
新型コロナウイルス感染症に負けないぞ！ 
 

各地商工会議所が取り組む 

地域を元気づける 

新型コロナウイルス感染症対策事業 

（2020年６月１日 10時更新） 

日本商工会議所 

５月 25日、政府は、北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

の５都道県の「緊急事態宣言」の解除を決定し、全都道府県で「緊急

事態宣言」が解除されました。ただ、これによりすぐに経済社会活動

がコロナ以前の状態に戻るわけではなく、引き続き感染拡大（第２波、

第３波など）に備え、十分に配慮した活動・行動が求められます。 

全国５１５商工会議所では引き続き、地域の中小企業・小規模事業

者、ひいては地域経済・社会を守るため、事業者の方からの各種相談

を受け付け対応するとともに、地域経済を回すため、さまざまな取り

組み（事業）を実施・展開しています。 

当ページでは、各地商工会議所が実施しているこれら取り組み（事

業）をご紹介いたします。 

詳細は、当該取り組み（事業）を実施している商工会議所ホームペ

ージなどでご確認ください。 
 ※ 順不同で掲載しています。情報を入手しましたら、随時更新いたします。 

 ※ ■の前の（新）マークが、追加（更新）分の情報です。 

 

2020年６月１日 10時更新時点で、のべ４０４件の事業を紹介 

 

＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど） １８０件 

■札幌商工会議所（北海道、岩田圭剛会頭・岩田地崎建設）  

～頑張れ飲食店！応援企画！掲載無料！～掲載店募集のご案内 

https://110.fukuts.com/ 

＜お問い合わせ＞札幌商工会議所 国際・観光部 国際交流・観光課 

TEL：011-231-1330 Ｅ-mail：intl@sapporo-cci.or.jp 

 

 

 

https://110.fukuts.com/


■釧路商工会議所（北海道、栗林定正会頭・三ッ輪運輸） 

釧路地方でテイクアウトを行っているお店を紹介するＷｅｂページ「お持ち帰りごはん」

を開設 

https://takeaways.kushi.ro/ 

■留萌商工会議所（北海道、塚本壽三郎会頭・留萌信用金庫） 

 同所では、市民の皆さまの健康で楽しい食生活を応援しようとテイクアウトや出前に対

応した会員飲食店を同所ホームページでの紹介を開始。同所では「外出しにくい今だからこ

そ、ご自宅で留萌の味を楽しんでみませんか」と利用を呼び掛けている 

 http://www.rumoi.or.jp/takeout.html 

■紋別商工会議所（北海道、片岡一道会頭、 オホーツク・ソーテック） 

 同所では、テイクアウト、デリバリーメニューを提供している店舗のチラシを作成し、新

聞折り込みで紹介するとともに、同チラシを同所ホームページに掲載して店舗を紹介 

 http://www.mon-cci.or.jp/take-out/ 

■名寄商工会議所（北海道、藤田健慈会頭・藤田産業）青年部 

 同所青年部（名寄ＹＥＧ）の Facebookにおいて、テイクアウトできる飲食店を「なよろ

まちなか情報おうちでお店ごはん編」として紹介しているが、その紹介店舗を対象にスタン

プラリーを実施する。スタンプラリーポイントを５個集まれば景品が当たる。台紙は参加店

に設置済み 

 https://www.facebook.com/events/619493935448602/?active_tab=about 

■江別商工会議所（北海道、町村均会頭・町村農場） 

食べて応援！江別市内のテイクアウト、宅配を飲食店をご紹介するサイト「江別テイクア

ウト＆宅配ネット」を開設 

https://ebetsu-takeout.net/ 

■芦別商工会議所（北海道、坂田憲正会頭・日成建設） 

 「芦別市内の飲食店を応援しよう！！～お店の味をご自宅でも～」ホームページでお店を

紹介 

https://www.ashibetsu-cci.or.jp/ashibetsu-cci.Poster/shinaiinsyokuten2020.03.24-

2.pdf 

■伊達商工会議所（北海道、菅俊治会頭・菅設計企画） 

 同所ホームページでテイクアウト、デリバリーメニュー、その他サービスなどにより食事

の提供を実施している店舗を紹介。 

http://www.date-cci.or.jp/ 

■登別商工会議所（北海道、木村義恭会頭・登別立正学園） 

テイクアウトや出前に対応した会員飲食店の紹介をスタート 

https://noboribetsucci.jimdofree.com/ 
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■恵庭商工会議所（北海道、中泉澄男会頭・郷土建設） 

飲食店応援企画！ 恵庭飲食店ガイド「えにぽ」テイクアウト・デリバリー版を公開（冊

子は作成せず、Ｗｅｂのみで提供） 

テイクアウト・デリバリー版① 

http://www.eniwa-cci.or.jp/business/pdf/enipo_takeout_P1-P13.pdf 

テイクアウト・デリバリー版② 

http://www.eniwa-cci.or.jp/business/pdf/enipo_takeout_P14-P27.pdf 

■石狩商工会議所（北海道、榎本哲史会頭・榎本建設） 

同所は、石狩市内の飲食店で提供しているメニューのテイクアウトや持ち帰り専用メニ

ューを提供している店舗の一覧表を作成し、ホームページで紹介している 

https://www.ishikari-cci.or.jp/webtown/9641.html 

■青森商工会議所（青森県、若井敬一郎会頭・青森魚類） 

 消費の冷え込みを抑え、皆さんに美味しいものを食べて元気を出していただきたいとの

思いから、新たにテイクアウトやデリバリーサービスを始める事業所や既に提供している

事業者をＰＲし応援するＷｅｂページを開設 

 https://fun-bar.aomori.jp/ 

■八戸商工会議所（青森県、河村忠夫会頭・ライケット）青年部    

 同所青年部（八戸ＹＥＧ）は、八戸市内の飲食店支援を目的にプレミアムクーポン「はち

のへ支援 Coupon（クーポン）」を発行。販売額は 1枚 1000円で、10%のプレミアムが付いて

1100円分使える。使用期限は購入日から半年間 

https://www.47news.jp/localnews/4707589.html（47news・デーリー東北 Web版） 

■花巻商工会議所（岩手県、髙橋豊会頭・みちのくクボタ）  

 同所では、テイクアウト実施飲食店を応援するため、花巻飲食店持ち帰り専門情報サイト

「Ｑｕｕｂｅ(食うべ！)」を立ち上げ、同所のＬＩＮＥ公式アカウントを活用して情報をプ

ッシュ通知する仕組みを創設。同所は、ＬＩＮＥの友だち追加を呼び掛けている 

 https://hanamaki-cci.or.jp/news/quube001/ 

■大船渡商工会議所（岩手県、米谷春夫会頭・マイヤ） 

同所では飲食店支援の緊急対策として、宅配やテイククアウト（持ち帰り）に取り組む会

員事業所を紹介する飲食店応援サイト「テイクアウトおおふなと」を開設 

 http://ofunatocci.or.jp/ofunato.takeout.com/ofunato.takeout.com/ 

■久慈商工会議所（岩手県、山王敏彦会頭・ヤマイチ） 

 同所と同所青年部（久慈ＹＥＧ）は、久慈市内飲食店のテイクアウトサービスを紹介する

「#久慈ていくふーどプロジェクト」を開設した。「#久慈テイクアウト」スマートフォンア

プリとリンクし、随時情報を更新している。 

https://www.facebook.com/kuji.takefood.project/ 
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■塩釜商工会議所（宮城県、桑原茂会頭・キクニ） 

「コロナに負けるな！がんばろう みなと塩竈プロジェクト」として、デリバリーやテイ

クアウト、出張販売・サービスなどの実施事業者を募り、ホームページで紹介。５月３日に

は、新聞折り込みでチラシを市内に配布予定。塩竈市観光物産協会との共同事業 

http://www.shiogamacci.jp/ganbaroushiogama.html 

■石巻商工会議所（宮城県、青木八州会頭・石巻ガス） 

 テイクアウト・デリバリーができるお店のご紹介 

http://ishinomaki.or.jp/free/takeout 

■白石商工会議所（宮城県、齋藤昭会頭・齋藤建設） 

同所では、外出自粛で売り上げが落ち込む飲食店を支援しようと、持ち帰りで弁当や総菜

を提供する白石市内の飲食店をチラシやウェブサイトで紹介 

http://shiroishicci.sblo.jp/article/187408632.html 

■秋田商工会議所（秋田県、三浦廣巳会頭・秋田日産自動車） 

 同所では、５月１日より特設サイトにて、宅配（発送含む）やテイクアウトサービスを提

供する会員事業所の取り組みを広く発信し、応援する。現在、参加事業所を募集中 

 https://www.akitacci.or.jp/oen-boshu/ 

■山形商工会議所（山形県、矢野秀弥会頭・山形丸魚）  

会員事業所のデリバリー、テイクアウト紹介するＷｅｂサイト「そうだ！おウチで食べよ

う！」をこのほど開設。また。同サイト内の 38店舗を掲載したチラシ（Ｂ４サイズ）を作

成し、市内約２万世帯にポスティングにて配布し、売り上げ対策を支援 

（Ｗｅｂサイト）https://yamagata-takeout.com/ 

（チラシ）http://www.yamagata-cci.or.jp/user/whatsnew/takeout.pdf 

■鶴岡商工会議所（山形県、加藤捷男会頭・鶴岡信用金庫）  

同所では、テイクアウト（お持ち帰り）やデリバリー（配達）が可能な会員事業所の飲食

店などを紹介する「鶴岡ごちそういただきます。」【通称：つるごち】事業を展開。 

このほど『つるごち』」をりニューアルし、店内情報も追加紹介中。テイクアウト・デリ

バリー営業の対応がないお店の登録も可能になった 

つるごち https://tsurugochi.glideapp.io/ 

掲載申し込み https://www.trcci.or.jp/news/detail.php?news=NDM1 

■新庄商工会議所（山形県、柿﨑力治朗会頭・柿﨑工務所）  

 休校中の子どもたちへの食事の提供や外出自粛への対応として、デリバリーやテイクア

ウト、出張販売・出張サービスなどを行っている会員事業所（飲食店をはじめ小売・サービ

ス業など）を「＆US（アンド・アス）」としてＨＰやＳＮＳで紹介（随時更新） 

 http://sjcci.or.jp/koronashienjigyou.html  

また、５月 13日までの期間限定で、地元タクシー会社２社によるデリバリーの実施 

http://sjcci.or.jp/TAXI_DELI.pdf 
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■天童商工会議所（山形県、野川勝弘会頭・野川商事） 

 天童市内飲食店の人気メニューをテイクアウトで楽しもう！と、Ｗｅｂ上に「天童お持ち

帰り商店街」を開設。同所は、ＳＮＳで「＃天童テイクアウトメニュー」「＃天童応援メシ」

による拡散を呼び掛けている 

 http://tendocci.com/kaiin/delivery.html 

■いわき商工会議所（福島県、小野栄重会頭・オノエー） 

同所サービス業部会が「#いわき支えあいキャンペーン」を実施中。第 1弾は貸し切りの

できるお店を紹介 

http://www.iwakicci.or.jp/covid2019.html 

■白河商工会議所（福島県、牧野富雄会頭・白河信用金庫）   

「白河の“美味い”はコロナに負けない！」を掛け声に、「＃白河エール飯」プロジェク

トがスタート。同所では「白河地域の「美味しい」を見つけてＳＮＳに投稿しよう」と呼び

掛けている 

http://shirakawa-

cci.or.jp/%e3%80%8c%ef%bc%83%e7%99%bd%e6%b2%b3%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%a3%

af%e3%80%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%81%8c%e5%a7

%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/ 

（新）■須賀川商工会議所（福島県、渡邉達雄会頭・平半染工） 

同所は、ランチや夕食時にテイクアウトやデリバリーを行っている店舗の情報を、須賀川

地域コミュニティーＦＭ「ウルトラＦＭ」と協力し、同社ＦＭのホームページで紹介。ホテ

ル、寿司店、割烹から喫茶店まで、約 20店のメニューを紹介している 

http://ultrafm868.jp/（ウルトラＦＭ） 

■新潟商工会議所（新潟県、福田勝之会頭・福田組） 

会員事業所のテイクアウト、出張サービスを紹介 

http://www.niigata-cci.or.jp/archives/6408 

（終）■新津商工会議所（新潟県、前田正実会頭・新津清掃社） 

同所などでつくる「にいつ食の陣実行委員会」は４月 1 日～30 日まで、新潟市秋葉区内

などの飲食店 40店舗の持ち帰り可能メニューを紹介するキャンペーン「テイクアウトフェ

ア」を「秋葉区民と秋葉区のお店を元気に！」などを合い言葉に実施する 

http://niitsu.or.jp/?p=2370 

■新津商工会議所（新潟県、前田正実会頭・新津清掃社） 

 同所は４月に実施した「にいつ食の陣テイクアウトフェア」に続く第２弾としてＷｅｂサ

イト「にいつテイクアウトどっとこむ」を開設。本サイトは常設とし、新型コロナ終息後も

販路拡大のツールとして会員事業所が継続利用できる。業態別に「食事処」「割烹」「めん類」

「寿司」「駅弁」「菓子パン」「喫茶」「小売」「居酒屋」などから閲覧できる特徴がある 

 http://niitsu-takeout.com/ 
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■三条商工会議所（新潟県、兼古耕一会頭・兼古製作所） 

 新型コロナウイルスに負けない割烹、ホテルをはじめ飲食関連事業所の創意工夫、三条に

根付く「仕出し文化」を見直してもらいたいとの目的で、配達、持ち帰りサービスを実施し

ている事業所を紹介 

http://www.sanjo-cci.or.jp/sanjo-restaurant 

■新発田商工会議所（新潟県、佐藤哲也会頭・新発田ガス） 

 同所では、「自宅でお店の味を楽しんで、地元の飲食店を応援しましょう」と、テイクア

ウトしばたを展開・実施中 

 http://takeoutshibata.sakura.ne.jp/ 

（終）■小千谷商工会議所（新潟県、小宮山佳秀会頭・公認会計士 小宮山佳秀事務所） 

宴会場・割烹・仕出し屋さんが宅配・店頭販売を好評実施中（3月 31 日まで） 

http://www.ojiyacci.org/information.html#insyoku 

■小千谷商工会議所（新潟県、小宮山佳秀会頭・公認会計士 小宮山佳秀事務所） 

 テイクアウトシリーズ第２弾を、４月 10日からスタート。同所ＦＢで先行配信中 

 https://www.facebook.com/ojiyacci/?ref=br_rs 

■五泉商工会議所（新潟県、樋口滋会頭・樋口新聞舗）  

 同所観光飲食業部会では、「お店の味をご家庭や職場で！この際ちょっと応援しよう！」

と、お客さまからお店に足を運び商品を購入してもらう「テイクアウトフェア」を、５月３

１日まで企画 

 http://www.gosencci.or.jp/takeout%20fair%20paper.pdf 

■富山商工会議所（富山県、髙木繁雄会頭・北陸銀行） 

 同所は、売り上げが減少する飲食店をサポートするため、持ち帰り弁当や総菜などの販売

店を紹介するＷｅｂサイト「テイクアウト富山」（同所会員事業者のキュービックネットワ

ークスジャパンが運営）を、同所ホームページで紹介するなど全面支援 

https://www.toyamatakeout.com/ 

■氷見商工会議所（富山県、寺下利宏会頭・氷見まちづくり） 

外出を自粛している方に向けて、同所会員事業所が提供する自宅で楽しめる商品やサー

ビスを紹介 

 http://www.ccis-toyama.or.jp/himi/R2_outidemarumaru.html 

■黒部商工会議所（富山県、川端康夫会頭・川端鐵工） 

同所は、黒部市役所 交流棟前で平日限定の弁当販売「ランチ de エール」を５月 11日～

29 日の平日 11時 30 分から開催（売り切れ次第終了）。 

また、「コロナに負けない!黒部を元気にするプロジェクト」として、同所ホームページで

黒部市内飲食店のテイクアウトメニューを掲載してＰＲしている。 

ランチ de エール https://takt-toyama.net/?tid=101986 

テイクアウトメニューhttp://www.ccis-toyama.or.jp/kurobe/kurobetakeoutmenu.pdf 
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■七尾商工会議所（石川県、大林重治会頭・のと共栄信用金庫） 

同所は七尾青年会議所、七尾街づくりセンターと協力して、地元小売店や飲食店などを支

援する「＃がんばろう七尾！」プロジェクトを展開、地元向けのテイクアウト事業と全国の

七尾ファン向けの地元産品の発送事業を開始 

七尾在住者向け テイクアウト／デリバリー情報『ＴＡＫＥ ＯＵＴ ＮＡＮＡＯ』 

 https://g-nanao.com/takeout/ 

全国の七尾ファン向け お取り寄せ情報『ＳＥＮＤ ＨＯＭＥ ＮＡＮＡＯ』 

 https://g-nanao.com/sendhome/ 

■加賀商工会議所（石川県、東野哲郎会頭・東野産業） 

 加賀市内でテイクアウト・デリバリー可能なお店を紹介 

 https://kagaccitakeoutderi.blogspot.com/ 

■珠洲商工会議所（石川県、刀祢秀一会頭・ランプの宿） 

 同所では、同所青年部（珠洲ＹＥＧ）と NPO 法人能登すずなり（珠洲市観光案内所）の協

力の下、おらかたの食を彩る「ＳＵＺＵ ＴＡＫＥＯＵＴ」応援広場を好評実施中。#すずテ

イクアウトでＳＮＳでも発信中 

 https://suzu.japan-noto.net/takeout/ 

■白山商工会議所（石川県、髙松喜与志会頭・高松機械工業） 

同所は、地元の飲食店支援のため、「白山テイクアウト大作戦」と銘打ち、同会員が製造

した弁当をドライブスルー方式で販売する。場所は、松任総合運動公園向かい駐車場で、期

日は、５月 23日、24 日、30日、31日の４日。弁当はどれでも 800円 

https://www.hakusancci.or.jp/latest_information/202005144704/ 

■上田商工会議所（長野県、栁澤憲一郎会頭・上田ガス） 

 同所は、上田市商工会、真田町商工会と共同で、飲食店などの来店者数や売り上げの増加

を目的に、テイクアウト・デリバリー情報サイト『もっテイク上田』を開設 

 https://www.takeout-ueda.jp/ 

■松本商工会議所 (長野県、井上保会頭・井上百貨店) 

 同所では、お気に入りのお店の味をご家庭や職場で味わっていただきたいとテイクアウ

ト・デリバリーに対応している松本市内の飲食店の情報サイト「松本地域 あの店の味をご

自宅で」を開設。随時、更新しながら紹介 

https://anoomise.com 

■飯田商工会議所（長野県、原勉会頭・飯田ケーブルテレビ） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食業をはじめとした多くの事業所が経済的

な打撃を受けている中で、自宅や職場でも利用できるお弁当のテイクアウト・デリバリーサ

ービスを行う飲食店を会議所報およびホームページに掲載して紹介。 

https://www.iidacci.or.jp/9159/ 
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■下諏訪商工会議所（長野県、小林秀年会頭・イングスシナノ）  

外出を控えている中、「たまには、プロが作った美味しい物が食べたい！」「子どもたちの

相手で疲れたお母さんの負担を少しでも減らしたい！」「町内のお店を応援したい！」そん

な貴方のために、下諏訪町内でテイクアウトやデリバリー出前、貸切対応の飲食店を紹介 

http://cci.shimosuwa.nagano.jp/information/various/entry-283.html 

■下諏訪商工会議所（長野県、小林秀年会頭・イングスシナノ） 

同所では会員の製造業者を対象に、町内飲食店で出前やテイクアウトを利用した場合、利

用金額に応じてキャッシュバックされる「新型コロナウィルスに負けるな！「飲食店応援企

画」キャッシュバックキャンペーン」を６月 12 日まで実施する。税込 3000 円～4999 円ま

での利用で 500円、税込 5000円～9999円までの利用で 1000円、税込 10,000 円以上の利用

で 2,500円を上限にキャッシュバックされる 

 http://cci.shimosuwa.nagano.jp/information/various/entry-286.html 

■須坂商工会議所（長野県、神林章会頭・テクノエクセル） 

 市内の飲食業・旅館業などで提供しているテイクアウト・デリバリーの可能な店舗などの

情報をＷｅｂサイト「すざかっテイク 2020」が４月 17日オープン。同所では「みんなで食

べて地元を紹介・応援しよう。ＳＮＳでシェアしよう」と利用を呼び掛けている 

 https://guide.suzaka.or.jp/shop/ 

■伊那商工会議所（長野県、唐木和世・廣瀬建設工業） 

 同所では、「アンチ・コロナキャンペーン」として、デリバリーやテイクアウト、出張販

売・出張サービスを実施している飲食店や小売・サービス業などの会員事業所をホームペー

ジ紹介。「是非、この機会に各サービスをご利用ください」と呼び掛けている 

http://www.inacci.or.jp/keiei/corona.html#take 

（終）■小諸商工会議所（長野県、掛川興太郎会頭・ツルヤ） 

 好評イベント「アンブレラスカイこもろ」におけるテイクアウトフードの出店期間を延長

（春休み期間中のランチ提供が可能になりました）に伴い、出店できる店舗を募集中。 

https://www.facebook.com/%E5%B0%8F%E8%AB%B8%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A%E8%AD%B

0%E6%89%80-555494497841742/ 

■大町商工会議所（長野県、坂中正男会頭・大町石産） 

 外出自粛が続き、厳しい経営となっている飲食業の中で、自らテイクアウトやデリバリー

による活路を見出す事業者を応援し、それが可能な店舗を、同所ホームページ及びＳＮＳに

加え、大町市や任意団体と連携して『”おおまち”ご近所テイクアウトごはん』として情報

発信。「事業者への応援」と「利用したことのない店舗を知ってもらう機会の創出」を目的

とする応援事業 

https://ez-

system.jp/npwants/contents/event/event.php?uid=006&p=a&id=1193&joho=oshi 
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■佐久商工会議所（長野県、樫山徹会頭・長野吉田工業） 

