令和２年度
No

あおもり農業・農村支援ＣＳＲ活動登録企業名簿一覧
会社名

企業紹介

受入先へのメッセージ
0

1 株式会社石上建設

1965年創業の総合建設会社です。三八地域を
中心に土木・建築工事を施工しております。

2 明治安田生命保険相互会社

生命保険業を営む会社です。 営業、事務職
の支社スタッフで参加できればと思います。

3 東京海上日動火災保険株式会社

当社はお客様の信頼をあらゆる事業の原点に
おき、「お客様の声」を真摯に受けとめ、積極
的にいかしていくことにより、「お客様本位」
の徹底と品質の向上に努めています。

4 前田建設工業株式会社

前田建設工業株式会社は、オフィス・集合住
宅、ダム・トンネル・橋梁といった大型の建
築・土木構造物の建設を主とする総合建設業を
営んでいます。

5 株式会社フジタ

1910年12月に広島で創業し、現在は東京都渋
0
谷区千駄ヶ谷に本社がある総合建設会社です。

0

0

0

0
6 積水ハウス株式会社

住宅建設を専門とする住宅メーカーです。
0

7 株式会社みちのく銀行

あおもり農業・農村支援活動は、私たち地域
金融機関が青森県の農業に対する理解をより深
め、更にどのようなお手伝いが出来るのかを再
確認するための絶好の機会と考えております。

8 株式会社青森銀行

『地域のために』『お客様とともに』『人
青森銀行では、2009年より本部内に
を大切に』の企業理念の下、地域経済を支え、 「アグリパートナーチーム」を設置
地域の産業振興に貢献していくことが地方銀行 し、各営業店と連携しながら、青森県
としての責務と考えております。
の基幹産業であるアグリビジネスの振
興に向けた活動を実施しております。
生産現場を深く理解し、生産者の皆様
の事業展開をサポートすることで、農
山漁村の活性化に貢献してまいりま
す。

9 野村建設株式会社

むつ市を拠点とする総合建設会社です。主に
海洋関係の工事を得意としています。その他に
一般土木工事、治山・道路・建築工事も行って
います。工事施工区域では、工事期間中や完成
後など近隣の草刈、漁港の清掃活動など自主的
に参加しております。

10 株式会社佐々木建設工業

当社は土木一式工事を主に行っており、従業
員数は約30名です。青森市内とその周辺の官公
庁の道路整備工事や上下水道工事等を施工中で
す。

11 寺下建設株式会社

当社は、土木・建築工事を主に施工する1931
年創業の総合建設会社です。八戸市へ登録して
いる「はちのへクリーンパートナー」での清掃
活動をはじめ、関係団体が主催する清掃ボラン
ティアへの参加もしております。

12 株式会社岡山建設

上北郡内を拠点に、土木・建築・舗装工事、
また港湾工事をメインに行っております。 農
業・農村支援活動を通じ農業について理解を深
め、また社会貢献にも繋がればと考えておりま
す。

13 山内土木株式会社

弊社は本州のてっぺんである下北半島に位置
する、むつ下北地域で大正１４年より総合建設
業を営む地域の中堅企業です。

0

0

0

0
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14 株式会社舛沢興業

主に県南地方で土木工事を行っている建設会
社です。

15 東弘電機株式会社

当社は、空調設備施設を主体として、管工
事・電気工事・機械器具設 置・水道施設・建
築工事業等の総合建設業として地域産業への貢
献をテーマに事業の展開を行っています。

16 株式会社大阪

地域活動のために、日々努力している会社で
できうる事には、一生懸命チャレンジ
す。本業は総合建設業ですが色々な場面で社会
し、農家の方達へのお手伝いが応援に
貢献も出来る組織として活動して行きたいと考
つながれば嬉しく思います。
えています。

