
神戸製鋼は、創立１００周年を迎えたことを機に、2006年度に「コベルコ地域社会貢献基金」を設立。

支援開始から10年目を迎えた2015年度は、未来を担う子どもたちを対象に、

18の事業所（グループ会社含む）が、地元の施設や団体の活動を支援しました。

本誌では２号にわたり、その支援内容を紹介していきます。

コベルコ地域社会貢献基金2015
コベルコ地域社会貢献基金が１０周年を迎えました

事業所名 支援先 支援内容
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児童養護施設 知育玩具、絵本などの購入費
神戸本社（神戸市） 母子生活支援施設 地球儀、図鑑、辞典などの書籍、子ども用調理器具セットの購入費

児童館 工作材料、スタンプラリーの景品などの購入費
神戸総合技術研究所（神戸市） 青少年育成協議会 青少年フェスティバルの運営費

神戸製鉄所（神戸市） 障がい児の支援団体 宿泊体験で使う防寒手袋や名札などの備品購入費
ボランティア団体 餅つき大会で使うもち米、イベント用備品などの購入費
子育てサークル 野外活動費、備品の購入費

加古川製鉄所（加古川市） ボランティア団体 清掃活動用備品の購入費
ソフトボール協会 ソフトボール大会の運営費
母子生活支援施設 絵本、ブロックなど遊具の購入費

高砂製作所（高砂市） 子育て支援センター 絵本、ブロックなど遊具の購入費
病児保育室 絵本、ブロックなど遊具の購入費

播磨工場（加古郡播磨町） 障がい児の社会交流を支援する団体 健常者との交流イベントで使う備品の購入費
ボランティア団体 環境学習用品の購入費

藤沢工場（藤沢市） 児童館 知育玩具などの購入費
福知山工場（福知山市） 子育て支援拠点 ソフトマットなどの購入費

茨木工場（茨木市） 児童の警護ボランティア団体 巡視用のウインドブレーカー、ベストなどの購入費
市役所のキッズコーナー ブックスタンドの購入費

西条工場（東広島市） 児童の警護ボランティア団体 飛び出し注意の看板や誘導棒などの購入費
真岡製造所（真岡市） 小学校 学習用の投影機の購入費
大安工場（いなべ市） 子育て支援センター 防災用具、遊具の購入費

長府製造所（下関市） 保育園 遊具や絵本などの購入費
発達支援センター 屋外遊具収納用物置の購入費

神鋼造機（大垣市） 幼保園 大型遊具の購入費
神鋼建材工業（尼崎市） 保育園 木製玩具の購入費
コベルコクレーン（明石市） 小学校・中学校 運動会などの行事で使うテントの購入費
神鋼機器工業（倉吉市） 保育園 防災教育用紙芝居などの購入費
ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー（北九州市） 図書館 理科実験に関する書籍の購入費

   は、
今回紹介する
事業所です

長府製造所（山口県下関市）
　室内運動器具を下関市内の保育園へ、
遊具などを収納する屋外の物置を同じく市内
の発達支援センターへ寄贈しました。 保育園
では体を動かす機会を増やすことで、心身
両面の健全育成を促しています。

西条工場（広島県東広島市）
　飛び出し防止看板や誘導棒など警護ボラン
ティアに使用する備品を、東広島市内のボラン
ティア団体に寄贈しました。 同団体は、主に小
学校の登下校時における交通事故や犯罪から
子どもたちを守るための活動を行っています。

神鋼造機（岐阜県大垣市）
　ピクニックガーデンハウスを、大垣市内の
幼保園へ寄贈しました。 共同生活を疑似体験
することで、創造性やコミュニケーション能力
の向上に役立っています。 数年かけて、市内
すべての幼保園への寄贈を予定しています。

神鋼機器工業（鳥取県倉吉市）
　防災教育用の紙芝居などを、倉吉市内の保育園
へ寄贈しました。 毎日の読み聞かせにこの紙芝居
を利用することで、防災など実用的な知識を子ども
たちへ分かりやすく伝えることに役立っています。

真岡製造所（栃木県真岡市）
　学習用の実物投影機を、真岡市内の小学
校へ寄贈しました。 各種教材をスクリーンに
拡大して投影することで、情報共有や授業の
効率化に役立っています。

