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(株)ケー・アイ・ケー
黒岩地区の祭りの運営手伝い、
花火大会後の清掃、北上南部工
業団地の清掃、北上川流域の清
掃活動

ケミコン岩手(株)
生物多様性保全活動・絶滅危惧
種北上川水系ミナミメダカの保
護活動、和賀川・工場周辺・竪
川目工業団地の清掃活動、和賀
川スワンプ自然再生作業、工場
周辺湧水の水質調査、工場周辺
の川の水生生物と水質調査、イ
ンターンシップ・工場見学の受
け入れ

互交産業(株)北上営業所
相去ふるさとまつりの支援

(株)コセガワ
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

(株)斎藤工務所
北上川および和賀川河川敷の清
掃活動、除草作業、除雪ボラン
ティア

(株)サステック東北
ごみ拾い、インターンシップの受
け入れ

(株)佐藤組

北上川流域一斉清掃活動、アド
プト活動、地域貢献活動、建設
業ふれあい事業、和賀川河川敷
清掃活動、インターンシップ・
職場体験の受け入れ

(有)佐藤四三室内
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供
サトーホールディングス(株)北上
Ｊ工場
献血の協力、交通安全シールの
寄贈、フードバンクボランティ
ア、クリーンボランティア、花
火大会後の清掃、国体・大会ボ
ランティア｢北上サポーターズ｣、
構内運動施設無料開放、工場周
辺歩道の清掃活動

(株)ジェイデバイス北上地区
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

(株)システムベース
清掃活動、北上みちのく芸能ま
つり参加、献血の協力、北上コ
ンピュータ・アカデミー運営協
力、雑誌スポンサー制度による
雑誌の提供
シチズン時計マニュファクチャ
リング(株)東北工場
工場周辺の清掃活動、献血の協
力、障がい者福祉施設製品の販売
の場所提供、産直販売の場所提
供、鬼っジョブ～北上おしごと
パーク2016、インターンシップ
の受け入れ、出前授業、工場見
学受け入れおよび腕時計組み立て
体験の開催、北上みちのく芸能ま
つり支援、緑の募金、赤い羽根募
金、エコキャップ、ありがと本、
歯ブラシボランティア

(有)柴田工務所
｢遊・YOU・入畑2016×柴田工
務所｣～産官学民連携による新
たな地域貢献事業の創出に向け
て～の開催

(株)ジャパンセミコンダクター
駐車場・体育館の貸し出し、市内
ボランティア清掃、献血の協力、
北上みちのく芸能まつり協賛、地
域とはじめる環境報告会、産直即
売会、障がい者福祉の販売会、カ
レンダー寄贈、インターンシッ
プ・施設見学・職場体験の受け入
れ、森の科学探検隊開催

しゅうブルーベリー園
保育園のブルーベリー摘み取り
体験

(株)昭和管工
黒沢尻23区内の市道の清掃

(株)水質研究所
地域道路清掃、インターンシッ
プの受け入れ、和賀川河川清掃

(株)スパット北上
国見山まつり・樺山まつり開催
準備作業ボランティア、自治協
議会活動用車両の寄付
スリーエムジャパンプロダクツ
(株)岩手事業所
北上市シニアペタンク大会への
協賛、夏休み子供科学実験館の
開催、インターンシップの受け
入れ、工場周辺の清掃活動

(株)西部開発農産
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

高善商店(有)
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

(有)高文電設
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

千田工業(株)
毎月の道路清掃、北上川・和賀
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、献血の協力、下堰幹線用水
路敷の除草および清掃活動、国
体おもてなしロード環境整備活
動、職場体験受け入れ、雑誌ス
ポンサー制度による雑誌の提供

