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中小企業の地域社会活動と自治体政策
自治体中小企業政策の新たな形

本 多 哲 夫
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1 はじめに

中小企業の役割を語るときには、新しい製品・サービスを創出する、多様なニーズに対応し

ニッチな（すき間の）市場を作り出す、雇用を支える、税収の源泉になる、という経済面での

役割がまず挙げられる。自治体で中小企業政策が行われる場合でも、地域経済における中小企

業の積極的な役割が政策実施の根拠とされてきた。だからこそ、自治体の経済政策を担う商工

部局が中小企業政策を扱ってきたといえよう。

こうした中小企業の経済的役割に加えて、最近では地域社会に対する役割が強調されること

が多くなってきている。2010年に閣議決定された中小企業憲章では冒頭で「中小企業は、経

済を牽引する力であり、社会の主役である」と述べ、経済に加え社会という言葉を意識して使っ

ている。とくに、地域社会における役割を重視しており、「中小企業は、社会の主役として地

域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の継承に重要な機能を果たす。小規模企業の多く

は家族経営形態を採り、地域社会の安定をもたらす」と述べている。

また、近年、全国の自治体で制定の動きが広がっている中小企業振興基本条例においても、

同様のことがいえる。例えば、2011年に制定・施行された大阪市中小企業振興基本条例では、

大阪の中小企業が高度な技術や独創的なアイデアを発揮して地域経済・雇用に貢献してきたこ

とを述べるとともに、次のように指摘している。「まちづくりや文化の継承など、地域社会の

形成においても、中小企業はその一員として、欠かすことのできない役割を担い、まちの発展

に大きく寄与している」。こうした地域社会への言及は、八尾市中小企業地域経済振興基本条

1

キーワード：自治体、中小企業政策、大阪市、区役所、地域社会活動 ［受理日2017年6月22日］



例（2001年制定・施行、2011年改正）や東大阪市中小企業振興条例（2013年制定・施行）な

どでもみられる。

なお、中小企業政策のおおもとになる法律である中小企業基本法は1963年に制定され、1999

年に全面改定されたが、そのいずれにも地域社会という言葉は出ていなかった。2010年の中

小企業憲章や最近の自治体の中小企業振興基本条例において、地域社会という言葉が登場し始

めたというのは、中小企業政策のなかでの新しい傾向であるといえる。

しかし、地域社会に対する中小企業の貢献は、いまに始まった話ではない。先行研究をみて

も、規模の小さい企業が町内会活動や地域おこしを主導するなどして、地域社会に貢献してき

たことは以前から指摘されてきた（太田,1981；関,1995；�,2002；石原,2006など）。とく

に、商店街とまちづくりに関する議論において、そのことが語られてきた（石原・石井,1992；

矢作,1997；中沢,2001など）。

最近になって、地域社会への影響が中小企業政策において強調されるようになってきたのは、

それだけ地域社会の疲弊が進んでいるということであろう。だからこそ、地域社会を支える主

体としての中小企業の役割にスポットが改めて当てられているように感じられる。そして、国、

自治体としても、政策を行うにあたって、中小企業の地域社会に果たす役割に注目していこう

とする姿勢が強まりつつあるということではないだろうか。本稿では、こうした状況を踏まえ

て、大阪の事例にもとづきつつ、自治体の中小企業政策の新たな形について考える1）。

2 自治体中小企業政策と地域社会

自治体が積極的に中小企業政策を実施していくことの重要性が多くの研究で指摘され、自治

体の中小企業政策について取り上げる研究が増えつつある。これらの先行研究の多く（例えば、

山本,1977；黒瀬,1982；伊藤,1997；河藤,2008；植田・立見編,2009；川名,2012；本多,

2013など）で、地域の自治・生活・文化・安心という地域経済以外の側面、すなわち地域社

会の側面にも政策が密接に関っていることが指摘されている2）。

これらの指摘を踏まえると、自治体中小企業政策と地域発展（地域の住民が快適に過ごせる

状況をつくり改善すること）との因果関係は、図1のような構図（政策評価研究でいうロジッ

ク・モデル）で示される。しかし、先行研究では、自治体中小企業政策を論じる際に、あくま

でA（地域経済面）の効果を直接的な目的とする施策が前提とされ、B（地域社会面）の効果

経営研究 第68巻 第2号2

図1 自治体中小企業政策と地域発展の因果関係
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はAを狙う施策実施から付随的に生まれてくるという考え方であったといえる。自治体中小

