
＜継続賞＞
株式会社岩手ヤクルト工場
「きたかみヤクルトフェスティバルの開催」「工場見学受入れ」

協同組合江釣子ショッピングセンター
「古紙回収（リサイクル・エコ活動）」

＜功績賞＞
株式会社アイエムアイ
「道路清掃及び高齢者福祉施設ボランティア活動」

株式会社ジャパンセミコンダクター
「障がい者福祉施設による社内販売会の実施」
トヨタ紡織東北株式会社
「いわて北上マラソン大会運営支援」

＜感謝状＞
岩手建設工業株式会社
株式会社薄衣電解工業
株式会社小田島組グループ
北上興業株式会社
株式会社システムベース
東北電力株式会社花北営業所
パンチ工業株式会社北上工場
日立オートモティブシステムズハイキャスト株式会社
丸片機水工業株式会社
有限会社もりや

（敬称略）

主催：北上市 北上市協働推進市民会議
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功績賞

株式会社アイエムアイ

功績賞
受賞活動

「道路清掃及び高齢者福祉施設ボランティア活動」

その他の

活動内容

「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」

◎功績賞受賞活動：会社周辺道路の清掃活動

○活動の方法

  自社事業として実施しました。

○活動の内容

  地元自治会の高齢化や清掃活動への参加者不足を聞き、また、通勤時にゴミが散乱している

ことに気が付いたことが活動のきっかけです。

  会社周辺の歩道除雪、道路清掃、路肩の草刈りやごみ拾いを実施しました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 11 名が計 11 回、延べ 84 人が従事し、一輪車、スコップ、竹ぼうき、ゴミ袋、ゴ

ミばさみ、軍手を提供しました。

○どのような効果がありましたか？

  通行する人や自転車、自動車の安全確保と環境美化に貢献し、地域住民への感謝を表すこと

ができたと思います。

◎功績賞受賞活動：グループホームで草取り窓ふき作業

○活動の方法

  自社事業として実施しました。

ボランティア情報『ぼらんと（志援人）・きたかみ』メールマガジンを見て、ニーズを把握し、

実施しました。
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○活動の内容

  鬼柳町の高齢者福祉施設にて、施設周りの草取り・窓ふき清掃活動を実施しました。

作業の後は、施設の利用者さんが作ったフルーツポンチを食べ、交流を図りました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 8 名で従事しました。

○どのような効果がありましたか？

  施設の利用者さんが笑顔で喜んでいました。施設の担当者さまも「きれいになった」と大変

喜んでいました。

＜今後の抱負＞

今年度初めてボランティア情報『ぼらんと（志援人）・きたかみ』メールマガジンの情報を元

に地域貢献活動を実施しました。

今までは会社周辺の清掃活動が多かったですが、メールマガジンの情報をみるとこんなにもボ

ランティアを必要としている場所があるんだなと実感しました。

今後も地域貢献活動を元に、地域の方々と交流し協働のまちづくりに努めて参ります。

＜一言ＰＲ＞

当社は主として公共施設の電気設備工事を行っている会社です。

社是である「知行合一」（知＝真の認識、行＝道徳的実践）を掲げ、全従業員が一丸と

なって活動しております。

本事業に関してのお問い合わせは

  株式会社アイエムアイ

   電話０１９７－７７－４８１０ （ご担当者：工事部 佐藤 守）
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功績賞

株式会社ジャパンセミコンダクター

功績賞
受賞活動

「障がい者福祉施設による社内販売会の実施」

その他の

活動内容

「森の科学探検隊の開催」「未使用カレンダーの地元保育園への寄贈」「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」「地域とはじめる環境

