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社会的責任に関する国際規格である ISO26000
が発行されて既に 3 年以上が経過した。ISO26000
は認証を目的とした規格ではないため、ISO9001
や ISO14001 のような認証規格と比較して新聞等
の記事掲載数も少なく、普及しているのか否か実
情はつかみづらい。上場企業だけに絞ってみると、
CSR 報告書等において自社の活動と ISO26000 の
中核課題との対照表を掲載する等、多くの上場企
業がそれなりに ISO26000 を活用しているようで
あることが伺える 1。

一方で中小企業においては CSR について「知
らない」「言葉を聞いたことはあるが内容は知らな
い」という企業が半数にのぼることもあり 2、ガ

イドラインとしての ISO26000 を活用して自社の
CSR を進めていこうという企業は少ないのではな
いかと想像される。

そのような中、中小企業の CSR 推進の支援をし
ていくための取り組みとして企業認証制度を創設
している自治体も出てきている。本稿ではそれら
の制度の現状と課題について考えてみたいと思う。

1．横浜市『横浜型地域貢献企業認定制度』
自治体による企業認証のさきがけとなったのは

横浜市の『横浜型地域貢献企業認定制度』である。
同制度は ISO26000 の発行より 3 年ほど前の 2007

（平成 19）年に創設された。横浜市の制度の特徴

自治体によるCSR企業認証の現状と
今後の方向性

Point
❶  中小企業の CSR 推進支援のため CSR 企業認証制度を創設する自治体が出てきている。
❷  先行自治体の認証制度は、認証企業自体は多いものの認証企業の業種に偏りがある。
❸  さいたま市の認証制度はチェックリストによる自社診断、CSR コミュニティーの形成等優れた制

度であるが認証参加企業が少ないという問題を抱えている。
❹  自治体による CSR 企業認証制度は、CSR に終わりはないことから進行形の認証制度とし、守り

の CSR に加え攻めの CSR に取り組ませ、多くの企業が参加したくなるようなインセンティブを
開発し、CSR をキーにした企業間交流による地域活性化・産業振興につなげていくべきである。
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1   ISO26000 を参考に IQNET が開発した IQNET SR10 という社会的責任に冠する第三者認証を、一般社団法人日本品質保証機構
が 2013 年から開始しているが現時点での認証取得企業は 0 である。

2  さいたま市 CSR 活動認証制度設計に関する調査研究（2012 年）のアンケート結果より。
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は『横浜という地域社会を意識した地域貢献企業』
の認定である点である。

地域や社会を意識して、地域に根差して事業活
動を行い、地域貢献の視点を持って社会的事業に
取り組み、地域と共に成長・発展を目指す企業を
横浜型地域貢献企業とし、それらの企業にスポッ
トライトを当て地域と共に永続的に成長・発展し
ていくように支援していくことで横浜経済の持続
的発展につなげることを同制度の目的としている。

認定の評価は、
① CSR システムの構築（システム評価）
② 一定の項目数を超える地域貢献への取り組み

（地域性評価）
からなり、①、②を両方確認できた場合に、「横

浜型地域貢献企業」として認定するとされている。
①のシステム評価は地域貢献活動を継続的に取り

組むための経営システム（Plan → Do → Check → Act
の仕組み）が構築されているかどうかを評価する
ものであり、例えば、地域や社会への視点を組み
込んだ経営ビジョンの策定・周知状況等について
チェックされる。

②の地域性評価は必須項目としてコンプライア
ンス、重要項目として地域社会貢献、地元活用・
志向、雇用、環境、品質、一般項目として財務・

図表 1　「横浜型地域貢献企業認定制度」地域性評価項目

出所：公益財団法人横浜企業経営支援財団HPより
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業績、労働安全衛生、消費者・顧客対応、情報セ
キュリティの計 10 項目があり、最上位認定で 7
項目以上、上位認定で 5 項目以上、標準認定で 3
項目以上クリアが条件となっている。

加えて
a）横浜という地域特性や文化を重視した取り組み
b）横浜在住者限定の取り組み
c） 取り組みの対象者の割合が横浜在住者 50% 以

上であること
のいずれかを満たすことが求められている。

認定企業のメリットとしては
1）PR ツールとしての認定マークの利用
2）横浜市ホームページ（以下 HP）等による PR
3）認定企業対象のセミナー等
4）低利融資
5）横浜市公共工事発注における優遇
である。

