンダリンオレンジの香り使いたいで
す。ひとり親は体力も気力も限界かなと思っ
ていたところなので。涙が出ました。本当に
ありがとうございます。

涙がでました。本当にあ
りがとうございます。

ずっと行きたかったのですが、金額面で諦
めていました。今回神戸どうぶつ王国のチ
ケットを頂き、行ってきました。子どがもす
ごく喜び、なかなか帰ろうとしませんでし
た。笑顔の写真がいっぱい撮れて、楽しい
思い出を作ることができました。
本当にありがとうございましたm(_ _)m

クリスマスプレゼントキャンペーンで
 動物園のチケットを受け取ったご家庭より

８月便を受け取ったご家庭より

12月便を受け取ったご家庭より

４月配送便を受け取ったご家庭より

楽しい思い出を作ること
ができました。

お米、油、洗剤など重いものがたくさん！ 男性
のボランティアが頑張ってくれています！

まるで工場のような風景。６００セットの梱包
作業は効率性と正確性が求められます。

お届けしたご家庭から人気の手書きレシピ。こ
れも毎回ボランティアが考えてくれています。

お菓子をクリスマス用にラッピング！ 箱を開け
る子どもの顔を想像しながら作業しています。

神戸こども宅食の抽選に外れた方全員にクリス
マスプレゼントを届けるキャンペーンを実施！

受け取るご家庭を想像しながら…みんなで
１枚ずつ心を込めてメッセージを書きます。

2021/2/4 　神戸新聞「支援の食品配達北区で試行」
2021/2/12 　産経新聞「困窮家庭に宅食手渡し」
2021/2/25 　朝日新聞「こども宅食手を差し伸べて」
2021/7/9 　神戸新聞「子育て世帯に食品支援」
2021/8/8 　神戸新聞「困窮世帯に食品配送」
2021/12/22 　サンテレビニュース「困窮する家庭へ
  　プレゼントが届く喜びを」

食品を送るだけでなく、LINEによる情報発信やソ
ーシャルワーカーによる相談対応も行っています。

手書きのメッセージは孤独になりがちなひと
り親家庭のお母さんたちに喜ばれています。
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事業名称 BE KOBE神戸の学生フードエイドプロジェクト

後援 一般社団法人神戸青年会議所・一般社団法人神戸経済同友会

企画・運営 神戸市・BE KOBEミライPROJECT

対象者
・神戸市内の大学（大学院含む）・短期大学・専修学校に在籍の学生 
・市内の高等専門学校に在籍する４年生以上の学生
・市内に居住する大学等（市外の大学等含む。）に在籍する学生

主催 BE KOBE神戸の学生フードエイドプロジェクト実行委員会

困窮する大学生の支援を目的として、米、レトルト食品、飲料、お菓子など
約１週間分の食料品（約2,000円分）を配布する。事業内容

【第1回】2021年10月24日（日）兵庫トヨタ(中央区)で140人分配布
【第2回】2021年11月14日（日）水道筋商店街(灘区)で133人分配布
【第3回】2021年11月21日（日）ふたば学舎(長田区)で149人分配布
【第4回】2021年12月5日（日）ネッツテラス甲南(東灘区)で107人分配布
【第5回】2021年12月12日（日）UNITY(西区)で153人分配布
【第6回】2021年12月26日（日）兵庫トヨタ(中央区)で169人分配布
※各回の会場で学生限定のLINEコミュニティ参加を呼びかけ（702名登録）

実施内容

コロナ禍で困窮している大学生の食と心を支えるため、神戸市と神戸の大学生ボランティア
が連携して食品配布の取組を行いました。多くの方々にご支援いただいたおかげで、合計３８
大学851人の大学生に1週間分の食品を渡すとともに、学生同士の声掛けやLINEコミュニ
ティでの交流を通して、学生たちが抱える孤独や不安を解消してもらうことができました。

