令和４年２月
全国米穀販売事業共済協同組合

令和３年 全米販グループ米穀卸売業者の社会貢献活動
1.令和３年の活動状況 (活動期間：令和３年１月～１２月)
令和３年は、前年から続く “新型コロナウイルス感染症”の影響で、「食育・教育活動」と
なる工場見学や食育関連イベントの中止、「地域活動」への協力となる祭事や各種イベント
の開催自粛が相次いだこと、また、大規模災害が全国的に少なかったことから、災害被災
地への「義援金の寄付」も数件にとどまり、全体の活動件数は減少しました。
(活動件数 令和元年：455 件⇒令和 3 年：192 件)
このような状況下で、「コロナ禍の支援」として、生活困窮者、学生、ひとり親世帯など
に対する支援が行われ、自治体、福祉協議会、NPO 法人、支援団体などと連携して支援
活動に参加・協力し、「お米」を寄贈する組合員や、従来より行われている「子ども食堂」や
「フードバンク」などへ「お米」を寄贈する組合員も増えています。
(「こども食堂、フードバンクの支援」 令和元年：１３件⇒令和３年：２８件)
また、直接的な社会貢献活動ではありませんが、令和 3 年 12 月の全米販 業務部の
調査では、「緊急災害対応食料」の供給元として 44 組合員(52 工場)が、緊急時に精米
や無洗米の供給ができると回答しています。

令和３年 社会貢献活動の状況 (令和３年１月～１２月）

（件）

地域活動（祭事・環境美化等）への協力

55

食育・教育活動・文化活動への協力

37

こども食堂・フードバンクの支援

28

福祉関連団体等への寄付など

21

コロナ禍での生活者支援
スポーツの振興・健康増進 等
被災地支援（義援金・災害時協定）
その他(産業振興、自然保護、社会問題 等）
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緊急災害時に「精米等」の供給が可能
【令和３年１２月 全米販 業務部調査】

(52 工場)

組合員の活動の事例は、「組合員の社会貢献活動の状況等（令和３年１月～１２月）」（別表）
に記載の通りです。

２．組合員の社会貢献活動の継続状況
組合員の社会貢献活動の実施状況調査は、平成 26 年（2014 年）から開始し、今回で
8 回目を迎えました。
令和 3 年 12 月現在、147 組合員のうち 133 組合員（全体の 90.5％）が、調査開始
から 8 年の間に何らかの社会貢献活動を行なっています。
この間に発生した、“熊本地震” （平成 28 年・2016 年） 、“平成 30 年 7 月豪雨” （2018
年） の被害に対して、全米販組織として「義援金」を募ったこともあり、特に 2016 年以降

5 年以上継続して活動をしている組合員は、106 組合員と全体の 72.1％となっており、
社会貢献に対する認識も高まりを見せています。

平成26年以降 ８年間に社会貢献活動を実施した組合員
単位：（社）

８年連続
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今まで活動無し
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以上
【本件についてのお問い合わせ】
全米販 総務部 mail:sohmu@zenbeihan.com

（別表）

組合員の社会貢献活動の状況等 (令和３年１月～１２月)
令和４年 2 月 全米販 総務部
都道府県
北海道

組合員名
株式会社 アサズマ・グラシス

活動内容等
・地域の中学校の精米工場見学会を実施
・福祉施設への協賛と寄付

旭川食糧株式会社

* 旭川育児院・北海道旭川盲学校・旭川いのちの電話 など
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・「そらぷちキッズキャンプ」の活動支援 （難病の子供の支援）
* 帯広精米工場で精米したお米（JA たきかわ産ななつぼし）の
売り上げの一部を寄付

