
株式会社平和堂との連携・協働の取組

事業・取組の内容 実施時期 実施店舗

（1）環境こだわり農産物をはじめとする地
産地消の推進、滋賀県の特産品の販売
促進に関すること

滋賀県環境こだわり農業審議会の委
員として参加

H26.7月、
H27.3月

食のブランド推進課

近江米新品種「みずかがみ」の取扱い
および来店者への試食イベントなど、Ｐ
Ｒについて協力

通年（試食
ＰＲイベント
はH26.10
月）

全店舗（試食ＰＲ
イベントはアル・プラ
ザ茨木店）

食のブランド推進課

地元生産者やJAを通し、滋賀産ブラ
ンド(近江米こしひかり、近江牛や平和
堂あじわい牛等）を積極的に取扱い。

通年 県内全店舗 食のブランド推進課

地場生産者の直接納品や地元生産
組合・JA等との契約などによる地場野
菜(果実)の積極販売。及びコーナーの
設置(県内28店舗)。

通年 県内店舗 食のブランド推進課

県内生産者や流通業者と連携して、
県内外の店舗で生鮮食品や惣菜等
加工品に県産食材や滋賀県認証環
境こだわり農産物を積極的に取扱い。

県内全店舗 食のブランド推進課

（2）地域に密着した高齢者・障害者の支
援に関すること

「平和堂ホーム・サポートサービス」（一
人暮らし宅への宅配販売サービス）に
おいて、高齢者等に防犯チラシを配布
するなど防犯に関する呼び掛けに協
力。

年間を通じ
て

県内各店舗
警察本部
生企課

車イス使用者等用駐車場のマナーアッ
プキャンペーン

健康福祉政策課

「平和堂ホーム・サポートサービス」（一
人暮らし宅への宅配販売サービス）に
おいて、高齢者等への見守り支援に
協力

健康福祉政策課

障害者雇用促進法に基づく特例子会
社である㈱サニーリーフで野菜の水耕
栽培事業にて障害者の雇用を促進

通年 ㈱サニーリーフ 労働雇用政策課

（3）地域の防犯および交通安全に関するこ
と

滋賀県大型小売店防犯・暴力等排
除対策協議会の会長として、同協議
会に加盟する県内各店舗において、
万引き防止をはじめとした犯罪の起き
にくい店舗づくりを推進（年３回、万引
き防止キャンペーンを実施）。

年間を通じ
て

県内各店舗
警察本部
生企課

各店舗において交通安全教室や館内
放送などの啓発活動の実施に協力。

年間を通じ
て

県内各店舗
警察本部
生企課・少年課・交
企課

（4）地域の環境保全活動および環境学習
に関すること

(1)びわ湖の恵み！再発見イベント
(2)ポスター、チラシ等の設置
(3)びわ湖の恵みコーナー（売場）の設
置
(4)同コーナーで、ミニのぼり旗の設置お
よび啓発CDの活用

6月中旬～
７月下旬

県内全店舗 環境政策課

部局・課・グループ名連携事項

平成26年度の取組実績
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株式会社平和堂との連携・協働の取組

事業・取組の内容 実施時期 実施店舗
部局・課・グループ名連携事項

平成26年度の取組実績

「ごみ減量化と環境美化に関する標
語・ポスター図案」入賞作品展示

1月 ビバシティ彦根店 循環社会推進課

(1)容器包装削減の取組(レジ袋削減
等)、グリーン購入の啓発
(2)滋賀県におけるレジ袋削減の取組
に関する協定
(3)環境にやさしい買い物キャンペーン
の実施

通年
(3)について
は11月

県内店舗 循環社会推進課

（5）地域貢献活動への参画に関すること

平和の森づくり活動（琵琶湖森林づく
りパートナー協定を締結）。
（東近江市で森林保全活動を社員ボ
ランティアで実施、５年間で３００万円
の資金を提供いただき、森林保全費
用として活用している。）

年間
平和の森・東近江
（東近江市和南
町）

森林政策課

(1)日野店・ＡＰ八日市による淡海エコ
フォスター活動の継続。
(2)他の店舗での実施

通年 ＡＰ八日市 循環社会推進課

（6）地域の災害対策に関すること

(1)災害時における被災地への緊急支
援物資の調達協力
(2)災害時、水道水・トイレの提供、帰
宅困難者の支援・総合防災訓練にて
合同訓練の実施

防災危機管理局
健康福祉政策課

（7）地域の健康増進・食育に関すること
ネットワーク連絡会議における関係団
体との情報交換、連携した取り組み

H27.2.12 県庁 健康医療課

協議会委員として参画いただき、食育
推進基本計画の進捗管理に意見等
をいただいている。

H26.7.30 県庁 健康医療課

滋賀県知事杯争奪平和堂ママさんバ
レーボール大会の開催。（県内各地域
の健康促進とスポーツ振興に貢献）

H26
6/1（予選）
7/6
9/7

県内９ブロック（予
選）、草津市立総
合体育館・彦根市
市民体育センター

スポーツ健康課

（8）地域の教育および子ども・青少年育成
に関すること

企業・団体等が提供する専門的な技
術力、人材を活かした学校での出前
授業や体験学習支援のメニューを「学
校支援メニュー」として登録していただ
き、学校からの依頼に応じて出前授業
等を実施。
（現在の登録内容：「平和堂エコピース
クラブ～学ぼう・エコショッピング～」、
「スーパーマーケット食育体験ツアー」）

