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企業による地域活性化
̶愛媛県西条市の事例からの考察̶

1．企業による地域活性化への着目
　人口減、税収減などにより地方行政力の低下が
長期的に継続する中で、地域活性化の担い手とし
て民間企業の役割が高まっている。企業側も本業
の売上や収益の拡大だけでなくCSV（クリエイ
ティング・シェアード・バリュー：共通価値の創
出）の観点からも事業所所在地域での社会的活動
を積極的に取り組み始めている。とりわけ、経営
資源を着実に持ち、外部ネットワークやチャネル
の形成力のある全国的な大手企業や地域ブロック
経済圏での有力企業の活動の重要度が高まってい
る。
　企業による地域活性化に関する先行研究では、

コトラー（1993）「地域のマーケティング」が、
経済開発の第一段階として製造業の雇用確保を目
的とした工場の誘致から始まり、第二段階には既
存企業の維持、新規企業の育成、観光業、輸出振興、
海外投資の誘致など複数の目標を持ち競争力分析
や市場でのポジショニングなど戦略を展開するよ
うになり、第三段階として製品開発や競争力のあ
るニッチを見つけようとすると分析する。
　さらに、内発的な取り組みが本来的な地域活性
化であるという捉え方で、山崎（2012）『コミュ
ニティデザインの時代』で、他者に頼った形での
財の生産を目指すべきではなく、自らがすでに持
つ資源、つまりは内部資源に依存した発展を目指

Point
❶  さまざまな業種の全国的な企業と地域の有力企業がともに事業展開する愛媛県西条市では、その両
方のタイプの企業による地域活性化の取り組みを事例として見ることができる。

❷  企業の地域活性化の取り組みについて、マーケティング論の「製品の階層概念」を適用し事例を整
理すると、製品のコア（基本コンセプト）、形態（差別化や特徴づけ）、付随機能（サービスや使い
方のソフト）に沿って整理でき、取り組みの特徴が明らかになった。

❸  企業による地域活性化とは、本業以外の文化・社会貢献として特別に取り組むことではなく、本業
に取り組むことで地域活性化につながることが多くあるということである。
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すべきであると主張される。関（2012）『地方を
豊かにする生き方』は、地域活性化を「20世紀後
半の経済発展モデルを乗り超えた新たなあり方」
として、人びとが生きがいを抱いて仕事ができる
環境の形成、人びとに役に立つ仕事の創造、そし
て限りある資源を有効に活用し循環型の持続でき
る地域社会を形成していくこととしている。これ
は従来の外発的発展に依存した地域経済の活性化
に頼るのではなく、自らが元来所有している資源
を基に、自らの手で能動的に仕事を創造していく
社会を理想として主張している。
　そして近年、企業の社会的貢献活動のテーマが
「SDGs」というコンセプトで編集、統合され、そ
の用語・概念は社会一般にも広まってきた。その
要素の一つとしても地域活性化の取り組みが一層
注目され、さらに、その実践が重要視されてきて
いる。
　本稿では、上記のような観点から企業による地
域活性化について着眼し、その実態や特徴を、特
定の地域（地方都市）を研究対象地域として事例
研究を行いたい。

2．愛媛県西条市を研究対象地域とする理由
　具体的な研究対象地域として、愛媛県西条市を
取り上げる。その選定理由は、第一に、本研究の
研究対象である全国的に事業展開する大手企業、
および、地域（愛媛県あるいは四国広域経済ブロッ
ク）での有力企業の双方が複数社進出しそろって
いることである。具体的には、花王（日用雑貨）、
クラレ（化学）、アサヒビール（飲料・食品）、コカ・
コーラ（清涼飲料）といった大手企業、および、
いよてつ髙島屋（百貨店）、四国電力（電力）、JR
四国（鉄道）、伊予銀行（地方銀行）など四国地域
の有力企業の拠点がある。
　第二に、西条市の産業構造も製造業、商業、鉄道、
金融など全般的にそろい、偏りが少ない。第三に、

