
企業名 活動内容
公民館の照明をLED照明器具へ無償で交換していただいた。
公民館及びゴミ収集所周辺の除雪を実施していただいた。
北鬼柳地区の道路のゴミ拾いを実施していただいた。
滑田農道周辺のゴミ拾いを実施していただいた。

北鬼柳地区の歩道・路肩の清掃草取りを実施していただいた。

公民館に設置された花壇の整備及び公民館周辺の草刈りを実施
していただいた。
公園周辺草刈り及び側溝清掃を実施していただいた。
展勝地周辺道路の路肩の草刈りを実施していただいた。
会社周辺道路にスノーポールを設置していただいた。

2 株式会社IJTT北上工場 和賀川河川敷の清掃活動を実施していただいた。
3 有限会社浅井自動車販売 中学校の職業体験へ協力していただいた。

4
イオン東北株式会社マックスバリュ
北上店

中学校の職業体験へ協力していただいた。

5 有限会社泉製作所 県立中部病院周辺歩道の草刈りを実施していただいた。

6
一般社団法人岩手県建設業協会北上
支部

和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。

高齢者世帯の除排雪作業を実施していただいた。
さくらまつりに合わせて展勝地の北上川河川敷の清掃活動を実
施していただいた。

下堰幹線用水路の清掃・緑化作業等の管理を（社）岩手県建設
協会北上支部と協力し実施していただいた。

黒沢尻2区、黒沢尻3区と協力し、地域の花壇の耕起、花苗植
え、水やりを実施していただいた。

駅や市役所周辺道路の清掃活動を実施していただいた。
和賀川河川敷の清掃活動を実施していただいた。

8
岩手県理容生活衛生同業組合北上支
部

展勝地周辺の清掃ボランティアを実施していただいた。

9 岩手中部土地改良区 和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。
フレイル防止を目的として市や地域包括支援センターと協力
し、百歳体操の会場を提供していただいた。

薬剤師および管理栄養士により健康に関する講話を実施してい
ただいた。

11 株式会社薄衣電解工業
小学生、中学生、高校生を対象に、工場見学・出前授業・体験
教室を実施していただいた。

北上市立図書館雑誌スポンサー活動に協力していただいた。
展勝地開園100周年記念事業にスポンサーとして協力していただ
いた。

13 有限会社桜舞 中学校の職業体験へ協力していただいた。
杉を植樹した場所の下刈・枝払いを実施していただいた。
北上川河川敷の清掃活動を実施していただいた。
高校生を対象に測量実技指導を実施していただいた。
下堰幹線用水路敷草刈及び清掃活動を実施していただいた。
市道北上駅鍛治町線及び市道大天満大曲線の除草・清掃活動を
実施していただいた。

15 有限会社かぎや菓子舗 中学校の職業体験へ協力していただいた。

会社周辺の道路やゴミ集積所周りの除雪を行っていただいた。

拡張した道路の交差点での安全確認のため、樹木を伐採し見通
しを良くしていただいた。

会社周辺や用水路周りの草刈りやゴミ拾いを実施していただい
た。

株式会社笠井

株式会社アイエムアイ

岩手建設工業株式会社

ウエルシア北上さくら通り店

エクナ株式会社北上営業所

小田島建設株式会社
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会社周辺の清掃活動を実施していただいた。

展勝地開園100周年記念事業の「桜守事業」の講演会へ参加し、
中学校の生徒と共に桜120本へ追肥作業を行っていただいた。

北上市立図書館雑誌スポンサー活動に協力していただいた。
駐車場整地に要する砂利の寄付及び飯豊学区安全マップ作製に
資金援助をいただいた。

学校敷地内の道路整備及び鬼剣舞装束16セットを寄付していた
だいた。

19 株式会社北上オフィスプラザ 植樹祭へ協力していただいた。

20
学校法人北上学園
専修大学北上福祉教育専門学校

介護ロボット体験会の開催に協力していただいた。

21 北上ケーブルテレビ株式会社 中学校の職業体験へ協力していただいた。
22 北上市森林組合 和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。

