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  氏名又は名称及び住所並びに法人に 

あっては代表者の氏名 

 

 

 下記のとおり地域貢献活動計画を実施したので、宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコン

パクトで活力あるまちづくりの推進に関する条例第２１条第１項の規定により、提出します。 

 

 

記 

 

 

１ 特定大規模集客施設の名称及び所在地 

  名 称 イオンタウン佐沼 

  所在地 宮城県登米市南方町新島前４６－１ 

 

２ 地域貢献活動を実施する機関（1業年度） 

第（1）事業年度 令和 1年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

 

３ 地域貢献活動の実施状況 

項目 細目 取組内容 実施期間 実績 

１地域づくりへ

の参画・協力 

①市町やまちづくり団体等が進

める地域づくりへの協力 

・毎月１１日に「クリーン＆グリーン活動」

として清掃・除草活動を実施 適時 

月 1回 

スマイルロードプログラム

を兼ねる 

②祭りや各種行事を実施する団

体への協力 

・地域自治会と協議の上協力を実施 
適時 

太鼓やよさこい演舞をセ

ントラルコートにて実施 

項目 細目 取組内容 実施期間 実績 



１地域づくりへ

の参画・協力 

③ボランティア・NPO 団体等の

活動や地域文化活動への協力 

・参画や場所の提供などを協議の上実施 
協議の上 

盲導犬ふれあい募金、石越

小吹奏楽部演奏会等を実施 

 ④地域住民のためのコミュニテ

ィスペースの提供 

・掲示板の提供、地域行事への場所提供 

・コーナーを設け、申し込みにより活用 
随時 

行政・教育機関、NPO等

を中心に提供 

２地域産業の活

性化 

①商工会議所、商工会への加入 ・商工会議所への加入（テナントへの加入

促進） 
加入 南方商工会議所に加入中 

②地域及び圏内の事業者・卸売業

者との取引促進 

・地域及び県内事業者との取引を可能な限

りテナントへ要請 
実施中 継続実施中 

③地域及び県内の商業者のテナ

ント入居促進 

・地域でテナント募集情報を提供し積極的

に配慮する。又入店のご要望があれば積

極的に検討 

実施中 継続実施中 

④県産品コーナーの設置など、県

産品の積極的な PRと販売等 

・県産品の情報収集、PR、販売をテナン

トへ積極的に要請 

・地産地消のための販売場所の提供 

（イオンスーパーセンターで実施中） 

実施中 継続実施中 

３雇用の確保 ①地域及び県内からの雇用 ・近隣地域からフレックス社員（パートタ

イマー）を採用することをテナントへ可

能な限り要請 

実施中 継続実施中 

②安定雇用の確保 ・テナントへの可能な限り要請 実施中 継続実施中 

③障害のある人や高齢者の雇用

の促進 

・テナントへの可能な限り要請 
実施中 継続実施中 

④女性雇用の促進 ・テナントへの可能な限り要請 実施中 継続実施中 

⑤従業員の職業キャリア形成へ

の支援 

・接客研修などを積極的に実施 
実施中 継続実施中 

４環境・景観へ

の配慮 

①水保全対策・水循環確保の実施 ・雨水排水の抑制 

・グリストラップによる水質汚染の防止 
実施中 継続実施中 

②騒音対策の実施 ・深夜早朝の静穏な生活環境の保持 

・アイドリングストップ活動の推進 
実施中 継続実施中 

③ヒートアイランド・地球温暖化

等対策の実施 

・アイドリングストップ活動の推進 実施中 継続実施中 

・敷地への植樹、育樹活動の実施 

・イオンふるさとの森づくりの提唱・活動

の促進 

実施中 継続実施中 

・登米市と温暖化防止協定を締結 

（イオンスーパーセンター） 
実施中 継続実施中 

・お買物袋持参運動の促進 実施中 
SuC食品部門で買い物袋

の有償化の継続実施 

④ISO14401の認証取得 ・認証取得 準備中 継続中 

項目 細目 取組内容 実施期間 実績 



４環境・景観へ

の配慮 

⑤包装の簡素化による廃棄物抑

制対策 

・マイバスケット、マイバック持参などの

普及運動の推進をテナントに可能な限

り要請 

実施中 
SuC食品部門で買い物袋

の有償化の継続実施 

⑥リサイクル対策等の推進 ・分別収集の徹底 

・廃食油の回収 

・古紙リサイクルポイントシステム 

実施中 継続実施中 

⑦適切な廃棄物等の処理や環境

美化対策の実施 

・ゴミ等の適切な設置 

・清掃活動を実施 
実施中 継続実施中 

⑧光害対策の実施 ・無駄な照明の点検・撤去 

実施中 

