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１．企画背景 

  多賀城市市民活動サポートセンター（以下当センター）は、開館から 1年で約 17,000

人以上の利用者を迎え、本市における地域づくりの拠点として市民の間に定着しつつ

ある。また、ＮＰＯと地縁組織・生涯学習団体の 3 者間による連携・協働についても

徐々に市民の間でその必要性が理解されつつあり、日常的に寄せられる市民活動相談

でも、これらの相談が増加している傾向がある。 

  また、当センターの設置趣旨と機能に照らし、新たな地域社会の創造に取り組む上

では、これらの成果をベースとしつつ、地域づくりのパートナーとして「企業」の参

画を促進していくことも重要である。 

  そのための第一歩として、多賀城市近郊の企業がどのように地域と関わり、どのよ

うな取り組みを行っているのかについての現状把握を主な目的とする、下記の概要に

基づく調査事業を実施した。 

  なお、本調査では企業市民（市を構成する一員）としての責務に基づいて行ってい

る社会貢献・地域貢献活動を調査対象として設定した。 

 

２．実施目的 

 (１) 多賀城市近郊における、地元企業・商店等の地域づくりへの参画に向けた意識の

把握。 

 (２) 多賀城市近郊における、地元企業・商店等の地域づくりへの参画状況の把握。 

これらについては、 

①個々の企業・商店など組織としての意識・取り組み 

②経営者（従業員）の個人としての意識・取り組み 

   の２つの視点から調査項目を設定する。 

(３) 企業・商店等の経営における地域活動参画の意義と必要性の理解促進 

  (４) 多賀城市市民活動サポートセンターの認知度向上と利活用促進 

 

３．調査におけるポイント 

 (１) 企業・商店としての地域活動への参画のみを調査対象とするのではなく、経営者

等が個人として市民活動・地域活動に参画しているケースについても可能な限り

調査し、地元企業およびその経営者がコミュニティ維持・形成に協力している現

状の把握に努める。 

   多賀城市は仙台市部に比べ中小企業が多く、そのため、ＣＳＲ担当社員を置い

て組織的にプログラムを実施している企業は少数である。しかし、一方で経営者

等が個人的に地域社会の一員として積極的に地縁組織の運営に参画したり、ある

いは、専門的なＮＰＯに協力したりする事例の存在は予想できる。 

   これまで、地域企業に関する議論は、地方経済の回復というテーマとしてのみ
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捉えられることが多かった。しかしそれらの議論は、顧客をいかにして大型店舗

（ロードサイド店）から奪回するかという営業戦略からのみ語られることが多く、

そもそも、地域企業が地元コミュニティにどのように関わり、どのような役割を

果たしているのかについては、あまり注目されることがなかった。 

   本調査においては、設問を工夫することによってこうしたデータの取得を試み

た。 

 (２)  アンケートの文面には、具体的な先駆事例の紹介を挟み込み、地域活動への参画

に関する具体事例とその意義をわかりやすく調査対象者に伝える工夫を盛り込

む。 

    多賀城市では、現時点において地域活動に企業として取り組み、成果を上げて

いる事例はまだ限られている。そのため、具体的な地域・社会貢献活動の取り組

み事例についての情報も一般的ではないため、わかりやすい先駆事例を紹介しな

がら返答してもらうことで、調査の意義とＣＳＲの重要性について同時に啓発で

きる内容とした。 

 (３)  注目すべき事例については、直接ヒアリング調査を実施する。調査先は、以下の

4事業所とした。 

    ①新日本石油精製株式会社仙台製油所 

②多賀城北日本自動車学校 

    ③東北電力株式会社塩釜営業所 

④東北労働金庫多賀城支店 

 

４．調査対象 

多賀城市内に事業所を置く企業・商工業者とした。 

① 調査票発送数 

1033件。多賀城・七ヶ浜商工会、仙塩工場多賀城地区連絡協議会からの協力を受

け発送を実施した。 

② 調査票回収数・回収率 

   回収数 179件 

   回収率 17.3% 

③ 市内企業における先駆的事例に関する聞き取り調査 

  以下の 4社を対象に実施した。 

  ：新日本石油精製株式会社仙台製油所 

：多賀城北日本自動車学院 

：東北電力株式会社塩釜営業所 

：東北労働金庫多賀城支店 
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５．実施方法と実施日程 

（1）アンケート調査 

 調査対象決定：平成 21年 10月 09日（金） 

調査票作成 ：平成 21年 10月 10日（土）完成（事務局・市確認） 

 調査票発送 ：平成 21年 11月 25日（水）～11月 27日（金） 

 調査票回収 ：平成 21年 12月 22日（金） 

 調査票分析 ：平成 22年 1月中に実施した。 

 （2）市内企業における先駆的事例に関する聞き取り調査 

    下記日程により実施した。 

  ■新日本石油精製株式会社仙台製油所：平成 21年 11月 26日（木） 

  ■多賀城北日本自動車学院     ：平成 21年 12月 05日（土） 

■東北電力株式会社塩釜営業所   ：平成 21年 11月 26日（木） 

■東北労働金庫多賀城支店     ：平成 21年 12月 25日（金） 

（3）報告会 

実施日：平成 22年 2月 22日（月）13：30～16：30開催 

講 師：特定非営利活動法人せんだい･みやぎＮＰＯセンター常務理事・事務局長

ＣＳＲ推進相談所所長：紅邑晶子氏 

報告者：新日本石油精製株式会社仙台製油所 総務グループマネージャー 

中村延幸氏 

       ：東北労働金庫多賀城支店 支店長：北尚登氏 

 

６．実施体制 

  調査実施主管：多賀城市 

  調査実施事務：特定非営利活動法人せんだい･みやぎＮＰＯセンター 

  後援    ：多賀城・七ヶ浜商工会、仙塩工場多賀城地区連絡協議会 

 

７．調査票 質問項目 ※実際の調査票については別添資料参照 

（1）事業所基礎情報 

 ① 事業所名 

 ② 回答者氏名・部署名 

 ③ 事業所規模（従業員数） 

④ 業種 

 ⑤ 業務内容 

 ⑥ 創業時期 

（2）企業としての社会・地域貢献活動 

 ① 企業として社会・地域貢献活動に取り組んでいるかどうか 
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 ② 社会・地域貢献活動の分野・テーマ 

 ③ 推進・実施体制 

 ④ 社会・地域貢献活動の具体的な内容（開始時期等を含む） 

 ⑤ 社会・地域貢献活動に取り組む理由・取り組まない理由 

 ⑥ 社会・地域貢献活動から得られたと判断している成果 

 ⑦ 社会・地域貢献活動に今後どのように取り組むか 

（3）経営者等の社会・地域貢献活動 

① 経営者等として、社会・地域貢献活動に取り組んでいるかどうか 

 ② 参加している活動の分野・テーマ 

 ③ 参加している活動の具体的内容 

 ④ 参加する理由・参加しない理由 

 ⑤ 参加して得られた成果・意義 

 ⑥ 今後の展望 

 （4）多賀城市市民活動サポートセンターについて 

 （5）回答企業の連絡先（記入の有無は、回答者の自由裁量による） 

 

●用語について 

■ ＣＳＲ 

Corporate Social Responsibilityの略称。日本語では「企業の社会的責任」や「企業

の社会に対する責任」と一般的に訳される。企業と市民のパートナーシップ構築を進

める特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ）によれば、「Ｃ

ＳＲとは、企業経営において、ステークホルダーへの説明責任や協働等を通じて、社

会における企業のあり方や価値観などを問い直し、人権尊重、関係法令遵守はもとよ

り、社会および環境等の問題を解決していくために、事業その他を通じそれぞれの存

在意義を具現化していくこと」（※１）と定義されている。 

※1：『ＣＳＲに効く！企業＆ＮＰＯ協働のコツ』岸田眞代編著 2007年 10月 p12 

  ■ 地域貢献活動 

  本調査においては、町内会、子ども会、地域のお祭り、スポーツ少年団、地域清

掃など地域社会への貢献・協力などを「地域貢献活動」と定義し、実行委員会形式

で開催する各種地域イベントもこれに含んだ。 

■ 社会貢献活動 

 本調査においては、福祉、環境、子育て、まちづくりなど社会課題に取り組むＮＰ

Ｏなどへの協力・支援などを「社会貢献活動」と定義した。 

 

 

 



 

８．アンケート調査 調査票集計概況

 

■調査回収率 

 発送数…1033 通 

 回収数…179 通 回収率 

 

■各質問項目の回答集計一覧

Ⅰ．会社・事業所の概要について

 質問１ 本社・支社の区別

質問２ 業種を選択してください

 特に小売・サービス・建設からの

非常に幅広い業種からの回答

飲食・宿泊 5%

卸売 5%

金融・保険 4%

不動産 3%

運輸・交通 3%

農林漁鉱業 2%

食品製造1%

医療福祉 1%

電気ガス・熱1%

本社本社本社本社・・・・
1 本社
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調査票集計概況と項目別分析 

 17.3% 

回答集計一覧 

について 

区別をお答えください。 

してください。当てはまるものすべてに○印をつけてください

からの回答がそれぞれ 20%程度を占め、製造・食品製造

回答を得ることができた。 

建設

20%

小売

20%

サービス

19%

製造

8%

5%

1% 印刷1%
情報・通信 その他4%

回答者業種別割合回答者業種別割合回答者業種別割合回答者業種別割合

 

73%

27%

・・・・支社支社支社支社のののの割合割合割合割合
本社 2 支社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をつけてください。 

 

食品製造を含め、



 

 質問３ 創業からの年数をお

 今回の調査において、非常

業 20 年以上であり、そのうちの

業・商工業者であった。下記事業規模

舗」として地元に密着して経済

にその担い手になっていることがうかがえる

 

