
岐阜県とイオン（株）との
当面の提携事業について

平成２２年１１月２日

岐阜県商工労働部商工政策課
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包括提携協定記念イベントの開催

＜概 要＞
岐阜県とイオン(株)との包括提携協定を記念し、岐阜県産品を扱う物産展及び県施
策をＰＲする催事「岐阜県フェア」を開催

×

策をＰＲする催事「岐阜県フェア」を開催

＜場 所＞
イオン各務原ショッピングセンター

＜期 間＞
平成２２年１１月３日（水）～１１月７日（日）

＜催事内容＞
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＜催事内容＞
■物産展： ご当地 「岐阜」 うまいもの
話題の県内商品を集めた物産展
※物産展は１１月２日（火）～１１月７日（日） の開催

■県催事： きて、みて、さわって！ 岐阜県の魅力再発見！
県施策をPRするパネル展



×

『ご当地「岐阜」うまいもの』

イオン各務原ＳＣの１Ｆ食品売場催事場において、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。【１１／２（火）～１１／７（日）】

＜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） 3
※折り込みチラシ



×

『きて、みて、さわって！岐阜県の魅力再発見！』

イオン各務原ＳＣの１Ｆサニーコート及びジャスコ側通路において、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・啓発グッズ配布、アンケート調査実施 ほか）。
【１１／３（水）～１１／７（日）】

【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

【１１／３（水）～１１／７（日）】
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◆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、ラシュールメゾン岐阜ＰＲ
木造住宅耐震化、土砂災害防止啓発、
自助実践２００万人運動 啓発

※イオン各務原SC１階平面図



×

協賛イベントとして、イオン各務原ＳＣの１Ｆ ジャスコ農産物売場前において、
ほうれんそう トマト きゅうり しいたけ等 ぎふクリーン農産物を販売

＜協賛イベント＞

ぎふクリーン農業フェア

ほうれんそう、トマト、きゅうり、しいたけ等、ぎふクリ ン農産物を販売。

①ＰＲキャラバン隊
お買い上げいただいた方（先着４００名）を対象に
「アンケート答えて抽選会」
１１月３日（水･祝）、４日（木）､６日（土）

② 全農岐阜による試食品提供（野菜・しいたけ等）
１１月３日（水･祝）、４日（木）､６日（土）
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※１１月４日（木）のみ ぎふクリーン農業のコーナーで「飛騨牛」試食も実施

③先着粗品 やまっこ（生椎茸）×２００個（７ケース）
１１月４日（木）



×

当面の主な提携事項
６．子育て支援及び青少年の健全育成に関すること
・イオン出店テナントについて、岐阜県子育て家庭応援キャン
ペーン（ぎふっこカード）への参加要請

・イオン出店テナントについて、岐阜県子育て支援企業登録制度
への登録要請
・県内数店舗で試行的に「お父さん頑張って講座」の開催

１．ＩＣカード等の活用に関すること
・「ぎふ すまいるWAON」カードを発行し、利用金額の
０．１％を県へ寄付（県の福祉関係事業へ充当）

・地域の商店街等における電子マネー普及セミナーの開催
・岐阜県版イオンギフトカードの発売による観光、特産品ＰＲ

・県内数店舗で試行的に「お父さん頑張って講座」の開催

７．環境対策に関すること
・次世代エネルギーについて県民向けの普及啓発を実施

８．農山村振興及び森林づくりに関すること
・県内での植樹・育樹、森林づくり活動の推進

９．教育・文化に関すること
・ジャスコ店舗での高校生のインターンシップ受入れ

１０．県政情報ＰＲに関すること
・県内ジャスコ６店舗に「岐阜県からのお知らせ」ボードを設置
・店内放送を活用した県政情報の発信

２．県産品・農産物の販売促進に関すること
・県内各店舗における、季節ごとの地産地消フェアの開催
・県産農産物を活用した商品等の共同開発、販売
・県内産地とイオン出店飲食テナントとのマッチング商談会開催
・首都圏等店舗における飛騨牛の取扱いに向けた取組
・農業者等を対象とした商品開発講座の開催

３．観光振興に関すること
・首都圏、関西圏、名古屋等大都市における県観光キャンペーン
にあわせた当該地域の店舗での岐阜観光ＰＲ

４．災害対策、防災、防犯、交通安全に関すること
防災啓発キ ンペ ン「自助実践２００万人運動」に県内イオ
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１１．ぎふ清流国体・ぎふ清流大会に関すること
・国体オフィシャルスポンサーとして協賛金の提供
・県内ジャスコ店舗でのミナモ応援募金箱の設置
・県産食材にこだわった「国体弁当（仮称）」の共同開発、販売
・両大会へ向けた「クリーン＆グリーン活動」の実施

