
 

 

 

 

名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進 

に関する条例 

（地域貢献活動例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 5 月 

名 古 屋 市 

  



 

 

目  次 
 

分野１ 地域づくり ...................................................................................... 1 

①町の美化 ............................................................................................... 1 

②交通安全 ............................................................................................... 1 

③地域の祭り・スポーツ・文化活動 ................................................................ 2 

④地域商業関係団体等との連携...................................................................... 2 

⑤まちづくりに取り組む団体等との連携 .......................................................... 2 

⑥地元産品の積極的な PRと販売促進 .............................................................. 2 

⑦その他 .................................................................................................. 2 

分野２ 防犯 ............................................................................................... 3 

①生活安全 ............................................................................................... 3 

②青少年健全育成 ....................................................................................... 3 

③店舗敷地内外における防犯対策 ................................................................... 3 

④緊急通報体制.......................................................................................... 3 

⑤その他 .................................................................................................. 3 

分野３ 防災 ............................................................................................... 4 

①災害への備え.......................................................................................... 4 

②災害発生時の活動 .................................................................................... 4 

③その他 .................................................................................................. 4 

分野４ 自然環境 ......................................................................................... 5 

①3Rの推進 .............................................................................................. 5 

②省エネルギー対策 .................................................................................... 5 

③環境マネジメントシステムの導入 ................................................................ 5 

④自動車に頼らない店舗展開 ........................................................................ 5 

⑤ヒートアイランド・地球温暖化対策 ............................................................. 6 

⑥その他 .................................................................................................. 6 

分野５ 健康・福祉・子育て ........................................................................... 7 

①健康づくり ............................................................................................ 7 

②障害者・高齢者への配慮 ........................................................................... 7 

③子育て・家庭教育支援 .............................................................................. 7 

④子ども・若者の応援 ................................................................................. 8 

⑤ユニバーサルデザイン・バリアフリー .......................................................... 8 

分野６ 雇用・労働 ...................................................................................... 9 

①地域雇用 ............................................................................................... 9 

②労働環境 ............................................................................................... 9 

③男女平等参画.......................................................................................... 9 

④その他 .................................................................................................. 9 

分野７ 撤退等 ............................................................................................ 9 

①店舗閉鎖時・核テナント撤退時の対策 .......................................................... 9 

分野８ その他 .......................................................................................... 10 

①その他地域貢献への取り組み.................................................................... 10 



1 

 

分野１ 地域づくり 

項目 細目 地域貢献活動例 

①町の美化 

地域の清掃活動の実施 

市の「環境デーなごや」にあわせた年1 回全市市斉 クリーンキャンペー

ン・なごやの実施 

地域斉 清掃への参加 

毎月第3 日曜日「町を美しくする日」にあわせた清掃活動の実施 

毎月25 回日「ウエルカムなごや・クリーンアップ運動の日」にあわせた清掃

活動の実施 

毎年7 月の強調月間にあわせて空地をきれいにする運動の実施 

ノーポイ運動の推進 

空き缶・空きびん・たばこの吸い殻等の投げ捨て防止運動の実施、協

力 

歩きたばこや吸い殻のポイ捨てをしないまちづくりの普及、協力 

落書き消し活動の推進 落書き消し活動への参加、協力 

違反広告物をなくす運

動への参加・協力 
毎年9 月の強調月間にあわせた啓発活動の実施 

まちを美しくする植花 
店舗周辺のフラワー通り化 

市のスポンサー花壇（公園等公共施設への植花）への参加、協力 

協力団体への参加・協

力 
名古屋都市美化連盟への加入、事業への協力 

②交通安市 

交通安市の普及・啓発 

各種交通安市市民運動への参加、協力 

違法駐車、青空駐車追放への啓発、協力 

子ども・高齢者の交通安市への啓発、協力 

小中学校での交通安市教室の実施 

ドライバーの交通安市への啓発、協力 

シートベルト、チャイルドシートの着用徹底への啓発、協力 

飲酒運転の根絶への啓発、協力 

自転車の安市利用促

進 

自転車利用者に反射材着用、夜間のライト点灯を呼びかけ 

店舗周辺の放置自転車の撤去への協力 

警察の自転車安市利用啓発カードの店舗への掲示 

事故防止 
防犯カメラの設置 

交通誘導員の常駐や従業員による巡全 
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項目 細目 地域貢献活動例 