株式会社 食創

https://www.solaputi.jp

・地域活動や祭事やイベント等への協賛
・新型コロナウイルス感染拡大防止キャンペーン、
* シトラスリボンプロジェクトへの協賛

https://citrus-ribbon.com/

* 学生支援イベントへの協賛
釧根食糧株式会社

・地域活動や祭事への協賛及び協力
・コロナ禍の対応として、地元大学の学生全員へお米の無償提供

株式会社 そうべい
・緊急災害時に精米の供給が可能

函館米穀株式会社

・地域活動や催事への協賛及び協力
* 函館マラソンへの協賛（開催時）
* はこだてクリスマスファンタジー（イルミネーションイベント）への協賛
* 五稜星の夢（ライトアップイベント）への協賛
* はこだてイルミネーションへの協賛
・近隣住民の災害時の一時避難場所として社有地の利用協定
・AED の設置とその公表（ステッカーの屋外貼付）

株式会社 ほくべい
・緊急災害時に精米の供給が可能
・江別市工業団地の「春のクリーンアップ」清掃活動に社員が参加
北海道中央食糧株式会社
・「交通安全旗の波」街頭啓発活動に社員が参加
青森県

株式会社 ライケット

・緊急災害時に精米の供給が可能
・地域の祭事・観光・物産協会への協賛

宮城県

* 竹駒神社御神田運営に協賛
・日本医師会、赤十字、宮城県成人病予防協会、対がん協会等への寄付
ワタヒョウ株式会社

・社会福祉協議会（仙台市・岩沼市）・交通安全協会への寄付
・「子供たちの健やかな成長推進会議」への協力
・宮城県産業教育振興協会、仙台市商業教育振興会への協力

山形県

・コロナ禍の支援で、山形県出身の学生へ県産米「はえぬき」を無償提供
（山形県みらい企画創造部と共催）
・女子栄養大学の学生への精米支援
株式会社 東北食糧

・子どもの安全を考える”防犯ポスター”作成への協賛
・ペットボトル、エコキャップキャンペーン運動への参加
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

都道府県
福島県

組合員名
会津米穀協同組合

活動内容等
・職員３名が、地元の会津若松市消防団に所属し、防災・消火等
地域の活動に参加
・周辺県道沿いの毎月１回の清掃など環境美化

飯島米穀株式会社
・緊急災害時に精米の供給が可能
・会社周辺地域の清掃、草刈りなど環境美化
株式会社 相馬屋
・緊急災害時に精米の供給が可能
・福島県産米の売り上げの一部を「ふくしま子ども食堂ネットワーク」
を通じて、「子ども食堂」に寄付
・磐梯町産の米を使った「アイデアレシピコンテスト」を福島県磐梯町と
株式会社 東北むらせ

一緒に開催 （地域産業の振興）
・「野馬追の里健康マラソン」に協賛（健康増進活動）
・緊急災害時に精米の供給が可能
・地域の祭事への寄付

福島地区米穀卸商業協同組合
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・地域の祭事への寄付
福島浜通米穀株式会社

・日本赤十字社への寄付
・緊急災害時に精米の供給が可能

茨城県

・地域活動、祭事への協賛、協力
・福祉施設へのお米、餅の寄付
・小学校の工場見学受け入れ（本年度は質問への書面での回答）
株式会社 田島屋

・コロナ禍の学生支援で、大学へお米の寄付
・土浦市との災害時協定 (米の供給）
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page015119.html

・土浦市へお米の寄付
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
株式会社 常陸物産
栃木県

・緊急災害時に精米の供給が可能
・地域の祭事への協賛、協力
・精米工場の見学会の実施

栃木県中央食販株式会社
・災害被災地への義援金支援
・緊急災害時に精米の供給が可能
埼玉県

・赤い羽根共同募金への寄付
・日本赤十字社 特別活動資金への寄付
株式会社 イトーセーブ

・動物愛護団体への寄付
・「国際ソロプチミスト」への参加 (女性の支援・奉仕活動）
https://www.sia-chuo.gr.jp/about/

株式会社 ナンブ

・緊急災害時に精米の供給が可能

株式会社 武蔵糧穀

・地域活動への協賛

都道府県
東京都

組合員名
株式会社 イクタツ

活動内容等
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・タイ香り米を使用した弁当の売上の一部を、
タイの環境保護団体「スープ・ナーカサティアン財団」へ寄付

