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この冊子は赤い羽根共同募金で作成致しました。 



１ 
○ＣＳＲとは 
  CSR(Corporate Social Responsibility・『企業の社会的責任』)とは、企業が社会から事業活動に必

要な経営資源（人材・資材・資金など）を調達し、その経営資源を使って、製品やサービスを社会に提供

することなどの事業活動を行うことです。昨今、この概念が注目されており、年々増加傾向にあります。 

 

○松阪市の取組み内容 
 松阪市内には多くの企業がありますが、現在CSR活動の取り組みとして知られる活動は、そう多くはあ

りません。その原因のひとつに、CSR活動の理解やきっかけが無いことなどがあげられるように思います。 

 そこで、CSR活動について多くの企業関係者等に知っていただき、その活動の支援を行う事を目的に、

講演会の開催や実施企業のヒアリング調査、また共にCSRを推進していく新たな組織の形成に取り組

みました。 
                                           

○松阪市の取組み背景 
 松阪市では、平成20年3月に概ね小学校区である市内43地区に

おいて、松阪市小地域福祉活動計画を策定しました。この計画に基

づき、地域福祉活動の推進を図っていく際、市内の企業が地域社会

の一員として、積極的に貢献し、社会的責任を果たすことが、

ネットワークの構築やさらなる地域福祉の発展に繋がると考

えています。 

 

