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上田市
株式会社イトーヨーカ堂
株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

イトーヨーカ堂、セブン&アイ・クリエイトリンク、セブン‐イレブン・ジャパン

上田市と『地域活性化包括連携協定』を締結
上田市（市長：土屋 陽一）と株式会社イトーヨーカ堂（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：
三枝 富博）、株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：
近藤 悦啓）、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永松
文彦）は、2019 年 5 月 31 日（金）に、相互の連携を強化し、上田市のより一層の活性化に資するた
め、『地域活性化包括連携協定』を締結いたします。
1. 協定の名称

『地域活性化包括連携協定』

2. 協定締結日

2019 年 5 月 31 日（金）

3. 協定の目的
上田市とイトーヨーカ堂、セブン&アイ・クリエイトリンク、セブン‐イレブン・ジャパンは、
緊密な相互連携と協働による活動を推進することにより、上田市のより一層の活性化及び市民
サービスの向上を図ることを目的とします。
4. 連携事項
（１）地産地消と市産品の販路拡大に関すること
（２）シティプロモーションに関すること
（３）地域や暮らしの安全・安心に関すること
（４）高齢者・障がい者の支援に関すること
（５）子ども・青少年の育成に関すること
（６）食育・健康増進に関すること
（７）環境保全・リサイクルに関すること
（８）地域防災・災害対策に関すること
（９）地域の活性化、市民サービスの向上に関すること
（10）その他、四者の協議により決定した事項に関すること
＜参考＞
イトーヨーカドー店舗数

上田市内：1 店舗、長野県内：3 店舗、国内：160 店舗

アリオ店舗数

上田市内：1 店舗、長野県内：1 店舗、国内：20 店舗

セブン-イレブン店舗数

上田市内：37 店舗、長野県内：462 店舗、国内：20,629 店舗
（2019 年 4 月末時点）

具体的連携事項
■以下の項目については実施が決定しております。
※【IY】
：株式会社イトーヨーカ堂、【SCL】
：株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク、
【SEJ】
：株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1.地産地消と市産品の販路拡大に関すること
(1)「地域活性化包括連携協定」締結記念商品を販売します。【IY・SEJ】

＜セブン‐イレブンの締結記念商品＞
◇販売店舗 ：上田市内 37 店舗含む長野県北信地区・東信地区の 243 店舗で発売
◇販売期間 ：5 月 31 日（金）～

『こだわりおむすび

約 3 週間を予定

野沢菜油炒め』

115 円（税込 124 円）

『信州上田の味！美味だれ焼き鳥』
300 円（税込 324 円）

・ふっくら美味しい長野県産のお米を使用し
野沢菜の古漬け炒めに隠し味の信州味噌と
甘酒を使用し自然な甘みとコクの味付け。

・塩麹漬けした柔らかい焼き鳥や野菜に
上田市に根付いた美味だれをかけて
美味しく食べていただける商品。

『信州産きのこたっぷり冷かけ蕎麦』

『黒みつで食べる

430 円（税込 464 円）

みるくぷりん
～糀甘酒使用～』

148 円（税込 159 円）

・過去最高量の信州産しめじ・なめこ・エリンギ
の３種のきのこをふんだんに使用した蕎麦。

・人気の発酵食品「甘酒」を使用した自然な
甘さのカップスイーツ。

＜イトーヨーカドーの締結記念商品＞
◇販売店舗 ：イトーヨーカドーアリオ上田店
◇販売期間 ：6 月 1 日（土）～6 月 2 日（日）
◇販売数量 ：各日、各商品 50 個限定販売

『信州味噌おにぎり』

『信州そば＆上田市産野菜の天ぷら』

100 円（税込 108 円）

398 円（税込 429 円）

・上田市醸造元の「武田味噌醸造(株)」の味
噌を混ぜ込んだおにぎりと焼きおにぎり。

・上田の企業である「信越明星」の蕎麦
を、また天ぷらは、上田市産のキノコ、
アスパラ、うえだみどり大根を使用。

『信州上田ドック』

『美味だれやきそばパン』
198 円（税込 213 円）

198 円（税込 213 円）

・上田の企業である「信州ハム」のソーセージ
を、またレタスは上田市産を使用。

・上田の食文化に根付く美味だれを使った焼
き鳥とやきそばを掛け合わせた新感覚の商
品。

(2) アリオモール１F レストラン街に入店テナントの地産地消メニュー【SCL】
アリオ上田内に出店しているテナントである「九州沖縄食堂 チキ南亭」と連携し地元食材を
使用したメニューを提案します。太郎山の山麓にある「タローファーム」で育った「信州太郎
ぽーく」の特徴である「甘味とモチモチの食感」を最大限に生かすため、ローストポークに仕
上げ、上田市のシンボル「太郎山」に見立てて盛り付けました。つけあわせには上田市産のア
スパラガスの他、県内の野菜をふんだんに使った女性にもお勧めのメニューです。
テナント名：
「九州沖縄食堂 チキ南亭」
商品名：「信州太郎ぽーくのローストポークプレート」
価格：1,380 円（税込）
販売期間：6 月 1 日（土）～

