平成２５年度「福井県ボランティア応援企業（団体）」認証一覧
【活動区分：活動企業】
No

企業・団体名

＜順不同＞
企業等の概要
〒

所在地

活動計画（Ｈ25）

業務内容

○使用済切手･エコキャップ収集寄付
○会社周辺用水の草取り
○献血運動の実施(年1回)

1 オカモト鐵工株式会社

910-0142

福井市上森田1丁目
102-2

2 株式会社サンワコン

918-8525

福井市花堂北1丁目7番
サービス業
25号

○使用済切手･ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ･書き損じﾊｶﾞｷ･ﾍﾞﾙﾏｰｸ収集・寄付
○エコキャップ収集寄付
○献血運動の実施
○緑の募金に寄付

918-8023

自動車の業務運営に
福井市西谷1丁目1401 関する指導等
番地
点検・整備の必要性
と意識の啓蒙

○「無料マイカー点検教室」、「マイカー何でも相談所」等の開催
○チャリティゴルフ大会開催による募金の寄付
○障害者福祉施設製造製品の斡旋
○使用済切手収集寄付

919-0402

坂井市春江町大牧字東
製造業
島1番地

○クリーンアップ活動(近隣地区清掃、クリーンアップふくい大作戦、三国サ
ンセットビーチ清掃活動等:年12回)
○交通安全学童指導立番(年8回)
○エコキャップ収集寄付
○その他 Fpanet事業への参画

3

一般社団法人
福井県自動車整備振興会

ルネサス関西
4 セミコンダクタ
株式会社福井工場

製造業

5 福井信用金庫

910-8650

福井市田原2丁目3番1
金融･保険業
号

○クリーンなペットボトル回収運動
○環境ボランティアの実施
○エコ教育の実施
○使用済切手の収集寄付
○カー･セーブデーの実施
○献血運動の協力
○24時間テレビ募金活動
○駅清掃活動

6 福井ヤクルト販売
株式会社

918-8016

福井市江端町4-11-2

○社員･ヤクルトスタッフによる安全パトロール活動
○ヤクルトスタッフによる商品届け時の一人暮らし老人の安否確認
○会社周辺地区の清掃活動
○使用済切手収集寄付

910-0005

福井市大手2-7-15（明
製造業
治安田生命福井ビル）

○清掃ボランティア(年2回)
○盲導犬募金
○使用済切手･エコキャップ収集寄付
○ＮＰＯドラゴンリバー交流会活動支援

8 第一生命保険株式会社
福井支社

910-0005

福井市大手3-12-20冨
金融･保険業
田第一生命ビル4F

○使用済切手･エコキャップ収集寄付
○社内･街頭募金活動
○マッチングギフト制度の利用
○募金活動あしながPウオークへの参加

9 信越化学工業
株式会社武生工場

915-8515

越前市北府2-1-5

製造業

○河川清掃活動(2回)
○工場周辺清掃活動(6回)
○通勤道路の除雪活動(都度)
○使用済切手･書き損じハガキ収集寄付(通年)

10 株式会社
共栄データセンター

918-8011

福井市月見5-4-4

サービス業

○エコキャップ収集寄付

11 酒井電機株式会社

910-0023

福井市順化2丁目1番2
建設業
号

○社屋周辺地域の清掃
○電線･導線回収のボランティア
○社会福祉法人でのボランティア
○使用済切手等収集寄付
○エコキャップ収集寄付

12 竹中産業株式会社

918-8015

福井市花堂南1-11-25 卸売・小売業

○使用済切手収集寄付
○エコキャップ収集寄付
○プルタブ収集寄付

13 アイビーエージェント
株式会社

910-0854

福井市御幸2-17-25

サービス業

○使用済切手･エコキャップ収集寄付(随時)
○会社周辺ゴミ拾い(毎日)
○ＮＰＯ法人へのボランティア参加(年数回)

14 エースイン福井

910-0006

福井市中央3-4-20

サービス業

○足羽川清掃活動(ドラゴンリバー主催)
○近隣の稲荷神社の清掃活動
○エコキャップ収集寄付

15 株式会社ホクシン

910-0011

福井市経田1-104

計測機器等の販売

○会社周辺清掃(四半期ごと)
○使用済切手･エコキャップ収集寄付

16 日興電機株式会社

910-0015

福井市ニの宮3丁目35 電気・ガス・熱供
番2号
給・水道業

○北部公園の清掃
○町内の清掃(1回/月)

17 福井商工会議所

918-8580

福井市西木田2-8-1

○職員のボランティア活動参加に関する規定
(年間7日を限度に特別休暇付与)
○使用済切手･エコキャップ収集寄付

18 日本生命保険相互会社
福井支社

910-8611

福井市順化1-21-1ニッ
金融･保険業
セイ福井ビル7F

7

東レ株式会社
北陸支店

卸売・小売業

その他

○足ながＰウォークへの参加
○清掃活動
○使用済切手・エコキャップ収集寄付

19

アイシン・エィ・ダブリュ
工業株式会社

20 石黒建設株式会社

915-8520

越前市池ノ上町38番地 製造業

○越前市日野川河川敷清掃(4月)
○南越前町甲楽城海水浴場海岸清掃(7月)
○2013おもしろフェスタモノづくり指導(8月)
○2013丹南産業フェアモノづくり指導(9月)
○南越前町AW-Iエコの森植樹(5･10月)
○越前市内小学校モノづくり出前講座(10･11月)
○介護支援複合施設ケアフルハウスでのそば打ち実演と試食会イベント開催
(1月)