 また、平成20年度、寄付者・募金協力者・受配者の出会い

の場として、三重県共同募金会と松阪市共同募金委員会の

協働で「松阪共同募金のつどい」を開催したところ、これから

共同募金をもっと良くしていくためには、これまで関わりが希薄

だった若い世代を巻き込むことが重要であるということが浮き

彫りになってきました。 

 そこで、その想いを知った“地域を良くしたい”という意識を持った地元の若いメンバーによる団体を組

織し、中央共同募金会のモデル事業として、特に若い世代が、赤い羽根共同募金に「興味・関心」を

持ってもらえる新たな手法を考えました。 

 従来、共同募金のイメージとして定着している「赤い羽根」は、“その脆さや強い主張などから、若い世

代にとっては馴染みにくいのではないか”というアイデアから、より誰

もが身につけやすくなるよう、デザイン性を重視した缶バッジを作成し

ました。また、新たなしくみとして、ガチャガチャを活用することで、共同

募金へのイメージの変化や新しい理解の「キッカケ」となり、さらなる

地域福祉の財源の確保と安定を目指しま

した。なお、これらの取り組みに対して、地

元企業に働きかけたところ、ガチャガチャ機

やカプセル、募金活動の実施場所を提供

していただけることとなりました。 

はじめに  

  12月には 
東京・渋谷駅前にて 

活動しました！ 

市内大型商業施設 
ショッピングセンターマームにて 



『不況だからこそ知っておきたい！ 市民に愛されるCSRの活動と報告』 
   日  時 ： 平成２１年１１月６日（金）  午後６：００～８：００ 

   会  場 ： 松阪商工会議所（松阪市若葉町１６１－２） 

   講  師 ： ㈱ピー・エス・サポート 代表取締役  村田元夫 氏  

   参加者 ： 約30名 
  

○CSR指標（サステナブル経営研究会） 
 ≪ＣＳＲ基準（３つの基準）≫ 

  １．サステナブルな理念性 

  社会的役割を認識し、人類的願いに通じる理念（顕在的／潜在的）を持っていること 

  ２．サステナブルな事業性 

  地域の課題を認識し自組織の活動を通して課題解決に貢献できる実践をしていること 

  ３．サステナブルな協働性 

  ＣＳＲコミュニティの一員として互いに協力し合って地域責任を全うする意思のあること 

 ≪ＣＳＲ指標（６つの指標）≫ 

  ＣＳＲの展開方法・活動プロセス指標 

   ・本業融合 ： ＣＳＲと本業（収入の柱となる事業）をどれだけ一体化して活動しているか 

   ・社員参加 ： 経営者だけ、担当者だけのＣＳＲでなく、どれだけ全社的な活動を展開しているか 

   ・互恵協働 ： ＣＳＲを進めるにあたり他組織との協働等をどれだけ互恵的関係に配慮しているか 

  ＣＳＲの対象別成果・活動結果指標 

   ・買手よし ： 買い手である顧客の立場に立った活動がどれだけ展開できているか 

   ・売手よし ： 売り手である従業員のことをどれだけ配慮した活動ができているか 

   ・世間よし ： 世間すなわち地域社会に対してどれだけ貢献できているか 
 

○天然系ＣＳＲ企業 
・「中部地域におけるパートナーシップに基づくＣＳＲ活動調査」において、173社のアンケート調査と４０

社以上の企業を訪問したところ、「小さくてもキラリと光る」会社と出会った 

 →こうした会社は、ほとんどがＣＳＲという言葉や理念を意識していなかった 

   積極的な情報発信もしていない会社がほとんどだった 

   営利企業として立派に業績が伴っていた 
 

○「顔の見えない企業」から「信頼できる企業」へ… 
  企業の規模に関わらずに、その企業が持つ“強み”を生かして取り組むことができるのがＣＳＲだと理解

できました。また、企業も地域の一員として関わり、顔の見える関係であることによって、安心感・信頼感が

生まれ、互いに支え合うことによって、win-winの関係となります。  

  “ＣＳＲ”と聞くと、言葉に親しみがないため、とても難しそうに思いますが、実は天然系ＣＳＲ企業（自分

たちがしていることがＣＳＲだと気付かずに取り組んでいる企業）がたくさんあることを改めて知りました。 

  松阪市内においても、企業がＣＳＲ活動をしながらも、それに気付かない、発信する手法がわからない、

もしくは自ら発信することが難しいといった理由から、せっかくの活動が目に見えにくくなっているのかもし

れません。そのため、私たちがそのような活動の掘り起こしと、「顔の見える企業」となるよう、「CSRレポー

ト」「環境報告書」「社会貢献活動情報誌」などの発行・発信によって企業活動を可視化させるお手伝

いをすることで、より市内に活動が広がってゆくのではないかと感じました。 

 
   

  

