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プレスリリース 

関 係 各 位 平成 31 年 2 月 15 日 

全米販グループ米穀卸売業者における社会貢献活動について 

全米販グループ米穀卸売業者は、全体の約 8 割が社会貢献活動を実施しており、精米工場

見学等による教育支援、米に関する専門知識を生かした食育活動、自治体との災害時米穀提

供協定の締結など、米穀卸売業者の強みを活かした活動を幅広く行なっております。 

取りまとめた社会貢献活動の内容は、以下の通りです。 ぜひ関係方面に広く紹介致した

く、お知らせ申し上げます。 

記 

１．公表資料 ： 全米販グループの米穀卸売業者における社会貢献活動について 

２．公表方法 ： 全米販ホームページに掲載 

３．内  容 ： 社会貢献活動を行なっている組合員および活動概要を記載（別紙の通り） 

 

以上 

 

 

 



 

プレスリリース 別紙 

全米販グループ 米穀卸売業者における社会貢献活動 

全米販グループ米穀卸売業者は、全体の約 8 割が社会貢献活動を実施しており、精米工場見学等による教育支援、

米に関する専門知識を生かした食育活動、自治体との災害時米穀提供協定の締結など、米穀卸売業者の強みを活か

した活動を幅広く行なっております。 

● 構成組合員による主な社会貢献活動 

1. 地域支援・貢献 2. 文化・教育支援 

・地域祭、地域花火大会の主催 ・精米工場見学会の実施 

・地域の清掃活動に参加 

・福祉施設へのお米・餅の寄付 

・地域住民を対象とした感謝祭りの開催 など 

・地元中学校、高校からの職場体験受入 

・保育園での食育支援活動への協力 

・産地交流会(田植え・稲刈り体験）の実施 など 

 

 

  
3. 災害・国際支援 4. その他 

・災害地への義援金支援 ・保護観察協会への支援 

・自治体との災害時応援協定の締結(米穀の緊急輸送) ・日本赤十字への寄付 

・地域住民への一時避難場所の提供 など ・環境保護活動への参加、寄付 など 

   

 

 

 

 

 

  

 

  



 

● 社会貢献活動を行なっている構成組合員 （都道府県・組合員名順) 

１．地域支援・貢献 

北海道 株式会社アサヅマ・グラシス ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・代表者による地域支援・貢献 

旭川食糧株式会社 ・地域催事への協賛・協力 

・社会福祉関係への寄付 

株式会社食創 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

株式会社ショクレン北海道 ・地域の祭事への協賛、協力 

釧根食糧株式会社 ・地域の祭事への協賛、協力 

株式会社そうべい ・田植、稲刈ツアー 

・最北端食マルシェにおける道産米使用、宗谷岬牧場ハンバーグ 

丼の販売 

函館米穀株式会社 ・地域活動や催事への協賛及び協力 

株式会社ほくべい ・地域催事への協賛 

北海道中央食糧株式会社 ・春夏交通安全運動の旗の波街頭啓発に参加（江別工場） 

・工業団地内クリーンアップ清掃活動に参加（江別工場） 

青森 青森米穀卸株式会社 ・地域の祭事への協賛、協力 

・地域団体等への場所の提供 

黒石米穀株式会社 ・地域祭への協賛 

・地域団体等への協賛 

株式会社ライケット ・地域活動・団体への協賛、協力 

宮城 アイリスフーズ株式会社 ・地域活動や祭事への協賛、協力 

有限会社宮城ライス ・町内や周囲の清掃活動 

ワタヒョウ株式会社 ・祭事協賛、観光・物産協会協賛 

・赤十字、宮城県成人病予防協会、対ガン協会、社会福祉協議会 

寄付(仙台市、岩沼市) 

・河川清掃への参加 

・県暴力団追放推進センター、交通安全協会、東北みやぎ復興 

マラソンボランティア 

山形 株式会社東北食糧 ・地元新聞社の地域貢献事業への協賛、協力 

福島 会津米穀協同組合 ・職員 3 名（大竹一正、物江智彦、小林勇介）が地元消防団に登録

し、消防活動をはじめ各業務に積極的に参加 

飯島米穀株式会社 ・代表者による地域支援、貢献（郡山市喜久田町商工会長、ロー 

タリークラブ元会長） 

・地域祭、地域花火大会の主催 

株式会社相馬屋 ・周囲の草刈活動 

・地域団体への協賛(子ども食堂への協賛) 

株式会社東北むらせ ・Brand new! FUKUSHIMA CM 放映 

(風評被害軽減、福島県民への勇気付け) 

 東北むらせホームページ http://t-murase.co.jp/ にて紹介 

http://t-murase.co.jp/


 