(株)中央開発
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

TDK－MCC(株)北上工場
老人ホームの車椅子清掃活動、
除雪ボランティア、工業団地一
斉清掃、和賀川河川敷の清掃活
動、インターンシップの受け入
れ、北上みちのく芸能まつりへ
の参加、テーブル寄付、小学生・
中学生・高校生への環境教育、
献血の協力、生物多様性保全活
動・絶滅危惧種北上川水系ミナ
ミメダカの保護活動、特養施設
の清掃ボランティア

(有)照井工業
駐車場の無料開放

(株)東北イノアック北上工場
相去ふるさとまつりの支援

東北電力(株)花北営業所

北上地域ブルーベリーの会との
協働活動(カブトムシの幼虫プレ
ゼント、農地整備)、北上駅前　
美化・清掃活動、北上市高齢者
見守りネットワーク事業

トータルカーサポート丸片北上
相去ふるさとまつりの支援
(有)トータルリフォームサービス

雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

トヨタ紡織東北(株)

国体・大会運営支援、障がい者
社会福祉施設商品販売支援、花
いっぱい運動、白山の森保全活
動、北上みちのく芸能まつり運
営支援、白山神社例大祭支援、
産直出店者支援、相去ふるさと
まつりへの支援、南部工業団地
清掃、献血の協力、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 、 会 社 周 辺 清
掃活動、飲料空カンを福祉法人
へ寄贈、夏油高原ヒルクライム
スタッフ派遣、交通安全立哨活
動、みどりの募金活動、障がい
者社会福祉施設販売支援、｢花
いっぱい活動｣参加

南部電気工事(株)
インターンシップの受け入れ、
水路敷の除草・清掃活動、河川
敷の清掃活動、会社周辺・国体
開会式会場周辺の清掃、除雪ボ
ランティア、国体支援・ボラン
ティア、雑誌スポンサー制度に
よる雑誌の提供

(株)南部家敷
黒沢尻23区内の市道の清掃

日重建設(株)東北支社
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・使用済みインクカートリッ
ジ・トナーの回収

日総工産(株)北上事業所
国体への協賛

日本ハウスプランニング
黒沢尻23区内の市道の清掃

花北生コン(株)
清掃活動
馬場農園(クレアクロップス(株))
保育園のレタスの苗植えと収穫
体験
パルコホーム・(株)日盛ハウジン
グ

親子工作教室、無料映画上映会
｢ か み さ ま と や く そ く ｣ 、 青 柳
パーキング内｢きたかみ川｣イル
ミネーションの企画・支援、イ
ンターンシップの受け入れ、や
さか幼稚園キャンドルづくり

パンチ工業(株)北上工場
国体・大会ボランティア活動、
チャレンジデー 2016参加、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、
インターンシップの受け入れ、
エコキャップ運動、ベルマーク・
切手回収、献血の協力、花いっ
ぱい運動への参加、赤い羽根募
金活動
日立オートモティブシステムズ
ハイキャスト(株)
後藤野工業団地内の清掃、献血
の協力、北上みちのく芸能まつり
の協賛・市民パレードへの参加、
赤い羽根共同募金、自販機の設
置、工場見学の受け入れ、女子
バレー V・プレミアリーグの無
料観戦招待

(有)ヒラノ精機
黒沢尻23区内の市道の清掃

(株)北栄機工
相去ふるさとまつりの支援

(株)北洲
道路清掃

(株)ホクセイ建設
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供
(株)ホンダ四輪販売北・東北
HondaCars岩手北上北店
黒沢尻23区内の市道の清掃

(株)丸梅工業
除草作業・清掃活動(新堰川)、除
雪ボランティア、植樹桝内の除
草作業

丸片機水工業(株)
北上市花いっぱい運動の参加、
献血の協力、会社周辺道路清掃、
黒沢尻23区内の市道の清掃、業
務車両にAEDを搭載、アドプト
活動

(株)丸重
献血の協力、排水路清掃(大堰川支
線、下堰幹線用水路)、河川清掃

(有)水沢ボデー北上工場
相去ふるさとまつりの支援

(株)ミスズ工業岩手工場
献血の協力、クリーン活動
三菱製紙(株)北上事業本部兼北上
ハイテクペーパー (株)
北上川流域一斉清掃活動、｢北上
展勝地さくらまつり｣写真プリン
トサービス、体育館無料貸し出
し、点字カレンダー寄贈、工場
見学、森林を考える見学会、国
体ボランティア、ワクワクまち
なかプロジェクト事業で個店ポ
スター作成