企業政策の実態としても、直接的な目的は地域経済振興であり、金融支援、技術支援、経営相

談、国際化支援といった施策が主体であった（本多,2013）。

Aのロジックが重要であることは確かである。しかし、当該地域の経済面と社会面での発

展というミッションを自治体が有していること、さらに、地域コミュニティの衰退など地域社

会の疲弊も地域にとって深刻な問題となっていることを考えると、自治体が中小企業政策を行

う場合、Bのロジックを直接的に狙う施策を展開していくことも重要な課題になると思われる。

この課題の検討はこれまで不十分であったといえる。

自治体中小企業政策において地域社会の視点が「含まれる」「重要である」と指摘する先行

研究は多いが、中小企業の地域社会への貢献活動を積極的に促進させる自治体政策について検

討する研究はほとんどみられない。佐々木（2014）などの商店街の振興に関する研究や高寄

（2002）などのコミュニティビジネスの振興についての研究では、地域社会づくりのための自

治体中小企業政策が強く意識されている。しかし、これらの研究が取り上げるのは「商店街」

という特定の企業群、あるいは、「コミュニティビジネス」「社会的企業」という特定の企業で

あり、かなり限定された属性の中小企業しか考察の枠内に入っていない3）。前述のように、近

年、全国の自治体に広まりつつある中小企業振興基本条例では、地域社会に果たす中小企業の

役割が強調されている。その意味では、植田（2005）や岡田ほか（2010）などの中小企業振興

基本条例についての研究は、一般的な中小企業の地域社会づくりの政策を取り上げているとい

える。しかし、中小企業振興基本条例はいわば理念であり、その先の具体的な施策の議論が行

われる必要があるが、その議論は不十分である。

本稿ではこうした研究上の不足を補うべく、一般的な中小企業の地域社会活動の促進を図る

という新たな自治体中小企業政策の可能性と重要性について、中小企業と自治体の実例をもと

に具体的に検討する。

3 中小企業の地域社会活動―大阪府内中小企業へのインタビュー調査からの示唆―

3.1 中小企業と地域社会との関わり

個別中小企業の地域社会への貢献活動は、どの程度行われ、そこにはどのような意識や動機

があるのであろうか。また、政策的に関与する余地はあるのであろうか。筆者が実施した中小

企業へのインタビュー調査にもとづきつつ、これらの点について考えたい。

筆者は2013年4月5日～9月18日に大阪府中小企業家同友会（以下、大阪同友会）会員25

社に対する訪問聞き取り調査を実施した（大阪同友会副代表理事であり株式会社地域計画建築

研究所会長の杉原五郎氏との共同調査）。調査対象は、業種、規模などがなるべく多様になる

ように選定した。インタビュー調査では、「直面する経営課題」や「公的施策の活用状況」を

尋ねるとともに、「地域づくりの取り組み」についても質問した。表1は、この回答をもとに、
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各企業の地域社会への貢献活動をまとめたものである4）。

このインタビュー調査結果で示された次の3つの特徴が示唆的であった。

第1に、中小企業が多様な形で地域社会への貢献活動を行っていたことである。地域との関

係づくりを重視している大阪同友会での調査ということもあってか、ほとんどの企業で地域コ

ミュニティの維持・発展に寄与する何らかの活動が行われていた。その活動内容を大別すると、

①地域における学習（地元学生の就業体験や見学の受け入れ等）、②地域での交流（お祭りや

イベント支援・開催等）、③地域の生活環境保全（清掃や防犯活動等）、④地域での社会的包摂

（障がい者の就業支援等）であった（以下、これらを総称して地域社会活動と呼ぶ）。国民生活

金融公庫（現日本政策金融公庫）による「地域貢献に関するアンケート」（2008年実施、回答

数3,065社、回答企業の90.5％が従業者数20人未満）の結果では、企業として地域貢献を取

り組んでいるという回答は44.6％であり、活動内容としては「文化・環境」（76.8％）や「治

安・安全・防災」（45.5％）が多かった（日本政策金融公庫総合研究所,2009）。今回のインタ

ビュー調査では、こうした既存のアンケート調査の選択肢には設定されていないような地域社

会活動もみられた。例えば、地域交流のためのカフェ等の開設（D社、X社）、近隣住民約50
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表1 大阪府内中小企業訪問調査結果（2013年4月～9月）
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名を招いてのバーベキュー大会（M社）、子供やお年寄りなど地域住民への挨拶活動（G社）