木徳神糧株式会社

https://kitoku-shinryo.co.jp/news/kitchencar/#breadlink

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
三多摩食糧卸協同組合

・地域活動への協力
・精米工場周辺の環境美化活動（雑草除去）

東京山手食糧販売協同組合

・地域警察署の活動への協力
・災害被災地への義援金支援

菅原精米工業株式会社

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・地域活動への協力、協賛

株式会社 ニュー・ノザワ・フーズ
・本社 精米工場周辺の環境美化（清掃活動）
・「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」への協賛 （文化・障がい者支援）
https://artpara-fukagawa.tokyo/

株式会社 ヤマタネ

・小学校での「SDGｓとお米」をテーマとした出前授業
・小学校での「精米工場の仕組み」出前授業（工場見学の代替イベント）
・「おにぎりアクション」への参加

神奈川県

https://onigiri-action.com/about/

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
・地域警察署の活動への協賛

北相米穀株式会社

・緊急災害時に精米の供給が可能
・平成３０年度より継続して、「フードバンクかながわ」にお米を寄付

株式会社 ミツハシ

（定期的に 1 ヶ月２回・日付経過米を寄付）
・横浜市金沢区役所の文化活動、称名寺の「薪能」に協賛

株式会社 むらせ

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・地元のママさんバレー大会への協賛 (スポーツ振興）

株式会社 ヨコショク

・関東小学生柔道大会への協賛 (スポーツ振興）
・戦艦「陸奥」の砲弾の横須賀への移設事業を支援 （近代化遺産の保存）

山梨県

・会社周辺の環境美化、清掃活動
・地域消防団への寄付
峡東食糧協同組合
・地域の祭事への協力
・緊急災害時に精米の供給が可能
・会社周辺の環境美化、清掃活動（毎月１回）
・地域の幼稚園のバザーへの商品協賛
株式会社 はくばく

・赤い羽共同募金への寄付
・地域の小学生の工場見学の実施
・災害時の物品提供の協定を継続実施

都道府県

組合員名

山梨県

活動内容等
・「フードバンク山梨」への食材提供

株式会社はくばく

・ファストドクターへの食材提供
・緊急災害時に精米の供給が可能

長野県

・地域活動や催事、イベント等への協賛
ベイクックコーポレーション
株式会社

・精米工場見学の実施 （令和３年は 2,300 名を受け入れ）
・国際支援として、外国籍児童の就学を支援
・「フードバンク信州」が実施するフードバンクにお米の寄付
・新潟市社会福祉協議会を通じて、新潟市内の子ども食堂へ

新潟県
株式会社 新潟ケンベイ

無洗米２００kg を贈呈
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・会社周辺の清掃活動（年間５回実施）

株式会社 藤井商店

・地元中学生の職場体験学習の受け入れ
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・地域祭事への協賛

株式会社 細山商店
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・地域活動や祭事への協賛、協力
・地域の清掃美化活動への参加
株式会社 諸長

・地元中学校の職場体験学習の受け入れ
・代表者が「働く意義」について、地元中学校で講師として講演を行った。
・須原スキー場 ランドロームスキー大会への精米の協賛（スポーツ振興）

富山県

・地域河川の堤防の草刈り、清掃
株式会社 高岡食糧
・地元小学校の工場見学の実施
・町内会活動への協賛
髙田食糧株式会社

・町内会の環境美化活動への参加
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

福井県

・地域イベント等への協力（社有地を駐車場として無償で貸し出し）
* 青少年育成県民大会（青少年福井県民会議）
福井県米穀株式会社

* 自衛隊パレード（自衛隊福井市パレード実行委員会）
* ふくいきらめきフェステバル 2021 （福井県男女共同参画月間記念行事）
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

