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継続賞

トヨタ紡織東北株式会社

受賞活動
「地域行事参加交流活動」
① 白山の森付近の環境・美観向上 ② 白山神社例大祭の運営支援

③ 相去地区農家の農産物販売支援 ④「相去ふるさとまつり」運営支援

◎継続賞受賞活動：地域行事参加交流活動

〇活動の方法

①③④相去地区自治協議会との協働により実施しました。

②白山神社例大祭実行委員会との協働により実施しました。

（活動日時・場所・人数等を事前に打合せて実施）

○活動の内容

①「白山の森」付近の市道沿線・調整池等の除草を実施しま

した。

②「白山神社例大祭」巡業来社時に食堂を昼食会場として場所を提供、協賛金を謹呈しました。

③自社で開催した「秋まつり」の際に地元農家へ参加依頼し、産直販売して頂くことで、相去

地区農家の農産物販売支援および秋まつり参加者の方々と交流することが出来ました

④相去ふるさとまつりに参加する小中学生の楽器を各学校から演奏会場まで、当社社員が自社

トラックで運搬しました。

○提供した物品・従事した人数等

①従業員 11 人で１回従事しました。

②従業員５人で１回従事し、昼食会場等を提供、協賛金を謹呈しました。

③販売場所を提供し、産直品を購入しました。

④従業員２人で１回従事し、トラック２台を提供しました。

○どのような効果がありましたか？

①白山の森付近の環境・美観向上、地元の自治協議会との交流推進。

②白山神社例大祭の運営支援、実行委員との交流推進。

③相去地区農家の農産物販売支援、対面販売による地元農家の方々との交流推進。

④相去ふるさとまつりの運営支援。

＜今後の抱負＞

  岩手県内や北上市内で行われる「ラグビーワールドカップ 2019」や「東京オリンピック

2020」のボランティア活動に参画をして、世界的なスポーツイベントの成功に向けて積極的

な支援を行って参ります。

＜一言ＰＲ＞

当社は「トヨタ紡織グループ」の一員として、トヨタ車のアクア・Ｃ－ＨＲに加えて昨年

10 月より、ヴィッツのシート・ドアトリム・フェンダーライナー等の自動車の内外装品を生

産しています。これからも「ものづくり」を通じて地域のみなさまと共に歩んで参ります。

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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継続賞

株式会社ユアテック 北上営業所

受賞活動 「街路灯の取付工事寄贈」

◎継続賞受賞活動：街路灯の取付工事寄贈

〇活動の方法

  東北電力花北電力センター（街路灯の提供）との協働で実施しています。

○活動の内容

  東北電力から北上市へ寄贈された街路灯の取付工事一式をユアテックが行うもので、北上市

への街路灯の取付工事寄贈は 1966 年から始まり、東日本大震災に伴う 3 年間の中断期間を

含めて 53 年目を迎えました。

設置数は今年度の寄贈を合わせ、909 基となりました。

○提供した物品・従事した人数等

  2 日間で延べ 14 名の作業員が従事し、取付に使用

する電線ケーブル等の材料を含む工事一式を寄贈し

ました。今年度は LED 防犯灯 20 基を設置しました。

○どのような効果がありましたか？

明るいまちづくりの推進に寄与できたと思います。

＜今後の抱負＞

  街路灯の取付けの他、黒沢尻工業高校生インターン

シップ（就業体験）受入れ、営業所周辺の清掃活動などもしており、来年度も引続き同様の活

動を続けたいと思います。

また、当社の特徴を活かしながら地域に貢献できる活動を、地域の方々を交えて意見交換を

して行きたいと思います。

＜一言ＰＲ＞

当社は、東北電力㈱の電力設備をはじめ、各種施設の電気設備・空調設備・給排水衛生設

備・情報通信設備といったライフラインの建設・維持・修繕を一括して担っており、ライフ

ラインのトータルサポーターとして、お客さまと地域の安心・安全・快適な環境づくりで地

域に貢献いたします。

当北上営業所は昨年１月、市内・村崎野から流通センターに移転しました。今後とも地域の

一員として所員一同、頑張ってまいります。

本事業に関してのお問い合わせは

  株式会社ユアテック 北上営業所

  電話０１９７－７６―４８４１ （ご担当者：所長 小原康洋）
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功績賞