質問４ 常用従業員数をお答

 従業員数 10 人までの事業所

徴を示すことに他ならないが

くなる傾向にある。中小都市

規模な事業所が地域課題へアクセスしやすい

開することが重要である。 

40年以上

36%

10～29人16%

30～49人4%

50～99人6%

100～299人4%

300～499人1%
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をお答えください。 

非常に特徴的な結果が得られた項目であった。回答

そのうちの約半数が 40 年以上の長きにわたって本市

下記事業規模と合わせて考えれば、小規模でありながら

経済を支えてきた事業所が、地域貢献活動に関心

になっていることがうかがえる。 

答えください。 

事業所で回答の 70%を占めた。これは、本市における

ならないが、各事業所の事業規模が小さいほど、地域社会

中小都市において企業活動と市民活動の協働を促進するためには

へアクセスしやすい環境を整え、そのために有効

 

3年未満2% 3～5年未満6%

5～10年未満7%

10～20年未満

12%

20～40年未満

37%

年以上

36%

創業年数創業年数創業年数創業年数のののの割合割合割合割合

家族のみ 36%

～10人 34%

事業規模事業規模事業規模事業規模（（（（従業員数従業員数従業員数従業員数））））

 

回答の 70%以上が創

本市で事業を営む企

でありながら言わば「老

関心を寄せ、実際

 

における産業構造の特

地域社会との距離は近

するためには、小

有効な中間支援を展



 

Ⅱ．地域・社会貢献活動の取

 

質問５ 現在、地域貢献・社会貢献活動

 本調査の回収率は 17%台と

に何らかの形で取り組んでいる

 

質問６ 会社として取り組んでいる

まるものすべてに○

 町内会への協賛・寄付が最

た際、町内会が最も身近な市民活動団体

力は商品・サービス提供や店舗

地域地域地域地域・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動

会社として

会社としても

会社として

会社としても

基金/

ＮＰＯに設備や店舗/

ＮＰＯに従業員を

ＮＰＯに商品やサービスを
ＮＰＯへ

市民向

被災地への

インターン

従業員のボラ/地域活動支援
町内会などに設備や店舗/

町内会などに従業員を

町内会などに商品やサービスを

イベント実委

町内会などへの

企業企業企業企業
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取り組み状況について 

社会貢献活動に取り組んでいますか？ 

と決して高い数字ではなかったが、そのうち地域

んでいる確率は実に 80%を超える割合となった。 

んでいる地域・社会貢献活動はどのような内容

○印をつけてください。 

最も多い事例となった。これは、地域社会との

市民活動団体であるとの認識によるものであり

店舗・資材の提供、社員の提供と合わせると高

28%

28%

27%

17%

社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

として取り組んでいる

としても経営者としても取り組んでいる

として取り組んでいないが、経営者個人が取り組んでいる

としても経営者としても取り組んでいない
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6

5

6

6

18

10

23

25

28

15

24

28

36

その他

/財団の設立

/資材を提供

を参加させる

やサービスを無償提供
へ寄付/協賛

市民向け講師派遣

への募金/寄付

インターン/職場体験

地域活動支援
/資材を提供

を参加させる

やサービスを無償提供

実委への参画

などへの寄付/協賛

企業企業企業企業のののの具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容

 

地域・社会貢献活動

内容ですか？当ては

 

との信頼醸成を考え

によるものであり、町内会への協

高い比率となる。   

58

件数



 

これらに対し、ＮＰＯへの

て幅広い選択肢が広がりつつある

参画しやすい取り組み形態を

 

質問７ 「質問６」の活動に

ですか？あてはまるもの
 

 地域・顧客との信頼構築が

く。対外的な信頼醸成を前提

社への誇りを高めるという社内改革

実際に地域貢献活動に取り組

認識する傾向が認められる。

 

質問８ 「質問６」の活動における

15%

10%

3%

10%

4%

71%

29%

意思決定意思決定意思決定意思決定
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への協力はまだ限定的であるが、全体的には取り

がりつつある。企業と市民活動の連携・協力の強化には

を開発し、その事例を増やしていくことも必要

に取り組むことで、会社が得られている効果はどのようなもの

あてはまるもの２つまで○印をつけてください。 

が 40%近くを占め、次いでイメージ・知名度・ブランド

前提とした効果が多く認められるが、社内の活性化

社内改革・社風の改善についても、25%の回答が

組む企業においては、自らの組織活性化についてもその

。 

における意思決定は、どのように行われますか

 

37%

21%

企業企業企業企業がががが得得得得られているられているられているられている効果効果効果効果

地域・顧客との信頼構築

イメージ・知名度・ブランド

従業員の自社への誇り

社内の活性化

マーケティング効果

効果なし

その他

71%

意思決定意思決定意思決定意思決定のののの所在所在所在所在

本社で決定

支店・支社で決定

り組み形態におい

には、より企業が

必要であろう。 

はどのようなもの

 

・ブランド向上が続

活性化と従業員が自

が寄せられている。

についてもその成果を

われますか？ 

信頼構築

・ブランド向上

り



 

 小規模な事業所が多いことから

ースが多い。兼任でも担当部局

が提案され、実行されている

 

質問９ 「質問６」の活動の

 上記の「質問 8」の結果に

担当者が設置されている状況

 

 

 

 

21%

11%

5%

専任担当者 10%

兼務担当者 19%

専任担当部署

9 

いことから、特に経営者の判断において地域貢献活動

担当部局が設置されている場合は、その職務において

されている様子がうかがえる。 

の実施体制はどのようになっていますか？ 

に準ずる結果となっている。少ないながらも、

状況は注目に値する。 

63%

5%

社内社内社内社内のののの決定経路決定経路決定経路決定経路

経営者の判断

各部・担当からの

従業員からの

その他

経営者の

直接判断

66%10%

19%

専任担当部署 3%
その他 2%

社内社内社内社内のののの実施体制実施体制実施体制実施体制

 

地域貢献活動が行われるケ

において具体的な事業

 

、10%の企業に専任

判断・指示

からの提案

からの個別提案



 

質問１０ 「質問６」の活動

るものすべてに○

 回答の 80%以上の企業が何

果について実感を得ていないとの

益と取り組みの連続性がないことを

重要性は認めつつも、その成果

り感があることをうかがわせる

 

質問１１ 「質問６」の活動

 上記「質問 10」において

る方針であるとの回答が実に

展開に対して非常に肯定的であり

る。それだけに、「質問 10」

と意義の明確化が重要である

その他

社内理解の不足

リスク管理の不安

ノウハウの不足

社外・地域での理解不足

コスト負担が大きい

マンパワーの不足

売上・収益への反映がない

取り組み内容のマンネリ化

効果の実感がない

地域地域地域地域・・・・

28%

10 

活動を実施するなかで、感じている課題はありますか

○印をつけてください。 

何らかの取り組みを行っているが、そのうちの約

ていないとの回答を得た。さらにその内容のマンネリ

がないことを、高い割合で問題視している。地域貢献活動

成果について明確に把握しづらい状況があり、

があることをうかがわせる。 

活動を今後も継続していきますか？ 

において、課題を認識しつつも、その取り組みについては

に 90%以上を占める。回答を寄せた企業に関しては

であり、地域社会との連携を深めることに積極的

」で明らかとなった課題について、その解決が必要

である。 

2%

3%

5%

5%

6%

10%

12%

17%

18%

他

不足

不安

不足

理解不足

きい

不足

がない

化

がない

・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動 実施上実施上実施上実施上のののの課題課題課題課題

69%

3%

今後今後今後今後のののの継続継続継続継続についてについてについてについて

積極的に

成果があれば

打ち切る

はありますか？あてはま

 

約 20%からその効

のマンネリ化や、売上・収

地域貢献活動の意義と

、ある種の手詰ま

 

みについては今後も継続す

しては、地域貢献の

積極的であると言え

必要であり、成果

17%

18%

21%

に継続

があれば継続

る



 

質問１２ 企業として地域・

あてはまるもの２

 

 この質問は、企業として地域貢献活動

めた。その結果、経済・人的負担

根本的に地域貢献活動そのものに

あり、また、30%弱は経営者個人

当センターが適切な情報提供

ウ不足の解決を有効に図れば

性を示すデータであると言えよう

 

質問１３ 現在、経営者個人

ものですか？あてはまるものすべてに

  

5%

1%

29%

地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動

ＮＰＯの

ＮＰＯの

ＮＰＯに寄付・物品提供

ＮＰＯにボランティア

町内会の会長・

町内会などへのボランティア

町内会などへの寄付・物品提供

その

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人

11 

・社会貢献活動に取り組まない理由はどのようなものですか

２つまで○印をつけてください。 

地域貢献活動に取り組んでいない事業所（73 件

人的負担の大きさとノウハウ不足が課題との回答

そのものに意義を認めないことを理由に挙げるケースはわずか

経営者個人がすでに地域貢献活動に取り組んでいることの

情報提供とソフト支援を企業に提供し、経済的・人的課題

れば、本市における市民と企業の協働はより活性化

えよう。 

経営者個人として参加・協力している地域・社会貢献活動

あてはまるものすべてに○印をつけてください。

22%

19%

18%

6%

地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動にににに取取取取りりりり組組組組まないまないまないまない理由理由理由理由

情報・ノウハウの

経済的負担が困難

マンパワーが確保

必要性を感じない

社内理解の不足

経営者のみの活動

その他

の会員

の理事

物品提供

にボランティア参加

・役員

などへのボランティア

物品提供

その他

6%

3%

5%

6%

21%

5%

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みみみみ

はどのようなものですか？

 

件）のみ返答を求

回答が集まったが、

ケースはわずか 5%で

んでいることの反映である。 

人的課題やノウハ

活性化していく可能

社会貢献活動はどのような

。 

 

