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企業名 活動名

会社周辺の清掃活動・ＮＰＯ法人連携のボランティア活動

会社周辺道路の清掃活動

北上みちのく芸能まつりの支援

さくらホール芸術イルミネーションの支援

株式会社アベヤス 雑誌スポンサー制度の協力

株式会社あらた 北上マラソン大会への協力

株式会社有田屋 雑誌スポンサー制度の協力

有限会社泉製作所 草刈り

株式会社岩手銀行北上支店 雑誌スポンサー制度の協力

除雪ボランティア

北上川清掃活動

献血活動

高校生インターンシップ

下堰幹線用水路アドプト活動

和賀川河川敷清掃活動

道路清掃ボランティア活動

岩手県交通株式会社 バスの乗り方教室への支援

黒沢尻２区、3区花いっぱい運動

除雪ボランティア

北上川河川敷の清掃活動

献血協力活動

株式会社アイエムアイ

一般社団法人岩手県建設業協会北上支
部

岩手建設工業株式会社
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企業名 活動名

中央幹線放水路のパトロール

下堰幹線用水路の草刈及び清掃活動

市道清掃活動

和賀川河川敷の清掃活動

地元工業高校生徒への就業体験学習支援

岩手河川国道事務所主催「北上川流域一斉清掃活動」に伴う展勝地
周辺の清掃ボランティア

全国理容連合会における９月の第2月曜日を「理容ボランティアの日」
（厚生労働省後援）に伴う理容ボランティア

北上市主催の植樹祭

岩手酸素株式会社 鬼の館わくわくイベント事業にヘリウムガスの提供

きたかみヤクルトフェスティバルの開催

工場見学の受け入れ

夏休みの工作教室

クリスマスイベント

インターンシップの受け入れ

出前講座２件

工場周辺での清掃活動

株式会社ＷＩＴＨフローリング 江釣子体育館床修繕工事

株式会社ウィルエージェンシー北上支店 展勝地の清掃活動

地域団体へのベッコウ飴の配布活動

高等学校生のインターンシップ受け入れ

地域運動会への支援２件

地域お祭りへの支援

株式会社薄衣電解工業

岩手県理容生活衛生同業組合北上支部

株式会社岩手ヤクルト工場

岩手建設工業株式会社
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企業名 活動名

地元工業高校への出前授業の実施

高校生の工場見学受け入れ

中学校生の工場見学受け入れ

地元法人会工場見学受入

中学校生のインターンシップ受け入れ

地域美化運動の実施

献血活動

エクナ株式会社 雑誌スポンサー制度の協力

パル杯リトルリーグ

パルイオン杯尐年サッカー大会の開催

市内保育園クリスマスツリー作品展の開催

古紙回収（リサイクル・エコ活動）

展勝地さくらまつり期間中のシャトルバス乗り場及び理事駐車場の提
供

みちのく芸能まつり時における講演会場の協力

インターンシップの受け入れ

北上川流域一斉清掃活動

道路清掃活動

21世紀植樹の下刈・枝払い

献血の協力

職場体験の受入れ（高校生）

和賀川・北上川の河川清掃２件

下堰幹線用水路の除草

株式会社薄衣電解工業

小田島建設株式会社

協同組合江釣子ショッピングセンター

株式会社小田島組グループ
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企業名 活動名

除雪ボランティア

測量の体験学習

河川清掃２件

除雪ボランティア

中学生就業体験

高校生就業体験

道路清掃活動

献血活動

有限会社かぎや菓子店 鬼の館ワールドウィーク事業にお菓子の提供

きたかみ行政書士事務所 雑誌スポンサー制度の協力

和賀川河川清掃

市内広報活動

北上市内郵便局 チャレンジデー2018に合わせた清掃活動

職業訓練法人北上職業訓練協会 清掃活動

展勝地標柱・石碑寄贈

救援車両寄贈

北上市保健福祉部への車両の寄贈

北上みちのく芸能まつり市民パレード参加

地域企業家育成塾

文化講演会

北上信用金庫杯ｻｯｶｰ大会の開催

北上信用金庫杯ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会の開催２件

小田島建設株式会社

北上信用金庫

株式会社小原建設

北上市水道工事業協同組合
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企業名 活動名

北上信用金庫廃尐年野球大会

野球部の野球教室

きたしん次世代経営塾

鬼っジョブ～北上おしごとパーク

いきいきゲーム授業

よいこのお絵かき大会

地域起業家育成塾

「よろず支援拠点」出張相談会

信用金庫の日

北上市チャレンジデー

春・秋交通安全運転街頭指導

大堤公園内ミズバショウ環境整備

駅前大通り花壇植栽活動

北上駅前西口地域パトロール

全国春・秋の交通安全運動の街頭指導

常盤台七夕祭りボランティアスタッフとして支援

全国春・秋の交通安全運動の街頭指導

全国春の交通安全運動の街頭指導

山の神神社奉納祭大演芸会への参加

社会福祉法人方光会「感謝祭」手伝い

佐野公園草刈り手伝い

秋の交通安全運動

北上信用金庫

北上信用金庫大堤支店

北上信用金庫北上駅前支店

