
第５号様式
地域貢献活動計画書

平成29年10月23日
山口県知事　殿

北九州市小倉北区金田１－３－３３
株式会社 サンリブ
代表取締役 佐藤　秀晴

大規模小売店舗の立地に関するガイドラインの規定に基づき、下記のとおり提出します。

記
１ 大規模小売店舗の名称
   サンリブ 下松

２ 大規模小売店舗の所在地
   山口県下松市南花岡六丁目８番１号

３ 地域貢献活動計画書

１地域づくりへ ①祭りなど各種行事 ・切戸川 桜桜フェスタへの協賛 ３月 年１回
の参画・協力 を実施する団体への

協力 ・笠戸島イカダレースへの協賛 ８月 年１回

・下高塚自治会町内会祭への協力 ７月 年１回

②ＮＰＯ団体や地域 ・京花傳さんによる店内生け花展示 実施中 申込みに応じて
文化活動、ボランテ 店内4ヶ所～5ヶ所
ィア活動への協力

・地域子供育成柔道・剣道の参加 実施中 申込みに応じて
募集ポスターの掲示

・下松市・周南市・光市の幼稚園 実施中 申込みに応じて
小学校 中学校 高校のバザー・運
動会・その他イベントの案内ポスタ
ーの店内掲示

・山口県赤十字血液センター（下松 実施中 月２～３回の
社会福祉協議会）からの愛の献血 土日祝日、
バスの場所提供と店内放送による 定期的実施
協力依頼

・２４時間テレビの募金活動 実施中 継続

・赤ちゃんハイハイ大会の実施（元 実施中 年１回
気ある赤ちゃんの育成と笑顔あり
コミュニケーションありの地域づくり
を目標
・ボーイスカウト・ガールスカウト 実施中 申込みに応じて
による助け合い募金活動に場所
提供

③コミュニティースペ ・サンリブ下松１階中央センターコー 実施中 継続
ースの提供 トにてテレビ観賞とベンチを配置

・サンリブ下松掲示版に地域情報・ 実施中 継続
イベントの掲示スペースの提供

・各階空スペース・ゆとりスペース 実施中 継続
にてベンチを配置

目標値（注３）項目（注１） 細目（注１） 地域貢献活動内容 実施時期（注２）



２ 地域産業 ①商工会議所への ・下松市商工会への加入促進 実施中 継続
の活性化 加入 テナント５０店舗中１０店舗加入済

②地域の卸売り ・店舗内での仮営業を可能な限り 実施中 申込みに応じて
業者との取引促進 実施

③地域事業所の ・可能な限り促進 実施中 脱会テナントが
テナントの入店促進 あった場合

④県産品のＰＲと ・野菜・魚・その他地産地消の 実施中 継続
販売 取り組み

３雇用の確保 ①地域からの雇用 ・地元の方の雇用を積極的に受け 実施中 継続
促進 入れを行なう。
女性の雇用促進

・テナントへの可能な限り要請 実施中 継続

・シルバー人材センターでの雇用 実施中 継続
②インターンシップへ ・周南市立岐陽中学校生徒 実施中 申込みに応じて
の協力

・下松市立末武中学校生徒 実施中 申込みに応じて

・下松市立下松中学校生徒 実施中 申込みに応じて

・光丘高校生徒 実施中 申込みに応じて
4環境・景観 ①水保全・水環境 ・水質検査実施 実施中 継続
への配慮 対策

・サンリブ店舗施設周辺の緑化 実施中 継続

②騒音対策の実施 ・深夜、早朝の納品業社へのトラッ 実施中 随時
ク移動の騒音防止の指導

・深夜、早朝の生活環境への配慮 実施中 随時

③ヒートアイランド ・駐車場でのアイドリングストップの 実施中 随時
対策の実施 呼びかけ

④包装の簡素化に ・テナントにできる限り要請 実施中 継続
よる廃棄物抑制対策

⑤適切な廃棄物等 ・下松市廃棄物減量等推進審議会 実施中 随時
処理、環境美化 に参加
対策

⑥光害対策 ・無駄な照明の撤去・点検・適正 実施中 継続
処分

⑦過剰な照明削減 ・店内の温度管理を随時行ない 実施中 継続
空調・温度の適正化 適正温度に保つ（無駄な冷房・

暖房の削減）

⑧省エネルギー設備 ・エネルギー管理員の研修参加と 実施中 継続
の設置 設備の確認

５こども、高齢者 ①店舗へのユニバー ・障害者トイレを設置 実施中 継続
、障害のある人 サルデザインの普及
等への配慮 ・車椅子の貸出 実施中 継続

・赤ちゃん休憩室を設置 実施中 継続



②障害者駐車場の ・障害者駐車場を青く色分けするこ 実施中 継続
設置 とによりわかりやすくアピール

③社会科見学の ・下松市立公集小学校・周南市立 実施中 申込みに応じて
実施 久米小学校・今宿小学校生徒さん

１０～３０名による店内視察・勉強
会の協力

６ 安全・安心 ①災害時の避難場所 ・台風・その他災害時に駐車場所 随時 申込みに応じて
対策 として場所の提供

②火災訓練への ・下松消防署と連絡を取り合い 実施中 年２回
参加 防災に関しての訓練を実施

③救急救命の取り ・下松消防署と連携し、救急救命の ９月（救急の日）を 年１回
組 講習会・体験講習を店舗１階中央 目安に実施

広場にて開催

④万引き防止等 ・下松地区安全協議会の会長を 実施中 継続
防犯対策の実施 努める

・警備員・補導員の巡回 実施中 継続
・テナント・直営売場の万引きしに 実施中 継続
くい店舗、売場づくりの要請
・ＣＣ作戦に協力 警察から年１回要請 継続
・地域防犯パトロールの協力 実施中 継続

⑤営業時間外の防犯 ・警備員の巡回 実施中 継続
非行防止対策の ・機械警備による警備の実施 実施中 継続
実施

⑥緊急通報体制の ・事務所・警備室に緊急連絡があっ 実施中 継続
確立 た場合、敏速に対応また、警察に

連絡する

⑦交通安全対策 ・繁忙期に警備員による交通整理 ８月・１０月・１２月は 継続
及び交通渋滞対策 を実施 特に行う

７ 撤退時の ①早期の情報提供等 現在、撤退は考えられません。
対応

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

注１  項目及び細目は、ガイドライン第二章及び別表第二地域貢献活動一覧の中から実施するものを
      記載してください。
注２  すでに実施している取組は、実施中と記載してください。
注３  目標値は、設定できるものについて可能な限り記載してください。
注４  行が不足する場合は、適宜追加して記載してください。


