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要　旨

本紀要前号所収「各種事業所と地域社会の関係考－帯広調査を念頭に」で帯広市に存する各種事

業所の量的概況、各種団体の対地域社会関係諸類型を基とした考察、そして1 1例の事業所と当地域

社会との関わりを見た後、本邦都市社会学テキスト類を取り上げ、それらの中でこの研究課題に関

わるどのような章が設けられ、どう論じられているかを確かめた（充分には論じられていなかった）。

本稿では、前稿で取り上げたこの関係のありよう諸側面の考察をいま一歩深めるため、改めていく

つかの関連文献をひもとき、帯広調査研究の枠組みを磨くこととした。検討したその諸側面は、一

つは（1）生産・建設・運輸、商品・サービスの提供、すなわち事業所がそれらを通して、当地ない

し当地外に生きる人々の生活や他事業所の経営へ提供し、生活や経営を支える側面、二つは（2）雇

用・勤め先・働く場、すなわちそこに生きる人々が働き、生活費を得る場を成すという側面、三つ

は（3）連合体の結成と活動、（4）常連・馴染み関係、（5）対内活動の明示化、（6）マチの景観を形

作るもの、および新たに加えた（7）逆機能的側面、（8）これらが地域社会史の一翼を担って来たこ

と、すなわち付随的あるいは潜在的機能に関する側面である（下線部分は本稿で加筆）。十数点の関

連文献中でこれらがどのように指摘されているかを探った。それらによって得た点は、一つに都市

社会の社会学的研究を行なうに当たって、その地に存する各種事業所を真っ正面から取り上げるこ

とは、困難であれ、他の諸分野の研究成果に拠りつつ、為すべき作業と思われたこと、二つに先行

研究の多い企業城下町や地場産業を持つ都市、そのどちらでもない帯広市での理解を進めるには、

中小企業論など一般論から学ぶことが順当だろうと思われたこと、三つに帯広市に“生きる”人々、

その人々が形成している各種集団・組織に目を向けるという態度は間違いではないと思われたこと

である。

はじめに

「わが国地方都市・帯広市の社会構造と社会変動把握」を年来の研究課題とし、前稿「各種事業

所と地域社会の関係考－帯広市を念頭に」（本紀要4 5－１号所収）で、まず人口約1 7万の北海道帯広

市に存する約１万の事業所群について産業分類を考慮しつつ概観し、合唱サークルや町内会など各

種団体の対他各種団体および対地域社会関係のありようの諸類型を基に、各種事業所の対地域社会
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関係を検討した。そして1 1の事業所（酪農家ＰＡ農場、建設業界最大手ＱＡ社、大手電機子会社Ｒ

