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＜地域交流・国際交流部門＞ 

 

愛知教育大学生によるCSR普及活動 

 
石黒 誠(国際文化4年) 他 学生14名 教職員１名 

 
１．活動概要 

CSR とは企業の社会的責任のことであ

り、その重要性からここ数年で知名度は高

まってきた。そこで、愛教大生が地域の企

業の活動に注目して自分たちの目で見て

感じ報告することで、社会での知名度をよ

り高めることに貢献しようとする活動で

ある。 
 

２．実施状況 

計画していた刈谷市内の中小企業 3 社

(角文、藤久運輸、近藤組)には 6～7 月の

間にヒアリングをしに行くことができた。 

 「事業者と学生のための次世代セミナー」

にて、刈谷市の商工会議所の方々や、中日

新聞社、その他地域の関係者の前で CSR 活

動やヒアリングした中小企業の活動を紹

介することで、普及に貢献した。 

 はとり中学校にて、中学生を相手に CSR

活動に関する授業を展開、若い世代への普

及活動を行った。 

 愛知県庁にて、愛知県内の産業(主にリ

ニア事業、MRJ 事業、観光振興)についての

レクチャーを受けた。リニア事業では、完

成後の東京-名古屋の発展と、どのように

リニア建設が進められているのか説明を

受け、リニアの完成が愛知県にもたらす効

果などについて、プラス要素とともに、不

安視される点についても知ることができ

た。MRJ に関しては、愛知県の三河地方が

自動車の地域に対して、尾張地方が航空産

業の地域であることが分かり、中小企業の

活性に関してその影響やつながりを知る

ことができた。観光振興については、愛知

県内にあるもので、現在県がプッシュして

いる事業や、眠った観光資源について紹介

していただいた。観光振興については、現

在近鉄リテーリング社の CSR事業と共同で

進めているあいち観光まちづくりアワー

ドに役立てることにしている。 

 現在、近鉄リテーリング社の CSR 活動に

我々も参加し、愛知県庁主宰の「愛知学生

観光まちづくりアワード」に刈谷 PA・ハイ

ウェイオアシスを舞台に県内の名産品を

用いて来場者に愛知県の観光スポットを

宣伝する企画を提案している。本企画は現

在、最終審査の段階まで残っており、実際

に採用されれば刈谷 PA・ハイウェイオアシ

ス内で実行され、我々自身が企業の CSR 活

動を経験することとなる。 

 

３．成果 

6～7 月に行った、刈谷市内の中小企業の

ヒアリングの結果は以下の通りである。 

藤久運輸 

・新入社員の減少を受け、認知度の向上が

必要となり、活動開始。情報発信ツールと

して CSR 活動を活用。 

・運送業であるので、警察と連携して「思

いやり運転モデル事業所」という CSR 活動

を行っている。 

・社内では、環境保全活動として空き缶の

回収も行っている。 

・CSR 専門の部署は設けていないが、社内

で連携をとれるよう、部署ごとに CSR のリ

ーダーを設けている。各部署から代表者を

選出して CSRに関する委員会を結成してい

る。→社内に CSR 活動が浸透。 

・今後は、東京・大阪のグループ会社と連

携して活動。被災地ボランティア、ベルマ
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ーク、使用済みプリカ、書き損じはがきの

回収などを視野に入れている。 

 

近藤組 

・創業 50 周年の際に、コスト重視の時代

から環境に配慮した企業・経済活動が求め

られていると感じたことから CSR活動を始

める。 

・以前はプルタブを回収し、車椅子の製作

費用にする団体と連携も行っていた。CSR

にかかるコストも計算し、本業を優先しな

がら身近な CSR 活動に注力している。 

打ち水やごみ拾いなど、現場ごとに求めら

れる取り組みを行う。 

・アティックアート(障がい者により描か

れた絵)を全体に施したティッシュ箱を製

作。今後はバスの車体にも施す活動も視野

に入れている。 

 

角文株式会社 

・ビオトープを作る技術を活かした CSR が

代表的。 

 
角文株式会社のビオトープの前にて。 
 
・自社の建設したマンションの敷地内や、

刈谷市内の小学校でビオトープを設置し、

ランニングコストを収益にすることに成

功している。(CSV の達成) 

・社員に、水生生物や昆虫(ホタルが代表

的)の飼育に長けた人物がおり、この人物

が中心となってビオトープで飼育してい

る。小学生相手に川魚の放流体験も実施し

ている。 

・ビオトープをはじめ、自然に親しみを持

てるマンション建設は強みであり、都会に

はない自然を感じられるマンションは好

評で半田市に建設したマンションは完売

になった。 

・業績が好調かつ、社長が CSR 活動に寛容

なため、社員の CSR に関する提案が通りや

すく積極的に CSR 活動に取り組んでいる。 

以上が、刈谷市内の中小企業 3 社の CSR

活動である。 

 