１２．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

・県内店舗での消費生活講座、人権啓発イベントの開催
・県の職員研修（民間企業等業務体験研修）として、県内ジャス
コ店舗での研修受け入れ

・防災啓発キャンペーン「自助実践２００万人運動」に県内イオ
ン店舗が参加
・女性や子どもなどの犯罪弱者が事件、事故（児童虐待含む）に
遭遇した場合の店舗での一時保護等、地域の防犯・保護活動へ
の協力

５．健康福祉及び食育に関すること
・県内店舗を県の「健康づくり」の店へ登録し、生活習慣病予防
に向けた食育を協働推進

・認知症サポーターの養成



×

「ぎふ すまいるWAON」カードの発行

＜概 要＞
ぎ

ＩＣカード等の活用

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、岐阜県において、福祉関係事業に

充当する（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。

＜発行時期、販売場所＞
■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
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順次販売店舗を拡大予定

○利用額の0.1％を県へ寄付

○県では特別支援学校スクー
ルバス運行経費に充当



×

WAON活用に向けた
セミナー、イベント等の開催

＜概 要＞
地域通貨と 活 る経済活性化を 指 地域 商店街等地域通貨としてのＷＡＯＮの活用による経済活性化を目指し、地域の商店街等に

おいて電子マネー普及セミナーを開催。
ＷＡＯＮに内蔵されたＩＣチップを活用した地域振興イベント（スタンプラリーなど）を

企画。

＜実施時期等＞
■セミナー実施時期：平成２３年１月以降
■実施場所：県内の商店街、

商工会議所・商工会等
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商工会議所・商工会等
■地域振興イベントは平成２３年度からの
実施を目途に調整中

※写真はイメージ。



×

岐阜県版イオンギフトカードの発売

＜概 要＞
イオンにおいて利用できるカード型商品券「イオンギフトカード」を活用し、岐阜県の

観光名所や特産品などをデザイ した岐阜県独自 ギ トカ ドを発売観光名所や特産品などをデザインした岐阜県独自のギフトカードを発売。

＜発行時期、販売場所＞
■発売時期：平成２３年４月以降
■販売場所：県内のジャスコ、マックス

バリュ、メガマートなど

9
＜現在、発行されているイオンギフトカードの例＞



地産地消フェア等の協働実施

＜概 要＞
地産地消を進めるため 季節ごと 県内各店舗

×

県産品・農産物の販売促進

地産地消を進めるため、季節ごとに県内各店舗に
おいて、地産地消フェアを実施。
フェアを実施する際に、 イオンの持つ媒体を活用して
旬な農産物情報などを広く提供する。
また、旬の地元農産物を県内各店舗で販売し、地産
地消の意識を広める。

＜実施時期＞
地産地消フェアについては各季節ごとに

10

地産地消フェアについては各季節ごとに
年２回程度実施。

※写真はイメージ。



県産農産物を活用した商品等の共同開発

＜概 要＞
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。

※県産農産物の例
岐阜えだまめ、いちご、栗、富有柿 等
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＜実施時期＞
弁当、惣菜について、平成２３年２月頃の販売開始を目指して企画開発中。



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

＜概 要＞

×

＜概 要＞
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。
手始めに、イオン各務原ＳＣ、イオン大垣ＳＣに出店
されている食品・飲食テナントを対象に参加募集を
行う。

＜実施時期＞
平成２２年１２月～平成２３年１月に
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商談会を開催予定。
次年度以降も随時実施。

※写真はイメージ。



観光キャンペーンとのタイアップ企画実施

＜概 要＞

×

観光振興

概 要
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

※参考
協定締結に先駆けて、東京・青山で実施の県観光キャンペーン「ぎふを味わおうキャンペー
ン」（１０月１１日～１１月３日）の開催期間中、都内イオングループ６店舗にて、キャンペーンの
ポスター掲示及び冊子配布を実施
【都内６店舗】 南砂町スナモ店（江東区）、南砂店（江東区）、葛西店（江戸川区）、東雲店（江東区）、

品川シーサイド店（品川区）、御嶽山駅前店（大田区）
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＜実施時期＞
今年度は、上記首都圏のほか、名古屋及び
関西圏においても実施予定。
来年度以降も随時実施。