震災後、自然光の明るさ

によって消灯・減灯を実

施中 

・営業時間終了後の店内消灯 実施中 継続中 

⑨過剰な照明の削除や空調温度

の適切な設定 

・職員の巡回による冷暖房温度の適正温度

維持 

・全国開催『ブラックイルミネーション』

に参加 ※一定時間の看板照明消灯 

実施中 

震災後、政府通知の電気

使用量前年比 15％削減を

実施 

⑩新エネルギー・省エネルギー設

備の設置 

・空調制御機器の導入・運用 
計画 

デマンドコントローラー

を導入・運用中 

⑪地域が進める景観・町並みづく

りや緑化への協力 

・イオンふるさとの森づくりの一環として

敷地内植樹及び育樹の実施 
実施中 継続実施中 

５こども、高齢

者、渉外のある

人等への配慮 

①店舗へのユニバーサルデザイ

ンの導入 

・バリアフリー法に適合した店舗づくりを

実施予定 

・多目的トイレの設置 

・敷地内植樹を実施 

実施中 継続実施中 

②ユニバーサルデザインに配慮

した広告等 

・見やすく分かりやすい館内サインの表示 
実施中 継続実施中 

③物販を通じたユニバーサルデ

ザインの普及への協力 

・テナントへユニバーサルデザインの継続

的普及に向けた協力要請 
実施中 継続実施中 

④障害のある人が製作した授産

製品の展示・販売等の取組への

協力 

・展示・販売スペースの提供 

適時 

年 1回迫支援学校のバザー

開催 

年 1回登米市内の特殊学級

の作品展示会開催 

⑤こどもたちの健全な育成への

支援 

・小・中学生の社会見学の受入れ 

（テナント各店舗） 
随時 各店舗にて実施 

６安心・安全対

策 

①災害時の避難場所や物資の提

供 

・登米市と防災協定を締結 

・要請に応じて駐車場を避難場所として開

放、物資の提供を行う 
随時 

震災時、登米市の要請に

応じてイオンスーパーセ

ンターを中心に物資を提

供 



②災害時における地域との連携

やボランティア活動への支援 

・登米市から要請に応じて物資の現地対策

本部への救護・物資作業場所提供 適時 

震災時、登米市等要請の

あった組織に柔軟に対応

する 

③防災訓練等への参加・協力 ・ＳＣ全体で年２回、避難訓練の実施 

・消防イベントを駐車場で実施予定 
実施中 

11/8に消防署主催の啓発

イベント開催 

項目 細目 取組内容 実施期間 実績 

６安心・安全対

策 

④救急救命の取組の確保 ・ＡＥＤの設置 

・登米市ＡＥＤ設置施設に登録 
実施中 継続実施中 

⑤実効性のある万引き防止等防

犯対策の実施 

・従業員、警備員による店内巡回 

・店内挨拶・全従業員で声かけ運動の推進 

・防犯パトロールの巡回（月２回） 

・安全カメラの設置 

実施中 継続実施中 

⑥深夜営業及び営業時間外の防

犯・青少年非行防止対策の実施 

・機会警備による夜間警備の実施 

・従業員、警備員の巡回 

・安全カメラの設置検討 

・未成年者への酒たばこ販売防止への呼び

かけ 

実施中 継続実施中 

⑦緊急通報体制の確立 ・会社・警備室に緊急連絡があった場合、

現場で迅速な対応及び警察署、消防署へ

連絡 

実施中 継続実施中 

⑧新型インフルエンザの予防対

策 

・お客様入口、従業員入口にアルコール消

毒を設置 

・従業員にインフルエンザ防止ガイドブッ

クを配布 

実施中 継続実施中 

⑨市町が進める交通対策や交通

安全運動への参加・協力 

・交通安全運動への参加 

・ＳＣ内での交通事故防止啓発を実施 
実施中 

佐沼警察署主催で 110の

日啓発イベント開催 

⑩車を運転しない方への配慮や

歩行者の安心・安全のための通

り抜け道路の確保 

・駐車場の一部に歩行者・カート専用の歩

道を確保 実施中 継続実施中 

⑪身体障害者への配慮 ・ 身体障害者用駐車スペースの確保 

・ ハートゲートの運用 

・  

実施中 継続実施中 

７撤退時の対応 ①早期の情報提供等 ・現在、店舗閉鎖は考えておりません。開

店後は、地域貢献を果たしながら地域の

皆様にご愛顧頂けるよう努力致します。

尚、万一閉鎖を余儀なくされた場合は①

～⑤の項目について適切に対処いたし

ます。 

― ― 

②後継店の確保 

③従業員の雇用の確保 

④取引先企業に対する対応 

⑤店舗閉鎖に伴う環境悪化の防

止 



⑥再利用可能な建物の建築 

８その他 ① 血運動 ・毎月第１土曜日に駐車場にて定点献血と

骨髄ドナー募集を実施 
毎月 継続実施中 

 

４ 担当連絡先 

担 当 者 連 絡 先 所  属 イオンタウン佐沼 

 担当者名 白土 由紀子 

 電話番号 ０２２０-２１－０６０９ 

以上 