コロナ禍ではアルバイト収入が減少したり、保
護者の収入減により仕送りが得られず厳しい
生活を強いられる学生が見受けられました。

学生の修学継続を支えるために、市内の関係
団体や企業等の産学官連携によって、食料品
の詰め合わせを無料配布する取組をスタート！

全6回の活動を通して、会場提供や食品提供、
ボランティアとしての参加など、たくさんの企
業さま、団体さまにご協力いただきました。

学生限定のLINEコミュニティでは活動に関する
質問やボランティア活動への参加、学生同士のお
しゃべりなど、たくさんの交流が生まれました。

会場に設置した寄せ書きボードには感謝や励
ましの言葉、コロナ禍が明けたらやりたいこと
など、たくさんのメッセージが集まりました。

クラウドファンディングでは目標金額の2倍
超のご支援が集まりました。余剰分は次年度
の取組みに活用させていただきます。
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メディア掲載紹介
2021/10/26　読売新聞「大学生へ食料1週間分」

2021/11/29　毎日新聞「学生支援仲間になろう」

BE KOBE神戸の学生フードエイドプロジェクト
実施後アンケート結果（抜粋）

活動の様子

現在困っていることや
行政に求める支援など（抜粋）

現在の住まい
について

アルバイトを
していますか？

コロナ禍の影響でアルバイト
がなくなった・シフトが減った
等の影響はありましたか？

コロナ禍の影響で食生活
の変化はありましたか？

コロナ禍の影響で退学を
考えたことはありますか？

ほとんど大学に通えてないので友達が少ないため、同世代で相談
出来るコミュニティがほしいです。

プロジェクトに申込をした学生にアンケートを取ったところ、８割以上の学生
がコロナ禍の影響でアルバイトに影響があったと回答しており、コロナ禍の
影響で大学を退学することを考えたという回答も1割以上ありました。
回答の中には「食費を節約するために1日の食事を１回に抑えている」「コロ
ナ禍で将来のことが考えられなくなった」などつらい心境を吐露するものが
あり、コロナ禍による生活困窮の深刻さが伺えました。

家族の仕事や私自身がコロナの影響を強く受けていたため、授業
料を支払うことができませんでした。

食の支援を定期的に行ってくださると嬉しいです。

看護学校4回生です。国家試験まで約10日となりましたがコロナはパ
ンデミックで誰にでもかかる状況があるにも関わらず、再試験などの対
応がされないため、約1ヶ月以上、一日中家でこもって勉強しています。

緊急事態宣言が出て突然学校がオンラインになったり、解除になってす
ぐ対面になったりして、通学定期を解約しようか、でもまたいつ始まるか
わからないから続けておこうかと、とても判断が難しく困っています。

高校生の頃から夢見ていた旅行業界でしたが、就職活動の際に採用中止
が続いたため諦めざるを得ませんでした。その為、将来旅行業界への転
職をする前提での就活を自分なりに行いました。転職についての知識を
もっと持っていれば就職活動も変わっていたのかなと思います。

調査期間 2022年2月2日～2月15日 調査対象 プロジェクトに応募または参加した学生

調査方法 WEBアンケート 回収状況 1,514件中293件

ひとり暮らし
実家
寮
その他

54％33％

している
したいと思っている
していない

7％
6％

71％
20％
9％

61％24％
あった少しあった

なかった
15％

37％
少しあった

41％
あった

なかった
22％

70％
考えなかった

考えた
・少し考えた
17％

ほとんど
考えなかった
13％

ボランティアが食品を受け取る
流れを説明しています。お互い
学生なので気兼ねなく話せる
のが特徴です。

ただ食品を渡すのではなく、笑顔
と声掛けで友達のように接する
のがポイント。受け取った学生も
つられて笑顔を見せてくれます。

初めて参加する学生に、経験者
がやり方を教えながらテキパキ
と作業。毎回200人分の食品を
準備しています。

待ち時間のひとコマ。コロナ禍
で交流が制限されている状況
では、学生同士の何気ないおし
ゃべりがとても貴重なのです。

たくさんの食品と一緒にパチリ。
作業は大変ですが、いつも笑顔
で「楽しむこと」を忘れません。

ボランティア活動を通して得ら
れる仲間や経験が学生たちに
とっての宝物です。
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BE  KOBEブランドを活用した募金活動

アサヒ飲料株式会社さまよ
り、自動販売機の売上の一部
（1，234，297円）をBE KOBEミ
ライ基金にご寄付いただきま
した。

イオンリテール株式会社さま
より、KOBE WAONカードの
ご利用金額の一部（898,274
円）をBE KOBEミライ基金に
ご寄付いただきました。

株式会社ダイエーさまより、
KOBE WAONカードのご利
用金額の一部（483,473円）
をBE KOBEミライ基金にご寄
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（447，700円）を
BE KOBEミライ基金にご寄付
いただきました。