Ａ社、老舗大型店ＳＡ、著名なレストランＴＡ、地元パチンコ店ＵＡ、総合病院ＶＡ、信用金庫Ｗ

Ａ、運転代行ＸＡ社、地域情報紙ＸＬ社、帯広市役所）と地域社会としての帯広市との関係を考察

して６点を挙げた。すなわち、（1）商品・サービスの提供、（2）雇用・勤め先、（3）連合体の結成

と活動、（4）常連・馴染み関係、（5）対内活動の明示化、（6）マチの景観を形作るもの、だった。

なお、ここで各種事業所とは、商業、金融業、製造業、建設業等の営利企業だけでなく、官公庁、

病院、学校、社寺等や「事業所・企業統計調査」に含まれない農家も含むこととした。

次いで関連文献確認作業第一段として、筆者が都市社会研究の拠り所とする鈴木栄太郎『都市社

会学原理』（1 9 5 7）中、各種事業所について触れた個所、「浦河町のような僅か人口八千人の町にお

いてすら、そこにある事業所の何と多様である事か」との記述、および地域社会における各種事業

所を社会的交流の結節的機関と捉え、具体相に迫ろうとする段取りを再確認した。

続いて都市社会学分野のテキスト類1 6冊を検討した。それらの中で、鈴木広他編『都市社会学』

の1 0章「都市的環境の逆機能」（飯島伸子）が都市の順機能と対比させて工業化や高速交通化等に伴

う都市環境の逆機能を論じ、高橋勇悦他編『新しい都市社会学』の１章「産業と都市」（菊池美代志）

は在来（地場）産業型都市から説き起こして現代高度産業型都市のありようと、都市装置の“市民

化”の必要を論じていた。高橋勇悦他編『今日の都市社会学』の８章「企業と都市形成」（三浦典子）

が工業都市の展開や、久留米市における自動車タイヤ企業の地元向けに取り組んだ事柄に言及し、

一方で炭鉱閉山に伴う地域社会の疲弊や、環境保全対策など企業の社会的責任を論じていた。これ

らの他のテキスト類には都市社会と事業所との関わりを論じる章が設けられていなかった。

以上の作業から、（1）都市社会を社会学的観点から理解せんとするに当たって、膨大な作業を要

するが、その社会構造と社会変動の両面へ注目することに不都合はないと思われたこと、（2）都市

社会の社会学的研究として、その社会構造の構成要素をなすとともに、社会変動の一翼を担う各種

事業所へ目を向けることに差し障りがないことを改めて確認出来たこと、ただし各種事業所を業務

内容別にでもただ列挙するだけではほとんど意味がないこと、（3）上記菊池美代志の記述などから、

企業や官公庁の設立とその後の展開が都市社会をそうならしめたことを積極的に捉えるべきだと思

われたこと、（4）上記飯島伸子執筆の章は、調査対象地をつい贔屓目に見勝ちだった研究態度を戒

めてくれ、何に対して逆機能となっているか、先に挙げた６点へ新たな捉え所として加えたこと、

の成果があった。

本稿ではこれらの捉え所についてさらに検討し、それぞれに関連するいくつかの文献と照合し、

わが国地方都市の一つたる帯広市における各種事業所の対地域社会関係の考察に役立たせんとする。

１．各種事業所の対地域社会関係再考

帯広市における各種事業所の対地域社会関係の諸側面・捉え所として上に述べた６点を一部加筆

して、（1）生産・建設・運輸、商品・サービスの提供、（2）雇用・勤め先・働く場、（3）連合体の

結成と活動、（4）常連・馴染み関係、（5）対内活動の明示化、（6）マチの景観を形作るもの、に加

えて（7）逆機能的側面、および（8）これらが地域社会史の一翼を担って来たことを挙げた。加筆

した下線部分は農業や製造業および建設業を含むことを明確にし、また働く場は農家や自営業を含
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むことを明確にしたものである。

これらを各種事業所の持つ地域社会向け社会的機能と見れば、（1）と（2）こそ主要な順機能であ

り、（3）～（5）は付随的順機能と見做すべきであり、（6）は付随的かつ潜在機能であり（マチの景

観を形作らんとして機能を顕在化する場合がある）、（7）もまた付随的に生じた逆機能と位置付け、

（8）は（7）を含めて当の地域社会の展開に果たして来た総体的潜在機能と捉えてよいと思われる。

そこで、この対地域社会関係考察の要点としては、第一点は上記（1）生産・建設・運輸、商品・

サービスの提供であって、その事業所が何かを生産・建設したり、各種商品ないしサービスを当地

あるいは当地外に生きる人々の生活や他事業所の経営へ提供し、その生活や経営を支える側面、第

二点は上記（2）雇用・勤め先・働く場であって、そこに生きる人々が働き、生活費を得る場を成す

という側面、第三点はこれら以外の上記（3）～（8）であって付随的あるいは潜在的機能に関する

側面がある。

これら三点、すなわちI：各種事業所の生産・建設・運輸、商品・サービスの提供、I I：各種事業

所の雇用・勤め先・働く場、I I I：各種事業所のその他の対地域社会関係が、一つに都市社会学分野、

二つに産業社会学、経営社会学、労働社会学等社会学的研究であることを標榜している分野、三つ

に社会学的研究と謳ってはいないものの、経済学や経営学等の分野のいくつかの文献中でどのよう

に扱われているかを確かめたい。なお、特定の地域社会と各種事業所を論じているもののほか、全

体社会との関わりを論じているものを一部取り扱う。

２．各種事業所の対地域社会関係 I・II －関連文献考察

1 ) わが国の都市社会学分野の諸研究において、そこに立地する各種事業所中の諸企業とその都

市社会との関係を論じたものがいくつか見られる。合わせて、研究代表者らが必ずしも都市社会学

研究者とは目されないが、都市社会を主に社会学的観点から多面的に捉えた一群の文献中の２点を

見よう。

まず、蓮見音彦・似田貝香門・矢澤澄子編『都市政策と地域形成－神戸市を対象に』（東京大学出

版会、1 9 9 0）を見る。この書は「1 9 8 0年代の公共政策の特質を明らかにするべく、7 0年代・8 0年代

における神戸市の政策動向とこの期間における神戸市地域社会・市民生活の展開を把握しようとつ

とめた」ものである（同書i i頁）。1 9 8 7年当時人口約 1 4 3万の神戸市について、都市社会の構造、都

市自治体と都市経営、都市生活と都市政策の３部構成とし、都市社会学研究者と目される人を含む

1 6人が計2 0章を執筆している。市内各種団体について詳細な調査が行なわれており、筆者が帯広市

の各種団体に関する論稿を本紀要へ投じた際にこれを主要な参考文献とした（「帯広市に存する集

団・組織の対外活動－集団・組織間関係および対地域社会活動」3 8 - 2号、2 0 0 1）。この書の中で町村

敬志が３章「産業構造の転換と地域開発の展開」と、７章「地域における主要な団体とその活動」

中のＤ「産業構造の変動と地域経済界」を（I I Iで後述）、および中村眞人が７章Ｃ「産業再編下にお

ける就業構造と労働者層」を記述しており、筆者の研究課題と接点を持ちそうである。

町村の３章は副題「先取りされた「都市構造再編」モデルとしての神戸」に示されるように、戦

後の経済高度成長期後の低成長期を迎えた港湾都市神戸市の産業部面の変動状況を扱うに当たって、

わが国諸都市のありよう（構造）が、「経済活動のグローバリゼーション」「ハイテク化、高度情報
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化の進展」「経済のサービス化」「高齢化」という主な要因によって変化を迫られているとの時代認

