
第１３回第１３回
協働のまちづくり協働のまちづくり
フォーラムフォーラム

＜次第＞
○主催者あいさつ

○基調講演：
『なぜ仕事をするのか』から始まる働き方改革

～新型コロナの先の未来につながる働き方と社会貢献～

講師：河崎保徳さん （ロート製薬株式会社 人事総務部長）

プロフィール：1960年、大阪府生まれ。生命保険会社を経て、1986年に「ロート製薬」入社。商品企画部長、営業部
長、営業企画部長を歴任。東日本大震災後、震災復興支援室長として震災復興に尽力。遺児の奨学金
「みちのく未来基金」の立ち上げや産業・コミュニティ支援、地域と企業の連携による地域課題解決にも
取り組む。広報・CSV推進部長就任後、社内全体の働き方改革の推進の他、新CI（コーポレートアイデ
ンティティ）の制定や、健康を軸にした地域連携、新規事業開発などに従事。

○協働のまちづくりフォーラム表彰式
●令和2年度北上市地域貢献活動企業褒賞 表彰式 表彰される企業・団体の皆さま（敬称略・順不同）●令和2年度北上市地域貢献活動企業褒賞 表彰式 表彰される企業・団体の皆さま（敬称略・順不同）

●北上市消防団協力事業所市長表彰表彰式 表彰される企業・団体の皆さま（敬称略・順不同）

2021年5月17日（月）14：00～15：30
主催： 北上市 北上市・北上市協働推進市民会議

株式会社小原建設
小田島建設株式会社
千田工業株式会社
株式会社小田島組
岩手建設工業株式会社
旭ボーリング株式会社
株式会社佐藤組

シオノギファーマ株式会社 金ヶ崎工場
株式会社後藤製作所
北上信用金庫
株式会社丸重
花巻農業協同組合北上支店
株式会社東北佐竹製作所

＜功績継続賞＞
岩手県理容生活衛生同業組合北上支部
丸片機水工業株式会社
株式会社薄衣電解工業

＜功績賞＞
一般社団法人岩手県建設業協会北上支部青年部会
東北KAT株式会社
北上和賀ロータリークラブ
明治安田生命保険相互会社岩手南支社北上営業所

＜審査員特別賞＞
有限会社菊池工業

＜感謝状＞
株式会社アイエムアイ
株式会社岩手銀行
株式会社小田島組
株式会社ダイナム岩手北上店
株式会社東北イノアック北上工場
株式会社ユアテック 北上営業所
協同組合江釣子ショッピングセンター
クレアクロップス株式会社
日本たばこ産業株式会社 北上支店
パルコホーム・株式会社日盛ハウジング
日立Astemo ハイキャスト株式会社
有限会社東北ミネラル産業
北上電工株式会社



 

 

 

○目的 

「北上市地域貢献活動企業褒賞」とは、市内企業の皆さまの「地域貢献活動」を多くの市民に知ってい

ただくとともに、市民みんなで、その感謝を伝えるものです。 

 

○対象となる地域貢献活動は 

 地域貢献活動とは、「地域社会の活性化」や「地域課題の解決」に貢献することで、地域に実質的な

効果が生じる活動を表します。自主的にサービスを提供する場合や他団体と連携する場合など方法は

様々です。また、この他の条件として、市内に事業所がある企業が行った活動であること、過去 1 年間

に市内で行われた活動が（活動の規模の大小は関係ありません）対象となります。   

 

○審査方法 

 審査は、北上市と北上市協働推進市民会議が合同で実施します。 

審査基準は 「貢献性」「効果性」「公益性」「必要性」「継続性」「協働性」の６項目です。 

 

○褒賞活動の内容 

 この６項目を総合的に判断し、特に優れた活動に「功績賞」が授与されま

す。受賞された企業の皆さんには、パネルを贈呈するとともに、右の認証マ

ークを広報や名刺等にご利用いただけます。 

●功績継続賞 

 ５年前に功績賞を受賞した活動をその後５年間継続している企業に授与されます。 

●功績賞 

 功績賞にエントリーのあった活動のうち、特に優れた活動と認められたものに授与されます。 

●審査員特別賞 

 功績賞にエントリーがあった企業から、新しい手法や視点に基づき行われた活動に授与されます。 

●感謝状 

 地域貢献活動を積極的に実施し、功績賞にエントリーをいただいた企業に授与されます。 

 

○今年度受賞の皆さま（敬称略・順不同） 

＜功績継続賞＞ 

岩手県理容生活衛生同業組合北上支部 

丸片機水工業株式会社 

株式会社薄衣電解工業 

 

＜功績賞＞ 

一般社団法人岩手県建設業協会北上支部青年部会 

東北 KAT 株式会社 

北上和賀ロータリークラブ 

明治安田生命保険相互会社岩手南支社北上営業所 

 

＜審査員特別賞＞ 

有限会社菊池工業 

＜感謝状＞ 

株式会社アイエムアイ 

株式会社岩手銀行 

株式会社小田島組 

株式会社ダイナム岩手北上店 

株式会社東北イノアック北上工場 

株式会社ユアテック 北上営業所 

協同組合江釣子ショッピングセンター 

クレアクロップス株式会社 

日本たばこ産業株式会社 北上支店 

パルコホーム・株式会社日盛ハウジング 

日立 Astemo ハイキャスト株式会社 

有限会社東北ミネラル産業 

北上電工株式会社 

 

