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北海道地域貢献活動指針の点検について

平成 2 9 年 ８月４日

経済部地域経済局中小企業課

１ 点検の基本的な考え方

「北海道地域商業の活性化に関する条例」（平成24年３月30日条例第12号、以下「条例」という。）

では、「この条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、

この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」と

規定（附則第6項）しており、本年度がその実施年度となっている。

この度の条例の点検に合わせ、条例第10条により策定している事業者、小売事業施設設置者及

び商工関係団体が行う地域貢献活動に関する指針である「北海道地域貢献活動指針」（H24.8.31公

表、以下「指針」という。）についても、これまでの成果や地域の要望、現状に即しているかとい

った観点で点検する。

２ 地域貢献活動の実施状況

(1) 条例に基づく特定小売事業施設の届出等

内 容 等 実施状況

地域貢献活動計画の提出（第25条） 232施設（撤退3、廃止2を含む）

地域貢献計画説明会の開催（第27条） 16施設

地域貢献活動計画に係る市町村の長の意見等（第28条） ４施設

地域貢献活動計画に係る知事の意見等（第29条） －

地域貢献活動計画の変更（第30条） 73施設

地域貢献活動実施状況の報告（第32条） 217施設

(2) 特定小売事業施設の地域貢献活動の取組例

これまで届出のあった217施設の地域貢献活動実施状況報告書を分析すると、「商工会議所・

商工会への加入（71.9％）」、「パート・アルバイトの地元採用（75.6％）」、「災害時に店舗・駐

車場を避難場所に提供（82.0％）」については、７割以上の事業者が取り組んでいる。

一方で、地域振興等の取組への協力で最も多い取組は「中心市街地活性化・商店街の取組へ

の協力」の30.4％、買い物弱者対策への協力で最も多いのは「ネットスーパー・宅配サービス

の実施」が21.7％と、低調な取組状況にあった（別紙１）。

(3) 地域貢献活動の優良事例の周知

食料品など生活必需品の移動販売と併せて高齢者の見守りサービスを実施することによって

買い物が困難な方々の暮らしを支え地域課題の解決に取り組んでいる事例や、地域イベントへ

の参画や地場産品のＰＲ・販売促進など、幅広い分野で地域と連携しながら活動に取り組んで

いる事例など、地域貢献活動の優良事例（別紙２）を、「北海道内での買い物弱者対策及び流通

対策の取組事例集（平成27年３月）」及び「北海道地域貢献活動事例集（平成29年３月）」を作

成するとともにホームページでも公表し、地域貢献活動の拡大を誘導した。

３ 地域貢献活動に対する要望

平成29年１～２月に実施した商業施策に関する市町村アンケート（別紙３）において、市町

村が求める地域貢献活動としては、「地域の雇用の推進と確保（23.8％）」、「まちづくり対策へ

の協力（21.6％）」、「エネルギー対策の実施（14.7％）」の回答が多く、また、指針に示すもの

以外で新たに求める地域貢献活動の取組では、「地域の魅力やイベントの情報発信など地域の