報告会」「産直即売会」「インターシップ受入」「駐車場の貸出し」「施設見学」「見

学受入」「職場体験受入」「環境保護団体への寄付」

◎功績賞受賞活動：障がい者福祉施設による社内販売会の実施

〇活動の方法

  北上・西和賀地区障がい者福祉施設製品販売会、花隣遠共販会との協働で実施しました。

○活動の内容

  岩手県花巻保健福祉環境センターから、花巻・遠野地区の障がい者福祉施設である、花隣遠

共販会による、会社内での販売会開催の申し入れを受け、北上市に立地する企業として、北

上市内の障がい者福祉施設の販売会にも参画いただくことを岩手県に調整してもらい、

2011 年 7 月から月 1 回の頻度で平均 3 施設が販売会を開催しています。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 1 名が 12 回従事しました。

○どのような効果がありましたか？

・障がい者福祉施設の製品の販売促進並びに地産地消の定着。

・販売会を通じて、従業員が福祉施設の方と触れ合う機会や施設の方が製造した製品に触れ、

購入することで多様性のある社会への理解度が高まっていると考えています。
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◎活動２：森の科学探検隊の開催

〇活動の方法

  自社事業として実施しました。

○活動の内容

プロナチュナリストを講師に地元黒沢尻東小

学校の児童とその保護者（計２８名）が自然観

察や自然体験ゲームを通し地元の自然の美し

さ・大切さを学びました。

また、自然の触れ合い体験することで、児童の

好奇心・探求心を育み環境に対する意識を高め

ました。

○従事した人数、提供した物品等

従業員 6 名が 3 回従事しました。

○どのような効果がありましたか？

「身近にいる昆虫や植物を知ることができた」「親子で話をしながら自然を発見できた」と

いう感想をいただきました。

◎活動３：未使用カレンダーの地元保育園への寄贈

〇活動の方法

  自社事業として実施しました。

○活動の内容

企業間の年末訪問で頂戴するカレンダーや従業

員の個人宅のカレンダーで使い切れずにいた未

使用カレンダーを収集し、地元保育園に寄贈し、

活用いただいています。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員約 60 名がカレンダーの提供を行ないました。担当者 1 名が取り纏めに従事しました。

○どのような効果がありましたか？

  社内で使い切れずに捨てるしかない未使用カレンダーを地元保育園に寄贈することで、有効

に活用することが出来ました。保育園からも「助かります」と感謝の言葉を頂いております。

＜今後の抱負＞

現在、行なっている活動を今後も継続していきます。

＜一言ＰＲ＞

197３年に岩手東芝エレクトロニクス（株）として、この北上の地に設立し、2016 年 4 月

に（株）ジャパンセミコンダクターに生まれ変わりました。

（株）ジャパンセミコンダクターは、これからも創造力と製造力を世界に発信する半導体の生

産拠点として、地域の皆様とともに、新たな未来に向けて前進してまいります。

本事業に関してのお問い合わせは

  株式会社ジャパンセミコンダクター

   電話０１９７－７１－３００３ （ご担当者：総務部 岩手総務担当 小原 洋子）
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功績賞

