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岐阜県とイオンとの連携に関する
包括提携協定の締結について

岐阜県とイオン株式会社は、提携発行する電子マネー「ぎふ すまいるＷＡＯＮ」を活用した県

内の商業・観光振興を始め、県産農畜産物の販売促進、防災、福祉、教育など、様々な分野にお

いて、地域活性化と県民サービス向上に協働して取り組むため、１１月４日（木）に包括提携協

定を締結し、あわせて、その前後に協定締結記念催事を行うこととなりましたので、お知らせい

たします。

なお、イオン（株）と都道府県が包括提携協定を締結するのは、大阪府、山形県、三重県、宮

城県に続き全国５例目で、都道府県単位でＷＡＯＮカードを提携発行するのは、大阪府、三重県

に続き全国３例目となります。

記

１ 包括提携協定調印式について

（１）日 時 平成２２年１１月４日（木）１２：３０～１３：００

※後述の包括提携協定記念イベントの合間に実施

（２）場 所 イオン各務原ショッピングセンター １階 サニーコート

各務原市那加萱場町３－８

（３）出席者 岡田元也（おかだ もとや） イオン(株) 代表執行役社長

古田 肇 岐阜県知事

（４）内 容 「岐阜県とイオン株式会社との連携に関する包括提携協定書」の調印、

挨拶、写真撮影

２ 包括提携項目について

（１）提携項目

・ＩＣカード等の活用に関すること

・県産品・農産物の販売促進に関すること

・観光振興に関すること

・災害対策、防災、防犯、交通安全に関すること

・健康福祉及び食育に関すること

・子育て支援及び青少年の健全育成に関すること

・環境対策に関すること

・農山村振興及び森林づくりに関すること
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・教育・文化に関すること

・県政情報ＰＲに関すること

・ぎふ清流国体・ぎふ清流大会に関すること

・その他地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること

（２）協定の期間

・協定締結の日から１年間。その後、双方のいずれかから特段の申出がない場合には、年度

単位で１年間自動延長。

３ 協定締結記念催事について

（１）期 間 平成２２年１１月３日（水）～７日（日）

（２）場 所 イオン各務原ショッピングセンター

（３）催事内容

①１Ｆ食品売場催事場における物産展

『ご当地「岐阜」うまいもの』

・楽天市場で人気のスイーツ・食品等をはじめ、話題の県内商品を集めた物産展を開催

※物産展については、１１月２日（火）～７日（日）９：００～１９：００の開催

【出店店舗と商品例】

○「エルクアトロギャッツ」のベーグル ○「ちこり村」のちこり茶

○「養老軒」のふるーつ大福 ○「松永養鶏場」の玉子まるごとプリン

○「やすふく商店」の卵プリン ○「ルージュロワイヤル」のラスク

○「新杵堂」の栗きんとん ○「美濃屋本店」の八百津せんべい

○「音羽屋」の飛騨だがし ○「ホワイトルンゼ」のアップルパイ

○「カネミツ」の各務原キムチ （順不同）

②１Ｆサニーコートからジャスコ側通路における県催事

『きて、みて、さわって！ 岐阜県の魅力再発見！』

・観光、ぎふ清流国体、ぎふクリーン農業、まちづくり支援など、県の施策をＰＲする

パネル展を開催

（パネル・ポスター・のぼり掲示、チラシ・啓発グッズ等配布、アンケート調査実施 他）

【サニーコート】

○ぎふクリーン農業、新ハツシモ、柿、米粉製品、飼料用米活用畜産物 等ＰＲ

○ぎふ清流国体・ぎふ清流大会ＰＲ

○地デジ・データ放送ＰＲ

【ジャスコ側通路】

○県観光ＰＲ

○まちづくり支援関係ＰＲ

○ＮＰＯ、消費生活、リサイクル、環境、少子化対策 等ＰＲ

○児童虐待防止啓発、授産事業・製品ＰＲ

○木育、ぎふの木で家づくり、森林文化アカデミー 等ＰＲ

○アクア・トトぎふ、高齢者向け優良賃貸住宅「ラシュールメゾン岐阜」ＰＲ

木造住宅耐震化、土砂災害防止、自助実践２００万人運動 啓発
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４ 当面の主な提携事業について

