
令和５年3月 

全国米穀販売事業共済協同組合 

 

令和４年 組合員の社会貢献活動について 

 

1.令和4年の活動状況 

前年は新型コロナウイルス感染症の影響で、「食育・教育活動」となる工場見学会や、 「地域活動」・

「産業振興」などのイベント関連の開催が制限されておりましたが、令和４年は、これらの活動が徐々

に再開し、組合員の活動件数は前年を上回りました。 

また、令和４年も「コロナ禍の支援」として、生活困窮者・単身学生・ひとり親世帯などに対する支援

が継続して行われ、自治体や NPO法人・支援団体などと連携して、その活動に参加協力し、「お米等」

を寄贈する組合員や、継続的に「子ども食堂」や「フードバンク」などへ 「お米等」を寄贈する組合員も

増えています。 

令和４年は、局地的な豪雨災害や、震度６強を観測する地震がありましたが、広域的な大規模災害

には至らず、緊急災害対応食料の供給要請はされませんでしたが、令和 4 年 12 月の全米販業務部

調べでは、「緊急災害対応食料」の供給元として 42 組合員(53 拠点)が、緊急時に精米や無洗米を 

供給ができると回答している他、自治体との災害支援協定を個々に結んでいる組合員もあり、災害

発生時に地域社会に協力する体制を整えています。 

 

 

令和４年 活動件数 ２７７件(複数回答) 
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その他（社会問題・防犯・交通安全など）

コロナ禍の生活支援・学生支援

産業振興・地域振興・消費拡大

スポーツ振興・健康増進活動への協力

福祉団体、赤十字などへの寄付・協賛

子ども食堂・フードバンク等への活動支援

食育活動・教育文化活動

災害時の緊急対応食料の供給/災害協定

地域活動への協力（催事協賛・環境美化）

令和４年 社会貢献活動の状況
（件） 

ホームページ掲載用 



 

２．組合員の社会貢献活動の継続 

組合員の社会貢献活動の実施状況調査は、平成26年から開始し、今回で 9回目を迎えました。 

令和4年 12月時点で、143組合員のうち 13１組合員（賛助会員１社含む）が、調査開始から9年

の間に何らかの社会貢献活動を行なっています。（全体の9１.6％） 

この間に発生した、「熊本地震」（平成 28 年）、「平成 30 年 7 月豪雨」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、特に平成２８年以降何らかの活動をしている組合員は、108

組合員と全体の75.5％になっており、社会貢献に対する意識も高まりを見せています。 

 

 
 

 

組合員の社会貢献活動の具体例については、「令和４年 組合員の社会貢献活動の状況」の通りとなっ

ています。 
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令和４年 組合員の社会貢献活動の状況 

２０２３年２月 

都道 

府県 

本社  

所在地 
組合員名 活動内容  

北海道 

札幌市 
株式会社アサズマ・ 

グラシス 
・地域の中学校へ訪問し職業講話を行った。 

旭川市 旭川食糧株式会社 

・福祉施設への協賛と寄付 

 *旭川育児院・北海道旭川盲学校・旭川いのちの電話 など 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

帯広市 株式会社 食創 

・「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 

 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 

根室市 釧根食糧株式会社 ・地域活動や祭事への協賛及び協力 

稚内市 株式会社 そうべい 
・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 

・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

函館市 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 

・小中学校対象の工場見学・食育活動の教育支援が可能 

・災害時の近隣住民の一時避難場所として社有地の利用協定 

 *災害時炊出ステーションによる食事、非常用発電機による電源の提供が可能。 

北見市 株式会社 ほくべい 

・祭事等への協賛 

・AEDの設置とその公表（ステッカーの屋外貼付） 

・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。                                                                      

札幌市 北海道中央食糧株式会社 
・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 

・夏の交通安全運動の一環として「交通安全旗の波」街頭啓発活動に社員が参加 

青森県  

黒石市 黒石米穀株式会社 
・地域の祭事への協賛 

・地域団体への協賛 

八戸市 株式会社 ライケット 

・地域活動・団体への協賛 

・県内の大学生へのお米支援 

・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

宮城県 仙台市 アイリスフーズ株式会社 

・稲刈り作業 

 *東日本大震災で甚大な被害を受けた東北農業の営農再開を目指す取組みの 

 一つとして福島県浪江町にて実施。(産業振興) 

 https://www.irisohyama.co.jp/news/2022/?date=1006 

・「子ども食堂への支援」 

 *認定NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえを通じて宮城県内各 

子ども食堂へ精米・餅・天然水等を寄贈。 

 https://www.irisohyama.co.jp/news/2022/?date=0809 

 