③地域の祭

り・スポーツ・

文化活動 

地域の祭り、伝統行事、

文化活動、地域レクリエ

ーション大会等への参

加・協力 

地域の祭りへの参加、協力 

アーティストの育成、支援 

大会等への物資の提供、人的派遣 

スポーツの普及 

スポーツ教室、スポーツ大会の開催 

スポーツ大会へのボランティア派遣 

障害者スポーツの普及（パラスポーツと触れ合う機会の創出等） 

店舗の空きスペースの地

域への開放 

地域やアーティストへの展示スペースの貸与 

地域イベントに合わせた特別展示 

市民セミナーの開催 

④地域商業

関係団体等

との連携 

地域商業関係団体等へ

の加入・協力 

設置者、テナントの商店街振興組合、商工会議所、商工会等への

加入、協力 

地域商業関係団体等による事業への参画 

商店街等の店舗運営に必要なノウハウを有する人材の紹介、情報提

供、技術支援 

大型店と商店街や地域

の小売店との共生・連携 

大型店による買物ポイントの商店街等への還元 

大型店と商店街等がタイアップした朝市、マルシェの開催 

地域の小売店との連携 

⑤まちづくりに

取り組む団体

等との連携 

NPO  回、ボランティア団体

等の活動への参加・協

力 

まちづくりに関わる多様なステークホルダーとの連携、協働 

社会還元を目的とした団体への運営資金の寄付 

子どもや小中学校等への学習道具等の寄贈 

まちづくり協議会等地域のまちづくりに取り組む団体への参画 

⑥地元産品

の積極的な

PR と販売促

進 

地産地消の取り組みの

推進 

地域特有の商品の取扱いの拡大 

農産物直売所、地元産品販売コーナーの設置 

名古屋の農産物のブラン

ド化 
「なごやさい」等の販売促進や魅力発信 

⑦その他 

活気と魅力ある商業地

づくりへの貢献 

地域住民との交流イベントの実施 

地域の事業者との取引促進やテナント入居への配慮 

地域貢献方針や地域貢献担当窓口、地域貢献活動の店頭明示 

従業員による地域貢献活動の理解促進、活動の推奨、支援体制の

整備 

客引き行為等の禁止等に関する啓発、協力 

地域との対話・関わりづく

り 

学区連絡協議会等との定期的なコミュニケーション 

地域づくりに役立つ寄付、寄贈 

地域住民が気軽に憩い、集い、安らげる場の提供 
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分野２ 防犯 

項目 細目 地域貢献活動例 

①生活安市 
街頭犯罪防止への取り

組み 

市民の安市・安心を脅かす犯罪防止を目的とした活動への参加、協

力 

子ども、女性、高齢者を犯罪から守る活動への参加、協力 

暴力団排除活動の参加、協力 

各種生活安市市民運動への参加、協力 

②青少年健

市育成 

非行防止対策の実施 

非行防止パトロールの実施、協力 

非行やいじめ防止への啓発、協力 

子ども見守り活動の実施 子ども110  番の家の参加（子どもが助けが求められる店づくり） 

青少年の健市育成 

子どもたちの学校外活動に対する援助への啓発、協力 

青少年育成地域活動への協力 

③店舗敷地

内外における

防犯対策 

防犯対策の実施 

店舗敷地内外を映す防犯カメラの設置 

警備員や従業員による定期的な巡全 

防犯ミラー、タグ& 回ーートシステムの導入、防犯建物部品の使用等の

防犯設備の強化 

特殊詐欺防止、万引防止等の啓発、協力 

深夜営業時の警備強化 

④緊急通報

体制 

事件・事故発生時の 

緊急通報体制の確立 

店舗、店舗周辺での事件発生時における警察への通報要領の策定 

迅速な避難誘導措置等の緊急通報体制の確立 

⑤その他 

再犯防止の協力 犯罪をした人達が再び犯罪をしない活動の啓発、協力 

照明による犯罪抑制 店舗周辺に向けた照明設備の充実 

  



4 

 

