
継続的な地域社会への貢献

イオンモールはさまざまなかたちで地

域経済の活性化に貢献しています。新し

いモールがオープンする際には建設業

者を通して多くの仕事が地元企業に発

注されるほか、専門店全体の約3分の1

が地域からの出店になるよう配慮してい

ます。またモールのオープンは地域に数

千人単位の安定した雇用をもたらし、税

収や人口の増加にもつながります。

グループの社会貢献活動の一環として

各モールが行う募金活動は、お客さまの

ご協力によってたいへん大きな成果を

挙げています。

特に2011年度は東日本大震災で被災さ

れた地域への支援として全国のモール

で合計約1億8,800万円の募金をいただ

いたほか、各地からメッセージノートや

寄せ書きが被災した自治体に届けられ

ました。また献血活動については、2011

年度に国内全モールで延べ80,177名の

お客さまにご協力をいただきました。

1991年から行っている「クリーン＆グ

リーン」活動として、毎月11日に専門店

の従業員にもご参加いただき、開店前

にモール周辺の歩道や公園などの清掃

活動を行っています。

イオンモールはショッピングやお食事

を楽しんでいただくだけでなく、銀行、

郵便局、医療機関、自治体の行政サー

ビスコーナーなど、地域住民の方が必

要とする公共性の高いサービスもご提

供し、多機能複合型のワンストップソ

リューションとして機能します。

モール内に設けられた「イオンホール」

は、各種団体やサークルなどの、展示

会、発表会、コンサートなど、目的に応

じたスペースでご利用いただけます。

モールよっては成人式や確定申告の会

場、運転免許更新の講習会など、幅広い

用途に活用されています。

地域とともに成長するモール

地域の美しい環境を未来へ

公共サービスの提供

イオンホールの活用社会貢献の拠点として

合計237,032,669円

ニュージーランド地震緊急支援
2011年2月26日～3月10日 5,678,130円
東北地方太平洋沖地震緊急支援
2011年3月12日～3月31日 138,532,468円
東日本大震災被災者支援
2011年4月1日～5月8日 37,984,660円
東日本大震災支援
2011年5月9日～6月26日 11,783,071円
24時間テレビ「愛は地球を救う」
2011年6月30日～8月28日 22,711,940円
タイ・カンボジア洪水被害緊急支援
2011年10月26日～11月6日 3,614,299円
だっこサンタ クリスマスチャリティ
（日本ユニセフ協会）
2011年11月27日～12月25日

16,728,101円

2011年度 募金活動結果
（当社モールでお客さまからお預りした額）

イオンモールでは、イオングループ、イオン1%クラブ、
イオン環境財団で行う取り組みも含めて、地域貢献を
積極的に進めています。

2011年に記録的な大雨で深刻な

洪水被害に見舞われたタイへ数回

に分けて災害復興支援金ならびに

1.5リットルミネラルウォーター約

40万本などの緊急支援物資をお

届けしました。また駐日タイ大使

館の要請にお応えして、約500万円

相当のトップバリュ商品（ミネラル

ウォーター、おかゆ、クッキーなど）

を航空便でバンコクの被災地へ空

輸しました。

イオン環境財団は、2011年7月より

インドネシアの首都ジャカルタ北

部の緑地帯におけるマングローブ

の植樹活動を3ヵ年計画でスタート

しました。近隣にある住宅地や高

速道路を洪水などの災害から守る

とともに、緑あふれる沿岸部の再

生をめざします。第1回は日本から

のボランティア約1,000名と地元の

皆さまとの共同作業で約14,000本

の植樹を行いました。

2010年より3ヵ年計画でフエ省人民

委員会と連携して取り組んでいるベ

トナム学校建設支援。多くのご支援

をいただき、2011年3月に開校式を

迎えることができました。日本から

も小学生から高校生までを含む多

くの方がツアーで参加し、新しい学

校の完成を喜ぶ子どもたちと交流

を深めました。フエ省には30校の

建設支援を予定しています。

イオンモール天津中北のオープンに

先立って、2012年3月に「イオン ふ

るさとの森づくり」植樹祭を開催しま

した。地域の小・中学生を中心に約

1,350名の皆さまにご参加いただき、

敷地内に苗木を植樹しました。

イオンでは2012年3月に「3.11 イ

オンの約束」を公表し、被災地の復

興と「夢のある未来の実現」に向け

て全力で支援していくことを決意し

ました。その一環として労使一体で

発足した「イオン 心をつなぐプロ

ジェクト」では、3月から4月まで3回

に分けて岩手県陸前高田市周辺に

被災地ボランティア派遣を行い、当

社を含む約90名のグループ従業員

とその家族が農作業の支援や集会

所の運営支援を行いました。

国内外での地域貢献事例

タイ

インドネシア

ベトナム

中国（天津）

震災被災地復興支援

私たちは人々が求める真の貢献を実現するために、その地域に密着し、

交流を深めることで問題を共有し、その解決に努めます。
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岩手県沿岸地域の中学校の皆さんと盛岡市内・
近隣の中学校の皆さんで吹