○お問い合わせ等 

北上市まちづくり部地域づくり課地域協働係 TEL：0197-72-8299 

北上市地域貢献活動企業褒賞 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 継続賞  

岩手県理容生活衛生同業組合 北上支部 

受賞活動 「展勝地周辺の清掃ボランティア」 

◎継続賞受賞活動：展勝地周辺の清掃ボランティア 

〇活動の方法 

一昨年まで岩手河川国道事務所主催の「北上川流域一斉清掃活動」に賛同し、23 年間実施。

昨年はコロナ禍のため中止に、令和 3 年度は実施予定。 

○活動の内容 

展勝地の桜まつりを見に来られる観光客のために、毎年、4 月第 2月曜日の 8 時から北上川

のレストハウス～珊瑚橋までの左岸の清掃を実施。特に、川の漂流物を除去しています。  

取り組みのきっかけは、前支部長が花見に訪れた際、空き缶やビン、タイヤやバッテリーな

どの不法投棄ゴミがたくさんあったことから、組合でゴミ拾いをすることを思い立ちました。 

日頃、お世話になっている地域に恩返しがしたいという思いで皆に呼びかけ、活動が始まりま

した。  

○提供した物品・従事した人数等 

  各自持参の道具類はありますが、河川国道事務所水沢出張所より、参加人数分の軍手とビ

ニール袋の提供は毎年いただいており、回収したゴミ類は分別をし、河川事務所指定の業者さ

んに引き取りをお願いしております。35～25人×23 年≒700人（述べ人数） 

○どのような効果がありましたか？ 

  清掃活動を始めた当時は、軽トラで山

盛り1台ほどの不法投棄ゴミがありまし

たが、今は様々な団体が展勝地の清掃活

動を行っているため、北上川の景観はと

てもよくなったと感じます。特に、舟の

上から見ると、きれいな川になったなあ

と実感します。  

  私たちは楽しみながら清掃活動をして

います。 

＜今後の抱負＞ 

  展勝地に来てくれるお客様に、きれい

な景観を楽しんでいただけることに喜び

を感じながら、これからも活動を続けていきたいと考えております。 

＜一言ＰＲ＞ 

  新型コロナウイルス感染防止対策取組店のステッカー・衛生順守の理容組合北上支部への加

入、そしてご来店をよろしくお願いいたします。若い人達へ、お客様に“癒しと喜び”を与え

る技術・職業です。将来の職業にしてみませんか？ 

本事業に関してのお問い合わせは 

  岩手県理容生活衛生同業組合 北上支部 

  電話０１９７－６3－６７１2 （担当者：支部長 鈴木久明） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 継続賞  

丸片機水工業株式会社 

受賞活動 「北上市花いっぱい運動」 

その他の 

活動内容 

「会社周辺道路清掃」「業務車両に AED 搭載」 

「市内児童公園の水回り点検及び公園内、公園付近の清掃活動」 

 

◎継続賞受賞活動：北上市花いっぱい運動 

〇活動の方法 

 北上市花いっぱい運動推進協議会との協働で実施しました。 

○活動の内容 

社屋前の国道４号線の歩道花壇にサルビア・マリーゴールドの花苗を 450 本植栽しました。 

花植え後は、水やり当番を決めて毎日水やりをしました。また、草取り、追肥を行い花壇整備

に努めました。 

  この活動は、平成１８年から継続しており、今年度は、職場花壇の部「優秀賞」を受賞しま

した。 

○提供した物品・従事した人数等 

 従業員 26 名が４回、活動に従事しました。耕運機、移植ベラ、ゴム手袋、ビニール袋、水

巻ホースを提供しました。 

○どのような効果がありましたか？ 

会社近隣の方や国道 4号線を利用する方々に憩いをお届けすることができました。 

 

＜今後の抱負＞ 

初の継続賞ありがとうございます。 

社員一同大変嬉しく思っております。 

花いっぱい運動や地域清掃活動等のボラン  

ティア活動と交通安全活動を通じて社会貢 

献を継続して本業以外でも地域社会から必 

要とされる企業づくりを行ってまいります。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

丸片機水工業は主に各種建物の空調設備、給排水設備の設計施工を行っています。また、常

にお客様の生活環境に安心と快適性をお届けしてまいりたいと考え、上記設備の修理・保守点

検、アフターメンテナンスを承っております。 

お困りごとがございましたら、信頼できる専門技術者がいる丸片機水工業へお問い合わせく

ださい。 

  

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  丸片機水工業株式会社 

  電話０１９７－６3―７７７４ （担当者：主任 柏山 桂） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 継続賞  

株式会社薄衣電解工業 

受賞活動 「工場見学・出前授業・インターンシップの実施」 

その他の 

活動内容 
「『(北上川流域ものづくりＮＷ）ものづくり体験教室 in 工場』の実施」 

◎継続賞受賞活動：小中高生 工場見学の実施 

〇活動の方法 

市内外の小中学校・高校、北上川流域ものづくり

ネットワークさまと連携しました。 

 

○活動の内容 

 合計 13 校が工場見学に訪れました。 

児童、生徒へ『会社とは、仕事とは』について説

明をしました。また、クリップ、スプーン、葉っぱ

など身近な物を利用した『めっき体験』を実施しま

した。めっきについての知識習得し、実践を通じて、

理科の楽しみ方を味わっていただけたと思います。 

 

○提供した物品・従事した人数等 

・従業員８～10 名が 13 回従事しました。 

・めっき体験などに金めっきの実施(都度つど 2万円程度) 

 

○どのような効果がありましたか？ 

 ・場内を見学して頂く事で、社員も場内をキレイにまた安全にすることを全員で心掛けるように

なりました。 

・子供たちの素朴な質問から、我々日頃の業務における『更なる向上』のための良い勉強になり

ました。 

   

◎継続賞受賞活動：中高生への出前授業の実施 

〇活動の方法 

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

 

○活動の内容 

 合計２校で出前授業を実施しました。 

 中学生には『働く意義』や『めっき』について、専攻科生には、めっきを通じて働く中での『生

産効率・改善』など生産技術的な内容を含めてお話しし、理解を得ることが出来ました。 

 

○提供した物品・従事した人数等 

・従業員３～４名が 2回従事しました。 

・めっき体験などに金めっきの実施(都度つど 2万円程度) 

 

○どのような効果がありましたか？ 

  『ものづくり』の楽しさ・魅力を少しでも伝えることが、若者たちの地元就職への判断にもな 

るかと思い、微力ながら PR 活動に寄与できたと考えます。 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

