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〈記載例（地域貢献活動計画書〈記載例（地域貢献活動計画書〈記載例（地域貢献活動計画書〈記載例（地域貢献活動計画書））））〉〉〉〉

様式第１４号（第３３条関係）

地 域 貢 献 活 動 計 画 書

平成○○年○○月○○日平成○○年○○月○○日平成○○年○○月○○日平成○○年○○月○○日

宮城県知事 殿

住 所 ○○県○○市○○○○県○○市○○○○県○○市○○○○県○○市○○

提出者

氏 名 株式会社○○○○○株式会社○○○○○株式会社○○○○○株式会社○○○○○

代表取締役○○ ○○代表取締役○○ ○○代表取締役○○ ○○代表取締役○○ ○○

氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

下記のとおり地域貢献活動計画を作成したので，宮城県特定大規模集客施設の立

地の誘導等によるコンパクトで活力あるまちづくりの推進に関する条例第１８条第

１項（ただし書）の規定により，提出します。

記

１ 特定大規模集客施設の名称及び所在地

名称：○○ショッピングセンター○○店 所在地：○○県○○市○○名称：○○ショッピングセンター○○店 所在地：○○県○○市○○名称：○○ショッピングセンター○○店 所在地：○○県○○市○○名称：○○ショッピングセンター○○店 所在地：○○県○○市○○

２ 地域貢献活動を実施する期間（３事業年度）

第１事業年度 平成２２年 ４月 １日～平成２３年 ３月３１日平成２２年 ４月 １日～平成２３年 ３月３１日平成２２年 ４月 １日～平成２３年 ３月３１日平成２２年 ４月 １日～平成２３年 ３月３１日

第２事業年度 平成２３年 ４月 １日～平成２４年 ３月３１日平成２３年 ４月 １日～平成２４年 ３月３１日平成２３年 ４月 １日～平成２４年 ３月３１日平成２３年 ４月 １日～平成２４年 ３月３１日

第３事業年度 平成２４年 ４月 １日～平成２５年 ３月３１日平成２４年 ４月 １日～平成２５年 ３月３１日平成２４年 ４月 １日～平成２５年 ３月３１日平成２４年 ４月 １日～平成２５年 ３月３１日

３ 地域貢献活動の内容

項 目 細 目 取 組 内 容 実施時期 目 標

１まちづくり １地域イベン ①○○祭りへの支援 ○○月 年１回協賛１まちづくり １地域イベン ①○○祭りへの支援 ○○月 年１回協賛１まちづくり １地域イベン ①○○祭りへの支援 ○○月 年１回協賛１まちづくり １地域イベン ①○○祭りへの支援 ○○月 年１回協賛

の取組への トへの参加 ②○○スポーツ大会への参加 ○○月 年１回協賛の取組への トへの参加 ②○○スポーツ大会への参加 ○○月 年１回協賛の取組への トへの参加 ②○○スポーツ大会への参加 ○○月 年１回協賛の取組への トへの参加 ②○○スポーツ大会への参加 ○○月 年１回協賛

協力 ・協力 〔○○スポーツ店〕協力 ・協力 〔○○スポーツ店〕協力 ・協力 〔○○スポーツ店〕協力 ・協力 〔○○スポーツ店〕

２景観形成、 ①店舗及び屋外広告物の色彩等を地域の 通年２景観形成、 ①店舗及び屋外広告物の色彩等を地域の 通年２景観形成、 ①店舗及び屋外広告物の色彩等を地域の 通年２景観形成、 ①店舗及び屋外広告物の色彩等を地域の 通年

町並みづく 景観に調和したものにする。町並みづく 景観に調和したものにする。町並みづく 景観に調和したものにする。町並みづく 景観に調和したものにする。

り ②敷地の緑化 通年り ②敷地の緑化 通年り ②敷地の緑化 通年り ②敷地の緑化 通年

２地域経済活 １地産地消へ 県が進めている「地産地消に取り組む２地域経済活 １地産地消へ 県が進めている「地産地消に取り組む２地域経済活 １地産地消へ 県が進めている「地産地消に取り組む２地域経済活 １地産地消へ 県が進めている「地産地消に取り組む

性化の推進 の協力 県民運動」に参加し、次のイベント等を性化の推進 の協力 県民運動」に参加し、次のイベント等を性化の推進 の協力 県民運動」に参加し、次のイベント等を性化の推進 の協力 県民運動」に参加し、次のイベント等を