事業所の立地がまとまっており、すでに行政の企
業連携ネットワーク組織が形成され地域の調整が
行いやすい。第四に、青山学院大学と歴史的なゆ
かり（青山キャンパスは江戸時代に伊予西条藩松
平家の江戸上屋敷であったという関係）があり、
青山学院大学ビジネススクールの地域調査研究に
西条市の協力・連携が得られることが挙げられる。
　
3．  西条企業の地域活性化に関する具体的な
動向

　筆者の研究室では、このように研究条件がそろっ
た愛媛県西条市をフィールドとして、それら外部
から参入した企業群の地域活性化の取り組み（地
域内発型の取り組み）について研究するため現地
にサテライト研究拠点を設け、数日滞在を数回に
わたり繰り返して当該企業の地域活性化の現状調
査を行った。その現状を踏まえ同社内の他地域と
の比較や、業界他社比較の分析からその取り組み
の特徴を明らかにする。本稿では花王、クラレの
2社について記述する 1。
　
3-1．花王（日用雑貨）
　花王は全社的な社会活動方針として「次世代を
育む環境づくりと人づくり」というテーマを掲げ
ている。さらに具体的活動としては、「手洗い講座」
「おそうじ講座」「環境講座」というタイトルでの事
業所所在地域の学校への出張授業が挙げられる2。
企業の製品に関係する領域での（企業の本業のビ
ジネス展開を通じた）生活の活性化ならびにその
生活啓発・教育を通じた地域活性化ということに
なるだろう。
　例えば、小学校低学年向けの「手洗い講座」で
は手洗いの大切さを伝える講義から始まり、実際
に手洗いの練習、さらにはローションとブラック
ライトを用いた汚れ落ちの確認など、座学による
知識提供だけにとどまらない実習形式授業を行っ

1    各社の記述の中で、「今後への期待あるいは可能性」と表現している箇所は、筆者の所見であり、当該企業が表明している計画や
意向ではないことにご留意いただきたい。

2    この項に関しては、佐伯悠（2019）『花王ケース』（青山学院大学総合研究所　研究ユニットプロジェクト）を参考にしている。
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ている。「おそうじ講座」では家事の疑似体験を通
じて、家族の中での自身の役割の理解、そして家
族への感謝の気持ちの醸成を目指している。小学
校高学年から高校生までを対象とする「環境講座」
では「いっしょにエコ」をテーマに、身近な商品（洗
たく用洗剤）を通して節水について考えることで、
受講者が日々の生活で環境に配慮した行動に取り
組むきっかけづくりを提供している。こうした学
校教育支援は事務局機能を本社で持ち、窓口対応
や講師派遣、さらには講師のインストラクション
スキル向上のための研修なども行っている。
　西条市にある愛媛工場では地域活性化の取り組
みとして、小学校などからの工場見学を受け入れ
るとともに、①自社でないとできない教育を地域
住民に提供する、②自社の取り組みを通じ家族の
つながりを強化する、③自社の取り組みを通じて、
地元への愛着を醸成する、という3つの方針を掲
げ、「花王ファミリーコンサート」「新生児紙おむ
つ寄贈」や地域の祭り・イベントへの参画などの
地域向け活動を展開している。
　
3-2．クラレ（化学）
　クラレの製品内容は長期的に大きく変化し、か
つての繊維から次第に化学製品の構成比が増え、
現在では化学素材メーカーに変貌している。そし
て、化学物質を取り扱う企業として製品開発から
廃棄までの全サイクルにおいて環境・安全に関わ
る対策を講じる自主管理活動「レスポンシブル・
ケア」を展開している。
　西条事業所の歴史は古く1936年（昭和 11年）
からであるが、その生産内容も本体同様に大きく
変化し、レーヨン関連の生産は1995年で終了し、
現在の主力製品はポバールフィルム（パソコンモ
ニターなどデジタル機器の表示に欠かせない偏光
フィルム材料）や高機能な極細繊維不織布などに
なっている。
　西条事業所開設当初から地域に住む従業員に向
けた福利施設が整備され充実していたのがクラレ
の特徴で、現在の事業所敷地には体育館・野球場・