910-8540

福井市西開発3丁目301
建設業
番地1

○会社周辺道路･歩道清掃活動(毎月第1土曜日)
○使用済切手・エコキャップ収集寄付
○エコキャップ収集寄付
○献血運動の実施
○社屋周辺地域清掃活動(「ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟふくい大作戦」参加)
○「越前おおのエコフィールド」参加
○「フェニックスまつり」参加
○「お水送り」松明の奉納、灯篭の寄贈
○使用済切手等収集寄付
○カー・セーブ運動参加
○鯖江市屋外広告物の一斉除去作業

21 ＮＴＴ西日本福井支店

910-8548

福井市日之出2-12-5

22 大須賀技建株式会社

918-8013

福井市花堂東2丁目605 建設業
番地

○使用済切手・エコキャップ・プルタブ収集
○ボランティア活動への支援

23 清川メッキ工業株式会社

918-8515

福井市和田中1-414

○一斉清掃活動
○献血運動の実施

24 合資会社

916-0057

鯖江市有定町1丁目1製造業
29

25 株式会社ウォンツ

916-0073

福井県鯖江市下野田町
○県内のデイサービスセンターを中心に、音楽の慰問演奏
映像教材製作・販売
4-1-3
○被災地での音楽演奏・人形劇公演

26 連合福井
福井地域協議会

918-8231

福井市問屋町1-35
ユニオンプラザ内

その他

27 福井県民生活協同組合

910-8557

福井市開発町2-1-1

○海岸クリーンキャンペーンボランティア参加
卸売・小売業、サー
○生協組合員・職員のボランティア活動支援
ビス業
○東日本大震災復興支援活動支援

藤田印刷所

運輸・通信業

製造業

○「マルシェワンダーランドin FUKUI2013」にて、チャリティーブースを設
置、参加SHOPより一商品提供いただき、その売上げをチャリティーにまわす
(6/9、10)

○介護・福祉施設での清掃活動
(福井市、坂井市、大野市、勝山市)

【活動区分：活動企業・協賛企業】
No

企業・団体名

28 水野公文堂

〒
918-8108

企業等の概要
所在地
福井市春日3-1107

業務内容
卸売・小売業

活動計画（Ｈ25）
○「ボランティア活動証明書」を持参された方に、店内商品(文房具類等々全
般)2割引

【活動区分：協賛企業】
No

企業・団体名

29 協同組合ハニー

30 株式会社ピリケン

〒

910-0803

918-8001

企業等の概要
所在地

業務内容

活動計画（Ｈ25）

福井市高柳町20号8番
卸売・小売業
地5

○県内加盟全45店舗で「ボランティア活動証明書」を持参された方に、CGCお
いしいお茶1本（2リットル）をサービス
【対象店舗】
＜福井市＞ﾋﾞｯｸﾞﾏｰﾄ開発店、新鮮館つくし野、新鮮館灯明寺、麻生津店、食彩
館四ツ居店、片町店、食彩館西福井、食市場北の庄、食市場七瀬川、新鮮館え
もり、ｸﾗﾝﾃﾞｰﾙ二の宮店、食彩館東部店、食彩館大宮店、足羽店、新鮮館みの
り＜あわら市＞ﾋﾞｯｸﾞﾏｰﾄ芦原店、ﾋﾞｯｸﾞﾏｰﾄ高塚店、ﾋﾞｯｸﾞﾏｰﾄ金津店＜坂井市＞
ﾋﾞｯｸﾞﾏｰﾄ春江店、新鮮館まるおか、食彩館丸岡店、 三国中央店、食彩館三国
店＜鯖江市＞ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞﾘｰﾏｰｹｯﾄ北野、みゆき店、住吉店、東陽店＜越前市＞ﾋﾞｯ
ｸﾞﾍﾞﾘｰﾏｰｹｯﾄ新町、ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞﾘｰﾏｰｹｯﾄ芝原、ｺｰﾌﾟたけふ 南条店、ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞﾘｰﾏｰｹｯ
ﾄ王子保ＳＰ、ｺｰﾌﾟたけふ 平出店、ｺｰﾌﾟたけふ みどり館＜越前町＞朝日中
央店＜南越前町＞南条店＜大野市＞新鮮館おおの、新鮮館こぶし通り、新鮮館
三番通り＜勝山市＞新鮮館かつやま、ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ店＜永平寺町＞松岡店＜敦賀市
＞新鮮館ｴﾌﾚ清水本店、新鮮館ｴﾌﾚ古田刈店、新鮮館ｴﾌﾚ相生店、新鮮館ｴﾌﾚﾃﾞｲ
ｽﾞ店

福井市つくも1丁目5サービス業
28

○全10店にてボランティア活動証明書をお持ちの方に200円OFF会計
※ お1人様1回につき1枚まで
※ キャンペーン商品は対象外
＜店舗＞
・つくも橋ピリケン
・めん房つるつる
（明治店、江戸店、明新店、開発店、水落店）
・ピリケンラーメン
（ベル店、ワッセ店、エルパ店）

【活動区分：サポーター企業】
No

企業・団体名

31 福井県農業協同組合中央会

企業等の概要
〒
910-0005

所在地

業務内容

福井市大手3丁目2番18 サービス業
号
（協同組合）

活動計画（Ｈ25）

○災害発生時における農業被害支援ボランティアの実施ほか