 
都道 

府県 

本社  

所在地 
組合員名 活動内容 

福島県 

郡山市 飯島米穀株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

いわき市 株式会社 相馬屋 

・会社周辺地域の清掃、草刈りなど環境美化 

・緊急災害時対応食料として、精米(無洗米)の提供ができる。 

・子ども食堂への精白米の提供(無償) 

郡山市 株式会社 東北むらせ 

・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 

・しんぐるぺあれんと F・福島(NPO)へお米・食品の寄付 

・会津若松市「食の陣」事業に協力、精米工場見学と精米体験を実施 

・小学生を対象に「キャラ弁」教室と精米体験を実施 

・「野馬追の里健康マラソン」に協賛（健康増進活動に協力） 

・鶴ヶ城ハーフマラソンへの協賛 

・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

福島市 
福島地区米穀卸商業 

協同組合 

・地域の祭事への寄付 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

いわき市 福島浜通米穀株式会社 

・地域の祭事への寄付 

・日本赤十字社への寄付 

・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

茨城県 

土浦市 株式会社 田島屋 

・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） 

・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 (米の提供） 

 https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page015119.html 

・土浦市へお米の寄付 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

行方市 新橋産業株式会社 ・地域活動(消防団)や祭事への協賛・協力 

水戸市 株式会社 常陸物産 ・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

栃木県 宇都宮市 栃木県中央食販株式会社 

・地域の祭事への協賛、協力 

・精米工場の見学会の実施 

・災害被災地への義援金支援 

・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

群馬県 高崎市 エバーグリーン株式会社 ・地域催事への協賛、周囲の清掃活動 

埼玉県 

川越市 株式会社 イトーセーブ 

・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 

・動物愛護団体への寄付 

・「国際ソロプチミスト」への参加 (女性の活動支援） 

  ｈｔｔｐｓ：//www.sia-chuo.gr.jp/about/ 

さいたま市 株式会社 ナンブ 

・さいたま市子ども食堂への精米寄付。 

・地域の祭事への協賛・協力 

・緊急災害時対応食料として、精米が提供できる。 

鴻巣市 株式会社 武蔵糧穀 ・地域活動への協賛 

 

 



 
都道 

府県 

本社  

所在地 
組合員名 活動内容 

東京都 

江戸川区 株式会社 イクタツ ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

千代田区 木徳神糧株式会社 

・全国のこども食堂に「認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」 

 を通じてお米を寄付。 

 https://www.kitoku-shinryo.co.jp/ja/news/news20220715103031.html 

・岡山県瀬戸内市の進める「食のしあわせプロジェクト」に賛同し、瀬戸内市の 

学校給食向けに精米 1年分を寄付。 

 https://www.kitoku-shinryo.co.jp/ja/news/news20230131.html 

立川市 三多摩食糧卸協同組合 
・地域活動への協力、祭事への協賛 

・災害時に地方公共団体と連携して精米等の供給ができる 

練馬区 菅原精米工業株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

杉並区 
東京山手食糧販売 

     協同組合 

・精米工場周辺の環境美化活動（雑草除去）への協力 

・地域警察署と防犯への協力 

・災害地への義援金支援 

小平市 
株式会社 ニュー・ノザワ・ 

フーズ 

・地域活動への協力、協賛 

・本社 精米工場周辺の環境美化（清掃活動） 

江東区 株式会社 ヤマタネ 

・「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭2022」への協賛 

 https://artpara-fukagawa.tokyo/ 

・小学校での「SDGｓとお米」をテーマとした出前授業(千代田区) 

・「江東区民まつり中央まつり」への協賛および出店出店 

・越中島地区清掃活動(1週当たり延べ人数50人※天候変動あり) 

・フードバンクへの米穀関連商品提供(年 1回) 

神奈川県 

横浜市 千田みずほ株式会社 

・グループ会社で福祉協議会を通じフードドライブの一環として「子ども食堂」へ 

 余剰分のお弁当・惣菜などの無償提供。 

・アフリカ・アジアの子供達へ給食を届ける「おにぎりアクション」活動に参加。 

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

・地域警察の「安全運転に対する無事故コンクール」へ参加。 

・横浜市内の中学生を対象に防災教育の一環「はまっこ防災プロジェクト」への協賛。 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