魅力の情報発信」「大型店と商店街の包括連携協定の締結など、さらなる協力関係の推進」「防

災・災害対応などに対する協力」「ＢＣＰ（事業継続計画）の策定や防災・減災マニュアルの

作成など災害時における協力体制」などがあげられた。

また、同年５～６月に実施した地域ヒアリングでは、「買い物弱者対策」や「行事への参画」

などを要望する意見が出された。

資料５
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４ 大型店ヒアリング

平成29年６～７月に実施した、スーパーマーケットやドラッグストア、ホームセンター等を

対象としたヒアリングでは、地域貢献活動実施状況報告書に記載している活動以外の取組とし

て、「期日前投票所の設置」、「行政との連携による各種相談窓口の設置」、「地域包括支援セン

ターとの連携による高齢者向け健康関連イベントの開催」などがあげられた。

５ 点検の結果

(1) 時点修正等

○ＣＳＲの定義（Ｐ２）

経済産業省の「企業のグローバル展開とＣＳＲに関する調査研究報告書（H27年3月)」におい

て、新たなＣＳＲの概念が示されているので、修正する。

企業の決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影響に対して担う責任

経団連の「企業行動憲章（H22年９月）」において、企業の果たすべき責務が示されているの

で、追加する。

企業は社会や環境に与える影響が大きいことを認識し、ＣＳＲを率先して果たす必要がある

○「求められる地域貢献活動」（Ｐ４）

道民意識調査（H22年度）に替えて、市町村アンケート（H28年度）を基に内容を修正する。

○「地域貢献活動の実施にあたって」（Ｐ５）

指針策定後に提出のあった地域貢献活動実施状況報告書をもとに、「地域貢献活動の取組状況」

を追加するとともに、「地域貢献活動の実施にあたって」を、市町村アンケートを基に整理する

「求められる地域貢献活動」と「地域貢献活動の取組状況」の内容に沿って修正する。

(2) 取組例の追加

○特定小売事業施設設置者が提出した地域貢献活動実施状況報告書や大型店ヒアリングから、

幅広く取り組まれている事例や、他の参考となる取組例を追加する。

例）・職場見学や職場体験（「地域教育への協力」の拡充）

・３Ｒ（リユース、リデュース、リサイクル）の推進（「リサイクル対策の推進」の拡充）

・行政との連携による各種相談窓口の設置の協力

○市町村アンケートや地域ヒアリングにおいて要望が出された事項で、指針に示されていないも

のを取組例に追加する。

例）・買い物が困難な住民向けの移動販売などの取組（「買い物弱者対策への協力」の拡充）

・地域の魅力やイベントの情報発信

・ＢＣＰ策定などによる災害時の協力体制の整備

○取組実績の少ない「地域振興等の取組への協力」や「地域が取り組む買い物弱者対策への協力」

を促進するため、地域貢献活動実施状況報告書から取組例を追加する。

○道が政策的に取り組んでいる「働き方改革」を推進するため、「ゆとりある勤労者生活の

確保」等に、推進すべき方策などを追加する。
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(3) 構成の変更