・ノウハウの不足

困難

確保できない

じない

不足

活動で十分

21%

28%

27%



 

企業としての取り組み同様

がらＮＰＯへの協力についても

営利組織の経営にまで参画している

業を展開する経営者であればこそ

理解も進んできていることの

 

質問１４ 経営者個人として

のすべてに○印をつけてください

 

 

地域・顧客からの信頼以外

る。また、生きがいの獲得という

る。商行為の外へ自らが踏み

活動を活用している状況が見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種を超えた人脈

自らの生きがい

地域情報が得られる

顧客からの信頼

地域からの信頼

業界内での信頼

効果はない

その他

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人

12 

同様、町内会への協力が多くを占めた。しかし、

についても、多様な内容の回答が寄せられており、特

している事例があることは特筆に値する。地域社会

であればこそ、そこにある課題解決の新たな担い手である

んできていることの表れと言えよう。 

として、得られている効果はどのようなものですか

をつけてください。 

信頼以外に、業種を超えた人脈の形成について肯定的

という個人の内面的充足についても高い確率で

み出し、社会とつながる接点として、多くの経営者

見える。 

15.0%

14.5%

14.1%

7.7%

10.0%

0.5%

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人としてのとしてのとしてのとしての活動活動活動活動からからからから得得得得られるものられるものられるものられるもの

、割合は小さいな

特に理事として非

地域社会において事

であるＮＰＯへの

はどのようなものですか？あてはまるも

 

肯定的に捉えられてい

で成果とされてい

経営者が地域貢献

19.5%

18.6%

15.0%

14.5%

られるものられるものられるものられるもの



 

質問１５ 現在、経営者個人

ださい。あてはまるもの

 

  

多忙が最大の理由となっているが

して経済的負担の大きさである

報・ノウハウ等の理由については

ソフト支援の効果的な展開により

 

質問１６ 実際に行われている

ているものすべてに
 

 小中学校の職場体験受け入

いるプログラムと、万葉まつり

われる。地域清掃については

以外の項目についても平均して

業の協力事例について、経営

情報・ノウハウがない

経済的負担が大

効果・メリットが期待できない

効果はない

会社の活動で

意義を感じない

その

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人

小中学生の職場体験

地域イベントへの

地域清掃への

無料乗合バスの

町内会・ＮＰＯへ店舗・設備提供

高校・大学からのインターン

配食サービスＮＰＯへの

農家支援による地産地消

13 

経営者個人として地域・社会貢献活動に関わっていない

あてはまるもの２つまでに○印をつけてください。 

となっているが、それ以外の理由としてはノウハウ・

きさである。多忙については経営者が故に共通する課題

については、企業自体の取り組み推進と同様に当センター

により、将来的には解決が図れる可能性はあるだろう

われている、以下のような地域・社会貢献活動をご存知

ているものすべてに○印をつけてください。 

入れや地域イベントへの協力は、市内小中学校

まつり等の大型地域イベントによりその周知が高

については町内会への最も身近な協力事例として周知されている

して一定の認知が広がっており、徐々にではあるが

経営の現場にも情報の流通が図られていることをうかがわせる

多忙

・ノウハウがない

大きい

できない

はない

で十分

じない

その他

24%

12%

8%

5%

4%

5%

5%

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組まないまないまないまない理由理由理由理由

職場体験

イベントへの協力

への協力

バスの運行

設備提供

からのインターン受入

への協力

地産地消の推進

その他

15.6%

11.4%

8.9%

8.4%

7.0%

4.7%

0.3%

先行事例先行事例先行事例先行事例のののの認知認知認知認知

わっていない理由を教えてく

 

としてはノウハウ・情報の不足、そ

課題であるが、情

センター等からの

はあるだろう。 

存知ですか？知っ

 

市内小中学校が毎年展開して

高まっていると思

されている。それ

にではあるがＮＰＯと企

られていることをうかがわせる。 

39%

21.7%

21.7%

15.6%



 

質問１７ 会社が地域・社会貢献活動

 課題の存在は認めつつも、

る。これは、小規模事業者の

ることについて抵抗感が薄れ

ることを示している。 

 地域づくりの現場において

民や行政側が理解し、有効な

 

質問１８ 企業がＮＰＯや地域団体

思われますか？あてはまるものすべてに

 

  

何より、団体の活動目的・

おけるプロセスと役割分掌の

が参加しやすい内容を、今後

彫りとなった。市民活動団体側

リーチを可能とする提案能力

地域地域地域地域

非常に重要

活動目的・内容の明確化

自社が参加しやすい協力内容

連携・協力内容の明確化

責任・役割分担の明確化

説明責任・情報公開の徹底

適切な事務処理能力の確保

その

企業企業企業企業がががが市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体

14 

社会貢献活動に取り組むことは重要だと思われますか

、本調査の回答において実に 90%以上がその重要性

の多い中小都市においても、企業活動が地域社会

れ、企業と市民の協働実施に対する基礎的理解

において、すでに企業側にこうした理解が進んでいることをむしろ

な支援策や協働事例を増やす努力が必要であると

地域団体と連携・協力するためには、どのような

あてはまるものすべてに○印をつけてください

・活動内容の明確化が必須の前提であるが、実際

の明確化についても、企業側は重視している。

今後は市民活動団体側が提案していくことの重要性

市民活動団体側がよりマネジメントを進化させ、セクターを

提案能力の向上が求められる。 

62%
29%

2%
7%

地域地域地域地域・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動はははは重要重要重要重要？？？？

今後重要になる 重要ではない わからない

明確化

協力内容

明確化

明確化

徹底

確保

その他

19%

15%

15%

15%

6%

1%

市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体とととと協働協働協働協働をををを進進進進めるためにめるためにめるためにめるために

必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは？？？？

われますか？ 

 

重要性を認識してい

地域社会へコミットす

基礎的理解が高まりつつあ

んでいることをむしろ市

であると思われる。 

どのような条件が必要と

をつけてください。 

 

実際の取り組みに

。さらに、企業側

重要性も同時に浮き

セクターを超えたアウト

わからない

26%



 

■追記 

  

上記は、事業規模と実施主体

 規模が小さいほど、経営者個人

む状況が明らかとなっている

る比率が高く、小規模事業主

に貢献している現状が見える

 小規模事業所については、

彼らの存在こそが地域の自治基盤形成

う。地域課題の解決行動への

ーチとして機能する発想が、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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10
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30

15 

実施主体の関係を表したグラフである。 

経営者個人が事業主としての立場を兼務して地域貢献活動

らかとなっている。その具体的内容としては町内会など地域団体

小規模事業主が地域団体の貴重な担い手として役割を果たし

える。 

、小売やサービス業を中心にその斜陽化が叫ばれて

自治基盤形成の担い手になっていることを忘れてはならないだろ

への参画が、地元企業の経営力活性化にとっても

、今後は重要となる。 

従業員数従業員数従業員数従業員数とととと実施主体実施主体実施主体実施主体

会社として実施

会社・経営者

経営者個人のみ

会社・経営者

なし

 

地域貢献活動に取り組

地域団体の役員を務め

たし、地域づくり

ばれて久しいが、

れてはならないだろ

にとっても効果的なアプロ

実施

経営者 双方で実施

のみ実施

経営者 双方で実施
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９．市内企業における先駆的事例に関する聞き取り調査 

 

■■■■新日本石油精製株式会社仙台製油所新日本石油精製株式会社仙台製油所新日本石油精製株式会社仙台製油所新日本石油精製株式会社仙台製油所    

調査実施日：平成 21 年 11 月 26 日（木） 

調査担当 ：多賀城市市民活動サポートセンター 工藤・桃生 

対応ご担当：新日本石油精製株式会社仙台製油所 総務グループシニアスタッフ 

        （地域交流担当）遠藤博氏 

 

Ⅰ．新日本石油精製㈱仙台製油所の業務概況 

新日本石油精製株式会社仙台製油所は昭和46年（1971年）7月に開所し、日量145,000

バレルの処理能力を持つ、同社が運用する国内製油所の中では中位クラスにあたる規

模の製油所である。主にガソリン、灯油、軽油、重油、アスファルト、硫黄や石油化

学用高純度プロピレン、液化石油ガス（ＬＰＧ）、石油化学用ナフサ等を生産し、主に

東北地方へ供給している。現在の従業員数は約 350 人であり、仙台市・多賀城市・七

ヶ浜町にまたがる広大な敷地を有している。 

 

Ⅱ．新日本石油精製㈱におけるＣＳＲ（社会貢献活動の推進）について    

   新日本石油精製では、新日本石油と共通した役員・従業員行動指針があり、その内

容は以下の通りである。 

 

１．お客様にご満足いただくために 

２．安全と環境を守るために 

３．ひとりひとりを大切にするために 

４．広く社会に貢献するために 

５．情報を正しく取り扱うために 

６．公正で誠実な事業活動のために 

 

   これら項目のうち、「４．広く社会に貢献するために」と言う指針から地域交流活動 

  が導かれており、その主な方針として、以下の項目が定められている。 

 

１．地域社会との相互交流を大切にします。 

２．自然保護活動に積極的に参加（または、活動を支援）します。 

３．災害発生時には、進んで支援・救護活動に参加します。 

４．文化・スポーツの振興、福祉などの活動に積極的に参加（または、活動を支援）

します。 

５．先進的な技術の研究・発展に努めます。 
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 このように、新日本石油精製は、地域貢献・社会貢献活動に対し全社的に明確な指針