株式会社薄衣電解工業

功績賞
受賞活動

「中学生・高校生の工場見学、インターンシップ・出前

授業の実施」

その他の

活動内容

「地域団体等へのベッコウ飴の配布活動」「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」

◎功績賞受賞活動：中学生・高校生の工場見学、インターンシップ・出前授業の実施

〇活動の方法

  市内中学校・高校、北上川流域ものづくりネットワークさま等と連携しました。

○活動の内容

平成の初めから実施している生徒・学生に

対する職場体験・インターンシップ・工場見

学を本年も行いました。

職場体験・インターンシップは中学校 3 校、

高等学校 1 校の計 4 校、工場見学は中学校

1 校（35 名）、高等学校 1 校（38 名）に

加えて花北法人会のセミナー（18 名）も来

社され、物づくりマイスターを中心として、

めっきの実験も含めて、楽しい見学会を社

員全員で対応しました。

また初めての試みとして黒沢尻工業専攻科

への出前授業も行いました。

今年も前年以上に学習資料を充実させ、皆

さんから『楽しい実習・見学でした』と喜ば

れました。

○従事した人数、提供した物品等

従業員 8～10 名が 7 回従事しました。

弊社保有の研究及び製造設備、社内工数の活

用、各種資料作りへの関連費用を提供しまし

た。また、出来上がっためっき品（目玉クリッ

プ）を記念品として贈呈しました。

○どのような効果がありましたか？

めっきに関する歴史や作業方法について座学及び実習で体験していただきました。特に被膜を  

析出させる金めっきの実験では、金属の色が変わるために皆さんビックリしながらも楽しそうな

様子でした。
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出前授業については、分かりやすい資料も作り行ないましたので、時間構成も含めて自己評価

としては『良く出来ました』と思っています。

◎活動２：地域団体等へのベッコウ飴の配布活動

〇活動の方法

自主事業として実施しました。

○活動の内容

9 年間継続実施している『ベッコウ飴』作り

です。飴作りの実演や、出来た飴を皆さんにお

配りするなど、各種イベントでお子様・お年寄

りの方々にお渡しする活動です。

○従事した人数、提供した物品等

従業員 4～6 名が 4 回従事しました。飴作

り用の専用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、出来上がった飴を無料配布しました。

○どのような効果がありましたか？

飴のキャラクターも 10 種類となり、子供向の品数もより充実してきました。

昨年まではお祭り・運動会を主にお配りしてきましたが、今年 9 月の敬老の日に里分の敬老

会からお声を掛けて頂きましたので、お年寄りと会出席者にお配りしたところ、皆様から喜んで

いただくことができました。

＜今後の抱負＞

学校関係の職場体験・インターンシップ・工場見学については、極力ものづくりの楽しさを感  

じてもらうべく時間割を考えて進めています。小学生の受入も可能ですのでご活用いただけれ

ばと思います。

＜一言ＰＲ＞

めっきはスマートフォンやパソコン、また自動車の安全センサーなど、いろいろな部品に施さ

れています。皆さんのご家庭にも薄衣電解工業でのめっき品が使われているかも知れませんね。

私たちの会社をもっともっと身近に感じて頂ければ幸いです。

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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功績賞

サトーホールディングス株式会社

功績賞
受賞活動

「新入学児童に対しての

交通安全シールの作成及び寄贈」

その他の

活動内容

「北上みちのく芸能まつり花火大会翌日の清掃活動」「事業所内での献血協

力」「フードバンクへの食料寄贈」「クリーンボランティア（市内清掃活動）」

「構内施設の無料開放」「事業所周辺歩道の清掃活動」

◎功績賞受賞活動：新入学児童に対しての交通安全シールの作成及び寄贈

〇活動の方法

自社事業として実施。（ラベル製造）

○活動の内容

平成 22 年から、児童の交通安全を目的にランドセルに貼る、光に反射するシールを新入学

児童に寄贈しています。9 年間で約 8,000 人の新入学児童に寄贈しました。

○従事した人数、提供した物品等

  毎年約９００枚のシール（10 万円相当）を寄贈しています。

○どのような効果がありましたか？

  新入学児童の交通安全に寄与できたと思います。
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◎活動２：北上みちのく芸能まつり花火大会翌日の清掃活動