・平成22年１月１日（条例の施行日）以前に設置した
特定大規模集客施設の初回の提出の際の第１事業年度

は平成22年４月１日（条例の施行日から３ヶ月を経過
した日）が属する設置者の事業年度とします。

・平成22年1月1日以降に新設した特定大規模集客施設
の初回の提出の際の第1事業年度は当該集客施設の営
業を開始する日が属する設置者の事業年度とします

特定大規模集客施設の設置者と営業事業者が異なる場合で、設置者の責任のもと、あるい

は設置者と共同で営業事業者が取り組む地域貢献活動については、その営業事業者の名称

を記載してください。

押印不要
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実施実施実施実施

・宮城○○販売フェア ○○月 ○○品目・宮城○○販売フェア ○○月 ○○品目・宮城○○販売フェア ○○月 ○○品目・宮城○○販売フェア ○○月 ○○品目

・農産物直売フェア ○○月 参加農家数○・農産物直売フェア ○○月 参加農家数○・農産物直売フェア ○○月 参加農家数○・農産物直売フェア ○○月 参加農家数○

〔○○ストア〕 ○軒〔○○ストア〕 ○軒〔○○ストア〕 ○軒〔○○ストア〕 ○軒

２地域の雇用 ①○○地域からの優先的な雇用 随時 ○○名２地域の雇用 ①○○地域からの優先的な雇用 随時 ○○名２地域の雇用 ①○○地域からの優先的な雇用 随時 ○○名２地域の雇用 ①○○地域からの優先的な雇用 随時 ○○名

安定の確保 ②新規学卒者の雇用 ○○名安定の確保 ②新規学卒者の雇用 ○○名安定の確保 ②新規学卒者の雇用 ○○名安定の確保 ②新規学卒者の雇用 ○○名

への協力 〔○○用品店〕への協力 〔○○用品店〕への協力 〔○○用品店〕への協力 〔○○用品店〕

３子供、若者 １子供、若年 ①大学、高等学校等からのインターンシ ○月～○月 ○○名３子供、若者 １子供、若年 ①大学、高等学校等からのインターンシ ○月～○月 ○○名３子供、若者 １子供、若年 ①大学、高等学校等からのインターンシ ○月～○月 ○○名３子供、若者 １子供、若年 ①大学、高等学校等からのインターンシ ○月～○月 ○○名

、高齢者、 者等の教育 ップの受入れ、高齢者、 者等の教育 ップの受入れ、高齢者、 者等の教育 ップの受入れ、高齢者、 者等の教育 ップの受入れ

障害者等へ への協力、 ②小・中学校の体験学習の受入れ 随時障害者等へ への協力、 ②小・中学校の体験学習の受入れ 随時障害者等へ への協力、 ②小・中学校の体験学習の受入れ 随時障害者等へ への協力、 ②小・中学校の体験学習の受入れ 随時

の配慮 支援 〔○○ストアの配慮 支援 〔○○ストアの配慮 支援 〔○○ストアの配慮 支援 〔○○ストア））））〕〕〕〕

２ユニバーサ ①高齢者、障害者等の優先駐車スペース 通年 ○○台分２ユニバーサ ①高齢者、障害者等の優先駐車スペース 通年 ○○台分２ユニバーサ ①高齢者、障害者等の優先駐車スペース 通年 ○○台分２ユニバーサ ①高齢者、障害者等の優先駐車スペース 通年 ○○台分

ルデザイン普 の確保、誘導ルデザイン普 の確保、誘導ルデザイン普 の確保、誘導ルデザイン普 の確保、誘導

及への協力 ②赤ちゃんルームの設置 通年 ○○箇所及への協力 ②赤ちゃんルームの設置 通年 ○○箇所及への協力 ②赤ちゃんルームの設置 通年 ○○箇所及への協力 ②赤ちゃんルームの設置 通年 ○○箇所

４防犯・防災 １防犯活動へ ①防犯カメラの設置 通年４防犯・防災 １防犯活動へ ①防犯カメラの設置 通年４防犯・防災 １防犯活動へ ①防犯カメラの設置 通年４防犯・防災 １防犯活動へ ①防犯カメラの設置 通年