公園のトイレ、水飲場などにおける水道施設点検、軽微修繕を
実施していただいた。

幼稚園、保育園内の厨房、トイレなどにおける水道施設の点
検、軽微修繕を実施していただいた。

24 北上信用金庫

コロナ禍で影響を受けている北上の飲食店等と、国道107号線寸
断により影響を受けている西和賀の事業者を応援するべく、北
上信用金庫各支店の駐車場を活用して食品等の販売に協力して
いただいた。
また、事業者支援として、市内事業者からの購買に対して信用
金庫と親睦団体が一部補助するなど市内事業者を支援していた
だいた。

大堤地内の清掃活動を行っていただいた。
職場見学を受け入れていただいた。

26 北上信用金庫常盤台支店 常盤台支店周辺の清掃活動を行っていただいた。
東支店周辺の清掃活動を行っていただいた。
春の交通安全街頭指導に合わせて通学時の街頭指導を行ってい
ただいた。

藤根駅～藤根十文字、東北日発、市営野中住宅の道路沿いの清
掃活動を実施していただいた。

地区住民と協力し、すずの里、佐野公園の草刈り作業に取り組
んでいただいた。

29 北上信用金庫本店
「全国春・秋の交通安全運動の街頭指導」に合わせて街頭指導
を行っていただいた。

30 北上信用金庫むらさきの支店
国道４号線やむらさきの支店周辺の清掃活動を行っていただい
た。

31 北上信用金庫柳原支店
「全国春・秋の交通安全運動の街頭指導」に合わせて街頭指導
を行っていただいた。

32 株式会社北上スポーツパーク 和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。
33 北上プライウッド株式会社 和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。
34 株式会社北関東工業東北支店 南部工業団地内の清掃活動を実施していただいた。

35 株式会社北日本環境保全
資源ごみ常設ステーションの設置場所として会社敷地の一部を
市に提供していただいた。

36 草のホテル 中学校の職業体験へ協力していただいた。
37 有限会社蔵屋敷住設 学校敷地内の道路を整備していただいた。
38 グロッソ・ルーチェ 中学校の総合的な学習へ協力していただいた。

39
株式会社KYコーポレーションやまな
か家北上店

中学校の職業体験へ協力していただいた。

小学校の総合的な学習へ協力していただいた。
和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。

41
株式会社connectグループホームお
おきな木・ほいくえんちいさな木

小学校下校時にグループホームおおきな木の入居者1名と職員で
横断歩道での声かけ活動を実施していただいた。

キオクシア岩手株式会社

有限会社菊池工業

北上市水道工事業協同組合

北上信用金庫大堤支店

北上信用金庫東支店

北上信用金庫藤根支店

ケミコン東日本株式会社岩手工場
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流通センター内道路のゴミ拾いを実施していただいた。
市立公園水道施設点検活動に協力していただいた。

43
株式会社SAKURA-COMセブンイレブン
北上里分店

中学校の職業体験へ協力していただいた。

44 株式会社佐藤組 中学生と協働で掲示板の作成と設置を実施していただいた。
フードバンクに協力していただいた。
交通安全シールを寄付していただいた。
会社周辺道路の清掃活動を実施していただいた。

46 株式会社サンメディカル北上店 介護ロボット体験会の開催に協力していただいた。
会社や自宅で未使用のカレンダーを集め、園児のお絵描きや工
作等に提供していただいた。

献血に協力していただいた。

常盤台交番前道路の清掃、草刈りを実施していただいた。
佐野公園内の水回りの点検及びトイレ、手洗い器を修理してい
ただいた。

49
昭和コンクリート工業株式会社岩手
工場

和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。

50 ショートステイ北上 中学校の総合的な学習へ協力していただいた。

51 株式会社西部開発農産

「春の全国交通安全運動週間」に合わせ、藤根地区生活安全協
議会と協力し、和賀東小学校付近の交差点で通学途中の児童生
徒の見守り、通勤ドライバーに対する立哨活動を行っていただ
いた。