福島 福島第一食糧卸協同組合 ・町内会祭事への協賛 

福島地区米穀卸商業協同組合 ・地域活動・団体等への協賛・協力 

・祭事への協賛・寄付 

茨城 

 

茨城県食糧販売協同組合 ・町内会の行事や御輿会等の祭事時に場所の提供 

・水戸法人会税務経理研究部会を通して、社員が社会貢献活動に 

参加 

株式会社田島屋 ・消防団への施設貸出 

・福祉施設へのお米・餅の寄付 

新橋産業株式会社 ・地域活動(消防団)や祭事への協賛・協力 

栃木 栃木県中央食販株式会社 ・地域祭事への協賛・協力 

群馬 エバーグリーン株式会社 ・地域催事への協賛 

群馬県第一食糧株式会社 ・町内会行事への協賛 

若井糧穀株式会社 ・代表者による地域支援(ロータリークラブ元会長) 

・若手幹部による地域支援(商工会議所) 

・地域祭・地域花火大会への協賛 

埼玉 

 

株式会社イトーセーブ ・地元開催のマラソン大会への協賛 

・地域祭事（川越まつり等）への協賛・協力 

株式会社ナンブ ・地域活動や祭事への協賛・協力 

株式会社武蔵糧穀 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

千葉 ユアサ・フナショク株式会社 ・地域活動・団体への寄付、協賛 

東京 株式会社イクタツ ・地域活動や祭事への協賛・協力 

木徳神糧株式会社 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・使い捨てレンズ、空ケース回収運動 

・使い済切手回収、社会福祉法人への寄付 

三多摩食糧卸協同組合 ・町内活動への協力、祭事への協賛 

東京山手食糧販売協同組合 ・精米工場周辺地域の雑草除去への協賛 

・すぎなみフェスタへの協賛(秋) 

株式会社ニュー・ノザワ・フーズ ・東村山市民産業祭りへの協力 

・地域活動への協力・協賛 

・本社・精米工場周辺の清掃活動 

株式会社ヤマタネ ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・町内や周囲の清掃活動 

株式会社山田屋本店 ・社会福祉協議会が行う事業への協力・寄付 

・地域祭事への協力・協賛 

神奈川 千田みずほ株式会社 ・グループ会社でのフードドライブ活動 

北相米穀株式会社 ・ふるさと祭りへの協賛 

株式会社ミツハシ ・フードバンクかながわ(https://www.fb-kanagawa.com/action.html) 

への寄贈 

・よこはまシニアボランティアへの協賛 

https://www.fb-kanagawa.com/action.html


 

神奈川 株式会社むらせ ・地域産業・食イベント・成人式への協賛・協力 

株式会社ヨコショク ・地元福祉事業・地域活動・祭事への協賛・協力 

山梨 峡東食糧協同組合 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・町内や周囲の清掃活動(地域一斉清掃に参加) 

株式会社はくばく ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・町内や周囲の清掃活動・河川清掃 

長野 ベイクックコーポレーション株式会社 ・長野えびす講、市内地域マラソン、長野びんずる（祭り）、 

ながの七夕まつり等に協賛 

新潟 株式会社新潟ケンベイ ・にいがたキッズプロジェクトの収穫米(新潟産コシヒカリ)200kg

を新潟市社会福祉協議会を通じて「市内子ども食堂」22 ヶ所 

へ贈呈 

株式会社藤井商店 ・地域活動や催事への協賛・協力 

株式会社細山商店 ・地域祭事への協賛・協力 

株式会社諸長 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・河川清掃への参加、町内や周囲の清掃活動 

富山 株式会社高岡食糧 ・地域河川の草刈、清掃 

髙田食糧株式会社 ・町内会・児童クラブへの協賛・協力 

・町内環境美化活動、町内ごみステーションへの場所提供 

福井 福井県米穀株式会社 ・プロ野球北信越 BC リーグ 福井ミラクルエレファンツ選手寮 

への精米提供 

岐阜 株式会社ギフライス ・県農業フェスティバル、町祭礼の催し 

・祭事への協賛・協力 

高山米穀協業組合 ・地域活動、催事への協力・協賛(36 件) 

静岡 株式会社アサヒライス ・清水町地域の夏祭りや花火大会及び各種催事への協賛及び参加 

・社会福祉協議会への協賛 

・静岡経済同友会での地域経済の発展への提言活動 

・ロータリークラブでの地域貢献 

株式会社遠州米穀 ・地域催事への協賛・協力 

・｢小さな親切｣運動 

賀茂米穀卸株式会社 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・地域 6 ヶ所への祭典に協賛金 

東海食糧株式会社 ・地域祭事への協賛・協力 

愛知 株式会社名古屋食糧 ・一宮市祭事への協賛 

・県内・市内の児童養護施設(40 ヶ所)へのお米寄付(500kｇ/月) 