などである。そして、ことさら「地域貢献」や「CSR」と認識せずに地域社会活動を行って

いるケースもみられた（B社、D社など）。以上の状況を踏まえると、既存のアンケート結果

においても地域社会活動に取り組んでいる中小企業がかなりの程度存在していることが示され

ているが、実態としてはそれ以上に何かしらの地域社会活動に中小企業が取り組んでいる可能

性があることが推察される。地域コミュニティの衰退が叫ばれるなかで（中田・山崎編,2010；

国土交通省編,2006など）、こうした中小企業の活動はもっと積極的に評価されるべきであろ

う5）。

第2に、地域社会活動に取り組むことに必然性を感じている企業が多いことである。本業に

おいて地元住民を顧客とする企業（例えば、A社、C社、D社、E社、X社）では、地域社

会への取り組みを行いやすいという側面があるのかもしれない。しかし、インタビュー調査で

は、本業において地元住民を顧客としない企業でも、意欲的に地域社会活動に取り組んでいた。

今回の調査先企業25社のなかでもとりわけ地域社会活動に意欲的に取り組んでいたL社、M

社、P社は、金属加工業、鋼材販売業、金型製造業であり、直接、地域住民を顧客とする業態

ではない。G社、S社、U社といった製造業者も、同様に、地元住民とはあまり関わりのない

業種であるが、地域社会活動を熱心に行っていた。また、地域社会への貢献活動をそれほど積

極的に行っていないと回答した企業（H社、Q社）も存在していたが、そうした企業であっ

ても、機会があれば地域社会との関わりを深めるような活動を行いたいと考えていた。何らか

の形で地域社会への貢献を維持・拡大させていきたいという思いが、調査先企業のすべてにお

いて共通していた。地域社会活動をなぜ行うのか質問したところ、「企業市民として地元を良

くしていきたいと思うから」（A社、M社）、「地域に愛着があり、地域になくてはならない会

社を目指しているから」（L社、P社、S社）、「経営者も社員も会社のすぐ近くに住んでいる

から」（C社、E社、K社）、「地域の繁栄が当社の繁栄につながるから」（D社、V社）という

回答が多かった。

本多（2013）でも論じているように、こうした動機は、「地域への粘着性」、「職住の近接性」、

「人間との一体性」という中小企業の性質に起因していると推察される。つまり、企業の規模

が小さくなるにつれて、取引の範囲が立地地域を中心に比較的狭い範囲に収まりやすく、立地

場所も同じ地域に留まりやすい（地域への粘着性）。また、企業の近隣、あるいは企業と同じ

場所に居住するため事業環境と生活環境が同じ地域に重なりやすい（職住の近接性）。経営者

や従業員の顔が地域住民から見えやすく、同じ住民として地域から捉えられやすい（人間との

一体性）。こうした性質から、地域社会と利害を共にしやすく、地域社会活動に関心を持つ

（関心を持たざるを得ない）傾向が備わっていると考えられる6）。

第3に、自治体のサポートによって地域社会活動が促進されているケースがみられることで

ある。例えば、N社は近隣の複数の企業と協力して、2ヶ月に一度、地元で朝市を開催し、地

中小企業の地域社会活動と自治体政策（本多） 5



域住民の交流・娯楽の場と「食育」の学習の場を提供している。この地域イベントの開催には

地元自治体の協力が欠かせないという。情報提供や広報などでの自治体の協力がイベントを支

えている。A社やP社でも、地元自治体との協力関係をベースとしながら、地域活性化の取

り組みが行われていた。

以上、一般的な中小企業において、その多くが地域社会活動を行っていること、そうした活

動に取り組む意識や意欲が潜在的に備わっていること、行政のサポートによってその取り組み

が促進される可能性があることがインタビュー調査から示唆された。

3.2 中小企業の事業活動と社会活動

上記の調査結果を踏まえると、中小企業の企業活動とその地域への効果には図2に示される

構造があると考えられる。この図2は、図1のAとBの効果の源泉について示すものといえ

る。

中小企業の多くは企業活動として「事業活動」だけでなく、「社会活動」を一般的に行って

おり、それぞれが、「地域での取引・雇用・納税」という地域経済面での貢献（Aの流れ）と、

「地域での交流・学習・住みやすさの改善等」という地域社会面での貢献（Bの流れ）を生み

出していると考えられる。本業が地域住民を顧客とする企業（例えば、観光業、介護サービス

業、建築業など）については、とりわけ、事業活動と（地域）社会活動が重なりやすい。

規模の大小に関わらず、企業は「社会」活動を実施していると考えられる。しかし、大企業

の場合は、その規模にもよるが、もっと広いエリアの「社会」、一国あるいは世界レベルでの

「社会」が対象となる傾向にある。他方、中小企業は、上述した①地域への粘着性（立地の固

着性と取引範囲の相対的狭小性）、②職住の近接性、③人間との一体性という性質をもつため、

相対的に狭い範囲での社会への貢献意欲が生まれやすく、社会活動が地域社会活動として具現

化しやすい。

ただし、インタビュー調査結果にもみられたように、いまは地域社会活動を十分に行えてい
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図2 中小企業の活動とその地域への効果
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ないが、機会があれば取り組んでみたいとする企業が存在している。さらに地域社会活動を拡