17 彦建設株式会社

創業は昭和43年、東北町に本社のある土木工
事を主体とした建設会社です。

18 (有)平葭建設

青森県三戸郡新郷村の有限会社平葭（たいよ
し）建設です。

19 株式会社蝦名建設

弊社は、津軽半島の北東部に位置する外ヶ浜
地域にて、土木工事業を営んでおります。

20 株式会社京谷電気

当社は八戸市に本社があり、電気・通信・消
防設備工事業を営んでおります。

21 横河ﾌﾞﾘｯｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

当グループは株式会社横河ブリッジをはじめ
とし、日本全国で鋼製橋梁の工事を手掛けるグ
ループ企業です。

22 株式会社高橋工務店

当社は、土木一式・建築一式工事を主に施工
している1943年創業の総合建設会社です。

23 株式会社荏原製作所東北支社

ポンプ、送風機、冷熱機等の製造販売および
風水力プラント等の建設工事

24 大和ハウス工業株式会社

住宅・集合住宅・流通店舗など、多岐にわた
る建設に携わらせていただいてます。

25 内海工業株式会社

内海工業は昭和35年創業以来、｢信頼と技
術」を社是にこれまで多くの建築物を施工し、
微力ながら地域の発展に携わってまいりまし
た。

26 北斗建設株式会社

当社は「すべてはお客様ありき」を念頭に現
場の力こそ当社の価値の源あるという思いの
下、現場の総力を挙げてお客様に喜んでいただ
けるよう品質向上に努めています。

27 株式会社酉島製作所仙台支店
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28 荏原実業株式会社北東北営業所

29 株式会社協和コンサルタンツ

30 株式会社鳳志興業

独自の環境関連製品を製造・販売するメー
今回の支援を通じて、青森県内の農
カー事業、上水道施設等の水処理施設で設計・ 家の方のお役に立てればと思っており
施工を手掛けるエンジニアリング事業、ポン
ます。微力ではございますが、協力さ
プ・空調冷熱機器等の各種産業機械を販売する せていただきます。
当社は自然環境や景観に配慮しつつ、より良
今回が初めての申込で、どこまでで
い地域社会の創造を目指して、広く知識や技術 きるかわかりませんがよろしくお願い
東北支社 を集め、あらゆる分野において問題や課題を掘 します。
り下げ、解決にむけて調査・計画・設計を行
い、社会貢献を図っています。
少しでも地域の方々のお役に立てれ
当社は、東青地域を中心に土木・塗装工事を
ばと思います。また、この活動を通し
主に行っております。社会貢献活動により地域
て、農業への理解を深めていきたいで
との繋がりを深めていきたいと思います。
す。
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31 株式会社弘明技術

32

33

株式会社建設技術研究所
青森事務所

八千代エンジニヤリング株式会社
北日本支店

34 産電工業株式会社 青森支店

企業紹介
測量・設計・補償・地質業務を行う建設コン
サルタント会社です。
・土木構造物（道路・橋梁・河川・水門等）全
般の設計を担う「日本で最初の建設コンサルタ
ント」
・経営理念は、「世界に誇れる技術と英知で、
安全で潤いのある豊かな社会づくりに挑戦す
る」

受入先へのメッセージ
0

・農業経験はありませんが、これまで
に培った知恵と技術で
豊かな地域づくりに貢献します。
・青森事務所は小規模事業所ですが、
必要な場合は、県外からの参加を要請
し、県外へのＰＲ活動に貢献します。

八千代エンジニヤリングは1963年（昭和38
時間の許す限り、楽しく、精一杯、
年）設立の建設コンサルタントです。国民の安 一生懸命、活動に従事しますので宜し
全と利便性の向上を目指して社会資本整備に取 くお願い致します。
り組み、今では開発途上国を中心とした約
150ヵ国で技術の海外展開を進めるに至ってい
ます。また、昨今の技術革新や社会・経済構造
が日々変化していく中で、従来の官公庁のお客
様に加え、民間企業のお客様にもコンサルティ
ングサービスを提供し、社会のあらゆるシーン
に私たちの活動の場が拡がりをみせています。
創業58年の経験と実績、技術提供できる事業分
野として21部門中19部門に登録があり、多岐多
様な部門・分野の問題や課題を解決できる技
術、技術者を有しています。社会資本整備事業
に関するソフト、ハードの両面だけでなく、そ
れに関連する最新の情報や他行政の動きについ
ても提供し、対応しています。