北上信用金庫常盤台支店

北上信用金庫東支店

北上信用金庫　藤根支店
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企業名 活動名

全国春・秋の交通安全運動の街頭指導

きゅうり天王宵宮祭、新穀町宵宮夏祭りの支援

新道稲荷宵宮の支援

にぎわい夏まつり歩行者天国の支援

北上信用金庫むらさきの支店 全国春・秋の交通安全運動の街頭指導

全国春・秋の交通安全運動の街頭指導

特別養護老人ホームいいとよ夏祭り手伝い

献血への協力

白山神社例大祭

北上みちのく芸能まつりへの寄付

相去ふるさとまつり支援

赤い羽根共同募金

相去地区運動会の支援

南部工業団地道路歩道周辺の清掃

夏祭りの支援

インターンシップ受入

リボンシャワーイルミネーションリボンの取付・撤去

北上都心開発株式会社 雑誌スポンサー制度の協力

北上西ロータリークラブ 雑誌スポンサー制度の協力

体育館の無料貸し出し

「北上展勝地さくらまつり」写真プリントサービス

北上川流域一斉清掃活動

北上ハイテクペーパー株式会社

北上信用金庫柳原支店

北上槌屋デカル株式会社

北上電工株式会社

北上信用金庫本店
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企業名 活動名

点字カレンダー寄贈

工場見学

北上市南部工業団地清掃活動

工場周辺清掃活動

環境出前講座

プロジェクトＤ植樹場所下草刈り

森林を考える見学会

北上ひまわり会 スポーツ振興への寄付

北上ビルメン株式会社 雑誌スポンサー制度の協力

北上物産株式会社 雑誌スポンサー制度の協力

北上ロータリークラブ 雑誌スポンサー制度の協力

北上和賀ロータリークラブ 雑誌スポンサー制度の協力

赤い羽根募金

ペットボトルキャップ回収

南部工業団地内清掃活動

株式会社鬼柳 雑誌スポンサー制度の協力

クレアクロップス株式会社 農場見学、インターンシップの受け入れ、農場体験

北上水系ミナミメダカの保護活動拡大

和賀川河川清掃活動

工場周辺の清掃活動

堅川目工業団地清掃活動

インターンシップの受入

北上ハイテクペーパー株式会社

ケミコン岩手株式会社

株式会社北関東工業東北支店
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企業名 活動名

ケミコン岩手株式会社 工場見学受入

株式会社コセガワ 雑誌スポンサー制度の協力

ＡＥＤ設置

消防団協力事業所

献血

団地内清掃

インターンシップの受け入れ

北上みちのく芸能まつり協賛

株式会社近藤設備 道路清掃

除雪ボランティア

北上川流域一斉清掃活動

地元建設業界との測量実技講習会

「アドプト活動」

道路清掃活動

地元建設業協会による模擬面接指導

インターンシップ

和賀川河川清掃活動

有限会社佐藤四三室内 雑誌スポンサー制度の協力

北上・みちのく芸能まつり花火大会翌日の清掃活動

新入学児童に対しての交通安全シールの作成及び寄贈

献血の協力

フードバンクボランティア

サトーホールディングス株式会社北上工
場

株式会社後藤製作所

株式会社佐藤組
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企業名 活動名

クリーンボランティア

構内施設の無料開放

工場周辺歩道の清掃活動

市内清掃ボランティア活動

北上みちのく芸能まつりの支援

献血への協力

みちのく芸能祭り参加

北上ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｶﾃﾞﾐｰへの運営協力

献血への協力

工場周辺の清掃活動２件

献血の協力

産直販売場所の提供

鬼っジョブ～北上おしごとパーク～2018

職場実習の受け入れ６件

インターンシップの受け入れ４件

工場見学受入26件

環境報告会

みちのく北上芸能まつりの支援

緑の募金

赤い羽根募金

日本赤十字社法人活動資金

黒沢尻12区火防災山車運行協賛金

株式会社システムベース

サトーホールディングス株式会社北上工
場

シチズン時計マニュファクチャリング株式
会社東北工場

株式会社ジェイデバイス北上地区
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企業名 活動名

エコキャップ

ありがと本

クリスマスカード

歯ブラシボランティア

森の科学探検隊開催

市内ボランティア清掃

献血活動

北上・みちのく芸能祭り協賛

地域と始める環境報告会

産直即売会

障がい者福祉施設の販売会

カレンダー寄贈

インターンシップ受入

駐車場の貸出

工場見学受入

職場体験受入

株式会社昭和管工 常盤台交番前道路清掃活動

黒沢尻27区公民館、ゴミ置き場塗装

演芸会舞台鉄管保管・管理

株式会社スパット北上 道路補修

展勝地の清掃活動

株式会社西部開発農産 雑誌スポンサー制度の協力

株式会社ジャパンセミコンダクター

菅原塗装店

シチズン時計マニュファクチャリング株式
会社東北工場
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企業名 活動名