大させたいと考えているとの回答もあった。このように地域貢献意欲を有しつつも、地域社会

活動を十分に行えていないという企業も多いと考えられる。地域社会づくりに関わろうという

意識があったとしても、どのように関わればよいのかわからないという企業も多いのではない

だろうか。図2のクエスチョンマークが書かれた矢印は、このように、地域貢献意欲が自動的

に（地域）社会活動に結び付くわけではないことを示している。ここに、同じ地域社会を担う

主体である自治体が政策的に関与する余地がある。自治体が積極的に関わることで中小企業に

よる地域社会づくりの活動が促進される可能性がある7）。近年、大阪市の各区において、これ

に関する新たな行政の取り組みが生まれ始めている。次節以降、この新たな取り組みとその意

義についてみていく。

4 中小企業と自治体による地域社会づくり

4.1 港区WORKS探検団

「大阪・港区WORKS探検団」は、港区の子供たちが地元企業を見学し、働くことについて

身近に学ぶというキャリア教育の催しである。きっかけとなったのは、港区役所が地元企業に

呼びかけて開催した「港区企業まちづくり交流会」である。港区に立地する企業の社会貢献や

地域活動に関する情報交流や意見交換を行うもので、2011年から定期的に開催されている。

この交流会での話し合いがもとになって、地元企業が地域貢献活動を意識的に進め、その活動

を区役所がサポートするという機運が高まることになった。そして、2012年度に大阪同友会

の提案をもとに、「地域と企業の活性化プロジェクト」として港区WORKS探検団が実施され

ることとなった。

第1回の港区WORKS探検団は2013年2月9日に開催され、小学生37名と保護者17名が

参加した。午前中に各班に分かれて地元の企業6社（船舶関連企業、トラック関連企業、通関

業、木材関連企業、ホテル業、出版業）を訪問し、午後から訪問先企業で体験したことや発見

したことの発表を行った。第2回も同様の形態で2014年2月15日に開催され、子ども19名、

保護者9名の参加があった。第3回は探検先企業を8社としてそれぞれの企業ごとに参加者を

募るという形で2015年1月24日に開催され、子どもと保護者合わせて22名の参加となった。

その翌年以降、夏休み中の複数日（5日から10日程度）で開催することになり、第4回は2015

年8月に開催され、子どもと保護者合わせて115名が参加した。2016年8月に開催された第5

回では119名の参加であった。以上のように、これまでに延べ300名以上の子供・親が参加し

ている。

このイベントには探検先企業以外に、複数の中小企業がスタッフとして参加している。企業

関係者と区役所の職員などが話し合いを重ねながら官民でイベントの企画を練り上げ、当日の

作業や進行を協力して担当している。また、地元大学生もサポートスタッフとして参加してい
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る。参加した子供・親の満足度はかなり高い。参加者アンケートは第1回、第3回、第5回に

実施されており、その結果をみると、いずれも、「よかった」の回答が9割から10割、「悪かっ

た」が0から1割であった。

参加企業にこのイベントの感想を聞いてみたところ、次のような意見が聞かれた。「社員も

積極的に参加し、社内が活性化した。港区を支える中小企業としての誇りとやる気が生まれた」

（トラック関連企業）、「自社や自社の業種を知ってもらう良い機会になった」（通関業）、「当社

の特徴をどのようにすればわかりやすく伝えられるのか、勉強になった」（防犯関連用品販売

業）。また、港区役所の職員たちからは「中小企業と協力してイベントを企画するなかで行政

だけでは生まれない新しいアイデア、活気ある雰囲気が生まれた」、「地元の企業、技術、産業

の実態について深く知ることができた」といった感想が聞かれた。

4.2 大正ものづくりフェスタ

大正区では「大正ものづくりフェスタ」というイベントを2013年度から開催し始めた。こ

のイベントは、区役所、地元中小製造業、地元高校などが連携し、ものづくりの楽しさや魅力

について地元の子供たちなど区民に知ってもらうというイベントである。大正区役所4階の区

民ホールや区役所前の駐車場を利用して、計測実験やワイヤーロープづくりなどの体験ブース、

段ボールアートなどの実演・展示ブースが複数設けられ、企業セミナー、地元高校生によるバ

ンド演奏、書道パフォーマンスなどが行われている。このため、お祭りのような活気あふれる

イベントとなっている。第1回のものづくりフェスタは2013年11月2日に開催し約700名が

来場した。第2回は2014年9月6日に開催し約800の来場者数であった。第3回は2015年

8月8日に開催され、来場者が1000名を超えた。いずれの回も地元企業約25社が参加してい

る。来場者の満足度は高く、来場者アンケートで「満足」と回答した割合は第1回では70％、

第2回では86％、第3回では75％にのぼっている。「不満」の回答割合は第1回では7％、第

2回では0％、第3回では2％とわずかであった。

このイベントはものづくりの地元住民へのPRの場であると同時に、ものづくりをテーマに

した地元住民の交流・学習の場であるといえる。本イベントは個々の企業PRではなく、大正

区のものづくりの素晴らしさを伝えるため、参加企業がチームを組みイベントを作り上げる過

程のなかで、参加企業同士の交流、さらには、企業と行政、企業と学生の交流も促進されてい

る。参加企業同士の交流が深まり、取引に結び付くケースもみられ始めている。また、地元高

校の学生がこのイベントを手伝ったことをきっかけに、参加企業の地元中小企業に興味を持ち、

その企業に就職するに至った。大正区役所では、ものづくりフェスタのほか、区民向けの地元

中小企業の見学会の開催、学生向けのインターンシップの実施も手がけ、様々な形で中小企業

の地域社会活動を引き出そうとしている。
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4.3 その他の事例