 行きつけのお店でいつものメニューを頼むのもよし、普段行かない新しいお店にチャレ

ンジするもよし。家庭の食卓や職場をステキな料理で彩ってみてはいかがでしょうかと、同

所では、佐久市内でテイクアウトしているお店のチラシをホームページに掲載  

 https://www.sakucci.or.jp/list/wp/wp-content/uploads/2020/04/佐久商工会議所様_

出前持ち帰り PRチラシ-1.pdf         

■千曲商工会議所（長野県、武井音兵衛会頭・有限会社うづらや） 

同所では、大規模イベントや宴会などの自粛により外食産業が厳しい状況に置かれる中、

来店者数の増加や売り上げに少しでも貢献するため緊急企画として、テイクアウト・デリバ

リー情報サイト『UCHI MESHI CHIKUMA』を開設。舌鼓を打つ味、新発見の味、慣れ親しんだ

味、懐かしい味などを見つけて、飲食店・宿泊業などを応援しようと呼び掛けている 

http://chikumacci.jp/takeout/ 

■水戸商工会議所（茨城県、大久保博之会頭・リリー文化学園） 

同所会員事業所でお弁当や食品のテイクアウトサービスを実施している店舗を紹介 

https://mito.inetcci.or.jp/topics/takeout.html#wasyoku 

■土浦商工会議所（茨城県、中川喜久治会頭・中川ヒューム管工業） 
 同所は、新型ウイルスに負けないぞ！「テイクアウト・デリバリー応援キャンペーン」

と、コロナに負けるな！「コロナ対策商品・サービス応援企画」を、ホームページで紹介

（随時更新） 

 （テイクアウト・デリバリー）https://www.tcci.jp/kaiinjigyosho/?search_service=52 

 （対策商品・サービス）https://www.tcci.jp/kaiinjigyosho/?search_service=51 

■日立商工会議所（茨城県、秋山光伯会頭・秋山工務店） 

 同所会員事務所で、お持ち帰り可能なメニューやテイクアウトサービスを扱っているお

店をＷｅｂページ「おうちでひたちごはん」で紹介 

 http://www.hitachicci.or.jp/takeout/index.html 

■日立商工会議所（茨城県、秋山光伯会頭・秋山工務店） 

同所と日立市は、市内での買い物推進を狙いに立ち上げた「市地元買物推進委員会」が事

業主体となり、飲食持ち帰り半額補助を実施。同所の「おうちでひたちごはん」（上記参照）

事業に加盟し、テイクアウト・宅配に取り組む飲食店を対象に、テイクアウト商品などの半

額割引分を全額補助するとともに、市内の 18歳以下の子どもたちにテイクアウト商品購入

時に利用できる 3000 円分のチケットを配布する。半額割引とチケット利用の期間は 25 日

から８月 31日まで 

http://www.hitachicci.or.jp/news/index.html#news20200515_1 

■結城商工会議所（茨城県、奥澤武治会頭・奥順） 

 同所では、弁当などお持ち帰りや宅配が可能な食品（テイクアウト、デリバリサービス）

を取り扱っている会員事業所を、「結城テイクアウトプロジェクト＃結城むすびめし」事業

として同所ＨＰで紹介。 

https://yuuki.inetcci.or.jp/musubimeshi 
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■ひたちなか商工会議所（茨城県、柳生修会頭） 

 新型ウイルスに負けないぞ！ テイクアウト＆デリバリー応援キャンペーン開始（随時

更新）。 

http://www.hcci.jp/corona/takeout/ 

なお、本応援キャンペーンの参加企業に対し、5 月 1 日からひたちなか市が 30 万円を上

限に補助金の支払いをスタート 

http://www.hcci.jp/corona/takeout/page-1.htm 

■下館商工会議所（茨城県、関正夫会頭・関彰商事） 

同所では、消費の落ち込みを少しでも和らげるため、同所会員の飲食店などを応援するた

め、「頑張れ飲食店！」「お店の味をご自宅で！」を掛け声に、ホームページ上に「shimodate

テイクアウトサービス（随時更新！）」を開設。お弁当やお持ち帰りできる食品など紹介し

ている 

http://www.shimodate-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/事業所一覧.pdf 

■栃木商工会議所（栃木県、荒金憲一会頭・ケーブルテレビ） 

 同所では、イベントの中止や休校による学校給食の停止、歓送迎会などの中止で来店客数

や売り上げが減少、食品ロス問題などでお困りの飲食店と、その関連事業所におけるテイク

アウト・デリバリー情報を『ＳＯＳ』として発信するサイトを開設した 

 https://tochigi-cci-sos.com/ 

■小山商工会議所（栃木県、大森武男会頭・大森一級建築士事務所） 

 同所では、負けるな小山！！がんばる小山のお店応援サイト「おやまエールドットコム」

を開設し、外出や外食を控える動きが広まる中、テイクアウトやデリバリーが可能な事業者

や、感染症予防に役立つ商品・サービスを紹介、マッチングを支援する 

 http://www.oyama-cci.or.jp/latest_information/202004303237/ 

■小山商工会議所（栃木県、大森武男会頭・大森一級建築士事務所）青年部 

小山市内のテイクアウトなどができるお店情報を同所青年部（小山ＹＥＧ）の Facebook

を使って情報提供 

 https://www.facebook.com/oyamayeg/ 

■日光商工会議所（栃木県、相良芳隆会頭・相良建設） 

同所はこのほど、テイクアウトや宅配などの情報を発信するサイト「がんばれ日光！ 一

致団結プロジェクト」を公開した。経営が厳しくなっている市内飲食店などを支援する。 

サイトでは、テイクアウトや限定メニュー、在庫処分セールなどの情報を紹介し、地域やカ

テゴリーで検索できる 

https://nikkosos.com/ 
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■鹿沼商工会議所（栃木県、木村剛考会頭・キムラ） 

同所は、売り上げに打撃を受けている鹿沼市内の飲食店などを応援するため、ＳＮＳ上で

テイクアウトやデリバリーに関する情報を収集し登録する「鹿沼 Stay Home 応援！ プロ

ジェクト」を実施中。提供された情報は、チラシにまとめ共有化を図る 

http://www.kanumacci.org/image/200413A1A1BBB2B2C3CAE7BDB8A5C1A5E9A5B7A1A1B3B0C

9F4C8AFB FAEA1A1BCAFBEC2Stay20Home20B1FEB1E7.pdf 

■佐野商工会議所（栃木県、吉澤愼太郎会頭・吉澤石灰工業株式会社） 

自宅で専門店の味を楽しんでもらおうと、市内飲食店のテイクアウトメニューを紹介す

るサイト「コロナに負けるな飲食店応援キャンペーン！」を開設。 

http://www.sanocci.or.jp/information/takeout.html 

■真岡商工会議所（栃木県、篠原宣之会頭・協栄社） 

 飲食店を応援しようと、テイクアウトなどができる店舗の一覧を公開。 

http://www.moka-cci.or.jp/cci/takeout 

■高崎商工会議所（群馬県、児玉正藏会頭・小島鐵工所）  

同所では、これまでに経験のない経営危機に直面している市内飲食店のさまざまな工夫

や新たな取り組み（デリバリー・テイクアウトなど）の情報を Facebookページで紹介して

いる 

https://www.facebook.com/takasakiinsyoku/ 

■桐生商工会議所（群馬県、籾山和久会頭・サンフード） 

 「コロナのピンチをチャンスにプロジェクト 桐生の飲食店を応援しよう」として、同市

内でテイクアウトおよびデリバリーを導入している飲食店情報をホームページに掲載 

 https://www.kiryucci.or.jp/html/project/restaurant/index.html 

■伊勢崎商工会議所（群馬県、辻健夫会頭・辻商店） 

 同所は、市内会員飲食店の支援を目的に、ＮＰＯ法人アイマップネットワークの協力を得

て、デリバリー・テイクアウトが可能な飲食店を同所ホームページ内「Eat in いせさき」

で紹介する。現在、登録希望の飲食店を募集中 

 http://isesaki-cci.or.jp/covid-19/index.html 

■藤岡商工会議所（群馬県、小坂裕一郎会頭・多野産業） 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、デリバリー・テイクアウト（藤岡おうちごはん）登

録店を同所ホームページに一覧で掲載 

http://www.fujioka-cci.or.jp/info/fouti.htm 

■川越商工会議所（埼玉県、立原雅夫会頭・立原電機） 

 掲示板「川越の身近なお店を応援しよう」（会員企業応援サイト）で、テイクアウトおよ

びデリバリーを実施してる店舗を紹介。さらに食品以外の専門小売店も紹介している。 

 http://www.koedo049.com/message/ 
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■川口商工会議所（埼玉県、伊藤光男会頭・伊藤鉄工） 

 「飲食店応援プロジェクト」実施中！ 同所会員の飲食店で「デリバリー」「テイクアウ

ト」に対応している店舗をホームページで紹介（随時更新） 

http://www.kawaguchicci.or.jp/wp/wp-content/themes/kawaguchicci/pdf/eat.pdf 

■上尾商工会議所（埼玉県、神田博一会頭・上尾グリーンガーデン）  

テイクアウトやデリバリーなど、新型コロナウイルス感染症による影響への対策・工夫を

行っている事業所を応援する掲示板『新型コロナウイルス感染症に負けない！！ ガンバル

あげお！』を開設 

 https://www.ageocci.or.jp/ganbaru-ageo/bbs/ 

■熊谷商工会議所（埼玉県、大久保和政会頭・吉見商事） 

 飲食店応援事業「テイクマ」～スクラム組んでウィルスに打ち勝とう！～ 

 外食がしにくい状況の下、テイクアウトやデリバリーに対応した熊谷市内の飲食店を

Webアプリで紹介 

 https://www.kumagayacci.or.jp/teikuma/ 

■本庄商工会議所（埼玉県、狩野輝昭会頭・グローバルソフトウェア）   

 会員事業所を応援するべく、宅配・テイクアウト・ケータリングガイド「がんばろう本庄

～飲食店のおいしさそのままお届け～」を作成し、同所ホームページで公開。また同所が株

主の地元ケーブルテレビ（本庄ケーブルテレビ）の特別番組で放映し、幅広く周知 

 https://www.honjocci.or.jp/takuhai/ 

■越谷商工会議所（埼玉県、井橋吉一会頭・イハシ） 

 同所とまちづくり越谷は、越谷市内のテイクアウトやデリバリーのできる飲食店を応援

する情報発信サイト「越谷テイクアウトＭＡＰ」アプリを立ち上げた。なお、５月 15日か

ら当アプリサイトでは、プラスクーポンキャンペーンを開始する 

 http://www.koshigaya-cci.or.jp/topics_detail.php?id=398 

■千葉商工会議所（千葉県、佐久間英利会頭・千葉銀行）女性会  

 同所女性会では外出自粛要請に来店客数が減少している千葉市内の飲食店を応援するた

め、テイクアウトやデリバリーができる店舗のリーフレット「千葉おもてなし応援お弁当ガ

イド」をこのほど制作し、同所ホームページで公開し店舗の売り上げにつながるよう取り組

んでいる 

https://www.chiba-cci.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/omotenashi-ouen-

obento.pdf 

■船橋商工会議所（千葉県、篠田好造会頭・船福）青年部 

同所青年部（船橋ＹＥＧ）が、テイクアウトメニューを提供する飲食店を集めたサイト

「TAKE OUTふなばし」を 4 月 20日に開設するにあたり、掲載希望の飲食店の募集を開始し

た 

https://funabashi.keizai.biz/headline/2467/（船橋経済新聞ＷＥＢ） 
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■木更津商工会議所（千葉県、鈴木克己会頭・すず陶）  

 同所では、「食べて、地域のお店を応援しよう！！お持ち帰り（テイクアウト）、出前・宅

配（デリバリー）の店舗を、新聞折り込みのチラシで紹介するとともに、Ｗｅｂ（きさらづ

うまいもんマップ）でも紹介 

チラシ： 

https://www.kisarazu-cci.or.jp/kwp/wp-

content/uploads/2020/04/16716efbf976547856815b1e19175fb0.pdf 

 Ｗｅｂ：https://www.kisauma.jp/content/take-out_delivery/ 

■佐原商工会議所（千葉県、石井良典会頭・石井工業） 

 飲食店などで「テイクアウト・出前」などに対応している店舗や、新しく対応を考えてい

る店舗をインターネット上で閲覧できるマップを同所青年部（佐原ＹＥＧ）と協力して制作、

広く消費者へ伝えることで飲食事業関係者の情報発信を支援 

 http://www.sawara-cci.or.jp/takeout_map/takeout_map.html 

■茂原商工会議所（千葉県、秋葉吉秋会頭・秋葉商店） 

 茂原市内の飲食店を応援するため、テイクアウトや出前を実施しているお店を紹介し、お

うちや職場でお店の味を楽しんでいただく、ＳＮＳを活用した「#食べよう茂原」応援プロ

ジェクトを実地中 

 https://www.mobara-cci.or.jp/keiei/69/1019.html 

■東金商工会議所（千葉県、小川秀二会頭・関東ホーム）  

 同所会員の飲食店のうち、お弁当のテイクアウト・宅配サービスを実施している店舗を掲

載した「東金わくわくお弁当ガイド」を発刊。４月 16日、市内全戸に新聞折り込みで配布

するとともに、１２００会員に発送。最新登録店は、同所ホームぺージで確認のこと 

http://www.togane-cci.or.jp/wakuben/ 

■習志野商工会議所（千葉県、白鳥豊会頭・白鳥製薬） 

 市内飲食店を応援するため、外出を控えている方でも利用できる、テイクアウトやデリバ

リーを行っている店舗を紹介する「#食べよう習志野」キャンペーンを実施 

https://www.narashino-cci.or.jp/topics/p7941.html 

■佐倉商工会議所（千葉県、塚田雅二会頭・塚田商事）青年部 

 同所青年部（佐倉ＹＥＧ）が、「外食産業に活気が戻るまで限定！あなたの街の飲食店が

取り組むテイクアウト料理を応援しよう」と合い言葉に、Ｗｅｂ上に頑張る飲食店テイクア

ウトマップ「レッツ！テイクアウト」を開設して運営 

 https://lets-takeout.com/ 

■八千代商工会議所（千葉県、上代修二会頭・サンカジロ） 

同所と八千代市、八千代市観光協会の３者は「＃食べよう八千代」キャンペーンを実施し、  

市内でテイクアウト(お持ちかえり)やデリバリー(出前)に対応している店舗を観光ガイド

アプリ「ココシルやちよ」にて紹介する 

 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/160506/page100074.html 
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■八千代商工会議所（千葉県、上代修二会頭・サンカジロ）青年部 

 同所青年部（八千代ＹＥＧ）は、八千代飲食店応援プロジェクトが運営しているに協力し、

同所ホームページから「八千代ＴＡＫＥ ＯＵＴのお店」の案内を開始した 

 http://www.yachiyocci.jp/topics/2020/take-out.html 

■君津商工会議所 （千葉県、榎本光男会頭・タリア商事） 

緊急企画・コロナ対策支援事業「広げようきみつの輪・きみつの未来」第一弾として「～

テイクアウト・デリバリーできる飲食店～」をＨＰで紹介 

https://www.kiminavi.jp/content/anti-corona-project 

■東京商工会議所（東京都、三村明夫会頭・日本製鉄） 

 「飲食店応援緊急掲示板」を開設。感染拡大防止の対策を実施している飲食店の「テイク

アウト」「「デリバリーサービス」の情報の募集を３月 31 日からスタート（掲載無料） 

 https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/food/ 

■青梅商工会議所（東京都、小澤順一郎会頭、小澤酒造） 

売り上げが落ち込んだ事業所を支援するため、飲食・小売店などを対象に宅配・テイクアウト

が可能な店を紹介。店舗数がまとまった段階でチラシなどを作成し、同所ホームページに掲載し

てＰＲする 
https://www.omecci.jp/news/4096.html 

■横須賀商工会議所（神奈川県、平松廣司会頭・かながわ信用金庫） 

Ｗｅｂサイト「ヨコスカイチバン」に、テイクアウト・デリバリー対応店の特集ページ開

設 

https://www.sukaichi.com/topics.php?ID=123 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000180557.html（テレ朝 news） 

■平塚商工会議所（神奈川県、常盤卓嗣会頭・トキワヤ）   

 同所は、地元商店主などで構成される「平塚まちなか活性化隊」が運営しているＷｅｂサ

イト「平塚お弁当マップ」（弁当や料理のテイクアウト、またはコロナ対策の営業を実施し

ている店舗などを無料で掲載）を、同所ホームページで紹介し、支援している 

 http://www.hiratsukamachikatsu.com/hiratsukabentomap/ 

■茅ケ崎商工会議所（神奈川県、亀井信幸会頭・亀井工業） 

亀井会頭が取り組む「ローカルファースト研究会」の提案によるＦＢページ「茅ヶ崎

foodaction テイクアウトできる店」の告知と、同ページへの掲載（投稿）事業者の募集を

実施 

https://www.facebook.com/groups/2604546416501431/?hc_location=ufi 

■甲府商工会議所（山梨県、進藤中会頭・山梨中央銀行） 

 買って応援！食べて応援！「おうち de グルメ」 

https://kofucci.or.jp/news/20200408/ 

買って応援！食べて応援！「オフィス deランチ」 

 https://kofucci.or.jp/news/20200422-1 
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■富士商工会議所（静岡県、牧田一郎会頭・田子の月） 

同所ホームページの「ＢＵＹふじアクション」にて、富士市内の有志が発信する複数のサ

イトをまとめて掲載する取り組みを開始。各サイトのテイクアウトやデリバリー店の情報

が閲覧できる。今後、掲載店を利用してインスタで発信した人へのプレゼント企画や割安で

利用できるクーポン事業などを展開する予定。 

https://www.fuji-cci.or.jp/buy-

fuji/%E3%80%8Cbuy%E3%81%B5%E3%81%98%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%AF-%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B8%82%E3%81%AE%E9%A3%B2%E9%A3%

9F%E5%BA%97%E3%82%92%E5%BF%9C%E6%8F%B4/ 

■熱海商工会議所（静岡県、内田進会頭・古屋旅館）  

 頑張れ飲食店！！「出前・テイクアウト・貸切対応可能店」リスト公開。同所ＨＰを通じ

て市民に周知する。この事業を通して飲食店などの売上維持を図っていく。 

 http://www.atamicci.or.jp/information/366/ 

■掛川商工会議所（静岡県、藤田哲男会頭・藤田鐵工所） 

飲食店などの支援策として、お弁当やオードブルなどの宅配・店頭渡しを実施する店舗の

宣伝チラシを編集・発刊。４月４日（土）に掛川地域へ新聞に折り込みを実施する。 

■藤枝商工会議所（静岡県、山田壽久会頭・山田組） 

 テイクアウトで「あの味」をまもろう！「#藤枝エール飯」を藤枝商工会議所も応援 

 http://www.fujieda.or.jp/?p=13501 

■袋井商工会議所（静岡県、水谷欣志会頭・サンワＮＥＴＳ） 

同所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止による外出自粛などで売り上げが減少し

ている市内飲食店のテイクアウト商品や、小売店などが販売している暮らしに役立つ商品

などをホームページで紹介する「ふくろい応援プロジェクト」を立ち上げた 

https://fukuroi-ouen.com/about 

■岐阜商工会議所（岐阜県、村瀬幸雄会頭・十六銀行） 

外出自粛が続く中、非常に厳しい状況に置かれている飲食店の方々の売り上げに少しで

も貢献できるよう「テイクアウト」「デリバリー」を行っている事業者のみなさんを応援す

るウェブサイト「ウチ店」（UCHI  MISE）を開設、「岐阜の美味しい味を、おうちで楽しみま

しょう！」とＰＲしている 

https://www.uchi-mise.com/ 

■美濃商工会議所（岐阜県、松久豊太郎会頭・大福製紙） 

 美濃市内でお弁当販売やテイクアウトを実施している店舗をホームページで紹介 

 https://minobentou.jimdofree.com/ 
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■各務原商工会議所（岐阜県、北角浩一会頭・日本一ソフトウェア）  

 外出自粛している市民向けに宅配、テイクアウトを行なっている事業所や出張サービス・

通信販売を行なっている事業所、さらにキャンペーンなどを行い、苦難を乗り越えようとす

る積極的な事業所の情報をリスト化してＰＲ 

 http://www.cci-k.or.jp/202004/post-458.html 

■羽島商工会議所（岐阜県、髙木力会頭・不二精工） 

外出自粛が続き、厳しい状況に置かれている飲食店の売り上げに少しでも貢献できるよ

うテイクアウトサービスを実施している飲食店を紹介 

http://www.hashima-cci.or.jp/top/049.htm 

（新）■岡崎商工会議所（愛知県、大林一郎会頭・岡崎信用金庫） 

同所はこのほど、市内飲食店や食品製造業者を“食べて応援する”サイトを開設した。希

望する飲食店などは、アピールポイントや料理画像などのデータを無料で登録できる 

http://www.okazakicci.or.jp/takeout/ 

■半田商工会議所（愛知県、榊原康弘会頭・知多信用金庫） 

半田市観光協会などと連携して『はんだ元気プロジェクト「Action！」』を立ち上げ、第

1 弾として「テイクアウトキャンペーン」を実施中。地産地消で、地域の方々に頑張るお店

を紹介し、店舗の売り上げアップ・維持を後押しする 

 http://handa-action.com/ 

■一宮商工会議所（愛知県、豊島半七会頭・豊島） 

 同所は、一宮市の店舗・企業などの情報をＷｅｂサイト「いちみんナビ」を通じて広く紹

介している。今回、テイクアウトできる飲食店情報がすぐに分かるよう同サイトを改修し、

テイクアウト実施飲食店を応援する。また、いちみんナビ Instagramページを開設し、テイ

クアウト情報を発信している。 

＜いちみんナビ＞http://ichimin-navi.com/ 

 また、同所は「一宮モーニングプロジェクト」として、一宮モーニング公式サイトにおい

て「お家で安心！食べて応援！テイクアウトモーニング提供店舗の紹介！」を行い、市内喫

茶店などの応援も行っている 

 ＜一宮モーニング公式サイト＞https://ichinomiya-morning.com/ 

■蒲郡商工会議所（愛知県、小池高弘会頭・小池商事） 

  蒲郡の商売人を応援し、蒲郡の皆様にも便利な企画「食べて応援！買って応援！商売人

応援プロジェクト in がまごおり」がスタート 

 http://www.gamagoricci.or.jp/archives/5934 

■豊田商工会議所（愛知県、三宅英臣会頭・豊田鉃工） 

 緊急応援企画「＃テイクアウトとよた」が始動！  

 テイクアウト弁当などを扱う店舗をホームページやＳＮＳなどで情報発信 

https://www.toyota.or.jp/?page_id=89 
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■刈谷商工会議所（愛知県、太田宗一郎会頭・太田商事）青年部 