◎継続賞受賞活動：高校生のインターンシップの実施  

〇活動の方法 

 市内高校、北上川流域ものづくりネットワークさま

と連携しました。 

 

○活動の内容 

市内の高校 3 名を対象に、5 日間、インターンシッ

プを実施しました。 

 

○提供した物品・従事した人数等 

従業員１０名が従事しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

  めっきを通じて働く中での楽しみや、工業系生徒として『生産効率・改善』など生産技術的な 

内容も含めてお話しし、ものづくりの理解を得ることが出来ました。 

 

 

◎その他の活動： 『(北上川流域ものづくりＮＷ）ものづくり体験教室 in 工場』の実施 

〇活動の方法 

 北上川流域ものづくりネットワークさまと連携しました。 

 

○活動の内容 

 地元小学生及び保護者さまに、めっきの説明をし 

た後、葉っぱへの金めっきに挑戦して頂きました。

保護者様含めて皆さん楽しんで頂けました。 

 

○提供した物品・従事した人数等 

従業員 8 名が従事しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

  葉っぱの葉脈作りから金めっきに至るまで、皆さ

ん一生懸命に製作し、最後はめっきの魅力について

も楽しく分かって頂けたものと思っています。 

 

＜今後の抱負＞ 

  地元企業として、まためっき業界としての紹介のため、小中高生の工場見学、出前授業及び 

インターンシップなど、学校関連行事を積極的に実施させていただいております。これらを行う

ことで若者の県外流出を少しでも防ぎ、北上地域に就職して頂けるよう、これからも地元企業の

魅力など、PR に努めて行きたいと思っています。 

 

＜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しれませんね。 

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。これからも活動を継続的にして、

「物づくりの楽しさ」や「働くことの意義」などを 地域の皆様にお伝えしていきたいと思って

います。 
 

 

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） 

 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 功績賞  

一般社団法人岩手県建設業協会 北上支部 青年部会 

功績賞 
受賞活動 

「測量実技講習会」「就職模擬面接指導」 

 

◎功績賞受賞活動：測量実技講習会 

〇活動の方法 

市内高校と連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

建設工事の基本である測量を、最新の機器を使用して測量体験を実施しました。指導は実際

の工事現場に従事している技術者が行いました。 

この活動は「学校の授業で測量機器レベルを扱っていたが、実際に就職すると最新の機器を

使用している場合が多く、見たことも触れたこともないというギャップがある。」と学校側から

相談を受けたことをきっかけに取り組み始めたもので、20 年以上継続されています。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

青年部２２名が従事し、測量機器（光波）１０台、かけや等を提供しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

青年部企業から実際に工事現場に従事している技術者が参加。使用している最新の測量機器 

を持ち寄ってもらい、青年部で用意した課題テキストに則って測量を行い、丁張設置確認方法 

や普段経験できない機器を使用することができます。 

来年度以降は、アイコンストラクション（ＩＣＴ）にも対応した講習会を計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

◎功績賞受賞活動：就職模擬面接指導 

〇活動の方法 

市内高校と連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

市内高校の就職希望者を対象に模擬面接指導を行っています。「就職に際しては、企業の採用

担当者と必ず面接を行うことになる。普段から実際に採用面接を行っている青年部の担当者か

らの模擬面接と指導をしてほしい。」と学校側から相談を受けたことをきっかけに取り組み始め

たもので、約 10 年間継続して実施しています。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

青年部７名が従事しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

  普段から実際に採用面接を行っている青年部の担当者が模擬面接と指導を行うことで、緊張

感のある本番さながらの面接を行っています。面接後には、講評と改善事項を１人ずつ行うこ

とで各人の指摘、是正ポイントが明確になると思います。 

 

＜今後の抱負＞ 

 出来るだけ地元企業に就職して、魅力あるまち、魅力ある産業になるよう協働していきたい

です。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

  建設業は私たちの生活の基盤を支える重要な産業の一つです。岩手県建設業協会北上支部青

年部はその担い手の確保、育成活動を積極的に行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  一般社団法人岩手県建設業協会北上支部青年部会 

電話 ０１９７-６７-５５５５（㈱佐藤組） （ご担当者：事務長 佐藤 寛） 
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 功績賞  

東北 KAT 株式会社 

功績賞 
受賞活動 

「工場見学、インターンシップ受け入れ」 

 

◎功績賞受賞活動：工場見学の受け入れ 

〇活動の方法 

 市内外の小学校・高校、岩手大学 金型技術研究センターと連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

市内外の小学校・高校、岩手大学 金型技術研究センターの工場見学を受け入れました。 

 

小学生…コロナ禍の影響で社会科見学先がなかなか 

見つからないとご相談を受け、ぜひ力になりたいと 

思い受け入れしました。自動車部品製造の様子や 

食堂見学を通して仕事の流れや会社の雰囲気を 

知っていただけました。 

 

高校生…社会科見学先を探している旨、ご連絡を 

受け、進路選択の一助となればと思い受け入れ 

しました。作業者の動きの見学、また質疑応答を 

通して、働くことについて実感し考える機会を 

提供できました。 

 

大学院生…実習プログラムの一環で、金型を実物で 

学び、知識を深めたいとご連絡を受け、ぜひ力に 

なりたいと思い受け入れしました。実物の金型に 

触れながら学生へ知識提供できました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

 受け入れ対応に従業員 3～4 名が従事しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

 小学生…“わかりやすい”をテーマに実際に使っている樹脂の材料を手に取ったり、生産工程

をたい焼き作りに例えてプレゼンしたことで、自動車により親しみを持っていただけました。 

 

高校生…会社の PR を通して進路選択の視野を広げていただけたと思います。 

  

大学院生…実物の金型を前に活発な質疑応答と意見交換をし、知識を深めていただけました。 
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◎功績賞受賞活動：インターンシップの受け入れ 