相模原市 北相米穀株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

横浜市 株式会社 ミツハシ 

・平成３０年度より継続して、フードバンクかながわに向けてお米を提供 

 （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 

・横浜市内の各地小学校にて「五つ星お米マイスター出前授業」を開催 

・神奈川県内の地域イベントに協賛、参加（地域振興） 

横須賀市 株式会社 むらせ 

・地域の催事・イベントなどへの協賛・協力 

・横須賀みんなのカレー食堂にお米を協賛 

・殺処分ゼロを目指した保護犬権活動 

・フードロス解消を目指した炊飯米の供給活動 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

 

 

 

 



 
都道 

府県 

本社  

所在地 
組合員名 活動内容  

神奈川県 横須賀市 株式会社 ヨコショク 

・地元の小学生サッカーチームによるサッカー大会(ベイサイドカップ)への協賛 

 (スポーツ振興) 

・地元のママさんバレーボール大会への協賛(スポーツ振興） 

・鎌倉市内NPO法人が主催する「鎌人いち場」に出店及び協賛(地域支援) 

・逗子市商工会が主催する「逗子市民まつり」に出店及び協賛(地域支援) 

・横須賀商工会議所が主催する「よこすか産業フェス」に出店及び協賛(産業振興) 

山梨県 山梨市 峡東食糧協同組合 ・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

長野県 長野市 
ベイクックコーポレーション 

株式会社 

・地域活動や催事、イベント等への協賛 

・精米工場見学の実施 （令和4年は 1,700名余を受け入れ） 

・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」が実施するフードドライブにてお米の寄付 

新潟県 

新潟市 株式会社 新潟ケンベイ 

・ふるさと江南地区宅配便への参加（新潟市江南区出身の学生支援活動） 

・新潟県トキ保護募金への参加 

・佐渡市トキ環境整備募金への参加 

・長岡花火・小十谷花火・新潟まつりへの協賛 

・新潟大学フィールドスタディーズへの参加 

・子ども食堂への精米寄贈 

弥彦村 株式会社 藤井商店 

・会社周辺の清掃活動（年間５回実施） 

・地元中学生の職場体験学習の受け入れ 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

新潟市 株式会社 細山商店 
・地域祭事への協賛 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

魚沼市 株式会社 諸長 

・地域活動や祭事への協賛、協力 

・地元中学校の職場体験学習の受入 

・地域の清掃美化活動への参加 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

富山県 

高岡市 株式会社 高岡食糧 
・地域河川の堤防の草刈り、清掃 

・地元小学校の工場見学の実施 

富山市 髙田食糧株式会社 

・町内会への協賛、協力 

・町内会の環境美化活動への参加 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

富山市 株式会社 とやま食販 ・地域活動や祭事への協賛 

福井県 福井市 福井県米穀株式会社 

・地域活動への協賛 

・社会福祉協議会への寄付 

・全国素人そば打ち認定大会の後援(産業振興） 

・『第24回全国農業サミット inふくい』への協賛(産業振興） 

・全国 e-スポーツ選手権2022年への協賛(文化活動） 

・福井市ゴルフ協会30周年への寄付（スポーツ振興） 

・地元サッカーチーム『福井ユナイテッド』への支援（スポーツ振興） 

・社員の出身校への寄付（学生支援） 

・安全運転管理者協議会主催『無事故無違反チャレンジ』に全社員参加 

・福井市女性活躍促進「ふくい家事いいネ！コンテスト」へ無洗米いちほまれ進呈 

・隣接病院の入院患者用非常時防災ラジオ贈呈 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる 
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府県 

本社  

所在地 
組合員名 活動内容 

岐阜県 

岐阜市 株式会社 ギフライス 
・岐阜県社会福祉協議会を通じて、子ども食堂ぎふ 他７カ所へ精米の提供 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