同所青部（刈谷ＹＥＧ）は、特設ホームページと Facebookページに「刈谷エール飯にの

っかりや」を開設し、地元店の持ち帰りや宅配用メニューなどを紹介。約 30店が掲載され

てており、無料で掲載店舗を募集中。 

ホームページ：https://kariyayeg-ouen.simdif.com/page-2604556.html 

Facebookページ：https://www.facebook.com/kariya.yell.food/?__tn__=kCH-R&eid=ARBd-

NkUkLD6QQGCdPyYHbVPexvGgaZFBpO2gdTK_VkanN74xNK9zGjzpmzjPGt3rskU0alRabMdoqvQ&hc_r

ef=ARStY8xVutn60fmCw3a9p2znhpw2ezhx17V6D7zs_qV1X4pvSdDuc9TRunD24IGQH3s&fref=nf 

■安城商工会議所（愛知県、沓名俊裕会頭・東祥）  

 同所と安城市観光協会、株式会社安城スタイルは、ＳＮＳ（Instagram、Facebook、Twitter）

を活用した「テイクアウト＆デリバリー」の飲食店を応援する「＃（ハッシュタグ）安城エ

ール飯」プロジェクトをこのほど始動、好評実施中 

 https://anjo-cci.or.jp/seminar.php?id=853&mode=details 

■津島商工会議所（愛知県、伊藤彰浩会頭・義津屋） 

 飲食店と消費者がお互いＷＩＮ×ＷＩＮの関係を目指すべくテイクアウト・デリバリー

のできる飲食店を紹介するウェブサイトを開設。同時に、写真を撮って「#津島エール飯☆

彡」を付けてＳＮＳで拡散する取り組みも実施。 

https://tsushimayell.jimdofree.com/%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6/ 

■常滑商工会議所（愛知県、牧野克則会頭・マキノ） 

常滑市内の飲食店のさまざまなサービスの紹介によって、常滑の商業・サービス産業を応

援するため、デリバリーやテイクアウト可能なお店を、同所ホームページで紹介 

http://www.toko.or.jp/dt/ 

■東海商工会議所（愛知県、橋山和生会頭・協材興業） 

同所では「がんばろう東海応援プロジェクト」として、５月 16日～６月 28日の毎週土曜

日と日曜日に「東海テイクアウトマーケット」を開催、各種お弁当を販売する。 場所は、

東海市役所駐車場で、時間は 10時 30分から 13時まで 

https://www.tokai-

cci.or.jp/%e6%9d%b1%e6%b5%b7%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%af%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%83%

88%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%ef%bc

%81 

■四日市商工会議所（三重県、種橋潤治会頭・三重銀行）  

 市内の各商店街振興組合と連携し、売り上げが激減している飲食店を支援するため、テイ

クアウトやデリバリーのできる飲食店を紹介するＷｅｂサイトを開設 

https://yktakeout.storeinfo.jp/ 
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■伊勢商工会議所（三重県、山野稔会頭・山野建設）  

同所では伊勢市周辺の飲食店で、趣向を凝らしたオリジナルのお持ち帰りメニューや出

前サービスを実施している店舗を紹介するチラシを製作し、同所ホームページで紹介 

https://www.ise-cci.or.jp/upload/20200512-104834.jpg 

■桑名商工会議所（三重県、中澤康哉会頭・桑名三重信用金庫） 

 同所では、外出自粛などによって大きな影響を受けている飲食店を応援するため、テイク

アウト商品の販売やデリバリーサービスを実施している事業者を、同所ホームページに掲

載しＰＲする「桑名飲食店応援サイト テイクアウト・デリバリーくわな」を開設中。現在

43 店舗が参加 

 https://www.kuwanacci.com/new-release/17426.html 

■上野商工会議所（三重県、田山雅敏会頭・中外医薬生産） 

 同所では、テイクアウトやデリバリーを行う伊賀市内の事業所を取りまとめ、ホームペー

ジやＳＮＳ、チラシなどのメディアを通して企業や一般家庭へのＰＲを展開中 

 https://uchigurume.jimdofree.com/ 

■亀山商工会議所（三重県、岩佐憲治会頭・亀山急送） 

 同所では、売り上げが激減している飲食店を支援するため、亀山市飲食店応援プロジェク

トとして、テイクアウトやデリバリーのできる飲食店を紹介するＷｅｂサイト「おうちメシ」

を開設 

http://kameyama-cci.or.jp/homefood/ 

■鳥羽商工会議所（三重県、松田音壽会頭・御木本真珠島） 

 同所 Facebookで鳥羽市内でテイクアウトできる店舗を紹介 

 https://www.facebook.com/鳥羽商工会議所-180208942148269/ 

■福井商工会議所（福井県、伊東忠昭会頭・福井銀行） 

テイクアウトやデリバリーサービスの利用拡大キャンペーン「おうち deレストラン」へ

の掲載店募集中（http://www.fcci.or.jp/Coronavirus/index.html#rabel21） 

掲載店はこちら https://fukui-uchimeshi.com/menu/shop.php 

■八日市商工会議所（滋賀県、髙村潔会頭・シガ建装）青年部 

同所青年部（八日市ＹＥＧ）では、東近江市内の飲食店を応援するため「デリバリー

＆テイクアウト in 東近江 地元飯」を開設。デリバリーは、地域密着型女子野球チー

ム「東近江バイオレッツ」のメンバーがボランティアで配達作業を担当する 

https://www.facebook.com/%E3%81%B2%E3%81%8C%E3%81%97%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%

BF%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%AF%E3

%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%AB-102332121439687/ 
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■守山商工会議所（滋賀県、大崎裕士会頭・大崎設備工業） 

 同所では、守山でおうち時間を充実させるため、さまざまなサービスを提供している事業

所をホームページで紹介しており、第 1弾として、食をテーマにおうち時間を充実させる飲

食店のテイクアウトサービスを紹介する 

 http://moriyamacci.livedoor.blog/ 

■綾部商工会議所（京都府、塩田展康会頭・日東精工）青年部 

 同所青年部（綾部ＹＥＧ）は、綾部青年会議所と連携し、「＃縁助意（エンジョイ）あや

べ」プロジェクトを立ち上げ実施中。本プロジェクトは団体予約のキャンセルで苦しむ飲食

業界を「仕出し弁当」の注文で応援しようというもの。弁当を購入時に写真撮影し、「＃縁

助意あやべ」のハッシュタグをつけてＳＮＳに投稿し、その拡散で飲食業界を応援する 

https://www.ayabeyeg.net/（綾部商工会議所青年部ホームページ） 

（新）■東大阪商工会議所（大阪府、嶋田亘会頭・フセラシ） 

同所はテイクアウトやデリバリーの対応が可能な市内の飲食店・小売店の情報を、無料で

掲載する掲示板「ヒガシオオサカテイクアウト・デリバリーバル」を開設。現在、掲載・参

加企業を募集中。スマートフォンやパソコンでホームページにアクセスし、専用の申し込み

フォームに記入するだけで、内容確認後に随時更新（掲載）される 

http://www.hocci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/20200525TakeoutDelivery.pdf 

■豊中商工会議所（大阪府、水上英雄会頭・太鼓亭） 

 同所は、豊中市内の飲食店を応援したいと集まった豊中市民有志の団体「豊中の飲食店を

応援し隊」が運営しているホームページ“豊中テイクアウト報道”に協力 

 https://peraichi.com/landing_pages/view/toyonaka2020ouen 

■守口門真商工会議所（大阪府、土居正明会頭・マーク工業） 

 守口市と門真市のテイクアウトできる飲食店を一覧で紹介 

 https://www.mk-cci.jp/takeout2020.html 

■奈良商工会議所（奈良県、小山新造会頭・小山） 

同所は、奈良市と出前サービス「出前館」と連携し、奈良市内飲食店のために出前利用促

進キャンペーンを実施 

https://corporate.demae-can.com/pr/news/demaekan/post_521.html 

■生駒商工会議所（奈良県、鐵東貴和会頭・セレミューズ） 

同所は市と共同で、テイクアウトやデリバリーメニューを提供している飲食店や感染対

策を徹底している飲食店の情報を「＃いこま応援ごはん」として、市のホームページで発信。

希望店舗には「新型コロナウイルス対策見える化ステッカー」も配布する。 

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021392.html（生駒市ホームぺージ） 
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■神戸商工会議所（兵庫県、家次恒会頭・シスメックス） 

  情報掲載サイト「新型コロナに負けない 地元企業の“緊急”販売プロジェクト」にて、

飲食店のデリバリー、テイクアウトサービスをはじめ、食品・雑貨・衣料などの生活関連商

品やＢtoＢ向けサービスを発信。また、消費者向け商品は地元放送局のサンテレビの特設サ

イト（https://sun-tv.co.jp/support/）とも連携し発信力を強化。 

  https://kobe-bizmatch.jp/exsupport/ 

■高砂商工会議所（兵庫県、森本幸吉会頭・モリス） 

 同所と高砂市では、来店客数の減少や売り上げ不振に悩む市内事業所を対象に、商品やサ

ービス（テイクアウトやデリバリーなど）を実施している事業所を、同所ホームページ内の

特設ページで広く紹介する「コロナに負けるな！がんばろう高砂プロジェクト」を実施 

https://www.takasago-

cci.or.jp/topics/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%81%ab%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%82%8b

%e3%81%aa%ef%bc%81%e3%80%8c%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%b0%e3%82%8d%e3%81%86%e9%ab%9

8%e7%a0%82%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af/ 

■龍野商工会議所（兵庫県、井上猛会頭・兵庫県手延素麺協同組合） 

 同所では、来店客数が減少している市内飲食店と中食ニーズが高まっていることを受け、

これら飲食店を応援するプロジェクトとして「龍野のお店応援事業」を企画。第一弾として、

通常営業に加えて、お持ち帰りや出前などの取り組みを行う店舗を掲載したチラシを発行

し、ホームページでＰＲしている。 

 https://tatsuno.or.jp/latest_information/202004244666/ 

■加古川商工会議所（兵庫県、釜谷和明会頭・釜谷紙業） 

テイクアウト（持ち帰り）サービスに取り組む加古川市内の飲食店など（参加店）の情報

を一覧表で掲載し、応援！ 

http://kakogawa-cci.or.jp/news/oueninsyoku.html 

■三木商工会議所（兵庫県、稲田三郎会頭・コーベヤ）  

 飲食業などにおける来店客減少で経営に大きな影響が出ていて一方、惣菜・弁当などの中

食需要が増加に対応し、飲食店などの売り上げ回復を支援するため、お持ち帰り（テイクア

ウト）メニュー応援キャンペーンＭＩＫＩを実施中。またデリバリー可能事業所も紹介中 

（テイクアウト） 

https://s.b-mall.ne.jp/t/2810/999999/ 

（デリバリー） 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-iO7HWDgBAU3r22OSLOo0LhrhewmNDzr&ll=34.8

■宝塚商工会議所（兵庫県、今里有宏会頭・今里食品） 

 テイクアウト・デリバリー応援サイト『おうち deヅカ Deli』の掲載事業所を募集中。ト

ップページに各店舗の商材が並び、気に入った商材をクリックするとその店舗の詳細ペー

ジ（shopページ）に遷移して紹介する 

 http://www.takarazuka-cci.or.jp/archives/support/56440 
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■小野商工会議所（兵庫県、柳田吉亮会頭・オージヤ商事） 

 外出自粛が広まる中、自宅や職場などでプロの味を堪能していただくため、惣菜・弁当な

どのテイクアウト（持ち帰り）需要に対応し、小野市内の飲食店などの売り上げ回復の支援

とするため、参加各店舗のテイクアウトメニューを紹介。５月初めに行政の広報誌とともに

市内の全戸（約 17000世帯）に配布するとともに、地元紙「神戸新聞」北播版で紹介、同所

会員（約 1070企業）にチラシを配布 

 http://www.onocci.or.jp/web/event/onotakeout 

■新宮商工会議所（和歌山県、関康之会頭・関三吉商店） 

 同所は、新宮市観光協会と新宮料理飲食業組合と連携し、市内飲食店を支援するため「テ

イクアウト・デリバリーやってますチラシ」（仮称）を作成。 新聞折り込みにて市内各家庭

に広くＰＲする 

 http://www.shingu-cci.or.jp/infolink/insyokutenouen2020.pdf 

■海南商工会議所（和歌山県、神出勝治会頭・神出建設企業） 

 テイクアウト、デリバリーサービスを実施中、または今後実施予定の会員事業所を、バイ

ローカル・イートローカル促進企画として開設した、特設サイト「新型コロナウイルスに負

けないぞ！ かいなんい～と」で、広く紹介し支援する 

 https://kainan-eat.jp/ 

■紀州有田商工会議所（和歌山県、川端隆也会頭・日出手袋） 

同所では、有田市内店舗の「在庫がたくさん残っている」「テイクアウトやデリバリーで

当店の味を提供したい」という声と、お客さまの「外出を控えて自宅で過ごす時間が長くな

っているが、お店のおいしい味を自宅で味わいたい」「毎食準備するのが負担になっている」

などの声を受けて、「助け合い掲示板」を開設した 

http://kishuarida-cci.or.jp/topics/mutual_cooperation 

■松江商工会議所（島根県、田部長右衛門会頭・山陰中央テレビジョン放送） 

テイクアウトおよびデリバリー需要の高まりを受け、同所は、まつえ北商工会、東出雲町

商工会、まつえ南商工会とともに、テイクアウト・デリバリーに対応した松江市内の飲食店

紹介ガイド「まつえウチメシグルメ」を開設。ホームページでの紹介を開始した 

 https://www.matsue-uchimeshi.com/ 

■大田商工会議所（島根県、齊藤寛会頭・斎藤文具店） 

 同所と銀の道商工会は、客足場鈍る大田市内の飲食店のうち、持ち帰り販売や宅配サービ

スなどを実施している店の情報を分かりやすく、それぞれのホームページで発信し需要を

掘り起こす取り組みをスタート。 

 http://www.ohdacci.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=485 
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■平田商工会議所（島根県、大谷厚郎会頭・一畑電車） 

 同所は。飲食店応援企画の第 1弾として、テイクアウト（お持ち帰り）に力を入れている

飲食店の同所会報に掲載し特集するとともに、同所ＨＰでも紹介している。また、近日中に

テイクアウト（お持ち帰り）を特集したＷｅｂサイトも立ち上げる 

 http://www.hirata-cci.or.jp/pdf/takeouto-hirata_01.pdf 

■岡山商工会議所（岡山県、松田久会頭・両備ホールディングス） 

 飲食店応援サイト「料理人のソコヂカラ ～テイクアウト・デリバリー・出張販売のでき

る飲食店～」を３月 24日に開設。32店舗からスタートし、現在は 127店舗まで拡大し紹介。 

 https://www.okayama-cci.or.jp/news/24315.html 

■児島商工会議所（岡山県、大島康弘会頭・ベティスミス） 

同所では、テイクアウト・デリバリーなどのサービスに取り組む児島地域のお店をホーム

ページで紹介。さらに飲食店のテイクアウトを応援するために、ＳＮＳへ投稿してお店の情

報を広める＃エール飯を実施 

http://www.kojima-cci.or.jp/sightseeing/useful/takuoutkojima1.html 

■井原商工会議所（岡山県、川井眞治会頭・日本綿布） 

 同所では、惣菜・弁当などの中食需要が増加していることに対応するため、テイクアウト・

デリバリー・出張販売に取り組む井原市内の飲食店をホームージでＰＲし、飲食店の売り上

げ回復を支援する 

 http://www.ibara.ne.jp/~cci/marche/marche_index.html 

■総社商工会議所（岡山県、清水男会頭・三松） 

 同所は吉備信用金庫と共同で、新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛で影響を

受けている市内の飲食店を支援する目的で、同所ＨＰと同信金の無料通信アプリＬＩＮＥ

（ライン）の公式アカウントで紹介 

http://www.soja-cci.sakura.ne.jp/cci/index.php/2020-03-25-01-37-52/246-2020-

04-01-02-31-25 

■福山商工会議所（広島県、林克士会頭・鞆鉄道） 

 同所は、「食品ロス」「デリバリー・テイクアウト」「販売促進・マッチング」それぞれの

情報を取りまとめた「福の山お助け掲示板」を開設し、公開。５月 18日に地元新聞（中国

新聞備後版）に一面広告を掲載予定 

 http://www.fukuyama.or.jp/otasuke/ 

■三次商工会議所（広島県、佐藤明寛会頭・東洋広告） 

 飲食・仕出し業の会員事業所に対する支援策の一環として各店舗のテイクアウトやデリ

バリーメニューを紹介するサイト「みよしの美味しいもの、テイクアウト＆デリバリー」を

開設し随時情報を公開している。 

https://sites.google.com/view/takeoutmiyoshi/ 
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■庄原商工会議所（広島県、佐々木満会頭・西田産業） 

 同所では、テイクアウト商品を提供している飲食店をフェイスブックとインスタグラム

に掲載している。また、掲載希望の飲食店も募集中 

フェイスブック  https://www.facebook.com/bihokutakeout/ 

インスタグラム  https://www.instagram.com/bihoku_takeout/ 

■竹原商工会議所（広島県、山本靜司・創建ホーム） 

同所ではこのほど、コロナの波に逆らえ！！第 1弾「TAKE飯」プロジェクトを始動。 

急速な需要の高まりがみられるデリバリーサービスやテイクアウトなどを実施している

市内飲食店を、同所ホームぺージ、ＳＮＳ、広報誌への掲など通じて積極的にＰＲする 

http://takecci.net/takemeshi_pj/ 

■山口商工会議所（山口県、河野康志会頭・マルニ） 

 店内飲食の業態の事業者に、新たにテイクアウト事業を展開していただき、その情報を発

信し、消費喚起を促す「テイクアウトｄｅやまぐち」事業を実施。登録事業者を随時募集、

掲載中。 

https://www.facebook.com/yamaguchicci/ 

■徳山商工会議所（山口県、宮本治郎会頭・徳山ビルサービス）  

■新南陽商工会議所（山口県、佐伯哲治会頭・東ソー物流） 

 両所は、周南料飲組合、周南観光コンベンション協会と連携して、売り上げの大幅な減少

に苦しむ周南市内の飲食店を支援するた、情報サイト Tokuyamap 内にテイクアウトとデリ

バリー可能なお店情報を掲載し、両所ホームページで紹介 

 https://www.tokuyamap.com/ouchigurmetshunan/ 

■萩商工会議所（山口県、藤井敏会頭・アート・カンパニー）   

 萩市内のテイクアウト対応店舗の紹介サイト「ＨＡＧＩ ＴＥＫＥＯＵＴ」を開設 

 https://hagi-takeout.net/ 

■岩国商工会議所（山口県、安本政人会頭・安本建設） 

 みんなで応援しよう！かんばれ岩国！！「テイクアウト＆デリバリー対応店舗」を同所ホ

ームページで紹介 

 http://icci.or.jp/iwakuni-takeout/ 

■下松商工会議所（山口県、弘中伸寛会頭・弘木工業） 

 下松市内の飲食店のテイクアウト料理の写真を SNS で拡散し応援する企画を実施。同所

では、「飲食店のテイクアウト料理の写真を「#下松エール飯」とハッシュタグをつけて、Ｓ

ＮＳで拡散し応援しましょう」と呼び掛けている。 

 https://kudamatsu-cci.or.jp/news/kudamatsu-yellmeshi/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bihokutakeout/
https://www.instagram.com/bihoku_takeout/
http://takecci.net/takemeshi_pj/
https://www.facebook.com/yamaguchicci/
https://www.tokuyamap.com/ouchigurmetshunan/
https://hagi-takeout.net/
http://icci.or.jp/iwakuni-takeout/
https://kudamatsu-cci.or.jp/news/kudamatsu-yellmeshi/


■阿南商工会議所（徳島県、兼松功会頭・アイテイスト） 

 同所では、外出自粛要請が続く中で、同所会員飲食店で「出前（デリバリー）」「持ち帰り

（テイクアウト）」に対応している店舗情報を収集し、「阿南飲食店応援プロジェクト！！」

として市民に情報提供 

 https://www.anancci.or.jp/anan_food_project.pdf 

■高松商工会議所（香川県、泉雅文会頭・四国旅客鉄道） 

 巣ごもり消費に向けて、テイクアウト・デリバリーに対応可能な会員企業の情報を紹介す

る「タカマツ おうちメシ」事業への協力企業募集中 

 http://www.takacci.or.jp/info/ouchi-meshi.html 

■松山商工会議所（愛媛県、大塚岩男会頭・伊予銀行） 

 同所では、松山市内でもテイクアウト可能な飲食店が増えていることから、テイクアウト

を推進することで飲食店を応援するため、マツごちキャンペーンを展開。本キャンペーンで

はＳＮＳを通じて、テイクアウト商品に関する情報を発信するほか、在宅勤務などで外食の

機会が減っている行政職員や会社員に対して、テイクアウト利用後には、Facebook グルー

プへの投稿を呼び掛けている 

Facebookグループ：https://www.facebook.com/groups/553369262257400/ 

マツごちのチラシ： 

https://www.jemcci.jp/news/%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%A1%E3%81%A7%E3%83%9E%E3%83