マックスバリュ西日本株式会社
さまより、KOBE WAONカー
ド の ご 利 用 金 額 の 一 部（
318,597円）をBEKOBEミラ
イ基金にご寄付いただきました。

法人アンバサダー（ご協賛によるご支援）

物品や食品などのご提供によるご支援

グッズアンバサダー等によるご寄付

BE  KOB EミライPROJ ECT寄付付自動販売機によるご寄附

早駒運輸株式会社／ＮＴＴタウンページ株式会社／株式会社ケイエスエス／TC神鋼不動産株式会社／三ツ星ベルト株式会社／株式会社みなと銀行／
森本倉庫株式会社／株式会社神戸工業試験場／神戸新交通株式会社／株式会社ＳＲＩビジネスアソシエイツ／株式会社朝日興産／一般財団法人神戸住環
境整備公社／株式会社アクアメント／株式会社ケーエスケー／石川株式会社／神戸天然物化学株式会社／小泉製麻株式会社／旭食品株式会社／三神工
業株式会社／特別養護老人ホームつくし園／株式会社コスメック／兵庫エフエム放送株式会社／株式会社いきいきライフ阪急阪神／株式会社ライフデザ
イン／シスメックスビジネスサポート株式会社／佐伯 孝宏／株式会社クレイエンジニアリング／千寿製薬株式会社／川西倉庫株式会社／日本液炭株式会
社／株式会社神戸ポートピアホテル／株式会社グランビスタホテル＆リゾート／株式会社神防社／秋毎株式会社／株式会社ニチジョー／株式会社トーホー
ビジネスサービス／毘沙門山 妙法寺／ポート産業株式会社／高取商事株式会社／菱三印刷株式会社／平野エクスプレス株式会社／福田たばこ店／ポー
トスタッフ株式会社／MS&ADビジネスサポート株式会社／株式会社フェリシモ／門正運輸倉庫株式会社／株式会社明和工務店／神東建設株式会社／布
施 幸代／株式会社アベストコーポレーション／アサヒ飲料株式会社／アサヒ飲料販売株式会社　他２社
株式会社F・O・インターナショナル／ダイドードリンコ株式会社

名誉アンバサダー

スーパーアンバサダー

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

沢の鶴株式会社さま
より、兵庫県限定商
品「kobe1717」の
売上の一部をご寄
付いただきました。

ノアインドアステー
ジ株式会社さまより
「BE KOBE Special-
ty Coffee」の売上の
一部をご寄付いた
だきました。

えほんのトコロさま
よりクリスマスキャ
ンペーンで販売した
絵本の売上の一部を
ご寄付いただきまし
た。

オリックス株式会社　　　三宮オイル株式会社
塩屋土地株式会社　　　  株式会社TD・K
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BE KOBEミライPROJECTメンバー

団体概要

BE KOBEミライ基金メンバー

久元 喜造

松田 茂樹

山本 吉大

藤井 生也

有本 哲也

石川 路子

上野 真人

内海 芳宏

加納 郁也

小西 毅

佐久間 健

佐藤 一進

仙田 正之 

宗宮 朋之

槻橋 修

中内 仁

永田 宏和

中林 志郎

永吉 一郎

西 栄一

藤岡 健

横山 剛

青井 介

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

株式会社みなと銀行 専務執行役員

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 甲南大学経済学部 教授 兼 地域連携センター所長

株式会社ランドメイド 代表取締役

内閣府（地域創生推進事務局）地域活性化伝道師

兵庫県立大学国際商経学部 教授

一般社団法人神戸青年会議所 理事長

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

神戸学院大学 法学部 准教授

株式会社アシックス 秘書部長

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

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

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

神戸商工会議所 専務理事

一般社団法人神戸経済同友会 副代表幹事／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

一般財団法人大吉財団 事務局長

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

監　　事

プロデューサー

事務局長

山本 吉大

藤井 生也

岡田　豊基

木田　聖子

中山 さつき

松田 茂樹

山阪　佳彦

青井 介

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

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

神戸市 こども家庭局長

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

株式会社マック専務取締役兼東京本部長／元神戸市クリエイティブ・ディレクター

一般財団法人大吉財団 事務局長

審査委員長

監　　事

BE KOBEミライPROJECT

松田 茂樹

2019年3月15日

〒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

所在地

審査委員

事務局長

プロジェクト会議を年に2回行い、事業計
画や収支計画について話し合っています。

ここに記載はありませんがプロジェクトでは
たくさんのボランティアが活動しています！

BE KOBEミライ基金のメンバーはミラ
イセッションで審査員を務めています。



BE KOBEミライPROJECT

〒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 ://bekobemira i . jp
E-mail：in fo@bekobemira i . jp