トヨタ紡織東北株式会社

功績賞
受賞活動

「いわて北上マラソン大会運営支援」

その他の

活動内容

「『東日本大震災』被災者支援のコンサートおよびコンサート開催時の募金

活動」・「『フードバンク』食料寄贈」・「北上市内小学校へ教育用備品寄贈

（ipad）」

◎功績賞受賞活動：いわて北上マラソン大会運営支援

〇活動の方法

いわて北上マラソン実行委員会と協働で実施しました。

○活動の内容

・当社駐車場を上記大会にあわせて、参加者移動用バス

大会関係者の駐車場として提供しました

・給水所の設置・飲料の陳列・配布・片付け等の運営

ボランティアを派遣しました

○提供した物品・従事した人数等

・当社敷地を駐車場として提供（約３０台利用）

・従業員 18 人が従事しました

○どのような効果がありましたか？

・大会参加者・関係者の移動時の利便性向上

・円滑な大会の運営に寄与するとともに、参加者が

快適で安全に競技へ参加することができました

◎活動２：「東日本大震災」被災者支援のコンサートおよびコンサート開催時の募金活動

〇活動の方法

  夏油高原新緑まつり実行委員会と協働で実施しました。

○活動の内容

  市内で開催したコンサートに当社の軽音楽部が参加して

「東日本大震災」被災者支援の音楽活動および、会場内で

行った募金を日本赤十字へ寄贈しました。

○従事した人数、提供した物品等

・従業員 8 名が 3 回従事しました

・のべ 28,004 円の募金を寄贈しました

○どのような効果がありましたか？

  「東日本大震災」で被災にあった方々の生活支援が

できました。
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◎活動３：「フードバンク」食料寄贈

〇活動の方法

  暮らしの自立支援センターと協働で実施しました。

○活動の内容

  従業員から募集した食料品に加えて、当社で災害用に

備蓄していた非常用食料を「暮らしの自立支援センター」

で行っているフードバンク事業へ寄贈しました。

○従事した人数、提供した物品等

・従業員４名が 1 回従事しました

・米・乾物等のべ 10 ㎏

・災害用非常食カンパンセット・チョコチップ 660 食

○どのような効果がありましたか？

  生活困窮者への自立支援および生活の向上が図れました

◎活動４：北上市内小学校へ教育用備品寄贈（ipad）

〇活動の方法

  自社事業として実施しました。

○活動の内容

  北上市内のすべての小学校に教育用備品（ipad）を

寄贈しました。

○従事した人数、提供した物品等

・従業員 1 名が従事しました

・ipad17 台を寄贈しました

○どのような効果がありましたか？

   校外で行われる課外授業の際に ipad を活用することで

生徒への教育資料展開の向上が期待されます。

＜今後の抱負＞

  これからも、北上市に根差した企業として、地域と一体となったものづくりで地域の

  みなさまに愛される企業をめざして、社会貢献活動を続けて参ります。

＜一言ＰＲ＞

  弊社はデザイン性や快適性、安全性を兼ね備えたシートをはじめドアトリム・フェンダー

ライナーなど、新技術・新工法を駆使した世界トップレベルの自動車用内外装品を岩手から

全世界へお届けしています。

本事業に関してのお問い合わせは

  トヨタ紡織東北株式会社

  電話０１９７－６７－１１１１ （ご担当者：管理部 総務人事室 村上勝行）
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感謝状