平野区と東住吉区では、2005年から合同で「産業交流フェア」を毎年開催している。地元

の中小企業の主導で企画・開催され、区役所をはじめとした地元の公的機関がサポートを行っ

ている。地元企業数十社が出展しているが、単なる企業展示・交流会ではなく、体験ブースや

食べ物屋のブースも多く、学校や住民による出し物（演奏、合唱、ダンスなど）もある。様々

な年齢層の地域住民が参加し、2日間の開催で3000名を超える来場者が訪れる活気のあるイ

ベントとなっている。東成区では2011年から「わが町工場見てみ隊」という子供たちとその

親たちが地元の工場見学をするというイベントが定期的に開催されている。区をベースとした

キャリア教育イベントであり、地元の子供たち、大人たちにものづくりの現場を理解してもら

い、住工共存を図る取り組みである。生野区では、区役所が地元中小製造業者を紹介するイラ

スト冊子「ものづくり百景」を2014年に作成して、その冊子をウェブで公開し、話題を呼ん

でいる。今後、生野区役所では、ものづくり百景で紹介された企業を中心に生野区での企業交

流会を開催し、地域活性化の活動に共に取り組んでいこうとしている。このほか、東成区・生

野区では地元の経済団体、金融機関、区役所と連携して「東成・生野モノづくりフェスタ（モ

ノづくりフェスタ in生野・東成）」というイベントを2005年から開催してきた。西淀川区役

所が2007年に区役所で初めて工業活性化担当を設置し、「西淀川区工業活性化研究会」や「西

淀川ものづくりまつり」を立ち上げてきたことも有名である8）。

5 自治体中小企業政策の新たな視点

以上のように、大阪市の各区で、中小企業と自治体の連携による地域社会活動が広がりつつ

ある。上記の事例をみると、自治体と中小企業の連携の形や方法は一様ではなく、自治体が主

導するケースもあれば、中小企業が主導するケースもある。いずれにしても、自治体が触媒と

なって、中小企業の地域貢献意欲を具体的な地域社会づくりの活動へとつなげている。図2の

クエスチョンマークの矢印の流れを自治体が後押ししているのである。そして、図1、図2で

示したBの流れを直接的につくろうとしている。その意味で、これまでの自治体政策にあまり

みられなかった中小企業の地域社会活動の支援という視点が現実に生まれつつあるといえる9）。

そして、この大阪市の取り組みは、次のような注目すべき特徴を生み出している。

第1に、商工部局ではない部局が行政側の主体となっている。これまで中小企業に関するこ

とは、商工部局で中心的に扱ってきた。大阪市でいえば経済戦略局である。しかし、上記の各

区の中小企業の連携先は、区役所が主体になっている。区役所の運営支援は大阪市では経済戦

略局ではなく市民局が担当している。区役所ではこれまで窓口業務でカウンター越しに中小企

業と接することはあっても、中小企業の現場に出向き、連携して地域社会づくりの取り組みを

行うことはほとんどなかった。したがって、区役所が中小企業と深い関わりを持ち始めている

ことは、新しい動きであり興味深い。従来、中小企業の「地域経済」への貢献に目が向けられ
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ていたため、自治体では商工部局が中小企業に関わる部署として当然と考えられてきた。しか

