
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切な食べものを通して、みんなを笑顔に…。 

コープフードバンク 2019 年度活動報告 

 
２０１９年度もご協力いただき、ありがとうございました。 

🍀企業などからの受け入れ量(t) 🍀提供企業数(社) 

🍁施設・団体への提供量(t) 

🏢法人サポーター 👤個人サポーター 

2019 年度の 

収支報告 

    収入     

〇サポーター賛助金 

・法人：426 万円 

・個人：108 万円 

〇寄付・募金ほか 

163 万円 

〇分担金ほか 

1,128 万円 

 

合計：1,825 万円 

    支出     

〇人件費：  499 万円 

〇物件費： 1,195 万円 

・倉庫・事務所費  851 万円 

・事務関連費    139 万円 

・車両・燃料費   135 万円 

・広報その他     70 万円 

 

合計：1,694 万円 

 

 

 

 

 

6 月から月 1 回、東松島市 

でコミュニティ食堂を開始 

2019 年度 119 団体 142 口 2019 年度 868 人 1,070 口 

🍁施設団体数(団体) 

コープ東北サンネット事業連合 コープフードバンク 

〒981-3304 宮城県富谷市ひより台 2-1-8  

📞022-779-1556 / 📠022-358-0688 

 

ご意見・ご感想もぜひお聞かせください。 

📥 sn.m32700rn@todock.coop 

🏠 https://www.tohoku.coop/foodbank/ 
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2019 年のボランティア参加人数 

延べ 122 人 

食品の搬入をはじめ、賞味期限・種類別

の仕分け、提供先への配送など幅広い業

務を、多くのボランティアの方々にご協

力いただいております。 

※平日 9:00～16:00の時間帯でお願いいたします 

 

仙台グリコ(株)社員の方が 

施設への配達ボランティアに参加    

📄TOPICS  

各県の提供先 

2020 年 3 月、コロナウイルス対策の休校に  

より、学校給食に使われる予定だった食材   

508kg を宮城県学校給食会様より寄贈     

各県毎

の状況

児童養護

施設
児童福祉 ｼｪﾙﾀｰ

路上生活

支援

生活困窮

支援団体

障がい者

支援団体

社会福祉

協議会

自立

支援団体

被災者

支援団体
行政

ﾌｰﾄﾞ

ﾊﾞﾝｸ

子ども

食堂
合計

青森県 2 41 1 44

秋田県 2 4 11 3 1 20

岩手県 1 8 1 1 11

山形県 1 1 10 1 1 1 15

宮城県 4 5 5 4 54 36 18 6 16 2 3 11 165

福島県 2 6 7 58 5 1 1 80

合計 6 5 10 4 66 43 146 17 17 4 3 14 335



 

ご提供企業・団体様１２５団体 
●あいおいニッセイ同和損害保険㈱ ●（株）サカイ引越センター ●西松建設(株)北日本支社
●アクアクララ（株） ● (株）サトー商会 ●日起建設(株)
●味の素AGF（株） ●さとの雪食品（株） ●（株）ニチレイフーズ東北支社
●アズフィット(株) ●㈱サンゲツ ●（株）日本アクセス東北支社
●（株）あらた仙台支店 ●㈱七十七銀行 ●日本クラフトフーズ（株）
●（株）イーネット ●シマダヤ株式会社 ●日本生活協同組合連合会
●石井食品（株） ●（株）荘内銀行 ●日本製紙クレシア(株)
● （株）伊藤園 ●昭和産業（株）仙台支店 ●ネスレ日本（株）北日本支社
●伊藤忠食品(株) ●白石興産㈱ ●白十字㈱東北営業所
●内池醸造（株） ●セコムエンジニアリング(株) ●はたけなか製麺（株）
●江崎グリコ（株） ●（株）仙水センター ●服部コーヒーフーズ（株）
●越後製菓㈱ ●仙台伊澤家勝山酒造（株） ●（株）パールライス宮城
●（株）ＮＴＴ東日本ー東北 ●仙台グリコ（株） ● (株)福島中央テレビ
●㈱OSK ●（株）仙台水産 ●フジッコ㈱
●大塚食品（株） ● (株)仙台丸水配送 ●プリマハム（株）
●大塚製薬（株）仙台支店 ●（株）仙台宮水 ● (株)宝幸
●（株）大沼製菓 ●全農協労連宮城県支部 ●ホシヤマインターナショナル㈱
●オタフクソース（株）仙台支店 ●総務省　東北管行政評価局 ●㈱前源商店
●㈱オールスパイス ●損害ジャパン日本興亜（株） ●松印松浦青果（株）
●カゴメ（株）東北支店 ●損保ジャパン日本興亜保険サービス(株)仙台第二支店 ●㈱松村組
●鹿島建設㈱東北支店 ●生活協同組合連合会大学生協事業連合東北ブロック ●丸大堀内（株）
●片岡物産㈱ ●（株）だい久製麺 ●㈱マルタマ
●カタギ食品（株）仙台営業所 ●大和ハウス工業（株）東北工場 ●マルニ食品（株）
●加藤産業（株）仙台支店 ●㈱高浜 ●（株）美多加堂東北支店
●カバヤ食品（株） ●（有）竹鶏ファーム ●三井農林（株）
●亀田製菓（株） ●玉松味噌醤油（株） ●三井不動産リアルティ東北(株)
●カルビー（株） ●（株）ＴＴＫ ●三菱食品（株）東北支社
●（株）菅野食品 ●（株）デイリーフーズ東北支店 ●三菱地所㈱東北支店
●北江尻ふるさと安心米組合 ●デリシャスファーム（株） ●公益財団法人　宮城県学校給食会
●（株）北舘製麺 ●東京カリント㈱ ●宮城県立西多賀支援学校
●（株）きちみ製麺 ●（株）東京めいらく仙台営業所 ●㈱ミライト東北支店
●（株）木の屋石巻水産 ●東鉄工業㈱東北支店 ●明治安田生命保険相互会社東北公法人部
●キユーピー（株）仙台支店 ●学校法人東北医科薬科大学 ●モンデリーズジャパン
●共立航空撮影（株）仙台営業所 ●東北学院大学 ●（有）やない製麺
●協和エクシオ㈱ ●東北労働金庫 ●㈱山形銀行
●気仙沼市 ●東洋水産（株） ● （株）ユアテック宮城支社
●コカ・コーラボトラーズジャパン(株) ●東洋冷蔵（株） ●雪印メグミルク（株）
●国分グループ本社(株) ● （株）東流社 ●理研ビタミン㈱
●国分東北㈱ ●（株）トキワ ●リヒテンドゥーシェ（株）
●国立大学法人東北大学 ●富谷市 ●（株）ロッテアイス
●国立研究開発法人水産研究教育機構 ●（株）ナシオ ●和歌山産業㈱
●小玉醸造（株） ●㈱にしき食品  