第４章の「地域貢献活動の望ましい姿」の構成を、より分かりやすく、取り組みやすくするため、

次のとおり構成を変更する。

【現 状】 【変 更】

１ 地域との連携促進 １ 地域との連携促進

（１）地域団体、組織への加入 （１）地域団体、組織への加入

（２）地域との意見交換の推進 （２）地域との意見交換の推進

（３）地域振興等の取組への協力 (３）地域活動等への支援・協力

（４）地域との共存共栄に向けた取組への ①地域イベントや行事などへの参画、

協力 協働

①地域イベントや行事などへの参画、 ②コミュニティスペースの提供

協働 ③地域教育への協力

②地域が取り組む「買い物弱者」対策 (新)地域の魅力やイベントの情報発信

への協力 (新)行政との連携による各種相談窓口の

③コミュニティスペースの提供 設置の協力

④道産品のＰＲや販売促進への協力 (４）消費生活の安定・経済活性化への

⑤地域や道内の企業との取引促進 協力

⑥リサイクル対策の推進 ①地域が取り組む「買い物弱者」対策

⑦地域教育への協力 への協力

②道産品のＰＲや販売促進への協力

③地域や道内の企業との取引促進

２ 地域基盤の形成・維持 ２ 地域基盤の形成・維持

（１）地域や道内からの雇用の推進と安定的 （１）地域や道内からの雇用の推進と安定的

雇用の確保 雇用の確保

（２）ゆとりある勤労者生活の確保 （２）ゆとりある勤労者生活の確保

（３）従業員の職業能力開発の推進 （３）従業員の職業能力開発の推進

（４）地域の防犯活動等への参画、協働 （４）地域の防犯活動等への参画、協働

（５）地域防災活動等への協力 （５）地域防災活動等への協力

①地域の防災訓練等への参画、協働 ①地域の防災訓練等への参画、協働

②災害時の物資の提供 ②災害時の物資の提供

③災害時における緊急避難場所の提供 ③災害時における緊急避難場所の提供

④災害時におけるボランティア活動への ④災害時におけるボランティア活動への

支援 支援

(新)ＢＣＰ策定などによる災害時の協力

体制の整備

３ まちづくりへの協力 ３ まちづくりへの協力

（１）市町村等が進める対策への協力 (１）市町村等の取組への協力

（２）地域における魅力ある景観形成への （２）地域における魅力ある景観形成への

配慮 配慮

（３）環境美化対策の実施 （３）環境美化対策の実施

４ その他 ４ 環境・エネルギー対策

（１）ISO14001の導入など環境全般への配慮 （１）ISO14001の導入など環境全般への配慮

（２）エネルギー対策の実施 (２）リサイクル対策の推進

（３）エネルギー対策の実施

※(新)は例示
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特定小売事業施設の地域貢献活動の取組例

条例第32条に基づき特定小売事業施設の設置者から提出のあった217施設(H29.3現在)の
「地域貢献活動実施状況報告書」において報告された地域貢献活動内容の上位3項目

第1位 第2位 第3位

商工会議所・商工会 商店街組織 町内会等

156(71.9％) 79(36.4％) 49(22.6％)

中心市街地活性化・商
店街の取組への協力

掲示板等による地域情
報の提供

地域振興の取組への寄
附

　　　66(30.4％) 59(27.2％) 6(2.8％)

行事やｲﾍﾞﾝﾄへの協賛 行事やｲﾍﾞﾝﾄへの参画
ﾌｯﾄｻﾙ・ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ・ﾊﾟｰ
ｸｺﾞﾙﾌ等の大会主催

        95(43.8％) 70(32.3％) 　　　　 6(2.8％)

ネットスーパー・宅配
サービスの実施

高齢者の買い物品配達
高齢者向け宅配弁当の
実施

　　　　　 47(21.7％) 21(9.7％)  14(6.5％)

コミュニティスペース
の提供

献血の実施 共同募金の実施

      93(42.9％) 56(25.8％) 52(24.0％)

道産品のPR･販売促進へ
の協力

イベントの実施
産地直送ｶﾀﾛｸﾞ作成・道
産ｷﾞﾌﾄの取扱

     147(67.7％) 79(36.4％) 50(23.0％)

ﾘｻｲｸﾙﾎﾞｯｸｽ等の設置 ゴミの分別の徹底 食用油回収

131(60.4％) 107(49.3％) 25(11.5％)

職場体験・見学
インターンシップ・教
育実習

生徒の絵の展示・演奏
会等の場所提供

134(61.8％)      27(12.4％) 13(6.0％)

パート・アルバイトの
地元採用

従業員の地元採用 障がい者雇用

   164(75.6％) 146(67.3％) 90(41.5％)

休暇取得促進 週休二日制の実施
ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇・長期休暇
の実施

144(66.4％) 122(56.2％)      100(46.1％)

公的資格取得支援 通信教育受講支援
社内研修・セミナーの
実施

104(47.9％) 94(43.3％)  80(36.9％)

警備員による巡回 時間外の駐車場の閉鎖 機会警備の設置

112(51.6％) 104(47.9％) 67(30.9％)

災害時に店舗・駐車場
を避難場所に提供

災害時に物資の提供の
協力

災害時のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動へ
の支援

　178(82.0％)  126(58.1％)     102(47.0％)

地域の交通安全対策・
活動への協力

地域のまちづくりへの
協力

火災予防運動への協力

　89(41.0％)  19(8.8％) 11(5.1％)

