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新型コロナウイルス感染症対策 「滋賀県がんばる医療応援寄附」の 
受付状況等について 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、患者をはじめとする県民の方々の命を

守るために、日夜、医療サービスを提供いただいている医療従事者の方々を支えるこ

とを目的として、「滋賀県がんばる医療応援寄附」を４月から受け付けておりますが、

現時点の受付状況は下記のとおりです。 

また、滋賀ふるさと観光大使の西川貴教さんをはじめとして、この寄附をしていた

だいた多くの方から医療従事者の皆さんへの応援メッセージが寄せられており、これ

については、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れていただいている県内

の 11 病院に知事のメッセージも添えてお送りしました。 

なお、この寄附金については、新型コロナウイルス感染症に対応いただいている医

療従事者の勤務環境改善のために活用します。 

 

記 
 
１ 寄附の受付状況 

  ４６６件、７,３３５万円（６月８日現在） 

  （内訳）個人８８％、企業・団体１２％（県内９２％、県外８％） 

 

２ 補助金の概要 

（１）補助先 

・感染症指定医療機関その他の新型コロナウイルス感染症患者の入院受け入れ医

療機関や、帰国者・接触者外来を設置している医療機関 

（２）補助内容 

・新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者の勤務環境改善に要する費用

（帰宅困難に伴うホテル宿泊費用、特殊勤務手当の加算など） 

・医療従事者１人当たり１万円／日を上限に令和２年４月１日まで遡及して補助

（外来診療等のみ担当の場合は４千円／日） 

 

（別紙） 

  ・寄附者一覧、応援メッセージ 

支援強化月間 



新型コロナウイルス感染症対策のため御寄附を頂いた皆様 
（令和 2 年 6 月８日現在、氏名・名称の公表を了承された方のみ記載） 

 
＜企業・事業者＞ 19 社・者 
滋賀トヨペット株式会社／株式会社ボンズカンパニー／草津電機株式会社／ 
三友エレクトリック株式会社／株式会社治武製作所／株式会社近江潜建／ 
タチバナテクノス株式会社／株式会社ミタカ／東安宏税理士事務所／ 
株式会社アローズインターナショナルリアルティ／日本シーエムアイ株式会社／ 
有限会社竜王興産／株式会社松田綜合建設／麗ビューティー皮フ科クリニック／ 
株式会社アクト／明治安田生命保険相互会社 滋賀支社／株式会社クリスタル光学／ 
日本たばこ産業株式会社 大津支店／野洲Ｕ歯科・矯正歯科 
 
＜団体＞ 17 団体 
大津中央ロータリークラブ／少林寺拳法滋賀瀬田道院／ 
一般財団法人 滋賀県建築住宅センター／日本労働組合総連合会 滋賀県連合会／ 
自治労滋賀県職員労働組合／関西防水管理事業協同組合／一般社団法人 消防管理協会／ 
滋賀県信用金庫協会／滋賀県アスコン事業協同組合／日本モーターボート選手会 滋賀支部／ 
一般社団法人 関西ゴルフ連盟／滋賀県農業協同組合中央会／ 
一般社団法人 滋賀県建設業協会 湖南支部／公益社団法人 滋賀県看護協会 職員／ 
日本労働組合総連合会 滋賀県連合会／富士ゼロックス京都 端数クラブ／日本騎手クラブ 
 
＜個人＞ 95 名 
川本 雅史／西川 貴教／岸田 道彦／岸田 秀恋／北脇 敏明／加藤 義裕／鈴木 良浩／
西田 治男／西谷 靖男／國松 正一／荒川 彰彦／和工房 稲岡 勇一／森岡 宏次／ 
小林 明彦／西川 信一／大菅 喜一郎／内藤 貞男／石川 幸廣／長岡 人生／ 
山下 祐平／外池 清司／吉村 尚文／  理／西山 功大／籔内 小夜子／若林 栄子／ 
福田 清和／夏原 平和／酒井 愛佳／岡村 彦廣／由布 和嘉子／渡辺 浩志／ 
北野 裕行／綿引 誠／谷村 崇／遊磨 正秀／桑原 陽一／桑原 麻由／村上 伸吾／ 
高田 豊文／平井 千恵／上田 泰子／有田 泉／米澤 幸一／Alhabeil Jamal／ 
上田 由華／鈴木 世吏子／高山 強之／岩田 敬次／日高 昭子／谷澤 正洋／ 
折田 浩敬／髙橋 秀明／高森 仁／清水 久美／辰野 吉英／小林 幸夫／北川 秀昭／ 
吉沢 恭子／田井中 成元／寺本 正人／中尾 直人／松井 保男／辻 伸一郎／渡邉 忠敬／ 
福尾 昭／大隅 エミ／西 隆司／北川 一三／北川 智恵子／川﨑 滋／片山 智之／ 
竹内 かよ子／川口 崇史／天野 英俊／藤居 潤／藤野 恵美子／北川 秀昭／ 
奥寺 美智代／磯邊 潔／甲斐 一範／吉村 美保／上野 眞／竹本 大祐／ 川 喜三／ 
澤村 和幸／辻村 裕次／野津 勲／藤原 久美子／山村 和弘／坪田 文雄／太田 英孝／
釣具のイシグロ お客様／安藤 貴英／小倉 大藏 

（寄附申込受付順、敬称略） 
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まず、この度の新型コロナウイルス感染症関連によってお亡く
なりになられた方々と、そのご家族の皆様に謹んでお悔やみ申
し上げますと共に、今まさに闘病されている方々に、心よりお見
舞い申し上げます。

県内でも感染が広がりを見せるなか、刻々と移り変わる状況に
皆さんも不安な日々を過ごされてるかと思います。
当たり前の日常がいかに尊く、その維持がいかに多くの方々の
尽力により成り立っていたかを痛感しております。

特に感染の最前線で闘って下さっている医療従事者の皆さん
や、福祉や介護関係者の皆さんには、心から感謝申し上げます。

私事ではありますが、高齢の祖母や療養中の父が、今現在県
の医療機関に大変お世話になっていることもあり、僕に何かでき
ることはないかと考え、県の医療や福祉、介護関係者の皆さん
の感染症対策に役立てていただくべく、僅ではありますが寄附さ
せていただくこととしました。

未曾有の事態に、どう向き合えばいいか分からず、体だけでは
なく心まで蝕まれてしまいそうですが、ひとりひとりができること
「不要不急の外出を控え、手洗い、うがい、消毒」を、みんなで徹
底し、一緒に乗り越えていければと思います。
大切な人を守るため、そして何より自分自身を守るため、今こ
そ気持ちをひとつに、力をあわせて頑張りましょう！

滋賀ふるさと観光大使 西川貴教
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当たり前の日常を取り戻すま

で、しっかり「ステイホーム」を

続けましょう。医療関係者の皆

様への感謝を形に表しましょう。