岩手建設工業株式会社

活動

内容

「黒沢尻 2 区、3 区花いっぱい運動」「除雪ボランティア活動」「北上川河川敷の

清掃活動」「献血協力活動」「下堰幹線用水路敷の草刈及び清掃活動」「豪雨に伴う

放水路のパトロール」「豪雨に伴う国道のパトロール」「地元工業高校生徒への就業

体験学習支援」「林道の環境整備」「和賀川河川敷の清掃活動」

◎主な活動の紹介：黒沢尻 2 区、3 区花いっぱい運動

○活動の方法

  黒沢尻２区及び３区と連携して実施しました。

○活動の内容

  地元行政区の方々（黒沢尻２区及び３区の方々）と共に、市道舘曽山線沿線歩道部の花壇を利用

し、花いっぱい運動を実施させていただきました。活動内容は、花壇内の草取り、耕起、不足土補

給、花苗植付及び植付け後における水の補給を実施しました。

○従事した人数、提供した物品等

・花壇整備及び花苗植付は、従業員３８名が１回従事しました。

・花苗植付後の水の補給では、従業員３名が５回従事しました。

・４ｔダンプトラック１台、小型耕運機、軽トラック、水道水 200ℓ 程度を提供しました。

○どのような効果がありましたか？

   市道舘曽山線は沿岸地域への主要道路として交通量も多く、また他市町村や他県利用者も少なくな

い。沿線の花壇を華やかにすることで、「美しい北上市」をＰＲできたものと思っています。 また、

市道沿線を華やかにすることで、一般運転手の方々の心も和み交通安全の観点からも効果が期待で

きたものと考えています。

＜今後の抱負＞

弊社は北上市消防団協力事業所として認定をいただき、周

辺地域や市内の方々に対し、建設業ならではの地域貢献活動

を念頭に、建設業協会を中心とした活動や応援要請に対し積

極的に参加させていただいております。また、弊社が実施して

おります公共事業などにおいても、創意工夫の一環として、工

事個所周辺の地域貢献活動も積極的に実施させていただいて

おります。今後も建設業に従事する者として機動力を活かし

た地域貢献活動に携わってまいりたいと思っております。

＜一言ＰＲ＞

北上市を本拠地としている弊社は、1923 年創業以来 95 年目となります。これもひとえに皆様方の

ご理解ご協力の賜物であると感謝申し上げます。本年度は、岩手県県営工事優良工事表彰受賞、東北農

政局優良工事表彰受賞と弊社事業の取り組みに対し過分な評価をいただきました。今後も、これらの評

価に対し驕ることなく、地域と共に歩み、地域発展に微力ながら貢献できますよう努めてまいりたいと

思っています。

本事業に関してのお問い合わせは

  岩手建設工業株式会社

  電話０１９７－６５－1６１６ （ご担当者：取締役技術部長 菊池 則夫）
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感謝状

株式会社薄衣電解工業

活動内容

「地域団体等へのベッコウ飴の配布活動」「中学生・高校生の工場見学、イ

ンターンシップの受入」「スキーをこよなく愛する会への支援」「地域運動

会・地域お祭りの支援」「地域美化運動の実施」「献血活動」「近隣企業への

経営計画指南」

◎主な活動の紹介：地域団体等へのベッコウ飴の配布活動

〇活動の方法

  自社事業として実施しました。

○活動の内容

    ７年間継続実施している『ベッコウ飴』作りです。

飴作りを実演したり、出来た飴を皆さんに配布した

り、各種イベントでお子様・お年寄り向けにお渡し

する活動です。

    本年度は 5 回の中で 800 本以上お配りし、老若男

女皆様から笑顔をいただきました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 4～6 名が５回従事しました。

  飴作り用の専門台座及びキャラクターの押判、グラ

ニュー糖・割りばしなどの購入、出来上がった飴の

無料配布をしました。

○どのような効果がありましたか？

流行のキャラクターも 9 種類となり、子供向けの品

数も充実して来ました。

また年配の方々にも懐かしさから喜んで頂いてお

ります。

10 月に行われたテクノメッセでもお配りした所、

皆さんから「前にもお祭りでもらった。」などの声が

数多くかかり、大分認知されてきたのかなとの思い

でした(笑)

＜今後の抱負＞

  アメ作りも化学の世界です。 温度・膨張係数等アメを作る中では必要な知識です。

  近年は小中学校の工場見学も増えて来ましたので、その中でも化学の勉強として実演をしたい

と考えています。

＜一言ＰＲ＞

敬老会など人の集まる場をご紹介頂ければ、出来る限りアメをお届けしますので、お声を掛け

て頂きたく存じます。

本事業に関してのお問い合わせは

  株式会社薄衣電解工業

電話０１９７－６６－6161 （ご担当者：総務課長 八重樫晴貴）
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感謝状