 

法人サポーター企業・団体様１１９団体ご支援ありがとうございます 

●あいおいニッセイ同和損害保険（株）東北本部 ●（株）サン・ベンディング東北 ●税理士法人　橋浦会計事務所
●アクアクララ（株） ●（株）シーテック仙都 ●パナソニック産機システムズ（株）東北支店
●㈱アーステック ●㈱七十七銀行 ●（株）パールライス宮城
●（有）アドオフィスミュー ●（株）清水 ● (株)ヒューテックノオリン東北支店
●アフラック仙台総合支社 ●（株）新出光東京支店 ●（株）ビープロ
●㈱あらた仙台支店 ●㈱伸電 ●（株）フクシン
●（株）イーネット ●ＪＡかごしま茶業（株） ●（株）フクダ・アンド・パートナーズ
●イカリ消毒仙台（株） ● (株)事務機商事 ●富士ゼロックス宮城（株）
●砂金石油ガス（株） ●ＪＴＢ印刷（株） ●（株）プランニング・オフィス社
● (株)一条工務店宮城 ●スモリ工業（株） ●（株）ホクトコーポレーション
●（株）伊藤園 ●（株）清月記 ●（株）ボイス仙台支社
●伊藤忠商事(株) ●セルティックエンジニアリング（株） ●ボーキ佐藤（株）仙台支店
●ウォールテック（株） ●（株）仙水センター ●ボーキ佐藤燃料（株）
●内池醸造（株） ●（株）仙台水産 ●（株）ポップセンターさくら
●エイムカイワ（株） ●仙台中央青果卸売（株） ●松印松浦青果（株）
●江崎グリコ（株） ●（有）仙台トクエ ●マリッジパートナーズ（株）
●（株）エスデーファイブ ●（株）仙台放送 ●丸庄クリーニング(株)
●ＳＢＳゼンツウ（株） ●（株）仙台丸水配送 ●㈱マルタマ
●大塚食品（株） ●（有）仙南瓦工業 ●丸大堀内（株）
●（株）大沼製菓 ●損害保険ジャパン日本興亜㈱ ●マルニ食品（株）
●オリックス自動車（株） ●（株）第一エージェンシー ●マルホン（株）
●勝山企業㈱ ●（株）だい久製麺 ●三井住友信託銀行㈱仙台支店
●加藤産業（株）仙台支店 ●（株）タイハク ●三井不動産リアルティ東北(株)
● （株）神奈川クリーニング ●（株）ダンク ●三菱食品（株）東北支社
●共栄火災海上保険（株）東北支店仙台支社 ●（株）デイリーフーズ東北支店 ●（株）みなとモーター
●空調技工（株） ●㈱電通東日本 ●㈱宮果
●（株）グラビアジャパン ●東京海上日動火災保険（株） ●みやぎ県南医療生活協同組合
●コカ・コーラボトラーズジャパン(株) ●東通インテグレート（株） ●公益財団法人宮城厚生協会
●国分東北㈱ ●（株）東流社 ●更生保護法人宮城東華会
●国分フードクリエイト㈱東北支社 ●㈱富樫工業 ●㈱宮城読売IS
●㈱コスモジャパン ●（株）トキワ ●明治安田生命保険相互会社東北公法人部法人営業部
●（株）コム ●凸版印刷（株）東日本事業本部 ●メフレ㈱
●有限責任事業組合コムワーク・プロジェクト ●西松建設（株）北日本支社 ●㈱モリレイ
●小山産業㈱ ●（株）日専連ライフサービス ●㈱守屋青果物商店
●（株）サイコー ●（株）日本アクセス東北支社 ●（有）やない製麺
●（株）斎良工業 ●日本酒類販売株式会社 ●（株）リビング・プロモーション
●佐川印刷（株） ●日本生活協同組合連合会 ●（株）リブネット東北
● (株）サトー商会 ●日本労働者協同組合連合会センター事業団東北事業本部 ●（株）流通サービス
●㈱佐元工務店 ●ネスレ日本（株）北日本支社 ●六興電気（株）東北支店
●三協青果（株） ●（株）ノダ  

 

Special Thanks 

企業様ご紹介 

2020 年 3 月 20 日現在（五十音順） 