への協力 の協力 ②防犯灯の設置 通年への協力 の協力 ②防犯灯の設置 通年への協力 の協力 ②防犯灯の設置 通年への協力 の協力 ②防犯灯の設置 通年

③警備員の巡回 通年③警備員の巡回 通年③警備員の巡回 通年③警備員の巡回 通年

２災害時応援 災害発生時における物資供給や避難所 通年 関係市町村と２災害時応援 災害発生時における物資供給や避難所 通年 関係市町村と２災害時応援 災害発生時における物資供給や避難所 通年 関係市町村と２災害時応援 災害発生時における物資供給や避難所 通年 関係市町村と

協定の締結 等の提供に係る協定を市町村と締結 締結協定の締結 等の提供に係る協定を市町村と締結 締結協定の締結 等の提供に係る協定を市町村と締結 締結協定の締結 等の提供に係る協定を市町村と締結 締結

３災害発生時 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災 通年３災害発生時 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災 通年３災害発生時 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災 通年３災害発生時 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災 通年

における業 害発生時における安定した物資の供給とにおける業 害発生時における安定した物資の供給とにおける業 害発生時における安定した物資の供給とにおける業 害発生時における安定した物資の供給と

務継続の取 雇用の確保を図る。務継続の取 雇用の確保を図る。務継続の取 雇用の確保を図る。務継続の取 雇用の確保を図る。

組組組組

５環境対策の １３Ｒの推進 ①空缶、食品トレー等の回収ボックスを 通年 回収量年○㎏５環境対策の １３Ｒの推進 ①空缶、食品トレー等の回収ボックスを 通年 回収量年○㎏５環境対策の １３Ｒの推進 ①空缶、食品トレー等の回収ボックスを 通年 回収量年○㎏５環境対策の １３Ｒの推進 ①空缶、食品トレー等の回収ボックスを 通年 回収量年○㎏

推進 設置推進 設置推進 設置推進 設置

２環境美化対 ①店舗周辺の定期的な清掃美化活動 通年 週○回２環境美化対 ①店舗周辺の定期的な清掃美化活動 通年 週○回２環境美化対 ①店舗周辺の定期的な清掃美化活動 通年 週○回２環境美化対 ①店舗周辺の定期的な清掃美化活動 通年 週○回

策の実施 ②○○地域一斉清掃活動への参加 通年 年○回策の実施 ②○○地域一斉清掃活動への参加 通年 年○回策の実施 ②○○地域一斉清掃活動への参加 通年 年○回策の実施 ②○○地域一斉清掃活動への参加 通年 年○回

６交通対策の １公共交通機 ①バス等公共交通機関乗６交通対策の １公共交通機 ①バス等公共交通機関乗６交通対策の １公共交通機 ①バス等公共交通機関乗６交通対策の １公共交通機 ①バス等公共交通機関乗降降降降所の設置 通年 １箇所所の設置 通年 １箇所所の設置 通年 １箇所所の設置 通年 １箇所

実施 関の実施 関の実施 関の実施 関の利利利利用用用用促促促促 ②店舗駐車②店舗駐車②店舗駐車②店舗駐車場場場場ののののパパパパークアンークアンークアンークアンドドドドライライライライドドドド用駐 通年 ○○台分用駐 通年 ○○台分用駐 通年 ○○台分用駐 通年 ○○台分

進等 車進等 車進等 車進等 車場場場場としての提供としての提供としての提供としての提供

２交通安２交通安２交通安２交通安全全全全対 ①交通対 ①交通対 ①交通対 ①交通整理整理整理整理員の配置 通年（駐車 店舗員の配置 通年（駐車 店舗員の配置 通年（駐車 店舗員の配置 通年（駐車 店舗内内内内・周辺・周辺・周辺・周辺

策の実施策の実施策の実施策の実施 場混雑場混雑場混雑場混雑時）時）時）時） ででででの事の事の事の事故０故０故０故０

②地域②地域②地域②地域で行わで行わで行わで行われる交通安れる交通安れる交通安れる交通安全全全全活動への協力 ポスターの活動への協力 ポスターの活動への協力 ポスターの活動への協力 ポスターの掲掲掲掲

通年通年通年通年 示示示示 等等等等

４ 担当者連絡先

担 当 者 連 絡 先 所 属 ○○○○○○○○部部部部○○○○○○○○課課課課

担当者名 ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○

電話番号 000-000-0000000-000-0000000-000-0000000-000-0000

防犯対策等、活動
内容を詳細に公表
することにより特
定大規模集客施設
の運営に支障の生
じる恐れがあるも
のについては、当
該支障が生じない
と考えられる範囲
で記載して下さ
い。