し、中小企業は「地域社会」にも貢献する主体であり企業市民であることを考えると、商工部

局だけでなく、区役所、市民局などの他部局も中小企業と関わることはむしろ自然な形なのか

もしれない。中小企業政策は1つの部局に捉われず、部局横断的に行われるべきことを示唆す

る事例といえる。

第2に、中小企業と行政が互いに協力者という対等な関係になっている。商工部局が中小企

業と関わるときには、「支援する側」と「支援される側」という関係性がそこにはある。しか

し、上記の事例では、区役所と中小企業が協力・連携して、地元住民や地域コミュニティに何

かプラスになることをしようと行動している。ここでは、「支援する側」と「支援される側」

の関係性はなく、お互いが地域のために何ができるのかを考える対等な立場である10）。これは、

自治体が中小企業の実態を理解するうえで、また、中小企業が行政の実態を理解するうえで重

要な関係といえる。こうした対等な立場をもとに、互いの考え、悩み、置かれている状況に対

する相互理解が進んでいた。自治体が独自の中小企業政策を行うべきという指摘は、とても多

い。しかし、そのためには中小企業がどのような実態であるかを掴み、自治体として何ができ

るのかを学ぶことが求められる。その手掛かりやきっかけになる可能性がこの取り組みに秘め

られている11）。中小企業側からしても、地元の自治体にどんな施策があるのか知らず、利用機

会を逃しているというケースが多い。区役所が直接、専門的支援を行うわけではないが、区役

所の知り合いから支援機関を紹介してもらったり、支援施策の概要を聞くことは、こうした関

係性が構築されていれば、起こりやすくなる。

自治体と中小企業は、ともに地域に埋め込まれている重要な主体である。だからこそ、互い

の協力関係、すなわち、自治体が中小企業を支援し、中小企業が自治体の活動を支えることが

求められる。この関係性をもとにした相互発展と地域発展が、自治体中小企業政策の目指すべ

き新しい姿ではないかと筆者は考えている。こうした政策像を確立するためには、互いの相互

理解が不可欠であり、上記のような対等な立場での協働が相互理解を促進させるのではないか

と思われる。

第3に、中小企業の事業活動の活性化にもつながっている点である。上記の各区の取り組み

は、参加企業が自社を活性化するツールにもなっていた。地元の住民、学生、区役所職員と接

して、自社の事業について説明したり、質問に答えているうちに、自社の特徴や魅力の再発見

につながる、という効果が生まれていた。経営者や従業員のやる気や誇りが高まる、自社の評

判や認知度が向上する、といった効果もあった。これは、企業内部の経営資源の質的向上と量

的拡大をもたらす効果といえる。このロジックは図3に示すとおりである。

企業が地域社会活動を実施することによって、経営者や従業員が仕事へのやる気や誇りを持

つ、あるいは、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力が高まるという効果がみら

れており、「人」（経営者や従業員）という経営資源の質的な向上が図られたと考えることがで
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きる。また、「信頼」、「評判」、「情報」、「関係性」という経営資源が新たに付加された（経営