株式会社小田島組グループ
活動

内容
「インターンシップ」「北上川流域一斉清掃活動」「和賀川河川敷清掃活動」

◎主な活動の紹介：インターンシップの受け入れ

○活動の方法

  自主事業として実施しました。

○活動の内容

  職業選択に必要なスキルを身に付けて欲しいために、5 日間のインターンシップを実施いた

しました。高校生 7 名がインターンシップに参加しました。

○従事した人数、提供した物品等

従業員 15 名が 5 回従事しました。

インターンシップに必要なヘルメット、トラチョッキを会社負担しました。

○どのような効果がありましたか？

  実際に現場体験することで、学校の学習と職業との結びつきを考えられる場を提供しました。

「一人一人が支え合いながら協力して仕事をしていて、社会に対しての不安や疑問が解消され

ました。」（インターンシップ生の感想文より）などこの体験から学んでいただきました。

＜今後の抱負＞

今後も継続して、雇用拡大や地元に根差した、地域貢献活動を実施してまいります。

＜一言ＰＲ＞

業務品質の向上とチームの深化をはかって、ご満足いただける仕事実現と社会育成に推進して

参ります。

岩手復興のフロントランナーとして地域貢献に力にも力を尽くしていく所存です。

本事業に関してのお問い合わせは

  株式会社小田島組グループ

  電話０１９７－７２－２１７６ （ご担当者：広報部 佐々木 崇）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

感謝状

北上興業株式会社

活動内容 排雪、道路整地、空家の解体

◎主な活動の紹介：排雪、道路整地、空家の解体

○活動の方法

  自社事業として実施しました。

○活動の内容

・自宅介護高齢者宅の玄関前駐車場を降雪ごと

に除雪、ローダーで排雪しました。

・久那斗神社道路及び駐車場を道路砂利を使っ

て整地整備しました。

・仙人区自治会区域内の空家 3 軒を解体処理し

ました。

○従事した人数、提供した物品等

除雪作業述べ 40 人、道路整備延べ 6 人、空家

撤去延べ 80 人が従事しました。

除雪ローダー、道路整備使用の砂利 200 ㎥、  

整地用ローダー、家財道具の処理費用を負担

しました。

○どのような効果がありましたか？

・介護車両及び緊急車両の駐車確保ができるよう

になりました。

・景観保持、不審者侵入防止に効果がありました。

・仙人山・久那斗神社登山道入口まで容易に通行でき、駐車場も確保できました。

＜今後の抱負＞

・和賀仙人地区の行事活動に参加し、地域密着型の企業を目指します。

＜一言ＰＲ＞

・地域貢献活動を行い、環境の良い明るい地域を目指します。

本事業に関してのお問い合わせは

  北上興業株式会社

   電話０１９７－７１―８０１０ （ご担当者：管理課 太田 繁）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

感謝状

株式会社システムベース

活動内容
「みちのく芸能まつり参加」「インターンシップ等の受入れ」「社員による会

社周辺の清掃活動」「献血協力」

◎主な活動の紹介：みちのく芸能まつり参加

○活動の方法

  北上市と協働で実施しました。

○活動の内容

  社員による北上みちのく芸能祭りの参加

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 80 人が参加しました。

32 年間継続しています。

○どのような効果がありましたか？

  地域貢献が充実できたと思います。

◎主な活動の紹介：インターンシップ等の受入れ

○活動の方法

  県内の高校との協働で実施しました。

○活動の内容

  高校生のインターンシップ受入れ

○従事した人数、提供した物品等

従業員 5 名が 11 回従事しました。

  昼食を提供しました。

○どのような効果がありましたか？

  地域貢献が充実できたと思います。

＜今後の抱負＞

清掃活動の回数を増やしたり、別にできる奉仕活動を模索して、実行していきたいと思います。

＜一言ＰＲ＞

少しでも地域の皆様のお役にたてればとの思いから、毎年 秋に行っている清掃活動や、北上

みちのく芸能まつりに社員一丸となって取り組んでおります。｢地域に密着した会社 システムベ

ース｣をめざしております。

本事業に関してのお問い合わせは

  株式会社システムベース

   電話０１９７－７１―１１１１ （ご担当者：管理部長 千田 三弘）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