- 3 -

〈記載例（地域貢献活動実施状況報告書〈記載例（地域貢献活動実施状況報告書〈記載例（地域貢献活動実施状況報告書〈記載例（地域貢献活動実施状況報告書））））〉〉〉〉

様式第１６号（第３６条関係）

地 域 貢 献 活 動 実 施 状 況 報 告 書

平成○○年○○月○○日平成○○年○○月○○日平成○○年○○月○○日平成○○年○○月○○日

宮城県知事 殿

住 所 ○○県○○市○○○○県○○市○○○○県○○市○○○○県○○市○○

報告者

氏 名 株式会社○○○○○株式会社○○○○○株式会社○○○○○株式会社○○○○○

代表取締役○○ ○○代表取締役○○ ○○代表取締役○○ ○○代表取締役○○ ○○

氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

下記のとおり地域貢献活動を実施したので，宮城県特定大規模集客施設の立地の

誘導等によるコンパクトで活力あるまちづくりの推進に関する条例第２１条第１項

の規定により，報告します。

記

１ 特定大規模集客施設の名称及び所在地

名称：○○ショッピングセンター○○店 所在地：○○市○○名称：○○ショッピングセンター○○店 所在地：○○市○○名称：○○ショッピングセンター○○店 所在地：○○市○○名称：○○ショッピングセンター○○店 所在地：○○市○○

２ 地域貢献活動を行った期間（１事業年度）

第（１１１１）事業年度 平成２２年 ４月 １日 ～平成２３年 ３月３１日

３ 地域貢献活動の実施状況

項 目 細 目 取 組 内 容 実施時期 実 績

１まちづくり １地域イベン ①○○祭りへの支援１まちづくり １地域イベン ①○○祭りへの支援１まちづくり １地域イベン ①○○祭りへの支援１まちづくり １地域イベン ①○○祭りへの支援 10101010月月月月15日15日15日15日 協賛を実施協賛を実施協賛を実施協賛を実施

の取組への トへの参加 ②○○スポーツ大会への参加の取組への トへの参加 ②○○スポーツ大会への参加の取組への トへの参加 ②○○スポーツ大会への参加の取組への トへの参加 ②○○スポーツ大会への参加 11111111月月月月10日10日10日10日 大会中大会中大会中大会中止止止止のたのたのたのた

協力 ・協力 〔○○スポーツ店〕 め実協力 ・協力 〔○○スポーツ店〕 め実協力 ・協力 〔○○スポーツ店〕 め実協力 ・協力 〔○○スポーツ店〕 め実績績績績なしなしなしなし

２景観形成、 ①店舗及び屋外広告物の色彩等を地域の 通年２景観形成、 ①店舗及び屋外広告物の色彩等を地域の 通年２景観形成、 ①店舗及び屋外広告物の色彩等を地域の 通年２景観形成、 ①店舗及び屋外広告物の色彩等を地域の 通年 該当該当該当該当なしなしなしなし

町並みづく 景観に調和したものにする。町並みづく 景観に調和したものにする。町並みづく 景観に調和したものにする。町並みづく 景観に調和したものにする。

り ②敷地の緑化 随時 ○○のり ②敷地の緑化 随時 ○○のり ②敷地の緑化 随時 ○○のり ②敷地の緑化 随時 ○○の苗苗苗苗を○を○を○を○

本植樹本植樹本植樹本植樹

２地域経済活 １地産地消へ 県が進めている「地産地消に取り組む２地域経済活 １地産地消へ 県が進めている「地産地消に取り組む２地域経済活 １地産地消へ 県が進めている「地産地消に取り組む２地域経済活 １地産地消へ 県が進めている「地産地消に取り組む

性化の推進 の協力 県民運動」に参加し、次のイベント等を性化の推進 の協力 県民運動」に参加し、次のイベント等を性化の推進 の協力 県民運動」に参加し、次のイベント等を性化の推進 の協力 県民運動」に参加し、次のイベント等を

実施実施実施実施

・宮城○○販売フェア・宮城○○販売フェア・宮城○○販売フェア・宮城○○販売フェア 9999月月月月 10日10日10日10日～～～～ 9999 ○○品目○○品目○○品目○○品目