%84%E3%81%94%E3%81%A1.pdf 

■新居浜商工会議所（愛媛県、曽我部謙一会頭・曽我部鐵工所） 

 飲食店等応援企画「# TＡＫＥ OUT にいはま」(テイクアウト・デリバリー)情報提供サー

ビスを実地中 

 http://www.niicci.or.jp/latest_information/202004155287/ 

■伊予商工会議所（愛媛県、城戸善浩会頭・ヤマキ） 

 外出自粛により、外食を控えている市民向けに、同所会員事業所でテイクアウト（持ち帰

り）やデリバリー（宅配）を実施可能な飲食店などを一覧にして、ホームぺージで紹介 

 http://www.iyocci.jp/takeout-tenpo.html 

■中村商工会議所（高知県、福田充会頭・福田工務店） 

同所では、テイクアウト可能な会員事業所（飲食店）を取りまとめ、ホームページなどで

随時更新しながら紹介する。現在、登録事業者を募集中 

http://www.nakamura-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/テイクアウト掲載に

ついて.pdf 

■須崎商工会議所（高知県、竹内健造会頭・たけうち） 

須崎市内の飲食店を応援するためにＷｅｂサイト「＼もぐもぐ／ すさき」を立ち上げ、

テイクアウト情報を更新中。フリーワードを入力して検索すると、関連店舗を見ることがで

きる 

https://mogmog.pipdesign.jp/ 
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■福岡商工会議所（福岡県、藤永憲一会頭・九電工） 

 食品業界や飲食店の売り上げの維持・向上を目的に、外出しにくい現状でも一定の売り上

げが見込めるテイクアウトなどに対応している同所会員の情報を掲載する『テイクアウト・

デリバリープラザ（出前・宅配対応店舗リスト）』（掲示板）を開設。現在、掲載希望の会員

企業などを募集中 

 https://www.fukunet.or.jp/takeout-delivery-plaza/ 

■北九州商工会議所（福岡県、利島康司会頭・安川電機）＊再掲 

 我らキタキュウサポーターズ：https://support.localsharing.jp/ 

（注）本事業の概要は、下記＜行政および関連団体との連携など＞を参照 

■大牟田商工会議所（福岡県、板床定男会頭・祐徳近海汽船） 

同所は、料理を持ち帰ることができる大牟田市内に本社が所在する飲食店をまとめて紹

介するＷＥＢサイト「～大牟田飲食店のおいしいお持ち帰りグルメがせいぞろい！！」を開

設 

https://uchimeshi.jp/ 

（新）■長崎商工会議所（長崎市、宮脇雅俊会頭・十八銀行） 

同所では、外出や外食を控える動きが広まる中、テイクアウトやデリバリーが可能な事業

者を紹介するサイト「おうちでご馳走」を開設した。会員・非会員を問わず、長崎市内企業

が対象となっている 

https://nagasakicci.jp/publics/index/294/ 

■諫早商工会議所（長崎県、黒田隆雄会頭・クロダ） 

諫早応援プロジェクトとして、同所ポータルサイト「旬諫」で、テイクアウト・デリバリ

ーサービスを実施している事業所情報の提供をスタート。同サイトでは商品やサービス内

容、料金のほか料理のこだわりなどをＰＲ文などで閲覧できる 

http://www.isahaya-portal.com 

■松浦商工会議所（長崎県、稲沢文員会頭・稲沢鐵工） 

 同所は「松浦テイクアウト事業」として、会員事業所のテイクアウト情報をまとめたホー

ムページと参加店の情報が日々更新掲載されるフェイスブックページを開設。同所では「い

よいよＧＷが始まります。こんな時こそ、お家でプロの料理を楽しみませんか」と利用を呼

び掛けている 

ホームページ：http://matsuura-takeout.jp/ 

Facebookページ：https://www.facebook.com/matsuura.takeout/ 

■鹿島商工会議所（佐賀県、森孝一会頭・森鉄工） 

 鹿島のお店の味をご自宅で！ 今こそ「家めし！」を集めたホームページを公開。鹿島市

内の飲食店で「テイクアウト・デリバリー」を、６月 30 日までの間でご利用いただくと、

500円の利用ごとに 200円分のクーポン券が１枚プレゼントされる 

 https://www.kashimacity.com/iemeshi/kashima.html 
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■荒尾商工会議所（熊本県、髙木洋一会頭・高木石油） 

 「荒尾のごちそうおもちかえる計画」と題し、その第 1弾として荒尾市内のテイクアウト

＆デリバリー飲食店を特設サイト「あらおスマイルＤＥＬＩ」で紹介。ＱＲコードで店舗情

報をＧＥＴできる取り組みをスタート。 

 https://sites.google.com/view/araocciinsyokut/ 

■荒尾商工会議所（熊本県、髙木洋一会頭・高木石油） 

このほど第 2弾として、同サイト内で紹介の店舗のうち、無料お届けサービス登録店では

デリバリー隊の宅配サービスを付加  

 https://sites.google.com/view/araocciinsyokut/ 

■大分商工会議所（大分県、吉村恭彰会頭・アステム） 

会員事業所でテイクアウトやデリバリーサービスを提供する飲食店の応援サイト「わが

家がレストラン」を開設。なお、デリバリーに対応していない飲食店については、お客さま

が注文した料理をタクシーが運ぶサービスを新たに付加。タクシー代は同所が負担する 

https://oita-cci.or.jp/wagaya/ 

■中津商工会議所（大分県、仲浩会頭・中津急行） 

 イベントの中止、休校、来店客数の減少などにより、売り上げの低迷や過剰在庫などの問

題を抱える食品関連企業の販売促進の支援と過剰在庫の解消を目的に、テイクアウト可能

な店舗の販売情報を『テイクアウト＆特別販売応援掲示板』に掲載 

 ホームぺージ： 

http://www.nakatsu-cci.org/publics/index/91/&anchor_link=page91_419#page91_419 

 Facebook：https://www.facebook.com/the.nakatsu.cci/ 

■佐伯商工会議所（大分県、谷川憲一会頭・谷川建設） 

 感染拡大で客足が遠のいている飲食店を支援するため、同所会員の飲食店で持ち帰りメ

ニューを同所ＨＰでＰＲ 

http://www.saikicci.sakura.ne.jp/main/d000/ 

■宇佐商工会議所（大分県、渡辺幹雄会頭・アドテック） 

 宇佐市テイクアウト・デリバリー最新情報を同所ホームページにおいて「おうちで食べよ

う宇佐ごはん」として紹介。 

 http://twinpia-usa.or.jp/publics/index/128/ 

■日向商工会議所（宮崎県、三輪純司会頭・八興運輸）青年部 

 同所青年部（日向ＹＥＧ）が、会員企業のテイクアウト情報を Facebookで発信 

 https://www.facebook.com/hgccihyuga/posts/1080416235714652 

■高鍋商工会議所（宮崎県、井上博功会頭・井上商店） 

 同所は、町内飲食店のうち、創意工夫を凝らし、テイクアウトやデリバリーなどのサービ

スを始めた飲食店の情報を収集し発信する「高鍋飲食店応援ブログ」をスタート 

 http://takanabetakeout.miyachan.cc/ 
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■串間商工会議所（宮崎県、堀口勝郎会頭・スーパーほりぐち） 

 外出自粛が要請されている今、自宅や職場でおいしいものを食べませんか、胃袋を満たし

て心も体も元気になろうと、同所ホームページでテイクアウト可能なお店を一覧で紹介 

http://www.miyazaki-

cci.or.jp/kushima/%e3%81%8a%e3%81%86%e3%81%a1%e3%81%a7%e3%81%8a%e5%ba%97%e3%81%9

4%e9%a3%af%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%82%e3%81%86%e2%99%ac/ 

■川内商工会議所（鹿児島県、橋口知章会頭・橋口組） 

薩 摩 川 内 市 Ｈ Ｐ の 「 飲 食 店 テ イ ク ア ウ ト ＆ デ リ バ リ ー サ ー ビ ス 」

（ https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1584091026486/index.html）に

掲載希望の事業者は、川内商工会議所ＨＰ↓↓↓にアクセスし、スマホで簡単登録 

 http://sendai-cci.jp/index.php/koronataisaku20200311_01 

■いちき串木野商工会議所（鹿児島県、川﨑弘一会頭・川﨑産業） 

いちき串木野市内の飲食業サービス (テイクアウト・デリバリーなど)の情報を紹介 

http://www.ikcci.jp/news/2020/post_182.html 

■南さつま商工会議所（鹿児島県、鳥越澄夫会頭・南薩東京社） 

 同所は、南さつま市、南さつま市商工会、南さつま市観光協会と連携し、テイクアウト（持

ち帰り）やデリバリー（出前）などを行える事業者の情報収集し、南さつま市のホームペー

ジで紹介 

http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/takeout/e022378.html（南さつま市ＨＰ） 

■霧島商工会議所（鹿児島県、鎌田善政会頭・鎌田建設）青年部 

 同所青年部（霧島ＹＥＧ）は、霧島ＪＣ・霧島市商工会青年部と合同で、約 10店舗のテ

イクアウト商品の販売を行う『コロナウイルスに負けるな！ドライブスルー in霧島』を、

期間限定（4月 24日～26日）で開催する 

https://www.facebook.com/霧島商工会議所青年部-318319724865098/ 

 また、同ＹＥＧでは、「いっど霧島@iddo.kirishima」という霧島市内でテイクアウトでき

るお店情報を紹介する Instagramアカウントを立ち上げた 

■沖縄商工会議所（沖縄県、宮里敏行会頭・薬正堂） 

 会員限定の企業応援サイトをオープン。同サイトでは会員事業所が抱える過剰在庫の解

消・販売促進・売上確保の支援を目的に、お困りの事業所様の情報や商品・サービスを公開

し、購入を希望される一般消費者や業者の方々を広く周知する 

 http://www.okinawacci.or.jp/ouen/ 

（注）本事業は、上記＜売り上げ確保、販路開拓、在庫処分、食品ロス対策事業など＞にも

掲載 
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＜売上維持・アップ事業②＞ 

（利用券、クーポン券、商品券、商品詰め合わせ袋など） ２９件 

■函館商工会議所（北海道、久保俊幸会頭・函館環境衛生） 

同所は、新型コロナウイルス対策緊急応援企画第２弾として、「函館朝市・はこだて自由

市場・中島廉売」の三つの市場の利用券 5000円分を、函館市および近郊の 20歳以上の住民

の方（800人）に抽選でプレゼントし、頑張っている地域の市場を応援する「緊急！市場応 

援企画」を実施する 

 https://www.hakodate.cci.or.jp/info/12661.html 

■北見商工会議所（北海道、舛川誠会頭・北見通運） 

同所ではこのほど、市内飲食店の資金調達を支援するプロジェクトをスタート。コロナ収

束後に使えるプレミアム付き食事券を販売するコースと、事業全体への応援金（寄付金）を

受け付けるコースを設けた。現在、参加事業者を募集中で、６月１日～26 日に食事券の販

売と応援金の受け付けを行う。設定販売額は 3000円、１万円、３万円、５万円、10万円の

５種類で、それぞれに販売額の 10％を上乗せした食事券を配布する 

 http://kitamicci.or.jp/news/2020050801/ 

■伊達商工会議所（北海道、菅俊治会頭・菅設計企画） 

 同所は、外出自粛など我慢が続く市内の小中学生に、おいしい料理を味わってもらおうと、

市内の飲食店でテイクアウト、デリバリーサービスで利用できる「だてっ子飲食チケット」

を発行する。同所では「この機会に伊達の店を知っておいしい食事を味わってほしい」と呼

び掛けている。 

https://www.muromin.jp/news.php?id=3850（室蘭民報Ｗｅｂ） 

■八戸商工会議所（青森県、河村忠夫会頭・ライケット）青年部   

 同所青年部（八戸ＹＥＧ）は、地域を支える青年経済人として組織の強みである「機動力」

や「ネットワーク」を生かし、前売りクーポン券の販売を緊急支援プロジェクトとして、魅

力的な八戸市内のお店の一助となるよう活動を実施 

 http://yeg.hi-net.ne.jp/emergency_support/ 

■五所川原商工会議所（青森県、山崎淳一会頭・五所川原街づくり）青年部 

 同所青年部（五所川原ＹＥＧ）が「勝手に応援プロジェクト」として、商品券「ごしょが

わら料飲店未来チケット」を、市内 36店で 23日から順次販売し運営資金に充てる。チケッ

トは１枚２千円、購入店舗で同額の飲食が可。また、廃業しない限り無期限で利用すること

ができる。使用は１回の来店で１人１枚まで 

 https://www.toonippo.co.jp/articles/-/344049（東奥Ｗｅｂ） 

■一関商工会議所（岩手県、佐藤晄僖会頭・世嬉の一酒造） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を余儀なくされている会員を支援するた

め、事業再開後に使用できる「飲食店応援チケット」を発行・販売。 

http://www.ichinoseki-cci.com/area/ichinoseki/page.php?p=829 
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■横手商工会議所（秋田県、渡部尚男会頭・渡敬） 

 同所は４月 20日、市内飲食店やホテル、結婚式場など 133店を対象に、運転資金の供給

を目的とした「先払い応援チケット」を緊急発売した。チケット注文票に店名と１万円単位

の口数を記入して同所窓口で購入すると、同所はすぐに当該店舗に送金し、事業継続を支援

する。チケットは。感染終息に合わせ注文票に記入した店舗で使用できるが、資金決済法の

規制があるため、購入後６カ月以内（有効期間内）に使用しなければならないとのこと 

  http://www.yokotecci.or.jp/general.php?cms_id=70 

■湯沢商工会議所（秋田県、和賀幸雄会頭・和賀組） 

 同所に事務局を置く実行委員会は、湯沢市内の飲食店を応援する「飲食店応援プロジェク

ト」を実施している。支援者は自分の応援したい飲食店の先払いチケットを購入し、その購

入代金が飲食店の資金支援に活用される。オンライン先払い式食事券や紙チケット先払い

式食事券の購入、また、テイクアウトを利用した際のＳＮＳ発信など、3つのアクションを

呼び掛けている 

https://sakiemi.com/yuzawa 

■白河商工会議所（福島県、牧野富雄会頭・白河信用金庫） 

同所はこのほど、白河市内の３商工会と協力して、「クーポン DE 白河テイクアウト」事

業を開始した。市内の約２万 5000世帯に市内飲食店で使えるクーポン券を配布。１世帯当

たり 1000円分のクーポン券（200円分のクーポンが５枚あり）で、500円ごとに１枚使用で

きる。利用期限は７月 31日まで。 

http://shirakawa-cci.or.jp/クーポン de白河テイクアウト/ 

■長岡商工会議所（新潟県、丸山智会頭・新潟県米菓工業協同組合） 

過去３年間の実施で実績のある「ポッキリパスポート」を、長岡市内全域に対象を拡大し

「ポッキリパスポート・プレミアム」として実施する。１００円・５００円・１０００円・

５０００円（税込）などの「ポッキリ」価格でサービスを設定した各店の情報を、Ａ５サイ

ズの冊子パスポートに掲載。利用者はパスポートを提示することで、お得なサービスを受け

ることができる。 

http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/945/ 

■村上商工会議所（新潟県、川崎久会頭・カネダイ川崎商店） 

地域経済が大きな危機に直面していることから飲食店の消費を促進するため「村上市元

気づくり飲食券」を発行する同所は、5 月 28 日まで取り扱い店を募集している。参加資格

は、村上市内に本社・本店のある飲食店およびタクシー、運転代行業など。 

https://www.mu-cci.or.jp/latest_information/202005228131/ 
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■魚津商工会議所（富山県、大愛高義会頭・オーアイ工業） 

 同所は、魚津飲食業組合が新型コロナウイルスの感染拡大で客足が遠のいている加盟店

を支援するために発行する「５０００円以上の利用で１０００円を割り引く」商品券を、４

月中旬発行の同所会報に同封して配布することを決定した。 

 https://webun.jp/item/7647641（北日本新聞 webun） 

（注）本事業は、下記＜行政および関連団体との連携など＞にも掲載 

■輪島商工会議所（石川県、久岡政治会頭・輪島丸善） 

 「消費喚起へ支えあい」を目的に、同所発行の「わ食商品券」で飲食店応援。同所観光サ

ービス業部会所属の 161 事業所に参画を募り、全会員 984 事業所に２千円以上の飲食など

で使える２千円商品券を配布。売り上げ激減の飲食店などを下支えし、会員同士の支えあい

活動の第１弾として即効性がある対策で地域経済の立て直しに役立てる。第２弾も検討中 

 http://wajimacci.or.jp//pdf/wasyokuken_20200520.pdf 

■加賀商工会議所（石川県、東野哲郎会頭・東野産業） 

 同所は、加賀市内の小売店、飲食店などに対する需要喚起策として、買い物や飲食の消費

拡大を促すため、マイナンバーカードを保有・取得する市民を対象に「かが応援商品券」（一

人当たり、1セット 5000円分（1000円×５枚）を配付する。配付期間（予定）は、６月上

旬～11 月上旬で、配布後、本年 12 月 31 日まで使用できる。配付対象者は、本年６月１日

時点に同市に住民登録があるマイナンバーカード保有者及び本年 10月 31日までの申請者 

■小諸商工会議所（長野県、掛川興太郎会頭・ツルヤ） 

 同所では、市内飲食店の支援として、同所と小諸市の連携によりクーポン付きのチラシを

作成し、同所ホームページに掲載。チラシ掲載店舗にも少数取り置きがある 

https://www.kcci.komoro.org/information/4927 

■信州中野商工会議所（長野県、山田彰一会頭・山形屋） 

 同所は「みんなで守ろう地域のお店」を合い言葉に、信州なかの未来券事業を６月から実

施する。同事業では、５０００円分飲食できるチケットを４０００円で購入できる１０００

円お得なチケット（未来券）を登録各店舗で販売する 

 https://www.ogossotakeout.shinshu-nakano.com/miraiken/ 

■高崎商工会議所（群馬県、児玉正藏会頭・小島鐵工所） 

 同所では、消費が落ち込み苦境にある飲食店を支援するため、飲食代先払いの飲食店支援

（応援したい飲食店のチケットを事前に購入し、後日そのお店でチケットを使用してもら

う）を実施。現在、参加飲食店をホームページで紹介している 

https://www.takasakicci.or.jp/insyoku-ouen/ 
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■藤沢商工会議所（神奈川県、増田隆之会頭・角若松） 

 同所ではこのほど、藤沢市・藤沢市商店会連合会と連携して、前売りチケットの販売で店

舗などを応援する「ふじさわプロジェクト”ふじさわ応援前売りチケット”」事業をスター

トする。同事業は、お客さまが応援したい店舗などで使用できる前売りチケットを購入する

ことで、苦境に立たされている店舗などにエールを送り、資金面で応援する。会員・非会員

を問わず参加でき、登録料は無料 

 https://questant.jp/q/SN9R83WS 

■三島商工会議所（静岡県、石渡浩二会頭・石渡食品） 

 同所では、外出自粛や行動制限で生活不便を強いられている消費者の「おうち時間」を少

しでも快適に過ごして楽しんでいただきたいとの思いから、商店主選りすぐり商品を組み

合わせた「みしま応縁袋」を販売する。受渡しは３密を避けるドライブスルー方式。商品は

1000円、2000円、3000円の３種類で 11セット用意（全て税込）。事前予約制 

http://www.mishima-cci.com/m-st/ouenbukuro 

■藤枝商工会議所（静岡県、山田壽久会頭・山田組） 

 同所と藤枝市、藤枝江﨑新聞店、東海ガスの４者はこのほど、藤枝ランチ・テイクアウト

応援実行委員会（事務局：同所）を設立し、市内飲食店で使用できる「藤枝プレミアムラン

チ券」（２千円分で３千円分使える）を２千セット用意して応援する。実施期間は５月１日

～31 日までの１カ月間。また、テイクアウトできる店をＳＮＳ上で情報発信する「＃藤枝

エール飯」とも連動させる。 

 http://www.fujieda.or.jp/?p=13685 

■大垣商工会議所（岐阜県、田口義隆会頭・西濃運輸） 

飲食店ごとのプレミアム商品券を販売する「大垣 Eats あとめし商品券」。販売期間は 6

月 19日まで。使用有効期間は２０２０年 7月 1日から２０２１年 6月 30日まで 

https://sites.google.com/view/ogakieats 

■東海商工会議所（愛知県、橋山和生会頭・協材興業） 

同所では「がんばろう東海応援プロジェクト」の一環として、５月 22 日から「応援食事

券」の販売を開始する。場所は、東海市立商工センターで、時間は 10時から 16時まで 

http://www.medias.ne.jp/~tokaicci/korona/oshiten/oshiten.html 

■桑名商工会議所（三重県、中澤康哉会頭・桑名三重信用金庫） 

 同所は桑名市と連携して、大きな打撃を受けている飲食店とスクラムを組み、地域経済を

守る経済対策の第 1弾として、『桑名市プレミアム付き応援食事券』事業を実施中（現在２

37 店舗が参加）。「桑名の経済を立て直す第一歩として、市民の皆様にもぜひご参加いただ

き、『オール桑名』でこの難局に立ち向かっていきましょう」と呼び掛けている 

 https://www.kuwana-ouen.jp/ 
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■和泉商工会議所（大阪府、山本恭弘会頭・山本産業） 

 同所と和泉市商店連合会は、商品券「未来チケット IZUMI」を共同で４月中に発行する。

同商品券を購入すると、本事業の参加店の口座に購入金額が振り込まれる。購入した商品券

は、緊急事態宣言解除後に使用でき、ひいきの店を支えるための橋渡し役を担う。現在、各

団体に所属するのべ２千数百の事業者に参加を呼びかけている。 

http://www.izumicci.jp/2020/04/18/%e5%ba%97%e8%88%97%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e3%83%97%

e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%81%e3%82%b1

%e3%83%83%e3%83%88izumi%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%ba%97/ 