 

角文株式会社本社外観。壁面緑化を取り入

れ、環境にも配慮している。 

 

 3 社のまとめをすると、以下のようになる。 

・中小企業は大企業と比較すると事業規模

が大きくはないため、より地域に密着した

CSR 活動を行う傾向がある。よって、企業

の CSR 活動は地元を対象に展開される。 

・社員の声が社長まで届きやすいため、フ

ットワークが軽く、大企業が目を向けにく

い種類の CSR 活動を行なっている。 

・CSR 活動の種類によっては、自社の収益

につながる可能性がある。また、企業の評

判が上がったり、CSR 活動をきっかけにし

た仕事の依頼を受けたりするため、本業の

追い風になる場合がある。 
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・CSR 活動を通じて、社会との繋がりが強

固なものになり、知名度UPに繋がったり、

地域の企業として存在感の大きなものに

なったりする。 

 

普及、という面では大学の定例記者会見、

保護者懇談会でのパネル掲示を通して行

ってきた。 

また、秋祭では保護者懇談会で作成したパ

ネルを再び掲示することで本学の学生へ

の普及を行った。 

「事業者と学生のための次世代セミナー」

において、これまでヒアリングを行った企

業の社長の方々や、刈谷市の商工会議所、

中日新聞社、本学学生、その他一般の人々

の前で、CSR についての概要と、我々が行

った刈谷市内の中小企業 3社のヒアリング

内容のまとめの発表を行った。 

 このイベントは、中日新聞の紙面でも取

り上げられたため、三河地方を中心に我々

の活動が広まり、企業の CSR 活動の認知周

知に繋がったと考えられる。 

 

４．今後の展望 

 「事業者と学生のための次世代セミナー」

にて、我々が刈谷市内の中小企業の CSR を

取り上げ、発表を行ったため、現在 CSR 活

動に力を入れていない他の企業も今後取

り組む刺激になったのではないかと考え

ている。 

 また、そのセミナーには本学の学生も参

加しており、今後行われる就職活動におい

ても、CSR 活動が企業を選ぶ際のヒントと

なることが予想される。 

 ヒアリングを行った企業のうち、角文株

式会社は小学生を相手にした CSR活動を行

なっているため、本学と産学連携の形を取

って新たなCSR活動を行うことができるの

ではないかという期待も持てる。この CSR

活動を行うことにより、本学の学生として

は、子供と触れ合う機会の増加や、企業と

繋がって活動すること、企業の CSR 活動を

知る場となる。また、企業としても学生と

共同で活動することで新たな PR の場とな

る可能性がある。 

 愛知県庁主宰の、あいち学生観光まちづ

くりアワードで、好成績を収め、実際の近

鉄リテーリング社と共同での企画が成功

すれば、本学としても、産学連携でのまち

おこしの一翼を担うことになり、良い PR

の機会となる。また、近鉄リテーリング社

の CSR 活動であるので、CSR というものの

直接的な普及に貢献することになる。 
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５．決算（予算：329,160 円） 
使用内訳 支出額（円） 差引（円） 
予算  329,160 
H29.6 月分

の県内出張

(藤久運輸倉

庫株式会社) 

 
 

5,800 

 
 
 

323,360 
H29.7 月分

の県内出張

(角文・近藤

組) 2,000 321,360 
H29.9 月分

の県内出張

(県庁・椙山

女学園) 44,360 277,000 
消耗品（USB
メモリ他） 37,444 239,566 
書籍(経済学

用語辞典－

経済学入門

シリーズ他) 48,687 190,869 
H29.11 月分

の県内出張

(県庁・椙山

女学園) 22,260 168,609 
H30.3 月分

の県内出張

(予定－愛知

大学名古屋

キャンパス) 13,060 155,549 
合計 173,611 155,549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
６．メンバー 

番号 学年 氏名 所属 

1 4 石黒 誠 国際文化 

2 4 西田 梨絵 国際文化 

3 4 堀井 麻衣 国際文化 

4 4 近藤 克樹 初等社会 

5 4 鬼頭 宏和 初等社会 

6 4 嶋倉 進一 初等社会 

7 4 竹内 章一郎 中等社会 

8 3 熊谷 司 国際文化 

9 3 福田 美咲 国際文化 

10 3 村松 由菜 国際文化 

11 3 西脇 愛 国際文化 

12 3 畠山 泰輔 初等社会 

13 3 武田 勝人 初等社会 

14 3 杉山 凜 初等社会 

15 3 森 真由 初等社会 

16 引率 西尾 圭一郎  

 

 

 