〇活動の方法 

 市内外の高校・支援学校と連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

 市内外の学校からインターンシップのご相談があり、 

力になれればと思い受け入れを始めました。 

この活動は 11 年継続しています。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

 従業員 5名が従事しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

実際に自動車に取り付けられる部品を手に取って 

作業を行っていただきました。 

自分が携わった部品が車に取り付けられることを 

通して、働くことにやりがいを感じて 

いただけたのではないかと思います。 

 

 

＜今後の抱負＞ 

今回初めて応募させていただき、功績賞を頂戴しました。 

当社では工場見学やインターンシップ受け入れの他に、献血や募金、地域の清掃活動なども 

行っております。今後も活動を継続し、より地域に密着した企業となれるよう精進してまいり

ます。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

当社ではトヨタのヤリスや C-HR などの内外装に取りつけられるコンソールボックス、ロッ

カーモールなどを生産しております。自動車は皆様の身近な存在かと思います。今後も部品生

産と地域に直結した活動を通して、東北 KAT を多くの方に知っていただけるよう、挑戦を重

ねていきますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

 

 

電話０１９７－７１－２５７０ （ご担当者：総務経理課  南 知子） 

C-HR 

コンソールボックス 

ヤリス 

ロッカーモール 
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 功績賞  

北上和賀ロータリークラブ 

功績賞 
受賞活動 

「黒沢尻工業高校インターアクトクラブとの合同清掃活動」 

 

◎功績賞受賞活動：黒沢尻工業高校インターアクトクラブとの合同清掃活動 

〇活動の方法 

 黒沢尻工業高校インターアクトクラブと連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

えづりこ古墳公園、和賀川グリーンパークのごみ拾いや周辺歩道の草取りをしました。 

 ロータリークラブの青少年活動プログラムで黒沢尻工業高校が認証されてから、合同で様々な 

奉仕活動を行っており、17 年間継続しています。  

 

○従事した人数、提供した物品等 

 クラブ会員 10 名が従事し、ごみ袋や軍手を提供しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

 奉仕活動の経験や環境美化に貢献できたと思います。 

 

＜今後の抱負＞ 

今後も生徒達との交流を図りながら、奉仕活動を続けていきます。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

北上和賀ロータリークラブ会員２１名は、ロータリアン精神に基づき地域のため奉仕活動を 

定期的に行っております。様々な形で地域の皆様方にご奉仕すべく、今後も活動して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  北上和賀ロータリークラブ 

電話０１９７－６３－７３４１ （ご担当者：会長 佐藤貞充） 
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 功績賞  

明治安田生命保険相互会社 岩手南支社 北上営業所 

功績賞 
受賞活動 

「J リーグウォーキング」 

その他の 

活動内容 

「『私の地元応援募金』の寄付」「地域清掃活動」  

「社会福祉施設の手作り食品(パン、菓子)の購入」  

「『子どもたちを笑顔にしよう』プロジェクト」 

「展勝地のあじさいリース作りへの参加と寄贈」 

 

◎功績賞受賞活動： J リーグウォーキング 

〇活動の方法 

  いわてグルージャ盛岡さま、岩手県ウオーキング協会さまと連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

岩手県ウオーキング協会さま監修のもと、北上総合

運動公園でのウォーキング（約３㎞）を開催し、健康

増進の啓発を行いました。血管年齢測定会、握力測定

会なども実施しました。 

その後、「いわてグルージャ盛岡」さまのご協力に

よる「小学生サッカー教室（希望者）」の開催と、J３

リーグ「いわてグルージャ盛岡」の試合観戦・応援を

行いました。 

  一般のお客さま、弊社従業員の計 408 人が参加し 

ました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

  参加賞として弊社健康グッズ、うさりんバッジ、ナップザック、いわてグルージャ盛岡さま

より公式 T シャツを提供しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

健康増進、ウォーキングの意識の向上、J リーグ選手とのふれ合いに寄与できたと思います。 

小学生向けサッカー教室では、技術の向上や、運動の楽しさを伝えることができました。 

また、日ごろ、サッカーの試合を見ることが少ない高齢の方にも観覧いただき、喜んでいた

だけました。 

 

＜今後の抱負＞ 

『みんなの健活プロジェクト』『地元の元気プロジェクト』という２大プロジェクトを柱とし

てお客さまや地域社会のみなさまのお役に立てるよう日々活動しております。『みんなの健活プ

ロジェクト』の一環として弊社従業員は、業務用スマートフォンに「ウォーキングアプリ」を

搭載し、健康増進意識を日ごろから高める運動を行い、健康増進を促す保険商品の販売も行っ
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ています。また、お客さま向けに健康セミナーなどご案内し、より多くの方へ健康増進の意識

を高めるきっかけをご提供できれば幸いです。 

また、明治安田生命は J リーグタイトルパートナーとして J リーグを応援するとともに、岩 

 手南支社では「いわてグルージャ盛岡」とも個別にクラブスポンサー契約を締結しています。 

これからも「いわてグルージャ盛岡」さまの J２昇格へ向け、支社一丸となって応援活動を

いたします 

 

＜一言ＰＲ＞ 

  当社は【ひとに健康を、まちに元気を】をめざすブランドイメージとして掲げ、『Kizuna 運

動※』という全社運動を通じて、全国各地の営業拠点が地域に根差した貢献活動に取り組んで

おります。 

北上営業所としても、地域の皆さまから更なるご評価をいただけるよう「安心をお届けする」

私たちの仕事を、より精励し、社会的意義ある活動を継続していきます。 

今回は、「いわてグルージャ盛岡」さま、「岩手県ウオーキング協会」さまのご協力のもと、

地域にお役立ていただける社会貢献活動を行うことができました。 

当社と協働で活動いただけるご要望がありましたらご用命ください。皆さんで北上をよりよ

い街にしていきましょう！ 

※『Kizuna 運動』とは当社が企業ビジョンとして掲げる 3つの絆（お客さま・地域社会・働 

く仲間）を深めることを目的として各組織単位で展開するボトムアップ型の小集団活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  明治安田生命保険相互会社 岩手南支社 北上営業所 