と方針を掲げており、実際の取り組みに反映させている。仙台製油所においては、特

に地域社会との「相互交流」を深めることを重視しており、その実現のためにさまざ

まな取り組みを展開している。その理由は、上記の指針・方針を踏まえつつ、「製油所

は危険物を取り扱っている事業所である」との認識を持ち、それに伴う地域住民の不

安を取り除き、事業に理解を得ることこそが大切であるという判断によるものである。 

 

 

Ⅲ．仙台製油所が実施する地域貢献・社会貢献活動について 

上述の通り、地域住民との交流を深めることに一貫して重点を置いている。そのた

め、社員と市民による双方向のコミュニケーションを大切にした活動が多く、中には、

地域の側からの提案を受け、実現させた取り組みもある。 

（1）ＥＮＥＯＳふれあいフェスティバル 

     仙台製油所が実施する地域貢献活動の中では、最大規模の取り組みである。平

成 9年（1997 年）から開催し、平成 21年（2009 年）で 13回目を迎えた。時期は

毎年 8月の最終土曜日の開催としており、平成 21年は 8月 29 日に 1742 名もの来

場者を迎えている。会場は製油所内の駐車場を用い、運営には約 100 名の社員が

当たっている。具体的な内容としては、地域住民によるステージ発表（すずめ踊

りや地元幼稚園園児による発表）やゲーム、抽選会の他、製油所の構内見学を実

施している。 

また、同製油所社員が森づくりを進めている「ＥＮＥＯＳの森」（後述）に隣接

し、同様の取り組みを進めている東北ミサワホームの社会貢献事業「ＭＩＳＡＷ

Ａオーナーの森宮城」の PR コーナー出店に協力し、社会貢献活動を通じて異業種

の企業間連携を実現したという取り組み成果もある。 

 

（2）スポーツ大会 

     仙台製油所では、20 年以上前から家庭婦人バレーボールの大会を主催していた

が、参加者が女性に限定されてしまうため、より男性社員も積極的に参加できる

内容へと平成 13 年（2001 年）に見直しを行い、現在はパターゴルフ大会（七ヶ浜

地区対象）とグラウンドゴルフ大会（多賀城市大代・桜木地区対象）を主催して

いる。平成 21年の開催状況は以下の通りである。 

    ・ＥＮＥＯＳ親善パターゴルフ大会 ：平成 21 年 5 月 23 日開催。62名参加。 

     ・ＥＮＥＯＳ親善グラウンドゴルフ大会：平成 21年 7月 25 日開催。93 名参加。 

     合わせて、家庭婦人バレーボールについては、現在は以下の状況で協賛を継

続している。 

・多賀城Ｍ‘ｓバレーボール連盟主催の大会（家庭婦人バレーボール大会）へ
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の協賛（年２回） 

     →平成 21 年度：12月 12 日（土）・3月 7日（日）開催。約 200 名参加。 

    ・多賀城市・七ヶ浜町バレーボール協会主催の大会（T・S ふれあい排球祭り）

への協賛 

     →平成 21 年度：10月 4日（日）開催。約 200 名参加。 

     

（3）環境ボランティア活動 

   七ヶ浜町から『しちがはまクリーンサポートプログラム』という地域清掃プ

ログラムを紹介され、これに賛同した同製油所社員有志による活動として、平

成 16年（2004 年）からスタートした。清掃活動は 4・5・9・10・11 月の年 5回、

第 3水曜日の昼休みに実施しており、当初 16名の参加から徐々に社員間で参加

の輪が広がり、平成 21 年では 78 名が参加している。湊浜緑地公園の清掃活動

から始まり、平成 18 年（2006 年）に大代地区運河沿い（年 3回実施）、平成 20

年（2008 年）からは大代緩衝緑地公園（年 2 回実施）が清掃個所として加わっ

ている。 

   これらの活動は、平成 20 年に「七ヶ浜環境大賞優秀賞（ゴミゼロ部門団体の

部）」受賞、平成 21 年に「特別名勝松島をきれいにする会」より表彰と、地域

社会から高い評価を獲得している。 

     さらに、大代地区コミュニティー推進協議会主催の早朝清掃活動にも参加し、

平成 21 年度は 5 月 24 日（日）と 10 月 4 日（日）の年 2回、社員が参加した。 

 

(4) 『宮城県ＥＮＥＯＳの森』 森林保全活動 

     平成 19 年(2006 年)9 月から、利府町菅谷の県有林（面積 5.7ha）を森づくり

事業の活動フィールドとして県から借用し、命名権を譲り受け「宮城県ＥＮＥ

ＯＳの森」と命名し活動を開始した。活動場所は比較的に製油所から近くにあ

り、製油所が河口となっている砂押川の上流にも当たる。 

活動を始めた当初は笹やぶが広がり、不法投棄物もある荒れた森であった。

そこを社員・ＯＢとその家族約 100 名が汗を流し、特定非営利活動法人宮城県

森林インストラクター協会から専門的・技術的な指導を受けながら作業を継続

している。現在は清掃活動・植樹活動のほか、花壇づくりや遊歩道の整備、ビ

オトープの整備等へとその内容が広がり、森も健やかな状態を取り戻しつつあ

る。 

 

  (5) 文化活動 

 ①ＥＮＥＯＳバトミントンスクール 

  平成 9年（1997 年）から継続実施。社内バトミントン班の社員が講師となり、
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七ヶ浜町民体育館で毎月 1～2回程度、小学生 4～6年生を対象に開催している。

平成 21 年度は 37 名の生徒数である。 

 ②史都多賀城万葉まつりへの協力 

  多賀城市における秋の風物詩、史都多賀城万葉まつりに平成 19 年（2007 年）

から協力している。社員が奈良時代の衣装を着てパレードに参加。平成 21年度

は 10月 11 日（日）に 20名が協力した。 

 ③「みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会」への協力 

     上記大会の開催に合わせ、主に給水ポイントや交通整理に社員がボランティ

アとして参加協力している。平成 21 年は 16名が大会当日に協力参加した。 

 

(6) 支援活動 

 ①七ヶ浜町心身障害者通所施設あさひ園への協力 

平成 19 年（2007 年）4 月 10 日から、週 1 回、七ヶ浜町心身障害者通所施設

あさひ園の空き缶回収活動への協力を開始した。仙台製油所内に専用の回収ボ

ックスを設置し、社員の家庭からも空き缶を回収・収集している。さらに、自

動販売機のベンダー会社と協力し、近隣の高校で排出される空き缶についても

同製油所がベンダー会社から預かり、まとめてあさひ園へ提供するという仕組

みも運用している。 

 ②募金型自動販売機の設置 

     平成 20年（2008 年）7月より、七ヶ浜町社会福祉協議会からの提案を受け設

置している。飲料水の購入者から気軽に寄付できる機能があり、その寄付金に

飲料メーカーによる売り上げの一部と、製油所が得るロケーションマージンを

加えた金額をまとめて宮城県共同募金会へ寄付しており、１台で年間 10 万円を

超える額が集まっている。 

 ③文化事業への協賛 

  多賀城市・七ヶ浜町が進める文化事業に対し、協賛を実施している。 

 

(7) 施設見学の受け入れ 

  地域住民に広く製油所の業務内容を知っていただくべく、仙台製油所では広

く市民の見学を受け入れている。平成 20 年度は 1312 名の受け入れ実績があり、

近隣の学校・地域団体が製油所を訪れている。製油所の業務について地域住民

が直接理解を深める点において、貴重な機会となっている。 

 

  (8) 「ＥＮＥＯＳわくわく環境教室」（環境教育） 

  石油と環境の関わりを考え、地球環境を守る授業プログラムを、年 3 回、近

隣地域の小学校に通う高学年を対象に開催している。 
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  (9) 地域広報 

  ①『うみねこ』の発行 

     『うみねこ』は、平成 15年（2003 年）から仙台製油所が発行している広報誌

で、製油所でのトピックや地域交流の取り組みなどについて掲載している。現

在は多賀城市桜木・大代地区に七ヶ浜町内を加えた近隣 23行政区で回覧されて

おり、発行部数は各号 800 部程度、年 6回程度の発行を継続している。 

 

Ⅳ．新日本石油精製㈱仙台製油所における社会貢献活動の実施体制 

  仙台製油所では、上記の通り非常に多様な活動を展開しており、そのための担当部

局として『地域交流室』を設置している。地域交流室は平成 8 年（1996 年）に設置さ

れ、2名の社員が他業務と兼務している。仙台製油所は、地域交流という業務を即効性

のある取り組みとは考えておらず、じっくりと「交流」に時間をかけた上で、地域と

信頼の絆を構築することが重要と考えている。そのため、地域交流担当の社員は、他

の職務担当よりも同担当を長期的に務められるよう、人事異動においても配慮をして

いる。 

  なお、同社の製油所において、地域交流の専門部局を設置しているのは仙台製油所

だけである。 

 

Ⅴ．新日本石油精製㈱仙台製油所による成果と展望 

  仙台製油所として、成果を企業側が一方的に「測ること」は困難と考えている。そ

のため、取り組みの評価についても、上記のような多彩な「交流活動」の中で、直接

地域住民から声を聞くことを大切にしている。地域との信頼づくりには長い時間を要

し、双方向の交流を地道に継続することが必要との認識は、今では地域社会側にも根

付きつつある。地域側からの提案も生まれる中で、活動の形態を多様化させながらす

そ野を広げている。 

  一方で、こうした地域貢献活動は、従来社員間での認知が進んでいない状況があっ

た。しかし、社内広報を強化し、交替制の勤務状況でも参加できるプログラムを提供

するなどした結果、現在では積極的に参加する社員がさらに増加し、活動の充実につ

ながっている。地域住民との交流は、業務では得られない体験を生み出す場として、

社員にとっても貴重な機会となっている。 

  仙台製油所では、地域貢献活動を業務遂行に不可欠な要素として認識し、今後も地

域社会との交流を柱としたプログラムを継続しながら、信頼の絆を深めていく努力を

継続する見通しである。 
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■■■■多賀城北日本自動車学院多賀城北日本自動車学院多賀城北日本自動車学院多賀城北日本自動車学院    