識に裏付けられているもようである（同書5 8頁）。その「1 9 5 0年代以降における神戸市の経済・地域

開発の展開」と題する図化された年表から、変動諸要因によってあれこれの指標が右肩下りとなっ

た中で、同市政の積極的な取り組みの軌跡を辿ることが出来る。

そうした取り組みとして町村は「大型プロジェクトによる空間創出」（ポートアイランド・六甲ア

イランド・内陸部開発等）、「異業種の組合せ－新しいコンセプトの形成」（ファッション都市づくり

→コンベンション・観光→集客産業、ただし経済効果には限界ありとする）、「差異化の重視－外と

内に向けられたイメージ戦略」（競合する大阪を意識したポートピア等のイベント実施で外へ発信し、

それが市民の合意形成に機能すると）、「民間部門と公共部門の協調－都市経営の視点」（弱体な民間

を補完・育成のため公共部門が幅広く介入）、「脱「政治」状況下の都市改造」（市政が全与党的であ

るため）と指摘している（同書73～75頁）。

帯広市における各種事業所の対地域社会関係を捉えんとする筆者は“動”よりもまず“静”すな

わち社会構造把握を課題とする。が、町村が指摘する変動要因は帯広市の各種事業所にも作用して

いるはずであり（例証出来る事柄がいくつもある）、時代認識を鋭敏にせよと迫るがごときである。

中村の４章は「造船業、鉄鋼業など」「在来型重工業の不振によって供給過剰となった神戸市の労

働市場は、過剰労働力に見合うだけの受け入れ先を持ちえていない。それとともに、こうした雇用

の状態は、市民の購買力を低下させることを通じて、商業のありかたにも影響を与え、旧都市中心

部の衰退の一因にもなっている」と述べ（同書7 9頁）、関連統計の数値を示してそれらをより詳しく

説明しており、概況を把握出来る。

帯広市における産業中の商業部門は、人口規模の多寡による違いはあろうが、市域レベルの地域

社会におけるありように大差はなかろう。が、生産部門で重工業の存する神戸市と、農業と若干の

製造業および建設業が大きな位置を占める帯広市とでは、その雇用・労働面も違いが大きいと思わ

れる。

この書の３年後、似田貝香門・蓮見音彦編としてほぼ同様のメンバーによる第２次福山調査の報

告書『都市政策と市民生活－福山市を対象に』（東京大学出版会、1 9 9 3）が刊行された。そのはしが

きで似田貝は「町村合併による行政単位の拡大にともなう対象領域の拡大、1 9 6 0年代の地域開発政

策という国家政策による都市社会の把握、という現実的状況に対応するため、地域社会研究者はこ

うした（福武　直による－引用者注）農村の「構造分析」方法を都市研究へ適用するプランを余儀

なくされた」という（同書 i 頁）。それでこの福山市調査および神戸市調査では行政当局の財政分析

や各種団体調査が手掛けられることとなった由である。無論多くの共同研究者を得た上での作業で

ある。

当書では「福山市の市民生活の動態」と「財政危機における都市自治体と都市政策」の２部構成

となっている。前者の中で若林直樹の「地域産業のハイテク化・ソフト化とその行政需要」が第１

章に置かれた。かつて福山市は日本鋼管福山製鉄所の企業城下町と呼び得、それと「地場の中小工

業の鋭く分化した二重構造が見られた」が、石油危機後の産業構造転換政策の下で第三次産業の振

興が図られ、当市では「電機・一般機械などの組立型産業、アパレル・食料品などの生活関連型産
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業」が発展したという（以上、同書2 7頁）。若林はその担い手として、1 9 7 7年に設立された福山地方