〇活動の方法

  他企業、学校との協働で実施している。

○活動の内容

    花火大会翌日早朝、展勝地公園北上川周辺の清掃活動を 16 年間継続しています。今年度は

従業員と家族含めて 80 名以上が参加しました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員と家族約 80 名が 16 年間従事し、延べ 1,300 名が参加しました。

○どのような効果がありましたか？

  自分達が生活している街の美観の維持に貢献でき、自分達が参加しているんだという満足感

が得られました。

＜今後の抱負＞

新入学児童の交通事故防止への協力、地域清掃活動への参加協力、どちらも地域への貢献活

動として今後も継続していきたいと思います。

＜一言ＰＲ＞

サトーは北上市で操業を始めて 50 年になります。ハンドラベラー、バーコードプリンタ、ラベ

ル、IC タグの製造を行ってきました。「社会に貢献する」「世の中の役に立ちたい」という創業者の

志しを受け継ぎ製品を作り続けています。

北上市民の一員として地域社会との共生を目指して地域貢献活動を行っております。

本事業に関してのお問い合わせは

  サトーホールディングス株式会社

電話０１９７－６６－４３５８ （ご担当者：北上事業所 中嶋勝司）
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功績賞

特定非営利活動法人フォルダ

功績賞
受賞活動

「子育て世代への活動拠点の提供」

◎功績賞受賞活動：子育て世代への活動拠点の提供

〇活動の方法

  自主事業として実施しています。2011 年から 8 年間継続しています。

  

○活動の内容

  子育て世代家族が無料で活動できる拠点が必要だと感じていました。

「フォルダパーク」は朝 9 時から夜 9 時まで、大型遊具・フィットネス機器、憩いのスペー

スを用意し、どなたでも無料で提供しています。

○従事した人数、提供した物品等

従業員 5 人が 300 回従事しました。北上市の施設

をフォルダが家賃支払いして、市民に無料提供して

います。

大型遊具・小型遊具・ベッド・全面スポンジ床・フ

イットネス機器・血圧計・キーボード・絵本・雑誌・

テーブル・椅子を常設しています。
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○どのような効果がありましたか？

子育て中の保護者の情報交換の場となっています。

また、きたかみ赤ちゃんの駅ほっぺに登録しており、乳幼児を連れた保護者が、おむつ替えや

授乳などのために気軽に立ち寄ることができます。

＜今後の抱負＞

赤ちゃんから高齢者まで訪れています。もう少し市民の皆様の悩みや、やってみたい事を聞い

て、課題解決や実現するお手伝いを積極的に支援していきます。

＜一言ＰＲ＞

朝９時～夜９時まで、雨天や冬季も心配なく遊べたり、ゆったりしたり、交流できるフォルダ

パークです。どなたでも無料開放しているので是非お越しください。

本事業に関してのお問い合わせは

  特定非営利活動法人フォルダ

電話０１９７－７２－７０４８ （ご担当者：千田明菜）
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審査員特別賞

クレアクロップス株式会社

活動

内容
「農場見学、インターンシップの受け入れ、農場体験」

◎主な活動の紹介：

○活動の方法

自社事業として実施しました。

○活動の内容

北上市民や県外の学生などが農業を体験する

活動をしました。

この活動は平成 21 年から 9 年間継続してい

ます。

○従事した人数、提供した物品等

従業員 1 名が 5 回従事しました。

○どのような効果がありましたか？

  日々スーパーで買って食べているものがどの

ように作られているか知りたいというニーズを

感じました。

食の始まりである農業を見て体験することに

よって、食の大切さを感じてもらえたと思います。

＜今後の抱負＞

農業をもっと身近に感じていただくための活

動をこれからも実施していきたいと思っていま

す。そして、自分たちの地域のものを選んで、食

べてもらうことで、心も体も元気になると信じて

今後とも農業体験を続けていきます。

＜一言ＰＲ＞

大人は自分で食べるものを決めて食べるのが体当たり前のことですが、子供は自分で食べる

ものを選べません。我が社では、自分の子供の食事に気を使っていらっしゃる子育て世代の皆様

に喜んでいただける商品づくりを心掛けています。おいしい野菜をいつも届けられるように努

力し、食卓で話題になるような農園を目指してこれからも頑張っていきます。

本事業に関してのお問い合わせは

  クレアクロップス株式会社

  電話０１９７－７２－７８７９ （ご担当者：馬場 一輝）
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審査員特別賞