高山市 高山米穀協業組合 

・高山市スポーツ少年団の大会にお米3合250個、もち麦スティック250個を協賛。 

・市内マラソン大会に商品を協賛。 

・市内の高学年では稲作の授業があることから、お米の知識を得てもらうために、 

 小学5、6年生全員に「お米・ごはんBOOK」を 19校、1,680冊配付。 

・高山市立日枝中学校2年生2名を2日間、職場体験学習受け入れ。 

・岐阜県立高山工業高等学校2年生2名をインターンシップ(就業体験学習)受け入れ。 

・岐阜県立飛騨高山高等学校 1年生6名をインターンシップ(就業体験学習)受け入れ。 

・名古屋経済大学の学生からの依頼に応え、高齢者の食料品アクセス問題をテーマに 

 高山の買い物環境の調査に協力し、当組合の業務内容や取引先を紹介。 

 調査結果を基に「第4回飛騨高山学会」にて発表された。 

・ウクライナ避難民支援金として、職員から募った支援金54,922円を、飛騨高山 

国際協会へ寄付。 

・飛騨市内にある障がい者を就労している企業から、一定の取引をした企業として 

 「障がい者就労施設応援企業」に認定。 

静岡県 

磐田市 株式会社 遠州米穀 ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

浜松市 浜松米穀株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

富士市 富士米穀卸株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

愛知県 

名古屋市 株式会社 名古屋食糧 

・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（年間6,000ｋｇ） 

・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 

北名古屋市 株式会社 ハナノキ 

・「子ども食堂」へのお米の寄付 

 *北名古屋市で展開している「子ども食堂」に加え、令和4年3月から工場のある 

 瑞浪市の「子ども食堂」へお米の寄付を開催(令和4年 年間22回) 

・会社周辺の清掃活動 

 *本社、工場周辺の清掃活動に社員・スタッフが参加。 

 (1回20名程、令和4年 年間 12回) 

・高校生の工場見学を実施 

 *瑞浪工場にて6月に恵那南高校、9月に瑞浪高校の工場見学を実施 

・キッズタウン北名古屋に出展 

 *小学生のための職場体験イベントへ出展、精米工場体験を実施 

・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、地元自治会の花火大会など) 

三重県 

伊勢市 伊勢米穀企業組合 ・伊勢市社旗福祉協議会へパックごはん 180ｇ×800食を寄贈 

津市 株式会社 ミエライス 

・ふるさと企業献血応援キャンペーンへの協賛 

 *三重県赤十字センターへ伊賀米パックごはん 160ｇを240個寄贈。 

献血に協力頂いた方に 「伊賀米パックごはん」1パック進呈 

・津市社会福祉協議会に寄贈 

 *生活困窮世帯支援 「伊賀米パックごはん 160ｇ」を 1008個寄贈 

・子供食堂(竜神丸イオンモール津南店) 

 *イオンモール津南店の竜神丸で開催される子供食堂に「結びの神20㎏」を提供 

 



 
都道 

府県 

本社  

所在地 
組合員名 活動内容 

三重県 津市 株式会社 ミエライス 

・食文化の活性化、子どもの食育 

 *三重県産の新米でつくろう！夏休み飾り巻き寿司教室 

・社会・地域貢献 

 *精米工業見学。精米ＨＡＣＣＰを認証している加工業者による、 加工段階における 

 衛生管理及び安心・安全の確保に関する取り組みの事例の学習、 

 施設見学及び意見交換 (産業振興） 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

大阪府  

大阪市 株式会社 大阪第一食糧 
・地域の祭事への協賛・協力 

・緊急災害時対応食料として、精米の提供ができる。 

富田林市 株式会社 勝山商店 ・地域の小学5年生を対象に工場見学を実施 

兵庫県 

洲本市 淡路米穀株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

神戸市 株式会社 神明 

・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 

・地域少年野球大会の協賛(あかふじ米兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会) 

 https://twitter.com/shinmei_akafuji/status/1553182206772015105 

・大学の運動部に毎月精米を提供 (学生支援） 

・子供の夢を応援するイベント『もりもり★みらいキッズキャンペーン』へ協賛 

 https://www.shinmei-holdings.co.jp/pdf/20221215.pdf 

 https://www.shinmei-holdings.co.jp/pdf/20220701.pdf 

・周辺地域の清掃活動に参加 

・地域の高校生の就業体験の受入れ 

・フードバンクへの精米の寄贈 

・緊急災害時対応食料として、精米等の提供ができる。 

姫路市 西播米穀株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

豊岡市 但馬米穀株式会社 

・地元 豊岡の福祉施設のイベントに協賛 

・兵庫県神河町 越知地区の清掃活動（草刈り・ゴミ拾い）に参加（環境美化） 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

