
第５号様式

山口県知事　様

住　　　所 　山口県周南市河東町２番１９号
氏名又は名称 　山田石油株式会社
代表者氏名 　代表取締役　山田　正敏

　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。

1 大規模小売店舗の名称 （仮称）山田石油株式会社　周陽複合店舗
2 大規模小売店舗の所在地 山口県周南市周陽一丁目５７番６　ほか
3 地域貢献活動計画

1 地域づくりへの ①市町やまちづくり 随時 要望により

　参画・協力 　団体等が進める地 　協議します。
　域づくりへの協力
②祭りや各種行事を ・市、自治会等から具体的な要望があれば、 随時 要望により
　実施する団体への 　協議します。
　協力
③ボﾞﾗﾝﾃｨｱ・ＮＰＯ団 ・県、市、自治会等が推進する文化活動 随時 要望により
　体等の活動や地域 　ポスターの掲示等での協力を検討します。
　文化活動への協力 　
④地域住民にのため ・自治会等から要望があれば、催し等の 随時 要望により
　のコミュニティｽﾍﾟｰｽ 　ポスターを掲載する掲示板の提供等の
　の提供 　協力を検討します。

2　地域産業の ①商工会議所、商工 ・具体的な要望があれば、協議します。 随時 要望により
　　活性化 　会等への加入

②商店街の実施する ・具体的な要望があれば、協議します。 随時 要望により
　イベント等への協力

③地域及び県内の商 ・具体的な要望があれば、協議します。 随時 要望により
　業者のﾃﾅﾝﾄ入居
　促進

3　雇用の確保 ①地域及び県内から ・パート・アルバイトは、地元から採用します。 随時 継続
　雇用の促進 　

②安定的雇用の確保 ・パートのキャリアアップ制度を導入しています。 随時 継続
・パートから正社員への登用制度を導入して
　います。
　

③障害のある人や高 ・ 障害者の雇用を推進し、法定雇用率を達成 随時 継続
　齢者の雇用の促進 　するように努めます。

④女性雇用の促進 ・男女雇用機会均等法や育児休暇、 随時 継続
　育児勤務制度を推進します。
　

⑤ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟへの ・市、町の学校及び教育委員会等からの要望 随時 要望により
　協力 　があれば、協議します。

⑥従業員の職業キャリ ・従業員の質を向上させるため、通信教育や 随時 継続
　ア形成への支援 　社内教育等を導入しています。

　

・市、自治会等から具体的な要望があれば、
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4　環境・景観へ ①水保全対策・水循 ・水道栓の節水コマを採用し節水を推進します。 開店時より 継続
　の配慮 　環確保の実施 　

②騒音対策の実施 ・来客へのｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの呼びかけ、 開店時より 継続
　搬入車両のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟを実施します。
・室外機、送風機等低騒音機器を優先的に
　導入します。

③ヒートアイランド・ ・店舗内の温度管理を徹底します。 随時 継続
　地球温暖化対策の
　実施
④ＩＳＯ14001の認証 ・会社（店舗含む）として取得済です（ローソン）。 取得済 継続
　取得 　

⑤｢ﾉｰﾚｼﾞ」、ﾄﾚｲ削減、 ・レジ袋の軽量化や声かけなどにより、レジ袋 随時 継続
　包装の簡素化等によ 　の削減に取り組みます。
　る廃棄物抑制対策の
　実施
⑥リサイクル対策等の ・中古ゴルフクラブの買取と再販売に 開店時より 継続
　促進 　取り組みます（アルペン）。

・店舗から排出される食品廃棄物の削減
　とリサイクルに積極的に取り組みます
　（ローソン）。

⑦適切な廃棄物等の ・店舗周辺の清掃・美化に努めます。 随時 継続
　処理や環境美化対 ・指定業者により廃棄物を適切に処理します。
　策の実施
⑧光害対策の実施 ・屋外照明の設置にあたっては、照射方向、 開店時より 継続

　照度等に配慮します。

⑨過剰な照明の削減 ・店舗内の温度を適切な温度に設定 随時 継続
　や空調温度の適切 　し、温度管理を行います。
　な設定

5　こども、高齢者、①店舗へのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ・店舗入り口付近に障害者用駐車場を設置 開店時より 継続
　障害のある人等 　ﾃﾞｻﾞｲﾝの導入 　します。
　への配慮 ・多目的トイレ（ベビーシート・車いす対応）

　を設置します（アルペン）。
・店舗入口付近の段差の解消に努めます。

②ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ ・障害者用駐車場には、障害者マークを設置 開店時より 継続
　に配慮した広告等 　します。　

③育児・介護の支援 ・育児休業制度及び介護休業制度の推進に 随時 継続
　努めます。

④こどもたちの健全 ・中・高等学校の職場体験実習に協力 随時 要望により
　な育成への支援 　します（アルペン）。

⑤その他 ・「セーフティステーション」活動に参加し、 開店時より 継続
　女性や子どもの駆込みへの対応など、
　安全、安心な街づくりに協力します（ローソン）。
　



6　安心・安全対策 ①災害時の避難場所 ・災害時における物資の調達に関する 締結済み 継続
　や物資の提供 　協定及び災害時における帰宅困難者

　支援に関する協定を山口県と締結して
　 　おり、災害時には必要な協力をします

　（ローソン）。
②災害時における地 ・県、市、自治会等の要望があれば、協議 随時 要望により
　域との連携やﾎﾞﾗﾝ 　します。
　ﾃｨｱ活動への支援 ・「ローソングループ”マチの幸せ”募金」の実施 開店時より 継続

　により、学校を中心とした「緑化活動」と東北の
　復興に向けた「子どもたち」を支援しています
　（ローソン）。

③防災訓練等への参 ・従業員による消防訓練を実施します。 年2回 継続
　加・協力

④実効性ある万引き ・防犯カメラを設置します。 開店時より 継続
　防止等防犯対策の ・従業員により見回りを実施します。 随時
　実施 ・警察・地元学校・ＰＴＡと連携します。 随時
⑤深夜営業時及び営 ・機械警備による夜間警備を実施します。 開店時より 継続
　業時間外の防犯・青 ・警察・地元学校・ＰＴＡと連携します。 随時
　少年非行防止対策 ・未成年者への酒・ﾀﾊﾞｺの販売を禁止します。 開店時より
　の実施
⑥緊急通報体制の確 ・営業時間内は、従業員による緊急通報体制を 開店時より 継続
　立 　確立します。

・営業時間外は､警備会社と契約し、緊急時の
　通報体制を確立します。

⑦交通安全対策及び ・駐車場出入口には停止線を設け、視認性の 開店時より 継続
　交通渋滞対策の実 　確保に努めます。
　施 ・多数の来客が予想される日には、駐車場 随時 状況により

　出入口等に交通整理員の配置を検討します。
　

⑧市町が進める交通 ・市及び警察等から要望があれば、交通安全 随時 要望により
　対策や交通安全運 　運動の啓発ポスター等の掲示の協力を
　動等への参加・協力 　検討します。
⑨高齢運転者等へ ・障害者用駐車場を確保します。 開店時より 継続
　の配慮

7　撤退時の対応 ①早期の情報提供等 　現在、撤退は考えておりません。 撤退時
　尚、万一撤退を余儀なくされた場合は、
　左記の①～⑤の項目を適切に対処します。

②後継店の確保

③従業員の雇用の
　確保

④取引先企業への
　対応

⑤店舗閉鎖に伴う環
　境悪化の防止