髙瀨塗装 下川原児童公園遊具塗装工事

高善商店有限会社 雑誌スポンサー制度の協力

有限会社高文電設 雑誌スポンサー制度の協力

毎月の道路清掃

除雪ボランティア

北上川河川敷の清掃

使用済みインクカートリッジ・トナーの回収

献血協力活動

下堰幹線用水路敷きの草刈り及び清掃活動

職場体験の受け入れ４件

和賀川河川清掃

雑誌スポンサー制度による雑誌の提供

交通安全対策への寄付

北上川河川敷・和賀川河川敷の清掃活動

除雪ボランティア

献血

下堰幹線用水路敷草刈り及び清掃

道路清掃

インターンシップの受入

展勝地あじさい周辺の草刈り活動

高齢者福祉施設ボランティア

除雪ボランティア

TDK秋田株式会社岩手工場

千田工業株式会社

株式会社千葉匠建設
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企業名 活動名

工業団地一斉清掃

和賀川河川敷の清掃活動

高校生インターンシップの受入

北上みちのく芸能まつりへの参加

小学生、中学生、高校生への環境教育

献血の協力

ミナミメダカの保護活動

株式会社東北イノアック北上工場 おに丸くんパネル、おに丸くんスポンジの寄贈

株式会社東北佐竹製作所
展勝地さくらまつり及びみちのく芸能まつり期間中における駐車場提
供

北上駅前美化・清掃活動

北上市高齢者宅電気設備点検・清掃活動

白山の森保全活動

白山神社例大祭支援

産直出店者支援

相去ふるさとまつり支援

「鬼っジョブ北上おしごとパーク」運営支援

みちのく芸能まつり運営支援

南部工業団地清掃

献血活動

赤い羽根募金活動

使用済切手、プリペイドカード回収活動

東日本大震災募金活動

TDK秋田株式会社岩手工場

トヨタ紡織東北株式会社

東北電力株式会社花北電力センター



13

企業名 活動名

会社周辺清掃活動

飲料空きカン福祉法人へ寄贈

きたかみ夏油高原ヒルクライムスタッフ派遣

交通安全立哨活動

緑の羽根募金活動

障がい者福祉施設販売支援

フードバンク食糧寄贈

「花いっぱい活動」参加

東日本大震災復興支援コンサート収益金寄贈

インターンシップ受け入れ

北上マラソン大会への協力

有限会社トータルリフォームサービス 雑誌スポンサー制度の協力

みちのく芸能まつり子供パレード黒沢尻２７区みこし運搬

黒沢尻２７区演芸会発電機貸与

黒沢尻27区児童安全・育成支援

中川ヒューム管工業株式会社 みちのく芸能まつり期間中における臨時駐車場の提供

インターンシップ受け入れ

会社周辺、国体開会式会場周辺の清掃

水路敷の草刈り及び清掃活動

除雪ボランティア

河川敷内の清掃活動

雑誌スポンサー制度による雑誌の提供

南部電気工事株式会社

トヨタ紡織東北株式会社

有限会社中神工務店
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企業名 活動名