稲美町 株式会社 トウバン 

・地域活動や祭事への協賛、協力 

・精米工場見学の実施 

・福祉施設への物品等の提供 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

西宮市 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、会社周辺の清掃活動 

・近隣大学への食材(お米)の提供 

（例年実施の「おにぎり作り」・「味噌作り」教室はコロナ感染拡大防止のため見送り） 

神戸市 株式会社 ヒョウベイ 

・地域の祭事への協賛 

・食育活動への協力 

・コロナ禍での生活支援への協賛 

小野市 株式会社 フジタ精米人 

・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（9年間継続 計 12.8万個を回収） 

 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 

・青少年フットサル大会への協賛 

 



 
都道 

府県 

本社  

所在地 
組合員名 活動内容 

兵庫県 小野市 株式会社 フジタ精米人 

・代表者が所属するロータリークラブでR財団と米山奨学生への寄付 

・代表者が育成会長をつとめる地元ボーイスカウト活動へ協力 

・代表者が（独）北方領土問題対策協会の兵庫県推進委員として活動、 

 近畿ブロックで研修会（オンライン）を開催し、北方領土問題の啓発活動をした。 

・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、 

 駅や公共施設での盆栽展・華展を開催（年３回）、 

 また、小中学校の庭の手入れを生徒とともに継続して行った。（文化・環境美化） 

 神戸市 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」 (消費拡大） 

 *お米・ごはん推進フォーラム 

 *お弁当おむすびコンテスト 

 *お米de部活応援 

 *かまど炊飯 

 *お米ってすごいエムエム放送 

 *料理教室(オンラインコロナ対応) 

・若い世代へのお米の普及啓発 (消費拡大） 

・兵庫県民農林漁業祭への協賛 (産業振興） 

・関係団体等と連携した県産米のＰＲ （産業振興） 

奈良県 

大和高田市 近畿食糧株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米の提供できる。 

奈良市 奈良第一食糧株式会社 ・地域の催事に協力 

和歌山県 和歌山市 和歌山米穀株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

広島県 

尾道市 株式会社 オクモト 

・地域の催事・イベント等への協賛 

・社会福祉法人・児童養護施設へのお米の寄付 

・NPO法人、子ども食堂への米の提供 

広島市 食協株式会社 

・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・12月：お米マイスター授業） 

・福山市立常石ともに学園(９月：お米マイスター出前授業） 

・広島大学（主に留学生を対象 ５月：田植え体験 １０月：稲刈り体験） 

・一般を対象に（５月：田植え体験、工場見学会 ９月：稲刈り体験、工場見学会） 

・夏休み親子工場見学会（７月：２回） 

・フードバンク・NPO法人「食べて語ろう会」へ無菌パックごはん6,000食を寄付 

・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/ 

・地域産業振興の活動として、地元「酒祭り」への協賛 

・小中学生を対象とした工場見学会と食育授業を実施（東広島市教育委員会） 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

呉市 株式会社 糧配 

・地元福祉事業、地域活動、祭事、ＮPO法人への協賛 

・呉練誠会剣道大会への協賛 (スポーツ振興) 

・地元女子プロサッカーチーム「サンフレッチェ広島レジーナ」への協賛(スポーツ振興) 

 http://www.sanfrecce.co.jp/regina 

山口県 山口市 瑞穂糧穀株式会社 

・地域行事や祭事、イベント等への協賛、協力 

・会社周辺の清掃活動、会社団地内の清掃活動への参加 

・共同募金への協力 

・地元プロサッカーチームへの支援 (スポーツ振興)  

・会社見学・精米工場見学の実施 

・インターンシップの受入 

・学生スポーツへの協賛 

・日本赤十字社への寄付 
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香川県 

高松市 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 

さぬき市 くりや株式会社 
・少人数の工場見学の実施 

・「全国稲作経営者会議」の団体見学の実施 (産業振興) 

高松市 株式会社 四国ライス 

・フードバンク香川へのお米の提供 

 （JAかがわ県と共催する「香川米協議会」として活動） 

・香川県庁と合同で「おいで米委員会」として、香川県産米の PR活動、 

 コンクールを実施。(消費拡大） 

高知県 

高知市 高知ケンベイ株式会社 
・地域活動、祭事、イベントへの協賛 

・町内や会社周辺の清掃・環境美化活動 

高知市 高知食糧株式会社 

・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協賛  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 