当面の主な提携事業は下記のとおりであり、順次実施していく予定です。

なお、概要は別添資料をご参照ください。

○「ぎふ すまいるＷＡＯＮ」カードの発行

全国で利用可能な電子マネー「ぎふ すまいるＷＡＯＮ」カードを発行。利用金額の０．１％

が毎年岐阜県に寄付され、福祉関係事業に充当（当面は、特別支援学校スクールバス運行経費

に充当予定）。福祉への寄附を目的とした地域ＷＡＯＮは全国初。

■発行予定日：平成２２年１２月８日(水)

■販 売 場 所：イオンリテール(株)中部カンパニーのジャスコ等約７０店舗でスタートし、

順次販売店舗を拡大予定

■販 売 目 標：初年度５万枚

■発行手数料：１枚３００円

■チャージ可能金額：上限５万円（１回あたりのチャージ金額は２万９千円）

「ＷＡＯＮ」とは・・・

○イオンが行っている電子マネーサービスで、店舗での会計時の購入金額２００円ごとに

１ポイント（１円相当）が付与される。

○昨年度の決済総額は、約５，５００億円（電子マネー市場全体の約４５％のシェアで第１位）。

ＷＡＯＮをメイン電子マネーとするユーザーは約７割が女性となっている。

※「ＷＡＯＮ」の発行枚数等（平成２２年９月末現在）

・累計発行枚数：約１，６２０万枚

・月間利用枚数：約４，３３０万枚

・月額利用単価：約１，６８０円

・利用可能箇所：約９４，０００箇所（自販機、ドライバー端末約 46,000 箇所含む）

※電子マネーの全体の発行枚数は、平成２２年４月現在、１億３千万枚を超え、

平成２１年度の決済総額は１兆２，５００億円となっている。

○現在、地域と提携して発行している「地域ＷＡＯＮカード」は１５種類。

（「ぎふ すまいるＷＡＯＮ」、１１月下旬発行予定の三重県との提携カード含めると１７種類）

うち、地域に還元されるもの（寄付されるもの）は９種類。

（「ぎふ すまいるＷＡＯＮ」、１１月下旬発行予定の三重県との提携カード含めると１１種類）

県内では白川村と提携の「ひだ白川郷ＷＡＯＮ」が平成２２年７月に発行されている。

○県産農産物を活用した商品等の共同開発

県産農産物の販路拡大に繋げるため、県産農産物を活用した商品や弁当・惣菜などを共同で

企画開発し、販売。

○イオンのＳＣ出店食品・飲食テナントとのマッチング商談会開催

県産農産物等の販路拡大に繋げるため、イオンのショッピングセンター出店の食品、飲食テ

ナント及びイオンのバイヤーと県内産地とをマッチングする商談会を開催。

○観光キャンペーンとのタイアップ企画実施

首都圏、関西圏、名古屋など、大都市で実施する県の観光キャンペーンにあわせ、当該大都

市のイオン店舗において、県観光ＰＲを実施。
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○店舗での「自助実践２００万人運動」実施