感謝状

東北電力株式会社 花北営業所

活動内容
「北上市高齢者宅電気設備点検・清掃活動」

「北上駅前美化・清掃活動」

◎主な活動の紹介：北上市高齢者宅電気設備点検・清掃活動

○活動の方法

  北上市社会福祉協議会、民生委員、東北電力企業グループが協働で実施しました。

○活動の内容

  一人暮らし高齢者宅 17 世帯を訪問し、電気設備（分電盤）の点検と照明器具の清掃を行いま

した。

○従事した人数、提供した物品等

  東北電力企業グループ 18 人が従事しました。

○どのような効果がありましたか？

高い所にあり、手の届かない照明の清掃については、特に喜んでいただけたと感じています。

＜今後の抱負＞

  弊社は事業所ならびに従業員一人ひとりが地域社会の一員として、地域のお役に立てる活動を

継続してまいります。

＜一言ＰＲ＞

  私たちは、「より、そう、ちから。」のスローガンのもと、地域の皆さまの安全で快適な暮らし

の実現に向け、これからも東北電力企業グループ一丸となって、お客さまのご要望により沿い、

地域社会に寄り添いながら、「つくる・おくる・ともす」の各現場で使命を果たしていきます。

本事業に関してのお問い合わせは

  東北電力株式会社 花北営業所

  電話０１９７－６４－３９８４ （ご担当者：総務課 藤原 喜和）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

感謝状

パンチ工業株式会社 北上工場

活動内容

「きたかみ夏油高原ヒルクライム給水所ボランティア」「いわて北上マラソン

大会給水ボランティア」「チャレンジデー2017 参加」「工場周辺の沿道清掃」

「高校生インターシップ」「エコキャップ・ベルマーク・切手回収」「献血運

動」「赤い羽根募金活動」

◎主な活動の紹介： きたかみ夏油高原ヒルクライム給水所ボランティア

○活動の方法

  きたかみ夏油高原ヒルクライム実行委員会、北上市他と協働して実施しました。

○活動の内容

  従業員と家族が給水所運営のボランティアをしました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 4４名が従事しました。

○どのような効果がありましたか？

  当社風土委員会が中心となり、地域に貢献できるよう多くのボランティアを募り、従事できま

した。

◎主な活動の紹介： いわて北上マラソン大会給水ボランティア

○活動の方法

  いわて北上マラソン実行委員会、北上市他と協働して実施しま

した。

○活動の内容

  従業員と家族が給水所運営のボランティアをしました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 35 名が従事しました。

○どのような効果がありましたか？

  当社風土委員会が中心となり、地域に貢献できるよう多くのボ

ランティアを募り、従事できました。

＜今後の抱負＞

  パンチ工業は、社会の一員としての責任を自覚し、地域貢献活動をとおして、地域、社会

の発展に貢献します。

＜一言ＰＲ＞

  パンチ工業は、パンチスピリット（チャレンジ、創意工夫、自由闊達）をキーワードに

目標達成に向けまい進し、今まで以上に金型用部品で「世界のものづくり」に貢献することが

出来るよう社員一丸となって頑張ってまいります。

本事業に関してのお問い合わせは

  パンチ工業株式会社 北上工場

  電話０１９７－6８―3０８7 （ご担当者：北上人事総務課 菊地雄一）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

感謝状

日立オートモティブシステムズハイキャスト株式会社

活動内容

「女子バレーV・プレミアリーグの無料観戦招待」「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、市民パレードへの参加」「赤い羽根共