買い物袋持参･エコバッ
グの推進

ISOの導入 簡易包装の推進

    65(30.0％) 48(22.1％) 31(14.3％)

３　まちづくりへの協力

４　その他

道産品のＰＲや販売促進
への協力

ISO14001の導入など環境全
般への配慮

市町村等が進める対策への
協力

地域防災活動等への協力

地域の防犯活動等への参
画、協働

ゆとりある勤労者生活の確
保

従業員の職業能力開発の推
進

地域振興等の取組への協力

地域との共存共栄に向けた取組の協力

活動内容　上位3項目の施設数(％)
活動内容

１　地域との連携促進

地域団体、組織への加入

地域イベントや行事など
への参画・協働

地域が取り組む「買い物
弱者」対策への協力

コミュニティスペースの
提供

地域教育への協力

地域や道内からの雇用の推
進と安定的雇用の確保

リサイクル対策の推進

２　地域基盤の形成・維持

別 紙 １
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地域貢献活動の優良事例

北海道内での買い物弱者対策及び流通対策の取組事例集（平成27年３月）

北海道地域貢献活動事例集（平成29年３月）

別 紙 ２
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地域貢献活動に係る地域の要望

商業施策に関する市町村アンケート調査概要（平成29年1月～2月実施）

○求める事業者等の地域貢献活動（上位２項目選択） ｎ＝６７２

順位 項目 回答 割合(%)

１ 地域の雇用の推進と確保 160 23.8
２ まちづくり対策への協力 145 21.6
３ エネルギー対策の実施 99 14.7
４ イベントや行事への参画・協働 57 8.5
５ ＩＳＯの導入など環境全般への配慮 56 8.3
６ 地域団体・組織への加入 54 8.0
７ 「買い物弱者」対策への協力 32 4.8
８ 地域との意見交換の推進 25 3.7
９ 環境美化対策の実施 15 2.2
１０ 景観形成への配慮 10 1.5
１１ 地域防災活動への協力 8 1.2
１２ コミュニティスペースの提供 5 0.7
１３ 地域の防犯活動への参画・協働 3 0.4
１４ 地域教育への協力 2 0.3
１５ ゆとりある勤労者生活の確保（週休２日など） 1 0.1

○現在、求める事業者等の地域貢献活動（順位別）

１位 ２位
順位

項目 回答 項目 回答

１ 地域の雇用の推進と確保 160 環境美化対策の実施 82
２ まちづくり対策への協力 145 ＩＳＯの導入など環境全般への配慮 77
３ エネルギー対策の実施 99 地域防災活動への協力 69
４ イベントや行事への参画・協働 57 イベントや行事への参画・協働 62
５ ＩＳＯの導入など環境全般への配慮 56 景観形成への配慮 61

○今後、求める事業者等の地域貢献活動（順位別）

１位 ２位
順位

項目 回答 項目 回答

１ 地域の雇用の推進と確保 150 環境美化対策の実施 82
２ まちづくり対策への協力 144 ＩＳＯの導入など環境全般への配慮 77
３ エネルギー対策の実施 96 地域防災活動への協力 69
４ ＩＳＯの導入など環境全般への配慮 59 景観形成への配慮 62
５ イベントや行事への参画・協働 56 エネルギー対策の実施 61

○新たに盛り込むべき地域貢献活動（自由記載）

項目 取組内容 回答数

地域の魅力やイベントの情報発信など地域の魅力の情報発信 ２２
地域との 大型店と商店街の包括協定の締結など、さらなる協力関係の推進 １４
連携推進 防災・災害対応などに対する協力 ６

多世代交流の場などコミュニティスペースの設置 ４
地元産品を活用した商品や特産品の開発など地域資源の活用 ２

地域基盤の ＢＣＰ（事業継続計画）の策定や防災・減災マニュアルの作成など災 ６
形成・維持 害時における協力体制

まちづくり 美しい街並み、景観の形成（花植え等） １
への対策

別 紙 ３


