
様式第３号 

地 域 貢 献 計 画 書 

                                                        令和２年４月９日 

  愛 知 県  知  事  様 

                             氏名又は名称及び法人にあっては 

                 その代表者の氏名 

                    イオンモール株式会社 

                    代表取締役 岩村 康次 

                               住所 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

 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   イオンモール常滑 

（２）特定大規模小売店舗の所在地  愛知県常滑市りんくう町二丁目２０番３ 

（３）特定大規模小売店舗の規模 

  ①店舗面積  増床前 51,018 ㎡  増床後 54,950 ㎡ 

  ②延べ床面積 増床前 89,740 ㎡  増床後 93,671 ㎡ 

（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 

    イオンスタイル常滑 食料品、日用品、衣料品、雑貨等        

  ②小売店舗以外の施設の種類 飲食、サービス、アミューズメント、シネマ等 

２ 地域貢献活動の概要 

（１） 地域貢献に対する方針・考え方 

イオンモール株式会社は、地域に根差し、地域と良好な関係を築きながら、

ともに成長するＳＣ開発・運営を行います。 

（２） 地域貢献活動の期間（５年間） 

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（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 回数等 

１ 

地域づくりの取

組みへの協力 

① 市町村が進める地域

づくりへの協力 

ＣＨＩＴＡ ＣＡＴプロジェ

クトを中心に街づくりを進め

ます。 

随時 随時 

②商工会議所・商工会・

商店街振興組合等への

加入 

商工会議所等へ加入していま

す。 

適時 適時 



③地域づくりに取り組

む団体等への協力 

常滑陶芸組合員による継続し

た出店をお願いしています。 

適時 適時 

④祭りや各種行事を実

施する自治会等への協

力 

常滑焼祭り・納涼花火大会への

催事場所の提供及び協賛を行

います。 

適時 適時 

⑤地域経済団体等の活

動に対する助言、情報の

提供 

地元商工会議所への助言・ 

情報提供を行います。 

適時 適時 

⑥県産品コーナー設置

など、県産品の積極的な

PRと販売促進域 

スーパー（イオンリテール）を

中心として実施します。 

適時 適時 

⑦自治体による地産地

消の取組への協力 

野菜、農産物、酒等の地産地消

に向け、スーパー（イオンリテ

ール）を中心に実施します。 

適時 適時 

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 

パートタイマー、アルバイトを

中心として地域から優先的に

採用します。 

随時 随時 

② 定的雇用の確保 定期的な雇用の創出に尽力し

ます。 

随時 随時 

③ 害者雇用の促進 障害者雇用については法定雇

用率に基づき雇用に努めます。

随時 随時 

④少子化対策・男女共同

参画の推進 

託児所の併設と託児所におけ

る従業員割引を行います。 

随時 随時 

⑤その他地域雇用確保

等への協力 

業者に委託し求人広告を掲載

します。 

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 

・カメラの設置及び従業員等に

よる警備に尽力します。 

・駐車場への適切な照明設備を

設置します。 

・常滑警察署の詰所を継続しま

す。 

随時 随時 

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の出入口

を閉鎖、ゲームセンター内で注

意喚起します。 

通年 通年 

③人通りの少ない場所

に対する巡回の実施等 

警備員等が定期的な巡回、場所

に応じセンサーを設置します。

通年 通年 

④ 緊急通報体制の確

立 

店舗での事件発生時における

警察等への通報要領マニュア

ルを策定します。 

通年 通年 



（ＡＭ事務所⇔所轄との密な

連携） 

⑤ その他防犯等への

協力 

地域の防犯イベントなどへ参

加、協力します。 

適時 適時 

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 

・防災訓練を実施します。 

・防災センターを設置します。

・交通安全イベントを実施しま

す。 

・防災協定を締結しています。

災害時 

（通年） 

適時 

②緊急時の物資の提供 常滑市との「物資協定」を締結

しています。 

災害時 適時 

③災害等発生時におけ

るボランティア活動へ

の取組 

・防災協定に則り、必要に応じ

て「避難場所の提供」「物資の

提供」を実施します。 

災害時 適時 

④防災訓練等への参

加・協力 

要請があれば検討します。 適時 適時 

⑥ その他地域防災へ

の協力 

要請があれば検討します。 適時 適時 

５ 

ユニバーサルデ

ザイン対策等の

推進 

①ユニバーサルデザイ

ンの導入 

・障害者専用駐車場を設置しま

す。 

・店舗内はすべてバリアフリー

仕様とします。 

通年 通年 

②その他ユニバーサル

デザイン対策に関する

取組 

・子どもや高齢者、障害者に優

しい、誰もが利用しやすい店舗

づくりに配慮します。 

・車いすの貸出しを実施しま

す。 

通年 通年 

③地域の授産施設等の

授産製品の取り次ぎ・取

り扱い 

要請があれば検討します。 適時 適時 

６ 

環境対策の推進 

①ヒートアイランド・地

球温暖化対策の実施 

・駐車場内におけるアイドリン

グストップの呼び掛け（サイン

を設置）を行います。 

・植樹活動などグループ全体を

通じて地球温暖化対策取組み

ます。 

通年 通年 

②「ノーレジ袋」・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

・買い物袋持参運動を展開と有

料化を行います。 

・リサイクル品の回収活動を実

施します。 

通年 通年 



施 ・廃棄物計量システムを導入し

ます。 

③環境美化対策の実

施・協力 

駐車場内の清掃活動を実施し、

周辺へのゴミの飛散防止に尽

力します。 

適時 適時 

④省エネルギー対策の

実施 

不要な照明を適宜消灯する一

方、省エネルギー機器を積極的

に導入します。 

通年 通年 

⑤ＩＳＯ１４００１の

認証取得 

ISO14001 の認証取得に基づく

環境マネジメントシステムを

導入します。 

通年 通年 

⑥その他環境対策に関

する取組 

関係法令を遵守し、指導内容に

則して実施します。 

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 

長期でのテナント契約を予定

しており、契約期間中の撤退は

考えていません。万が一、撤退

する場合にはできるだけ早期

の情報提供に努めます。 

撤退時 撤退時 

②  後継店の確保 同上 撤退時 撤退時 

③ 従業員の雇用の確

保 

同上 撤退時 撤退時 

④ 店舗閉鎖に伴う環

境悪化の防止 

同上 撤退時 撤退時 

⑤ その他核テナント

撤退等の対策 

同上 撤退時 撤退時 

８ 

その他の対策 

① 食品等の安全・安心

の確保 

食品の社内衛生管理基準に基

づいた管理を実施します。 

通年 通年 

② 景観形成、街並みづ

くりへの配慮、景観協定

など地区の景観形成の

取組に対する協力 

・植樹活動などグループ全体を

通じて環境美化活動の実施･協

力します。 

・景観条例や屋外広告物を遵守

します。 

適時 適時 

③その他の地域貢献活

動 

地産品のポスター、リーフレッ

トを展開します。 

適時 適時 

担
当
窓
口

地
域
貢
献

担当部署名 イオンモール常滑 

電   話 ０５６９－３５－７５０１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５６９－３５－７５０９ 

注 項目及び細目には別表地域貢献活動事例一覧の内容を記入 