資源が量的に拡大した）とも解釈できる。港区WORKS探検団が「地域と企業の活性化プロ

ジェクト」と銘打っているのは、こうした中小企業サイドの活性化も意識しているからである。

したがって、区役所が中小企業の地域社会活動をサポートするということは、自治体による中

小企業の事業活動支援の新たな形と捉えることができる。図2でいうと、自治体が社会活動を

支援することによって、事業活動が促進されるという流れがみられるのである。事業活動支援

から派生的・付随的に社会活動が生まれるという従来の発想とは逆の流れが起きているといえ

る。

これまで、中小企業政策は経営や産業に通じた「プロ」が行うもの、商工部局が担当するも

の、という常識があった。しかし、実は「素人」であっても（企業経営について専門的な知識

がなくても）、中小企業と地域社会づくりのための協働の取り組みを行うことで、中小企業支

援ができていることを、この事例は示している。これは、普段、市民と身近に接し、市民から

の信用を得ている自治体職員だからこそ携わることができる、新たな中小企業支援の形といえ

る。

以上のように、大阪市の各区における中小企業と区役所の協働の取り組みは、中小企業の地

域社会活動を促進させるという効果に加えて、部局横断的な中小企業政策の進展、中小企業の

実態把握の促進、行政に対する理解の向上、中小企業の事業活動の活性化といった様々な効果

を創出している。しかも、これは大阪市のみにとどまらないモデルであると考えられる。政令

指定都市ではない（区役所がない）自治体であっても、福祉、教育、市民協働などの部局で中

小企業との協力・連携による地域社会活動が生み出される可能性は高い。「地域経済の低迷」

とともに「地域社会の疲弊」（つながりやきずなの希薄化など）はあらゆる自治体に共通した

課題である。そのいずれにも中小企業は深く関わっている。この点を考えても、他の自治体に

おいて大阪市でみられたような中小企業の地域社会活動支援（中小企業との連携活動）が展開

されることが想定されうる。
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6 おわりに

中小企業と地域社会の多様な結びつきをみると、自治体が政策を実施するうえで、中小企業

を単に地域の経済的主体としてのみ捉えるのではなく、地域社会の発展を支える社会的主体と

して位置づけていくことが重要である。中小企業は単に地域に金銭をもたらす、あるいは金銭

を循環させるというだけではなく、地域社会の人的なつながりや助け合いを助長させ、コミュ

ニティを維持・醸成させるという役割も果たしているのである12）。

自治体中小企業政策は中小企業の事業活動を支援する自治体政策と捉えられがちである。し

かし、上記のような形で中小企業の社会活動が地域発展をもたらしていることを考えると、

「中小企業の社会活動を自治体がサポートすること」も自治体中小企業政策（いわば広義の自

治体中小企業政策）といえる。本稿では、従来の研究ではあまり取り上げられることのなかっ

たこの点に着目し、一般的な中小企業における地域での社会活動に関する自治体政策について、

具体的な事例をもとにその実行可能性を示した。また、本稿では、自治体による中小企業の社

会活動のサポートが中小企業の事業活動の活性化など多面的な効果をもたらすことも考察した。

そして、ビジネスに精通していない自治体職員であっても、中小企業の事業活動支援（いわば

狭義の自治体中小企業政策）を行うことができることを示した。以上のように、本稿では、自

治体が中小企業の地域社会活動を促進するという新たな政策の可能性と重要性を実証的に示し、

自治体中小企業政策の理解の深化にいくばくかの貢献を果たしたと考える。

しかし、中小企業の地域社会活動支援がどの程度、地域発展という政策効果をもたらすのか

という分析は本稿では行われていない。また、どの程度、自治体としてこうした取り組みに関

わるべきなのかについての分析も不十分である。他の自治体の事例との比較分析も必要である。

これらは今後の研究課題としたい。

注

1）本稿は本多（2015,2016）を加筆・修正したものである。

2）例えば、山本（1977）は高度成長期以後の自治体中小企業政策について次のように指摘している。

「地方自治体は最近の地域の構造的変化など、中小企業の環境変化に対応して地域の実情に即した施策、

つまり産地産業や地域の中小企業に即した独自的な施策、さらには地域社会の改造と調和した総合的中

小企業施策の実施の拡充につとめるべきであるにもかかわらず、国の産業政策的な中小企業施策にあま

りにも組み入れられているところに、最近の地域社会における中小企業の重要性や新しい施策の必要性

が指摘される背景があるといってよい。国の行政機構や行政は垂直的であり、横の調整はきわめて困難

である。地方自治体もこのような国の行政機構に組み入れられていく動きが強まっているが、まだ国に

較べると、本質的に横の調整がおこないやすくなっている。地方自治体は、その意味で地域社会と関連

した総合的中小企業施策を実施しやすい立場にあるといってよい」（山本,1977,263頁）。また、黒瀬

（1982）では地方自治体による中小企業政策の重要性を提起したうえで、大都市自治体の政策について

「大都市の中小工業振興策は、大都市の活性化というマクロレベルでの地域社会とのつながりと共に、
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都市内のコミュニティーづくりという点でのつながりも強く持つことを注目しなくてはならない」（黒

