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2019 年 7 月 5 日 

 

株式会社 岩手銀行 

 

いわぎん寄付型ローン「エールいわて」の取組みによる岩手県への寄付について 

 

 株式会社岩手銀行（頭取 田口幸雄）は、2018 年 10 月より取扱いを開始した「いわぎん寄付型ロー

ン『エールいわて』」の金利収入の一部を下記のとおり岩手県に寄付しますのでお知らせいたします。 

 本商品は、貸出金利収入の一部を岩手県が推進する事業に寄付する法人向けローンであり、ご利用い

ただいたお客さまのご厚意を岩手県にお届けすることで地域の発展につながる事業を支援し、その効果

がお客さまに還元される好循環を創出していくことを特長としております。 

当行では、今後も様々な商品・サービスのご提供を通じて、地方創生・地域経済活性化に貢献してま

いります。 

記 

 

１．融資実行件数・金額（2018年 10月～2019年 3月取扱分） 

45件／10億 1,046万円 

 

２．岩手県への寄付内容 

使  途 金  額 

「いわての学び希望基金」に活用 272,705 円 

魅力あるふるさとづくりに活用 233,718 円 

「国際リニアコライダー（ILC）の実現」に活用 138,731 円 

三陸の未来を拓く三陸鉄道の活性化・利用促進等に向けた支援に活用 121,739 円 

保健・医療・福祉充実に活用 87,249 円 

ラグビーワールドカップ 2019TMを契機とした観光客受入れ等の基盤整備に関する事業に活用 67,270 円 

「災害復旧等対策（被災地の道路・河川・港湾の復旧など）」に活用 25,950 円 

「いわて社会貢献・復興活動支援基金」に活用 17,118 円 

その他（奥州市の活動支援） 14,726 円 

文化芸術・スポーツ振興に活用 8,112円 

三陸防災復興プロジェクト 2019の開催事業に活用 3,937円 

計 991,255円 
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３．本商品を実行した企業について 

【ご利用企業（五十音順・敬称略）】  ※ご了承いただいた企業のみ掲載しています。 

企業名 代表者 所在地 

株式会社 浅田総合設備 浅田 康裕 岩手県宮古市上鼻２丁目６－７３－５号 

株式会社 アラタ 荒田 祐樹 
岩手県九戸郡九戸村大字戸田第１８地割４１

－５ 

岩手オートサービス株式会社 伊藤 慶賜 岩手県紫波郡紫波町江柄字福田２０ 

株式会社 潮田 潮田 紗智子 岩手県盛岡市永井２１－１３－２ 

有限会社内田販売システム 内田 広子 岩手県宮古市刈屋４－１－１ 

永薬品商事株式会社 佐々木 裕喜 岩手県奥州市水沢字高屋敷２４－１ 

株式会社ＡＣＤ 浅沼 映夫 
岩手県盛岡市中央通１丁目６－３０ パレ日

影門２０１号 

Ｌ・Ｅエスコート 株式会社 川崎 智基 岩手県盛岡市みたけ５丁目２０－４０ 

株式会社 大船渡資源 伊藤 博 岩手県大船渡市盛町字みどり町２１－２ 

株式会社 小野寺建材 小野寺 亮一 岩手県一関市藤沢町保呂羽字栗沢７３ 

小山田電業株式会社 小野寺 孝司 岩手県宮古市小山田４丁目１番３０号 

川上塗装工業株式会社 川上 秀郎 岩手県盛岡市三ツ割３丁目２－１１ 

株式会社 巖秀 熊谷 秀逸 岩手県一関市藤沢町黄海字町裏９ 

株式会社 久秀陸運 久保 秀道 
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１丁目６

－３ 

有限会社 気仙沼ネジ 千葉 勤 宮城県気仙沼市潮見町１－６ 

株式会社 コスモ通信システム 髙橋 秀治 岩手県盛岡市天神町１３－２９ 

後藤工建株式会社 後藤 一 岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎６６－２ 

有限会社 サトー 佐藤 充 
岩手県下閉伊郡山田町豊間根第２地割４３－

６ 

株式会社サンセイ・イサワ 安倍 由和 岩手県奥州市胆沢小山字中油地１１９ 

有限会社 三陸海洋土木 山田 光良 岩手県大船渡市三陸町綾里字宮野６７－１ 

株式会社 ジェームス岩手 元持 雅行 岩手県盛岡市上田２丁目１９－４０ 

株式会社 事務機商事 山崎 清基 岩手県盛岡市紺屋町４－３０ 

株式会社シンコーロードサービス 佐藤 清喜 岩手県一関市大東町曽慶字岩間３２－１ 
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株式会社 セーフティーガード 下中 和彦 岩手県宮古市神田沢町１－２３ 

株式会社 ゼン 角地 全 岩手県陸前高田市高田町字砂畑１０－１３ 

有限会社 外山商店 中村 祐紀 
岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第８地割４２

－１ 

株式会社 タカシュウ 高橋 弘樹 岩手県奥州市水沢工業団地２丁目１－１ 

高常自動車工業株式会社 高橋 啓介 
岩手県九戸郡軽米町大字軽米第１３地割１１

５－２ 

株式会社テンダー 遠藤 貴幸 岩手県八幡平市大更第２５地割２０１－１ 

東都技建株式会社 木村 芳博 宮城県黒川郡大和町吉田字窪２４番地の２ 

豊島建設株式会社 紀室 裕哉 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森６１－８ 

株式会社 ネクサス 小原 和也 岩手県花巻市北湯口第１地割４６番地４０ 

株式会社 みちのく流通システム 林 文雄 岩手県盛岡市津志田西２－２－３３ 

株式会社みんなのみらい計画 濱田 和人 
岩手県盛岡市大沢川原３丁目７－３ トーカ

ンマンション不来方第二１００５号 

有限会社 山舘設備工事 山舘 浩 岩手県宮古市津軽石第１４地割３８番地４ 

株式会社 山友建設 小野寺 真 岩手県一関市大東町大原字有南田３６ー１ 

有限会社 ライフ・エナジー 川崎 智基 岩手県盛岡市みたけ５丁目２０－４０ 

リアス環境管理株式会社 及川 元 岩手県宮古市長町１丁目９ー１７ 

 

４．贈呈式の開催について 

  以下内容で寄贈式を開催いたします。 

（１）日 時 2019年 7月 9日（火） 14：00～ 

（２）場 所 岩手県庁 4階 総務部長室 

（３）出席者 岩 手 県 総 務 部 長 八重樫 幸 治 様 

   岩手銀行 常務取締役 三 浦 茂 樹 

 

５．次回寄付について 

  2019年 4月～10月取扱分について、2020年 1月頃の寄付を予定しております。 

以 上 

 

 

 
〈本件に関するお問い合わせ先〉 

岩手銀行法人戦略部 照井  ＴＥＬ：０１９－６２４－７０１７ 



 

 

 

 