同制度の認定は無料で、認定企業は 2014（平成
26）年 3 月末で約 280 社にのぼっており、認定さ
れることによりメディア掲載が増え従業員が自社
に誇りを持ち社内活性化した、取引先からの信頼

度が増した等の効果が上がっている。同制度は企
業規模を限定していないが、大半の認定企業は中
小企業であり、中小企業に CSR の意識を芽生え
させ取り組みをさせていくきっかけとなってい
る。一方で公共工事発注における優遇を認定企業
のメリットとしたこともあり、公共工事に関連の
ある業種の企業が多数応募し認定されており、認
定企業の業種に偏りが出ている点が同制度の課題
として挙げられる。倫理観や使命感、気持ちで
CSR を進めていく企業と公共工事受注という不純
な動機のために地域貢献、ひいては CSR を進め
ていく企業では取り組みにも先々に差が出てくる
のではないか、不純な動機から進めた CSR に永
続性はあるのだろうかという懸念を筆者は持って
いる。

2．	宇都宮市『宇都宮まちづくり貢献企業認証
制度（宇都宮版CSR）』

『横浜型地域貢献企業認定制度』を参考にして
2008（平成 20）年に創設されたのが、『宇都宮ま
ちづくり貢献企業認証制度（宇都宮版 CSR）』で

図表 2　「宇都宮まちづくり貢献企業認証制度」評価項目

出所：CSR宇都宮HPより

自治体によるCSR企業認証の現状と今後の方向性
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ある。宇都宮のまちづくりの一環として、地域に
おける CSR 活動を活発化し、市民・企業・行政
の協働のまちづくりを進めることを目的に創設さ
れ、CSR（企業の社会的責任）活動に取り組み、
宇都宮のまちづくりに貢献する企業（事業所）を
認証するとしており、横浜市の『地域貢献』に対し、
宇都宮市は『まちづくり』をキーワードとした制
度である。

評価項目は必須項目としてコンプライアンス、
CSR 推進計画、一般項目として人づくり、魅力あ
るまちづくり、活力あるまちづくり、協働のまち
づくり、地元密着・地域志向、雇用・労働、環境、
消費者・顧客対応の計 10 項目であり、必須項目
のコンプライアンス、CSR 推進計画に加え、一般
項目の 3 項目以上をクリアし、さらに、企業規模
別の基準点数以上の取り組みを実施することで認
証される。

認証企業へは
1）認証書、マークの付与
2）HP 等による認証企業の PR
3）低利融資
4）公共工事入札優遇
5）入札参加資格審査項目に同制度を追加
といった支援が行われる。

同制度の認証も無料であり、平成 25 年度末ま
でに認証した企業数は 110 でそのうち 99 社が中
小企業である。一方で建設業が 63 社を占め、横
浜と同じような課題を内包している。

3．	さいたま市『さいたま市CSRチャレンジ
企業認証制度』

①さいたま市の制度
さいたま市では清水市長が 2009（平成 21）年 5

月に「絆」をキーワードに新しく就任し、「さいた
ま市しあわせ倍増プラン 2009」が策定された。そ
の中で企業の CSR 活動の認証制度を創設・推進
すると決定したことをきっかけとして 2012（平成
24）年に中小企業を対象として制度が創設され
た。さいたま市では CSR は単なる社会貢献・地

図表 4　さいたま市 CSR チェックリストの構成

出所：さいたま市CSRチェックリスト

図表 3　さいたま市 CSR チェックリスト

出所：さいたま市CSRチェックリスト
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域貢献ではなく企業経営そのものであり、CSR に
取り組むことで会社をより良い方向に導き産業振
興につながりひいては中小企業育成の一貫策であ
ると考えており当制度のキーワードは『産業振興』
である。

さいたま市では制度創設に当たって、市内企業
に CSR 活動の具体例として 1）自社のため、2）
お客さまに対して、3）従業員に対して、4）取引
先に対して、5）株主・出資者に対して、6）地域
社会に対して、7）社会全体に対して、に対応す
る計 126 項目を例示し各項目に対して実施の有無
を問うアンケートを実施している。