・一宮市の福祉施設に自社商品販売ブースを出店し、売上金を寄付 

・瀬戸市祭事への協賛 

西三河食糧株式会社 ・地域祭事への協賛・協力 

東尾張食糧販売協同組合 ・地域祭事への協賛・協力 

大和産業株式会社 

 

・区民祭り協賛 

・安全運転管理モデル事業所として交通事故防止活動に協力 



 

大和産業株式会社 ・西区まちづくり活動協力事業所 

・クリーンキャンペーン参加 

三重 株式会社ミエライス ・RUN 伴 2018 への参加（認知症患者との共生社会をめざすリレー

マラソン） 

大阪 株式会社大阪第一食糧 ・地域祭事への協賛・協力 

幸福米穀株式会社 ・寝屋川市の祭事・子供向けイベントへの協賛 

兵庫 淡路米穀株式会社 ・地域催事への協賛・協力 

株式会社神明 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・地域美化活動への参加 

西播米穀株式会社 ・祭事への賛加 

但馬米穀株式会社 ・地域住民を対象とした感謝祭り(H30.10.20～21,来場者約 3,000

人、ごはん・おにぎり・うどん試食､もちつき体験など)の開催(第

23 回目) 

・地域の独居老人宅への訪問、困り事の相談やガス器具の点検など 

  約 60 軒 

株式会社トウバン ・地域活動や祭事への協賛・協力 

阪神米穀株式会社 ・地域活動・祭事・市主催イベントへの協賛・協力 

・町内や会社周囲の清掃活動 

株式会社ヒョウベイ ・福祉学校で餅つきのボランティアを実施 

・地方自治体が主催する清掃活動に参加 

株式会社フジタ精米人 ・祭礼、マラソン大会等への広告協賛 

・公益社団法人社（やしろ）納税協会の副会長企業として納税 

義務の啓蒙活動 

兵庫県米穀事業協同組合 ・農林漁業祭・1 月 17 日おむすびの日(阪神淡路大震災イベント) 

奈良 南都食糧株式会社 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

鳥取 みずほ米穀株式会社 ・ボランティア参加（社屋近隣・白砂青松の草刈り） 

・自治会への支援（当社敷地内にゴミ集積所を設置、自治会行事 

への敷地貸与） 

岡山 協同組合岡山県食連 ・町内や周囲の清掃活動 

広島 株式会社オクモト ・地域活動や祭事への協賛・協力 

株式会社糧配 ・地元福祉事業、地域活動、祭事への協賛 

山口 下関食糧株式会社 ・地域行事(祭事・花火大会)への協賛 

瑞穂糧穀株式会社 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・団地内の清掃活動への参加 

・共同募金への協力 

・地域花火大会への協賛 

香川 くりや株式会社 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

高知 

 

高知ケンベイ株式会社 ・地域活動・祭事への協賛 

高知食糧株式会社 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

愛知 



 

高知 高知食糧株式会社 ・県内清流保全清掃活動参加 

西内株式会社 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

福岡 鍋島物産株式会社 ・地域活動(消防団)や地域祭事への協賛、協力 

東福岡米穀協同組合 ・博多祇園山笠へのおにぎりの寄贈 

・地域公民館文化祭への支援 

佐賀 佐賀県食糧株式会社 ・地域生産者団体からの精米工場見学受入れ 

長崎 株式会社サンフリード ・地域催事への協賛 

島原食糧販売株式会社 ・地域活動、団体への協賛 

熊本 株式会社九州むらせ ・地域祭事への協賛 

人吉食糧株式会社 ・地域活動や祭事への協賛・協力 

・地元消防団への若手社員の参加 

鹿児島 鹿児島米商株式会社 ・入札による市消防訓練時の米納入 

・鹿児島市桜島での防災訓練(鹿児島市危機管理課) 

沖縄 沖縄食糧株式会社 ・各種地域イベントの参加・景品の寄贈 

第一食糧株式会社 ・近隣の清掃活動(週３回) 

・熊本生産者支援 熊本米の売上 1％を JA 熊本と JA 菊池へ寄付 

(平成 17 年より年 1 回) 

琉球食糧株式会社 ・会社周辺の清掃活動 

・那覇市大規模災害協力協定の締結 

・那覇こども大綱挽き協賛 

 

  



 