月月月月25日25日25日25日

・農産品直売フェア・農産品直売フェア・農産品直売フェア・農産品直売フェア 10101010月月月月10101010～～～～10101010 参加農家数○参加農家数○参加農家数○参加農家数○

〔○○ストア〕 月〔○○ストア〕 月〔○○ストア〕 月〔○○ストア〕 月25日25日25日25日 ○軒○軒○軒○軒

２地域の雇用 ①○○地域からの優先的な雇用 随時 ○○名２地域の雇用 ①○○地域からの優先的な雇用 随時 ○○名２地域の雇用 ①○○地域からの優先的な雇用 随時 ○○名２地域の雇用 ①○○地域からの優先的な雇用 随時 ○○名

実績がない場合には、その旨

及び理由を記載してください

押印不要
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安定の確保 ②新規学卒者の雇用 ○○名安定の確保 ②新規学卒者の雇用 ○○名安定の確保 ②新規学卒者の雇用 ○○名安定の確保 ②新規学卒者の雇用 ○○名

への協力 〔○○用品店〕への協力 〔○○用品店〕への協力 〔○○用品店〕への協力 〔○○用品店〕

３子供、若者 １子供、若年 ①大学、高等学校等からのインターンシ３子供、若者 １子供、若年 ①大学、高等学校等からのインターンシ３子供、若者 １子供、若年 ①大学、高等学校等からのインターンシ３子供、若者 １子供、若年 ①大学、高等学校等からのインターンシ 7777月～月～月～月～8888月 ○校から○○月 ○校から○○月 ○校から○○月 ○校から○○

、高齢者、 者等の教育 ップの受入れ 名受入れ、高齢者、 者等の教育 ップの受入れ 名受入れ、高齢者、 者等の教育 ップの受入れ 名受入れ、高齢者、 者等の教育 ップの受入れ 名受入れ

障害者等へ への協力、 ②小・中学校の体験学習の受入れ 随時 ○校から○○障害者等へ への協力、 ②小・中学校の体験学習の受入れ 随時 ○校から○○障害者等へ への協力、 ②小・中学校の体験学習の受入れ 随時 ○校から○○障害者等へ への協力、 ②小・中学校の体験学習の受入れ 随時 ○校から○○

の配慮 支援 〔○○ストアの配慮 支援 〔○○ストアの配慮 支援 〔○○ストアの配慮 支援 〔○○ストア））））〕 名受入れ〕 名受入れ〕 名受入れ〕 名受入れ

２ユニバーサ ①高齢者、障害者等の優先駐車スペース 通年 ○○台分確保２ユニバーサ ①高齢者、障害者等の優先駐車スペース 通年 ○○台分確保２ユニバーサ ①高齢者、障害者等の優先駐車スペース 通年 ○○台分確保２ユニバーサ ①高齢者、障害者等の優先駐車スペース 通年 ○○台分確保

ルデザイン普 の確保、誘導ルデザイン普 の確保、誘導ルデザイン普 の確保、誘導ルデザイン普 の確保、誘導

及への協力 ②赤ちゃんルームの設置 通年 １箇所及への協力 ②赤ちゃんルームの設置 通年 １箇所及への協力 ②赤ちゃんルームの設置 通年 １箇所及への協力 ②赤ちゃんルームの設置 通年 １箇所

③子供トイレの設置 通年 ２箇所③子供トイレの設置 通年 ２箇所③子供トイレの設置 通年 ２箇所③子供トイレの設置 通年 ２箇所

４防犯・防災 １防犯活動へ ①防犯カメラの設置 通年４防犯・防災 １防犯活動へ ①防犯カメラの設置 通年４防犯・防災 １防犯活動へ ①防犯カメラの設置 通年４防犯・防災 １防犯活動へ ①防犯カメラの設置 通年

への協力 の協力 ②防犯灯の設置 通年への協力 の協力 ②防犯灯の設置 通年への協力 の協力 ②防犯灯の設置 通年への協力 の協力 ②防犯灯の設置 通年

③警備員の巡回 通年③警備員の巡回 通年③警備員の巡回 通年③警備員の巡回 通年

２災害時応援 災害発生時における物資供給や避難所 通年２災害時応援 災害発生時における物資供給や避難所 通年２災害時応援 災害発生時における物資供給や避難所 通年２災害時応援 災害発生時における物資供給や避難所 通年 ＡＡＡＡ市、Ｂ町、市、Ｂ町、市、Ｂ町、市、Ｂ町、