テニスコートなどが備えられている。敷地内には
桜が数多く植えられ開花時期には桜並木となって
美しい。そこで春には地域住民に事業所敷地の一
部を公開し「観桜会」を開催している（夏時期は「サ
マーフェスティバル」を開催）。また近隣の学校な
どの工場見学を受け入れ、小学生向けの「わくわ
く化学教室」も開催している。「クラレ文庫」とし
て図書を寄贈するなど地域対応に数多く取り組ん
でいる。
　そもそもクラレグループは、初代社長の大原孫
三郎氏が設立した公益財団法人大原美術館の支援
を継続的に実施するとともに、事業所での文化活
動の支援を行っている（文化領域への取り組み）。
また健全な青少年育成を目標に、各事業所で少年
少女化学教室の開催、社外イベントへの参加、ス
ポーツ大会の主催などを実施した（学術領域への
取り組み）。福祉領域については、知的障がい者の
就労支援・雇用数の維持・定着を図るため各事業
所で作業施設を運営するとともに、「クラレふれあ
い募金」の寄附などを実施している。環境領域に
関しても「クラレ岡山みらいの森」「ミラバケッソ
の森づくり」（新潟）が実施されているが、西条事
業所では他と同様に清掃ボランティアが継続され
ている。
　さらに西条事業所近辺には開設当初から従業員
の福利厚生施設として発祥し、その後市民の施設
として継承されたものがいくつもある。病院（現
在の西条中央病院）、教会（栄光教会・幼稚園）は
その事例である。加えてクラレ発祥地の倉敷と同
様に民藝コレクション拠点「愛媛民藝館」が第2
代社長大原總一郎氏の提唱により設立され、その
後も長年クラレ退職者が運営支援するなど文化活
動を継続してきた。それらはクラレの運営施設で
はないが、これは、企業が地域で取り組んだ活動が、
時間を経て地域の住民や団体の運営となり生活の
資源になっているということである。企業による
地域活性化の理想というべき取り組みではないだ
ろうか。
　しかしながら一方で民藝についての西条の課題

企業による地域活性化
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が、他地域との比較から明らかにもなった。民藝
をテーマにする地域活性化は、盛岡、鳥取、松本
などで取り組まれ、近年になってその情報発信が
活発に行われている。
　例えば、盛岡では、大正期、宮沢賢治と盛岡高
等農林学校で同窓だった農業書などの出版社「光
原社」を経営する及川四郎が、昭和になって南部
鉄器、生活雑貨（かご・民具）、ホームスパンなど
民藝の育成に取り組みはじめ、現在では、それら
コレクションを販売する店舗や民藝的な空間での
喫茶を展開し、一種の民藝をテーマとする店舗が
連なる街なみを形成するまでに発展している。行
政もそうした地場産業の振興と観光の拠点として
「盛岡手づくり村」を郊外部に開設し人材育成にも
力を注いでいる。
　また鳥取では、昭和初期に耳鼻咽喉科医院を開
業した吉田璋也がプロデューサー的に地域の陶芸
家や手仕事職人を育成し、自ら民藝店や民藝空間
のある飲食店を経営するなど民藝をテーマとする
文化育成、人材育成のコミュニティ活動として発
展してきたのである。
　しかし西条は、四国でただ一つの民藝館を持ち
50年の歳月を経るものの、盛岡や鳥取のように地
域住民から民藝運動の推進役が生まれず、民藝運
動は広がっていない。これはクラレの課題ではな
く、西条の地域住民や行政の課題ということだろ
う。今後民藝をテーマにしたクリエイティブな文
化活動（とりわけ西条特産の林産や紙などを活か
したクラフト創作など）が若い人材の覚醒や技術
を持つ移住者の増加策などにより、地域から草の
根的に民藝運動が高まり広まっていくことに期待
したい。
　
3-3．四国の地域有力企業
　西条市で展開している四国の地域有力企業とし
ては、「いよてつ髙島屋」「四国電力」「伊予銀行」「JR
四国」などがある。これらは、筆者の研究プロジェ
クトではまだ研究途上にあるが、同業他社の取り
組みと比較する観点から考察すると、現時点で、