※写真はイメージ。



店舗での「自助実践２００万人運動」実施

＜概 要＞

×

防災

概 要
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。

＜実施時期＞
・平成２２年１２月１１日（土） イオン大垣ＳＣ

１２月１２日（日）マックスバリュ養老店
・来年度以降も、随時、各店舗で実施予定。
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【自助実践２００万人運動】
災害時の被害を減らすため、県、市町村、防災関係団
体等が連携・協力し、県民一丸となって、１０年間で延べ
２００万人の参加を目指した自助実践の大規模防災啓
発キャンペーン。県内全域で展開している。
※自助とは、災害の発生に備え、家具を固定したり、
食料を備蓄するなど、各自・各家庭等で自らが対策
をとること。

※写真はイメージ。



＜概 要＞

認知症サポーターの養成

×

健康福祉

概 要
認知症になっても安心して暮らせる地域づくりに協力いただくため、イオングループ
の従業員を対象とした「認知症サポーター１００万人キャラバン」養成講座を協働開催。
サポーター増員を目指すとともに、認知症の相談窓口である各地域包括支援セン
ターとの連携を図り安心して暮らせる地域作りを推進する。

＜実施時期＞
来年１月より県内各店舗にて随時実施予定
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【認知症サポーター】

認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族
を温かく見守る応援者として、自分のできる範囲で手助
けをする人。
※これまでの養成人数
岐阜県 ２８，５６４名（Ｈ22.3.31現在）
ｲｵﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ １９，９０５名（Ｈ22.10.20現在）



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

×

子育て支援

＜概 要＞
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。
※県内ジャスコ店舗ではキャンペーンに参加中。

毎月１１日の”イオンデー”に県下の４店舗において、「ぎふっこカード」をレジにて呈示のお客様に、
ベビー用品（新生児・マタニティ他）、子ども衣料（幼稚園児、男児・女児服他）をレジにて５％引きにて
ご奉仕。

＜実施予定店舗＞
イオンのショッピングセンター（大垣店、各務原店）出店テナントへの参加呼びかけ
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※県から各テナントを対象とした「ぎふっこカード説明会」の開催（年１回以上）

ショッピングセンター
内のキャンペーン参
加テナントで、特典
やサービスが受け
られるように・・・！

イオンショッピングセンター
テナントでも、子育て家庭を

応援！



ジャスコ店舗での
高校生のインターンシップ受入れ

×

教育

＜概 要＞
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。
具体的には、高校生がジャスコ店舗において販売業務にかかわる職場体験学習を
行う。
専門学科の生徒の学習内容を踏まえた体験活動も検討。

＜実施時期＞
平成２３年度から実施予定
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平成２３年度から実施予定

※写真はイメージ。



「岐阜県からのお知らせ」ボードの設置

＜概 要＞

×

県政情報ＰＲ

概 要
県民に広く県政情報をお知らせできるよう、県内ジャスコ６店舗に「岐阜県からの
お知らせ」ボードを設置。ポスター掲示のほか、チラシ等の設置により、随時情報を
発信。
あわせて、店内放送を活用して県政情報も発信。

＜実施店舗＞
県内ジャスコ６店舗 （大垣店、各務原店、岐阜店、関店、美濃店、柳津店）

＜実施時期＞
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＜実施時期＞
今年度中に実施予定

▲お知らせボード（イメージ）



両大会へ向けた気運盛り上げへの協力

×

ぎふ清流国体、ぎふ清流大会

◆ミナモ募金箱の設置◆オフィシャルスポンサーとして支援
＜概 要＞
県内各店舗にミナモ応援募金箱を
設置

＜設置店舗＞
県内ジャスコ６店
（大垣店、各務原店、岐阜店、関店、
美濃店、柳津店）

＜設置時期＞
平成２２年１０月下旬から順次設置中

＜概 要＞
両大会の広報事業等へイオンが協賛

【協賛金活用広報事業：平成23、24年度】
○テレビ・新聞等製作・放映
○両大会広報誌の発行
○屋外ＰＲ看板・のぼり旗の製作等
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◆国体弁当の開発・販売
＜概 要＞
県産食材にこだわった「国体弁当（仮称）」
の開発及び販売
＜販売店舗＞
イオングループ店舗
＜販売時期＞
平成２３年度



県内ジャスコ店舗での県職員研修の受入れ

×

その他

＜概 要＞概 要
新任主査級の職員（中堅職員）を対象として実施している「民間企業等業務体験
研修」の研修先として、県内ジャスコ店舗への研修生の受け入れ。
接客、商品店出し、レジ補助などの内容で実施予定。

＜実施時期＞
・平成２３年度から実施
（研修期間は３～５日間）
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