協定の締結 等の提供に係る協定を市町村と締結 Ｃ村と締結協定の締結 等の提供に係る協定を市町村と締結 Ｃ村と締結協定の締結 等の提供に係る協定を市町村と締結 Ｃ村と締結協定の締結 等の提供に係る協定を市町村と締結 Ｃ村と締結

３災害発生時 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災 通年 ３月作成３災害発生時 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災 通年 ３月作成３災害発生時 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災 通年 ３月作成３災害発生時 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災 通年 ３月作成

における業 害発生時における安定した物資の供給とにおける業 害発生時における安定した物資の供給とにおける業 害発生時における安定した物資の供給とにおける業 害発生時における安定した物資の供給と

務継続の取 雇用の確保を図る。務継続の取 雇用の確保を図る。務継続の取 雇用の確保を図る。務継続の取 雇用の確保を図る。

組組組組

５環境対策の １３Ｒの推進 ①空缶、食品トレー等の回収ボックスを 通年 空缶○㎏５環境対策の １３Ｒの推進 ①空缶、食品トレー等の回収ボックスを 通年 空缶○㎏５環境対策の １３Ｒの推進 ①空缶、食品トレー等の回収ボックスを 通年 空缶○㎏５環境対策の １３Ｒの推進 ①空缶、食品トレー等の回収ボックスを 通年 空缶○㎏

推進 設置 トレー○㎏推進 設置 トレー○㎏推進 設置 トレー○㎏推進 設置 トレー○㎏

２環境美化対 ①店舗周辺の定期的な清掃美化活動 通年 週１回実施２環境美化対 ①店舗周辺の定期的な清掃美化活動 通年 週１回実施２環境美化対 ①店舗周辺の定期的な清掃美化活動 通年 週１回実施２環境美化対 ①店舗周辺の定期的な清掃美化活動 通年 週１回実施

策の実施 ②○○地域一斉清掃活動への参加 通年 ６回実施策の実施 ②○○地域一斉清掃活動への参加 通年 ６回実施策の実施 ②○○地域一斉清掃活動への参加 通年 ６回実施策の実施 ②○○地域一斉清掃活動への参加 通年 ６回実施

６交通対策の １公共交通機 ①バス等公共交通機関乗６交通対策の １公共交通機 ①バス等公共交通機関乗６交通対策の １公共交通機 ①バス等公共交通機関乗６交通対策の １公共交通機 ①バス等公共交通機関乗降降降降所の設置 通年 １箇所所の設置 通年 １箇所所の設置 通年 １箇所所の設置 通年 １箇所

実施 関の実施 関の実施 関の実施 関の利利利利用用用用促促促促 ②店舗駐車②店舗駐車②店舗駐車②店舗駐車場場場場ののののパパパパークアンークアンークアンークアンドドドドライライライライドドドド用駐 通年 ○○台分用駐 通年 ○○台分用駐 通年 ○○台分用駐 通年 ○○台分

進等 車進等 車進等 車進等 車場場場場としての提供としての提供としての提供としての提供

２交通安２交通安２交通安２交通安全全全全対 ①交通対 ①交通対 ①交通対 ①交通整理整理整理整理員の配置 通年（駐車 店舗員の配置 通年（駐車 店舗員の配置 通年（駐車 店舗員の配置 通年（駐車 店舗内内内内・周辺・周辺・周辺・周辺

策の実施策の実施策の実施策の実施 場混雑場混雑場混雑場混雑時）時）時）時） ででででの事の事の事の事故０故０故０故０

②地域②地域②地域②地域で行わで行わで行わで行われる交通安れる交通安れる交通安れる交通安全全全全活動への協力 ポスターの活動への協力 ポスターの活動への協力 ポスターの活動への協力 ポスターの掲掲掲掲

通年通年通年通年 示示示示

４ 担当者連絡先

担 当 者 連 絡 先 所 属 ○○○○○○○○部部部部○○○○○○○○課課課課

担当者名 ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○

電話番号 000-000-0000000-000-0000000-000-0000000-000-0000

当初予定していな

かった取組につい

ては、新たに項目

を設けて記載して

ください