分野３ 防災 

項目 細目 地域貢献活動例 

①災害への

備え 

発災への準備 

市の地域防災協力事業所として大規模災害時の支援協力について

の覚書締結 

地域との災害協定の締結 

帰宅困難者対策に係る退避施設等の確保、啓発への協力 

自主的な災害訓練イベントの実施 

各区の総合防災訓練への参加、協力 

地域の自主防災活動への参加、協力 

地域の防災意識の普及、啓発 

災害に対応した店舗づくり（自家発電機や非常用給水システム等の

環境整備） 

国の国土強靭化貢献団体の認証（レジリエンス認証）の取得 

防火運動・放火されない

環境づくり 

地域の防火意識の普及、啓発 

防火イベントへの参加、協力 

雨水流出抑制 

駐車場の透水性舗装の実施 

雨水貯留施設の設置 

②災害発生

時の活動 

自然災害発生時の救

助・復旧活動 

指定緊急避難場所（洪水内水、土砂災害、津波）及び指定避難

所としての利用 

応急復旧活動への協力 

従業員の災害ボランティア活動への派遣 

③その他 防災への支援・協力 

AED  （自動体外式除細動器）の設置 

従業員の救命講習受講の促進 

消防団員である従業員の活動への配慮、資機材及び敷地の提供 

自然災害への義援金の寄付 
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分野４ 自然環境 

項目 細目 地域貢献活動例 

①3Rの推進 

リデュース（発生抑制） 

使い捨てプラスチックの削減 

環境負荷の少ないレジ袋の採用（バイオマス50 ％のレジ袋等） 

簡易包装、ノー包装の実施 

消費者が包装方法を選択できる仕組みの整備、実施 

グリーン購入、環境配慮商品の販売（環境負荷の少ない原材料の

優先的調達等） 

食品ロスの発生抑制（ばら売り販売の促進） 

生ごみの資源化（食品廃棄物分別の徹底、食品から出る油類等の

燃料・資源化等） 

マイバッグ持参の推進（ポイントによる買い物サービスの付与、来店日

数に応じた特典等） 

マイボトル・マイカップ運動への参加、協力 

リユース（再使用） デポジット制の商品や詰め替え商品等の導入 

リサイクル（再生利用） 

資源全収ボックス（リサイクルステーション）の設置 

使用済資源を利用した再商品化の実施 

分別排出、分別収集、再商品化の徹底 

②省エネルギ

ー対策 

CO2の削減 

過剰な照明の削減、LED  照明器具（屋外照明含む）の設置 

配送効率を高める取り組みによる CO２削減（他社との協業を通じた

効率的な物流の実現等） 

断熱素材の使用、高効率機器の導入 

配送車両等のCO ２対策車への移行、導入 

再生可能エネルギー電力

の利用 

エネルギーマネジメントシステム（EMS  回）等の設備機器への積極的な

投資 

太陽光発電装置、小型風力発電装置等自然エネルギー設備の設

置 

③環境マネ

ジメントシス

テムの導入 

SDGs  への取り組み 市のなごやSDGs  グリーンパートナーズの登録、認定 

ISO  回（国際規格）の認

証 

ISO14001    に基づく環境マネジメントシステムの導入 

ISO26000    （社会的責任に関する国際規格）を踏まえた地域貢献 

④自動車に

頼らない店

舗展開 

公共交通機関の利用促

進 

公共交通機関利用者への特典の付与 

パークアンドライドに対する駐車料金サービスの実施 

シャトルバス（環境にやさしい水素バス等）の運行 

トラックによる貨物輸送を海運や鉄道輸送へと転換するモーダルシフト

の推進 
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項目 細目 地域貢献活動例 

⑤ヒートアイ

ランド・地球

温暖化対策 

都市緑化への取り組み 

緑化地域制度の緑化率以上の植栽 

緑化基金の創設 

まちの緑化のための植栽・植樹活動の推進 

里山や森林の保市活動への協力、実施 

樹木への散水等にあたる雨水の利用 

低炭素都市への取り組

み 

アイドリング・ストップ、ふんわりスタート等エコドライブの呼びかけ 

充電インフラの啓発、整備 

市の優良エコ事業所、エコ事業所の認定 

国の温室効果ガス排出削減に向けた「COOL回CHOICE」運動への参

画 

⑥その他 
自然環境に関する取り組

み 

光化学スモッグ注意報及びPM 2.5  注意喚起情報の情報提供 

河川環境の美化への協力 

地域の環境活動・イベントへの参加、協力 

市の環境行動促進アプリ「なごっちゃ」への協賛 
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分野５ 健康・福祉・子育て 