髙瀬塗装

活動

内容
「下川原児童公園遊具塗装工事」

◎活動の紹介：下川原児童公園遊具塗装工事

○活動の方法

  自社事業として実施しました。

○活動の内容

  学校および公園の遊具がさびていました。子どもが

さびのところに手を引っかけて切れてしまったことで

必要性を感じ、下川原児童公園の遊具のさびを落とし、

塗装しました。

  地区 72 世帯に希望の塗色についてのアンケートを

1 カ月間実施し、希望の多かった色を塗色しました。

子どもが色を自分で考えてくれて提出してくれたこと

が嬉しかったです。  

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 3 人が 5 日間従事しました。

  塗料、発電機、サンダーを提供しました。

○どのような効果がありましたか？

  ・子どもが公園でよく遊ぶ

・さびの発生による劣化を防ぐ

・けがをしにくくなる

＜今後の抱負＞

今回の活動をこのような形で表彰していただけたこと、大変うれしく思います。今後 5 年先

10 年先と子供達が安全に気持ち良く過ごせる環境作りをしていきたいです。地域全体で子供

達の健やかな成長を見守る北上市に、微力ではありますが、貢献できる活動を続けていければ

と思います。併せまして、今後とも地域の皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

＜一言ＰＲ＞

  主に、各ハウスメーカーの一般住宅やアパートなどを塗装させて頂いております。

安心、丁寧、安全を第一に考え、確かな施工をお約束します。

本事業に関してのお問い合わせは

  髙瀬塗装

  電話０１９７－６４－７３７２ （ご担当者：髙瀬 慎也）



平成３０年度 企業の地域貢献活動

感謝状

株式会社アイエムアイ

活動

内容

「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」「さくらホール芸術イルミネーションの支援」

◎主な活動の紹介：会社周辺道路の清掃活動、NPO 法人連携のボランティア活動

○活動の方法

  NPO 法人くちない、NPO 法人まちづくりクラブと連携

して実施しました。

○活動の内容

  ・会社周辺の歩道除雪、道路清掃、路肩草刈り、ゴミ拾

いをしました。

  ・NPO 法人連携の草刈り及び植木剪定、水路清掃、ゴ

ミ拾いをしました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 11名が計 1０回、延べ６１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

献しできたと思います。

＜今後の抱負＞

今後も清掃活動や各種イベントへの協賛等と通じて、微力ではありますが地域に対して貢献し

続けたいと考えております。

＜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。少人数ではありますが、経営

者の高い理念のもと、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 佐々木 正輝）



平成３０年度 企業の地域貢献活動

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」「中央幹線用水路のパトロール」「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」

◎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区の方々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。

・１ｔトラック 1 台、軽トラック 1 台×５回、水道水５，０００

ℓ、サルビア２５０株、マリーゴールド２５０株、アゲラタム

２５０株を提供しました。

○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路線です。道路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、道路沿線が華やかとなったことで、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市から認定をいただき、周辺地域や市民の方々に対し、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取り組

みを進めております。また、弊社が携わっている公共事業等においても創意工夫の一環として、事業

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います。

＜一言ＰＲ＞

北上市を拠点としている弊社は、今年で創業９６年となります。これもひとえに皆様方のご理解と

ご協力の賜物であると感謝申し上げます。今後も地域と共に歩み、地域発展に微力ながら貢献できま

すよう努めてまいります。

本事業に関してのお問い合わせは

  