デザイン振興協会が1980年代に入り、設立当初の「『工業デザイン』から、デザイン＝『企画－構想』

と読み替えられて、事業内容が都市計画・産業振興政策提言まで踏み込」むに至ったと注目した

（同書4 3頁）。当市の工業生産面の概要を把握出来る。そして異業種交流の役割も担うこの協会の活

動は、筆者の枠組みでは、（3）連合体の結成と活動に位置付ける性質のものである。

町村敬志の２章「巨大鉄鋼企業とその地域政策」でもまた、その企業の従業員向け公的住宅供給

など、企業城下町の一端を示すとともに、巨大企業からの脱皮が模索される状況が執筆されている。

帯広市には巨大企業はなく、企業城下町的様相は見られない。

都市社会学研究者による関連文献として、前稿でも取り上げた三浦典子の次の２点がある。鈴木

広編『現代都市を解読する』（ミネルヴァ書房、1 9 9 2）中の９章「企業と都市とのかかわり」と『企

業の社会貢献とコミュニティ』（ミネルヴァ書房、2004）を見よう。

前者では君津市のＫ製鉄所の社宅団地や筑豊の炭住地域を取り上げているが、その前置きとして

「工業化の勢いが強ければ強いだけ、地域経済は大きく変化して産業構造をゆるがし、... 工業化の影

響は、工場労働者 . . .の生活や意識、それらの工場労働者を受け入れた地元住民の生活や意識にまで

影響を及ぼしながら、地域社会の社会構造を根底からゆるがしていく」と経験知が語られる（同書

204頁）。帯広市は広大な十勝平野にあり、造成された工業団地にある程度の製造業が立地しており、

今日なお企業誘致を続けているものの、工業部門の巨大企業は存在しない。そうであっても、農業

生産部門を含めて、当市社会構造の重要な一環をなしていることは間違いない。

後者は「企業と都市のかかわり」「企業の社会貢献活動」「環境対策と市民活動」「企業組織とコミ

ュニティ」の４部構成で、北九州や山口県内のいくつかの都市における主要企業とその都市との関

係のありようが論じられている。これらの中で次の記述が注目される。

「地域社会に対する企業（工業が念頭に置かれている－引用者注）の社会的責任は、まず何より

も安定した経済活動によって、従業員の雇用を保障し、企業収益の一部を税金の形で地域社会に還

元することであるが、第２に、地域社会の一構成員として、企業の施設・設備・専門知識・企業サ

ービスを提供することを通じて、地域社会との連携をはかること」と「企業活動は、大量のエネル

ギーや資源を使用することから、 . . .積極的な環境保全・保護に対する対策を講じること」という

（同書1 5～1 6頁）。工業部門が念頭にある故か、商業部門による商品やサービスの提供に言及されて

いない。上記第１の指摘は筆者の視野の内にあったものの、第２の点は組み込むべき捉え所と思わ

れた。

また企業はどのような社会貢献活動をしているかについて、1 9 9 3年山口県内で従業員5 0人を擁す

る企業6 9 8社へ郵送法調査を行ない、3 5 0社から次のような回答を得ている。すなわち、その実施率

はおよそ四通りあり、第一群は6 8％の「地域の祭り・行事への参加」と6 4％の「各種団体への資

金・物品の寄付」。第二群は4 7％の「工場見学の受け入れ」、3 7％の「スポーツイベントの主催・援

助」、2 9％の「公害防止や環境保全活動」、2 7％の「文化・芸術活動への援助」であり、半数ないし

３割程度が実施している。第三群は2 4％の「清掃活動やボランティア活動」、2 2％の「被災地への援

助」、1 6％の「会社の施設の開放」、1 4％の「研究機関への研究費や技術援助」。第三群は1 0％以下で
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あって ６％の「企業施設や建設デザインの工夫」と「発展途上国への国際的支援」、３％の「老人