神戸本社（兵庫県神戸市）
　イベントで使う画材や備品などを神戸市内
の児童館へ、また母子生活支援施設へは
調理器具セット、地球儀や図鑑、辞典などの
書籍を、児童養護施設へは2歳未満の児童を
対象に知育玩具や絵本などを寄贈しました。

大安工場（三重県いなべ市）
　防災用具や木製玩具などを、いなべ市内
の子育て支援センターへ寄贈しました。 親子
の触れ合いや母親同士のコミュニケーション
を促進する場として役立っています。

神戸総合技術研究所（兵庫県神戸市）
　神戸市西区青少年育成協議会が主催する「２０１５年
度西区青少年フェスティバル」の運営費を支援しました。
同フェスティバルは青少年の健全な育成を図ることを
目的に、善行のあった個人や団体を表彰するものです。
本年度は「社会を明るくする運動作文コンテスト表彰
式」が新たに加わりました。

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー
（福岡県北九州市）

　理科実験に関する書籍１８冊を、北九州市立
中央図書館へ寄贈しました。 子どもたちが科学
に興味を持ってくれることを願い、実験感覚で
楽しめる書籍を選びました。 希望する学校へ
セットで貸し出すなど、幅広く活用されています。

福知山工場（京都府福知山市）
　幼児用のソフトマットを、福知山市内の子育て
支援拠点へ寄贈しました。 素材が柔らかいため、
乳幼児が安心して遊ぶことができ、母親同士の
コミュニケーションの場にもなっています。

藤沢工場（神奈川県藤沢市）
　知育玩具を、藤沢市内の児童館へ寄贈
しました。 併設する学童保育などでも利用
されており、幅広い年齢の子どもたちの役に
立っています。

茨木工場（大阪府茨木市）
　児童の警護に使用するウインドブレーカーとベスト
を、茨木市のボランティア団体へ寄贈しました。 子ども
たちはボランティアスタッフに見守られ、安心して登下
校することができます。 他では、子どもの読書を推進
するため、市役所へブックスタンドを寄贈しました。

全支援内容
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コベルコ建機（明石市）

　熱中症対策など子どもたちの健康と
安全をサポートすることを目的に、明石市
内の小学校と中学校へテントを寄贈しま
した。5月に開催された運動会当日やその
練習時だけでなく、音楽会など、その他の
学校行事にも幅広く活用されています。

播磨工場（兵庫県加古郡）
　キャンドルアートやペンライトアートで使う
材料などを障がい児の社会交流を支援する
団体へ寄贈しました。この団体では障がい児
が地域住民たちと一緒に活動することで、相
互の交流を深めています。また、子どもの健全
育成を目的に活動しているボランティア団体
へ、ビオトープの管理やホタルの飼育などに
使う環境学習用品を寄贈。子どもたちがさま
ざまな自然に触れる機会にもなっています。

加古川製鉄所（加古川市）
　加古川市内の小学生が参加するソフトボール
大会の運営費の一部を支援しました。その他子
育てサークルへ野外活動などで使用する備品の
購入費を、また、ボランティア団体へ河川水路の
清掃に必要な道具の購入費などを支援。子ども
たちが自主的にボランティア活動へ参加し、健全
に育っていくことを願っています。

神鋼建材工業（尼崎市）
　安全に配慮した軽量の木製積み木を保育園へ
寄贈しました。積み木は子どもたちの想像力を育み、
協力して物を作り上げていく過程を学ぶことで社会性
を身に付けることに役立ちます。また尼崎市も、手先の
発達と想像力の養成に効果的であると、積み木を
推奨しています。

高砂製作所（高砂市）
　運動会などのイベント時に使えるバルーンや室
内遊具などを子育て支援センターへ、また、図鑑や
三輪車などを母子生活支援施設へ寄贈しました。
他にも、病気などで学校や保育所へ行けない子ども
たちを預かる病児保育室へ、大型絵本などを寄贈
し、子どもたちへの読み聞かせに役立っています。

（旧：コベルコクレーン）

神戸製鉄所（神戸市）
　餅つき大会で使うもち米などを灘区のボラン
ティア団体へ寄贈しました。このイベントには、
灘区の全保育園、養護施設の子どもたち
のほか外国人留学生を招待することで、国際
交流の場にもなっています。また、東灘区の
障がい児の支援団体へ雪遊びに必要な帽子
などの防寒用具やゼッケン、宝探しの景品
などを寄贈しました。

神戸製鉄所に届いたお礼状

今回寄贈した
テント
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