
市民みんなで緑のまちづくり 

 

 

 

 
 

 

 

 

緑や花は，私たちにやすらぎとうるおいを与えてく

れます。しかし，その緑と花が都市化の進展によって

減少してきたため，市民自らの手で自然の息吹を

感じさせ，生命の貴さを教えてくれる緑や花を取り

戻そうと昭和49年に『盛岡市グリーンバンク』は設立

されました。 

盛岡市グリーンバンクでは，緑化を推進するため，

市民や事業所等から拠金や苗木などの“善意の提

供”を受けて，町内会やボランティア団体などへ計画

的に払い出すなど様々な活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠金（寄付金）は，盛岡市役所都南分庁舎２

階の都市整備部公園みどり課内の盛岡市グリーンバン

ク事務局までお持ちいただくか，次の銀行口座までお振

り込みください。 

また，苗木や労力奉仕の提供については，盛岡市

グリーンバンク事務局へ直接ご相談ください。 

 

預託(拠金)の振込先 

銀行名 北日本銀行本店営業部(002) 

預金種

目 

普通 

口座 

口座 

番号 
7017020 

名義 
盛岡市グリーンバンク 

頭取 熊谷
くまがい

 祐三
ゆうぞう

 

 

 

 

盛岡市グリーンバンクについてのお問い合わせは 

 

盛岡市都市整備部公園みどり課内 

 

盛岡市グリーンバンク事務局 

 
〒020-8532 盛岡市津志田 14 地割 37番地 2 

019-651-4111(代表) 内線 7268・7269 

FAX019-637-1919 

 

URL 

http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/midori/v

olunteer/index.html 

E-mail kouen@city.morioka.iwate.jp 

 

 

 
 緑化が必要な施設に苗木などを支援します。 

 町内会やボランティア団体等が河川敷，法面，空地など

の緑の少ない場所や修景が必要な場所で行う緑化活動を

支援します。 

 商店会組織や町内会等が道路や道路に面した敷地内で

行う緑化活動を支援します。 

 地域の人々やボランティアの手による草刈り等の育樹活動

を呼びかけるとともに，活動を支援します。 

 記念行事等への緑化支援を行います。 

 岩手県内沿岸被災地の緑化による復興の支援を行いま

す。 

 

 市民や事業所等から労力奉仕(草刈，除草，植樹)の

申し込みを受け，町内会等の植栽活動や育樹活動に労

力の橋渡しを行います。 

 

 町内会やボランティア団体等が，専門家の指導を受ける

場合の費用を支援します。 

 

 盛岡の自然の保全や緑化に関するイベントを支援します。 

 

 

◆花と緑のまちづくりの支援 

施設名・場所等 支援内容 金額（円) 

開運橋花壇クラブ 

市民ボランティアで管理す

る開運橋花壇の花苗・肥

料・作業用具等を支援 

605,526 

中津川河川敷カ

キツバタ園 

上の橋上流カキツバタ園

の草刈り等の作業を支援 
411,171 

岩山公園 
岩山公園の名所づくりの

ため緑化木を支援 
149,600 

                            

 

緑化に関する技術指導等の支援 

緑化に関するイベントの支援 

労力の提供による緑化支援 

花と緑のまちづくりの支援 

令和２年度の主な支援内容を紹介します 

令和３年度 

 

街の緑化を進めるため， 

皆様の善意の預託をお待ちしております。 

年間を通して受け付けておりますので， 

ご協力をお願いいたします。 



 

盛岡市グリーンバンクは，みなさまの善意の拠金により，様々な

緑化に関する活動を支援しております。令和２年度に寄せられた善

意の拠金を紹介します。 

企業・団体名 金額(円) 