ホームや福祉施設の経営」と「寄付つき商品の開発・販売」であって実施企業は少ない（同書89頁）。

筆者が用いる「各種事業所の対地域社会関係」と、三浦の用いる「企業の社会的責任」および

「企業の社会貢献活動」（立地する地域社会のみならず、国内国外に及ぶ）という三つの用語の概念

は重なる所は多いが、ずれる面も若干ある。“貢献”の語は企業の主たる活動を超えてそれを期待す

る響きを持ち、“責任”はまずその主たる活動によって当然なすべき活動という語感を持ち、“対地

域社会関係”はそうした色合いを帯びていない。いずれにせよ、帯広市における諸企業でも上に挙

げられたような対地域社会ないし対社会貢献活動が見られる。それらは個々の企業によってなされ

るもののほか、筆者が各種団体と名付けた同業組合や異業種交流団体あるいは経営者団体等によっ

ても行なわれている。これらは“貢献”の語を使わずとも各種事業所や各種団体の対外活動として

捉え得ると思われる。ただし、企業に求められる「資金・物品の寄付」は、まさに貢献が期待され

る側面であろう。

先に述べた「研究代表者らが必ずしも都市社会学研究者とは目されないが、都市社会を主に社会

学的観点から多面的に捉えた一群の文献中の２点」の１点は都市社会学界で著名な釜石調査の追跡

的調査たる、田野崎昭夫らによる中央大学社会科学研究所編『地域社会の変動と社会計画－釜石社

会と釜石製鐵所』（同所、2 0 0 7）であり、いま１点は八王子市を調査対象とした磯村英一他編『都市

形成の論理と住民』（東京大学出版会、1971）である。

前者第２章「釜石社会の変動と「釜石調査」」は新明正道東北大教授が主導した一連の調査におけ

る釜石調査史を編者田野崎が詳細に伝えている。単一企業型都市と目された同市は、釜石鉱山の閉

山、釜石製鉄所高炉の休止等その企業群そのものが激動して今日に至っている。

ここではこの間数度にわたって行なわれた市民意識調査に注目しよう。同書第８章「地方都市に

おける社会関係」で、執筆者加藤裕子は「かつての釜石地域の特徴として製鉄所従業員と一般市民

との間の「住み分け」が指摘されて来た。1 9 5 5年には製鉄所従業員の7 0％強が会社の居住施設に入

居して、一般市民層との生活が分離していた」だけでなく「会社が提供する多様な娯楽の施設や機

会を享受して ...文化的な分離」もあり、「その「住み分け」は幅の広い意味を持っていた」と分析す

る。「しかしながら、もはや1 9 7 8年調査においては、その「住み分け」を中心にした「釜石的」社会

関係という特殊性は影を薄めた」。この「間が釜石社会にとって大きな変動期であったことには間違

いない」という（以上同書 1 2 5頁）。帯広市においては釜石製鉄所のごとき巨大企業は存在して来な

かったが、あれこれの企業に働く人々の生活内容が同じであるはずはなく、雇用・勤め先・働く場

の違いによって人々の考え方にどのような異同があるかへ着眼するヒントを得た。

後者八王子調査は行政のありようと、住民意識や市民運動等に多くの頁が割かれているが、その

前提として政治や産業の変遷に触れている。いわゆる都市総合調査の一つと言えよう。恒松制治が

担当した I 章２節「経済の発展と構造の変化」と II 章１節「伝統的社会とその変質過程」では、八

王子機業を中心としつつその産業の変遷が論じてある。 I 章２節では「工業内部における産業構造

の変化はたんに八王子の経済力に影響するばかりでなく、八王子市の社会構造そのものにも影響を



与える。なぜなら家族労働を中心とした繊維工業から資本集約的な金属・機械工業に産業構造が高

度化するということは、労働力の雇用形態の変化を通じて地域社会の意識の変革をもたらす」から

だと言う（同書3 0頁）。商業のほか、農業の概況にも触れてある。 II 章１節では、金属・機械工業

が進出し、都市銀行が支店を開設し、やがて住宅団地が建設されて来たことは「地域の経済的発展

にとって望ましいことであり、また八王子市財政を豊かに」したが、同時に「地方都市としての独

自性を失わせ、東京への従属をうながす」と見做している（同書79頁）。

これは単に八王子市が“東京”に近いというに留まらず、大企業の集積する東京中心部をこの語

に象徴的に意味させるのであれば、遠い帯広市でさえその力が及んでいると言える。実際、帯広市

にも官公庁の出先機関があり、数少ないが都市銀行の支店があり、外来の大型店が賑わっている。

東京を頂点とする樹枝状の都市間関係はすでに鈴木栄太郎がその結節的機関説の一環として述べた

ところである。

2 ) 都市社会学研究書とは見なされないものの、社会学的研究であることを標榜して企業とそれ

が立地する諸企業とのありようを論じたものが産業社会学、経営社会学、労働社会学等の分野に見

られる。なお、農業・漁業と地域社会のありようについては村落社会学分野に多数の文献があり、

また帯広市内には大規模畑作酪農地帯があるものの、本稿ではまだこれらを扱う準備が出来ていな

い。

産業社会学者梅澤正はその著『企業と社会－社会学からのアプローチ』（ミネルヴァ書房、2000）

の序章で「アメリカには「企業と社会」を主題にすえたテキストが多い。 . . .わが国でそういった著

作はごく少ない。学説紹介や概説にとどまらず、日本における企業と社会の現実に目を向けた著作

が必要である」と前置きする（同書 i 頁）。そして「社会学アプローチを標榜」する本書の執筆にあ

たって依拠した多くは経営学のものであり、間宏の『経営社会学』（後述）を挙げつつ「日本人の手

になる関連著作はごく少ない」という（同書６頁）。さらに「一般社会学にしても、企業が現代を代

表する社会制度であり、社会のあり方が企業活動によって大きな影響を受けていることを強く認識

はしながらも、企業をまともに取り上げる ...ことはしていない」と批評する（同）。まして梅澤はわ

が国の都市社会学における企業と社会ないし都市社会との関係を論じた文献に言及していない。

この場合、地域社会の語が登場しないではないが、社会は全体社会が念頭に置かれている。そし

て「社会学的な認識では、企業は社会制度であって、社会からの付託に応えることで存在意義が認

められるというとらえ方をする。 . . .社会あっての企業であって、企業のために社会があるのではな

い」とその立場を鮮明にする（同書５頁）。近年の銀行等の危機に対して多額の公的資金が投入され、

社会が企業を支えたにも拘らず、企業が社会を収益を挙げるための環境としてしか捉えていないと、

憤りを投げ掛けている（同書６頁および終章の３節）。企業と社会との関わりを論じるに際して、そ

の企業とは大企業が、社会とは全体社会がまず念頭に置かれているようだ。が、ここに言う社会を、

中小企業を含む企業が立地する地域社会と置き換えても間違いではないだろう。ただし、製造業部

門の製品は多くの場合、当の地域社会を超えて流通し、商業部門は多くその地域社会が活動対象で

ある。

梅澤の“存在意義”に関する見解から、冒頭に述べた1 1の事業所中、帯広市内中心部にある老舗
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大型店ＳＡが中心部商店街の衰退で苦戦しているのに対して、近年当店を支援する市民組織が活動

