
No.
主な

活動事例
国・都道府県 会社名 工場・支社等 活動名

1 Malaysia （株）IHI クアラルンプール事務所 工場見学
2 Myanmar I&H 工場周辺道路の清掃作業
3 Singapore IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD. 東京都市大学海外インターンシップ生受け入れ
4 Thailand ＩＨＩ ASIA PACIFIC(Thailand)CO., LTD. サラブリ事業所 サラブリ事業所 Ban Krua Temple清掃
5 北海道 （株）IHIアグリテック 交通安全運動（春・夏・秋）
6 宮城県 （株）IHIインフラ建設 東北支店 宮城県スマイルロードプログラム
7 宮城県 （株）IHIインフラ建設 東北支店 稲荷山堰地区の清掃活動
8 宮城県 （株）IHIインフラ建設 東北支店 献血
9 宮城県 （株）IHIインフラシステム 東北営業所 ボランティア清掃活動
10 宮城県 （株）IHI運搬機械 東北営所 きみまち二ツ井マラソン 参加
11 宮城県 （株）IHIインフラ建設 東北支店 宮城県スマイルロードプログラム（清掃活動）
12 Web掲載 福島県 （株）IHI 相馬事業所 森と土のはたらき出前授業
13 福島県 （株）IHI 相馬事業所 土壌微生物調査の取組み
14 福島県 （株）IHI 相馬事業所 相双こども科学祭への参加
15 福島県 （株）IHI 相馬事業所 相馬野馬追への参加
16 福島県 （株）IHI 相馬事業所 相馬市こども科学フェスティバル
17 福島県 （株）IHI 相馬事業所 福島県ロボット航空宇宙フェスタ
18 福島県 （株）IHIキャスティングス 相馬工場 献血
19 福島県 （株）IHIキャスティングス 相馬工場 相馬野馬追への参加
20 福島県 （株）IHI物流産業システム 本宮工場 献血
21 福島県 （株）IHI物流産業システム 本宮工場 本宮地区交通安全運動員
22 福島県 （株）IHI物流産業システム 本宮工場 清掃活動
23 福島県 （株）IHIインフラ建設 いわき市道路清掃活動
24 群馬県 明星電気（株） 工業高校工場見学
25 群馬県 明星電気（株） FMぐんま「群馬SDGsリポート」出演
26 群馬県 明星電気（株） 社会人への取材活動
27 Web掲載 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 東京大学大学院寄附講座「航空宇宙革新構造設計」の支援
28 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 「第29回富岡どんと祭り」への踊り連参加
29 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 地元福祉施設での田植え、稲刈り奉仕活動
30 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 地元中学生の職場体験受入
31 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 大学生インターンシップ受入（オンライン開催）
32 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 地元での社員講演会（富岡学）
33 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 地元中学校での社員講演会
34 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 献血協力
35 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 看護大学生の公衆衛生学実習受入
36 群馬県 （株）IHIエアロスペース 富岡事業所 はやぶさパブリックビューイング
37 群馬県 （株）IHI原動機 太田工場 献血
38 群馬県 （株）IHI原動機 太田工場 工業高校工場見学
39 群馬県 （株）IHI原動機 太田工場 清掃活動
40 群馬県 （株）IHIエアロスペース・エンジニアリング 献血
41 Web掲載 東京都 （株）IHI 本社 ジェットエンジン出前授業
42 Web掲載 東京都 （株）IHI 本社 日本車いすバスケットボール連盟への支援
43 Web掲載 東京都 （株）IHI 本社 土壌微生物調査の取組み
44 Web掲載 東京都 （株）IHI 瑞穂工場 子どもたちの夢を叶えるための学び
45 Web掲載 東京都 （株）IHI物流産業システム 立命館アジア太平洋大学における講義
46 東京都 （株）IHI 本社 献血
47 東京都 （株）IHI 昭島事務所 献血協力
48 東京都 （株）IHI 昭島事務所 清掃活動
49 東京都 （株）IHIインフラ建設 本社 江東区アダプトプログラム（地域清掃活動）
50 東京都 （株）IHIインフラ建設 港区道路清掃活動
51 東京都 （株）IHI運搬機械 献血
52 東京都 （株）IHI運搬機械 ザ・コーポレートゲームズ東京 2020への参加
53 東京都 （株）IHI運搬機械 春・秋の交通安全運動
