
様式第 3 号 

地 域 貢 献 計 画 書 

 

                                                          令和 2年 4 月 7日 

愛 知 県  知  事  様 

 

岐阜県恵那市大井町 180番地の 1 

株式会社バローホールディングス 

代表取締役 田代 正美 

 

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 16番 21号 

株式会社バローマックス 

代表取締役 横山 悟 

 

岐阜県多治見市高根町四丁目 29 番地 

中部薬品株式会社 

代表取締役 高巢 基彦 

 

愛知県商業・まちづくりガイドライン 3（2）イ（イ）の規定により、次のとおり提出します。 

 

記 

 

1 特定大規模小売店舗の概要 

（1）特定大規模小売店舗の名称     

岡崎駅南複合商業施設 

 

（2）特定大規模小売店舗の所在地    

岡崎駅南土地区画整理 52街区 1番 

 

（3）特定大規模小売店舗の規模 

①店舗面積：7,236㎡、②延床面積：10,531 ㎡ 

 

（4）施設の概要 

①小売業を行う者の名称、販売する物品の種類 

（a） 株式会社バロー（総合食料品・住居関連品他） 

（b）ﾃﾅﾝﾄ A（均一雑貨） 

（c） ﾃﾅﾝﾄ B-1（書籍） 

（d）ﾃﾅﾝﾄ B-2（釣具） 

（e） ﾃﾅﾝﾄ C（未定） 

（f） ﾃﾅﾝﾄ D（ﾘｻｲｸﾙ品） 

（g） 中部薬品株式会社（医薬品・化粧品・日用品・一部食料品他） 

（h）ﾃﾅﾝﾄＦ（和菓子） 



②小売店舗以外の施設の種類 

（a） ﾃﾅﾝﾄ G（ﾖｶﾞ） 

（b）ﾃﾅﾝﾄ H（ｶﾌｪ） 

（c） ﾃﾅﾝﾄ I（飲食） 

（d）ﾃﾅﾝﾄ J（音楽教室） 

（e） ﾃﾅﾝﾄ K（調剤薬局） 

（f） ﾃﾅﾝﾄ L（未定） 

 

2 地域貢献活動の概要 

（1）地域貢献に対する方針・考え方 

①株式会社バローホールディングス 

当社のスーパーマーケット事業は、「安心・安全・健康」をモットーに、地域のお客様に豊かで美味しい食生活

を提供して参ります。環境対策としては、積極的なリサイクル活動と省エネルギー対策に取り組んで参ります。 

 

②株式会社バローマックス 

バリアフリー等、誰でも利用しやすい施設を提供するとともに、環境に配慮した施設づくりをして参ります。 

 

③中部薬品株式会社 

中部薬品は人々の健康で幸せな暮らしに貢献できる地域密着型の企業を目指して参ります。 

 