項目 細目 地域貢献活動例 

①健康づくり 健康増進の普及・啓発 

体を動かす習慣づくりや健康増進への協力 

健康情報の発信（運動・身体活動、栄養・食生活の啓発等） 

がん検診受診促進 

食の安市・安心に関する情報の提供 

②障害者・

高齢者への

配慮 

障害者への配慮 

地域の授産施設等で製作された授産製品の展示会の開催や商品販

売への協力、授産製品の取扱い 

障害者への配慮（車いすでも利用できる専用のブース設置等） 

障害のある子どもへの自立と社会参加支援（地域の特別支援学校と

連携したイベントの開催等） 

障害者支援事業の普及、啓発 

障害者施設における支援（イベント実施、寄付、寄贈等） 

高齢者への配慮 

シニア層向け健康づくりの実施（健康体操、健康セミナー、健康相

談、地域医療機関との連携等） 

老人福祉施設における支援（イベント実施、寄付、寄贈等） 

高齢者に役立つ買物代行や宅配の実施 

日常生活の困りごとに対するサポート 

③子育て・家

庭教育支援 

子育て家庭への応援 

市の子育て家庭優待カード「ぴよか（店舗が独自に定める割引等の

特典）」への協賛 

市の子育て講座への協力 

市のすくすくボランティア・すくすくサポーター養成講座への参加 

託児施設の設置 

子育て家庭の交流や相談の場の提供 

認可外保育施設、事業所内保育施設の設置 

子どもの健やかな成長 

憩いのある家庭づくりへの啓発、協力 

市の子ども読書活動推進企業への登録 

子育て練習講座の開催 

児童虐待防止のための啓発、協力 

市の親学推進協力企業制度への登録 
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項目 細目 地域貢献活動例 

④子ども・若

者の応援 
子ども・若者の応援 

地域の学校等からの社会見学の受入れ 

地域の小中学校への出張授業の実施 

食育に関するイベントや教育、情報の提供（親子収穫体験、料理教

室、工場見学等） 

子ども食堂等への食糧品等の提供 

フードバンクへの協力 

子どもたちの教育環境の改善への援助（ベルマーク活動への参画

等） 

学生の活躍場所の提供（大学生と子どもとのワークショップの実施

等） 

子ども・若者への職業、キャリア教育の支援（就業体験、出前授業、

学生のインターン受入れ等） 

社会課題の解決や地域活性化に取り組む若者のサポート（継続した

起業家支援のサポート等） 

地元大学との連携協定の締結 

⑤ユニバーサ

ルデザイン・バ

リアフリー 

ユニバーサルデザインの

導入 

駅、バス停等からの来店経路のユニバーサルデザイン化 

ユニバーサルデザイン関連商品の取扱い 

市のバリアフリー認定の取得 
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分野６ 雇用・労働 

項目 細目 地域貢献活動例 

①地域雇用 就業機会の確保 

従業員の地域からの優先的な雇用 

障害者の雇用の促進等に関する法律の基準を上全る積極的な雇用 

ひとり親家庭の親の雇用 

結婚や出産による退職者の再雇用 

地域の高齢者の就業機会の確保 

②労働環境 
働きやすい職場環境の

整備 

正社員採用への配慮（パートタイマーの社員登用制度の運用等） 

市のワーク・ライフ・バランス推進企業認証の取得 

市の子育て支援企業認定の取得 

従業員のボランティア休暇等への環境整備 

外国人市民等多様な人材の活用 

③男女平等

参画 
男女平等参画の推進 

女性の積極的な管理職登用 

市の女性の活躍推進企業認定の取得 

④その他 
地域貢献活動に向けた

従業員の能力開発 

地域貢献活動への従業員教育、地域貢献意識の醸成（CSR  回や

ESG  研修の実施等） 

地域貢献行動指針の策定、地域貢献専門部署の設置 

仕事で培った専門性やスキルを活かして無償の社会貢献を行う専門

家（プロボノ）として社会参画できる仕組みづくり 

地域貢献活動につながる検定試験の受験機会の付与 

 

分野７ 撤退等 

項目 細目 地域貢献活動例 

①店舗閉鎖

時・核テナン

ト撤退時の

対策 

早期の情報開示・提供 
撤退やその後の対応策に関する早期の情報開示 

地域、行政への十分な情報提供 

後継店の確保 

失業者の発生や地域住民の買物の利便性の低下を極力抑えるため

の後継店、大型店承継者の確保 

撤退後も再利用可能な店舗建築設計、レイアウト、資材への配慮 

テナントが撤退した場合の空き店舗期間の短縮 

同業店舗又は類似店舗の誘致の検討 

従業員の雇用の確保 従業員の配置転換や再就職支援等による雇用の確保 

店舗閉鎖に伴う環境悪

化の防止 
適切な建物管理による店舗閉鎖に伴う周辺環境悪化の防止 
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分野８ その他 

項目 細目 地域貢献活動例 

①その他地

域貢献への

取り組み 

周辺の街並みづくり・魅

力発信 

周辺の街並みへの配慮等良好な景観形成に向けた取り組みに対す

る協力 

史跡・民俗文化財の広報、PR  

公共施設等への経済的

支援 
施設のネーミングライツの取得 

買物の選択肢の多様化 
移動販売や宅配等の買い物支援サービス等の実施 

フェアトレードマークの付いた商品の取扱い 

慈善活動の実施 

各種基金への寄付（お買い上げに応じて寄付金を拠出する企画の

実施等） 

献血活動の推進 

募金活動の実施（クラウドファンディングによる募金等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎５階） 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

電話：052-972-2433 FAX：052-972-4138 

電子メール：a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp 