２．文化・教育支援 

北海道 株式会社食創 ・田植・稲刈体験ツアー 

 食創ホームページ http://www.shokusou.co.jp にて紹介 

株式会社そうべい ・育苗セット配布 

株式会社ほくべい ・精米工場見学会の実施 

北海道中央食糧株式会社 ・YOSAKOI ソーラン祭りへの協賛（毎年） 

青森 株式会社ライケット ・職場体験等への協力 

宮城 アイリスフーズ株式会社 ・精米工場見学会の実施 

ワタヒョウ株式会社 ・プロバスケット、第 9 歌う会協賛 

・子どもたちの健やかな成長推進会議への協力 

・県産業教育振興協会、市商業教育振興会協力 

・小、中、高、大、一般（アマチュア）スポーツ団体及び文化 

団体への協賛 

山形 株式会社東北食糧 ・保育園での食育支援活動への協力 

・やまがた食育県民大会への協力、協賛 

・山形県保育協議会による食育セミナーへの協賛 

・日刊スポーツ新聞社 スポーツ栄養サイト 

 ｢アスレシピ｣セミナーへの協賛 

福島 

 

飯島米穀株式会社 ・代表者による文化、教育支援（市教育委員、リトルリーグ 

会長、NHK 福島放送局高校野球解説） 

・福島県養護学校へ米の寄付 

・地域音楽祭（高校の部）への協賛 

株式会社東北むらせ ・親子田植え、稲刈り体験教室 

・おにぎらず作り体験を通じて、おコメの大事さを伝える啓蒙 

活動を実施 

東北むらせホームページ http://t-murase.co.jp/ にて紹介 

福島地区米穀卸商業協同組合 ・福祉施設への寄付 

茨城 株式会社田島屋 ・小学生対象の工場見学会の実施 

・文化活動支援(寄付) 

・スポーツイベント後援 

栃木 栃木県中央食販株式会社 ・精米工場見学の実施 

埼玉 株式会社ナンブ ・保育園における食育支援活動 

東京 東光食品株式会社 ・産地の中学生を受け入れ、東急ストア見学会を実施 

株式会社ニュー・ノザワ・フーズ ・地域福祉施策への寄付 

株式会社ヤマタネ ・近隣小学校の精米工場見学受入 

株式会社山田屋本店 ・都市と農村の交流事業（田植え・稲刈り等）の実施 

神奈川 

 

 

 

千田みずほ株式会社 ・ファーマーズキッズフェスタ協賛 

・横濱ジャズプロムナード協賛 

・横浜国際仮装行列協賛 

・横浜開港祭“Y159”協賛 

http://www.shokusou.co.jp/
http://t-murase.co.jp/


 

神奈川 北相米穀株式会社 ・地元小学校の工場見学、中学校の職場体験の実施 

株式会社ミツハシ ・(社)横浜サッカー協会少年委員会、プロサッカー横浜 FCの 

活動支援 

・生協主催の工場見学会の受入 

・小学校を対象としたご飯の炊き方講習の実施 

 参考：ミツハシ お米マイスター紹介ホームページ 

( http://www.3284rice.com/safe/oishisa/meister/ ) 

・NPO 団体への支援 

株式会社むらせ ・音楽イベントへの協賛、ウォークイベントへの外食店舗 

クーポン提供協力 

・少年野球チームへの後援、少年サッカー大会主催 

・稲刈りツアーへの協賛、精米工場見学会の開催、食育イベ 

ントセミナー開催 

株式会社ヨコショク ・地元中学校・高校の職場体験の受入 

・地元キャリア教育推進事業への参加 

・地元小学生サッカー(おいしい広場･ベイサイドカップ)に協賛 

山梨 峡東食糧協同組合 ・食育支援活動(お米・ごはん BOOK を学校へ配布) 

株式会社はくばく ・食育支援、子供食堂、フードバンク商品提供 

長野 ベイクックコーポレーション株式会社 ・10 年前より精米工場見学を実施し、長野・千曲・須坂・上田 

など年間 30 回・1,200 人以上を受入 

・毎年中学 2 年生 3 名を職場体験学習として受け入れ 

・市内高校の模擬デパートのスポンサーとして協力 

・長野児童作品展、市内高校の定期演奏会に協賛 

新潟 株式会社新潟ケンベイ ・にいがたキッズプロジェクト(親子田植え･稲刈り体験ツアー)

への協力・協賛 

株式会社諸長 ・精米工場見学会の実施 

富山 髙田食糧株式会社 ・精米工場見学会の実施 

福井 福井県米穀株式会社 ・中学校の勤労体験学習の受入 

・プロ野球北信越 BC リーグ 福井ミラクルエレファンツ選手寮 

への精米提供 

・北信越ろうあ者大会、手話通訳問題研究集会、24 時間テレビ 

広告への協賛、協力 

・女性参画運動への寄付 

岐阜 

 

 

 

 

 

 

株式会社ギフライス ・生産組合の田植え式、刈取り祭への協賛、協力 

・スポーツ振興活動への協賛、協力 

・新聞社主催の料理教室への協賛、協力 

高山米穀協業組合 

 

 

 