(有)大和製作所
相去ふるさとまつりの支援

(株)ユアテック北上営業所
インターンシップ受け入れ、街
路灯の取付工事
(有)和賀中央サービスセンター

チャリティ活動、地域清掃活動
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市内で地域貢献に取り組む企業の皆さん"ありがとう"

企業が行う地域貢献活動
平成28年は、100企業で行った398件の活動情報をお寄せいただき
ました(平成28年１月～12月実施分)。

※市民や企業の皆さんからいただいた情報を基に、主な活動を掲載し
ています(非公表を除く)。詳しい内容は、市のホームページに掲載す
る予定です。

北上市地域貢献活動認証マーク

問い合わせ　地域づくり課　☎72-8300

(株)アイエムアイ
会社周辺道路の清掃活動、北上
みちのく芸能まつりの協賛、さ
くらホール芸術イルミネーショ
ンの協賛

(有)阿部マイカーセンター

黒沢尻23区内の市道の清掃

(株)アベヤス
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

(株)有田屋
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

(有)泉製作所
除草作業

岩手建設工業(株)

国体歓迎花いっぱい運動、北上
川・和賀川河川敷の清掃活動、献
血の協力、下堰幹線用水路敷の除
草作業・清掃活動、国体おもてな
しロード環境整備活動、豪雨に伴
う放水路・国道のパトロール、災
害情報伝達訓練、地元工業高校生
への就業体験学習支援

(一社)岩手県建設業協会北上支部
北上川・和賀川河川敷の清掃活
動、献血の協力、高校生のイン
ターンシップ受け入れ、下堰幹
線用水路アドプト活動、道路清
掃のボランティア

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、
理容ボランティア、植樹祭への
参加

(株)岩手ヤクルト工場

工場見学・インターンシップの受
け入れ、出前講座、工場周辺の清
掃活動、｢未来パスポートプログ
ラム｣への講師派遣、国体用情報
提供とモニュメント作成・駐車場
貸し出し、きたかみヤクルトフェ
スティバル・工作教室・クリスマ
スイベントの開催、雑誌スポン
サー制度による雑誌の提供

(株)ウエノ北上支店
黒沢尻23区内の市道の清掃

(株)薄衣電解工業

地域運動会でのべっこう飴の配布、
中学生・高校生の工場見学、イン
ターンシップの受け入れ、地域運
動会・祭りの支援、献血の協力、
スキーをこよなく愛する会への支
援、地域美化運動の実施、近隣企
業への経営計画指南

エクナ(株)
雑誌スポンサー制度による雑誌の
提供
協同組合江釣子ショッピングセン
ター
パル杯リトルリーグ野球大会・
パルイオン杯少年サッカー大会
の開催、市内幼稚園保育園クリ
スマスツリー作品展の開催

(株)エフメート
中学生職場体験の受け入れ、エ
コキャップ・ベルマーク・使用
済み切手回収運動、店舗周辺107
号沿線植栽活動

大江電機(株)北上営業所
黒沢尻23区内の市道の清掃

(株)小田島組グループ
職業選択スキルアップ講座の提供、
継続的雇用拡大を通じた地域貢献、
北上川流域一斉清掃活動、国体お
もてなしロード環境整備活動、イ
ンターンシップの受け入れ

小田島建設(株)

21世紀植樹の下刈り・枝払い、献
血の協力、除雪ボランティア、職
場体験の受け入れ(中学生・高校
生)、和賀川・北上川の河川清掃、
下堰幹線用水路の除草、市道山田
広表線の除草、国道107号の道路
清掃(会社周辺)、測量の体験学習、
建設業ふれあい事業(小学生)