２ 講演会  



創心企画 株式会社   代表取締役 関根信治氏 
 

  中央共同募金会のモデル事業を進めるなかで、“赤い羽根共同募金は企業にとって、社会貢献事

業として取り組みやすい手段のひとつではないか”“互いをリンクさせて取り組むほうが、より効果的・効

率的な内容を実施できるのではないか”と感じました。 

  そのため両者を関係づけて、赤い羽根共同募金に関する企業におけるＣＳＲ活動に的を絞ったヒアリ

ング①として、東京都にあり、長年共同募金に対して多大な功績を残している企画会社「創心企画 株

式会社」社長に聞き取りしました。 
 

○創心企画の共同募金に関わる現在の取組み 
・５年前から多くの企業の広告を募り、その掲載料で10月1日に日刊スポーツの一面に赤い羽根共同

募金のＰＲを載せている 

・子どもの野球チームやサッカーチームに声をかけ、募金活動をしていただくアプローチをしている 

 ①活動参加者全員に感謝状とワッペンをお渡ししている 

  ※ワッペンはユニフォームに付けている 

 ②募金で集まった一部をチームに還元し、例えば試合球を提供し、試合開始時に、赤い羽根共同募金

でボールをいただいた旨を伝える 

  →参加協力者（チーム×子ども×親×関わる人たち）に対するＰＲ（広報）になる 

   ＝少しのお金でも自分の“身内”に役立っている（使っている）募金 

    ※子どもの募金活動への参加は福祉教育であり、将来的な募金ユーザーの育成になる 
 

○関根社長の共同募金に対する想い 
・今の集金形態では募金額増額が狙えず、募金に対する理解が深められるものでもない 

 ⇒このままでは良くないとずっと感じている 

・採算が合わなければいけない 

 ⇒“イメージを作る”（広報）ということはいいが、マイナスでは意味がない 

・共同募金の寄付者・受配者・協力者すべてがwin-win-winでないと成り立たない 
 

○ビジネスとしてのＣＳＲ 
  関根社長は現在の取り組みについて「社会貢献という意識はあまりない」と言われていましたが、創

心企画の取組みは、共同募金をサポートしながらもビジネスとして成り立っており、その方法は大変興味

深いものでした。 

  また、ＣＳＲとは“物質やお金などの具体的な社会貢献活動”だけではなく、その人が持っているアイデ

アや人と人とをつなげるなどの“知的財産・無形財産の社会貢献活動”もあると知り、可能性の広がり

を感じました。 

  なお、東京都共同募金会では、募金にご協力いただいた企業などに対して、必ず賞状をお送りすると

言い、その賞状はよく見える場所に飾られることが多いそうです。些細なことでも、そういった丁寧な取り

組みが、企業の貢献や募金増額に関わっているのだと感じました。 

  また、少年野球チームでの取組みのように、「募金」「広報」「寄付」の目に見える分かりやすい循環

や、新聞広告での「win-win-win」の関係があることで、「共同募金」や「ＣＳＲ」への入口を広げるととも

に、継続性を高めていると感じました。 

３  ヒアリング① 
    ＣＳＲ推進事業と赤い羽根共同募金 について 



料亭九里川・有限会社 栗川商店  支配人 森浩昭氏 
 

  現在、市内には障がい者作業所が点在していますが、不況の煽りをうけ、いずれも受託していた作業

などが減少傾向にあります。そのため、これまでも行ってきた自主製品販売など作業所が持つマンパワー

を利用・強化し、収益を上げることが求められています。しかしながら、こういった状況下においても、これま

での体質から抜け切れず、売り上げをあげるための手法や新たな製品製作に取り組みにくいのが現状

です。 

  そんななか、広島において、企業と障がい者作業所の連携をコーディネートしている料亭九里川 支

配人 森浩昭氏にその取り組み内容をヒアリングさせていただきました。 
 

○福祉に関わった経緯 
  料亭久里川の創業者である祖父の、「地域に貢献をしなさい。きっとそれが自分にとってもいい結果に

なる。」という教えから、作業所支援をするにつれて、「障がい者が作った」ということを武器にモノを売ろう

とする方法に疑問を感じたそうです。そうして、“企業の視点”から作業所に対して、モノづくりへの心構え

やクオリティーの高い製品への強い探究心など意識改革するようになったそうです。 

 森さんいわく、「私は結局おせっかいなんです。」 
 

○作業所と企業には“ものづくり”に違いがある 
・作業所の仕事はリハビリではない 

・自分たちの作業所で購入に来ていただくのを待つ、年に何回かのバザーで売るだけの“受動的”ではな

く、売りに出る“能動的”な姿勢が大切 

・“障がい者作業所商品”販売＝障がい者理解は繋がらない 

・客は、商品の素朴さよりも、クオリティーの高い商品を求めている 

  →商品開発・販売のプロから今の生産方法を見ていただき、改善点やノウハウを聞く 

・作業所商品にも関わらず、職員が作るのでは意味がない 

  →その子の持つ力を決めてしまわない 

・廃棄物など、会社が不要としている物のなかには福祉の現場で生かせるものかもしれない 

  →利用すればエコになり、作業所としては原価をかけずに商品を作ることができる 

 ※待っていても企業は作業所が何を求めているのか、何が役立つのかがわからない 

   企業からは声をかけにくいため、自らいろんな会社にアタックすることが大切   

・いくつもある作業所がよく似たものを作っていても売れない 

・他の作業所との協力・競争が切磋琢磨につながる 

・こちらが“先生”となり、お客様自身が「自分で自分が欲しいものを作る」という発想 

・「たくさん生産ができない」のであれば、「限定商品にする」という発想 
 

○おたがいさまの精神を大切に 
  第三者から見たときに、福祉の現場には支援を受ける側が支援をしてくださる方々に「やってもらって当

たり前」という感覚が見え隠れする場合があります。これがもし、企業などからの支援があった場合、支援

を受けた側がマスコミにその関わりを伝えて広報していただくなどの配慮があると、支援者と支援される

側だけでない関係を築くことができ、継続して関わりをもてるかもしれません。 

  おたがいが当たり前ではなく、支援する側もされる側も“おたがいさまの精神”で感謝の気持ちをもって

支えあうことが大切だと改めて学びました。 

４  ヒアリング② 
    企業との連携による障がい者作業所製品販売支援 



○企業・事業主の活動ニーズの声 
  今回、実際に企業がCSR活動についてどのように感じているのかを、ヒアリング１・２のお二人とそれ以

外に社協として関わっている企業の方に尋ねたところ、 

・「何か社会の役に立つことをやってみたい」 

・「地域貢献の具体的な活動メニューがわからない」 

・「利益を追い求めるばかりでなく、この厳しい時代こそ地域貢献に取り組みたい」 

・「授産製品を企業の商品と連動して協力したいが、何を求められていて企業としては何ができるのか

がわからない」 

といった声が聞かれました。つまり、企業は「何か貢献したい」という思いはあるものの、「何からはじめた

らよいか」「どこに連絡したらよいか」がわからない…といった状況にあるということです。また、それ以外に、 

・「大企業は、CSRレポートを作成して発信できるが、中小企業では難しい」 

・「一方的に企業等が貢献するのではなく、関わるもの同士がwin－winでないと成り立たない」 

などの声もありました。 

そこで、CSR活動を社会に対して発信していくことが必要だと考えました。 

 