約 2 週間を予定

2.食育・健康増進に関すること【IY・SCL】
(1)

締結記念イベント「未来ある子どもたちの食育夏休み in アリオ上田
～野菜のチカラ

ビタミンＡＣＥ（エース）～

」
【IY・SCL】

長野県は野菜が豊富な県です。しかし、若い人の野菜の摂取は不足気味です。野菜からとれるビ
タミンＡＣＥ（エース）は大人にはからだを守るため、子どもには、すこやかな成長のために欠か
せません。大事なビタミンＡＣＥ（エース）をとるためにはどうしたらよいのか。「セブンプレミ
アムの惣菜商品」や「地元野菜」を活用し、子どもと一緒に簡単に作れ、美味しく野菜を摂れる食
事の工夫やクッキングサポートでの試食会を開催します。同時に子どもの成長に必要な 1 日の食品
基準量の展示や保健師・管理栄養士による「まちかど健康相談室」を開催します。
と

き：2019 年 7 月 31 日（水）午前 10 時から午後 4 時
1階

ところ：アリオ上田
内

容：①

太陽のコート

上田市健康増進ＰＲブース

②

健康メニュー試食

③

まちかど健康相談室

など

(2) 「モールウォーキング教室」
【IY・SCL】
月１回、雨や夏の暑さなど天候に左右されない館内で
１周約１キロのコースを歩く、地域の皆様の健康とコミ
ュニティの推進を目的としたイベントです。上田市内の
３つの NPO 法人総合型地域スポーツクラブの先生に月替
わりで指導していただきます。上田市健康づくりチャレ
ンジポイント対象事業です。
と

き：2019 年 6 月 11 日（火）午前 10 時
1階

ところ：アリオ上田

太陽のコート

(3) 「地場野菜即売会」【IY】
6 月の食育月間に合わせ市民の皆様への「食育の普及・啓発」
「食育による健康増進メニュー
提案」をテーマに上田市産の採れたて新鮮な地場野菜の即売会を開催します。
と

き：2019 年 6 月 1 日（土）～2 日（日）

と こ ろ：アリオ上田

1階

イトーヨーカドー食品売場

販売商品：商品の一例
出荷状況に寄り商品の入荷がない場合があります。
淡竹筍

１束 371 円（税込 400 円）

レタス

１個 121 円（税込 130 円）

アスパラ１束 325 円（税込 350 円）
きゅうり１袋 121 円（税込 130 円）
とまと

１袋 232 円（税込 250 円）など

3.子ども・青少年の育成に関すること【IY・SCL】
地域のコミュニティの場としてアリオ上田のインフラを活用した子育て支援イベントを上田市と
共同で開催します。
(1)「パパのベビーダンス＆ママのアリオショッピング」
2019 年 6 月 22 日（土）開催予定
パパが赤ちゃんを抱っこして音楽に合わせてステップを踏めば、いつしかウットリ、スヤスヤ
あやしたり、寝かしつけができるパパの子育てベビーダンス教室。
パパのベビーダンスの間にママは、自由にアリオでショッピング。親子・夫婦の絆を深めるサ
プライズも。
(2)「マミー＆ミーin アリオ」

2020 年 6 月開催予定

マミー＆ミーは子育てサークル・広場という意味も含まれる、様々な子育ての場で使われてい
る言葉。今回、上田市の子育て支援団体やサークルなどの各種団体と連携し、様々なイベントを
開催します。不要だけどまだまだ使えるおもちゃや洋服などの「子どもグッズ交換会」や、いろ
んなアイディアいっぱい「手作りワークショップ」、家族みんなでからだを動かす「親子の体操
教室」など、親子で楽しめるイベントを開催します。
4.高齢者・障がい者の支援に関すること【IY・SCL・SEJ】
(1)上田市高齢者等の見守りへの協力
上田市内のイトーヨーカドーアリオ上田店及び、アリオ上田、セブン‐イレブンは、高齢者等見
守りネットワーク会議に協力し、相談機関（地域包括支援センターなど）との連携を図り、安全・
安心な街づくり・お店づくりに取り組んでまいります。
(2) 認知症サポーターの養成推進
「高齢者等見守り」の取り組みを推進させるため、従業員
への認知症サポーターの養成を実施します。
また、関係機関と協力し、養成講座を実施すると同時に啓
発活動にも協力してまいります。