■神戸商工会議所（兵庫県、家次恒会頭・シスメックス） 

売り上げが減少し、苦境に立つ飲食・サービス店を支援するため、オンライン上の前払い

サービス「ハロトコ」とタイアップ。Ｗｅｂサイトを通じて、事態収束後に店舗で使えるチ

ケットを利用者（消費者）に販売し、会員店舗が先に支払いを受けられる「飲食・サービス

店 未来チケット応援プロジェクト」を実施する 

 https://kobe-bizmatch.jp/exsupport/harotoko/ 

■福山商工会議所（広島県、林克士会頭・鞆鉄道） 

同所は、新型コロナ禍支援対策として、参加登録店が自由に付加価値(お得・サービス)を

設定し販売できる、前売り型の「福の山おたすけチケット」事業を企画。この事業は、お客

さまが応援したい店舗・事業所から前もってチケットを購入することで、売り上げが減少し

ている店舗・事業所を支援するもの 

http://www.fukuyama.or.jp/otasuke-ticket/ 

■平戸商工会議所（長崎県、早田悠次会頭・早田建設）青年部 

同所青年部（平戸ＹＥＧ）はこのほど、平戸市内の事業所の逸品を詰め合わせた「普来袋

（ふくぶくろ）」を企画。主に市民の消費につなげようと 25日まで注文を受け付けている。 

同所会員である 20 事業所が 500 円を目安にした商品を持ち寄り、12 店舗分（6000 円相

当）を１セット 5000 円で販売する 

http://www.hiradocci.or.jp/tabid/393/Default.aspx 

■唐津商工会議所（佐賀県、宮島清一会頭・宮島醤油） 

唐津商工会議所は、唐津上場商工会、唐津東商工会、唐津観光協会で構成する「唐津経済

協議会（会長：同所宮島会頭）」において、唐津市内の飲食店を助けようと「先払いチケッ

ト」事業をスタートした。チケットの名称は「先払い！今度食べ来る券」。1000円券５枚に

特典として 500円券 1枚が付いたセットを 5000円で販売。15日から一部で販売が始まった 

http://www.karatsu.or.jp/kondotabekuruken/ 

■指宿商工会議所（鹿児島県、南荒生会頭・指宿酒造） 

指宿市内の消費喚起を促すため、市民みんなが応援団「いぶすきプレミアム商品券」（１

セット 10000円で 12000円分、20％のプレミアム付き）を指宿市の支援の下、市内商工会と

共同で販売。使用期間は 9月 30日まで。 

http://www.ibusuki-cci.or.jp/home2/images/chirashi/puremiamusyouhinnkenn.pdf 
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＜売上維持・事業継続事業＞（クラウドファンディング） ２５件 

■日本商工会議所（東京都、三村明夫会頭・日本製鉄） 

 同所は、ＲＥＡＤＹＦＯＲ（レディーフォー、東京都千代田区、米良はるか代表取締役Ｃ

ＥＯ）と提携して、新たに立ち上げた商工会議所事業専用クラウドファンディングのプログ

ラムを活用し、各地商工会議所による地域飲食店応援プロジェクト「みらい飯」をスタート。

応援期間は、４月 28 日～６月中（予定）。現在、本事業実施商工会議所を募集中。 

 https://www.jcci.or.jp/region/2020/0428140030.html 

■岩見沢商工会議所（北海道、松浦淳一 会頭・松浦建設） 

岩見沢市内で宅配・テイクアウトに対応した飲食店のチラシを作成するとともに、同

所ホームページに掲載して紹介。また、同所サービス業部会が中心となり、岩見沢市内  

飲食店を応援する「ザワ Do リンク」事業を展開。クラウドファンディングも実施され

ている。 

http://www.iwamizawacci.or.jp/ 

■恵庭商工会議所（北海道、中泉澄男会頭・郷土建設） 

 同所では、恵庭市内の飲食業者の当面の資金繰りを支援、応援するため、同所サービス業

部会と恵庭市が共同で「恵庭版クラウドファンディング飲食店応援プロジェクト」をスター

ト。応援期間は４月 24日～５月 23日まで。クラウドファンディングＡＣＴＮＯＷ（アクト

ナウ）のサイトで受け付ける 

 http://www.eniwa-cci.or.jp/topics2/2020/04/post-54.html 

■仙台商工会議所（宮城県、鎌田宏会頭・七十七銀行）青年部など 

同所青年部（仙台ＹＥＧ）が構成団体の一つである「愛する店ドットコム実行委員会」が、

市内飲食店を応援するクラウドファンド創設。第 1弾の参加店募集締切りは、３月 23日ま

で。 

 愛する店ドットコム https://aisurumise.com/ 

（参考）Yahoo！ニュース（東北放送へのリンク）で、当該事業を動画で紹介 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200317-00000007-tbcv-l04 

■秋田商工会議所（秋田県、三浦廣巳会頭・秋田日産自動車） 

同所は、経営に大打撃を受けている飲食店を支援しようと、５月から「飲食店応援ファン

ドプロジェクト」を開始する。クラウドファンディングサービス「ＦＡＮ ＡＫＩＴＡ（フ

ァン あきた）」を通じて広く支援金を募り、支援者には支援金に 10％分を上乗せした飲食

券を贈る。 

https://www.akitacci.or.jp/go for it akita/ 
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■新潟商工会議所（新潟県、福田勝之会頭・福田組） 

 同所は、にいがた結（むすぶ）プロジェクトの第１弾として、県、市、新潟日報とともに

発起人として「WE’RE ガタ店サポータープロジェクト実行委員会」を立ち上げ、新潟県の

飲食店を支援するため、クラウドファンディングによる応援プロジェクトを実施する。５月

20 日まで参加店舗を募集。27日からプロジェクトスタート 

 https://www.niigata-cci.or.jp/archives/7233 

■長岡商工会議所（新潟県、丸山智会頭・新潟県米菓工業協同組合）青年部 

同所青年部（長岡ＹＥＧ）は、インターネットのクラウドファンディングを通じて資金を

募り、経営が苦しい長岡市内の事業者を支援する取り組み「やっぱり好きんが長岡 未来応

援プロジェクト」を開始。目標金額は５千万円。将来の売り上げを事前に確保する形で、支

援者には、後日利用できる特典付きサービス券を渡す 

 https://nagaoka.mypl.net/article/ouen_nagaoka 

■七尾商工会議所（石川県、大林重治会頭・のと共栄信用金庫） 

同所はこのたび、飲食店を応援するクラウドファンディングサービスを通じて広く支援

金を募るため、七尾市を舞台にした人気コミックとのコラボレーション企画「君は放課後イ

ンソムニア×NANAO未来チケット」事業を始動。支援者には、支援金に 10％を上乗せした応

援希望の飲食店の商品券とコミックのオリジナルクリアファイルが贈られる。ファンドの

応募は５月 15日から６月 26日まで。 

https://camp-fire.jp/projects/view/279650 

■結城商工会議所（茨城県、奥澤武治会頭・奥順） 

 「コロナに負けるな！飲食店応援事業 結城むすびめし」の第３弾としてクラウドファン

ディング事業（資金調達）を実施する。調達資金は、支援者への返礼品とする市内飲食店（会

員事業所）で利用可能な商品券発行の原資とし、自粛中はもちろん、収束後の一日も早い誘

客につながるよう活用する 

https://yuuki.inetcci.or.jp/wp-cntpnl/wp-

content/uploads/2020/04/8152e305c49a7d6526d638e6ec194377.pdf 

■ひたちなか商工会議所（茨城県、柳生修会頭） 

 クラウドファンディングによる地域飲食店応援プロジェクトを実施するにあたり、現在、

参加飲食店を募集（参加料は無料）。支援金募集期間は、５月 27日から年６月 26日までの

１カ月間。食事券の有効期限は、７月 20日から 12月 31日まで。参加店舗は食事券のプレ

ミアム分 10％の負担はあるが、ウェブサイト運営費（5.5％）は同所が負担 

 http://www.hcci.jp/crowdfunding/sanka.pdf 

■さいたま商工会議所（埼玉県、池田一義会頭・埼玉りそな銀行） 

 同所では、さいたま市内の飲食店を支援するクラウドファンディングを活用した「＃みら

い飯さいたま」事業を実施する。現在、参加店舗を募集中（６月 18日締め切り） 

 http://www.saitamacci.or.jp/local/miraimeshi-saitama.asp 
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■川口商工会議所（埼玉県、伊藤光男会頭・伊藤鉄工） 

同所は、飲食店応援プロジェクトとして、クラウドファンディングを利用して売り上げが

減少した飲食店を応援する。支援方法は、『食べたつもり! 飲んだつもり!で 指定の飲食店

を支援』と『広く対象飲食店全店を支援』の２種類から選べる。また、同所では、本プロジ

ェクトのＳＮＳによる拡散も呼び掛けている 

 https://kawaguchicci-insyokuotasuketai.com/ 

■所沢商工会議所（埼玉県、荻野敏行会頭・三ヶ島製作所） 

所沢市内の飲食店の事業継続を応援するため、クラウドファンディングによる資金調達

プロジェクトとして、参加飲食店を募集。参加は無料。募集期間は、５月 19日 12時まで 

http://www.tokorozawa-cci.or.jp/news/detail.php?id=97 

■千葉商工会議所（千葉県、佐久間英利会頭・千葉銀行） 

 同所では外出自粛要請などで来店客数が減少し苦境に立たされている飲食店を、千葉市

及び同市内のイベント運営団体と連携し、飲食代先払いの飲食店支援施策（応援したい飲食

店のチケットを事前に購入し、後日チケットを使用してもらう仕組み）を企画。現在、参加

飲食店をホームページで紹介している 

 https://chiba1000samurai.com/ 

■野田商工会議所（千葉県、茂木佐平治会頭・野田ガス） 

同所は、クラウドファンディングを活用した野田市内飲食店応援事業「のだ食サポ」プロ

ジェクトを展開中。「お食事券を購入して飲食店を応援しよう」と呼び掛けている 

http://www.nodacci.or.jp/?p=10207 

■横須賀商工会議所（神奈川県、平松廣司会頭・かながわ信用金庫） 

同所と横須賀市、一般社団法人ゼロナナが結成した「横須賀ショップ応援団！」はこのほ

ど、売り上げが落ち込む地元飲食店を直接支援できるクラウドファンディング型の支援サ

ービスを立ち上げた。応援者は、応援する飲食店を選択し食事券（3000 円分、5000 円分、

１万円分）を購入することで、飲食店を直接応援することができる 

https://www.yokosuka.fun/ 

■平塚商工会議所（神奈川県、常盤卓嗣会頭・トキワヤ） 

 同所は、苦境に立たされている市内飲食店を支援する「ひらサポ」において、５月１日か

らインターネット上で「クラウドファンディング」事業を展開し資金調達をスタート。700

万円を目標に５月 30 日まで受け付ける 

https://camp-fire.jp/projects/view/266227 

■甲府商工会議所（山梨県、進藤中会頭・山梨中央銀行） 

クラウドファンディングによる「～I will be back !～ 愛する甲府の飲食店等緊急応援

プロジェクト」を開始。参加店募集は４月 21 日まで。追加募集は４月 22日～５月６日。支

援金募集は４月 27日正午にスタートの予定 

https://kofucci.or.jp/news/20200412/ 
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■三島商工会議所（静岡県、石渡浩二会頭・石渡食品）青年部 

同所青年部（三島ＹＥＧ）は、三島市内外の人々にクラウドファンディング型の応援を呼

び掛ける事業として、飲食店応援プロジェクト【みらい飯】を 5月 11日より開始。応援者

は、コロナ収束後に使える応援したい個店の 20％のプレミアム付き食事券を受け取ること

ができる。 

http://www.mishima-cci.or.jp/latest_information/202005086104/ 

■名古屋商工会議所（愛知県、山本亜土会頭・名古屋鉄道） 

 同所は、名古屋市内飲食店および同所会員（市外飲食店も可能）を対象にクラウドファン

ディング事業「未来で使える食券」を実施する 

 https://buy-local.nagoya/nagoyacci/ 

■大阪商工会議所（大阪府、尾崎裕会頭・大阪ガス） 

 同所が事務局を務める「食創造都市 大阪推進機構」（同所と大阪観光局で構成）では、売

り上げが落ち込み、日々の資金繰りに苦労されている大阪府内の飲食店の事業継続に向け

て、インターネットによるクラウドファンディングをこのほど立ち上げた。同所では「でき

るだけ早く支援金を提供したい」としている 

 https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202004/D24200421014.html 

■北大阪商工会議所（大阪府、久門哲男会頭・久門紙器工業） 

 同所は、「クラウドファンディングによる地域飲食店応援プロジェクト」を実施するにあ

たり、参加店を募集（５月 24日まで）。本プロジェクトは、支援者にコロナ問題収束後に使

用できる「食事券を購入してもらう」形式。店舗側には支援に対するお礼の意味から、支援

額の 10％をプレミアムとして上乗せ（店舗負担）してもらう。なお、「食事券」（3000～10000

円）は、当所が用意し、専用のカードとして店舗側に提供する 

https://kocci.or.jp/publics/index/18/detail=1/b_id=41/r_id=246 

■出雲商工会議所（島根県、三吉庸善会頭・出雲木材市場） 

 同所では、外出自粛や来店客数の減少等で厳しい経営を余儀なくされている出雲市内の

飲食店を応援するため、クラウドファンディングを活用して支援金を募集し、参加飲食店の

皆さまに運営資金として活用する 

 https://www.izmcci.or.jp/news/archives/192 

■岡山商工会議所（岡山県、松田久会頭・両備グループ） 

 同所は、「クラウドファンディングによる地域飲食店応援プロジェクト」を実施するにあ

たり、参加店を募集（５月 15日まで）。本プロジェクトは、支援者にコロナ問題収束後に使

用できる「食事券を購入してもらう」形式。店舗側には支援に対するお礼の意味から、支援

額の 10％をプレミアムとして上乗せ（店舗負担）してもらう。なお、「食事券」（2000～100000

円）は、当所が用意し、専用のカードとして店舗側に提供する 

 https://www.okayama-cci.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/ouboyoukou2.pdf 
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■徳島商工会議所（徳島県、寺内カツコ会頭・寺内製作所） 

 同所は、徳島市内の飲食店を応援するため、クラウドファンディングによる資金調達プロ

ジェクトをこのほど立ち上げた。同所会員の飲食店を対象に地域飲食店応援プロジェクト

「みらい飯」参加店舗を募集（５月１５日まで）。 

https://www.tokushimacci.or.jp/latest_information/2020050817995/ 

 

＜売り上げ確保、販路開拓事業＞（在庫処分、食品ロス対策など） ３３件 

■札幌商工会議所（北海道、岩田圭剛会頭・岩田地崎建設） 

 新型コロナ経済対策掲示板「緊急在庫処分ＳＯＳ」を 3月 10日に開設。現在、飲食料品

を扱う 400 店舗の在庫処分したい食品や販促支援のための商品情報を掲載している。一方

で、食料品店以外からも過剰在庫に悩む相談が多く寄せられていることから、生活用品店や

オフィス用品店などの情報も加えて、当掲示板を拡充する 

 https://www.sos-sapporo-cci.org/ 

■帯広商工会議所（北海道、川田章博会頭・川田工業） 

 十勝のアピールポイントである「食」を提供する帯広のつなぐマルシェがオープン 

http://www.occi.or.jp/management/tokubetsusodan/post-51278.html 

■石巻商工会議所（宮城県、青木八州会頭・石巻ガス） 

 同所では、取引先企業の休業や店舗来客数の減少などが原因で、過剰在庫に陥っている企

業の売り上げ回復と過剰在庫の解消に寄与し、その緩和を目的に、同所ホームページ内に特

設ページを開設。当該企業の情報を発信する 

http://ishinomaki.or.jp/free/love-by-ishi 

■郡山商工会議所（福島県、滝田康雄会頭・東北アルフレッサ） 

「こおりやま広域圏」内の農家・食品関係事業者の売り上げ回復、販路の確保のため、掲

示板にて各事業者の販売情報などを掲載 

https://www.city.koriyama.lg.jp/sangyo_business/nogyo_ringyo/ouen/23729.html 

https://www.ko-cci.or.jp/information/000023/ 

■会津若松商工会議所（福島県、渋川恵男会頭・渋川問屋） 

 新型コロナ経済対策「特別セール・新サービスＳＯＳ掲示板」への掲載企業を募集。特別

セールや新サービスの情報を集約、一般消費者や業者へ広く周知する。 

http://www.aizu-cci.or.jp/about/topics/t2020-08/（掲示板） 

 http://www.aizu-cci.or.jp/about/topics/t2020-05/（募集案内） 

■ひたちなか商工会議所（茨城県、柳生修会頭） 

同所が出資しているひたちなかまちづくり株式会社が、ひたちなか市内の小・中学生、ま

たはその家族を対象に持ち帰りができるＴＡＭＡＲＩＢＡカレー（１食 100円）を提供 

https://www.hcdi.jp/kst.html 
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■足利商工会議所（栃木県、相馬稔会頭・両毛ヤクルト販売） 

 同所では、過剰在庫を抱えた会員企業の売り上げの回復、販路の確保を目的に各企業の販

売情報を掲載する「SOS! 足利応援マーケット」を、同所ホームページ内に開設。現在、掲

載希望企業を募集中。 

https://ashikaga.info/youai_info/5053.html 

■前橋商工会議所（群馬県、曽我孝之会頭・中屋商事） 

 来店客の減少や売上不振に悩む会員事業所を対象に、当該商品やサービスを同所ＨＰ内

の特設ページで広く紹介。「コロナウイルス“グッド･バイ”セールス・キャンぺーン」実施。 

 https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15835767235624 

http://www.maebashi-cci.or.jp/mdsite_entry.html 

■桐生商工会議所（群馬県、籾山和久会頭・サンフード）  

 在庫品の値引きキャンペーンなど、お得な情報を「コロナのピンチをチャンスにプロジェ

クト」の一環としてＷｅｂサイト「在庫セール＆新しいサービス」にて紹介 

 https://www.kiryucci.or.jp/html/project/sale-service/index.html 

■上尾商工会議所（埼玉県、神田博一会頭・上尾グリーンガーデン） 

 同所では、市内事業者が抱える販売促進の支援を目的に、売り上げ減少や利益確保に困っ

ている会員企業、店舗の情報・サービスや商品を、購入希望の一般消費者や業者に広く周知

するため、新型コロナ経済対策掲示板『新型コロナウイルス感染症に負けない！！ ガンバ

ルあげお！』を開設 

 https://www.ageocci.or.jp/ganbaru-ageo/bbs/ 

■木更津商工会議所（千葉県、鈴木克己会頭・すず陶）  

新型コロナ経済対策「コロナに負けるな！がんばろう木更津プロジェクト」 第 1弾「情

報掲示版」の開設（売上減少や過剰在庫などに直面している事業所の商品・サービスを紹介） 

https://www.kisarazu-cci.or.jp/project/ 

■佐倉商工会議所（千葉県、塚田雅二会頭・塚田商事） 

 新型コロナウイルス感染症で、販売機会を逃して積みあがった在庫の販売を事業者のみ

ならず市民（一般消費者）にも、３月 18日から期間限定で実施 

 https://www.sakura-cci.or.jp/covid2019_member.html 

■君津商工会議所（千葉県、榎本光男会頭・タリア商事） 

緊急企画・コロナ対策支援事業「広げようきみつの輪・きみつの未来」第二弾として、小

売・サービス業を対象とした商品・サービスの紹介ウェブサイト「～きみつで支えあい・買

って応援・セール・サービス掲示板～」を開設 

https://www.kiminavi.jp/content/anti-corona-project2 

■浜松商工会議所（静岡県、大須賀正孝会頭・ハマキョウレックス）  

 ～新型コロナウイルスの影響による急激な売上減少に対応～浜松商工会議所会員専用Ｐ

Ｒコーナー『緊急企画！買って応援プロジェクト』を開設 

 https://www.hamamatsu-cci.or.jp/news/show/1206 
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■岡崎商工会議所（愛知県、大林市郎会頭・岡崎信用金庫） 

 「食品ロスおたすけ掲示板、わが社の支援の輪伝言板」を開設 

http://www.okazakicci.or.jp/otasuke/ 

■京都商工会議所（京都府、塚本能交会頭・ワコールホールディングス） 

 通常の事業活動ができず販売に困った商品やコロナ対策で新たなに提供する商品・サー

ビスなどを掲載する「京商支縁サイト」を開設（４月 10日午後から登録情報受付開始、15

日に公開予定） 

 https://www.kyo.or.jp/kyoto/kinkyu/ 

■大阪商工会議所（大阪府、尾崎裕会頭・大阪ガス） 

過剰在庫の売りたし買いたし情報を全国に発信、「ＢＭ ＳＯＳモール」を開設 

「ザ・ビジネスモール」に参加している全国の商工会議所などが「ＢＭ ＳＯＳモール」

の活用を続々と表明、自所会員に「ＢＭ ＳＯＳモール」のＰＲを精力的に実施中 

https://www.b-mall.ne.jp/sos/ 

■大阪商工会議所（大阪府、尾崎裕会頭・大阪ガス） 

４月 23日から「ザ・ビジネスモール」内で「医療・介護資材ＳＯＳマッチングサービス」

を開始 

https://www.b-mall.ne.jp/sos/ 

ザ・ビジネスモール事務局 電話：０５０－７１０５－６２２０ 

■岸和田商工会議所（大阪府、中井秀樹会頭・岸和田観光バス） 

 客数の減少、過剰在庫の発生など様さまざまな問題を抱えている会員事業所の在庫解消

や販売促進を行う「コロナに負けるな！岸和田応援プロジェクト掲示板」を開設 

https://www.kishiwada-cci.or.jp/bbs/ 

■神戸商工会議所（兵庫県、家次恒会頭・シスメックス） 

マスク、消毒液、テレワーク導入などをテーマにＷｅｂ上で「売ります」「買います」情

報を発信。「売りたい」事業者と「買いたい」事業者が自ら商品登録（エントリー）し、閲

覧者とのマッチングを支援する「新型コロナ 関連商材 ビジネスマッチング プロジェク

ト」を実施する 

 https://kobe-bizmatch.jp/uri-kai/ 

■高砂商工会議所（兵庫県、森本幸吉会頭・モリス） 

 同所と高砂市では、来店客数の減少や売り上げ不振に悩む市内事業所を対象に、商品やサ

ービス（テイクアウトやデリバリーなど）を実施している事業所を、同所ホームページ内の

特設ページで広く紹介する「コロナに負けるな！がんばろう高砂プロジェクト」を実施 

https://www.takasago-

cci.or.jp/topics/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%81%ab%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%82%8b