52
セブンイレブン岩手県立中部病院前
店

飯豊学区安全マップ作製に資金援助していただいた。

広瀬川せせらぎ緑道の清掃、街路樹の剪定作業、周辺の除雪作
業を実施していただいた。
北上郵便局交差点歩道の除雪作業を実施していただいた。
社会福祉協議会にBOXティッシュを寄贈していただいた。
店舗周辺の道路の清掃活動を実施していただいた。
自治会の行う道路の清掃活動に協力していただいた。
展勝地あじさい畑の清掃活動と剪定作業を実施していただい
た。
展勝地周辺の草刈り作業に取り組んでいただいた。
社会福祉協議会に食品や物品を寄贈していただいた。
店舗周辺横断歩道入口を除雪していただいた。

55 拓塗装 飯豊学区安全マップ作製に資金援助していただいた。

大東建託株式会社北上支店

株式会社近藤設備

株式会社サトー北上事業所

株式会社ジャパンセミコンダクター

株式会社昭和管工

株式会社ダイナム岩手北上店
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会社周辺道路のゴミ拾い、草刈り及び除草活動を実施していた
だいた。

市内に居住する一人暮らし高齢者や障がい者世帯の除雪活動を
実施していただいた。

地震発生時に学校施設損傷状況のパトロールを実施していただ
いた。

展勝地にある立花頭首工から男山水位観測所までの区間の清掃
活動を実施していただいた。

地域行事に使用する物品をトラックにて運搬していただいた。

下堰幹線用水路敷草刈り及び清掃活動を実施していただいた。

市道北上駅鍛冶町線及び市道大天満大曲線の除草・清掃活動を
実施していただいた。

薄暮時のライト早め点灯を促す活動を行っていただいた。

和賀川河川敷の清掃活動を実施していただいた。
北上市立図書館雑誌スポンサー活動に協力していただいた。
交通安全対策などへ寄付していただいた。
工業団地の清掃活動を実施していただいた。

工場内で花苗を植栽し花いっぱい運動に協力していただいた。

多門院伊澤家住宅の草刈り、集草活動を実施していただいた。

和賀川流域の清掃活動を実施していただいた。
小学生や高校生を対象にOJTなどを実施していただいた。
絶滅危惧種ミナミメダカの保護活動に取組んでいただいた。

58 株式会社展勝地 中学校職業体験へ協力していただいた。
社会科授業の一環として工場見学を実施し、地元産業の魅力発
信に取り組んでいただいた。

大学生を対象に工場見学と自社の金型を囲んでの質疑応答を実
施し、カリキュラムに応用できる知識の習得に取り組んでいた
だいた。

高校生を対象に自動車部品の組付けや部品供給作業といった職
場体験を実施していただいた。

高校生や就職希望者向けに工場見学を実施実施していただい
た。

60
東北自然エネルギー株式会社北上事
業所

和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。

61 事業所周辺の美化活動のためゴミ拾いを実施していただいた。

62 LED街路灯20基を寄贈していただいた。

南部工業団地内の清掃活動を実施していただいた。
「白山の森」周辺で草刈り等を実施して自然環境保全活動を実
施していただいた。
北上市社会福祉協議会へ募金をいただいた。
会社周辺の清掃活動を実施していただいた。
社会福祉法人で製造した食品等を社内で販売いただいた。
会社周辺の市道に花を植栽したプランターを設置し、市道の美
化向上・緑化推進に取り組んでいただいた。

千田工業株式会社

TDK秋田株式会社北上工場

東北KAT株式会社

東北電カネットワーク株式会社花北
電カセンター
東北電力株式会社岩手県南営業所

トヨタ紡織東北株式会社
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新堰川水路敷の草刈及び清掃活動を実施していただいた。
会社周辺のゴミ拾いを実施していただいた。

人力や除雪機械を使用しての除雪作業を実施していただいた。

北上市立図書館雑誌スポンサー活動に協力していただいた。
幼稚園、保育園、こども園を対象に空間除菌脱臭機（ジアイー
ノ）を寄贈していただいた。

65 株式会社南部家敷
常盤台交番前道路の草取り、枯葉拾い、ゴミ拾いを実施してい
ただいた。

66
日本重化学工業株式会社南岩手事務
所

和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。

中学校の総合的な学習へ協力していただいた。
しらゆり植栽地の整備に協力していただいた。

68 花北生コン株式会社 和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。
中学生を対象に出前授業を実施していただいた。
高校生を対象に企業情報ガイダンスを実施していただいた。