県の防災啓発キャンペーン「自助実践２００万人運動」として、県内店舗において、地震体

験車を活用した防災啓発イベントを開催するとともに、県民や従業員向けの防災研修会を開催。

○岐阜県子育て家庭応援キャンペーン（ぎふっこカード）参加協力

イオンのショッピングセンター出店テナントに対し、「ぎふっこカード」の主旨をご紹介し、

妊婦や１８歳未満の子どものいる子育て家庭にサービス提供を呼びかけ。

○ジャスコ店舗での高校生のインターンシップ受入れ

高校の学習内容を踏まえ、ジャスコ店舗と実習内容を検討・協議して行うインターンシップ

の実施。

○ぎふ清流国体、ぎふ清流大会へ向けた気運盛り上げへの協力

オフィシャルスポンサーとして両大会の広報事業等へイオンが協賛するほか、県産食材にこ

だわった「国体弁当（仮称）」の開発及び販売、県内店舗にミナモ応援募金箱を設置。

５ イオンについて

（１）イオンの概要

＜イオン株式会社＞

・設 立：1926 年（大正 15 年）9月

・資 本 金：1,990 億 54 百万円

・本 社：千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1

・代 表：代表執行役社長 岡田元也

・事業内容：純粋持株会社

チェーンストアおよびショッピングセンターの経営およびこれに相当する

業務営む外国会社の株式または持分を所有することによる当該会社の事業活

動の管理

※2010 年 2月 28 日現在、「イオン株式会社」とグループ企業を合わせ、

計 195 社のグループ （ジャスコ株式会社誕生から今年で４０周年）

＜岐阜県内の主な店舗＞

・イ オ ン Ｓ Ｃ：イオン大垣ＳＣ、イオン各務原ＳＣ

・ジ ャ ス コ：大垣店、各務原店、岐阜店、関店、美濃店、柳津店

・マックスバリュ：大垣東店、各務原店、岐南店、岐阜池田店、垂井店、

養老店、輪之内店

・メ ガ マ ー ト：岐阜池田店、養老店、輪之内店

（２）イオンと岐阜県との関係

■締結済みの主な協定等

◇災害に関する生活必需物資の調達に関する協定締結

・災害時に食料品、飲料水、日用品を調達

【イオンリテール（株）中部カンパニー 平成２１年１月】

◇岐阜県食育応援企業への登録

・ファイブ・ア・デイ活動（一日５皿分（350g）以上の野菜と 200g 以上の果物を食べること

を推奨）や地産地消活動の実施
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【イオンリテール（株）中部カンパニー 平成２０年８月】

【マックスバリュ中部（株） 平成２０年９月】

◇東海三県一市グリーン購入キャンペーン

・一般消費者を対象としたグリーン購入の普及キャンペーンを実施

【イオンリテール（株）中部カンパニー、マックスバリュ中部（株） 平成１４年度～ 参加】

◇ぎふロード・プレーヤー協定締結

・県道沿い（笠松墨俣線、岐阜羽島線）のゴミ・空き缶集め、除草

【ジャスコ柳津店 平成１３年１０月】

■実施済み・実施中の主な取組

◇ぎふクリーン農業普及啓発事業（緊急雇用創出基金事業活用） 平成２２年度

・県内店舗において、ぎふクリーン農産物販売コーナーやＰＲ推進員配置、フェア開催ほか

◇ぎふ清流国体・ぎふ清流大会ＰＲのためのチームミナモ派遣 平成２１年度～

・マーサ２１、マーゴ、イオン各務原、イオン大垣、ジャスコ柳津、ジャスコ美濃

◇イオン店舗での県産品フェア等の開催

・平成２１年度：mozo ワンダーシティ・イオンモールジャスコワンダーシティ店

『飛騨・美濃じまん物産フェア』

・平成２０年度：イオンモール高岡ジャスコ高岡南店

『東海北陸自動車道全線開通記念「飛騨・美濃じまん市」』

岐阜県（イオン各務原店等６店舗）、愛知県（１４店舗）

『東海北陸自動車道全線開通記念「うまいもの再発見」』

・平成１９年度：ジャスコ大垣店

『うまいもの岐阜』

ジャスコ各務原店

『飛騨・美濃じまん市』

◇岐阜・山火事跡地イオングループ緑の再生・植樹活動 平成１５年度

・平成１５年１０月に、前年４月に発生した岐阜市・各務原市北部大規模山林火災現場にお

いて、イオン環境財団、岐阜県などの主催で植樹活動を実施

（参加人数 1,000 人、コナラ、クリ、ケアキなど 6,000 本）

◇環境に優しい消費生活実践協働事業 平成２０年度

・グリーン購入普及啓発のため、親子を対象に、ショッピングセンター内で環境配慮商品を

探す「買物探検隊」を実施（イオン大垣ＳＣ、マーサ 21）

◇その他、青少年健全育成、人権啓発、薬物乱用防止、自動車税納付などのＰＲについて、

イオングループ店舗での広報協力