電話０１９７－６3－３６６８ （ご担当者：営業所長 小林 昭憲） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 審査員特別賞  

有限会社菊池工業 

活動 

内容 
「地域貢献型福利厚生施設」 

◎活動の紹介：地域貢献型福利厚生施設 

○活動の方法 

自社事業として実施しました。 

 

○活動の内容 

地域の交流、憩いの場として、北上市藤沢地内に公園を作り、７月に完成しました（２か所） 

 

○従事した人数、提供した物品等 

 ２千万円を負担しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

  コロナ禍で増え続ける高齢者、巣ごもりがちな子供たちの運動不足や気分転換に活用してい

ただきたいです。春には桜の木をたくさん植えたので、散歩がてら眺めていただきたいです。 

 

＜今後の抱負＞ 

  一人暮らしの高齢者の方で除雪に困っている方を対象に無料で除雪の奉仕活動をしており

ます。本業での合間での活動ですのですべてに対応できないかもしれませんが、お困りの方が

いましたらご一報ください。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

弊社は、地域に貢献することをモットーに皆様から信頼される企業を目指しています。 

建築現場に不可欠な足場、確かな技術で安心・安全を支えて行くと共に健康に配慮した労働環 

境を保ち、さらに向上するよう努めていきます。 

福利厚生の一環として会社近くに公園を整備しました。社員が利用するのはもちろん近隣の

方々にもご利用いただき、綺麗な草木で心癒やされる場所になればと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  有限会社菊池工業 

  電話０１９７－８１－４５６０ （ご担当者：取締役 菊池 純子） 
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 感謝状  

株式会社アイエムアイ 

活動 

内容 
「会社周辺道路の清掃活動、公民館の照明 LED 化」 

 

◎活動の紹介：会社周辺道路の清掃活動、公民館の照明 LED 化 

○活動の方法 

 自主事業として実施しました。 

 

○活動の内容 

 道路清掃、ごみ拾い、歩道の草取り、公民館照明７灯を LED 化しました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

 従業員計 33 名が従事し、LED照明 7灯を提供しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

 通行する人や車の安全確保、環境美化に貢献できたと思います。 

 

＜今後の抱負＞ 

  今後も清掃活動や各種イベントへの協賛等を通じて、微力ではありますが、地域に対する 

 貢献を続けていき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。 

  経営者の高い理念のもと、少数精鋭で全従業員が一致団結し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） 
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 感謝状  

株式会社岩手銀行 

活動 

内容 

「寄付型 CSR 私募債「いわぎん『みらい応援私募債』」の引き受けに伴う寄贈」 

「小学生職場見学体験の実施」 

◎主な活動の紹介：寄付型 CSR 私募債「いわぎん『みらい応援私募債』」の引き受けに伴う寄贈 

○活動の方法 

  私募債発行企業様１社と、市内小学校１校とで連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

  お取引先企業様が私募債を発行する際に当行が受け

取る私募債発行手数料の一部を寄付金として拠出し、発

行企業様が指定した小中高等学校等に対して、書籍や教

育用品等の寄贈を行う活動です。 

私募債発行企業様に寄贈する学校を御指定い 

ただき、各校のニーズを直接お聞きしご相談した 

うえで寄贈させていただきました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

  ４名の従業員が従事。 

図書３０万円分（絵本、図鑑、大辞典等）を提供いたしました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

  発行企業様の地域貢献を提供できたと思います。 

寄贈した学校の生徒の皆さんに喜んでいただいた表情が印象的でした。 

 

＜今後の抱負＞ 

  当行は、一昨年「いわぎんSDGs宣言」を行いました。当行の経営理念である「地域社会の発

展に貢献する」「健全経営に徹する」のもと、持続可能な地域社会の実現に向けて、地域が抱え

る社会問題や環境問題の解決に積極的に取組み、SDGsの達成に貢献してまいります。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

いわぎん「みらい応援私募債」（現在：いわぎんSDGs私募債）は、「いわぎんグループSDGs

宣言」の取組みの１つであり、本取組みを通じて、地域の未来を担う子ども達の教育環境の整備

と、地域への社会貢献に取組む企業のご支援を行い、今後も引き続き地域社会の発展に貢献して

まいります。 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  株式会社岩手銀行北上支店 

   電話０１９７－６３－３１１１ （ご担当者：支店次長 吉田 智明） 
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 感謝状  

株式会社小田島組 
活動 

内容 
「高齢者宅の除雪作業」 

 
◎活動の紹介：高齢者宅の除雪作業 

○活動の方法 

北上市建設業協会が主体のボランティア活動に協力しました。 

 

○活動の内容  

民生員と連絡をとりながら市内高齢者宅の敷地内の除雪を行いました。 

緊急車両が通行できるように、生活上不便をかけないようにお年寄りの要望に応えて除雪を 

おこないました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

 従業員３～４名が従事しました。道幅の狭い箇所は機械が入らないためスコップや手押し 

ダンプを使って除雪しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

 除雪ボランティアを通じて、地域住民との交流や地元自治会との交流推進。 

    

＜今後の抱負＞ 

 除雪ボランティア以外にも道路や河川の清掃活動など積極的にボランティアに協力をしていき

ます。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

 私たちは今とこれからをよりよくするため日々頑張っております。 

これからも本業の建設業を生かした地域貢献を継続していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  株式会社小田島組 

  電話０１９７－７２－２１７６ （ご担当者：総務部 菅原博美）  
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 感謝状  

株式会社ダイナム岩手北上店 
活動 

内容 
「展勝地あじさい畑の草刈り活動」「店舗周辺道路清掃」 

 
 

◎主な活動の紹介：展勝地あじさい畑の草刈り活動 

○活動の方法 

 北上あじさいの会、いわて NPO-NET サポートと連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

    あじさい畑の美化活動、剪定作業を行いました。 

会員の皆さんが普段、手が届かないような高い箇所の剪定をして、大変喜ばれました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