調査実施日：平成 21 年 12 月 5日（土） 

調査担当 ：多賀城市市民活動サポートセンター 工藤・近藤 

対応ご担当：多賀城北日本自動車学院 取締役 井上修氏 

        多賀城北日本自動車学院 油井正紀氏 

 

Ⅰ．多賀城北日本自動車学院の概要 

  多賀城北日本自動車学校は、昭和 38年（1964年）6月に開校し、約 40年間に 50,000

人以上の卒業生を輩出している自動車教習所である。現在も年平均で約 1,000 人の生

徒が毎年卒業しており、その範囲は多賀城市内を中心に塩竈市・七ヶ浜町・利府町に

加え、仙台市宮城野区と若林区の東部一帯にまで及んでいる。 

 

Ⅱ．多賀城北日本自動車学院における地域貢献・社会貢献活動の推進について 

多賀城北日本自動車学院は、現在、生徒の送迎バスを活用した無料乗合バス「万葉

号」の運行を行っているほか、多賀城市と協力して児童虐待防止キャンペーンへの協

力や地域住民を対象とした交通安全教室など、多様な地域貢献活動を広く市民に向け

て提供している。 

主な活動ごとの概要は、以下の通りである。 

 

（1）多賀城おでかけバス・おかえりバス「万葉号」の運行 

 ①運行開始の経緯 

 平成 19年（2007 年）5月、多賀城市西部地区における唯一のバス路線であった

宮城交通多賀城西部線が利用者の減少から廃止となり、地域住民が公共交通手段

を失う事態となった。この状況を受け、多賀城市は、市内企業が有する従業員等

送迎用のバスを地域住民に対して開放することで「地域の足」を支えることを考

え、市内の 4 事業所にそのための協力要請を行った。これは千葉県我孫子市です

でに行われていた企業による地域貢献活動をモデルとした提案であったが、その

結果、多賀城北日本自動車学院のみがそれを引き受けることとなった。 

運行には同社の生徒送迎用小型バスを用いることとしたが、公共交通の一翼を

担うという事業の趣旨を同社は尊重し、本来の目的である生徒送迎の時間とは無

関係に、運行本数とルート・時刻・停留所を定めた専用バスとして運行するもの

とした。それらの具体的な内容については、多賀城市と東北学院大学の連携のも

とに開催された「ルート・停留所検討委員会」や、地元の行政区長らを対象とし

たアンケートなどを考慮して決定がなされ、特に運行ダイヤの設定に関しては、

地域住民のニーズを最優先して組まれることに留意された。 

こうした一連の作業の結果、平成 19 年（2007 年）12 月より「多賀城おでかけ
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バス万葉号」の運行が開始され、西部地区の新たな交通手段として市民の足が確

保されるに至った。 

 

 ②運行状況と輸送実績 

当初は月曜日から金曜日までの平日 1 日 2 便で運行を開始したが、沿線の行政

区長をはじめとする市民からの要望をもとに、平成 21年（2009 年）8月からは夕

方に「多賀城おかえりバス万葉号」1便を加えた 1日 3便の運行体制に強化されて

いる。平成19年12月からの1年間の輸送実績は約2,000人に及び、平成21年（2009

年）11 月末日までに 5,540 人の乗車実績を確保している。この間の月平均輸送人

数は約 200 人であるが、季節によって利用者数の増減幅が大きく、特に冬季は利

用が全体的に低調なものとなるため、ピークである 6 月と 1 月とでは約 800 人も

の差が生じている。 

通勤・通学客の利用は少ないものの、岩切駅・多賀城駅の鉄道利用と、市役所

利用を目的とした高齢者に親しまれる存在となっている。通勤・通学に関しては、

自家用車の利用や保護者による送迎が一般的な地域でもあるため、そのニーズは

元来高いものではない。むしろ公共交通本来の目的である交通弱者のサポートに

おいて、万葉号は着実に大きな役割を果たしている。 

 

③万葉号の運行体制 

 万葉号は多賀城北日本自動車学院の生徒送迎用の車両を使用しているが、本事

業に関しては公共交通機関としての性格を備えているため、同社の都合による「運

休」を想定し難い性格を有している。それを支えるためには、経費負担の他にも

現場を支える人的資源のマネジメントがより重要なものになっている。現在、運

行には 5 名の職員が関わっており、うち 1 名は運行管理者として業務を総括し、

他は運転手として運行に当たる。それぞれ総務・営業や指導員など他の業務との

兼任であるため、シフト制を敷いて対応している。 

 

（2）宮城・岩手内陸地震被災地支援活動 

  平成 20 年（2008 年）6 月 19 日（木）に発生した宮城・岩手内陸地震において、

多賀城北日本自動車学院は同年 6月 20日（金）から同年 7月 11日（金）の 22 日間、

運転者込みで教習車を避難所へ提供し、被災者の輸送支援などを行った。 

  実施の契機となったのは震災翌日のニュース報道であった。その中で、山間部か

ら避難してきた住民が自家用車を置き去りせざるを得ず、避難所で移動手段を失っ

ていることを会長の千葉氏が知り、その支援のために社員を派遣した。この時点で

長期的な教習車提供を決定していた訳ではなかったが、現地でのニーズが高かった

ことを受け、結果的に長期間の支援活動が提供されることとなった。 
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  実際の支援活動では、社員が交代で毎日多賀城と被災地の間を往復し、主に耕英

地区の住民が避難していた栗原市岩ヶ崎地区の「みちのく伝創館」を拠点に輸送支

援を展開した。毎日 2台を提供しており、当時の業務日報によれば午前 5時 30分多

賀城発、午前 7 時 15 分現地集合、午後 8 時 30 分被災地発、午後 10 時 30 分帰社と

いう厳しい日程が記録されている。しかし、これらの活動に参加した社員からは一

切不満は出ず、むしろ、現場においても積極的に被災地住民のケアに関わるように

なり、業務日報には輸送支援の他、一人暮らしのお年寄りの話し相手やお茶飲み相

手、犬の散歩、買い物、新聞配達、病院への送迎など多様な支援活動を行った記録

がある。 

これらの活動は、被災者としてその情報発信や復興に大きな役割を果たした「特

定非営利活動法人くりこま自然学校」が作成した震災報告のブックレットにも明記

されたほか、教習車が被災地を走行していると地元住民から手を振られるほどの信

頼関係を構築するに至った。同地震において、企業セクターから提供された被災地

支援活動を代表するものとして、大きな成果を実らせた実例となった。 

 

（3）その他の地域貢献活動への取り組み 

  ① 交通安全講習会 

  交通安全週間中に、年 2 回、市内高齢者を対象とした交通安全教室を開催し

ている。これは万葉号運行以前より 20年ほど継続している取り組みであり、地

域住民への交通安全周知に対して成果を積み重ねている。 

  ② 多賀城市との連携 

  平成 19年には、児童虐待防止啓発のための告知協力として、社員がＪＲ多賀

城駅前で広報宣伝のためのティッシュ配り等を実施した。これは多賀城市から

提案のあった活動だが、地域貢献という視点から、同社は可能な限り地域から

の要請に応え、活動の幅を広げつつある。 

 

Ⅲ．多賀城北日本自動車学院における地域貢献・社会貢献活動の推進体制と展望 

   同社においては、特に地域貢献活動に特化した部署や担当者は置いていないが、

前述の通り全社員が一丸となって取り組む社風が確立している。これは、経営トッ

プが、多賀城市で長年にわたって事業を継続できていることに感謝の念を抱き、そ

れを支えてきた地域への「恩返し」として、地域貢献を経営に不可欠な要素と明確

に位置付けていることに、社員が共感していることの表れである。また、地域への

感謝という要素は、同社の社員教育の中で日常的な「お客様サービス」の一部とし

て扱われているために、社員にとって地域貢献活動への参加は通常業務の一環とし

て、特別な業務ではないものとして理解されている。 
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Ⅳ．多賀城北日本自動車学院における地域貢献・社会貢献活動の成果と展望 

  上記の活動について、同社が成果として認識している事項として最も大きなもの

は、外部へのＰＲ効果より、社内の組織形成や地域とのコミュニケーションが可能

になるという点である。万葉号の運行にあっては、前述の通り活発な地域との対話

プロセスがあり、日常的にも、運転する社員と乗客である地域住民とのふれあいを

通じた情報と意見のやり取りがある。こうして得られる地域情報や同社への評価は、

通常の教習業務だけでは得られない情報であり、それらに直接触れた社員が自らの

仕事に誇りを持つことにもつながっている。 

こうした成果を背景に、地域貢献活動を経営の重要な要素として認知している同

社にあっては、今後もこうした取り組みを出来得る限り継続していく見通しである。 
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■■■■東北電力株式会社塩釜営業所東北電力株式会社塩釜営業所東北電力株式会社塩釜営業所東北電力株式会社塩釜営業所    

調査実施日：平成 21 年 11 月 26 日（木） 

調査担当 ：多賀城市市民活動サポートセンター 工藤・桃生 

対応ご担当：東北電力株式会社塩釜営業所 総務課長 高橋和夫氏 

 

Ⅰ．東北電力㈱塩釜営業所の概要 

東北電力㈱塩釜営業所は、塩竈市・多賀城市・松島町・利府町・七ヶ浜町の 2 市 3

町と仙台市宮城野区の一部を管轄し、およそ 11万 1千世帯に電気を供給している。 

 