ご寄付
（どなたでも）

参加して応援
（社会人・学生の方）

ご協賛や寄付商品
での応援

（企業・団体・学校の方）

サポーター

法人アンバサダー グッズアンバサダー

個人アンバサダー BEKOBE TEAM

2021年度会計報告
BE KOBE

ミライPROJECT
2021年度は前年同様、コロナ禍によって
人が集まるイベントを行うことが難しかった
のですが、多くのご寄付やご協賛をいただい
たおかげで経済的、精神的に追い詰められ
ている子育て家庭や学生、子ども支援団体
等を多数支援することができました。
しかし、支援対象者の拡大に伴って事業に必
要となる資金も増加しており、プロジェクト
の資金調達が課題となっております。
より多くの方々にプロジェクトをご支援いただ
き、子どもたちの食や学びを支えることで、神
戸の未来を支えていきたいと考えています。

❶グッズアンバサダーによる寄付や神
戸こども宅食プロジェクト等へのご寄
付です。❷アンバサダー会費や委託事
業の収益です。❸❹神戸こども宅食プ
ロジェクトや神戸の学生フードエイドプ
ロジェクト等、食支援事業で多くの支出
があり、今期は費用が収益を上回りまし
た❺寄付付き自販機やKOBE WAON
カード等によるミライ基金へのご寄付
です。❻BE KOBEミライセッションで
子ども支援団体に贈った活動応援金
（計170万円）と振込手数料です。

受取寄付金
受取助成金
事業収益
その他収益

計
事業費
管理費
計

959,941
886,900
2,480,988
75,029

4,402,858
4,606,614
251,677
4,858,291

△455,433
1,141,966
686,533

当期経常増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高

ご支援・ご寄付のお願い

BE KOBEミライPROJECTでは、子どもたちの未来を支えていただける方を募集しています。
皆さまからお寄せいただいた寄付金、会費、食品等は、BE KOBEミライPROJECTの事業実施
及びBE KOBEミライ基金が実施する助成事業に活用させていただきます。

神戸こども宅食プロジェクトへのご寄付

サポーターになる アンバサダーになる BE KOBE TEAMに参加

BE KOBEミライPROJECTへのご寄付

法人アンバサダーになる グッズアンバサダーになる

BE KOBEミライ PROJECTのロゴマー
クを付けた商品の売上げの一部が寄付
金となり、商品自体に社会貢献性を持た
せることができます
※商品の寄付額は協議によって決定します。

会費でプロジェクトの
活動を支えていただ
きます。プロジェクト
のロゴを名刺等にご
利用いただけます。
（年会費6，000円）

BE KOBEグッズを買
ったり、ボランティアに
参加するなどしてプロ
ジェクトを応援してく
ださい。
（年会費無料）

同世代の仲間と一緒
にボランティアに参加
したり、メンバー間で
の交流を楽しむことが
できます。
（学生限定・年会費無料）

ご協賛によりプロジェクトの活動を支え
ていただきます。イベントやWEBサイト
等での社名ロゴ掲出および社会貢献事
業での連携などが可能です。
（年会費50,000円～）

楽しみながら社会貢献ができる仕組みを
作り、子ども支援を通して神戸の未来を支
える運動を行っています。ご寄付いただい
たお金はBE KOBEミライPROJECTのす
べての事業で活用させていただきます。

神戸こども宅食プロジェクトで使用する
食品、日用品およびそれらを購入するた
めのご寄付（お金）を募っています。
受入可能品等の条件については右記コ
ードよりウェブサイトをご覧ください。

経
常
収
益

経
常
費
用

BE KOBE
ミライ基金

3,382,341
0
0

49，799
3，432，140
1，702，860

440
1，703，300
1，728，840
1，272，461

3，001，301

❷

❶ ❺

❻

❹

❸

ＢＥＫＯＢＥミライ神戸こども宅食