アンケート結果を受け、アンケート 126 項目を
ベースに絞り込みを行い、加えて新たに付加する
項目を整理し、最終的に 90 項目からなるチェッ
クリストを作成した。

チェックリストは企業の存続に必須の取り組み

であり「～しなければならない」という要素で成
り立つ『守る CSR』31 項目と、自社にとってプ
ラスになることが社会にとってもプラスになる取
り組みとの認識の下で、企業の使命に基づき「～
をしたい」という要素で成り立つ『伸ばす CSR』
59 項目で構成されている。『守る CSR』の内 50%
以上かつ『伸ばす CSR』の内 20% 以上をクリア
することが認証の条件であるが、チェックリスト
はさいたま市の HP やパンフレット等で広く公開
されているため、認証を希望しない企業でも
チェックリストを活用して自社がどのような状況
にあるのか簡単に自己診断できる全国初の秀逸な
リストであり、中小企業 CSR の解説書でもある。

認証のメリットとしては、
1） さいたま市商工見本市での認証式や市の広報、

HP での PR
2）「さいたま市 CSR コミュニティー」への参加

図表 5　さいたま市 CSR チェックリスト項目例

出所：さいたま市CSRチェックリスト

自治体によるCSR企業認証の現状と今後の方向性
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3）企業ロゴマークの使用
である。

認証のメリットを設計するに当たり、さいたま
市は市内企業にヒアリングを行っている。ヒアリ
ングの結果、「さいたま市に認証されることだけで
も意義があり、取引先からの信用や従業員が誇り
を持つ」「CSR は長いスパンで見れば返ってくる
ものだということが理解されないまま、短期的な
メリットだけ追及していく会社が増えるようなイ
ンセンティブなら、ないほうが良い」といった意
見もあり、他自治体の制度にある低利融資や公共
事業の入札優遇といったメリットはあえて採用し
ていない。代わりに、同制度の目玉とされている
のが「さいたま市 CSR コミュニティー」への参
加である。中小企業は人やもの、お金、アイデア
に限界があるため、方向性が同じ企業同士で励ま
し合って CSR を勉強し、自分たちの企業の強み
はどこなのか、守りを固めるのにはどうしたらい
いのかを一緒に学んでいき、自分たちの地域の
ニーズを踏まえて新しいビジネスチャンスをつ
くっていくことを考えていくといったように、
CSR をキーにシナジーを起こしていくコミュニ
ティーの形成を目指している。これまでに CSR
コミュニティーで行われたこととして、CSR を学
んでいくセミナー（エグゼクティブセミナーやミ
ドルマネジメントセミナーをそれぞれ毎月開催）
や認証企業の FM ラジオへの出演、川崎異業種交
流会との企業交流会、CSR サミットの開催（2013
年）等が挙げられる。CSR コミュニティーの高い
志を表現すべく、コミュニティーの今後一層の充
実とシナジーを起こしていくことに期待したい。

同制度の認証は先行 2 市同様無料である。認証
企業は制度発足から 2 年目の平成 25 年度末時点
で 21 社である。横浜や宇都宮のような業種の偏
りはない。しかしながら、横浜は毎年 30 ～ 40 社
の認定、宇都宮は毎年 20 社前後の認証であるの
に対し、さいたまは初年度 15 社、2 年目 6 社と他
市に比べ少なく、2 年目で早くも認証数が減少し
ている。

②さいたま市の制度の課題
先行 2 市の制度を研究し、制度設計においては

アンケートやヒアリングも行いながら独自の制度
をつくり上げたさいたま市の認証制度であるが、
今後同制度を発展させ産業振興に結び付けていく
ためには下記三つの課題があるのでないかと考え
ている。

1）	さいたま市のCSRトップランナーが認証制度に

応募していない

『さいたま市 CSR チャレンジ企業認証制度』と
いう名称が示す通り、同制度は CSR に取り組む
意欲のある中小企業を「CSR チャレンジ企業」と
して認証し、中小企業がより高次元の CSR の実
現に向け明確に目標を定め継続的に実施していく
ことを支援する進行形の認証制度である。先行 2
市は CSR の取り組みを行った結果の認証である
ため、既に CSR において高次元にある企業も認
証されているが、さいたま市は取り組み途上の企
業が多いのが特徴である。進行形の認証制度で企
業のさらなる取り組みの推進を支援していくこの
制度の仕組み自体は問題ないが、やはり CSR 認
証企業間の交流やシナジーの期待、産業振興を考
えるとトップランナー企業が参加できる仕組みも
必要であろう。「CSR チャレンジ企業認証」の上
位に位置し、チャレンジ企業の卒業生も参加でき
る「CSR トップランナー認証（もしくは CSR 本
認証）」のような制度を創設し、チャレンジ認証で
裾野を広げより高次へと導き、トップランナー認
証で中小企業 CSR の最先端を目指していくべき
であろう。