%e3%81%aa%ef%bc%81%e3%80%8c%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%b0%e3%82%8d%e3%81%86%e9%ab%9

8%e7%a0%82%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af/ 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 
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■紀州有田商工会議所（和歌山県、川端隆也会頭・日出手袋） 

同所では、有田市内店舗の「在庫がたくさん残っている」「テイクアウトやデリバリーで

当店の味を提供したい」という声と、お客さまの「外出を控えて自宅で過ごす時間が長くな

っているが、お店のおいしい味を自宅で味わいたい」「毎食準備するのが負担になっている」

などの声を受けて、「助け合い掲示板」を開設した 

http://kishuarida-cci.or.jp/topics/mutual_cooperation 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 

■松江商工会議所（島根県、田部長右衛門会頭・山陰中央テレビジョン放送） 

 イベント中止や来店客数の減少という需要急減による影響で、過剰在庫を抱えた県内企

業の売上回復、販路の確保を目的に各企業の販売情報を提供する、新型コロナ経済対策掲示

板『緊急在庫処分 SOS しまね！』を開設 

 https://www.time-limit-sos.com/ 

■福山商工会議所（広島県、林克士会頭・鞆鉄道） 

 同所は、「食品ロス」「デリバリー・テイクアウト」「販売促進・マッチング」それぞれの

情報を取りまとめた「福の山お助け掲示板」を開設し、公開。５月 18日には、地元紙（中

国新聞「備後版」）に全面広告を掲載の予定 

 http://www.fukuyama.or.jp/otasuke/ 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 

■山口商工会議所（山口県、河野康志会頭・マルニ） 

会員事業者の在庫解消や販売促進を支援する『販売促進掲示板』を同所ホームページ上に

開設（随時掲載）。掲載希望事業者を募集中 

http://www.yamacci.or.jp/sos/ 

■萩商工会議所（山口県、藤井敏会頭・アート・カンパニー）  

 第 30回萩焼まつり（５月１日～５日に開催）の中止に伴い、同所インターネット通販サ

イト「e-萩焼.com」において、萩焼協同組合の協力の下、５月１日から５日までの５日間限

定で、「新作」「選りすぐり」の萩焼の販売を特別に行う 

 http://e-hagiyaki.com/  

■坂出商工会議所（香川県、石井淑雄会頭・石井）  

① ＢtoＢ（会員同士）の域内取引をサポート、ＢＢクラブ「売ります･買います･コロナ

ＳＯＳチャンネル」を開設（坂出商工会議所会員専用のＢtoＢツールです） 

② ＢtoＣ（企業間･一般消費者取引) 地域事業者の販路拡大をサポート 

掲載無料！「新型コロナウイルス経済対策ＬＩＮＥ 緊急在庫処分ＳＯＳ：坂出商工

会議所」 

①、②とも http://www.sakaide.or.jp/latest_information/202003185121/ 
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■福岡商工会議所（福岡県、藤永憲一会頭・九電工） 

食材の過剰在庫を抱えた会員企業の販路開拓を目的に、各企業の販売情報を掲載する『買

って応援！食材ロスＳＯＳ』（掲示板）を開設。現在、掲載申し込み会員企業を募集中 

https://www.fukunet.or.jp/food-loss-sos/ 

■北九州商工会議所（福岡県、利島康司会頭・安川電機） 

 我らキタキュウサポーターズ：https://support.localsharing.jp/ 

 （注）本事業の概要は、下記＜行政および関連団体との連携など＞を参照 

■長崎商工会議所（長崎県、宮脇雅俊会頭・十八銀行） 

新型コロナウイルス感染症の影響による在庫処分支援事業（ＢtoＢ（業者間取引）） 

https://nagasakicci.jp/publics/index/289/ 

（終）■平戸商工会議所（長崎県、早田悠次会頭・早田建設） 

毎年５月３～５日に開催の人気イベント『平戸海道 渡海人祭』（ひらどかいどう とかじ

んまつり）の中止を受け、毎年楽しみにしていただいている皆さまと「今年も何かつながり

たい！」「平戸のよかもん・うまかもんをお届けしたい！との思いから、特別限定の詰め合

わせセットの販売を、ホームページを通じて実施（５月６日まで） 

https://hirado-tokajin.com/ 

■那覇商工会議所（沖縄県、石嶺伝一郎会頭・沖縄電力） 

 沖縄の”食”を提供する県内食品関連企業において、イベント中止や来店客数の減少によ

る需要急減などで売り上げの低迷や過剰在庫などが生じていることから、県内企業の売り

上げの回復、販路の確保を目的に、当該企業の販売情報を掲示板『緊急在庫処分 SOS！沖縄』

を通じて紹介 

 https://nahacci.com/seminar/1951/ 

■沖縄商工会議所（沖縄県、宮里敏行会頭・薬正堂） 

 会員限定の企業応援サイトをオープン。同サイトでは会員事業所が抱える過剰在庫の解

消・販売促進・売上確保の支援を目的に、お困りの事業所様の情報や商品・サービスを公開

し、購入を希望される一般消費者や業者の方々を広く周知する 

 http://www.okinawacci.or.jp/ouen/ 

 

＜会員企業などＰＲ事業＞ ４９件 

（テレビ、ラジオ番組の活用、ポスター、チラシの作成・配布、ＨＰ・ＳＮＳに

よる情報発信など） 

■函館商工会議所（北海道、久保俊幸会頭・函館環境衛生） 

同所は、「コロナ禍に負けるな!! 函館商工会議所 会員事業所応援企画」として、同所

がスポンサーとなり確保した「ＦＭいるか」の放送枠において、新型コロナ禍の中、知恵を

絞った商品やこれまでにない企画を打ち出し、難局を乗り切ろうと頑張る個人事業主や中

小企業の皆さまを応援する番組を企画。現在、出演者募集中 

 https://www.hakodate.cci.or.jp/info/12546.html 
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■岩見沢商工会議所（北海道、松浦淳一 会頭・松浦建設） 

岩見沢市内で宅配・テイクアウトに対応した飲食店のチラシを作成するとともに、同

所ホームページに掲載して紹介。また、同所サービス業部会が中心となり、岩見沢市内  

飲食店を応援する「ザワ Do リンク」事業を展開。クラウドファンディングも実施され

ている。 

http://www.iwamizawacci.or.jp/ 

（注）本事業は、上記＜売上維持・事業継続事業＞（クラウドファンディング）にも掲載 

■伊達商工会議所（北海道、菅俊治会頭・菅設計企画） 

同所では、地元のコミュニティーＦＭ局である「ＦＭびゅ～＆wi-radio」（北海道西胆振

地域ラジオ局）が放送する１分間の生ＣＭ『テイクアウトやデリバリーメニュー等により食

事の提供ができるお店』の利用料を無料（ＣＭ６回分の費用 1万１千円を同所が負担）とす

る取り組みをスタート。同所では「ぜひこの機会にお店をＰＲしていただき、伊達市を盛り

上げていきましょう」と利用を呼び掛けている。 

 http://www.date-cci.or.jp/page-news/news-2758 

■奥州商工会議所（岩手県、鎌田卓也会頭・鎌田段ボール工業） 

同所では、ハッシュタグ「#コロナに負けるな奥州」「#奥州エール飯」を付けて、情報発

信力そして拡散力の非常に高いＳＮＳを活用した事業を展開し、奥州市内事業者を応援す

る取り組みを実施中 

http://www.oshucci.com/modules/pico01/index.php?content_id=16 

■福島商工会議所（福島県、渡邊博美会頭、福島ヤクルト販売） 

同所では、飲食店応援企画として、お持ち帰りメニューなどを紹介するチラシの作成支援

を開始。申請期間は、４月 23日（木）～６月 19日（金）まで 

http://www.fukushima-cci.or.jp/wp-

content/uploads/2020/04/194e9f8b79ac280c0a10ed886485aa28.pdf 

■二本松商工会議所（福島県、山口純一・二本松信用金庫）  

同所では、観光業や飲食業などで売り上げ減少が顕著であり、危機に瀕している事業所も

多いことから、地域内の助け合いや情報発信が不可欠であるとの考えの下、管内事業所の特

別セールや新サービスの情報を集約し案内する「特別セール・新サービスお知らせ掲示板」

を開設 

https://www.nihonmatsu-cci.or.jp/?p=3660 

■村上商工会議所（新潟県、川崎久会頭・カネダイ川崎商店） 

 新型コロナウイルス対策に関する各店の取り組みをＰＲするために下記のとおりチラシ

を発行する。４月下旬に発行。村上地区の新聞折込および各所に配置 

 http://www.mu-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/ホームページ掲載.pdf 
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■上田商工会議所（長野県、栁澤憲一郎会頭・上田ガス） 

同所は上田市内の上田市商工会、真田町商工会とともに、名産品や土産物を扱う市内事業

者を紹介するウェブサイト「買ってミール上田」を公開した。信州上田のイチオシ商品情報

サイトを通じて在庫品を割安で販売する 

https://www.kattemeal-ueda.jp/ 

■岡谷商工会議所（長野県、小林睦巳会頭・イデアシステム） 

 岡谷市内のお店や会社はさまざまな努力をしながら営業を続けている。同所では、そうし

たお店や会社を知ってもらい、利用していただきたいとの願いから、同所ホームぺージに

「～工夫とアイデアで頑張る～岡谷のお店・会社の情報掲示板」を開設し、情報発信を実施 

 https://peraichi.com/landing_pages/view/okayanokeiziban 

■土浦商工会議所（茨城県、中川喜久治会頭・中川ヒューム管工業） 
 同所は、新型ウイルスに負けないぞ！「テイクアウト・デリバリー応援キャンペーン」

と、コロナに負けるな！「コロナ対策商品・サービス応援企画」を、ホームページで紹介

（随時更新） 

 （テイクアウト・デリバリー）https://www.tcci.jp/kaiinjigyosho/?search_service=52 

 （対策商品・サービス）https://www.tcci.jp/kaiinjigyosho/?search_service=51 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 

■宇都宮商工会議所（栃木県、藤井昌一会頭・藤井産業） 

 同所ホームページ内に「消費応援コーナー」を設け、客数や売り上げが減少しているホテ

ルや旅館、飲食店、結婚式場、食品メーカーなどが実施しているコロナ対策商品やサービス

を紹介 

 http://www.u-cci.or.jp/coronavirus/ 

■日光商工会議所（栃木県、相良芳隆会頭・相良建設） 

同所はこのほど、テイクアウトや宅配などの情報を発信するサイト「がんばれ日光！ 一

致団結プロジェクト」を公開した。経営が厳しくなっている市内飲食店などを支援する。 

サイトでは、テイクアウトや限定メニュー、在庫処分セールなどの情報を紹介し、地域やカ

テゴリーで検索できる 

https://nikkosos.com/ 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 

■桐生商工会議所（群馬県、籾山和久会頭・サンフード）  

 深刻なマスク不足につき、“繊維のまち”桐生で、桐生の技術の粋を集めたマスクを製造し

ている会員企業を同所ホームページで紹介。あわせて除菌製品の製造業者も紹介 

http://www.kiryucci.or.jp/html/mask/ 

 募集案内はこちら（同所 Facebook：https://www.facebook.com/kiryucci/） 
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■沼田商工会議所（群馬県、平井良明会頭・サンポウ） 

新型コロナウイルス感染症の流行により、事業への影響を受けている会員事業所（飲食店）

や新型コロナウイルス対策を行っている会員事業所（卸小売業、医療関係、建設関係）を応

援するべく、特設サイトを開設 

http://www.numata-cci.or.jp/korona_shoukai.htm 

■川越商工会議所（埼玉県、立原雅夫会頭・立原電機） 

 掲示板「川越の身近なお店を応援しよう」（会員企業応援サイト）で、テイクアウトお

よびデリバリーを実施している店舗のほか、食品以外の専門小売店も紹介している。 

 http://www.koedo049.com/message/ 

 （注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 

■さいたま商工会議所（埼玉県、池田一義会頭・埼玉りそな銀行） 

市内会員企業をＰＲする特設ページ「コロナに負けない！さいたまのチカラ」を開設。

業種・販売対象ごとに、販売促進、受発注拡大、販路開拓などビジネスマッチングの情報

を紹介する。また、独自に実施している対策や取り組み（事例）を紹介するオープンイノ

ベーション「経済危機を乗り越えるさいたま企業の知恵」も開設予定 

・コロナに負けない！さいたまのチカラ 

http://www.amatias.com/covid-19/index.html 

・経済危機を乗り越えるさいたま企業の知恵 

http://www.saitamacci.or.jp/information/covid-19_chie-list.asp 

■本庄商工会議所（埼玉県、狩野輝昭会頭・グローバルソフトウェア） 

 同所が株主の本庄ケーブルテレビとの連携により、「商工会議所コロナ対策事業」およ

び国や県、市などの施策について特別番組を活用してＰＲ（幅広く周知）している 

 http://www.catnet.jp/  

■蕨商工会議所（埼玉県、牛窪啓詞会頭・愛工舎製作所） 

同所では、一致団結し、この大変な状況を乗り越えようと、「＃コロナに負けない＃Ｗ

ＡＲＡＢＩ ＣＩＴＹ」ロゴマークを制作。このロゴマークは、個人・企業・団体を問わ

ず、著作権フリーで（かつ無料で）、Ｗｅｂ媒体はチラシなどにも利用可能。使用申請の

必要はない 

 https://www.warabicci.org/2020/05/post-16615.html 

■狭山商工会議所（埼玉県、小林明会頭・茶の一茶） 

 「新型コロナに負けない！『支え合い、さやま』プロジェクト」第 1 弾として市内各事

業所の商品情報やサービス情報を無料で掲載 

https://www.sayama-cci.or.jp/ 

■東京商工会議所（東京都、三村明夫会頭・日本製鉄） 

 テレワーク・サテライトオフィス提供緊急掲示板を開設し、テレワーク・サラライトオフ

ィス用に、スペースを提供できる企業の情報を掲載（掲載無料） 

https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/office/ 
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■東京商工会議所（東京都、三村明夫会頭・日本製鉄） 

 医療資材などを製造・輸入できる企業情報を掲載した「医療資材情報掲示板」と、医療現

場の最前線で従事している医療関係者をサポートする企業情報を掲載した「医療関係者サ

ポート掲示版」をこのほど開設。掲載情報を医療機関に提供し、マッチングを支援する 

「医療資材情報掲示板」https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/medical_material/ 

「医療関係者サポート掲示版」https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/medical_support/ 

■東京商工会議所（東京都、三村明夫会頭・日本製鉄） 

 「供給不足への対応」「医療機関への支援」「雇用や従業員の健康を守る」など、社会的課

題の解決に向け、果敢に挑戦する中小企業の取り組みを掲載 

 https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/challenging/ 

■浜松商工会議所（静岡県、大須賀正孝会頭・ハマキョウレックス） 

 同所は、会員事業所で医療物資・資材を提供・販売できる企業と、それを必要としている

医療機関や企業などをマッチング支援する「コロナウイルス医療物資等連携プロジェクト」

をスタート。あわせて、医療物資・資材の製造に関して不足している技術や商材を聞き、会

員事業所が共同で製品を製造する支援も実施する。 

 https://www.hamamatsu-cci.or.jp/news/show/1223 

■三島商工会議所（静岡県、石渡浩二会頭・石渡食品） 

お店のＰＲや割引・特典キャンペーンなどの情報発信を目的に、「飲食店応援キャンペー

ン」特設ページを開設 

（特設ページ）http://www.mishima-cci.com/m-st/mishimaouenmeshi/ 

（掲載募集）http://www.mishima-cci.or.jp/latest_information/202003306007/ 

■磐田商工会議所（静岡県、鈴木裕司会頭・遠州日石セルフ見付 SS）   

 市内飲食店の応援活動を始めた。テイクアウト商品がある飲食店と購入者の双方に「＃い

わたエール飯」のハッシュタグで発信を呼び掛け、広がりを促す。 

 https://www.at-s.com/news/article/local/west/752010.html（静岡新聞ＳＢＳ） 

■藤枝商工会議所（静岡県、山田壽久会頭・山田組） 

 同所は「新型コロナウイルス感染症に負けないぞ！応援プロジェクト」と題し、従業員の

手洗い励行や体調チェック、消毒液の設置などを行い営業している市内飲食店などをＰＲ

するため、Ａ３ポスターとＡ４ポップを、それぞれ５００枚作成、24 日から配布を開始し

た。同所主導で始まったこの取り組みに藤枝市も協力。 

 http://www.fujieda.or.jp/?p=13382 
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■掛川商工会議所（静岡県、藤田哲男会頭・藤田鐵工所）青年部 

 同所青年部（掛川ＹＥＧ）は、のぼり旗の掲揚により市民の皆さまの元気づくり、まちの

活気づくりにつなげるため「がんばらざぁ掛川」と書かれたのぼりを 500 本制作。中心市街

地商店街の駅通り（こだわりっぱまでの南北）、同アーケード（東西）連雀通り、掛川駅ロ

ータリー、掛川市役所、掛川市立小中学校などに、８月 31日まで掲げる  

http://kakegawa-

yeg.jp/wp/soumu/20200527/%e3%80%8c%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%b0%e3%82%89%e3%81%96%

e3%81%81%e6%8e%9b%e5%b7%9d%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%81%bc%e3%82%8a%e6%97%97%e3%81%a7

%e6%8e%9b%e5%b7%9d%e3%82%92%e6%b4%bb%e6%b0%97%e3%81%a5%e3%81%91/ 

■袋井商工会議所（静岡県、水谷欣志会頭・サンワＮＥＴＳ） 

同所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止による外出自粛などで売り上げが減少し

ている市内飲食店のテイクアウト商品や、小売店などが販売している暮らしに役立つ商品

などをホームページで紹介する「ふくろい応援プロジェクト」を立ち上げた 

https://fukuroi-ouen.com/about 

 （注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 

■岐阜県商工会議所連合会（会長：岐阜商工会議所・村瀬幸雄会頭） 

県内 15商工会議所が連携し、新型コロナウイルス感染防止関連の商品やサービスを紹介

する「岐阜支（ささ）エール（yell）」を開設。県内の感染予防策の強化や新規取引の拡大

を目指す 

https://www.gifuken-cci.com/content/ 

■多治見商工会議所（岐阜県、田代正美・バローホールディングス）  

同所と多治見料理旅館業組合、多治見まちづくり株式会社の３者は協力し、多治見市内の

持ち帰りができる飲食店に対して「がんばろう！多治見！！当店でもお持ち帰り承ります

ポスター」を制作、無料配布する。Ａ１（50 枚）とＡ２（200 枚）の２種類を用意。 

■稲沢商工会議所（愛知県、久納昇辰会頭・丸徳産業） 

 「#稲沢新型コロナに負けない」のハッシュタグを使って、新型コロナウィルスへの取り

組みを実施するなど頑張っている事業者が自らＳＮＳに投稿し、自社をＰＲするとともに

お客様からの信頼を得てもらうことを目的とする事業。 

 http://inazawa-cci.or.jp/images/2020-04/makenai.pdf 

■大府商工会議所（愛知県、鬼頭佑治・協和工業） 

大府市内で持ち帰り・宅配対応をしている飲食をまとめたチラシ「おおぶ TAKE OUT & 

DELIVERY」を作成。同所ホームぺージで公開 

http://www.obu-cci.or.jp/news/notice/entry-282.html 

https://tajimi.securesite.jp/ 
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■桑名商工会議所（三重県、中澤康哉会頭・桑名三重信用金庫） 

 同所では、“美味い”はコロナに負けないと合い言葉に、「＃桑名エール飯」～桑名市民 

１４万２０００人のテイクアウトプロジェクト～を展開中。「＃桑名エール飯をつけて SNS

に投稿しよう」と呼び掛けている。 

https://kuwana-yellmeshi.com/ 

■福井商工会議所（福井県、伊東忠昭会頭・福井銀行） 

緊急企画！地元のお店のスケッチブック PR 頑張る会員企業の声を Facebook で紹介 

https://www.facebook.com/FukuiChamber/ 

■泉大津商工会議所（大阪府、臼谷喜世彦会頭・大津毛織） 

 マスクを製造・販売している会員事業者を、市との共同事業「洗って再使用できるマスク

販売開始【泉大津市マスクプロジェクト】」として、同所ホームページで紹介 

 http://www.izumiotsu-cci.or.jp/latest_information/202003184231/ 

■高石商工会議所（大阪府、山内和彦会頭・山内） 

負けるな高石！緊急応援プロジェクト 独自のサービス（お食事券や期間限定メニュー

など）を展開している飲食店などを紹介 

http://www.takaishicci.or.jp/makerunatakaishi_tenpo.html 

■神戸商工会議所（兵庫県、家次恒会頭・シスメックス） 

  情報掲載サイト「新型コロナに負けない 地元企業の“緊急”販売プロジェクト」にて、

飲食店のデリバリー、テイクアウトサービスをはじめ、食品・雑貨・衣料などの生活関連商

品やＢtoＢ向けサービスを発信。また、消費者向け商品は地元放送局のサンテレビの特設サ

イト（https://sun-tv.co.jp/support/）とも連携し発信力を強化。 

  https://kobe-bizmatch.jp/exsupport/ 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業①＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 