同募金自販機の設置」「工場見学の受入」「チャレンジデー参加」「インター

ンシップ受入」「講演会の実施」「市道の草刈り」

◎主な活動の紹介：女子バレー日本リーグ（V・プレミアリーグ）の無料観戦招待

○活動の方法

  自主事業で実施しました。

○活動の内容

近隣の小中学校（スポ少、クラブ活動）に対し、

日立のバレーボールチーム（日立リヴァーレ）の

日本リーグ（V・プレミアリーグ）の観戦ツアー

無料招待（90 名）を実施しました。

○従事した人数、提供した物品等

従業員３人が計２回従事しました。

大型バス、観戦チケット、お弁当、お菓子などを

提供しました。

○どのような効果がありましたか？

  日本最高峰の試合を観戦することで、今後の部活動等のスキルアップや意欲向上等に寄与で

きたものと考えております。

＜今後の抱負＞

  社会貢献の中でも、人財育成に繋がる

活動に貢献出来たことは非常に良かった

と考えております。今後も地域社会と

密着した学校教育への支援と社会貢献

に努めてまいります。

＜一言ＰＲ＞

  弊社は自動車用のエンジン機器やブレーキ製品を用途とした素形材（アルミダイカスト品）

の製造・販売を行っております。

「日立グループ」の一員として、企業理念である「人・クルマ・社会に新たな価値を創造し、

豊かな社会の実現に貢献する」ことを目指し、お客様にご満足いただける高品質で魅力あふ

れる素形材、製品を提供し、未来に向け、そして世界に向け、自動車部品事業の拡大と、新

技術・新工法の採用に積極的に取り組んでまいります。

本事業に関してのお問い合わせは

  日立オートモティブシステムズハイキャスト株式会社

電話０１９７－７１―７２１１ （ご担当者：業務管理部 担当部長 鈴木 司）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

感謝状

丸片機水工業株式会社

活動内容

「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」「会社周辺

道路、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」「愛の献血活動」「アドプト活動」

◎主な活動の紹介：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

○活動の方法

自社事業として実施しました。

○活動の内容

  丸片機水工業の創業記念日の７月 19 日に北上市役所公園緑地係のご賛同をいただき、弊社社

員 22 名により、常盤台、堤ケ丘、藤沢、さくら通り、上野町にある市内 9 か所の児童公園の

水廻り点検及び公園内・公園付近の清掃活動を行いました。

弊社の給水装置工事主任技術者が公園内に設置されている水道の蛇口のゆるみ等の軽微な

修理や確認作業を実施しました。また、参加者全員で公園内・周辺のゴミ拾いを行いました。

○従事した人数、提供した物品等

従業員 22 人が１回従事し、ゴミ袋、火ばさみ、

工具、ほうき、ちりとり、バケツ、タオルを提

供しました。

○どのような効果がありましたか？

  美しい環境づくりに効果がありました。

＜今後の抱負＞

おかげさまで丸片機水工業は本年度創業 45 周年の節目を迎えることができました。

ひとえに地域の皆様のお支えがあってのことと深く感謝しております。

弊社は「社会貢献・お客様満足・社員の幸せ」という基本方針を掲げて事業活動をしております。

昨年度は、北上市地域貢献活動認定企業に選んでいただき社員一同大きな励みとなりました。

今後とも環境保全や安全活動に積極的に取り組み、北上市の更なる発展や住みやすい地域社会

づくりに貢献する企業を目指してまいります。

＜一言ＰＲ＞

安心・快適な暮らしの御提案、水廻りのトラブルや新築・リフォーム工事からアフターメンテ

ナンスまで水廻りのことなら何でもお任せください。

専門スタッフがお客様のニーズに合わせたご提案、親切・丁寧な対応をさせていただきます。

本事業に関してのお問い合わせは

  丸片機水工業株式会社

   電話０１９７－6３―７７７４ （ご担当者：技術営業課 柏山 桂）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