・社内向け清掃活動イベント「KOSHOKUクリーンアップ」の実施 

 *弊社従業員・その家族を対象に清掃活動イベントを実施 

   無洗米が清流保全にどのようにつながっているのかを体験し、地域の繋がり 

を深めることを目的。 

佐賀県 佐賀市 佐賀県食糧株式会社 
・赤い羽根共同募金への寄付 

・赤十字血液センターに献血協力 

長崎県 

長崎市 株式会社 サンフリード 

・ひとり親家庭への生活支援として、一般社団法人「ひとり親家庭福祉会ながさき」に 

 精米（5kg×10）を無償提供 (実績R4.4～12月 4回にわたり200㎏提供済) 

・こどもワクチン・障害者支援を行う「エコキャップ運動」に参加 

・ベルマーク収集、使用済み切手収集等を行う「サンフリードスマイルプロジェクト活動」で 

こどもワクチンへの支援 

・「サンフリードピンクリボン運動」で乳がん検診受診の啓発活動として「ピンクリボン米」 

 を発売 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

島原市 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 

熊本県 熊本市 株式会社 九州むらせ 

・小郡市社会福祉協議会あーすちゃれんじゃーへ料理教室の実施ならびに現物提供 

・一般社団法人こどもキッチンブルービーへ現物提供 

・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

大分県 大分市 大分県米穀卸株式会社 

・大分県内の「子ども食堂」にお米を寄付 

・障がいのある方の経済的な自立を応援し生活支援を行う手段として、 

「元気が出るアート」とのコラボカレンダーを作成 

鹿児島県 

奄美市 有村商事株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

鹿児島市 鹿児島米商株式会社 ・緊急災害時対応食料として、精米・無洗米の提供ができる。 

沖縄県 浦添市 沖縄食糧株式会社 

・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（約４２００食） 

・子供の居場所施設、フードバンクなどの団体、県内大学へ米ならびにおにぎりを贈呈 

・県内の飲食店と協力し、ごはんのおかわり無料の食堂イベントを実施（米の消費拡大） 
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沖縄県 

浦添市 沖縄食糧株式会社 

・県内の女子サッカーチームと連携し、試合会場でフードドライブを実施、 

 集まった食品を地域の子供たちへ配付 

・小学生ミニバスッケト大会に商品、子供野球教室におにぎりを協賛（スポーツ振興） 

・宮古島、石垣島の高校受験生を対象に「合格応援米」として米を寄贈（食育活動） 

・「北海道産もち米」を県内各地の餅つき行事に寄贈（地域催事への協賛） 

・沖縄トヨタの「燃費王」キャンペーンに参加し、社用車のエコドライブでたまったポイント

を金額換算し、おこめ券に交換して沖縄県社会福祉協議会に4,000枚寄贈 

那覇市 第一食糧株式会社 

・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 

・（公社）沖縄県青少年育成会議への協賛 

・社会福祉法人 児童福祉会愛隣園へ寄付金贈呈（年１回） 

・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 

・生産者応援 熊本県「にこまる」増量キャンペーンに協力（５kg＋１kg） 

糸満市 株式会社 新幸地 ・フードバンク 沖縄に、1,437ｋｇの米を寄付（令和4年 1月～12月） 

賛助 

会員 
全国団体 

一般社団法人 

    日本米穀商連合会 

・「子ども食堂お米募金」を新米時期に合わせ実施し、趣旨に賛同する会員店舗で、 

 募金シールを貼付したお米の販売代金の一部をおこめ券に換え、 

 「子ども食堂全国ネットワーク」に参加の「子ども食堂に寄付をする。 

*令和４年度は全国 120か所の子ども食堂に寄付 

 https://www.jrra.or.jp/kodomo/ 

 本部  
全国米穀販売事業共済 

協同組合 

・災害対策用の備蓄食糧の入れ替えに伴い、賞味期限内のアルファー米を 

「ふーどばんくOSAKA」に寄贈 

・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 

 

 

 

【本件についてのお問い合わせ】 

全米販 総務部 mail:sohmu@zenbeihan.com 

 

sohmu@zenbeihan.com