■姫路商工会議所（兵庫県、齋木俊治郎会頭・山陽色素） 

 “コロナに負けるな”と、頑張っている同所会員事業者ホームページで紹介 

https://www.himeji-cci.or.jp/news/20050801_ganbattemasu.html 

■出雲商工会議所（島根県、三吉庸善会頭・出雲木材市場） 

■平田商工会議所（島根県、大谷厚郎会頭・一畑電車） 

 出雲商工会議所、平田商工会議所、地元２商工会の４者で運営する出雲市商工団体協議会

ではこのほど、このような状況だからこそ助け合いが必要であると考え、市内で頑張ってい

る事業所の売り上げ回復と販路の確保を目的にした地域内企業の販売応援サイト「出雲の

お店応援プロジェクト フレフレいずも」を開設 

https://furefure-izumo.com/ 
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■宇部商工会議所（山口県、杉下秀幸会頭・宇部興産） 

 現状の打破を目的に、会員の販売チャンス増加につなげるために、同所会報に掲載してい

る「会員ＰＲコーナー」の Facebook 版を開設。掲載事業所を募集中。随時掲載。 

http://www.ubecci.or.jp/advertise/prfacebook.html 

■坂出商工会議所（香川県、石井淑雄会頭・石井） 

 同所では、坂出市内の飲食店支援として【一軒もつぶさんぞ！！ 坂出エール飯！！】を

開始。ＳＮＳ、ホームページ、チラシを製作してテイクアウト市場の活性化につなげる 

 http://www.sakaide.or.jp/latest_information/202005025244/ 

■福岡商工会議所（福岡県、藤永憲一会頭・九電工） 

 同所は、展示販売イベント「博多うまかもん市」の出店者や食材ロスＳＯＳとテイクアウ

ト・デリバリープラザの掲載企業の情報を、「博多うまかもん市」公式ＳＮＳ（Instagram、

Facebook、Twitter）で発信する事業を展開中。同所では「オススメの福岡名物、福岡の飲

食店の「テイクアウト」「デリバリー」「お取り寄せ」メニューをハッシュタグ「＃おうちで

うまかもん」を付けて、Instagram、Twitterに投稿しよう！」と呼び掛けている 

 https://www.fukunet.or.jp/oshirase/umakamon_sns_project/ 

■嘉麻商工会議所（福岡県、三舩國弘会頭・すえひろ） 

同所ホームページで、同所会員でマスクを製造・販売している事業者を紹介 

http://kama-cci.sakura.ne.jp/index.htm 

■佐賀商工会議所（佐賀県、陣内芳博会頭・佐賀銀行） 

 新型コロナウイルスに負けない！「SCCI が Buy PR応援キャンペーン」として、新型コロ

ナウイルスに負けない独自の商品割引やサービスを提供する同所会員事業所をＰＲする 

 http://www.saga-cci.or.jp/main/1037.html 

■松浦商工会議所（長崎県、稲沢文員会頭・稲沢鐵工） 

 松浦市民に広く安心安全を伝えるため、地元ケーブルテレビ局（ちゅんちゅんテレビ）に

おいて、新型コロナウイルス感染対策を十分に実施して商売を行っている同所会員事業所

のうち、希望する事業所に無償で広告を制作し放送する事業を実施中 

 http://www.e-matsuura2.jp/cci/uploads/files/chunchun-tv.pdf 

■大分商工会議所（大分県、吉村恭彰会頭・アステム） 

 マスクを製造している会員事業所をホームページ上で紹介 

https://oita-cci.or.jp/7729 

■宮崎商工会議所（宮崎県、米良充典会頭・米良電機産業） 

同所はこのほど、新型コロナウイルスの影響による観光客の減少や、宴会・会食・食事会、

物産展・イベントなどが中止または延期になったことにより、食材や商材の取引などが低迷

する企業に対し、その商品やサービスなどを紹介する、Ｗｅｂサイト「つながる宮崎～ひな

たの輪～」を開設。売りたい商品やサービスなどのＰＲや商品画像を掲載できる 

https://www.miyazaki-cci.or.jp/miyazaki/news/2020/05/post-479.html 
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■沖縄商工会議所（沖縄県、宮里敏行会頭・薬正堂）  

 会員限定の企業応援サイトをオープン。同サイトでは会員事業所が抱える過剰在庫の解

消・販売促進・売上確保の支援を目的に、お困りの事業所様の情報や商品・サービスを公開

し、購入を希望される一般消費者や業者の方々を広く周知する 

 http://www.okinawacci.or.jp/ouen/ 

 （注）本事業は、上記＜売り上げ確保、販路開拓事業＞（在庫処分、食品ロス対策など）にも掲載 

 

＜情報提供ツール（ガイドブック・動画など）の作成＞ ９件 

■宇都宮商工会議所（栃木県、藤井昌一会頭・藤井産業） 

業種別の新型コロナウイルス感染症関連支援策のチラシを作成 

 http://www.u-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/shientirasi.pdf 

■川口商工会議所（埼玉県、伊藤光男会頭・伊藤鉄工） 

 ①事業者が実施する感染症対策、②労務・労働への備え、③経営の安定化への備え、④主

な問い合わせ先の４つの項目を分かりやすく解説したガイドブックを会員向けに作成。３

月 19日、約 7800の同所全会員に郵送した。 

https://www.facebook.com/kawaguchicci/ 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO57470330R30C20A3L72000/（「日経新聞」（埼玉版）

に記事掲載あり。日経電子版での全文閲覧は有料会員のみ） 

■藤枝商工会議所（静岡県、山田壽久会頭・山田組） 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策解説動画を、同所経営指導員

が作成、支援施策パンフレットの内容を分かりやすく解説している。今後も準備ができ次第

（かつ新しい施策が打ち出されれば、その都度）更新していく予定とのこと。 

 http://www.fujieda.or.jp/?p=13354 

■岡崎商工会議所（愛知県、大林市郎会頭・岡崎信用金庫） 

 雇用調整助成金に関する相談件数が増加していることから、社会保険労務士による解説

動画『新型コロナウイルス流行に係る【雇用調整助成金】の活用について』を制作し、YouTube

で公開 

 https://www.youtube.com/watch?v=nRMuhouADqU 

■福井商工会議所（福井県、伊東忠昭会頭・福井銀行） 

同所ではこのほど、従業員や会社を守るとともに組織としての対応するため「中小・小規

模企業のための新型コロナウイルス対応マニュアル」を作成し、ホームぺージで公開。同マ

ニュアルのひな形もダウンロードできる 

「中小・小規模企業のための新型コロナウイルス対応マニュアル」（Wordファイル） 
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■福井商工会議所（福井県、伊東忠昭会頭・福井銀行） 

同所の新型コロナウイルス対策特設ページに掲載のバナーから、社内感染防止３点セッ

ト（感染防止啓発ポスター（３×５〇）、事業継続チェック 30、対応フロー）がダウンロー

ドできる 

http://www.fcci.or.jp/Coronavirus/index.html 

■京都商工会議所（京都府、塚本能交会頭・ワコールホールディングス） 

同所は、日本政策金融公庫、京都府・市、京都労働局の担当者による各種支援施策の説明

会を実施したところ、定員を上回る応募があったため、その内容を YouTube で動画配信 

https://youtu.be/tajI252q3TI 

■東大阪商工会議所（大阪府、嶋田亘会頭・フセラシ） 

事業所への三つの支援施策（①資金繰り ②設備投資、販路開拓 ③経営環境の整備）の概

要や問い合わせ先などを記載したガイドブックを約６０００部作成し、４月１日付で全会

員郵送。同４、５日には、当所職員が地域全商店街を訪問し、上記ガイドブックを配布 

■島根県商工会議所連合会（会長：松江商工会議所 田部会頭） 

従業員を休ませた場合に支給される「雇用調整助成金」「小学校休業等対応助成金」「小学

校休業等対応支援金」について、解説動画を作成し、県各商工会議所ホームページで公開 

 https://www.matsue.jp/joho/01cci/post-256.html（松江商工会議所ホームページ） 

 

＜行政からの支援①＞（経営支援員の人件費を措置） １件 

■京都商工会議所（京都府、塚本能交会頭・ワコールホールディングス） 

 新型コロナウイルス感染症に関して、同所では会員非会員問わず経営相談窓口で経営支

援員がワンストップ対応していることから、このほど京都市は市会の議決を得て、同所に対

し相談に応じる経営支援員（５人分）の人件費を措置した。 

 

＜行政からの支援②＞（事業継続支援金などの給付） １件 

■岡山商工会議所（岡山県、松田久会頭・両備ホールディングス） 

 同所などが岡山市にかなえてより要望していた事業継続支援金などの給付が、同所など

を通じて行われることになった。支援金などの概要は次のとおり。 

①事業継続支援金（総額：22億 21百万円） 

前年同月比マイナス 20％以上（本年２～６月のいずれかの月）が給付の要件で、支援金

額は中小企業 20万円、小規模事業者 10万円。５月１日から同所などで申請受付開始。 

②事業向上補助金（総額：２億 20百万円） 

売上要件は、前年同月比マイナス 50％以上で、ネット通販やデリバリー、テレワークの

導入などに係る経費を要した企業が対象。補助金額の上限額は、中小企業 20万円、小規模

事業者 10万円となっている。６月１日から受け付け開始の予定 

http://www.city.okayama.jp/keizai/sangyou/sangyou_t00167.html（岡山市ホームページ） 

http://www.fcci.or.jp/Coronavirus/index.html
https://youtu.be/tajI252q3TI
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＜利子補給制度など＞ １５件 

■函館商工会議所（北海道、久保俊幸会頭・函館環境衛生） 

https://www.hakodate.cci.or.jp/info/12269.html 

■旭川商工会議所（北海道、新谷龍一郎会頭・新谷建設） 

 ※利子補給により、実質１年間無利子に 

 https://www.ccia.or.jp/news/2020ncov/ncovmarukei.pdf  

■北見商工会議所（北海道、舛川誠会頭・北見通運） 

http://kitamicci.or.jp/news/20200317/ 

■網走商工会議所（北海道、北村讓二会頭・北村鉄工所） 

https://news.a-cci.or.jp/2020/03/blog-post_6.html 

■山形商工会議所（山形県、矢野秀弥会頭・山形丸魚） 

 http://www.yamagata-cci.or.jp/user/_index/corona_taisaku.html 

■仙台商工会議所（宮城県、鎌田宏会頭・七十七銀行） 

 https://www.sendaicci.or.jp/news/2020/03/post-215.html 

■小松商工会議所（石川県、西正次会頭・丸西組） 

https://komatsu-cci.or.jp/post_service/3993 

■ひたちなか商工会議所（茨城県、柳生修会頭） 

 新型コロナウイルス対策マル経の金利 0.31％について、当初１年間、同所独自の利子補

給を行い、実質金利をゼロとする（ただし、現在、国で検討されている利子補給を優先して

対応する） 

■小山商工会議所（栃木県、大森武男・大森一級建築士事務所） 

 同所の働きかけにより、小山市が利子補給制度を創設、マル経融資が実質無利子に。 

 http://www.oyama-cci.or.jp/latest_information/202003113148/ 

https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/shinsei-navi/223696.html（小山市ＨＰ） 

■富士商工会議所（静岡県、牧田一郎会頭・田子の月） 

「新型コロナウイルス対策マル経資金利子補給制度」の創設。当所の働きかけにより、富

士市が利子補給制度を強化。コロナ対策マル経が３年間実質無利子に 

https://www.fuji-cci.or.jp/corona_info/ 

■半田商工会議所（愛知県、榊原康弘会頭・知多信用金庫） 

 行政や市内２信用金庫と連携し、利子補給により実質無利子となる「はんだ元気創生融資」

制度を創設。榊原会頭は、本融資制度を創設するにあたり、半田市長に対し、利子補給を主

とした半田市としての支援を強く要請、同所と市で支払い利息を 50％ずつ補助する協力体

制を整えた 

 http://www.handa-cci.or.jp/handa-genki/ 

■春日井商工会議所（愛知県、大辻誠会頭・中津川包装工業） 

https://www.kcci.or.jp/.../uploads/2020/03/marurishiho.pdf 
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■三次商工会議所（広島県、佐藤明寛会頭・東洋広告） 

 同所および市内商工会の要望により、三次市が県の融資制度を利用した事業者に信用保

証料支援（全額）、利子補給（３年間分）などの支援制度を創設。 

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/data/open/cnt/3/17488/1/hojochirashi.pdf 

■大分商工会議所（大分県、吉村恭彰会頭・アステム） 

「新型コロナウイルス対策マル経資金利子補給制度」の創設 

http://oita-cci.or.jp/wp/wp-

content/uploads/2020/04/8a127de0f81d62b457887a3594ad5063-1.pdf 

■日南商工会議所（宮崎県、渡邊眞一郎・京屋酒造） 

 「別枠マル経融資」の返済開始月から 12カ月以内の利子を実質無利子に 

https://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan/blog2/2020/04/post-1038.html 

 

＜行政および関連団体・企業などとの連携＞ １４件 

■北上商工会議所（岩手県、佐藤正昭会頭・佐藤組） 

同所は、北上市、一般社団法人北上観光コンベンション協会とともに、同市内事業者が取

り組む感染拡大防止対策を、共通ハッシュタグ「＃コロナに負けない北上」によりインスタ

グラムなどで紹介。インスタグラムのほか、北上観光サイト「きたぶら」でも紹介される。 

 http://www.kitakamicci.jp/?p=6675 

■鶴岡商工会議所（山形県、加藤捷男会頭・鶴岡信用金庫） 

同所はこのほど、地元経済を活性化させるため、市内宿泊施設や飲食店を利用した際に割

り引きが受けられる１億円規模の独自経済対策の実施方針を示したことから、同市、出羽商

工会、ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローなど連携して実行委員会を立ち上げ、当該事業

者（宿泊施設や飲食店）を募り、助成する取り組みを開始する。 

■新潟商工会議所（新潟県、福田勝之会頭・福田組） 

 同所は、にいがた結（むすぶ）プロジェクトの第１弾として、新潟県、新潟市、新潟日報

とともに発起人として「WE’RE ガタ店サポータープロジェクト実行委員会」を立ち上げ、

新潟県の飲食店を支援するため、クラウドファンディングによる応援プロジェクトを実施

する。５月 20日まで参加店舗を募集。27日からプロジェクトスタート 

 https://www.niigata-cci.or.jp/archives/7233 

（注）本事業は、上記＜売上維持・事業継続事業＞（クラウドファンディング）にも掲載 

■長岡商工会議所（新潟県、丸山智会頭・新潟県米菓工業協同組合） 

 同所は、長岡市と共同で、事業継続への対応と感染者が確認された際の対応をまとめた

「新型コロナウイルス対応基本マニュアル」を作成。市のホームページで公開 

 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate96/file/keiei-shien05.pdf 
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■燕商工会議所（新潟県、田野隆夫会頭・エコー金属） 

新型コロナウイルス感染者発生時における企業支援（安定供給の確保と発注企業との取

引関係の維持に向けた取り組み）に関する協定を、同所と日本金属洋食器工業組合、日本金

属ハウスウエア工業組合、協同組合つばめ物流センターの４団体が締結 

https://www.jcci.or.jp/news/local-front/2020/0316131248.html（日商ＨＰ（地域最前

線）） 

■魚津商工会議所（富山県、大愛高義会頭・オーアイ工業） 

 同所は、魚津飲食業組合が新型コロナウイルスの感染拡大で客足が遠のいている加盟店

を支援するために発行する「５０００円以上の利用で１０００円を割り引く」商品券を、４

月中旬発行の同所会報に同封して配布することを決定した。 

 https://webun.jp/item/7647641（北日本新聞 webun） 

■藤沢商工会議所（神奈川県、増田隆之会頭・角若松） 

 同所ではこのほど、藤沢市・藤沢市商店会連合会と連携して、前売りチケットの販売で店

舗などを応援する「ふじさわプロジェクト”ふじさわ応援前売りチケット”」事業をスター

トする。同事業は、お客さまが応援したい店舗などで使用できる前売りチケットを購入する

ことで、苦境に立たされている店舗などにエールを送り、資金面で応援する。会員・非会員

を問わず参加でき、登録料は無料 

 https://questant.jp/q/SN9R83WS 

（注）本事業は、＜売上維持・アップ事業②＞（利用券、クーポン券、商品券、商品詰め合わせ袋など）に

も掲載 

■藤枝商工会議所（静岡県、山田壽久会頭・山田組） 

 同所と藤枝市、藤枝江﨑新聞店、東海ガスの４者はこのほど、藤枝ランチ・テイクアウト

応援実行委員会（事務局：同所）を設立し、市内飲食店で使用できる「藤枝プレミアムラン

チ券」（２千円分で３千円分使える）を２千セット用意して応援する。実施期間は５月１日

～31 日までの１カ月間。また、テイクアウトできる店をＳＮＳ上で情報発信する「＃藤枝

エール飯」とも連動させる。 

 http://www.fujieda.or.jp/?p=13685 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業②＞（利用券、クーポン券、商品券など）にも掲載 

■多治見商工会議所（岐阜県、田代正美・バローホールディングス）  

同所と多治見料理旅館業組合、多治見まちづくり株式会社の３者は協力し、多治見市内の

持ち帰りができる飲食店に対して「がんばろう！多治見！！当店でもお持ち帰り承ります

ポスター」を制作、無料配布する。Ａ１（50 枚）とＡ２（200枚）の２種類を用意。 

https://tajimi.securesite.jp/ 

（注）本事業は、上記＜会員企業などをＰＲ（ポスター、チラシ、ＨＰ、ＳＮＳなど）＞にも掲載 
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■桑名商工会議所（三重県、中澤康哉会頭・桑名三重信用金庫） 

 同所は桑名市と連携して、大きな打撃を受けている飲食店とスクラムを組み、地域経済を

守る経済対策の第 1弾として、『桑名市プレミアム付き応援食事券』事業を実施中（現在２

37 店舗が参加）。「桑名の経済を立て直す第一歩として、市民の皆様にもぜひご参加いただ

き、『オール桑名』でこの難局に立ち向かっていきましょう」と呼び掛けている 

 https://www.kuwana-ouen.jp/ 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業②＞（利用券、クーポン券、商品券など）にも掲載 

■徳山商工会議所（山口県、宮本治郎会頭・徳山ビルサービス）  

■新南陽商工会議所（山口県、佐伯哲治会頭・東ソー物流） 

 両所は、周南料飲組合、周南観光コンベンション協会と連携して、売り上げの大幅な減少

に苦しむ周南市内の飲食店を支援するた、情報サイト Tokuyamap 内にテイクアウトとデリ

バリー可能なお店情報を掲載し、両所ホームページで紹介 

 https://www.tokuyamap.com/ouchigurmetshunan/ 

（注）本事業は、上記＜売上維持・アップ事業②＞（テイクアウト、デリバリーなど）にも掲載 

■北九州商工会議所（福岡県、利島康司会頭・安川電機） 

 同所は北九州市と、新型コロナウイルスに負けるな！北九州応援サイト『我らキタキュウ

サポーターズ』を開設。同サイトは、飲食・小売・サービス業などの事業者と、その応援者

をマッチングさせるもの。利用者はサイト内で発行される「応援パス」を、当該店舗などに

提示すると特典が受けられる。過剰在庫の提供やテイクアウト・デリバリーなどの店舗情報

の登録を受け付け中 

 我らキタキュウサポーターズ：https://support.localsharing.jp/ 

■熊本商工会議所（熊本県、久我彰登会頭・鶴屋百貨店） 

 同所は、肥後銀行、熊本銀行、熊本第一信用金庫、熊本信用金庫、熊本県信用組合、商工

組合中央金庫熊本支店、熊本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央会の 9組織で構成す

る非公式協力組織「熊本地域金融・経済懇話会」において、「副業でみんながつながる熊本

産マスクプロジェクト」として、マスク製作・買取・配布プロジェクトを実施する。これに

より、事業休業などで収入減となっている従業員など副業の機会を創出し、深刻な課題とな

っているマスク確保に微力ながら貢献する。九州財務局、熊本県、熊本市、熊本経済同友会、

日本政策金融公庫熊本支店などが、本プロジェクトを後援している 

 https://www.higobank.co.jp/newsrelease/2020/pdf/2004301893.pdf 

 また、同所は関連事業として、独自で「熊本商工会議所マスクプロジェクト in くまもと

2020」にも取り組んでいる 

 https://www.kmt-cci.or.jp/member/mproject.php 
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■鹿児島県商工会議所連合会（会長：岩崎芳太郎 鹿児島商工会議所会頭） 

 同連合会及び公益社団法人鹿児島県観光連盟観光連盟など８団体で「経済・観光団体リス

クマネジメント協議会」を立ち上げ 

http://www.nankainn.com/p-

economy/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e9%98%b2%e8%a1%9b%e3%82%84%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af

%e8%bb%bd%e6%b8%9b%e3%81%b8%e3%80%80%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e5%bd%b1%e9%9f%b

f%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e3%81%a7%e5%8d%94%e8%ad%b0（南海日日新聞電子版） 

 

＜ＷＥＢ会議・セミナー・イベントの開催、相談窓口の開設＞ １６件 

■郡山商工会議所（福島県、滝田康雄会頭・東北アルフレッサ） 

同所 ÝouTubeチャンネルで、融資・補助金などの概要や申請方法を説明（オンライン説明

会を実施）。 

https://www.ko-cci.or.jp/information/000022/ 

■川越商工会議所（埼玉県、立原雅夫会頭・立原電機） 

 オンラインでの相談窓口（経営サポートオンライン）を開設。会員の利便性向上、職員の

安全面を確保 

https://www.kawagoe.or.jp/xo_event/online-management-consultation-office-for-

new-colonavirus-infectious-diseases/ 

■千葉商工会議所（千葉県、佐久間英利会頭・千葉銀行）  

 新型コロナ感染症対策として、国・県・市ではさまざまな緊急支援策を講じているが、情

報が多すぎて活用方法が分からないといった声が多いことから、同所では特にご相談が多

い「資金繰り」と導入手法が分からないとの声が多い「テレワーク」について、その対策セ

ミナーをＷＥＢにて開催中 

 https://www.chiba-cci.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/webseminar20200520.pdf 