しており、一群の市民がこの老舗の存在意義を認めているからにほからないと気付かされた。

では、間はどう述べているだろうか。その著『経営社会学－現代企業の理解のために』（有斐閣、

1989）と、間宏編『日本の企業と社会』（日本経済新聞社、1997）を見よう。

前者の目次を見ると、１章「経営社会学とは何か」、２章「経営学の発達」、３章「企業環境と企

業文化」（大都市への諸機能の集中の節あり）、４章「企業における所有と支配」、５章「経営者と管

理者」、６章「経営組織」、７章「人事労務管理と職場集団」、８章「企業間関係と労使関係」、（経済

団体と政治の節あり）、９章「企業と社会」、1 0章「むすびにかえて」であり、３章から７章あるい

は８章まで、労使関係を含む企業内部やその活動に焦点が当てられ、ようやく９章になって企業と

社会との関係が論じられるに至る。この章の節題は、１節「地場産業と企業城下町」、２節「企業の

社会的責任と文化事業」、３節「経済・文化摩擦と多国籍企業」である。１節と２節に絞ろう。

１節は「企業と地域社会との関係が対照的な地場産業と企業城下町を扱う」とし、それは地場産

業のある地域では「企業の中心が中小企業であ」り「企業が地域社会に同調しているのに対し」、企

業城下町では企業の中心が巨大であり「地域社会が企業に同調している」と述べ、「両者は、企業と

地域社会の関係のいわば両極を示しており、他の多くの場合はその中間に位置づけられる」とする

（同書 2 6 6頁）。そして地場産業の内容はさまざまながら、「共通点は、地域の特性に根ざし、地域の

経営資源を活用する」ことで成立し、「地域社会と不可分の関係」にあるとする（同書 269頁）。

他方、企業城下町は、「人里離れた山奥に建設される」鉱山集落は若干異なるものとして、「人口

密度の低い町村に、工業立地の必要上建設され、その工場の発展とともに発達した地域社会を指」

し、「鉱山集落と異なる点は、企業の全面的な誘導ではなく、大衆レベルでそこに人口が集中してゆ

くことにある」と述べ、さらに「たんに工業都市と言わず企業城下町と呼ぶのは、. . .そこの住民の

間に、かつての身分制さながらの階層性が存在し」、また「経済的にも、政治的にも、大企業が支配

的地位にある」と説明する（同書272～273頁）。

農業を別とすれば、帯広市はこのどちらでもなく、中間に位置付けられよう。両者を両極へと位

置付けるのが“同調”のありようとされているが、では、中間的な場合はこの“同調”のありよう

をどう想定すればよいのか、俄には想い描けない。地場産業と言えるものがなく、巨大企業（の本

社、主工場、本店）がないことは確かである。ただし、その支店、営業所、部門別工場あるいは下

請け工場がないわけではない。これらと当の地域社会との“同調”関係の程度が中間的だというこ

とになるのだが…。

地場産業を持つ都市や企業城下町を取り扱った文献はあれこれと見出せる。が、間の言う中間的

位置にある、数多くの都市について取り扱った文献を、より積極的に探索する必要が痛感される。

3 ) 社会学的研究と謳ってはいないものの、経済学や経営学等の分野で企業と地域社会（消費者

群）ないし全体社会との関係を論じるものがある。また何らかの学のためではなく、実務上あるい

は問題提起的な著作も見られる。

たとえば、中央大学社会科学研究所編『地域社会の構造と変容－多摩地域の総合研究』（中央大学



出版部、1 9 9 5）には「「産業構造転換」と多摩地域工業の構造」（吉田三千雄執筆）があり、中村良

平・田渕隆俊著の『都市と地域の経済学』（有斐閣、1996）はまさに経済学的観点に立つものであり、

奥田義雄他編『日本列島 地方都市 その現実』（勁草書房、1 9 7 1）は経済高度成長下であれこれの問

題が発生し、それらへの取り組みを提示していた。社会学的視点に立とうとする本稿にとっては参

考資料的位置付けとなる。

4 ) 本稿標題のごとき設定をなす場合、大企業だけでなく、中小企業のありように馴染む必要が

ある。中小企業一般論では商業や製造業等が合わせて論じられるが、企業として、商業と製造業と

の区別は重要である。我々の生活にとって直接間接に必要とする品物がいずれかの地域で生産・製

造され、それを各地で提供するのが商業（卸売業と小売業）であり、さらに商業のサービス業分野、

理髪店やクリーニング店また飲食店等は農水産物やそれら工業製品を用いて我々の求めに応じてい

る。このような製造現場についての理解も本稿の参考資料となる。こうしたもののうち、中心部商

店街に関するものおよび商店・飲食店については別項目としよう。

渡辺幸男ら経済学・商学研究者による『2 1世紀中小企業論－多様性と可能性を探る』（有斐閣、

2001）は中小企業に関するテキストであり、どのような事柄が論じられているか、章題を並べる。

１章「中小企業で働くこと」（中小企業で働く人々の類型やそこで働く意味など）。２章「企業の

創業と進化」（ソニーやホンダも町工場から展開した例を引きつつ、既市場や新市場で創業する過程、

また消滅に至る場合など）。３章「中小企業とは何か－多様ななかの共通性」（中小規模それ自体の

意味など）。４章「戦後日本の中小企業問題の推移」（およそ1 0年刻みに9 0年代まで各時代に生じて

いた諸問題、本書刊行後すでに1 0年近くとなった今日もまた多くの問題があると思われ、新版が待

たれる）。５章「戦後日本の中小企業発展の推移」（前章と同じ刻みで、前向きな動向について）。

６章「もの作りと中小企業－中小工業の存立状況」（下請け関係、産業集積、産業空洞化など）。７