○アポロ委員会 
平成21年度、三重県の「NPO活動基盤強化事業」に纏わる、～「個人の知識・

知恵（コノブンカ）」を「みんなの情報・希望（コウ（公）ノブンカ）」へ～人と地域の

魅力・再発見！ 文化アウトプットサポート事業を松阪市のNPO法人Mブリッジが中

心となって取り組むこととなりました。これは、個人や地域が持っている文化の力を、

内部に留めるのではなく、外に広げ伝えることをＮＰＯ的にサポートする事業です。

ＮＰＯや個人の知識・知恵を共有し、学び楽しむための出版や地域企業のＣＳＲレポートの発行などの

印刷物発行サポートを行うことで、多くの地域の魅力が継承されます。市民活動には様々な専門性が

あり、退職後のシニアには知識・技術があります。その力を外に向けて発信してもらうことで、「誰かの役に

立ち、自分も楽しい」ことに繋がると考えます。生きがいや希望を持ってこの地で生活ができることは、郷土

愛を生み出すことにも繋がります。 

なお、この事業の愛称“アポロ”のサポーター『アポロ委員会』は、松阪市の市民活動センター、商工

会議所、企業、ケーブルテレビ、コピーライター、社協で組織しています。 

  今後はNPOや個人の知識・知恵を共有し、学び楽しむための出版や

地域企業のCSRレポートの発行などの印刷物発行サポートを行い、地

域の魅力を継承していくことなどを目的とし活動を展開していく予定で

す。この発信により、個人・組織の存在意義の理解や様々な情報の共

有化を図り、地域福祉の推進を図っていければと考えています。 
 

  CSR活動の広がりの可能性は無限大であり、今後も一層『アポロ委

員会』や『社協』がそのサポートと、活動の発信をしていきたいと思いま

す。またその活動が地域に根ざした取り組みとなることを目指しています。 

５ 多職種が構成するCSR活動を発信する組織の形成  



アポロ委員会委員長 (ラックデザインオフィス 中村 亨) 

  まだまだ『CSRって何？』といった段階 なのだろうと正直思います。伝えるべき大切なことは「企業の社

会的責任」なら企業がすればいいじゃないと思うのではなく、 「C」のCorporateを企業ではなく、

Citizen （市民）と捉え、みんなが社会的責任を果たすことでサステナブル（接続可能）な社会に繋がる

のだと…そのための具体的なキッカケ作りができればと感じます。 

  『松阪にいるのだから松阪のために何かしたい』そんな思いが芽生え、それがカタチとして表れる。それ

がCSRだと思います。 
 

アポロ委員会委員 (松阪商工会議所 振興室  川口正人) 

11月に実施したＣＳＲセミナーのように、当所ではＮＰＯ団体等関連組織との連携事業を実施していま

す。 

その背景として、平成１９年に市民活動センターと協働し会員事業所を対象に実施したアンケート結

果があります。地域密着事業を内容としたものでありましたが、２００近い事業所の回答があり、地域密

着事業への関心の高さを示していました。企業・社協・ＮＰＯ・会議所などがそのネットワーク機能を十分

に発揮し、ＣＳＲ活動に幅広い展開の可能性を与え、地域密着事業を実施していくことが理想と考えてい

ます。 
 

アポロ委員会発起人 (ＮＰＯ法人Ｍブリッジ  理事長 米山哲司) 

  「あの企業の素晴らしい活動が、もっと市民に伝わったらいいのに」 

  そのような声も多く、ＣＳＲにまつわる印刷物の発行が求められる時代になりつつあります。 

  今まで強い発信がなされてこなかったのは、「我々は良い事をしている！」と、自社が声高らかには言い

にくいという事情もあったようです。 

  一方、消費者に視線を向けると、 

  企業を選択する際「地域貢献活動の活発さ」が判断軸のひとつになろうとしています。  

  その企業を選択した正しい理由がある「賢い消費者」も増えつつあります。 

  企業が社会と繋がるためにも、市民が賢い消費者であるためにも、ＣＳＲ活動を伝えるサポートを誰か

がしなければなりません。 

  良い活動を代わりに褒める役割は誰なのでしょう？ 

  社会福祉協議会の良き導きに強い期待をしております。 

  「誰かが代わりにお褒めする」ことで、地域が元気になるのであれば、我々ＮＰＯは喜んで立ち上がり

たいと思っております。 
 

アポロ委員会委員 (社会福祉法人松阪市社会福祉協議会 長井 一浩) 

今回ＣＳＲ推進事業に取り組み、こうして報告書を作成することで、日頃の業務を通じていろいろな方と

知り合い、ご支援ご協力いただいているのだということを改めて実感しました。また、松阪市内においても実

際に様々な形でＣＳＲ活動が行われているのだということを知りました。 

  しかしその反面、“ＣＳＲ活動”という意識で行っている企業や会社・商店はまだまだ少なく、そのため活

動を発信できていないように感じます。また、社会や地域のニーズと企業の活動をコーディネートする機能

が確立していないことも課題です。 

  今後は、社会福祉協議会としての役割・機能を考え、よきサポーターとなれるよう努めていきたいと考え

ています。 
 

        （敬称略） 

６ 最後に・・・  
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