以下のような分析仮説が挙げられ、地域活性化の
期待が持たれる（本稿では、いよてつ髙島屋、四
国電力について述べる）。

いよてつ髙島屋

　株式会社伊予鉄髙島屋は、愛媛県の代表的な交
通企業伊予鉄道と髙島屋が出資している百貨店で
ある（店舗名：いよてつ髙島屋）。伊予鉄道のター
ミナルである松山市駅に大規模な店舗を構えてい
る。一方、新居浜・今治・四国中央・大洲・宇和
島など県内8カ所にギフト商品の品ぞろえを主体
とした小型店舗を展開している。現在、地方百貨
店でこれだけの拠点数で地域展開している企業は
全国的にも少なく、それだけでも同社の地域活性
化の取り組みは評価できる。
　西条ショップは、西条地域特産品などは現在取
り扱っていないが、業界他社である松山三越（三
越伊勢丹ホールディングス）のように、地域産品
の掘り起こしやプロモーション、全国グループ店
舗への商品の波及、販路形成なども可能だろう。
　
四国電力（電力）

　四国電力は、地域の消費者に向け「ヨンデンプ
ラザ」という名称で、電化生活の充実へ向けた生
活提案型のショールームを高松や松山で展開して
いる。その他、広報誌「ライト＆ライフ」の定期
的な発行を通じて四国各地の地域資源発掘をして
おり、その編集力と発信力を西条の行政・民間企
業・住民団体などが活用していくべきだろう。ま
た「よんでん文化振興財団」による地域芸術支援
も期待したい。

4．  まとめ－愛媛県西条市における企業による
地域活性化

　コトラーのマーケティング理論で、製品を3つ
の階層、すなわち、①製品のコア（顧客にとって
の基本便益・機能）、②形態（コアを見えるように
する形状やデザイン、ブランド・ネーミング）、
③付随機能（アフターサービスや使い方などのソ
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フト、アドバイスなど）で捉える概念がある。企
業による地域活性化の取り組み構図を、この概念
で整理すると図表のように考えられる。
　顧客に向けた地域活性化施策の構想アプローチ
として、第一に基本機能からは企業のコンセプト
を確認した上でその理念を反映した活動が考えら
れる。第二に、形態からの発想では、その製品戦
略の対象のセグメントへの対応となる。花王の西
条工場の製品：紙おむつなどの購買層は、若い母
親層および新生児でありそのセグメントに向けた
イベント開発は地域活性化のコンテンツになりそ
うだ。第三に、付随機能からは、花王の手洗い講座、
おそうじ講座のように、製品使用の啓発、長期視
点での需要創造と見ることができる。
　他方、製品生産を支えるマネジメント領域につ
いて、特にクラレの従業員の福利厚生（図表左側）
は、年月を経て地域住民にとって重要な拠点になっ
ており、従業員の生活の活性化と充実は地域の活
性化につながっていく。
　マーケティング論でいう製品戦略の考え方が、
企業の地域活性化の説明にも適用できるというこ
とは、企業による地域活性化とは文化・社会貢献

活動と特別扱いするのでなく、本業ビジネスに取
り組むことで、自ずと地域活性化となることが明
確になったのである。
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図表　企業による地域活性化

企業が提供する製品の「階層概念の理論」を適用して考える

（■従業員の福利厚生）
- クラレ：病院、教会、
運動施設

■基本機能からの発想
- 花王：次世代を育む
環境づくりと人づくり
- クラレ：独創性の高い技術で
新領域を開拓

■形態からの発想
- 花王：製品の対象顧客
＝若い母親へ向けた対応

■付随機能からの発想
- 花王：手洗い講座、
おそうじ講座
（使用啓発・需要創造）

（■生産・施設運営）
- 水・エネルギーの
有効活用
- 資源循環

製品の捉え方
階層の概念

出所：  宮副謙司（2019）（コトラー（1983）『マーケティング
原理』ダイヤモンド社、pp.305-307をもとに作成）
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