・市内小学 5,6 年生全員にお米 BOOK(冊子)を配布 

・精米工場見学の実施 

・まちゼミ(あんきな街なか講座)に参加、計 3 回の講座を開く 

(くらべてみよ米(まい)新米味比べ!!) 

http://www.3284rice.com/safe/oishisa/meister/


 

岐阜 高山米穀協業組合 ・高山市スポーツ少年団交流大会への単独協賛 

静岡 株式会社アサヒライス ・三島大社(崇敬会)での活動 

・貴船神社への協賛および協力 

・八幡神社への協賛および協力 

・地方神社への協賛 

・小学生に対してのお米の勉強会(不定期) 

沼津米穀卸株式会社 ・平成 30年 2 月から 4 月にかけて、沼津市の「こども食堂」に 

 精米 250Kg を無料提供。 

 (現在は、当該｢こども食堂｣の移転に伴い、別の｢こども食堂｣ 

  ｢フードバンク｣を選定中) 

愛知 株式会社名古屋食糧 ・愛知県障害者サッカー連盟主催大会への協賛 

・地元中学校、高校からの職場体験受入 

・地元高校の接客模擬実習において販売される商品のレシピ監修 

東尾張食糧販売協同組合 ・食育支援活動の支援(機構パンフレットを小中学校へ配付) 

・地元中学校の工場見学実施 

東三河食糧株式会社 ・豊橋市立二川南小学校、大崎小学校の体験学習(田植え、稲刈)

に対して生産者、PTA とともに協力、支援 

・一般の方を対象にした、田植え・稲刈り体験 

大和産業株式会社 ・フットサルトーナメントの主催､プロフットサルチーム 

｢名古屋オーシャンズ｣への支援 

・地域住民を対象とした料理講習などの交流イベントの実施 

三重 株式会社ミエライス ・第 14 回ジュニアゴルフ大会への協賛 

・高校生の産業現場実習の受入 

・中学生の産業現場実習の受入 

大阪 株式会社勝山商店 ・取引先スーパーマーケット様(㈱スーパーサンエー様)との 

共同企画による食育体験学校の実施(富田林市内においての 

一般顧客参加による田植え・稲刈り体験) 

幸福米穀株式会社 ・工場見学受入 

津田物産株式会社 ・食育への様々な取組み(料理教室､食育講習会､DVD 放映・リー 

フレット配付による食育啓蒙)を実施 

兵庫 

 

株式会社神明 ・こめ作り体験､ジュニア軟式野球大会､職業体験施設への出展、

マラソン大会その他スポーツ大会、文化イベントへの協力・協

賛 

・工場見学会の実施 

西播米穀株式会社 ・稲刈り体験キャンペーン 

株式会社トウバン ・ごはん料理教室への協力・協賛 

阪神米穀株式会社 ・精米工場見学の実施 

・料理教室・味噌作り教室の開催 

株式会社ヒョウベイ ・産地交流会(田植え・稲刈り体験）の実施 



 

兵庫 株式会社フジタ精米人 ・近隣の中学校、高等学校への「働く」「社会」「企業が望む人

材」等のテーマでの講演を年間 2～３回受入 

・ペットボトルのエコキャップ運動への参加でポリオ撲滅運動 

と CO2 の削減協力 

・役員以外の社員から 2 名が地元の中学校や高等学校の PTA 

会長で地域貢献 

・みなと銀行地域寄贈型銀行保証付私募債『あゆみ』で、地元 

の小野市立河合中学校に学校備品を寄贈 

兵庫県米穀事業協同組合 ・各種食育・消拡活動の実施(食育料理教室､園児と保護者対象 

のかまど炊飯体験､ごはんの思い出手紙コンテスト､お弁当・ 

おむすびコンテスト､各種講演会） 

・大学生対象キャンパスモニター(米の食味) 