■市原商工会議所（千葉県、榊原義久会頭・宝生堂サカキバラ） 

 同所は事務局が実施した Web 会議の様子を「Web 会議実施啓発動画」として YouTube

で配信。会議方法の一つとしてWeb会議の実施を会員に向けて呼び掛けている。 

https://www.youtube.com/watch?v=ods_vL9cru8 

■君津商工会議所 （千葉県、榎本光男会頭・タリア商事） 

コロナ対策支援事業「広げようきみつの輪・きみつの未来」第三弾として、Ｚｏｏｍを使

用したオンラインでの専門家個別相談会「～即解決３０分限定 各種助成金オンライン個別

相談会～」を企画 

https://ws.formzu.net/fgen/S49868841/ 
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■名古屋商工会議所（愛知県、山本亜土会頭・名古屋鉄道） 

 同所は、初の「オンラインセミナー」として 9日と 23日、テレビ会議システムを活用し

た「労務対応セミナー」を開催する。テーマは、従業員が感染した際の対応や助成金の申請

方法など。講師は、社会保険労務士が務める。 

 https://www.nagoya-cci.or.jp/pr/newsrelease20200401/1p.pdf 

■岡崎商工会議所（愛知県、大林市郎会頭・岡崎信用金庫） 

①「採用担当者のためのズーム入門セミナー」（4/10） 

   ネット上で採用説明会や面接を開催できるビデオ会議サービス「ズーム（Zoom）」を

使い、パソコンやスマホの設定の仕方や具体的な使い方についての説明会を開催 

  http://www.okazakicci.or.jp/ok-navi/0410zoom.pdf 

 ②採用力向上セミナー「Instagram活用セミナー」（5/13） 

  同所で開催の「Instagram 活用セミナー」を、Zoom を使って生中継し、ネットからも

受講できる形にして開催 

  http://www.okazakicci.or.jp/ok-navi/instasemina0513.pdf 

③「新入社員インターネットセミナー」開催 

  http://esod-neo.com/intro/kod/okazakicci.html 

■西尾商工会議所（愛知県、小田井博茂会頭・オティックス）  

 現在受け付け中の小規模事業者持続化補助金（2次募集）の対策セミナーを、YouTubeラ

イブを活用したオンラインセミナーで、４月８日 19時からオンエア。約 20分の放送。視聴

希望はこちら↓ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhVNx97jOIDfZwb2I30b-

1gsw1YnKRZb0tetxExGOEs5u1g/viewform 

■大府商工会議所（愛知県、鬼頭佑治会頭・協和工業） 

同所では、自宅で受講できる小規模事業者ための「コロナウイルスに関する経済対策ＷＥ

Ｂ説明会」を５月 26 日の 14時から 16時まで開催する 

http://www.obu-cci.or.jp/news/seminar/entry-237.html 

■福井商工会議所（福井県、伊東忠昭会頭・福井銀行） 

インターネットを活用した新入社員、若手社員向けの研修動画サービスを４月１日から

スタート（６月 30日まで）。 

https://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20200322/CK2020032202000039.html（中日

新聞 CHUNICHI Webより） 
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■福井商工会議所（福井県、伊東忠昭会頭・福井銀行） 

 同所はこのほど、YouTube 内に「ふくい桜ＰＲチャンネル」を開設。「今年できなかった

花見を、普段見ることができない角度からの新感覚な花見としてぜひお楽しみください」と

視聴を呼び掛けている。また、同チャンネル内には、福井のお弁当業者の一覧

（http://www.fcci.or.jp/kaiin/business/business-8/#bentoList）もリンクされており、

テイクアウト弁当を注文し、動画を見ながら味わえば、ちょっとしたお花見感覚が楽しめる 

https://www.youtube.com/watch?v=tVzRR2TS4rU&list=PLZHbLZvS7RwL8QrVrx4h0pD5Z1u4yz

KYu&index=2&t=0s 

■福井商工会議所（福井県、伊東忠昭会頭・福井銀行） 

同所では講義資料付きで「雇用調整助成金」の解説動画を作成。同専門相談員を務める、  

社会保険労務士オフィス Harmony代表の青木基和氏（特定社会保険労務士） 

http://www.fcci.or.jp/Coronavirus/index.html#rabel44 

■京都商工会議所（京都府、塚本能交会頭・ワコールホールディングス） 

新型コロナウイルスの感染拡大で、新入社員に研修の機会が設けられない京都企業のニー

ズに応えるべく、社内や自宅などでも受講できるＷｅｂ版の新入社員研修（ダイジェスト版）

を６月 30日まで無料配信。 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdLuOe_tHDv0acay1neB-CrkCWNQMfu4I 

■京都商工会議所（京都府、塚本能交会頭・ワコールホールディングス） 

外出自粛のため京都観光ができない京都ファンや京都検定学習者に向けて、自宅にいな

がら京都を学ぶ機会として、YouTubeチャンネルを開設。京都検定の過去問ワンポイント解

説動画を不定期で配信中。 

https://www.youtube.com/channel/UCZjt64ifrzAyPDJHU3MNKgw 

また、「外出自粛時に読みたい京都検定３分コラム」も配信 

https://www.kyotokentei.ne.jp/news/kamonkakomon/ 

■有田商工会議所（佐賀県、深川祐次会頭・香蘭社） 

同所は有田町と共催で、インターネット上で「Ｗｅｂ有田陶器市」を開催する。本イベン

トには、町内の窯元や商社など１２４軒が参加、限定の新作やお値打ち品、福袋など１万点

超の商品が出品される。１店舗で２０００円（税込み）以上の買い物をすると、町が送料を

全額負担する。開催期間は、通常の陶器市期間と同様の４月 29日～５月５日まで 

http://www.arita-toukiichi-web.jp/ 

■熊本商工会議所（熊本県、久我彰登会頭・鶴屋百貨店） 

 感染リスク低減(接触頻度&接触時間の低減等)と申請希望者の利便性向上、支援の効率化

を目的に、持続化補助金のセミナーWeb版を開設 

【限定公開】小規模事業者持続化補助金 申請書作成ポイント解説ＷＥＢセミナー 

https://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20200317102251 
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＜人材マッチング＞ ２件 

■三条商工会議所（新潟県、兼古耕一会頭・兼古製作所） 

同所はこのほど、新型コロナウイルスの影響で仕事が減った事業所や社員に、短期の仕事

情報を提供する「長屋精神で持ちつ持たれつ臨時お仕事情報掲示板」を開設。コロナ禍で仕

事が減少した事業所、人手不足の事業所双方の利益と地域の雇用維持を図る 

http://www.sanjo-cci.or.jp/sanjo-nagayaseishin 

■塩尻商工会議所（長野県、中島芳郎会頭・赤羽工機） 

同所は新型コロナウイルス感染拡大により、仕事が減少している会員事業者の従業員を

対象に、入国制限などで来日できない外国人技能実習生の代わりに農家で働いてもらう試

みを開始。働きたい従業員の情報をＪＡに提供し、人手不足の農家とマッチングする 

https://www.shimintimes.co.jp/news/2020/04/post-9285.php（市民タイムＷＥＢ） 

 

＜就職支援活動＞ ６件 

■札幌商工会議所（北海道、岩田圭剛会頭・岩田地崎建設） 

同所では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響などにより、全国各地で解雇や雇止めが

発生する中、現在も求職活動を続けている今春卒業者など向けに、積極的に採用したい道内

企業を一括掲載してお知らせする「ジョブボード北海道」を開設 

https://www.sapporo-cci.or.jp/web/business/details/job-board-1.html 

■塩尻商工会議所（長野県、中島芳郎会頭・赤羽工機） 

 同所が事務局を務める塩尻地区労務対策協会はこのほど、テレビ会議システムＺＯＯＭ

（ズーム）を活用して、就職活動中の学生と同市内企業が顔合わせする就活イベントを開催

した。両者の接触機会を増やすことや情報発信の一助にしてもらうことが狙い 

 https://www.shimintimes.co.jp/news/2020/05/post-9594.php（市民タイムズＷＥＢ） 

■東京商工会議所（東京都、三村明夫会頭・日本製鉄） 

 感染拡大により、求職活動を続けている今春卒業予定者をはじめ、就職を希望している方

などを積極的に採用したい企業の情報を掲載 

 https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/saiyo/ 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57456210R30C20A3EE8000/（日経電子版で記事

全文を閲覧可） 

■浜松商工会議所（静岡県、大須賀正孝会頭・ハマキョウレックス） 

 ネット電話（非接触ツール）を生かした就職相談を実施 

 https://www.at-s.com/sp/news/article/local/west/747418.html（静岡新聞ＳＢＳ） 

■岡山商工会議所（岡山県、松田久会頭・両備ホールディングス） 

 新型コロナウィルスの影響で、本年４月採用予定の新卒者に内定取り消しの動きが出て

いることに対応し、今春卒業の方を対象に、求人を希望する会員企業の情報を紹介 

 https://www.okayama-cci.or.jp/news/24471.html 
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■福岡商工会議所（福岡県、藤永憲一会頭・九電工 ） 

 同所では、企業において解雇や雇い止め、休業などが発生している一方、業種によっては

喫緊で働き手を求めているという労働市場の課題解決に資するため、求職・休業中の方々に

向けて、緊急的に人材を求める企業の採用情報を掲載する特設ページを『福岡ジョブサーチ』

を開設、現在、情報掲載企業を募集中（掲載は無料） 

 https://www.fukunet.or.jp/top-notice/o-koyo/covid19-jobsearch-form/ 

 

＜寄贈・寄付事業＞  ２件 

■東金商工会議所（千葉県、小川秀二会頭・関東ホーム）青年部 

 同所青年部（東金ＹＥＧ）は５月 27日午後、小川会長をはじめ青年部メンバー４人でわ

れわれの活動拠点である東金市の鹿間市長を訪ね、行政サービスを行っている市役所へフ

ェイスシールド 300枚を寄贈させていただきました 

 https://www.facebook.com/東金商工会議所青年部-1498841020430467/ 

■袋井商工会議所（静岡県、水谷欣志会頭・サンワＮＥＴＳ）青年部 

同所青年部（袋井ＹＥＧ）はこのほど、新型コロナウイルス感染拡大の影響で不足してい

るマスクの寄付を募り、マスク不足で困っている福祉事業などに提供し、市民が安心して暮

らすことができるまちづくりを目指す「マスクサポートプログラム」を開始 

http://www.fukuroi-

cci.or.jp/%e8%a2%8b%e4%ba%95%e5%95%86%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e6%89%80%e9%9d%

92%e5%b9%b4%e9%83%a8%e3%81%8c%e3%80%8c%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83

%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0/ 

 

＜支援金・義援金・寄付金事業＞  ４件 

■市原商工会議所（千葉県、榊原義久会頭・宝生堂サカキバラ） 

同所は、新型コロナウイルスの影響でダメージを受けている事業者を支援するプロジェ

クト「お互いさま支援金」の募集を６月１日より開始する。同事業は、各業界団体（現在 14

団体）が手を取り合って支援金募集を呼び掛けることで、“支援の輪”“お互いさまの輪”を

広げ、集まった支援金を経営がひっ迫する事業者に分配する事業。募金単位は、一口１万円

からで何口でも可。支援対象は①３密を避けるために営業を制限されている業種、②外出自

粛要請により客数が減少した業種、③特別相談窓口で相談の多い業種。第１回目は、市原市

内に店舗がある飲食店、理美容店、マッサージ・サロン店、魚屋、肉屋、八百屋を支援対象

業種としている。期間は６月１日～30日まで 

 https://i-cci.or.jp/info/covid/covid_07.html 
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■岡山商工会議所（岡山県、松田久会頭・両備ホールディングス） 

同所では、厳しい環境にある医療機関、医療従事者の方々を支援するために義援金事業

（「コロナウイルスに関する医療従事者への義援金」募集について～岡山県内の医療従事者

に感謝の気持ちと支援を送りましょう！！～）を実施 

https://www.okayama-cci.or.jp/news/25075.html 

■広島県商工会議所連合会（会長：池田晃治広島商工会議所会頭） 

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている地域医療体制の整備や中小企業支援

を行うための財源を広く県民・企業から募るため、広島県商工会議所連合会の池田晃治会長

（広島商工会議所会頭）が主導して関係機関に声を掛け、同連合会は広島県商工会連合会、

広島経済同友会との３者連名で、広島県知事に対し寄附金の受付窓口の設置を要望。５月 14

日から広島県に口座が開設された。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/6/2019-newcov-kifu.html 

■中津商工会議所（大分県、仲浩会頭・中津急行）  

 同所では、新型コロナウイルスの感染拡大により甚大な影響を受けている企業や店舗を

支援するため、新たに「新型コロナウイルス感染症対策特別基金」を設置し、寄付を募って

いる。寄付が集まった時点で、寄付金とともに寄付者名簿を中津市に手渡すとのこと 

 https://nakatsu-cci.org/publics/index/100/#block451-215 

 

＜医療品（マスクなど）の寄付・寄贈＞  ３件 

（新）■越谷商工会議所（埼玉県、井橋吉一会頭・イハシ）女性会 

 同所女性会は 5 月 8 日、越谷市に手作りマスクを 100 枚寄贈した。中村幸江会長より高

橋努市長へ手渡されたマスクは、“さらし”を使用しており、何度も洗って繰り返し使用でき

る。洗えば洗うほど肌になじむのもこのマスクの特徴。使い心地や見た目にも気を配り 1枚

1 枚丁寧につくられたマスクは、越谷市児童発達支援センターに届けられた 

■横須賀商工会議所（神奈川県、平松廣司会頭・かながわ信用金庫）女性会 

同所女性会は５月７日、横須賀共済病院と横須賀市民病院で働く医療従事者へマスク１

９６０枚とガウン２０枚を寄付した 

http://www.joseikai.com/katudou/view/187 

（新）■四日市商工会議所（三重県、種橋潤治会頭・三重銀行） 

同所は 3月 30日、経済交流協定を締結している天津市工商業連合会（中国）から支援物

資として届いた医療用マスク 1 万枚を四日市市へ寄贈した。同所が天津市の同連合会へ送

ったアルコール消毒液 100 本の返礼品だった。市は四日市医師会や四日市歯科医師会を通

して、市内の医療機関へ無償配布。後日、市から感謝状を受けた 
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＜商工会議所が自ら実施している感染拡大予防事業・サービス＞ 計１２件 

①除菌剤（水・液）の提供・頒布  ８件 

■久慈商工会議所（岩手県、山王敏彦会頭・ヤマイチ）青年部 

 同所青年部（久慈ＹＥＧ）では、新型コロナウイルスの影響を受けている飲食店を応援す

ることを目的に 5月 20日、青年部メンバーが市内約 120 店舗に消毒液を贈呈した 

■多摩商工会議所（東京都、伊野弘明会頭・和田屋伊野商店） 

 同所は、会員企業の株式会社美多加堂から、100％天然素材（国産ホタテ貝殻を使用して

製造した水酸化カルシウム）でつくられた抗菌度の高い除菌剤「スカロー水」の提供を得、

このほど同所会員企業向けに、業務用として特別価格での頒布を開始した。容量は 10ℓ（ポ

リエチレン・バックインボックス・１個）で、8470円（税込）、送料（税込）は 627円 

■横須賀商工会議所（神奈川県、平松廣司会頭・かながわ信用金庫） 

 同所では、アルコール消毒液の品不足に対応するため、除菌効果が期待できる次亜塩素酸

水を横須賀市より提供を受け、地域企業に無料配布実施中 

 http://www.yokosukacci.com/news/2020/04/5982/ 

■厚木商工会議所（神奈川県、中村幹夫会頭・大和ケミカル）   

 同所に、除菌液（微酸性次亜塩素酸水）生成機器を設置し、会員事業所に無料で供給 

http://www.atsugicci.or.jp/%E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8

A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E5%AF%BE%E7%AD%

96%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%91%E9%99%A4%E8%8F%8C%E6%B6%B2%EF%BC%88/ 

■茅ケ崎商工会議所（神奈川県、亀井信幸会頭・亀井工業） 

 同所会館に、「微酸性次亜塩素酸水生成器」を設置して、会員事業者に除菌液（微酸性次

亜塩素酸水）の無料で供給 

 http://www.chigasaki-cci.or.jp/20200406jiaenso.pdf 

■海老名商工会議所（神奈川県、三田佳美会頭・サン インテルネット） 

 同所会館に、「微酸性次亜塩素酸水生成器」を設置して、会員事業者に除菌液（微酸性次

亜塩素酸水）を無料で３月 24日から供給。会員アンケートでの「除菌液の入手が困難」と

の回答に、いち早く応えるため本事業をスタート。県内はじめ各地商工会議所に拡大中 

 http://www.ecci.or.jp/htdocs/ 

■三木商工会議所（兵庫県、稲田三郎会頭・コーベヤ） 

茅ケ崎商工会議所（神奈川県）からアドバイスにより、同所会館に「微酸性次亜塩素酸水」

生成器を設置、 除菌液（微酸性次亜塩素酸水 有効塩素濃度（40ppm）の供給サービスをス

タートした。希望する会員事業所は無料 

https://mikicci.or.jp/uploads/file/file_20200417070904.pdf 
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■小野商工会議所（兵庫県、柳田吉亮会頭・オージヤ商事） 

 同所会頭企業の寄付により同所会員事業所に次亜塩素酸水（１事業所 500ｍｌ）を、５月

15 日と 18日（いずれも午前９時～午後５時まで）に無料配布する。場所は、同所前駐車場

で、時間指定有。希望事業所は事前に電話申し込みのこと 

 http://www.onocci.or.jp/web/occi/oc-6802/080531202005 

 

②マスクのあっせん、予約販売・共同購入 ４件 

■恵庭商工会議所（北海道、中泉澄男会頭・郷土建設） 

 同所ＬＩＮＥアカウント登録者（ＬＩＮＥで同所に友だち登録したユーザー）を対象に、

使い捨てマスク（中国製）の販売を行う。1箱（50枚入り）を 120箱。金額は 3000円（税

込み）で事前予約制 

■本庄商工会議所（埼玉県、狩野輝昭会頭・グローバルソフトウェア） 

 会員事業所のマスク不足に対応するために、まちづくり会社「株式会社シェイクハンド」

が販売するマスクをあっせん  

■蒲郡商工会議所（愛知県、小池高弘会頭・小池商事） 

「不織布マスク」の共同購入事業をスタート 

 http://www.gamagoricci.or.jp/archives/5316 

■宇部商工会議所（山口県、杉下秀幸会頭・宇部興産） 

新型コロナウイルスの感染拡大防止と会員の事業継続を目的に同所では、会員限定でマ

スクを販売した。対象は、前年度会費を完納している本年４月１日時点の会員(２４５３社)

に対し郵便で案内。１１３４社から申し込みがあり、954社（180社が辞退）に 19万８千枚

のマスクを販売した。価格は 200枚で１万円（送料+消費税含む） 

 

③会員企業の連携による密閉空間の可視化事業 １件 

■神戸商工会議所（兵庫県、家次恒会頭・シスメックス） 

 ３密のうち「換気の悪い“密”閉空間」の改善を支援するため、公共施設や民間施設など 

不特定多数が集まる施設を対象に、気流の動きやウイルスが拡散する様子などをシミュー

レーションによって可視化する。地元企業の設備や技術の導入を併せて提案することで、施

設の換気状況の改善を支援する「ＫＣＣＩ神戸換気シミュレーションプロジェクト」を実施

する 

 

 

 

 

 

 

http://www.onocci.or.jp/web/occi/oc-6802/080531202005
http://www.gamagoricci.or.jp/archives/5316


＜その他①＞（フェイスシールドフレーム（柄）の製造） １件 

■安城商工会議所（愛知県、沓名俊裕会頭・東祥） 

 同所が事務局を務める協同組合アンジョウハーツのメンバー企業３社が、このほどフェ

ースシールド（名称：A-MASK）を神奈川大学の道用大介准教授の協力の下、製作・量産を開

始。A-MASK は販売せず、行政や医療・福祉施設関係者など、接客せざるを得ない方々に無

償で提供するもの（無償提供数は限られるため、今後、活動費確保のため、寄付金を募る可

能性ありとのこと） 

 http://www.anjohearts.jp/amask/ 

 

＜その他②＞（商工会議所連携事業） １件 

■室蘭商工会議所（北海道、栗林和徳会頭・栗林商会） 

■伊達商工会議所（同、菅俊治会頭・菅設計企画） 

■登別商工会議所（同、木村義恭会頭・登別立正学園）   

 ３商工会議所は、新型コロナウイス感染症による地域経済への影響を抑えるため、①各商

工会議所が会員から集めた積立金を活用して売り上げが減少した飲食店などに資金援助を

行う、②会員事業所で感染者が発生した場合の対応マニュアルを共同で作成する、③終息後

のイベントの開催にあたっては、３者が連携して参加者を募集する、などを盛り込んだ「緊

急共同宣言」を取りまとめた 

 

＜その他③＞（医療従事者などへの感謝事業） １件 

■長野商工会議所（長野県、北村正博会頭・システックス） 

同所と長野市は、５月１日から 15 日までの毎日午後６時から 10 時までの間、市役所第

１庁舎を青い光で照らし出す「ながのブルーライトアップ」を実施する。本イベントは、市

民生活を支える医療従事者や物流関係者、生活必需品の販売に携わる人たちに感謝を伝え

ようと企画されたもの。庁舎隣の広場「桜スクエア」から見ると、満開のサトザクラ越しに

「ＡＲＩＧＡＴＯ（ありがとう）」のメッセージが投影される 

 https://www.youtube.com/watch?v=WqLWK1yMgSc 

以 上 
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