（2）地域貢献活動の期間（5 年間） 

令和 2年 11 月 14 日から令和 7年 3月 31 日まで 

※但し、開店日が上記日付と異なる場合は開店日から 5 年間とする。 



（3）地域貢献活動の内容 

項目 細目 地域貢献活動内容 実施時期 予定回数等 

1地域づくりの取

組への協力 

①祭りや各種行事を実

施する自治会等への協

力 

町内会行事等に出来る限り協力します｡ 随時 随時 

2 地域雇用確保

への協力 

①地域及び県内からの

雇用の促進 

地元でのﾊﾟｰﾄ､ｱﾙﾊﾞｲﾄの採用を計画して

います｡ 

随時 随時 

②少子化対策･男女共同

参画の推進 

結婚や出産により退職した女性等の再雇

用（ﾊﾟｰﾄ､ｱﾙﾊﾞｲﾄ）を計画しています｡ 

随時 随時 

3 防犯･青少年

非行防止対策の

推進 

①店舗内及び敷地内に

おける防犯対策の実施 

防犯ｶﾒﾗを設置します｡ 通年 30 箇所以上 

②深夜営業や営業時間

外の防犯･青少年の非行

防止対策の実施 

営業時間外は駐車場を閉鎖します｡ 通年 通年 

③人通りの少ない場所に

対する巡回の実施等 

従業員による駐車場内等の巡回を行いま

す｡ 

通年 通年 

④緊急通報体制の確立 防犯ﾏﾆｭｱﾙを作成し従業員に徹底すると

ともに､所轄警察との連携を密にし､犯罪

発生の抑制に努めます。 

通年 通年 

⑤その他防犯等への協

力 

地域からの要請があれば､可能な限り協力

します｡ 

随時 随時 

4 地域防災への

協力 

①災害時の避難場所等

の提供､地域との連携 

地域から要請があれば、災害時一時避難

場所の提供を行います｡ 

災害時 適時 

②緊急時の物資の提供 H20年 5月に愛知県と災害時の物資供給

協定を締結しています。 

災害時 適時 

③その他地域防災への

協力 

AED を設置します。 通年 1 箇所 

5 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞ

ｲﾝ対策等の推

進 

①地域の授産施設等の

授産製品の取り次ぎ･取

り扱い 

授産製品の取次ぎは現在計画していませ

んが､要請があれば検討します｡ 

随時 随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項目 細目 地域貢献活動内容 実施時期 予定回数等 

6 環境対策の推

進 

①ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ･地球温暖

化対策の実施 

･駐車場内にｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ周知看板を設

置します。 

･省ｴﾈﾙｷﾞｰ機器の導入により消費電力を

削減します。 

・各ﾃﾅﾝﾄ搬入車両のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの実

施を徹底致します。 

・通年 

 

・通年 

 

・通年 

・通年 

 

・通年 

 

・通年 

②｢ﾉｰﾚｼﾞ袋｣･ﾄﾚｲ削減､

包装の簡素化等､廃棄物

抑制対策の実施､ﾘｻｲｸﾙ

対策の実施 

・ﾏｲﾊﾞｯｸ･ﾏｲﾊﾞｽｹｯﾄ制度の導入 

・ﾄﾚｰ･牛乳ﾊﾟｯｸ･ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの回収 

･ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの再資源化等を実施 

･ﾚｼﾞ袋の有料化を実施（ﾊﾞﾛｰ） 

・通年 

・通年 

・通年 

・通年 

・通年 

・通年 

・通年 

・通年 

③環境美化対策の実施･

協力 

敷地内の清掃を実施します｡ 通年 通年 

④省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策の実施 ･省ｴﾈ機器を導入します｡ 

･空調温度の効率運用を図ります｡ 

･点灯･消灯時間の季節による調整を実施

します｡ 

・通年 

・通年 

・通年 

・通年 

・通年 

・通年 

7 核ﾃﾅﾝﾄ撤退

や店舗閉鎖時の

対策 

①早期の情報開示・提供 早期に情報提供します。 適時 適時 

②後継店の確保 早期に後継店を確保します。 適時 適時 

③店舗閉鎖に伴う環境

悪化の防止 

適切な建物管理を実施します。 適時 適時 

8 その他の対策 ①食品等の安全･安心の

確保 

商品安全保障室を本部に設置｡商品表

示･品質の検査及び PB 商品を中心に商

品抜き取り検査を実施しています。（ﾊﾞﾛ

ｰ） 

通年 通年 

②その他の地域貢献活

動 

地域､警察からの要請に対して交通安全

運動への協力を行います｡ 

随時 随時 

 

 

地域貢献 

担当窓口 

担当部署名 ㈱バローホールディングス 立地法担当 

電   話 0572-20-0805 

F A X 0572-29-1235 

担当部署名 ㈱バローマックス 店舗開発部 

電   話 0572-20-0805 

F A X 0572-29-1235 

担当部署名 中部薬品株式会社 開発本部 

電   話 0572-26-8644 

F A X 0572-27-3912 

 