和歌山 和歌山米穀株式会社 ・精米工場見学の実施(地元小学校の 5 年生を対象とした社会科

事業として） 

鳥取 みずほ米穀株式会社 ・「ブラックライト紙芝居」を社長がボランティアで実施 

・「田植へ、稲刈り」農協主催への参加（地域のこどもへの 

参加助成） 

広島 株式会社オクモト ・親子田植え、稲刈り体験教室 

オクモトホームページ http://okumoto.co.jp/ にて紹介 

食協株式会社 ・女子サッカーチームアンジュヴィオレ広島への協賛 

・ママさんバレー・少年ソフトボール大会の冠協賛 

・工場見学、田植え稲刈り体験会の実施 

・食育への取り組み 

・食と農の映画祭への協賛 

株式会社糧配 ・地元中学校の職場体験受入、呉練誠会剣道大会への協賛 

山口 下関食糧株式会社 ・金剛山歌劇団・食育セミナーへの後援 

瑞穂糧穀株式会社 ・バスツアー(田植え・稲刈り体験）の実施 

・米イベント(炊きたておむすび試食､お米の掬い取り､もちつ 

き実演)の実施 

・食育団体への支援・協賛など 

・地元プロサッカーチーム支援によるスポーツ振興 

香川 くりや株式会社 ・精米工場見学・精米体験・オコメールを使用したワーク 

ショップの開催 

・食育支援の活動 

・養護学校にオコメールの箱組みを授業として提案 

・香川県教育委員会の家庭教育サポート企業として協働 

高知 高知食糧株式会社 ・精米工場見学の実施 

・親子田植え稲刈りイベントへの協賛・協力 

・お米の勉強会（地元料理学校・小学校訪問）の実施 

西内株式会社 ・地区運動会への協賛 

http://okumoto.co.jp/


 

福岡 東福岡米穀協同組合 ・伝統文化保持の為に、お正月用鏡餅の寄贈 

・育児院等への年末おもちの寄贈 

福岡県食糧販売協同組合連合会 ・福岡県宮若市の子供食堂へ 8 月に新米 30Kg、12 月にもち米 

 40Kg を寄贈 

佐賀 佐賀県食糧株式会社 ・佐賀インターナショナルバルーンフェスタへの参加 

・県内外産業祭や学校イベントでのバルーン係留体験搭乗へ 

の協力 

長崎 株式会社サンフリード ・精米工場見学 

・一般消費者向け炊飯講習会（年 6 回）の実施 

・(県外)修学旅行生による「桃カステラ作り体験教室」の受入 

鹿児島 鹿児島米商株式会社 ・福祉施設へのもち米協賛（12 月）、うるち米協賛（8 月） 

沖縄 沖縄食糧株式会社 ・各種食育イベント(子ども料理教室､節分イベント(恵方巻)､ 

おにぎり・餅つき体験学習など)の開催 

・工場見学､栄養大学教授による講演会の開催 

第一食糧株式会社 ・工場見学・田植え体験ツアーへの協力 

・福祉施設への寄付 

株式会社新幸地 ・フードバンクへの物品寄贈 

琉球食糧株式会社 ・工場見学の実施 

 

  



 

３．災害・国際支援 

北海道 株式会社アサヅマ・グラシス ・災害地への義援金支援 

旭川食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

株式会社ショクレン北海道 ・災害地への義援金支援 

釧根食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

株式会社そうべい ・災害地への義援金支援 

函館米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

日高米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

株式会社ほくべい ・災害地への義援金支援 

北海道食糧事業協同組合 ・災害地への義援金支援 

青森 青森米穀卸株式会社 ・災害地への義援金支援 

黒石米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

株式会社ライケット ・災害地への義援金支援、物品の提供支援 

宮城 アイリスフーズ株式会社 ・災害地への義援金支援（アイリスオーヤマグループとして） 

株式会社サンライスみやぎ ・災害地への義援金支援 

ワタヒョウ株式会社 ・災害地への義援金支援 

・豪雨災害における義援金 

・北海道胆振東部地震災害義援金 

秋田 秋田食糧卸販売株式会社 ・平成 30年 7 月豪雨に係る義援金 

山形 株式会社東北食糧 ・災害地への義援金支援 

福島 会津米穀協同組合 ・災害(大災)水難による人命救助 

・災害地への労力提供 

飯島米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

福島地区米穀卸商業協同組合 ・災害地への義援金支援 

・物品の供給支援 

福島浜通米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

茨城 株式会社田島屋 ・災害地への義援金支援 

・災害時の物資提供(土浦市との災害時協定) 

栃木 栃木県中央食販株式会社 ・災害地への義援金支援 

群馬 群馬県第一食糧株式会社 ・災害地への義援金支援、物品の提供 

埼玉 株式会社イトーセーブ ・災害地への義援金支援 

・埼玉県警察本部との災害時における精米等の調達に関する 

協定 

株式会社ナンブ ・災害時における優先食糧供給の協力 

・災害地への義援金支援 

株式会社武蔵糧穀 ・災害地への義援金支援 

千葉 ユアサ・フナショク株式会社 ・災害地への義援金支援、赤十字、国連 WFP への協賛 

東京 

 

株式会社イクタツ ・災害地への義援金支援 

木徳神糧株式会社 ・災害地への義援金支援(北海道胆振地震) 



 

東京 三多摩食糧卸協同組合 ・熊本地震等災害における義援金 

・西日本水害義援金 

東光食品株式会社 ・災害地への義援金支援 

株式会社ニュー・ノザワ・フーズ ・災害地への義援金支援 

・東京都と災害時米穀提供協定の締結 

株式会社ヤマタネ ・災害地への義援金支援、米穀提供 

・近隣住民への一時避難場所の提供 

神奈川 

 