株式会社南部家敷本社 常盤台交番前道路清掃活動

工業団地周辺の清掃活動

赤い羽根募金活動

使用済切手やベルマーク、ペットボトルキャップの回収

使用済インクカードリッジ・トナーの回収

株式会社早川建設 みちのく芸能まつり花火大会時において、観覧席浸水時の復旧対応

ふれあいミニ動物園

多目的ルーム無償貸出

やさか幼稚園キャンドルづくり

チャレンジデー2018年参加

きたかみ夏油高原ヒルクライム給水所ボランティア

工場周辺の沿道清掃

高校生インターンシップ

エコキャップ運動

ベルマーク・切手の回収

献血運動

赤い羽根募金活動２件

女子バレーV・プレミアムリーグの無料観戦招待

チャレンジデー2018年参加

後藤野工業団地内の清掃

北上みちのく芸能まつりの協賛、北上市民パレードへの参加

赤い羽根共同募金自販機の設置

日立オートモティブシステムズハイキャス
ト
株式会社

日重建設株式会社東北支社

パルコホーム・株式会社日盛ハウジング

パンチ工業株式会社北上工場
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企業名 活動名

工場見学の受入

インターンシップ受入

甲子園出場校支援

後藤野地区夏祭り協賛

ラグビー花園出場校支援

市道の草刈り

有限会社ヒラノ精機 黒沢尻２３区市内市道の清掃

特定非営利活動法人フォルダ 子育て世代への活動拠点の提供

株式会社フジネ建設 みちのく芸能まつり花火会場立入禁止エリアへの資材提供

プラント工業株式会社 小学校校庭側溝清掃（泥上げ）

障がい者福祉サービス事業所北萩寮 鬼の館ワールドウィーク事業にお菓子の提供

鬼の館駐車場内排水ますのふたの修理

雑誌スポンサー制度の協力

黒沢尻２７区盆踊り電気工事

黒沢尻２７区演芸会電気工事

草刈・清掃活動（新堰川）

除雪ボランティア

北上川河川敷の清掃活動

鍛冶町現場のゴミ箱修繕

北鬼柳地内、商業施設付近の歩道の清掃活動

愛の献血活動

会社周辺道路清掃

北誠電工株式会社

丸片機水工業株式会社

株式会社丸梅工業

株式会社ホクセイ建設

日立オートモティブシステムズハイキャス
ト
株式会社
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企業名 活動名

常盤台交番前道路の清掃

北上市花いっぱい運動

業務車両にAEDを搭載

アドプト活動

市内児童公園の水廻り点検及び公園内・公園付近の清掃活動

除雪ボランティア

献血活動

道路清掃

職場体験２件

和賀川河川清掃活動

北上川一斉清掃活動

献血協力

クリーン活動

インターンシップ受入

エコキャップ回収

赤い羽根募金協力

使用済切手回収

障がい者福祉施設製品販売会場所提供

街路灯の取付工事

インターンシップ受け入れ

高齢者宅電気設備点検・清掃活動

株式会社丸重

株式会社ミスズ工業岩手工場

株式会社ユアテック北上営業所

丸片機水工業株式会社