Ⅱ．東北電力㈱塩釜営業所における地域貢献・社会貢献活動について 

東北電力㈱塩釜営業所では、総務課を窓口として社会貢献活動等を展開している。

具体的な取り組みとしては、自治体への街路灯寄贈、塩竈みなと祭への参加、塩釜市

浦戸諸島の小中学校との交流活動、ママさんコーラス交歓発表会などがある。上記の

活動の詳細は、次のとおりである。 

 

(1)自治体への街路灯の寄贈 

地域社会の明るい街づくりに向けた取り組みを支援することを目的に、毎年管轄

区域の自治体に街路灯を寄贈している。この活動は、ユアテック塩釜営業所と共同

で実施しているもので、街路灯の灯具を東北電力が準備し、電柱への取り付けをユ

アテックが行っている。平成 21 年度は多賀城市に 14 基寄贈しており、街路灯の設

置場所は、多賀城市が住民の要望を踏まえて決定している。 

 

(2)塩竈みなと祭への参加 

地域活性化・地域振興を支援し、地域との信頼感の醸成を図るため、昭和 62 年

（1987 年）から塩竈みなと祭に参加している。塩竈みなと祭は、塩竃神社、志波彦

神社の神興を御座船に奉安、松島湾内の島々を巡幸したり、陸上パレードにより海

上安全と大漁を祈願する年一回の大祭典である。東北電力では、塩釜営業所員全員

で組織している「東北電力塩竃神社まつり会」を結成し、みなと祭への参加意識の

高揚を図っている。また、志波彦神社の後陣組として大事な任にあたっていること

から、開催日当日まで昼休み等を利用して後陣組の練習を重ね、塩竃みなと祭みこ

し渡御の一員としての役割を果たしている。 

 

(3)塩釜市浦戸諸島における交流活動の実施 

特定非営利活動法人フラワーアイランド野々島のフラワーアイランド構想に賛同

して、浦戸諸島の環境保全、美化活動を支援する観点から、地元小中学校の協力の

もと、平成 17年（2005年）、野々島に結い（ゆい）ガーデンを設置した。これがき
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っかけとなり、その後、浦戸第二小学校・浦戸中学校とは年 1 回の交流活動を継続

実施している。平成 21年（2008年）6月には特定非営利活動法人フラワーアイラン

ド野々島や東北電力 OB 会の協力を得ながら、環境問題をテーマとして生徒たちと

炭焼き体験教室を実施した。 

 

(4)近隣市町村「ママさんコーラス交歓発表会」への協力 

地域の文化活動を支援する観点から、10 年前よりママさんコーラス交歓発表会の

開催に協力している。さらには、この支援活動により、環境・エネルギー問題等の

理解者層の拡大に努めている。また、発表会は、実行委員会と東北電力が共催し毎

年 9月に開催しているものであり、平成 21年（2009年）で 30回を迎えた歴史ある

活動である。 

 

(5)小中学校の職場訪問活動への協力 

社会性を身につけ将来の夢に向かって進む子どもたちを応援する活動の１つとし

て、管轄区域内の 2市 3町の小中学校を対象にした職場訪問活動に協力している。 

 

Ⅲ．東北電力㈱塩釜営業所としての成果と今後の展望 

「地域とともに歩む東北電力」という考えのもと、電気事業を通じて地域の繁栄を

支援している。さらに環境保全活動や文化支援活動など、地域発展のための活動にも

取り組んでいる。 

地域貢献に関する各種活動については、地域の方々、各自治体、関係者等に大変感

謝されていることから毎年実施しているものであり、社内においては地域貢献・社会

貢献活動を実施することで社員のモチベーションが上がり、仕事以外の分野で視野が

広がっているなどの効果が出ている。 

以上のことから東北電力㈱塩釜営業所としては、今後も地域貢献・社会貢献活動に

継続的に取り組んでいきたいと考えている。 
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■■■■東北労働金庫多賀城支店東北労働金庫多賀城支店東北労働金庫多賀城支店東北労働金庫多賀城支店    

調査実施日：平成 21 年 12 月 25 日（金） 

調査担当 ：多賀城市市民活動サポートセンター 工藤・近藤 

対応ご担当：東北労働金庫多賀城支店 支店長 北 尚登氏 

 

Ⅰ．東北労働金庫多賀城支店の概要 

東北労働金庫多賀城支店は、昭和 61年（1986 年）に塩竈支店から分かれて開設され

た。現在の従業員数は 9 名。営業地域は主に多賀城市と七ヶ浜町であり、沿岸部に立

地する製造業を中心として約 80 会員を有する。同支店は多賀城駅前に立地しているこ

とから利便性が高く、会員以外にも周辺地域からの利用が多く、平均して 1日 70 名ほ

どの来客がある。 

 

Ⅱ．東北労働金庫多賀城支店における地域貢献・社会貢献活動について 

東北労働金庫多賀城支店では、通常の銀行業務の他に、多重債務者の相談業務と地

域共生への取り組みがある。 

（1）地域コミュニティステーションの設置 

北氏は、平成 12 年（2000 年）頃より宮城労働金庫（当時）の地域貢献活動を担当

し、さまざまな内容のプログラムを実現してきた経験を有している。具体的には、特

定非営利活動法人せんだい･みやぎＮＰＯセンターが提唱して運用を開始した「サポー

ト資源提供システム」（企業セクターが市民セクターを支えるための資源提供を可能と

するシステム）や、同システムを活用した「ろうきん地域貢献ファンド」（※1）、さら

にはＮＰＯ向け融資プログラムなどがあり、金融機関職員の立場から、市民活動支援

に積極的に関わってきた。 

北氏は平成 20年（2008年）4月に多賀城支店に赴任。地域を回る中で、市内のＮＰ

Ｏの活動情報が、市民へ適切に届けられていないことに気づき、同年 6 月に多賀城市

市民活動サポートセンターが開館したことを契機として、同支店内に「地域コミュニ

ティステーション」を設置した。このコーナーでは、同センターが受け付けたチラシ

やポスターを支店が独自のサービスとして受け取り、そのスペースを用いて顧客に提

供するという仕組みの運用を開始した。 

以来、1年半以上運用しているが、融資相談など順番待ちの顧客を中心に好評を得て

いるほか、支店が立地する東田中の住民が気軽に訪れるようになり、同支店が地域社

会との距離を縮めることに効果が認められている。また、地域コミュニティステーシ

ョンに配置されたチラシを同行員が持ち歩くことで、顧客との話題作りやサービスに

活かしながら、市内ＮＰＯの活動情報を広く市民に広報し、市民活動のサービスや役

割を周知するという効果も生み出されている。 
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（2）多賀城市地域活動支援センター「コスモスホール」との協働 

  東北労働金庫多賀城支店による独自の地域貢献活動として、上記地域コミュニティ

ステーションの設置・運用とならんで非常に特徴的な取り組みとして、多賀城市地域

活動支援センター「コスモスホール」との協働があげられる。 

  「コスモスホール」は、従来まで精神障害者小規模作業所として運用されてきたが、

平成 21 年（2009 年）4月から障害者自立支援法による地域活動支援センターとして機

能を再編し、精神障害者の他にも知的・身体障害者も利用できるようになった。これ

に合わせ、その管理・運営を指定管理者制度によって市から社会福祉法人ゆうゆう舎

へ変更し、そのスタッフに北氏が働きかけて協働が実現した。 

  具体的には、同支店が住宅ローンの借り換えをした顧客への贈呈品をコスモスホー

ルに発注し、その運営に協力するという内容であるが、その贈呈品をどのようなもの

にすべきか、コスモスホールの職員と同支店行員、そして同支店の顧客による三者の

ワークショップで検討することから協働が始められた。その結果、活発な討議を経て、

顧客の中にガーデニングに親しむ人が多いことに着目した商品（道具を持ち運ぶラッ

ク。顧客からの意見を反映し、ラックの中には椅子を兼ねた間仕切りを設けた）を開

発し、同支店にて提供することが決まった。 

  以上の取り組みは、金融機関がその顧客との信頼関係をもとに、地域福祉の増進と

いう地域課題の解決行動に経済的メリットも含めて提供するという、先駆的なモデル

として地域社会から評価されている。 

 

（3）七ヶ浜町心身障害者通所作業所「あさひ園」との協働 

  上記コスモスホールの他、同支店では七ヶ浜町にある同様の施設とも関係を深めて

いる。あさひ園は七ヶ浜町社会福祉協議会が指定管理者として運用しているが、同支

店はここに汐見台地区でのポスティングサービスを発注し、施設運営への支援と協力

を提供している。コスト的には、民間業者への発注と比べ割高な点もあるが、労働金

庫が全国的な方針として掲げる「地域との共生」と言う観点から作業所への発注を継

続している（平成 22年度からは多賀城市「高橋地区」でのポスティングをコスモスホ

ールに発注）。 

  授産施設は、全国的な傾向として経済不況の影響から受注量の減少に悩んでいる。

そうした中で地元企業が率先してそれらの施設に発注をし、関係づくりを進めること

は、授産施設の機能強化にもつながり、結果的に地域福祉への大きな貢献となる。 

 

Ⅲ．支店長個人としての市民活動参画 

        上記、東北労働金庫多賀城支店としての組織的な取り組みの他、北氏個人による市民

活動参加についても以下に記載する。 
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        ■多賀城ＭＯＴＴＡＩＮＡＩプロジェクト 