54 東京都 （株）IHI回転機械エンジニアリング ecoプロジェクト（コンタクトケース回収）
55 東京都 （株）IHI検査計測 立川事業所 インターンシップ受入
56 東京都 （株）IHI検査計測 立川事業所 会社説明会への部員派遣
57 東京都 （株）IHI検査計測 立川事業所 春・秋消防訓練の参加
58 東京都 （株）IHI原動機 神田同朋町会 納涼懇親会への社員派遣
59 東京都 （株）IHI物流産業システム 献血
60 東京都 （株）IHI物流産業システム 大学オンライン講座
61 東京都 （株）IHI物流産業システム インターンシップ受入
62 Web掲載 神奈川県 （株）IHI 技術開発本部 東北芸術工科大学とのコラボレーション
63 神奈川県 （株）IHI ジェットエンジン出前授業
64 神奈川県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 清掃活動
65 神奈川県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 玉掛技能講習講師派遣
66 神奈川県 （株）IHI 技術開発本部 ものづくり教室
67 神奈川県 （株）IHI 技術開発本部 うみ博
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68 神奈川県 （株）IHI 技術開発本部 中学生の就業体験受入
69 神奈川県 （株）IHI 技術開発本部 横浜事業所周辺道路の清掃
70 神奈川県 （株）IHI 技術開発本部 インターンシップ生の受入
71 神奈川県 （株）IHI 横浜事業所 アマモ花枝採取会
72 神奈川県 （株）IHI 横浜事業所 横浜マラソン事前清掃
73 神奈川県 （株）IHIインフラシステム 横浜市立笹下中学校職業講話
74 神奈川県 （株）IHI検査計測 福浦事業所 清掃活動
75 神奈川県 （株）IHI検査計測 福浦事業所 金沢区工業団地清掃活動
76 神奈川県 （株）IHI検査計測 福浦事業所 献血
77 神奈川県 （株）IHI検査計測 福浦事業所 インターンシップ受入（オンライン開催）
78 神奈川県 （株）IHI検査計測 日本非破壊検査協会・講習会講師派遣
79 神奈川県 （株）IHI検査計測 インターン受入
80 神奈川県 （株）IHI検査計測 日本非破壊検査工業会・インフラ調査士問題作成委員会
81 新潟県 新潟トランシス（株） 新潟事業所 献血
82 新潟県 ニコ精密（株） 献血
83 新潟県 ニコ精密（株） 清掃活動
84 新潟県 （株）IHI原動機 新潟内燃機工場 献血
85 新潟県 （株）IHI原動機 新潟内燃機工場 工業高等学校工場見学
86 新潟県 （株）IHI原動機 新潟内燃機工場 高校・高専インターンシップ受入れ
87 新潟県 （株）IHI原動機 ガスタービン工場 献血
88 新潟県 （株）IHI原動機 ガスタービン工場 高校工場見学
89 新潟県 （株）IHI原動機 ガスタービン工場 清掃活動
90 富山県 （株）IHI 北陸支社 富山ロータリークラブ活動
91 福井県 高嶋技研（株） 金津中部工業団地周辺清掃活動
92 福井県 高嶋技研（株） 地域の担い手づくりプログラム参加
93 福井県 （株）IHI運搬機械 地区別防犯活動連絡会参加
94 福井県 （株）IHI運搬機械 交通安全実践事業所参加
95 長野県 （株）IHIエアロマニュファクチャリング 全国労働安全週間パトロール
96 長野県 （株）IHIエアロマニュファクチャリング 献血活動への協力
97 長野県 （株）IHIエアロマニュファクチャリング 清掃活動
98 長野県 （株）IHIエアロマニュファクチャリング 管内高校・短期大学　在学生への仕事説明会
99 長野県 （株）IHIエアロマニュファクチャリング かみいなシゴトフェス（地域保護者・学生など）
100 長野県 （株）IHIエアロマニュファクチャリング IAM納涼祭
101 長野県 （株）IHIエアロマニュファクチャリング ほたるの里おしごとチャレンジ（地域中高生）
102 長野県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 献血
103 長野県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 消防団活動
104 長野県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 安全運転協会（伊那支部）行事参加
105 長野県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 上伊那防火管理協会行事参加
106 長野県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 上伊那溶接協会
107 長野県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 辰野町消防団行事参加
108 長野県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 交通安全協会参加