奏楽を中心とした合奏コンサートを開催しまし
た。震災により練習も十分に

できないなか、同じ岩手県内の中学校の皆さん
が力をあわせ演奏しました。

これからも復興支援活動の一環

として継続して開催します。

岩手
「絆」コンサート
イオンモール盛岡

（岩手県盛岡市）

震災で甚大な影響を受けた地域の皆さまに笑顔を取り戻していただくために、「杜せきのした」および「村区」の地域住民、「杜せきのした」の出店企業の主催により夏祭りを開催しました。会場となった西駐車場には約3,000名の方が集まり、町の復興の一助を果たすことができました。

「笑顔につながる」
村区・杜せきのした
夏祭り
イオンモール名取
（宮城県名取市）

群馬県には歴史ある有名な温泉地が多くありますが、東日本大震

災以降は風評被害に悩まされ、観光客の減少によって大きなダ

メージを受けていました。そこで群馬県観光国際協会の主催に

より当モールで温泉地区のPRイベントを開催し、多くのお客さま

に温泉地の魅力や安全性をアピールしました。

観光協会
PRイベント
イオンモール太田
（群馬県太田市）

モールの駐車区画にお
いて「ハートフルマーケ

ット」と称してフ

リーマーケットを実施。
出店料としていただいた

収益で車いす8

台を購入し、8つの施設
に寄贈しました。出店者

のみならずお客

さま、関係諸団体の方々
にたいへん喜んでいただ

くことができま

した。

フリーマーケット
開催と車いす寄贈
イオンモール宮崎

（宮崎県宮崎市）

地元の水戸市を中心とした29の商店が集まり、モール内で地元商品の販売会を実施しました。期間中は約3,000人のお客さまにご来場いただき、多くの方がお店自慢の商品の前で足を止めていました。会場をご提供することで、地元商店のPRに貢献することができました。

地域商店と
連携したフェア
イオンモール水戸内原
（茨城県水戸市）

大分県が誇るからあげの文化を多くの人に知っていただくことを目的に「からあげフェスティバル」を開催しました。4回目となる今回も地元中津市をはじめ周辺の市町から腕自慢の店舗が多数出店して大盛況となりました。なお、本大会で達成したからあげの供給量（1,076kg）がギネス世界記録に正式認定されました。

からあげ
フェスティバル
イオンモール三光
（大分県中津市）

寝屋川市子育て支援拠点「つどいの広場ゆう」に広場を設けていただき、0歳～3歳のお子さまと保護者の方にたいへんご好評をいただいています。また、大阪府の次世代育成支援対策の一環である「まいど子でもカード」の協賛店舗を積極的に募り、ホームページ上や館内で特典一覧を掲示しています。

子育て支援の
取り組み
イオンモール寝屋川
（大阪府寝屋川市）

大和郡山市を舞台とした長編映
画『茜色の約束』（2012年春公

開）のPR活

動や製作協力を行いました。当
モールを会場として子役オーデ

ィションや

トークショーなどを行ったほか
、専門店の従業員がエキストラ

として出演し

ています。また、当モールのシネ
マで先行単独上映され、ロード

ショー期間

中に12,000人を超えるお客さま
にご覧いただきました。

映画
『茜色の約束』
PR活動
イオンモール大和郡山

（奈良県大和郡山市）

群馬県には歴史ある有

災以降は風評被害に

メージを受けていまし

より当モールで温泉地

に温泉地の魅力や安全

らあげの文化を多くの人に知っていただくことを目的にティバル」を開催しました。4回目となる今回も地元中津の市町から腕自慢の店舗が多数出店して大盛況となりましで達成したからあげの供給量（1,076kg）がギネス世界記れました。

からあげ
フェスティバル
イオンモール三光
（大分県中津市）

各モールで毎月1回行っている周辺の清掃活動に、当モールでは1年間で専門店の従業員1,118名さまにご協力をいただきました。10月には、国土交通省が主催する「川と海のクリーン大作戦」に参加し、鈴鹿川河川敷の清掃活動を近隣企業・近隣住民の皆さまと協力して行いました。

鈴鹿川河川敷の
清掃活動
イオンモール鈴鹿
（三重県鈴鹿市）

岡崎市の深い歴史に育まれた独自の文化、カル
チャー、地場産業や伝統芸

能を、イオンホール、パブリックスペースにて展
示・実演・発表しました。広

域からご来店いただくお客さまに岡崎の魅力を
アピールすると同時に、発

表の場に恵まれない各活動団体に活動・発表の
場を提供し、岡崎文化の発

展に寄与したいと願っています。

カルチャー
フェスティバル
イオンモール岡崎

（愛知県岡崎市）
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杜の家造形教育研究会の主催で、子どもたちが絵を描いたり工作することなどを通して、物を創ることの楽しみや工夫する喜びを伝え、また人とのふれあいを通じて助け合う心を育む活動を行っています。毎月1回開催していますが、毎回50名以上のお子さまが参加するほどご好評をいただいています。

あそびの学校
イオンモール藤井寺
（大阪府藤井寺市）
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全国のイオンモールは、それぞれの地域の祭事などの伝統行事やさまざまな市民の文化活

動へのサポートを行い、商業施設の枠を超えて地域コミュニティの中心的な役割を果たして

います。地域とモールが協力して取り組んだ活動の一例をご紹介します。

継続的な地域社会への貢献 地域とともに
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