千田みずほ株式会社 ・災害地への義援金支援 

北相米穀株式会社 ・相模原市と弊社が加入している相模原商工会議所で締結した 

「災害時における生活必需物資供給等の協力に関する協定書」 

にて協力 

株式会社むらせ ・災害地への義援金支援 

株式会社ヨコショク ・災害地への義援金支援 

山梨 株式会社はくばく ・災害復興支援 

長野 ベイクックコーポレーション株式会社 ・災害地への義援金支援 

・外国籍児童就学支援 

新潟 株式会社藤井商店 ・災害地への義援金支援 

株式会社諸長 ・災害地への義援金支援 

富山 株式会社高岡食糧 ・災害地への義援金支援 

髙田食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

福井 福井県米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

岐阜 株式会社ギフライス ・災害地への義援金支援 

・県との防災協定の締結 

高山米穀協業組合 ・災害地への義援金支援 

・岐阜県、高山市との災害時応援協定 

静岡 株式会社アサヒライス ・警察友の会での警察及び地域防犯への協力 

・交通安全啓発活動への参加 

・地元消防団への協力 

株式会社遠州米穀 ・災害地への義援金支援 

東海食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

沼津米穀卸株式会社 ・災害地への義援金支援 

浜松米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

富士米穀卸株式会社 ・災害地への義援金支援 

愛知 株式会社名古屋食糧 ・災害地への義援金支援 

西三河食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

大和産業株式会社 ・災害地への義援金支援 

・地域防災協力 

三重 株式会社ミエライス ・相可高校調理クラブの「国際料理コンクール国際活動研修」へ

の支援 



 

京都 株式会社京山 ・災害地への義援金支援 

大阪 株式会社勝山商店 ・中越地震、宮崎県口蹄疫、東日本大震災等における義援金 

拠出による被災・被害者への支援 

幸福米穀株式会社 ・災害被災地への援助 

津田物産株式会社 ・災害地への義援金支援 

株式会社丸三 ・災害地への義援金支援 

兵庫 

 

淡路米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

株式会社神明 ・災害地への義援金支援 

・自治体との防災協定の締結 

西播米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

但馬米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

・豊岡市と LP ガス但馬支部で災害時における支援協力の協定 

締結 

・兵庫県公安委員会 災害時における緊急通行車両等事前届 

・社内救命救急講習実施(消防署による講習約 20 名参加) 

株式会社トウバン ・災害地への義援金支援 

阪神米穀株式会社 ・発展途上国への寄付金 

株式会社フジタ精米人 ・災害被災地への義援金支援(社員と会社の合算で) 

兵庫県米穀事業協同組合 ・米の提供、見舞金 

奈良 奈良第一食糧株式会社 ・災害地への義援金支援、物品の提供 

和歌山 和歌山米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

・和歌山県に災害救助用毛布 110 枚を寄贈 

鳥取 みずほ米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

島根 島根米穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

岡山 協同組合岡山県食連 ・災害地への義援金支援 

広島 株式会社オクモト ・災害時における義援金または物品の提供 

食協株式会社 ・広島豪雨災害における災害支援 

・災害地への義援金支援 

株式会社糧配 ・災害地への義援金支援 

山口 下関食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

瑞穂糧穀株式会社 ・災害地への義援金支援 

山口県食糧株式会社 ・災害時における義援金 

香川 くりや株式会社 ・災害地への義援金支援 

・香川県庁と災害時応援協定の締結(米穀の緊急輸送) 

株式会社四国ライス ・災害地への義援金支援 

高知 高知ケンベイ株式会社 ・赤十字への支援 

・防災訓練の防災商品展示協力 

高知食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

西内株式会社 ・自治体との防災協定 



 

福岡 鍋島物産株式会社 ・災害地への義援金支援 

佐賀 佐賀県食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

長崎 株式会社サンフリード ・災害地への義援金支援 

島原食糧販売株式会社 ・災害時における義援金 

熊本 株式会社アグリック ・災害地への義援金支援 

(平成 23 年 東日本大震災時に 84 万円の寄付) 

 (平成 30 年 豪雨災害時に 3万円の寄付) 

株式会社九州むらせ ・災害地への義援金支援 

鹿児島 鹿児島米商株式会社 ・災害地への義援金支援 

沖縄 沖縄食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

第一食糧株式会社 ・災害地への義援金支援、物品の提供 

琉球食糧株式会社 ・災害地への義援金支援 

・子供の貧困支援団体へのお米贈呈 

 

  



 

４．その他 

北海道 旭川食糧株式会社 ・バーサー大会への協賛(バーサーロペットジャパン) 