 従業員４名が草刈り道具、剪定道具を持参し従事しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

    北上の名勝地の景観整備活動に寄与できたと思います。 

 

＜今後の抱負＞ 

 北上あじさいの会の皆様と一緒に活動させていただき、少しでも貢献できたことをうれしく思

います。今後も継続していきたいと思います。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

  地域の人々に当社の事業活動を理解して頂ける様、地域貢献活動や広報活動に積極的に取り 

組んでおります。  

 今後も「街と生きるパチンコ。」の実現を目指し、地域社会の発展に向けた取り組みを進めて 

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  株式会社ダイナム岩手北上店 

   電話０１９７－８１－６７１２ （ご担当者：アシスタントマネジャー 大平 和史）  
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 感謝状  

株式会社東北イノアック北上工場 
活動 

内容 
「学生の工場見学、職場見学の受け入れ」 

 
 

◎主な活動の紹介：学生の工場見学、職場見学の受け入れ 

○活動の方法 

 北上川流域ものづくりネットワークと連携し実 

施しました。 

 

○活動の内容 

今年度は市内２小中学校の工場見学、職場見学を  

受け入れました。 

   この活動は１０年ほど前から継続しています。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

  従業員 2～4 名体制で受け入れ対応をしました。 

ジュースと自社製食器洗いスポンジ（おに丸くん

デザイン）を差し上げ、とても喜んでいただきま

した。 

   

○どのような効果がありましたか？ 

   この地域で生産されている車がある事を知り、

製造工程で働く人たちの真剣な表情、大きな機械

や音、そして製品サンプルに触れ、五感を使い見

学、技術や様々な工夫、工場相互の協力関係など、

興味をもって、ものづくりの重要性を学んでいた

だきました。  

 

＜今後の抱負＞ 

  今年度が新車型の生産準備やコロナ感染予防の対策等、受入が容易ではありませんが、今後

も少しずつでも継続していきたいと考えております。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

  当社は、自動車部品をはじめ、住宅用断熱材「サーマックス」・ウレタンを使用した「キッ

チンスポンジ」や「マットレス」など、皆様の身近にある製品を作っている会社です。 

地域貢献活動として自治体へ弊社の材料を使った大型パネル・ゆるキャラをデザインした、

キャラスポなど住民の方に喜んで頂ける活動を今後も継続して行っていきます。 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  株式会社東北イノアック北上工場 

               電話０１９７－８１－５７６５ （ご担当者：佐藤 亜由美） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 感謝状  

株式会社ユアテック 北上営業所 
活動 

内容 
「地元工業高校のインターンシップ受け入れ」 

 

◎活動の紹介：地元工業高校のインターンシップ受け入れ 

〇活動の方法 

 市内工業高校と連携して実施しています。 
 

○活動の内容 

 インターンシップを毎年受け入れており、今年

度は３日間、４名を受け入れました。 

電気設備、ライフライン維持に関する就業体験

活動をしていただいています。 
 

○提供した物品・従事した人数等 

   受け入れ期間中の専門担当者を配置し、受け入

れ人数に対する資料作成、配布、現場見学のた

めの車両の準備等をしています。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

電気設備に関する理解と職場体験を通し専門 

業務への理解、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＞ 

  市内工業高校と連携したインターンシップ（就

業体験）を継続し、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仕事に将来

を担う若者が志すきっかけとなれば幸いです。 

 

＜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、災害発

生時の緊急災害復旧など、ライフラインのトータルサポーターとして、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。 

 

 

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 

〒024-0014  

北上市流通センター1番 58 

電話０１９７－７６―４８４１ （ご担当者：所長 小原康洋） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 感謝状  

協同組合江釣子ショッピングセンター 

活動内容 「北上市内幼稚園保育園クリスマスツリー作品展」 

◎活動の紹介：北上市内幼稚園保育園クリスマスツリー作品展 

○活動の方法 

  北上市内幼稚園、保育園、ショッピングセンター 

内テナントスタッフと連携して実施しています。 

 

○活動の内容 

  北上市内の幼稚園・保育園にクリスマスツリーを 

提供し、園児に飾り付けをしていただき、パル館内 

通路にて展示しています。 

ツリーの配布、回収、展示作業、返却はパル職員  

及びテナントスタッフが無償で行っています。 

この活動は８年間継続しています。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

  クリスマスツリー、電飾、謝礼（図書カード）を提供しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

   作品制作における創造性やみんなで一つの作品を作りあげる協力性を味わっていただけた

と思います。また作品の展示によってパル館内のクリスマスムード向上にもつながっています。 

今年度はコロナ禍のため、各園において作品の発表の機会がなかなか作れなかったと思います

が、パルが作品発表の機会を提供することで、幼保教育活動についても貢献できたと思います。 

 

＜今後の抱負＞ 

  例年お客様からも大変好評をいただいており、おかげさまで年々参加していただく園の数も

増えています。今後もより多くの園に参加いただけるよう働きかけをし、園児のこどもたちに

クリスマスのいい思い出になるような活動にしていきたいです。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

  パルはおかげさまで今年開店４０周年を迎えます。地域の皆様にたくさんのご愛顧をいただ

きほんとうにありがとうございます。これからも、地域のお客様にとって、一番便利で有利で

生活を幸福にする生活拠点のショッピングセンターであるよう、組合員が一丸となり地域への

恩返しとなるような活動を行っ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 

  協同組合江釣子ショッピングセンター 

   電話０１９７－６５―２５１１ （ご担当者：企画課課長 佐藤 悠樹） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 感謝状  

クレアクロップス株式会社 

活動内容 「インターンシップ受入れ」 

 

◎活動の紹介：インターンシップ受け入れ  

 

○活動の方法 

北上市内外中学校と連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

弊社圃場で中学生の農業体験の受け入れをし 

 ました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

3 名が受け入れ対応しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

  普段土に触れることのない子どもたちが、農 

 業の楽しさや大変さを感じることができたと 

思います。 

子どもたちから感想や感謝の言葉を頂戴し、 

従業員たちも励みになったと思います。 

 