㈱北日本銀行 50,000 

盛岡ガス㈱ 50,000 

㈱熊谷砂利店 36,000 

盛岡ガス燃料㈱ 30,000 

アーク㈱ 20,000 

岩手中央農業協同組合 20,000 

㈱岩手銀行 20,000 

㈱エスイーシー 20,000 

小岩井農牧㈱ 20,000 

東北電力ネットワーク㈱盛岡電力センター 20,000 

㈱アイビーシー岩手放送 10,000 

税理士法人秋山会計事務所 10,000 

㈱浅沼工務店 10,000 

㈱東家 10,000 

㈱岩鋳 10,000 

㈲岩手架設工業 10,000 

岩手県ゴルフ連盟 10,000 

岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合盛岡支部 10,000 

岩手繊維㈱ 10,000 

岩手ダイハツ販売㈱ 10,000 

岩手トヨタ自動車㈱ 10,000 

㈱岩手日報社 10,000 

岩手農蚕㈱ 10,000 

㈱上の島 10,000 

㈱エヌティーコンサルタント 10,000 

㈲開運興業 10,000 

㈱川徳 10,000 

世紀東急工業㈱岩手営業所 10,000 

㈱タックエンジニアリング 10,000 

学校法人龍澤学館 10,000 

樋下建設㈱ 10,000 

㈱東北銀行 10,000 

東北公営企業㈱ 10,000 

㈱東北工商 10,000 

㈱東北ターボ工業 10,000 

トコヨ産業㈱ 10,000 

㈱土木技研 10,000 

日産チェリー岩手販売㈱ 10,000 

㈱NIPPO 岩手統括事業所 10,000 

㈱日本デスコ 10,000 

㈱ネクサス 10,000 

ネッツトヨタ岩手㈱ 10,000 

㈱パスコ盛岡支店 10,000 

㈲フジミ工建 10,000 

企業・団体名 金額(円) 

㈲藤原アイスクリーム工場 10,000 

文化企業㈱ 10,000 

㈱明電舎 盛岡営業所 10,000 

盛岡ガス工業㈱ 10,000 

盛岡広域森林組合 10,000 

盛岡市建設業協同組合 10,000 

盛岡商工会議所 10,000 

盛岡信用金庫 10,000 

㈱吉田測量設計 10,000 

㈲アイドカ 5,000 

㈱石名坂 5,000 

（一社）日本造園建設業協会岩手支部 5,000 

岩舘電気㈱ 5,000 

㈱岩手建設コンサルタント 5,000 

岩手電工㈱ 5,000 

㈱岩電 5,000 

㈱いんべクリーニング 5,000 

永代印刷㈱ 5,000 

㈱FP ホームサービス 5,000 

㈱大高建設 5,000 

岡田電気㈱ 5,000 

北日本通信㈱ 5,000 

㈱共栄薬品 5,000 

協積産業㈱ 5,000 

㈱グリーンロード岩手 5,000 

㈱興和電設 5,000 

㈲駒龍 5,000 

㈱三衡設計舎 5,000 

㈲サンブリッジ東北 5,000 

㈱事務機商事 5,000 

㈱鈴正 5,000 

㈱総合土木コンサルタンツ盛岡営業所 5,000 

㈱ダイトク 5,000 

㈲照井ポンプ 5,000 

東北シート工業㈱ 5,000 

東北体育施設㈱ 5,000 

㈱土木技研 5,000 

㈱杜陵印刷 5,000 

杜陵高速印刷㈱ 5,000 

中村弘前㈱ 5,000 

㈱藤村商会 5,000 

㈱双葉設備アンドサービス 5,000 

㈱みちのくリアライズ 5,000 

みちのく工業㈱ 5,000 

特定非営利活動法人 緑の相談室 5,000 

㈱宮崎商店 5,000 

㈲宮田屋 5,000 

㈱メガネの松田 5,000 

㈱メグミ 5,000 

㈱盛岡シティホテルズ 5,000 

企業・団体名 金額(円) 

(公社) 盛岡法人会 5,000 

盛岡舗道㈱ 5,000 

菱和設備㈱ 5,000 

(一社)岩手県薬剤師会 3,000 

岩手日報アド・ブランチ㈱ 3,000 

㈱エフエム岩手 3,000 

㈱オリンピア企画 3,000 

北日本建機工業㈱ 3,000 

㈲銀章堂 3,000 

㈱熊谷工務店 3,000 

㈱熊坂建設 3,000 

城北電機㈱ 3,000 

新興電気㈱ 3,000 

㈱西部産業 3,000 

㈱東広社 3,000 

東洋電業㈱ 3,000 

徳清倉庫㈱ 3,000 

㈲ホクエイ興産 3,000 

㈱ホテル大観 3,000 

㈲三浦設計 3,000 

㈱盛測 3,000 

㈱山與 3,000 

㈱邑計画事務所 3,000 

ユニック北東北販売㈱ 3,000 

菱和建設㈱ 3,000 

㈱金澤林業 2,000 

㈱高光建設 2,000 

㈱武田菱設計 2,000 

サンエスコンサルタント㈱ 1,000 

㈲フタバ 1,000 

計（122 件） 1,005,000 

 

 

 

募金箱設置箇所 金額(円) 

ゴルフ場（盛岡ハイランドカントリークラブ，盛岡カントリークラブ，

みどりゴルフ場），盛岡市都市整備部公園みどり課内 
4,300 

計（募金箱４件） 4,300 

 

 

 金額(円) 

合計（122 件＋募金箱４件） 1,009,300 

グリーンバンクはみなさまの拠金により緑化を推進しています 

 