(株)鬼柳
雑誌スポンサー制度による雑誌の
提供

(株)小原建設

河川敷清掃、献血の協力、排水
路清掃(大堰川支線、下堰幹線用
水路)、除草作業、災害パトロー
ル、小学生就業体験、河川清掃、
高校生就業体験

きたかみ行政書士事務所
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

北上工機(株)岩手工場
相去ふるさとまつりの支援
北上コンピュータ・アカデミー

青空市の開催
北上市水道工事業協同組合

和賀川河川清掃、市内広報活動
北上自動車学校

花いっぱい運動への協力・参加
職業訓練法人北上職業訓練協会

清掃活動

北上信用金庫
雑誌スポンサー制度による雑誌の
提供、北上みちのく芸能まつり市
民パレード参加、文化講演会、北
上信用金庫杯サッカー・ソフトテ
ニス大会の開催、しんきんマネー
スクール、野球部の野球教室、
いわて北上マラソン大会給水ボラ
ンティア、国体・大会ボランティ
ア｢北上サポーターズ｣、ゴルフ大
会、きたしん次世代経営塾、鬼っ
ジョブ～北上おしごとパーク、よ
いこのお絵かき大会、ビジネス
マッチ東北、地域起業家育成塾

北上信用金庫　大堤支店

北星荘夏祭り支援、全国春・秋
の交通安全運動の街頭指導、大
堤公園内ミズバショウ環境整備

北上信用金庫　北上駅前支店

北星荘夏祭り支援、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

北上信用金庫　常盤台支店

常盤台七夕祭りボランティア、
全国春・秋の交通安全運動の街
頭指導

北上信用金庫　東支店

全国春・秋の交通安全運動の街
頭指導、こども110番協賛、山の
神神社奉納祭大演芸会への参加

北上信用金庫　藤根支店

わがの里地域交流夏祭り手伝い、
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、全国
春・秋の交通安全運動街頭運動

北上信用金庫　本店
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・夏祭り歩行者天国
の支援、エコキャップ運動
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

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、特別養護老人ホームい
いとよ夏祭り手伝い

(公社)北上青年会議所
竹やぶの撤去、除草作業

(公財)北上市体育協会
職場体験の受け入れ

(一財)きたかみ地域振興財団
ふるさと雪っこまつりの支援

北上地区電気工事業協同組合
市 役 所 ヒ マ ラ ヤ 杉 へ の リ ボ ン
シャワー事業、市役所周辺道路
の清掃活動

北上調理師会
萩の江を訪問し昼食の提供

北上槌屋デカル(株)
白山神社例大祭、献血の協力、
北上みちのく芸能まつりへの寄
付、南部工業団地の道路・歩道
周辺の清掃、相去地区運動会・
相去ふるさとまつりの支援、エ
コキャップ運動

北上電工(株)
北 上 み ち の く 芸 能 ま つ り の 支
援、インターンシップの受け入
れ、リボンシャワーイルミネー
ションリボンの取り付け・撤去

北上都心開発(株)
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

北上西ロータリークラブ
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

北上ビルメン(株)
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

北上ロータリークラブ
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

北上和賀ロータリ－クラブ
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

(株)北日本銀行
各支店周辺市道の清掃

(株)北日本銀行北上支店
新穀町宵宮夏祭りの手伝い
キャタピラー東北(同)北上営業所
相去ふるさとまつりの支援

クイック(株)
新堰水辺公園内の倒木処理

くさのイン北上
雑誌スポンサー制度による雑誌
の提供

(有)蔵屋敷住設
除草作業
grosso Luce(グロッソルーチェ )

黒沢尻23区内の市道の清掃
(有)ケイアイファウム

農場周辺の除草作業、二子地区
の祭りの支援