  北氏は、冒頭に記載した通りこれまでにさまざまな地域貢献活動に関わってきた

が、自らも多賀城市の地域社会への関わりを模索する中で「多賀城ＭＯＴＴＡＩＮ

ＡＩプロジェクト」を発案した。これは、多賀城市内で行われている市民運営のイ

ベントにエコ活動を導入し、環境問題に関する啓発の機会としても活用を図ろうと

いうもので、自ら企画書をまとめ「ＴＡＰ多賀城」という地元ＮＰＯに提案を行っ

た。 

「ＴＡＰ多賀城」は市内で活躍する若手経済人が中心となり、多賀城駅周辺の中

心市街地活性化を目指して多様なイベントを実施しているＮＰＯで、年末の時期に

ＪＲ多賀城駅前をライトアップする「悠久の詩都の灯り」は冬の風物詩として市民

から高い認知を得ている。北氏はこのイベントの開催過程に、エコなイベント運営

を提供している先駆的な団体からゲストを招いて学習会を開催することと、本番の

会場で「フードドライブ」（※2）の実施を組み合わせることを提案。「ＴＡＰ多賀城」

の主催事業として、自らもそのメンバーに加わって実現することを決め、資金的な

課題については「ろうきん地域貢献ファンド」を活用することとした。 

結果として、9 月から学習会を重ねながら新たな協力者を獲得し、「悠久の詩都の

灯り」点灯式会場で実施したフードドライブには 100ｋｇを超える米など多くの食糧

を市民から募ることに成功した。集めた食料品は仙台市内でホームレス支援に当た

っている特定非営利活動法人ワンファミリー仙台に寄贈し、多賀城市内のまちづく

りＮＰＯと、隣接する地域で活躍する人権分野のＮＰＯとの協働という成果まで生

み出すこととなった。    

    

Ⅳ. 多賀城支店の社会貢献活動の推進体制 

  多賀城支店では特に地域貢献担当職を置くなど組織的な体制を構築していないが、

上述の通り、支店長である北氏が積極的に地域貢献活動を提案し、成果を収めること

で、同行員も積極的にそれら活動に協力し、自然とみずからの業務に活かすサイクル

が構築されている。労働金庫が全国的に掲げる「地域との共生」という大きな方針を

先取りする取り組みとして、社内からも高い評価を得ている。 

 

Ⅴ. 多賀城支店の社会貢献活動の成果と展望 

                上記の活動と成果を通じ、徐々にではあるが、多賀城支店がより地域に密着し、地

域課題の解決にも貢献する金融機関として市民からの認知も得られるようになってい

る。また、社内的に始まった取り組みとして、ＮＰＯを新たな顧客として認知し、必

要な体制を整える試みがスタートしており、北氏を中心として、同支店におけるＮＰ

Ｏへの融資業務にかかる手引き書の作成を進めている。 

北氏が支店長として積極的に市民活動へ関わることで、支店全体が地域貢献活動を
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支店業務の一環として不可欠なものとして捉え、経営の一部として取り組む姿勢が生

まれつつある。 

今後も、同支店においては市民活動団体とのパートナーシップを前提としながら、

多様な地域貢献活動を仕掛けていく見通しである。 

 

 

※1：ろうきん地域貢献ファンド 

東北労働金庫宮城県本部と特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンターが協

働により企画・運営している基金。「個性が輝くひと・まち・くらしづくり」をテーマに、

同法人が設置している「地域貢献サポートファンドみんみん」のしくみを活用して運用

されている。 

 

※2：フードドライブ 

家庭や会社で余っている缶詰やレトルト食品、乾麺、飲料、菓子類など、保存性の高

い食品を集めて、経済的な理由などから食べることに困っている母子家庭や高齢者家庭、

ホームレス等へ提供する活動。1960 年代にアメリカのアリゾナ州で始まり、世界へと広

がった。 
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１０．平成 21年度地元企業による地域貢献・社会貢献活動調査報告会 

   「まちと企業の幸せなカタチ～地域貢献活動で高める！経営力と地域力」 

   実施報告 

 

Ⅰ．実施概要 

■ 日 時 ：平成 22年 2月 22日（月）13：30～16：30 

■ 会 場 ：多賀城市市民活動サポートセンター 3階大会議室 

■ 主 催 ：多賀城市 

■企画・実施：特定非営利活動法人せんだい･みやぎ NPOセンター 

■ 後 援 ：多賀城・七ヶ浜商工会 仙塩工場多賀城地区連絡協議会 

■ 定 員 ：50名 

 

【当日参加者数】 

 一般参加者数：39名 

  うち、企業関係者 16名 

  ＮＰＯ関係者 11名 

  町内会関係者 4名 

     行政関係者 5名 

  所属不明 3名 

 地域コミュニティ課職員 4名 

 当施設職員 4名 

 総計 47名 

 

【実施目的】 

  (1) 「平成 21 年度地元企業による地域貢献・社会貢献活動調査」の結果を、広く市民

に報告する。 

  (2) 多賀城市内における地域貢献活動の先駆事例を広く市民に紹介し、その取り組みの

経緯と成果を明らかにする。 

  (3) 上記報告により、企業関係者に対し、地域貢献・社会貢献活動の地域づくりにおけ

る重要性について、理解の促進を図る。 

  (4) 上記報告により、企業関係者に対し、地域貢献・社会貢献活動を企業経営に活かす

ことの重要性と有用性について、理解促進を図る。 

  (5) 上記報告により、市民活動（ＮＰＯ・地域団体・生涯学習団体）関係者が、企業と

の協働促進について、その重要性を理解し、そのために必要な理念やノウハウを学

ぶ機会とする。 

  (6)多賀城市市民活動サポートセンターの認知度向上と利活用促進の機会とする。 
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【実施内容】 

  

(1)地域貢献・社会貢献活動とは（概論） 

    講師：特定非営利活動法人せんだい･みやぎＮＰＯセンター常務理事・事務局長 

       ＣＳＲ推進相談所所長 

       紅邑晶子氏 

 

冒頭に講師の紅邑晶子氏より、あるリフォーム企業による取り組みを実例にあげ、

企業における地域・社会貢献活動の意義についての講演を行った。具体的な内容は、

添付資料(2)を参照されたい。 

 

 （2）事例報告 

 報告者：新日本石油精製株式会社仙台製油所 

総務グループマネージャー 中村延幸氏 

       ：東北労働金庫多賀城支店 

        支店長 北尚登氏 

 

  事例報告として、多賀城市内における先駆的事例の聞き取り調査対象ともなった 2

社より、その取り組み内容をご報告いただいた。具体的な内容は、上記聞き取り調

査記録と、添付資料(4)と(5)を参照されたい。 

 

(3)パネルディスカッション 

  ○コーディネーター 

       ：特定非営利活動法人せんだい･みやぎＮＰＯセンター常務理事・事務局長 

        ＣＳＲ推進相談所所長 

   紅邑晶子氏 

  ○パネリスト 

       ：新日本石油精製株式会社仙台製油所 

総務グループマネージャー 中村延幸氏 

       ：東北労働金庫多賀城支店 

        支店長 北尚登氏 

 

 報告会の後半は、これまでの講演・事例報告の内容を踏まえ、パネルディスカッ

ションを実施した。本企画では、休憩時間内に質問カードを参加者に配布し、講演・

事例報告の内容を受け、コーディネーターやパネリストに聞いてみたい質問を集め

た。以下、主な質問やテーマにおける要旨である。 
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Ｑ．企業として地域・社会貢献活動の取り組みを進めていくには、社員の協力が不

可欠だと思う。そのために必要な取り組みはどのようなものか？ 

Ａ．活動の取り組みについて、社内広報を充実させるようにしている。その結果、「う

ちの会社はこんな取り組みをしているんだ」と社員の理解が深まり、やがて「こ

んなことを始めたい」いう声や提案が上がるようになった。 

また、それら活動への参加者を現役社員のみに限定せず、その家族やＯＢも参

加できる内容に工夫している。ボランティアしたい、と思っている社員は多いが、

実際に一歩踏み出すのは勇気がいる。そこを会社が応援し、行動に移してもらう

環境づくりを進めることが大切ではないか。 

 

Ｑ．地域・社会貢献活動を進める社内の指針は、いつ頃から策定されるようになった

のか？その効果はあるのか？ 

Ａ．一般的に、地域・社会貢献活動についての指針は、今から 7、8年前に、ＣＳＲ

が経営の柱として注目されたころ、企業の経営ビジョンに盛り込まれることが

多くなった。単に指針を定めただけでは、その企業の取り組みが進化すること

はないのだが、現場でやる気のある社員が自発的に行動を起こし、活動を進め

る際には大きな味方となる。指針があれば、担当者は動きやすくなり、他の社

員に向けて呼び掛けや提案を仕掛けることもしやすくなる。 

 

Ｑ．町内会や地域の人たちを巻き込んでイベントなどを実施するとき、どのような協

力を得られているのか？ 

Ａ．イベントを実施する場合は、出演者や発表者として近隣の幼稚園や地元で有名

な和太鼓、ジャズバンドなどに声掛けをして参加していただいている。地域の

知り合い・家族が出演するとなると、その周囲の人がまたその輪に加わって、

交流の輪を広げていくことができる。 

 

Ｑ．取り組みを持続しながら活性化を図るには、どのような工夫が必要か？ 

Ａ．例えば、イベントを開催する時間をより市民が参加しやすい時間帯に変更した

り、そこで使える商品券の額を変えるなどの工夫をしたことがある。定例的に

実施している取り組みでも、地域の状況に合わせて見直しを加えていくことが

大切だと考える。商品開発に際して企業がマーケティングを行うように、地域・

社会貢献活動の取り組みについても同様の発想が必要ではないか。 

 

Ｑ．市民活動団体が、企業と協働したいとき、どのようなことに気をつければ良いか？ 

Ａ．その団体が、どのようなことを目指して、どのような活動をしているのかが明

確でないと、パートナーシップを作ることは難しい。重要なのは、手を組む相
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手の情報が、誰にでもわかりやすく公開されているかどうかだ。その時には、