＜今後の抱負＞ 

  要望があればどんどん農業体験の受け入れ  

をしていきます。 

子どもたちの将来の可能性を広げられるよう、

また、農業という職業について知ってもらうた

め、活動を継続していきます。 

また、中学生に限らず、農業に興味を持って

いる・農業を知りたいという大人の方へのインターンシップも継続して行います。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

  農業を、子どもたちが成りたい職業ランキング 1 位にすることが目標です。 

  

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：取締役 馬場 寛子） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 感謝状  

日本たばこ産業株式会社 北上支店 

活動内容 「青柳町広瀬川清掃活動」 

◎活動の紹介： 青柳町広瀬川清掃活動 

○活動の方法 

  NPO 法人広瀬川まちづくり倶楽部、青柳町町内 

会、その他ボランティア参加者と連携して実施しま 

した。 

 

○活動の内容 

  毎月第２水曜日、広瀬川せせらぎ緑道の清掃と街 

路樹の剪定を行いました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

  毎回５～１０名が従事しています。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

  広瀬川の美化、維持することによる癒しの提供に 

寄与できたと思います。 

 

＜今後の抱負＞ 

  地域の方々に「ごくろうさま」と声をかけていた  

だいたとき素直に喜びを感じました。 

些細なことではありますが、今後もできる限り協   

力していきたいと思います。 

また、継続して活動していく中で、地域における

他のお困りごとも解決できるよう、密接にコミュニケーションを行っていきたいと考えており

ます。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

  JT グループは、責任ある地域コミュニティの一員として、自然・社会・人間の多様性に価

値を認め、幅広いステークホルダーとともに様々な社会貢献活動に取り組んでいます。 

特に、「格差是正」 「災害分野」 「環境保全」を重点課題と位置づけ、自らが事業を行って

いる地域社会の発展に貢献したいと考えております。 

地域社会の課題に一緒に取り組んで頂けるパートナーを募集しています。 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  日本たばこ産業株式会社 北上支店    

電話０１９７－６１―２６１１ （ご担当者：主任 熊谷 宗雄） 



令和２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 

「ちびっこ建築士『夢のおうち』作品募集・展示」 

「ふれあいミニ動物園」 

◎主な活動の紹介：ちびっこ建築士『夢のおうち』作品募集・展示 

〇活動の方法 

  各幼稚園・保育園、展示ではメディア・  

コミュニケーションズ様と連携して実施し  

ました。 

 

○活動の内容 

北上・花巻の幼施設の子供たち約 200

人に将来住みたいおうちを描いてもらい、

住まいの満足館（パルコホーム北上支店）

に展示、ご来場の皆様に広くご覧いただき

ました。 

毎年行ってきた近隣幼稚園の「キャンド

ルづくり」イベントがコロナで開催できず、他のイベントをと考え今回に至りました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

  従業員１５名が従事しました。画用紙、展示パネル、優秀賞・参加賞の景品を提供しました。 

  

○どのような効果がありましたか？ 

   子どもたちの自由な発想で絵画を描くことにより、想像力や感情表現の発達に役に立ったと

思います。また、来場のお客様や、当社のスタッフも子どもたちの絵を見ることによりコロナ

渦でうっそうとしていた気持ちも吹き飛び、夢と希望が湧いてきました。子どもたちのご家族

にも好評で来年も行うことになりました。 

 

＜今後の抱負＞ 

現在『おうちバコ』という工作づくりを開催しております。このようなイベントによって、

子供たちの「考える力」や「感じる力」を育む機会のお手伝いをして参りたいと考えておりま

す。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

    私たちパルコホームは、住宅の販売を通じて「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） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 感謝状  

日立 Astemo ハイキャスト株式会社 

活動内容 「高校生・短大生の工場見学の受入」「インターンシップ受入」 

◎主な活動の紹介：高校生・短大生の工場見学の受入 

○活動の方法 

  北上雇用対策協議会、県内高校、短期大学と連携して 

実施しました。  

○活動の内容 

  今年度は高校・短大合わせ、３校の工場見学を受け入 

 れました。 

 上記のほかに 4 校（170 名）の受け入れを予定して

おりましたが、新型コロナウイルスの影響で対応が困難

となり、これまでの受け入れ人数を大幅に下回る結果と

なりました。 

○従事した人数、提供した物品等 

  従業員２～４名が３回従事しました。 

会社案内、会社概要、ボールペン、袋、お茶を各人数   

分提供しました。 

○どのような効果がありましたか？ 

  地域産業の PR、進路選定へ向けてモノづくり企業の

紹介、就職ミスマッチ防止に貢献できたと思います。 

 

＜今後の抱負＞ 

  今年度は新型コロナウイルスの影響で、受け入れが困難となった 1年でした。 

今後はコロナ禍でも対応できるよう、受け入れ方法を見直し、各自治体、社内ガイドライン

に従い、継続した受け入れで学生の皆さんのお役に立てるよう、取り組んでまいります。 

 

＜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Astemo 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Astemo ハイキャスト株式会社 

電話０１９７－７１―７２１１ （ご担当者：業務管理部 岩手総務課 深堀 久美） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 感謝状  

有限会社東北ミネラル産業 

活動内容 「北上市立飛勢城跡の通称『秋葉路』桜並木に土壌改良剤の散布」 

 

◎活動の紹介：北上市立飛勢城跡の通称『秋葉路』桜並木に土壌改良剤の散布 

○活動の方法 

  二子町住民と連携して実施しました。 

 

○活動の内容 

  十数年くらい前にも、北上展勝地の桜の木に、岩手県南部に

現存する天然貝化石の土壌改良剤を寄贈した経緯があります。

この度も、昨年他界した弊社の創始者の遺志を継ぎ、地元、二

子町の市立公園、飛勢城に続く桜並木の樹勢回復を願い、地元

の有志の皆さんの協力で、その土壌改良剤を散布致しました。 

 