岐阜県

株式会社 ギフライス

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

静岡県

株式会社 遠州米穀

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

賀茂米穀卸株式会社

・社会福祉協議会への寄付
・長泉町社会福祉協議会に精米を寄付

沼津米穀卸株式会社

・沼津市ひとり親会に精米を寄付
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

浜松米穀株式会社

・緊急災害時に精米の供給が可能

都道府県

組合員名

活動内容等
・愛知県母子家庭寡婦福祉協議会などを通じて、

愛知県

「子ども食堂」、「母子家庭」へのお米・食料品の提供と寄付金の贈呈
中部食糧株式会社

* 愛知子ども応援プロジェクト
https://aichi-kodomo-ouen.org/

* ポセイドン＆チルドレン協会
・愛知県一宮市の祭事への協賛
・愛知県内、名古屋市内の児童養護施設（41 か所）に
お米を寄付（月間 500kg・年間 6,000kg）
株式会社 名古屋食糧

・愛知県内、名古屋市内の児童養護施設（35 カ所）に
お餅を寄付（250kg）
・愛知県一宮市の共同募金への募金協力
・女子プロ野球球団（東海 NEXUS）への協賛(スポーツ振興）
https://tokainexus.wixsite.com/mysite

西三河食糧株式会社

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・北名古屋市で展開している「子ども食堂」へお米の寄付
（令和３年年間１４回）
・地元の「きたバス」ネーミングライツの制度に参画し、高齢者、通学生など
交通弱者の移動手段としての”市内循環バス”の運行に協力

株式会社 ハナノキ

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/bousai/2100117.php

・本社、工場周辺の環境美化活動に社員（１回２０名程）が
参加（令和３年年間１０回）
・北名古屋市の各種団体に寄付
（社会福祉協議会、スポーツ協会、音楽芸術協会、国際交流協会、
共同募金会など）

大和産業株式会社
三重県

・NPO 法人 「フードバンク愛知」と協力し、「子ども食堂」へ精米の提供
・精米工場見学の実施（明野高校）
・津市・伊勢市・明和町の「子ども食堂」への米の提供

株式会社 ミエライス

・児童養護施設へ米の提供
・地元小学生向けの「食育活動」への協力（クリアファイルの作成・配付）
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

大阪府

・地域の祭事への協賛・協力
株式会社 大阪第一食糧
・緊急災害時に精米の供給が可能

兵庫県

淡路米穀株式会社

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・地域営農組合と共同で田畑を運営し、農作業による住民との交流、
田畑の活用、農産物の買い支え、過疎化・高齢化の進む集落の
農業振興を応援

株式会社 神明

・地域少年野球大会の協賛
・大学の運動部に毎月精米を提供
・子供の夢を応援するイベントへ協賛
・栄町通クリーン作戦（周辺地域の清掃活動）に参加

西播米穀株式会社

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

都道府県

組合員名

兵庫県

活動内容等
・地元 豊岡市の福祉施設のイベントに協賛

但馬米穀株式会社

・兵庫県神河町での各小学校への「SDGｓに関する環境授業」を実施
* 内容は、もみ殻から鉛筆の軸ができることを説明（第一精工舎と共同）
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・地域活動や祭事への協賛、協力
・ごはん料理教室への協賛、協力

株式会社 トウバン

・災害被災地への義援金支援
・福祉施設への物品の提供
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・地域活動、祭事、市主催イベントへの協賛、協力
・町内、会社周辺の清掃活動

阪神米穀株式会社

・発展途上国・NPO 法人への寄付
・近隣大学へのお米の提供
（例年実施の「おにぎり作り」・「味噌作り」教室はコロナ禍の影響で見送り）
・地域の祭事への協賛

株式会社 ヒョウベイ

・食育活動への協力
・コロナ禍での生活支援への協賛
・全社員がペットボトルのエコキャップ回収運動へ参加、発展途上国への
「ポリオワクチン」寄贈に貢献 （８年間継続 計 11 万個を回収）
https://www.jcv-jp.org/donation/pbcap