  電話０１９７－６５－1６１６ （ご担当者：取締役技術部長 菊池 則夫）



平成３０年度 企業の地域貢献活動

感謝状

株式会社小田島組グループ
活動

内容
「インターンシップの受け入れ」「北上川流域一斉清掃活動」「道路清掃活動」

◎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、４日間のインターンシップを実施いたしまし

た。高校生４名がインターンシップに参加しまし

た。

  インターンシップの受け入れは平成 25 年から

6 年間継続しています。

○従事した人数、提供した物品等

従業員４名が４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？

  実際に現場で働くことで、安全への意識の向上、

異なる年齢の人と話す力を高めることができる場

を提供しました。「現場にはとても危険な事や場所

がある事が分かった」「現場では細心の注意を払わ

なければならない」（インターンシップ生の感想文

より）などの声があり、就職活動の軸が定まってい

ない学生にとって貴重な体験になったと思います。

＜今後の抱負＞

これからも社員満足、お客様満足を第一に考え工事を進めていきたいと思います。そして今後

も地域貢献活動としてインターンシップの受け入れや清掃活動などをしていきたいと思います。

＜一言ＰＲ＞

小田島組では社長と社員の価値観を共有するためにコミュニケーションを取れる場を強制的に

設けています。チーム活動や飲みニケーション、社長へのスピーチの他、社員教育として経営計

画書で全社員の意識の統一、社内外での研修があります。

業務のＩＴ化を積極的に取り入れ作業効率アップ、残業をしない・させない風土があるのも弊

社の特徴だと思います。

こういった活動を通してお互いに対する理解を深めています。

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３０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」「北上コンピュータ・アカデミーへの運営協力」

「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。

3３年間継続して延べ 2,640 人が参加しま

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。

◎主な活動の紹介：

北上コンピュータ・アカデミーへの運営協力

○活動の方法

  自社事業として実施しました。

○活動の内容

  卒業生を毎年講師派遣しています。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 1 人が 27 回従事しました。

○どのような効果がありましたか？

  学生に社会で働くとはどういうことなのか

を伝えられました。

＜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：管理部総務グループ 高橋恵子）



平成３０年度 企業の地域貢献活動

感謝状

株式会社ジャパンセミコンダクター

活動

内容

「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」「見学受入」「職

場体験受入」

◎主な活動の紹介：森の科学探検隊開催

○活動の内容

  プロナチュナリスト：佐々木洋氏を講師に迎え、和賀東小

学校といわさき小学校の児童とその保護者（計 19 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、自然に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るこ