青森支店の社員は、全員青森生まれ
電気設備、機械設備工事の施工・管理を行っ
青森育ちです。
ております。
これまでの社会インフラ事業で培っ
た技術力・経験を活かし少しでも農業
の効率化と人手の足りない部分でのお
手伝いができれば大変嬉しく思いま
す。

大日本コンサルタンツ株式会社
青森営業所

建設コンサルタントとして「美しく魅力ある
農業経験のない者の集まりですが、
国土の建設と保全」、「安全で快適な住まい環 少しでもお役に立てるように頑張りま
境の創出」に貢献することを経営理念に掲げ、 す。
社会資本の整備、維持管理に取り組んでいま
す。

36 日本工営株式会社 青森事務所

社会基盤の整備に貢献する!!
青森県には、日頃より建設コンサル
安全・安心な生活、活力ある活動を支える社
会資本づくりに関わるコンサルティング事業や タントや地質調査等の業務でお世話に
電力エンジニアリング事業を通じて、世界各国 なっています。
当社も行動指針の一つに「社会への
の国づくりの一翼を担っています。
貢献」を掲げており、社員の農作業へ
の関心があることから、今回、県が推
進する農業等の活性化に寄与する活動
に参加することとしました。

35

37

株式会社東京建設コンサルタント
東北支社 青森事務所

東京建設コンサルタントは、1960年創業の総
合建設コンサルタントです。
当社は、先人たちが築き上げてきた歴史や風
土を真摯に学び、そして知恵や技術を確実に受
け継ぎ、常に時代の先端に立ち、培った高度な
技術サービスを通じて、安全安心で、豊かで潤
いのある社会資本整備に貢献する企業です。

弊社は、農業・農村支援を通じて農
林水産業の振興と地域コミュニティの
活性化を推進する一助として、支援活
動の参加を希望しております。
農業分野に精通している会社ではあ
りませんが、微力ながらお役に立てる
活動を行いたいと考えております。

No

38

39

会社名

パシフィックコンサルタンツ株式会社
東北支社

三井共同建設コンサルタント株式会社
東北支社

企業紹介

受入先へのメッセージ

私たちパシフィックコンサルタンツは、戦後
日本の復興に向けて技術で貢献することを目的
に、1951年9月4日に米国法人として誕生し、そ
の後1954年2月4日に日本法人パシフィックコン
サルタンツ株式会社として設立されました。
弊社は、常に建設コンサルタント企業のトッ
プランナーとして、新しい道を切り開いてきま
した。
「新しいことにチャレンジする」、「国家的
プロジェクトに中心となって関わる」という創
業以来のスピリットに加えて、現在は自らプロ
ジェクトを創ることにも挑戦しています。

青森県のこの取り組みを知り、普段仕
事で訪ねるだけの地域である青森県内
において、職場の仲間と共に農業活動
に参加したいと思い申し込みました。

三井共同建設コンサルタント株式会社は、
1965年創立の総合建設コンサルタントです。当
社は「人、環境、より良い地球社会への貢献」
を経営理念に掲げ、「未来へつづく、豊かな地
球社会の創造」を使命として、高い志と優れた
技術で地球社会の未来を拓く、誇りある企業を
目指し取り組んでいます。

農業未経験者がほとんどで、どれだ
けお役に立てるか分かりませんが、農
作業などの手伝いを通じて生産者の皆
様のご苦労を少しでも理解し、労働力
不足の解消や地域の活性化に貢献でき
るよう頑張りますのでよろしくお願い
致します。