・地域の祭礼への協賛
・地域のマラソン大会への協賛（スポーツ振興）
・青少年フットサル大会への協賛（スポーツ振興）
・代表者が後援する地元のボーイスカウト創立 40 周年記念事業の
株式会社 フジタ精米人

「宇宙ステーションとの子供たちの英語による交流事業」
に協賛した。(青少年育成）
・代表者が（独）北方領土問題対策協会 兵庫県推進委員として活動し、
全国会議への参加や、近畿ブロックでは青少年向け研修会を開催して、
”北方領土問題”の啓発活動を行う。
https://www.hoppou.go.jp/index.html

・執行役員（総務部長）が地元の「グリーンアート研究会」の代表として、
駅や公共施設で創作盆栽やブリザードフラワーの展示会を開催、
また、生徒とともに小中学校の庭の手入れを継続して行う。（文化活動）
・農林水産漁業祭への協賛
兵庫県米穀事業協同組合

・小中高生を対象とした「お弁当」「おむすび」コンテストの開催
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk03/r3contest.html

奈良県

近畿食糧株式会社

・緊急災害時に精米の供給が可能
・奈良市、NPO 法人「フードバンク奈良」を通じて、
生活困窮世帯（子育て世帯）に１０t のお米を寄付（1,500 世帯に無償配布）

奈良第一食糧株式会社
・コロナ禍の経済支援策として、奈良市のひとり親世帯、市内の大学生に
対して、奈良市のフードバンク事業で必要な約３８t のお米の提供に協力

都道府県
和歌山県

組合員名
和歌山米穀株式会社

広島県

活動内容等
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・催事・イベント等への協賛

株式会社 オクモト
・NPO 法人、子ども食堂への米の提供
・広島市立段原小学校 食育授業 （６月：田植え体験・11 月：稲刈り体験）
・日本赤十字社広島支部に活動資金を寄付
・フードバンクに「無菌パックごはん」を寄付（1,000 食）
・NPO 法人「食べて語ろう会」への食材提供
https://tabetekataroukai.wordpress.com/

食協株式会社

・広島市「四季の花」プランター設置 （環境美化活動）
・女子サッカーチーム「アンジュヴィオレ広島」への協賛(スポーツ振興）
https://angeviolet.com/

・広島文教大学での講習会 「米粉の品質について」の講義、
米粉パン作りの実習（食育活動）
・地元「酒祭り」への協賛（地域の産業振興）
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
株式会社 糧配
山口県

・地元福祉事業、地域活動、祭事への協賛
・地域行事、催事などへの協力、協賛
・会社周辺（流通団地）の清掃活動への参加
・共同募金への協力

瑞穂糧穀株式会社

・日本赤十字社への寄付
・インターンシップの受入
・工場見学会の実施
・地元プロサッカーチーム(レノファ山口）の支援 (スポーツ振興）
https://www.renofa.com/

香川県

香川県食糧事業協同組合

・毎週月曜日に会社周辺や近隣公園の清掃・環境美化活動
・自治体との災害時協定（香川県）

くりや株式会社

・商工会を通じてフードバンクへの現物提供
・少人数の工場見学を実施（学校単位での見学は本年は見合わせ）。
・社会福祉協議会への寄付

株式会社 四国ライス

・学校への「出前授業」（坂出市立 金山小学校 ５年生対象）
・香川県庁と合同で、香川県産米の講義、試食を実施。(地域産業の振興）

高知県

・地域活動、祭事、イベントへの協賛
高知ケンベイ株式会社
・町内や会社周辺の清掃・環境美化活動
・高知県清流保全パートナーズ協定に参加し、無洗米の売り上げの一部を、
高知県の清流保全活動団体に寄付
高知食糧株式会社