とが出来ました。

○従事した人数、提供した物品等

・従業員５名が、下見を 2 回と本番の計３回活動に従事しま

した。

・小学校への募集案内チラシ、民俗村施設借用代（講義、荷

物置場、休憩場所として使用）、水分補給用の飲み物（熱中

症対策）など提供しました。

○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出来ました。普段は、

見過ごして気付かないことをたくさん気付けました。

  ・親子で話をしながら自然を発見できました。

  ・子供が好奇心を持ち積極的に活動を行ったことが感じられました。

  ・自然の美しさ、大切さ、面白さを感じました。

  ・参加者が北上市の自然の豊かさを再認識出来ました。

＜今後の抱負＞

次の世代を担う子どもたちが、自然体験を通じて自然の楽しさ、大切さを発見し、北上の自然や環境

を守っていくことを願い、継続して実施していきたいと思います。

＜一言ＰＲ＞

当社は、１９７３年に岩手東芝エレクトロニクスとして北上市で事業活動を開始。2016 年 4 月に

株式会社ジャパンセミコンダクターとして生まれ変わりました。

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

未来に向け前進していきます。

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）



平成３０年度 企業の地域貢献活動

感謝状

株式会社千葉匠建設

活動

内容

「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」

◎主な活動の紹介：北上川 河川敷・和賀川河川敷の清掃活動

○活動の方法

  岩手県建設業協会北上支部会員と連携して実施しました。

○活動の内容

  河川敷のごみ収集等の清掃をしました。

○従事した人数、提供した物品等

従業員３名が２回従事しました。

○どのような効果がありましたか？

   観光客又は、河川等の利用者（来訪者）が気持ちよく思える環境整備（美化）を行うことが出来ま

した。

＜今後の抱負＞

地域の建設企業は、地域経済を支える基幹産業として、

良質な社会資本整備の提供と雇用の維持・確保はもとより、

災害時における応急復旧活動・河川、道路等の清掃活動、

各種ふれあい活動による地域住民との交流など様々な社会

貢献活動を実践しています。今後も幅広い社会貢献活動を

国民（住民）・社会に広くアピールするとともに、公共事業

への理解を深める活動を展開して参りたいと思います。

＜一言ＰＲ＞

地元地域に根差して仕事をしている弊社では、地域の皆様との信頼関係づくりを大切にしておりま

す。地域住民・企業市民の一貫であるという意識を持ち、大切なコミュニケーションの一つとして積

極的に社会・地域貢献活動に取り組んでおります。

本事業に関してのお問い合わせは

  株式会社千葉匠建設

  電話０１９７－７３－５８０６ （ご担当者：総務 小原邦宏）



平成３０年度 企業の地域貢献活動

感謝状

TDK 秋田 株式会社 北上工場

活動

内容

「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」

「ミナミメダカの保護活動」「除雪ボランティア」「和賀川河川敷の清掃活動」

「北上みちのく芸能まつりへの参加」「高校生のインターンシップ受入」

「工業団地一斉清掃」「小・中・高校生への環境教育」「献血の協力」

◎主な活動の紹介：展勝地あじさい周辺の草刈り活動

○活動の方法

  北上あじさいの会さんとの協働で実施しました。

○活動の内容

  2018 年 6 月 16 日に、展勝地のあじさい周辺草刈り活動を

実施いたしました。北上あじさいの会の会員の高齢化が進み、

人手が不足しているということから昨年から継続して活動し

ており、今年も北上あじさいの会の皆さんと一緒にあじさい周

辺の草刈りやあじさいに巻き付いたツルなどの取り払い作業

を行いました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 10 名が 1 回従事しました。

○どのような効果がありましたか？

北上展勝地あじさい畑の美化に貢献できたと思います。

  北上あじさいの会の皆さんから「昨年から引き続き今年も力

をお借り出来てとても助かりました。」との言葉を頂きました。

市民からの感謝の声が、一番の励みです。

＜今後の抱負＞

ＴＤＫの日々の地域貢献活動が認められ、北上市福祉協議会ボランティア運営委員に任命さ

れました。今後は、ひとつの企業としてだけでなく、ボランティア運営委員の立場としても北

上市に貢献できるよう従業員一丸となって取り組みます。

＜一言ＰＲ＞

  ＴＤＫと一緒に地域貢献活動をしたい企業、団体がございましたら下記へご連絡をお願いし

ます。みんなで企画して楽しく地域貢献活動に参画しましょう！

本事業に関してのお問い合わせは

  TDK秋田株式会社 北上工場

  電話０１９７－７１－７６１１ （ご担当者：総務部 髙橋 裕治）



平成３０年度 企業の地域貢献活動

感謝状

パルコホーム・株式会社日盛ハウジング

活動

内容

「ふれあいミニ動物園」「やさか幼稚園キャンドルづくり」

「多目的ルームの貸し出し」「働く自動車（バックホー）操作体験」

◎主な活動の紹介：ふれあいミニ動物園

〇活動の方法

自主事業として実施しました。

○活動の内容

  小動物をレンタルして『ミニ動物園』

として地域の子供達に無償でふれあい、

生命の大切さを学んでもらいました。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員 8 名が 4 回従事しました。

○どのような効果がありましたか？

  子供達に普段あまり触れ合えないよう

な動物（ふくろう・ミニブタ・かめなど）

と親子で楽しんでもらいました。

＜今後の抱負＞

子育て世代の家づくりを応援するパルコホームは、地域の笑顔の源の一つ、子供たちの夢を叶

えるお手伝いをして参ります。岩手グルージャ盛岡と連携をし、少年サッカー大会の『パルコカ

ップ』開催や、音楽コンサートの『めざましクラシック』への協賛で文化振興を通じ、貢献して

まいります。    

＜一言ＰＲ＞

私たちパルコホームは、「家族の幸せ・地域の幸せ」という地域社会へ貢献することを目指し、

『ママと暮らしのオフィシャルパートナー』を掲げて参ります。

本事業に関してのお問い合わせは

  パルコホーム・株式会社日盛ハウジング

電話０１９７－６４－２５６６ （ご担当者：広報企画部 畠山 由美）



平成３０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」「市道の草刈り」「後藤野地区夏祭り協賛」

◎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（77

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、「素形材メーカーとして、高品質で魅力あふれる製品を、世界