5.シティプロモーションに関すること【IY・SCL・SEJ】
(1) 地域の魅力発信イベントの共同開催
上田市の自然、歴史、文化、農産物など様々な魅力を広く情
報発信し、上田の魅力を多くの方に知ってもらい、訪れてい
ただくため、また、移住にも繋げていかれるよう首都圏のイ
トーヨーカドーアリオ店舗を活用したＰＲイベントを共同開
催します。
と き：2019 年 10 月開催予定
ところ：アリオ川口店

6.地域防災・災害対策に関すること
(1) 災害支援協定の締結【IY】
災害時に上田市に食料品や生活用品を供給します。また、被災者に水道、トイレ、災害に関連
する情報を提供し、アリオ上田の一部を一時避難場所として開放します。

下記項目についても今後四者で引き続き協力して取り組んでまいります。
（１） 地産地消と市産品の販路拡大に関すること
・地場商品、農家様との取引拡大【IY・SCL・SEJ】
（２） シティプロモーションに関すること
・観光に関する PR 活動の協力【IY・SCL・SEJ】
・アリオ店内の上田市情報発信ブースの強化【IY・SCL】
・訪日客の観光拠点として駐車場および待機所の提供【IY・SCL】
・地域活性化イベントの協働【IY・SCL・SEJ】
（３） 地域や暮らしの安全・安心に関すること
・地域の安全対策・防犯対策の取り組み、女性、子ども等の駆け込みへの対応【IY・SCL・SEJ】
・地域での交通安全や防犯活動を行う集合場所等活動スペースの提供と参加【IY・SCL・SEJ】
・ＡＴＭ等を利用した振込め詐欺の未然防止対策の推進【IY・SCL・SEJ】
・飲酒運転根絶運動の推進に関する取組み【IY・SCL・SEJ】
・警察署・防犯協会・交通安全協会との協力・連携推進【IY・SCL・SEJ】
・地域見守りネットワークへの協力【IY・SCL・SEJ】
（４） 高齢者・障がい者の支援に関すること
・高齢者の就業や社会参加を支援するための中高年齢者の雇用促進【IY・SCL・SEJ】
・障がい者支援に関する取り組みへの協力【IY・SCL・SEJ】
・障がい者雇用の場の確保【IY・SCL・SEJ】
（５） 子ども・青少年の育成に関すること
・子育て支援イベント等の共同開催【IY・SCL】
（６） 食育・健康増進に関すること
・食育の普及、啓発への協力【IY・SCL・SEJ】
（７） 環境保全・リサイクルに関すること
・レジ袋削減とマイバッグ持参運動の推進（食品）【IY・SCL・SEJ】
・エコドライブの推進【IY・SCL・SEJ】
・路上喫煙等・ポイ捨て防止活動への協力【IY・SCL・SEJ】
・食品ロスの削減取組み、リサイクル推進及び啓発への協力【IY・SCL・SEJ】
・地球温暖化対策として、ＥＶ充電器サービスの促進、普及【IY・SCL】
・『セブン-イレブン記念財団』による環境団体・ＮＰＯ等への活動助成【SEJ】

（８） 地域防災・災害対策に関すること
・屋外イベント広場を利用した「合同防災訓練」の共同開催【IY・SCL】
・防犯関連啓発イベント開催協力【IY・SCL・SEJ】
（９）地域の活性化、市民サービスの向上に関すること
・市主催のイベント、行政情報の発信に関する協力【IY・SCL・SEJ】
・市の広報活動への協力【IY・SCL・SEJ】
・公共交通利用促進への協力【IY・SCL】
・マルチコピー機を利用した住民票の写しの請求等、行政サービスの代行【SEJ】
・インバウンド消費への対応、免税店の取り組み【IY・SCL・SEJ】

地域活性化包括連携協定連携事項に基づき、相互の連携を強化し、具体的な取り組み
の推進からＳＤＧｓへの貢献を目指してまいります。

以上