https://www.k-shoku.jp/partner.htm

・伊野南小学校への出前授業
* 同校で栽培したお米を無洗米に加工、包材の提供などで製品化に協力
* 精米工場の見学会の実施

都道府県

組合員名

福岡県

活動内容等
・地域活動(消防団）への参加や地域祭事への協賛、協力

鍋島物産株式会社
・災害被災地への義援金支援
・ひとり親家庭への生活支援として、「（一社）ひとり親家庭福祉会ながさき」

長崎県
株式会社 サンフリード

に、精米（5kg×10）を無償提供 (コロナ禍の支援)
・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

熊本県

島原食糧販売株式会社

・地域の催事・イベント等への協賛、協力

株式会社 九州むらせ

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

大分県

・大分県内の「子ども食堂」にお米を寄付
大分県米穀卸株式会社

・SDGｓ目標「２」の達成に向け、「子ども食堂」への寄付につながる、
「大分銀行 SDGs 寄付型私募債」の制度を利用
https://www.oitabank.co.jp/news/

鹿児島県

有村商事株式会社

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能

鹿児島米商株式会社

・緊急災害時に精米・無洗米の供給が可能
・宮古島、石垣島の飲食店支援として、全ての飲食店にお米を無償提供

沖縄県

（コロナ禍の支援）
・社会福祉協議会と合同で、夏休み中の生活困窮世帯、ひとり親世帯の
子供たちに「べんとう」を配付
・子供の居場所施設、フードバンクなどの団体にお米を寄付
・食育講演会「知らなきゃ損 ごはん食のススメ」をＷｅｂで開催し、
沖縄食糧株式会社

ホームページを利用して全国に発信 （食育活動）
・宮古島の高校受験生を対象に、島内全中学校へ「合格応援米」を贈呈
（食育活動）
・日本の伝統食文化、行事食の啓蒙活動として「お赤飯の日」、
「夏越ごはん」の広報活動に協賛
・販売するお米のうち対象商品を決め、その出荷数量１kg あたり×１円を、
”沖縄の海の保全活動”に寄付
・県内各地の餅つき行事に「北海道産もち米」を寄贈（地域催事への協賛）
・「りゅうちゃんランチサポート」（フードバンク）にお米を寄付
・自社周辺の清掃活動（週３日）
・社会福祉協議会の事業への協賛

第一食糧株式会社

・（公社）沖縄県青少年育成会議への協賛
・那覇市教育委員会へ「くまもんマスクケース」（3,000 枚）を寄付
https://1-shoku.co.jp/news/detail/376/

・県立西原高校サッカー部（沖縄県代表で全国大会出場）にお米を寄付
株式会社 新幸地

・フードバンク 沖縄に、1,249ｋｇの米を寄付（令和 3 年 1 月～12 月）

【全国団体】
団体名

活動内容等
・新米販売時期に合わせ会員米穀店で「募金シール」を貼付した
お米を販売し、シール１枚につき１０円を”おこめ券”に換え、

賛助会員

一般社団法人 日本米穀商連合会

「子ども食堂 全国ネットワーク」に参加する全国の「子ども食堂」に
寄贈する 『子ども食堂 お米募金』を実施
* 令和 3 年度は全国 132 ヶ所の「子ども食堂」に"おこめ券"を寄贈
https://www.jrra.or.jp/kodomo/

・災害対策用の備蓄食糧の入れ替えにあたり、賞味期限内の入れ替え対象
備蓄食糧を、認定 NPO 法人 セカンドハーベスト・ジャパンに寄贈
http://2hj.org/about/

本部

全国米穀販売事業共済協同組合

・東日本大震災の被災地への継続的な応援活動をしている産経新聞社の
活動に協賛
・EC サイト「ごはん彩々」で消費者に販売するお米（新米）の一部を
日米連が行う『子ども食堂 お米募金』の対象商品とし、
その活動を支援 （25 組合員が出品に協力）

以上