瀬,1982,23頁）と指摘している。

3）竹内（2009）はこの点に関連する政策のあり方について次のように指摘している。「この数年は、地

域の問題は住民の手で解決していこうとするコミュニティビジネスや、社会的問題をビジネスの手法で

解決していこうとするソーシャルビジネスが注目され、国をはじめ自治体はその支援を図っている。そ

れ自体は望ましい政策であるが、コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの活動内容は、小企業の

地域貢献活動と重なるものが多い。とりわけ、教育、福祉、雇用の分野ではほぼ同じといってよい。コ

ミュニティビジネスやソーシャルビジネスを政策的に支援していこうというのであれば、同様の活動を

行っている小企業もまた支援すべきである。」（竹内,2009,22頁）

4）インタビュー調査の全体の結果概要については、2013年10月28日大阪同友会憲章政策本部オープン

セミナー資料「中小企業訪問調査から見えてきたこと」に掲載されている。

5）企業規模と地域社会活動の関係については、企業規模が大きくなるほど地域活動に取り組むというア

ンケート結果もみられることに留意が必要である。例えば、2013年に筆者が参加して東大阪市の製造業

企業を対象に実施した「東大阪市のものづくりを発展させるためのアンケート調査」（送付先企業2884

社、回答企業1163社、回収率40.3％）において「御社では、何らかの地域活動に取り組んでいますか」

という質問をしたところ、規模の小さい企業ほど「取り組んでいない」という回答割合は上昇し（従業

員数10人未満の企業で60.1％、従業員数10～49人企業で50.5％、従業員数50人以上企業で37.0％）、

「教育活動（職業体験や工場見学など）」や「清掃活動」を行っているという回答が規模の大きい企業で

比較的多いことが示されていた。しかし、「御社の経営者は、東大阪市の自治会や町内会といった地域

自治組織の役員を担当したことがありますか」という質問の回答結果では、企業規模が小規模になるほ

ど、「過去に担当した」と「現在も担当している」の回答割合が高くなる傾向にあった（両者の合計割

合は、従業員数10人未満の企業で27.5％、従業員数10～49人企業で22.8％、従業員数50人以上企業

で21.9％）。小規模な企業の場合は、「企業」というよりも、経営者が「個人」として地域活動を行って

いるという意識があるのかもしれず、また、前述のように、普段自分たちがやっている町会活動や社会

活動などをことさら地域貢献活動として意識的に（大げさに）捉えていないかもしれないことを考慮し

ておく必要がある。なお、「東大阪市のものづくりを発展させるためのアンケート調査」の詳細な結果

については、大阪自治体問題研究所・東大阪産業政策会議（2014）を参照されたい。

6）詳細については、本多（2013）260269頁を参照されたい。

7）大阪市立大学商学部本多ゼミが大阪府中小企業家同友会・阿倍野住吉支部会員（約 40企業）に対し

て2016年9月に実施したアンケート調査（回収数は23件）によると、「自社だけで行うよりも、他社

や行政機関に協力してもらうほうが、地域貢献を行いやすくなると思われますか？」という質問に対し

て、「はい」と回答した企業は69.6％（16企業）、「いいえ」と回答した企業は4.3％（1企業）、「どちら

ともいえない」と回答した企業は26.1％（6企業）であった。こうした結果からも、中小企業単独より

も行政をはじめとした他組織と連携するほうが地域社会活動が促進されやすいことがわかる。また、後

述のように、港区役所は地元の中小企業の地域社会活動を支援する取り組みを2011年頃から始めてい

るが、そのきっかけは、当時、区内の企業に地域・社会貢献活動についてのアンケート調査を行ったこ

とであったという（約 200社が回答）。約 9割の企業が「地域・社会貢献活動は地域社会の一員として

重要である」と認識している一方で、「余裕がない」「社員の負担が懸念される」「経営への具体的メリッ

トが実感できない」といった理由から実際の活動につながっていないという結果が示された。こうした

実態を改善するため、港区役所は、地域のために地域社会活動をしたいけれど何をすればいいのかわか

らないといった中小企業のために、地域活動や社会貢献活動の事例紹介や意見交換を行う企業まちづく
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り交流会を2011年から開催することになった（2016年11月22日に開催された大阪市立大学・大都市

圏産業政策研究会によるシンポジウム「地域最前線！区役所と地元企業の連携に新しい波」における港

区役所・瓦氏の報告より。詳しくは、大阪市立大学・大都市圏産業政策研究会『2016年度大都市研シン

ポジウム実施記録』、5頁を参照されたい）。

8）製造業の集積が比較的厚いといわれる西部臨海部地域（港区、大正区、西淀川区など）と東部地域

（生野区、東成区、平野区など）で、こうした区役所の取り組みが早くから着手される傾向にある。区

役所の積極的な取り組みは、2007年3月に大阪市「区政改革基本方針」が策定され、区役所の予算と権

限の移譲が進められたことによって促進された。とくに「ものづくり」関連での区役所の独自の取り組

みが進められた背景には、大阪市経済局「大阪市ものづくり再生プラン（第2ステージ）」が2007年3月

に策定され、その策定の議論のなかで区役所の重要性が指摘されたことも影響していたと考えられる。

9）一般的な中小企業の地域社会活動を自治体が支援する動きは、大阪市だけにみられるものではなく、

近年、他の自治体においてもいくつかの施策事例がみられる。例えば、横浜市では2007年度から「横

浜型地域貢献企業支援事業」という地域貢献企業の認定制度を始めている（影山,2009）。また、東大

阪市でも2012年度から企業の地域貢献を表彰する「東大阪市CSR経営表彰」、2013年度から近隣住民

を対象とするイベント等を補助する「住工共生コミュニティ活動支援補助金」を立ち上げている。

10）今井（1996）では、生活者の視点に立った総合的な自治体産業政策が必要であることを指摘したうえ

で、そのために今後求められる政策のあり方について次のように述べている。「それぞれの業界の枠だ

けではなく、社会生活全般との関わりから産業政策を立てていかなければならないということになるだ

ろう。したがって、これからは産業者と自治体の関係も、『支援する・される』といった関係だけでは

なく、産業者と自治体が共同で施策をつくり実施していくという方向につながらなければならない」

（今井,1996,219頁）。

11）上述の「東大阪市のものづくりを発展させるためのアンケート調査」（2013年）では、東大阪市に立

地する中小企業に「東大阪市役所の行政・職員に何を求めたいですか」という質問（複数回答可）を行っ

ている。最も多かった回答は「中小企業の状況をもっと知ってほしい」（46.5％）であった（大阪自治

体問題研究所・東大阪産業政策会議,2014,18頁）。こうした結果からも、自治体による地元中小企業

の実態への理解が求められていることがわかる。

12）中小企業が地域社会に対して生み出すこうした社会的な効果は、ソーシャル・キャピタル（社会関係

資本）の増大と呼びかえることもできる。ソーシャル・キャピタルとは、人々の信頼、協力、相互扶助

といった関係、あるいは、それらを形成するための規範や人々のネットワークを指す（Putnam,1993；

宮川・大守編,2004）。これからの地域社会、資本主義社会の健全な発展のために、ソーシャル・キャ

ピタルの増大が政策上の重要な課題となることを多くの論者が指摘している（例えば、諸富,2010；柴

山,2012；松永,2012など）。しかし、これらの指摘のほとんどは、ソーシャル・キャピタルに投資す

る、社会関係資本を整備する、という抽象的な言葉にとどまっており、それは具体的にどのような政策

を指すのかが必ずしも明確ではない。中小企業と地域社会との関わりの強さ・多様さをふまえると、ソー

シャル・キャピタルを増大させる政策の1つとして、中小企業政策を位置づけるという視点が重要では

ないだろうか。
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Local Community Activities of SMEs and
Local Government Policy:

A New Form of SME Policy by Local Governments

Tetsuo Honda

Summary

Conventionally, local governments’ small- and medium-sized enterprise（SME）

policies emphasize the role that SMEs play in local economies. However, SMEs

not only initiate the circulation of money to local areas but also promote learning

in members of the local communities, and maintain and develop these communi-

ties. It is important to understand that SMEs are not merely economic agents

but also social agents. If local governments focus on the role that SMEs play in

local communities, might they broaden their SME policies? Therefore, this paper

presents a case study of Osaka to consider a new form of SME policy by local

governments.
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