○従事した人数、提供した物品等 

 土壌改良剤、協力者さんへの謝礼品を提供しました。 

 

○どのような効果がありましたか？ 

有志の皆さんと想いを一つにして活動できました。 

土壌改良剤の効果で、発色の良い桜を咲かせてくれました。 

 

＜今後の抱負＞ 

今後も、数年前から行っている、二子小学校の桜や、校庭に

ある芋の子畑の「土」を「元気」にするための活動を継続して

いこうと思って居ります。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

天然ミネラル「シェルカンネオ」は、県北、奥中山のレタス、岩手町のキャベツ、八幡平市 

ほうれん草、そして、二子里芋と特産品に一役担っている、土壌改良剤です。 

 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  有限会社東北ミネラル産業 

電話０１９７－６６―３１６７ （ご担当者：代表取締役 松本 惠子） 



令和２年度 企業の地域貢献活動 

 

 感謝状  

北上電工株式会社 

活動内容 「インターンシップ受け入れ」 

◎活動の紹介： インターンシップ受け入れ 

○活動の方法 

  市内工業高等学校と連携して実施いたしま 

した。 

○活動の内容 

  平成１３年度から、市内工業高等学校の生徒

２名～４名を継続的にインターンシップ生と

して現在まで受入れています。令和２年度は

10月６日から 8日まで２名の受入れを行いま

した。 

○従事した人数、提供した物品等 

  受入対応で 4名が従事しました。 

○どのような効果がありましたか？ 

  弊社施工の工場、商店、病院等の工事現場見学などを通じ、安全に工事を進めて行く過程に

おいて、計画、打合せ、検査、測定機器の管理等一連の流れを学んでいただいたことにより、

安全の重要性を認識いただけたものと思います。 

  弊社では、環境への配慮から、蛍光灯・水銀ランプ等水銀が含まれるもの、鉛電池などを北

海道の北見の業者へ収集運搬委託契約、産業廃棄物処理委託契約等を行っております。 

  また、インターンシップ生には、照明器具等の撤去を体験していただき、各種金属プラスチッ

ク・コンクリート・アスファルト等を分別し環境循環型社会への取組を学習していただけたの

ではないでしょうか。 

 

＜今後の抱負＞ 

  インターンシップ受入の他に、高所作業車による枝打ち、イベントのお手伝い、小規模イベン

トのライトアップ、小型移動式クレーンによる物資の運送等も過去に行っておりますので、幅

広く地域社会へ貢献できるよう努めてまいります。 

 

＜一言ＰＲ＞ 

  弊社はおかげさまで創業５８年目を迎えることが出来ました。これも地域の皆様のご厚情が

あって現在まで企業活動を継続させていただけたものと思っております。今後も長年の経験と

実績、皆様のご厚情に恥じぬ仕事をして参る所存ですので、今後とも北上電工をご用命賜れば

幸いです。 

 

本事業に関してのお問い合わせは 

  北上電工株式会社 

   電話０１９７－６３―５１６５ （ご担当者：菊池 陽子） 



 

 

北上市消防団協力事業所表示制度は、複数の従業員を消防団員として入団させている

事業所や、災害時等に消防団に資機材の提供の協力を行っている事業所に対して、消防

団協力事業所表示証を交付し、地域における当該事業所等の社会貢献を広く広報すると

ともに、消防団及び事業所の協力体制を築き、地域における消防防災力の充実及び強化

を図ることを目的とする制度として、平成21年11月よりスタートしました。 

 

 

 

  

認定の際は、認定書とあわせて「消防団協力事業所表示

証」交付し、各事業所で掲示していただいております。 

令和３年４月１日現在で、認定を受けた31事業所に、

ご支援、ご協力をいただいております。 

「消防団協力事業所表示証」 

 

北上市消防団協力事業所表示制度 



事業所の皆さんのご協力に感謝します 

北上市消防団協力事業所へ感謝状を贈呈 
現在、消防団活動に御協力いただいている事業所のうち、10年間継続して認定を受けてい

る事業所に対し、これまでのご支援ご協力に感謝の意を表すため「感謝状」を贈呈することと

しました。今回は、13の事業所に贈呈します。 

贈呈協力事業所名 協力事項 初回認定日 

株式会社小原建設 
・災害協定締結し、防災活動を通じ

て消防団の活動に協力している。 
平成 22 年 2 月 2 日 

小田島建設株式会社 
・災害協定締結し、防災活動を通じ

て消防団の活動に協力している。 
平成 22 年 2 月 2 日 

千田工業株式会社 

・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 

・災害協定締結し、防災活動を通じ

て消防団の活動に協力している。 

平成 22 年 2 月 2 日 

株式会社小田島組 
・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 
平成 22 年 2 月 8 日 

岩手建設工業株式会社 

・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 

・災害協定締結し、防災活動を通じ

て消防団の活動に協力している。 

平成 22 年 2 月 15 日 

旭ボーリング株式会社 

・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 

・災害協定締結し、防災活動を通じ

て消防団の活動に協力している。 

平成 22 年 3 月 12 日 

株式会社佐藤組 

・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 

・災害協定締結し、防災活動を通じ

て消防団の活動に協力している。 

平成 22 年 4 月 2 日 

シオノギファーマ株式会社 

金ヶ崎工場 

・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 
平成 22 年 6 月 23 日 

株式会社後藤製作所 
・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 
平成 22 年 6 月 23 日 

北上信用金庫 
・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 
平成 22 年 6 月 30 日 

株式会社丸重 
・災害協定締結し、防災活動を通じ

て消防団の活動に協力している。 
平成 22 年 7 月 13 日 

花巻農業協同組合北上支店 
・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 
平成 22 年 7 月 13 日 

株式会社東北佐竹製作所 
・消防団員を 2 名以上採用し、団員

の活動等に配慮、協力している。 
平成 22 年 7 月 13 日 

 

お問い合わせ 

 危機管理課 電話：0197-72-8305（直通） E-Mail：bousai@city.kitakami.iwate.jp 