章「中小製造業の経営」（「より異質な経営を多様に展開することで存在」（ 1 6 9頁）するがあれこれ

弱点を持ち、「技能者に依存して専門技術に分化してきた中小企業は、今その最も大きな経営上の基

盤を失いつつある」（1 7 9頁）など）。８章「中小商業と流通－その構造的側面」（前二章が製造業に

関するもの、この章は次章とともに商業部門に関するもの、商店街の衰退に触れつつ、中小商業の

一般像など）。９章「中小商業経営と商人性－その行動的側面」（中小商店の一般像、経営者のあり

ようなど）。10章「中小企業の金融」（「中小企業は絶えず資金不足に悩まされている」（251頁）とし、

資金調達など）。1 1章「戦後日本の中小企業政策の変遷」（同様に四期に時代区分した政策の変遷と

その評価など）。

以上、中小企業が立地する地域社会との関係を正面切って論じる章題はないが、企業城下町でも

特定の地場産業を持つ都市でもない帯広市に多数見られる各種中小企業、取り分け商業部門の諸側

面理解に役立つ。冒頭、「中小企業とは、何よりも働く場として、労働を通して自己実現する場」だ

と重要視している（同書２頁）。ここに筆者も使う“働く場”の語が用いられており、意を強くする。

そして中小企業の数、そこで働く人々（経営者／自営業主、家族従業員、従業員）の数も多数であ

ること、その働く場が「見える世界」であること（同書７頁）、経営者から雇用従業員まで複数の技
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能を持たざるを得ないこと、「働く場として特定の地域とのつながりが極めて強い」こと（同書15頁）、

中高年になるほど大企業従業員との賃金格差が広がるが、経営の全体像がかなり見えており、かつ

比較的少ない資金で開業出来ることから、「自ら起業して経営者となり、家族従業員も含めた家族の

総所得を増大していく」ことが見られる（同書1 9頁）。が、「こうした創業では . . .企業を大きく育て

よう . . .という企業家精神が希薄で . . .大半は成長することなく存在し、今日では後継者がなくて廃業

する例が少なくない」と述べる（同書3 3頁）。製造業が念頭に置かれているようだが、商業部門にも

通じると思われ、帯広市でもこのような事態を見聞きする。

また「一般に、企業は小さな事業の芽から出発して、環境のなかでその事業を運営するシステム

を育て、課題を解決しながら企業を発展させていく」という記述（同書4 8頁）から、帯広市におけ

る著名な菓子製造販売企業、老舗商店、大手・中堅建設業などが今日に至る過程はまさにこの指摘

のようであったのではないか、平明な記述ながら事の本質を言い当てていると思われる。

８章と９章は商業部門に関するものなので次項で取り上げよう。1 0章は中小企業にとっての金融

問題を扱っている。筆者自身は企業に就職した経験さえなく、また筆者の親族や友人には中小企業

を営む例が少なく、その苦労を肌身に感じて来れなかった。この章で、中小企業は「少額な資本で

開業するために、本来的に資金に余裕がない。加えて、利益率が低いため内部留保が増加しない。

このため、多くの中小企業は絶えず資金不足に悩まされて」おり（同書 2 5 3頁）、運転「資金の手当

てや決済を滞りなく行なうのが資金繰りと呼ばれる業務であ」り、これ「に失敗すると企業は倒産

してしまう」という（同書 257頁）。この“倒産”については次々項で取り上げる。

わが国各地の中小工業へ足を運び、その状況を論じている関満博の『地域経済と中小企業』（筑摩

書房、1995）と『変革期の地域産業－モノづくり・まちおこしの「現場」から時代を読む』（有斐閣、

2 0 0 6）から、製造業部門だけでなく、商業部門も含めて国内各地や中国各地の動きを知ることが出

来る。その多数の事例の中に帯広市は取り上げられていない（「北の屋台村」については商業部門の

いくつかの書籍で取り上げられているが）。前者の冒頭で関は「これからの高齢社会では ...住む所と

働く所が極端に分離しているという状況から、職住近接の条件を大事にしていくことが何よりも重

要であろう」とし、「地域の商店街や中小製造業を「負」の存在のように扱ってきたが、地域を支え

るのは明らかに地域の中小企業であることを今回の（阪神淡路－引用者注）大震災はわれわれに深

く理解させた」と述べる（同書1 5頁）。後者ではその序文で「「地域産業問題」を専門にしている私

は「人の姿の見える地域」を最重要視する立場をとっている」とし（同書１頁）、その結語として

「日本の「地域」も中国の「地域」も、現在、極めて大きな変革の時期にあ」り、「それぞれが、まさ

に「未来」を作ろうとしているように見えた」という（同書 2 6 9頁）。すると、帯広市においてもこの

“未来”を志向する動きがあるに違いなく、そのことに鋭敏にならねばと思われた。確かに中心部商店

街などに新たな賑わいを生み出そうという市民有志や商業者の動きが見られるのではあった。

5) 商業部門としての中心部商店街や地元商店あるいは金融機関に関する文献である。

“地域社会”の語を冠する書名に魅かれて、近代セールス社編『地域社会と金融機関』（同社、

1 9 7 1）や生協労連・生協研運営委員会編『地域社会と生協運動』（大月書店、1 9 8 6）を求めた。前者
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は前稿中で一部を引用した。後者の生協はまさに特定地域を対象とする活動であり、「地域に根ざし