感謝状

有限会社もりや

活動内容 使用済トナー等回収

◎主な活動の紹介：使用済トナー等回収

○活動の方法

  自主事業として実施しました。

○活動の内容

  使用済トナー、インクカートリッジ、

テプラテープの回収を実施しました。

  これまで 30 年間継続しています。

○従事した人数、提供した物品等

本店従業員４名が従事しました。

○どのような効果がありましたか？

  リサイクルに貢献しました。

＜今後の抱負＞

使用済トナー、インクカートリッジ、テプラテープの回収の他

オフィスの環境改善、レイアウト変更等、お客様のお役に立ちます。

＜一言ＰＲ＞

  事務用品・事務機器・オフィス家具でお客様のニーズに対応し

  地域社会に貢献していきたいと思います。

本事業に関してのお問い合わせは

  有限会社もりや

   電話０１９７－７７―２００４ （ご担当者：平賀 典子）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

継続賞

株式会社岩手ヤクルト工場

活動内容
「きたかみヤクルトフェスティバルの開催」
「工場見学受入れ」

◎継続賞受賞活動： きたかみヤクルトフェスティバルの開催

〇活動の方法

㈱アズ･シード(レントオール盛岡)、㈱盛岡 ClubChange、IGR

クリーンサービス、西北交通㈱、BELL WETHERS、岩崎鬼剣

舞スポーツ少年団、アンダーエイジ、盛岡さんさ踊り、ダンス

パフォーマンス(CONTROLLER)、BMX パフォーマンス(小笠

原様)、㈱ビーイング(にゃんごすたー)、相去鬼剣舞他と協働し

実施しました。

○活動の内容

  フェスティバルを通じて、地域住民とのふれあいを推進し、地域社会との融和を図るとともに、併

せて従業員と家族との親睦を深め、愛される工場づくりをめざすものであります。

平成 29 年度は地域住民に地域活動の発表の場を提供、また、北上市鬼の館に、模擬店の売り上げ

の一部から子ども鬼剣舞の衣装を寄付しました。（来場者数：H29 は 2,015 名）

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 129 名が従事しました。ヤクルト 400(試飲)を提供しました。

○どのような効果がありましたか？

  ヤクルト企業の PR、製品を安全・安心してご愛用頂けるよう衛生面に特に注意を払い、生産活動

を行っています。そのことをご理解して頂き、信頼性やヤクルトに対する興味を持って頂けた有意

義な活動ができたと思います。また、地域住民との融和も図れました。

◎継続賞受賞活動：工場見学受入れ

〇活動の方法

  岩手ヤクルト販売、各地旅行会社様と連携して実施しました。

○活動の内容

  各種団体及び個人に健康情報や各種情報を PR 室で説明、

DVD で視聴、工程見学などを行いました。

（工場見学者数：H29 は 16,904 名）

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 3 名が従事しました。ヤクルト 400(試飲)を提供しました。

○どのような効果がありましたか？

  お客様にヤクルトの説明や製造工程を見学していただくことにより、ヤクルトの知識を深めて

もらうことができました。

＜今後の抱負＞

地域のみなさまに愛されるヤクルトになれるよう努力していきます。

＜一言ＰＲ＞

  工場見学は月曜日～土曜日、祝日(日曜日、年末年始は休み)の 1 日 4 回実施しています。お気軽に

お問い合わせください。

本事業に関してのお問い合わせは

  株式会社岩手ヤクルト工場

   電話０１９７－７１－２８２８ （ご担当者：総務課 千田）



平成 2９年度 企業の地域貢献活動

継続賞

協同組合江釣子ショッピングセンター

活動内容 古紙回収（リサイクル・エコ活動）

◎継続賞受賞活動：古紙回収（リサイクル・エコ活動）

○活動の方法

①古紙：株式会社マルサと国際紙パルプ商事株式会社と協働して実施

②廃油：株式会社エヌ・エス・テックと協働して実施

③生ごみ：有限会社岩手環境事業センターと協働し実施。

○活動の内容

  ①古紙：古紙回収のためのボックスを設置し、地域住民から古紙を回収。古紙の重さによりポ

イントを付加。ポイントにより買物券を提供しています。

②廃油：廃油回収所を設置し、地域住民より無料で回収。廃油は BDF に精製。

③生ごみ：SC 内で発生した生ごみを分別回収し岩手環境事業センターにて有機肥料化される。

○どのような効果がありましたか？

  資源の有効活用ができ、北上市におけるゴミ回収・処理の軽減に寄与していると思います。

特に古紙回収はポイントを貯めながら楽しくエコ活動に参加できると思います。

＜今後の抱負＞

これからも、リサイクル活動を積極的に実施するとともに、地域の生活者の方の利便のためし

っかりと継続していきたい。

本事業に関してのお問い合わせは

  協同組合江釣子ショッピングセンター

電話０１９７－6５―２５１１ （担当者：総務課 村上伸）