各地域にある市民活動の支援施設の存在が役に立つ。市民にとってのオープン

スペースに、団体情報が揃っていることは企業にとって安心感がある。むしろ、

ＮＰＯ側がこうした施設を活用していくことも大切だろう。 

 

Ｑ．地域の埋もれた人材や団体の発掘はどのようにすすめるべきか？ 

Ａ．ＮＰＯや町内会のイベントに参加し、交流を深めることも有効だと思う。一緒

に出店をし、来場者や別の出店者と情報交換をしたことがきっかけで、生まれ

た取り組みもある。企業の規模による大小にかかわらず、顔の見える「おつき

あい」を重ねることで、地域内の人の関係性や地域性が見えてくる。そこから

企業の取り組みを応援してくれる人材やノウハウが得られるようになってくる

のではないか。どこの企業も経費削減と人材のスリム化を求められる時代では

あるが、そうして得られた「地域の資源」を活用することで、地域・社会貢献

活動を実りあるものにしていけると考える。 
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１１．調査結果に関する考察 

 

 本調査は、既述の通り「調査票配布よる調査」「先行事例の聞き取り調査」「調査報告会」

から成る複合的な取り組みとなった。これらの結果を、総合的な見地から以下のように考

察する。 

（1）多賀城市における地域・社会貢献活動の主な特徴と傾向 

 調査票の回答企業のうち、実に 80%以上の企業（経営者個人による取り組みも含む）

が地域・社会貢献活動に取り組み、その継続についても 90%以上が肯定的な回答を寄

せた。人口 64,000 人程度の中小都市において、200 社に迫る企業がこうした実績と

意識を持っていることは、協働による新たな地域づくりを進める上で、大きな意味を

持つと考えられる。また、サービス・建築・小売業を中心に幅広い業種で取り組みが

見られ、創業年数 20 年以上の「老舗」がその主な担い手となっている傾向が見られ

た。経営者の中には「長く仕事を続けてこられた恩返し」として積極的に取り組む事

例もあり、事業の継続性・安定性と地域社会からの信頼獲得を結びつけて考え、その

関係性を高めるために地域・社会貢献活動に取り組む傾向があるようだ。 

 企業が地域・社会貢献活動を実施するためのパートナーとしては、町内会の存在が

大きく、経営者も個人として積極的に関わっている姿が見えた。同時に、ＮＰＯとの

連携に取り組む事例も見受けられ、多様な取り組み事例について回答が寄せられた。

推進体制においても、規模の大きな企業にあっては専門部署を持ち、全社的な方針を

持って展開する例もあった。これらは、ＣＳＲの概念が一般化するにつれ、加速して

いくものと思われる。 

 一般的に、市民と企業の協働は大都市・大企業を中心に展開が進み、そのパートナ

ーとしてＮＰＯの存在が増しているかのように語られる。しかし、町内会など地域団

体も市民活動の担い手として捉え、個別の取り組みを調査すれば、多賀城市のような 

中小都市であっても、市民と企業の連携・協働は実態としてすでに行われていること

が明らかとなった。 

今後、地域づくりを進める上で、この事実を把握して市民活動支援に活かすことが

重要であろう。 

  

（2）多賀城市における企業と町内会の関係 

 上述の通り、市内地元企業による地域・社会貢献活動における最大のパートナーは

町内会であった。特に、多賀城市のようにコミュニティの規模が限られ、中小企業・

個人商店が多い地方都市においては、地域社会を代表する機関としての町内会は企業

にとって最も身近なステークホルダーであり、その存在と役割を無視することはでき

ない。この点は聞き取り調査の対象企業においても共通して見られることであり、現

状でＮＰＯとの協働を積極的に進めている企業でも、地域・社会貢献活動の最初の一
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歩は、町内会や行政区との信頼構築であったという事例が多かった。また、個人商店

等の小規模事業所ほど、経営者個人による町内会への協力が積極的になる傾向があり、

役員やボランティアとしてのマンパワーの提供や、協賛金の提供を行う事例が多く見

受けられた。このことは、地元企業・商工業者が町内会の活動を資金・物品・人材の

面から支えていることを意味し、地域経済の担い手としてだけでなく、地域コミュニ

ティの担い手としても大きな役割を果たしていることを表している。 

今後、本市で進められる地域づくりのさまざまな政策形成の際には、市内企業の位

置づけをコミュニティ政策の観点からも見直し、評価することも必要である。 

   

（3）多賀城市における企業とＮＰＯの関係 

  多賀城市におけるＮＰＯと企業による協働は、企業と町内会の関係ほどではない

が、新たなパートナーシップが深まりつつある状況が明らかとなった。特に、企業

が地域・社会貢献活動を実施する方針として「環境」や「子ども・教育」など特定

のテーマを定めている場合は、それに応じて高い専門性を有したり、当事者をグル

ープ化しているＮＰＯと協働することで取り組みの充実につながる事例がある。こ

れは、多賀城市における地域課題の解決を図る新たなプロセスとして注目される。

また、ＮＰＯが掲げる地域づくりの構想に企業が共感し、それに対して協力し、地

域住民と交流を深めるケースもあった。ＮＰＯからの情報発信や提言が、企業との

協働を実現する際にも重要な要素となることがわかる。 

事業規模の小さな中小企業や商工業者にあっても、経営者個人がＮＰＯの役員や

会員となる事例があった。経営者等が経済人としてのノウハウや知識を地域づくり

に反映させると言う点で、これも市民活動団体には大きな支援となる。地域におけ

るセクターを超えた協働と参画の仕組みを進める上においても、重要な要素である。 

  

（4）多賀城市における地域貢献・社会貢献活動の課題と展望 

多くの回答企業が積極的に地域・社会貢献活動に取り組む一方で、同時に、高い割

合で「効果の実感がない」と回答し、「取り組み内容のマンネリ化」「売上・収益への

反映がない」を問題視する声も大きかった。地域・社会貢献活動に取り組む上での課

題として、厳しい経済環境を反映しコスト負担を問題視することより、これらの意見

が大勢を占めたことは、多賀城市における地域・社会貢献活動にある種の手詰まり感

が漂っていることが反映されている。 

この本質的な原因として考えられることは、企業側・市民側ともに「何のために地

域貢献の取り組みが必要なのか」「どんな地域課題を解決するのか」というビジョン

と目的の設定が不十分で、おつきあい要素が強いことである。確かに、地域・社会貢

献活動の必要性を企業側・市民側ともに漠然と感じ、高い意識を有しているのだが、

そこから導かれる具体的な目的と目標がなく、したがって、その活動に対する明確な
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評価軸が定まっていないのである。特に、地域貢献活動が企業と市民の「おつきあい」

として定例化・長期化した場合は、その実施行動そのものが目的化してしまうことで

儀式的になり、その効果を減じてしまう傾向が認められる。 

この点、聞き取り調査の対象とした 4社については、地域・社会貢献の実施に対す

るビジョンと地域課題の把握が明確であり、全社的な取り組み方針を背景に、自社の

業務内容を活かした取り組みを開発していた。そして、その実施プロセスで地域との

「対話」と「交流」を重視し、双方向のコミュニケーションを図ることに努めていた。

結果、そこで得た地域からの評価や意見が活動をより充実させ、組織内部の活性化に

も好影響を与えることにつながる。そして、そのことが社員のモチベーションを向上

させ、取り組みをより深める原動力となっていた。無料の専用バスの運行や福祉施設

との連携、大規模な地域交流イベントの開催や伝統的神事への協力、そして街路灯の

寄贈や離島との交流など、取り組み内容はさまざまな 4社であったが、活動を実施す

る上でのプロセスには、こうした好循環を共通して見て取ることができた。 

他方、企業から支援を受ける側の市民も、それを地域づくりに積極的に活かし、価

値を高める努力を怠ってはならない。市民から企業に地域・社会貢献活動への協力を

要請する場合は、まず自らがどのような組織で、どのような地域・社会課題の解決に

当たっているのかを明らかにし、その支援がなぜ、どのような形で必要なのかを、企

業側にはっきりと提示することが不可欠である。その上で、企業がより参加しやすい

プログラムを用意し、双方向のコミュニケーションを重ねることで、目指すべき課題

解決の目標と成果を企業と共有し、実際の現場に活かさなくてはならない。 

市民と企業の協働は、企業側の一方的な意識改革や資源提供だけで実現されるもの

ではない。市民側も、企業を｢地域づくりの新たなパートナー｣として認識を新たにし、

自ら説明責任を果たしながら、信頼関係を醸成することが求められる。 

 

（5）多賀城市市民活動サポートセンターに求められる今後の取り組み 

    以上の考察を踏まえ、当センターとして次年度以降も地域・社会貢献活動の発展

に寄与し、企業と市民の協働を加速させるため、以下の取り組みを進めていく。 

 

    ①多賀城市内における地域・社会貢献活動の具体事例をさらに多く集め、市民と

企業の協働を深めるための参考となるデータ整備に取り組むこと。 

②地域貢献・社会貢献活動に関する企業からの相談対応体制の整備と、それを可

能とする事務局スタッフの能力向上に努めること。 

③企業・商工業者に当センターの役割と企業を積極的にアピールし、利活用の促

進を進めること。 

④企業とNPO・地域団体の相互交流を促進する機会を設けること。 

  



38 
 

当センターを中心に、企業と市民が地域・社会貢献活動の取り組みを通してパート

ナーシップを深めることは、すなわち、企業と市民活動団体の双方の経営力を高める

ことにつながり、多賀城市における地域課題の解決能力を向上させることとなる。本

調査を足掛かりに上記の取り組みを進めながら、市民・企業双方からの信頼を得て、

多賀城市における新たな地域づくりの動きを推進していきたいと考えている。 

 