後藤野工業団地、会社周辺のゴミ拾いを実施していただいた。

会社周辺、市道の草刈りを実施していただいた。
会社にある赤い羽根共同募金自動販売機の売り上げの1％を募金
していただいた。

学校敷地内の舗装道の補修や汚水桝の修繕をしていただいた。

横川目地内の高齢者宅の除雪作業を行っていただいた。

71
学校法人双葉学園ふたば認定こども
園双葉幼稚園

中学校の職業体験へ協力していただいた。

72 プチ・コレット 中学校の職業体験へ協力していただいた。
73 株式会社ホクセイ建設 交流センター駐車場を補修していただいた。

高齢者や身体障がい者世帯の除雪活動を実施していただいた。

北上川河川敷の清掃活動を実施していただいた。
新堰川水路敷の草刈り及び清掃活動を実施していただいた。
献血活動に協力していただいた。
下堰幹線用水路敷草刈及び清掃活動を実施していただいた。

市道北上駅鍛冶町線及び市道大天満大曲線の除草・清掃活動を
実施していただいた。
和賀川河川敷の清掃活動を実施していただいた。
常盤台交番前の道路の草刈り、清掃活動を実施していただい
た。

消防団協力事業所として協力いただいた。
花いっぱい運動に協力していただいた。
会社周辺の清掃活動に取組んでいただいた。
業務車両にAEDを搭載し、緊急時に備えていただいた。
公園内にある水回りの点検作業や水漏れ修繕、排水詰まり除去
のほか、公園内外の清掃活動を行っていただいた。

75 有限会社マルサ商会
資源ごみ常設ステーションの設置場所として会社敷地の一部を
市に提供していただいた。

南部電気工事株式会社

社会福祉法人博愛会八天の里

日立Astemoハイキャスト株式会社

株式会社フジネ建設

丸片機水工業株式会社
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いわてグルージャ盛岡の選手にも参加していただき、健康増進
の意識啓発を目的に北上市総合運動公園内でウォーキング活動
を実施していただいた。
ウォーキング参加者をいわてグルージャ盛岡のサッカー観戦に
無料招待していただいた。

Jリーグウォーキングに併せて、小型動物や猛禽類とふれあえる
ミニ動物園を開園していただいた。

地域活性化を目的とする「私の地元応援募金」を実施し、会社
の拠出金と社員からの募金を寄贈していただいた。

「私の地元応援募金」を実施し、市に体組成計を寄贈していた
だいた。

Jリーグウォーキングに併せて健康増進ブースを出展し、健康意
識の増進に取り組んでいただいた。

NPO法人に長縄跳びを寄贈していただいた。

近隣の事業所とも協力し、会社内で障がい者施設で製造したパ
ン販売を実施していただいた。

東京オリンピックの聖火リレーコースの清掃活動を実施してい
ただいた。

トリプルアニバーサリー事業に併せて、市にあじさいリースを
寄贈し、会社の入居するビルにおいてもあじさいリースの展示
を行い、事業の盛り上げに貢献していただいた。

トリプルアニバーサリー事業に併せて、営業活動で使用する封
筒にロゴシールを貼付けし、事業の盛り上げに貢献していただ
いた。

小学生を対象に、いわてグルージャ盛岡のコーチ・スタッフに
よるサッカー教室を開催していただいた。

市内芸能団体に寄付をいただいた。

77 社会福祉法人もくれい会立花保育園 中学校の職業体験へ協力していただいた。

78 屋台ラーメン 稲瀬町軽トラ市に駐車場を無償貸し出ししていただいた。
79 和賀川淡水漁業協同組合 和賀川河川敷の清掃活動に協力していただいた。
80 株式会社ワガスポ 中学校の職業体験及び総合的な学習へ協力していただいた。

明治安田生命保険相互会社岩手南支
社北上営業所
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