株式会社ほくべい ・NPO 法人への寄付 

北海道中央食糧株式会社 ・環境保護活動の一環として東南アジア植樹活動に参加 

宮城 ワタヒョウ株式会社 ・竹駒神社御神田運営協賛 

・仙台東照宮運営協賛 

山形 株式会社東北食糧 ・やまがた食育ネットワークへの入会 

茨城 新橋産業株式会社 ・社会福祉法人行方市社会福祉協議会へ寄附 

山梨 株式会社はくばく ・ベルマーク回収 等 

長野 ベイクックコーポレーション株式会社 ・日本赤十字への寄付 

富山 株式会社とやま食販 ・NPO 法人「世界の砂漠を緑で包む会」会員 

福井 福井県米穀株式会社 ・福井福祉協議会、若狭福祉協議会への寄附金 

・(2018 年)福井しあわせ元気団体への寄附金 

岐阜 高山米穀協業組合 ・社内で募金活動をし、福祉団体へ寄附 

静岡 東海食糧株式会社 ・各地域の小学校、PTA 等の団体からの依頼により、工場見学 

(工程…原米より製品出庫)を実施 

浜松米穀株式会社 ・浜松市への津波対策寄付金の納付（平成 26 年度） 

愛知 大和産業株式会社 ・日本赤十字への寄付 

・近隣中学校へ東日本大震災への支援事業をサポート 

兵庫 株式会社神明 ・環境保護活動への寄付 

但馬米穀株式会社 ・ダンボール等の資源ゴミの提供(特定非営利活動法人) 

阪神米穀株式会社 ・NPO 法人への寄付 

株式会社フジタ精米人 ・代表者による北方領土問題対策協会への兵庫県推進委員参加

(兵庫県知事推薦により、22年間参加。大臣表彰授与) 

・創立 70 周年事業として電子黒板機能付きプロジェクターを 

 市内の小中学校に寄贈 

兵庫県米穀事業協同組合 ・おいしいごはんを食べよう県民運動 ( http://www.gokumi.com/ ) 

高知 高知ケンベイ株式会社 ・保護観察協会への支援 

高知食糧株式会社 ・高知県と「高知県清流保全パートナーズ協定」締結（無洗米 

売上金の一部を県内清流保全活動団体へ寄贈） 

沖縄 

 

沖縄食糧株式会社 ・沖縄県の健康長寿復活のために、玄米の機能性について大学 

や病院と共同研究を行い、その研究内容について講習会を開催 

し、沖縄県民の方に啓蒙活動を実施 

第一食糧株式会社 ・使用済み切手の寄付(年 1 回) 

琉球食糧株式会社 ・献血(年２回) 

 

  

http://www.gokumi.com/


 

参考： 全米販が取り組む社会貢献活動 

１．地域支援・貢献 

・地域イベントへの協力 

  参考：第 15 回お米日本一コンテスト in しずおか 

     https://www.gohansaisai.com/fun/entry/detail.html?i=362  

 

２．文化・教育支援 

・こども食堂ネットワークに加盟する全国のこども食堂へおこめ券を寄付 

(参考：こども食堂を応援します！ ttps://www.gohansaisai.com/fun/entry/detail.html?i=332 ) 

 

・子ども絵画展への協賛･協力 

  参考：｢ふるさとの田んぼと水｣子ども絵画展 2017 入賞作品 全米販ごはん彩々賞 

http://agrinext.jp/kidsmuseum/2017/award/award16.html  

 

・大学祭(学園祭)への支援 

参考：ごはん食を広げよう！大学祭(学園祭)を応援します 

https://www.gohansaisai.com/know/entry/detail.html?i=295) 

 

・第８回渡辺和代キッズカップ囲碁大会へのおこめ券協賛 

 

３．災害・国際支援 

・災害地への義援金または災害見舞金による支援(平成 30年 7 月豪雨、北海道胆振東部地震 等) 

 

４．その他 

・お米に関する消費者参加イベントの企画運営 

参考：新米 7 種を食べ比べ!｢新米まつり２０１８｣を開催 

https://www.gohansaisai.com/know/entry/detail.html?i=354 

 

・ホビークッキングフェア への参加 

  参考：ホビークッキングフェア 2018 ごはん彩々も参加！ 

https://www.gohansaisai.com/know/entry/detail.html?i=268 

 

・ニッポン放送 番組提供 

｢食｣「健康」をテーマとしたラジオトーク番組にゲスト出演し、お米と健康、お米を中心とした 

日本の食文化等についての啓発活動を実施 

 

 

以上 

 

https://www.gohansaisai.com/fun/entry/detail.html?i=362
https://www.gohansaisai.com/fun/entry/detail.html?i=332
http://agrinext.jp/kidsmuseum/2017/award/award16.html
https://www.gohansaisai.com/know/entry/detail.html?i=295
https://www.gohansaisai.com/know/entry/detail.html?i=354
https://www.gohansaisai.com/know/entry/detail.html?i=268