に向け提供します。」を企業理念として、お客様にご満足いただけるよう、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 総務グループ 深堀久美）



平成３０年度 企業の地域貢献活動

感謝状

プラント工業株式会社

活動

内容
「小学校校庭側溝清掃（泥上げ）」

◎主な活動の紹介：小学校校庭側溝清掃（泥上げ）

○活動の方法

  黒沢尻北小学校 PTA と連携して実施しました。

○活動の内容

  北上市立黒沢尻北小学校 PTA 活動で 2 年に１回の校庭

周囲の側溝清掃に伴い弊社バックホウ、ダンプ、作業員

を派遣し協力しました。

  ※同校の校庭は水はけが悪く、約 2 年で側溝の殆どが

泥や砂で埋まってしまうため運動会前の恒例行事とな

っております。

○従事した人数、提供した物品等

  従業員６名が従事し、０．１ｍ３バックホウ 1 台、

２ｔダンプ 2 台を提供しました。

○どのような効果がありましたか？

  PTA 会員では重労働な側溝蓋をバックホウにより取

外し、ダンプによる土砂の運搬により作業時間の短縮

と省力化につながりました。

＜今後の抱負＞

近年、少子高齢化に伴い全国的にも北上市においても児童数が減少しております。これからの

時代を担う子供達は地域の「宝」です。弊社は今後も建設業ながら子供達の「安全」「安心」な

環境作りに微力ながら寄与して参りたいと考えております。

＜一言ＰＲ＞

弊社は昭和53年に社名の通り「プラント設備」を主とする工場、浄水施設、下水処理施設の

配管及び機械器具設置工事業者として創業し今年で41年目となります。現在も当時の技術を培

いながら近隣市町村の上下水道指定工事店となり生活に欠かせないライフラインの工事も行っ

ております。

これからも地域から必要とされる企業を目指して参りたいと考えております。

本事業に関してのお問い合わせは

  プラント工業株式会社

   電話０１９７－６６－４０８５ （ご担当者：気仙 由美子）



平成３０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

「北上市北鬼柳地内、商業施設付近の歩道の清掃活動」「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」「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」「アドプ

ト活動」「愛の献血活動」

◎主な活動の紹介：北上市北鬼柳地内、商業施設付近の歩道の清掃活動

○活動の方法

自社の社会的責任活動として、社員が作業を実施しました。

○活動の内容

丸片機水工業の創業記念日に、昨年から社員全員で市

内児童公園の水廻り点検や清掃活動を行っております。

活動を行った場所は弊社が岩手中部水道企業団様から

請け負った水道工事の区間約 780m の歩道です。子会

社を含めて約 30 人が 3 班に分かれてゴミ拾いと草取

りを行いました。

○従事した人数、提供した物品等

従業員３０人が半日間、活動に従事しました。ゴミ袋、

火ばさみ、軍手を提供しました。

○どのような効果がありましたか？

  ・環境美化、住み良いまちづくりに貢献することができました。

  ・市民の環境保全意識やボランティア活動への参加意欲を高めることができました。

・社員のボランティアに対する意識を図ることができました。

・地域に対する感謝の気持ちを形にすることができました。

＜今後の抱負＞

皆様には、いつも丸片機水工業をご愛顧いただきありがとうございます。

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、

また、社員一人一人が十分に地域貢献の大切さを理解し、会社として継続的に社会貢献活動に

取り組んでおります。

これからも地域に根ざした社会貢献を社員一致協力しながら取り組んでまいります。

＜一言ＰＲ＞

弊社は常にお客様の立場に立ち、ご希望に添うため、お客様とお打ち合わせを重ねて、安心・

快適な暮らしのご提案が出来るように心掛けております。

高い技術を有した専門のスタッフが丁寧に作業を行い、安全作業を徹底しております。

また、給排水の指定店としても幅広く認可を受けておりますので、お住まいのトラブルでお困

りの時はお気軽にご相談ください。

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）