通年 県内店舗 生涯学習課

「しが☆まなび☆発見！」への出展 2015/8/6
県立文化産業交
流会館

生涯学習課
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株式会社平和堂との連携・協働の取組

事業・取組の内容 実施時期 実施店舗
部局・課・グループ名連携事項

平成26年度の取組実績

家庭教育協力企業協定制度の協定
締結

通年 県内各店舗 生涯学習課

県内中学生を対象に行われる職場体
験活動（中学生チャレンジウィーク）の
受け入れ

5月～2月

石山寺辺店、彦
根銀座店、彦根
店、米原店、その
他多数

学校教育課

第39回全国高等学校総合文化祭
「2015滋賀びわこ総文」のＰＲに係るポ
スター、チラシ等の広報物の配布、掲
示、生徒実行委員会主催の広報イベ
ントの開催
※平成２６年９月２０日（土）大会３０
０日前イベントを開催した。

９月 ビバシティ彦根
全国高等学校総合
文化祭推進室

総合教育センターの初任者研修で、
信頼される教員を目指すために、接遇
や社会人として身につけるべきマナーに
ついて講義。

6月10日、
12日

総合教育センター 総合教育センター

淡海子育て応援団への登録
（毎月第4土曜日・日曜日に、淡海子
育て応援カードの提示で、子ども服
（男児・女児）、ベビー用品・子ども肌
着・子どもパジャマ・子ども靴下をレジ
にて5%割引。）

通年 県内大型店 子ども・青少年局

子ども虐待防止の「オレンジリボンキャ
ンペーン」への参加（滋賀全店・全社
員参加）

11月 県内店舗 子ども・青少年局

学校とは異なる集団組織の中で教員
自らが教育観や指導観を見つめ直し、
急激な社会の変化に対応できるよう、
その資質の向上と指導力の充実を図
るため、教員を一定期間各店舗等へ
派遣させていただいた。（前期2人・後
期1人派遣）

前期：5-7月
後期：10-12
月

県内店舗 教職員課

(1)県内エコクラブへの年間活動費の
助成
(2)エコクラブ活動交流会（県大会）へ
の助成
　・副賞授与（表彰式典）、活動交流
会への参加助成、全国大会への参加
助成

琵琶湖博物館ほ
か

琵琶湖博物館

（9）その他滋賀・びわ湖ブランドの推進、地
域の活性化および県民サービスの向上なら
びに地域に密着した活動の充実に資する
事項

平成27年2月より「びわ湖ホールオフィ
シャルスポンサー」制度にご賛同いただ
き、契約をご締結いただいている。

H27年2月
～

びわ湖ホール
文化振興課（びわ湖
ホール）

県内の大型店舗のチラシラックや掲示
板等へ県政に関するチラシ・ポスターを
掲示し、県政情報をPR。

通年 県内12店舗 広報課
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株式会社平和堂との連携・協働の取組

事業・取組の内容 実施時期 実施店舗
部局・課・グループ名連携事項

平成26年度の取組実績

イクメン・カジダンフォトコンテスト入賞作
品パネル展示の開催

11月 ビバシティ彦根 男女共同参画課

「滋賀県民手帳」の販売 11月～2月
各店舗（書店等21
店）

統計課

総務省・滋賀県が実施する統計調査
の啓発活動（啓発物品の配布）

2015/1/18 アルプラザ草津店 統計課

制度の運用に関する重要事項につい
て調査・審議するために設置した「滋
賀県農村振興交付金制度審議会」
への参加

１回 県庁 農村振興課

「地籍調査」の啓発のため、店内での
パネル、ポスターの掲示、啓発物品の
配布。

７月
12月
２月

平和堂甲西中央
店
アル・プラザ栗東店
アル・プラザ野洲店

県民活動生活課

対象商品の売り上げの一部をマザーレ
イク滋賀応援基金へ寄付いただいてい
る。
（平和堂単独（平和堂バナナ）、もしく
は花王（花王アタックNEO）、サントリー
（サントリー金麦）、毎日びわこ牛乳な
どとの連携により、琵琶湖の保全を目
的として不定期に寄付いただいてい
る。）

例年と同様 平和堂各店舗 企画調整課
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