2）参加企業数が少ない

前述のトップランナーが参加できる仕組みの構
築に加え、さらにインセンティブの開発が必要で
あろう。しかしながら自治体の財政負担には限度
があるため知恵を絞って財政負担のない形でイン
センティブを開発しなければならない。CSR に取
り組むことの効果として市報等で自社の取り組み
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が掲載されることで社員が自社を誇りに思い、モ
チベーションがアップするという効果がある。例
えば、コミュニティーバスやそのバス停への企業
名掲載の無料化や認証企業付近を通過する際の車
内アナウンス等、企業や従業員が魅力的と感じる
ようなインセンティブの開発が期待される。

3）CSRコミュニティーの運営

高い志を持った CSR コミュニティーを発展さ
せるため、前述のトップランナー参加による活性
化に加え、シナジーを生み出すようなさまざまな
仕掛けが必要だと筆者は考えている。前述の通り
さいたま市主催で CSR サミットが昨年開催され、
横浜市の認定企業等が参加して交流が図られた。
今後は CSR という同じ志を持った多様な地域の
多様な業種、多様な取り組みの企業同士が交流し、
中小企業の活性化につなげていくべきである。

4．さいたま市以降の動向
さいたま市の制度創設に刺激を受け、他の自治

体でも CSR の認証制度を創設する動きがある。
川口市ではさいたま市の制度を参考に 2013（平

成 25）年から『川口市地域貢献事業者認定事業』
を立ち上げた。地域社会への貢献活動を行ってい
る事業者を認定・支援するものであり地域社会へ
の貢献・まちづくりに絞り、目標設定や宣言をさ
せているさいたま市と同様の進行形の制度であ
る。川口市ではさいたま市のチェックリストをよ
り簡略化したチェックリスト等で認定している。
地域貢献がテーマであることから初年度認定企業
16 事業者のうち 7 事業者が、商店会や協同組合、
協会等の団体である。

沖縄県では人材育成にテーマを絞った『沖縄県

人材育成企業認証制度』を 2014（平成 26）年に
創設し 3 社の認証を行っている。

また、埼玉県や千葉県の自治体の中でも今後の
制度創設を検討している自治体があるようである。

5．自治体による企業認証のあるべき方向性
大企業と異なり、お金も人も資源も限られる中

小企業の CSR を推進していくためには、自治体
の支援が欠かせない。横浜市・宇都宮市に始まり、
さいたま市で仕組みや方向性が見えてきた自治体
による企業認証制度はどうあるべきであろうか？

CSR の取り組みには最終形や正解があるわけで
はなく、CSR に終わりはない。

そういった意味では、認証が終わりではなく、
認証されると共にさらに高みを目指していく進行
形の認証制度こそが必要であろう。

また、地域により文化や背景、抱えている社会
問題等が異なることもあり、認証の目的がまちづ
くりや地域貢献等地域の課題を解決できる事項を
掲げる必要もあるだろう。一方でその根底には地
域の企業の活性化、産業振興があることから、
CSR の観点から事業活動を見直し実質的な経営改
革に着手させていく守りの CSR に加え、攻めの
CSR に取り組ませていく仕組みも必要である。さ
らに認証企業に偏りなく、さまざまなそして多数
の企業が参加し認証されていくような仕組みづく
りやインセンティブの開発をしていくことも求め
られる。そういった中で、CSR をキーにした企業
間の交流、地域を越えた交流等から新たなシナ
ジーが生まれ、新しいビジネスチャンスが構築さ
れ地域活性化・産業振興につなげていく、そのよ
うな制度と取り組みを行っていく自治体が増えて
いけば良いのだがと筆者は考えている。

自治体によるCSR企業認証の現状と今後の方向性