109 長野県 （株）IHI回転機械エンジニアリング 清掃活動
110 長野県 （株）IHIキャスティングス 献血
111 長野県 （株）IHIターボ 献血
112 長野県 （株）IHIターボ 中学校・高校企業説明会
113 長野県 （株）IHIターボ 辰野町キャリアフェス参加
114 長野県 （株）IHIターボ 清掃活動
115 長野県 （株）IHIターボ 大桑村のぞきど高原植樹祭
116 長野県 （株）IHIターボ 大桑村森林の里親事業
117 長野県 （株）IHIターボ 大桑商工会環境整備作業
118 長野県 （株）IHIターボ 木曽風景街道推進協議会
119 岐阜県 （株）IHI機械システム 各務原事業所 献血
120 静岡県 （株）IHIインフラシステム 静岡営業所 しずおかアダプト・ロードプログラム
121 静岡県 （株）IHI運搬機械 沼津工場 献血
122 静岡県 （株）IHI運搬機械 沼津工場 沼津工場祭開催
123 静岡県 （株）IHI物流産業システム 献血
124 愛知県 （株）IHI いのちをつなぐプロジェクト Love Green Dayの開催
125 愛知県 （株）IHI Green Smile Festaへの協力
126 愛知県 （株）IHI グリーンベルトのエノキ植替え作業
127 愛知県 （株）IHIインフラシステム 中部営業所 清掃活動
128 愛知県 （株）IHI運搬機械 中部営業所 清掃活動
129 愛知県 （株）IHIインフラ建設 中部支店 名古屋市下園公園ボランティア清掃
130 滋賀県 （株）IHIインフラ建設 滋賀工場 琵琶湖清掃活動
131 滋賀県 （株）IHIインフラ建設 摂南大学出張オンライン講座
132 滋賀県 （株）IHIインフラ建設 安曇川河川敷清掃活動
133 大阪府 （株）IHI運搬機械 関西事務所 中之島ウエストクリーンアップ活動
134 大阪府 （株）IHI 関西支社 中之島クリーンアップ活動
135 大阪府 （株）IHIインフラ建設 関西支店 浪速区街つくり活動（清掃活動）



136 大阪府 （株）IHIインフラシステム 献血
137 大阪府 （株）IHIインフラシステム 清掃活動
138 大阪府 （株）IHIインフラシステム 中之島クリーンアップ活動
139 大阪府 （株）IHIインフラシステム 本社・堺工場 清掃活動
140 大阪府 （株）IHIインフラシステム 工場見学
141 大阪府 （株）IHIインフラシステム 一般向けＶＲ説明会
142 大阪府 （株）IHI運搬機械 関西事務所 献血
143 兵庫県 JIMテクノロジー（株） 神戸事業所 神戸マイスターフェスティバル開催
144 Web掲載 兵庫県 （株）IHI 相生事業所 相生事業所の取組み
145 兵庫県 （株）IHI 相生事業所 土壌微生物調査の取組み
146 兵庫県 （株）IHI 相生事業所 工場見学
147 兵庫県 （株）IHI 相生事業所 高校OBを囲む会へのOB派遣
148 兵庫県 （株）IHI 相生事業所 リフレッシュ瀬戸内への参加
149 兵庫県 （株）IHI 相生事業所 献血
150 兵庫県 （株）IHI検査計測 相生事業所 相生ペーロン出漕
151 兵庫県 （株）IHI検査計測 相生事業所 トライやるウィーク（就業体験）
152 兵庫県 （株）IHI検査計測 相生事業所 リフレッシュ瀬戸内清掃活動
153 兵庫県 （株）IHI原動機 相生事業所 献血
154 兵庫県 （株）IHI原動機 相生事業所 玉掛け技能講師
155 兵庫県 寿鉄工（株） リフレッシュ瀬戸内清掃活動
156 兵庫県 （株）IHIインフラシステム 清掃活動
157 広島県 （株）IHI 呉事業所 工業高校構内企業説明会参加
158 広島県 （株）IHI 呉事業所 献血
159 広島県 （株）IHI 呉事業所 清掃活動
160 広島県 （株）IHI 呉事業所 呉市内中学校職業選択授業講師
161 広島県 （株）IHI 呉事業所 交通安全街頭キャンペーンへの参加
162 広島県 （株）IHI 呉事業所 ものづくり人材育成日本一プロジェクトへの参加
163 広島県 （株）IHI 呉事業所 看護学生受け入れ
164 広島県 （株）IHI 呉事業所 呉市倉橋町駅伝大会への参加
165 広島県 （株）IHI 呉事業所 ジェットエンジン出前授業
166 広島県 （株）IHI 呉事業所 土壌微生物の取組み
167 広島県 （株）IHIインフラシステム 中国営業所 広島市清掃活動
168 山口県 （株）IHIインフラ建設 中国支店 清掃活動
169 山口県 （株）IHI機械システム 岩国事業所 献血
170 山口県 （株）IHI機械システム 岩国事業所 港湾美化活動
171 香川県 （株）IHI 四国支社 清掃活動
172 福岡県 （株）IHIインフラシステム 九州営業所 清掃活動
173 福岡県 （株）IHI運搬機械 献血
174 福岡県 （株）IHIインフラ建設 九州支店 清掃活動
175 熊本県 （株）IHIインフラ建設 九州支店 清掃活動
176 鹿児島県 （株）IHI 土壌微生物調査の取組み（七ツ島事業所）
177 Web掲載 鹿児島県 （株）IHI 鹿児島県立楠隼中高一貫校における宇宙学講義
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