た生協運動」といった表現が見られる。生協もまた各種事業所の一つだが、営利企業とは異なる組

織原理にあり、本稿ではまだここまで手が及ばない。障害者通所施設など福祉事業所等を検討する

際に合わせて取り上げることとしたい。

前項で引用した『2 1世紀中小企業論』中の商業部門の二つの章を見よう。８章「中小商業と流通」

ではまず卸売業に言及し、次いで小売業の概況を述べている。その「地域社会への貢献」と題する

項において、「小売業はいったん立地場所を決定すると、その場所から容易に離れることができず、

その場所を中心とした一定の商圏を相手に小売活動をする。小売業者はコツコツと畑を耕すように

時間をかけて商圏内の消費者を顧客として自店に囲い込もうとする」と指摘する（同書 2 3 3頁）。こ

の関係は飲食店や理美容店などでも見られよう。

この指摘と関連すると思われるのが９章「中小商業経営と商人性」中「顧客となじみ関係」であ

り、「おそらく中小商業の存続上の最も基礎となる強みは、長年の営業経験をもとに築き上げた顧客

との間のなじみ関係であろう」という。そして「顧客にとっては中小商業が自分および家族の嗜好

を十分に把握してくれていること、商店主の提供する商品に間違いがないこと、さらに商店主は顧

客が具体的に指示する前に的確に望ましい商品を提示してくれること、などが信頼感を作り出す」

と指摘し、それが「中小商業に「顧客との情報交換の場」としての機能を付与する」と述べ、さら

に顧客がその知人に情報を提供してもいると付け加えている（同書 2 3 3頁）。これは後述「常連・馴

染み関係」として取り上げるべき指摘であった。

また９章中の「商人性」に関して、「商人は消費者の購買代理人（消費者に代わって商品を購買す

る－原注）としての役割」を担っており、消費者の望むところを的確に察知し、それをしっかり用

意する力が必要であるとも述べている（同書2 4 4～2 4 5頁）。帯広市が十勝平野の開拓都市として形成

されて行く過程を次稿で跡付ける予定だが、その要点はこのことであろうと予想していた命題であ

る。

商学研究者石原武政の『小売業の外部性とまちづくり』（有斐閣、2006）がある。この書は著者が、

商業の存立根拠としての「売買集中の原理」（筆者未理解）の何たるかを考察するに当たって、「店

舗」とその集積に思い至り、商店街を“外部性”として捉えたものである。その論旨を理解するに

はいささか紙幅を要するので別の稿で取り上げたい。このほか、商業部門や中心商店街に関する文

献は多数見られ、石原武政他編『商業・まちづくりネットワーク』（ミネルヴァ書房、2 0 0 5）、細野

助博『中心市街地の成功方程式』（時事通信社、2 0 0 7）、杉岡碩夫『大店法と都市商業・市民』（日本

評論社、1991）、戸所隆『商業近代化と都市』（古今書院、1991）を取り上げる予定であった。

さらに、自営業者に関する文献、鄭賢淑（チョン　ヒョンスク）『日本の自営業層－階層的独自性

の形成と変容』（東京大学出版会、2 0 0 2）、石井淳蔵『商人家族と市場社会－もうひとつの消費社会

論』（有斐閣、1 9 9 6）、また帯広市中心部商店街に位置する老舗百貨店ＳＡを百貨店一般の中で理解

するために藤岡里圭『百貨店の生成過程』（有斐閣、2 0 0 6）を用意したが、これらも今回は手が及ば

なかった。



6 ) 営利企業の倒産と地域社会との関係を扱った文献を見る。ある地域社会に存在していた企業

が倒産することはその地域社会にとってどのような意味を持つのか。前稿中、複数の支店を展開し

ていた地元パチンコ店ＵＡの倒産に触れた。多数の従業員の行く末が案じられ、その支店の一つは

中心部商店街にあり、やがてその店舗は廃虚然と化した。その後いくつかの著名企業や老舗が倒産

し、帯広商工会議所は本年８月「倒産防止緊急支援相談室」を開設し、北海道中小企業家同友会帯

広支部と帯広雇用創出促進協議会は「緊急雇用対策プログラム」を実施し、また同月帯広市役所は

「市内の商工・建設関連の団体を対象に、聞き取り調査を実施する」（十勝毎日新聞 0 7 . 8 . 1 8）ことと

なった。言うまでもなく、これまでにも倒産事例はあり、近年は大型店の進出・郊外展開や公共事

業費削減等が大きな要因となっているもようである。なお、倒産ではなく、売り上げ減少や後継者

難等で廃業・閉店する場合もあり、視野の内に入れたい。ただし本稿では用意した文献名を挙げる

に留まる。

一つは倒産事例が記載されたもので、別冊宝島編集部編『倒産体験』（<宝島社文庫>、2 0 0 0）と

帝国データバンク情報部編『企業倒産－2 7事例集に学ぶ転落の構図と倒産予知』（金融財政事情研究

会、1 9 9 6）である。二つは研究書であって、太田三郎『企業倒産の研究』（同文館、1 9 9 6）があり、

さらに三つに、倒産予防や事業再生を論じるもので、上記『倒産体験』にもそれがあり、高木新二

郎『事業再生－会社が破綻する前に』（<岩波新書>、2 0 0 6）がある。なお、先に見た間宏『経営社

会学』中最終章中「企業の変動」の項で倒産に触れてあり、「倒産についての研究は、社会学はもち

ろん、経済史でも、大きく立ち後れている」という（同書 306頁）。

３．各種事業所の対地域社会関係 III －関連文献考察

今一度この第I I I分野とした各種事業所の対地域社会関係を列挙すれば、（3）連合体の結成と活動、

（4）常連・馴染み関係、（5）対内活動の明示化、（6）マチの景観を形作るもの、および新たに加え

た（7）逆機能的側面、（8）これらが地域社会史の一翼を担って来たこと、すなわち付随的あるいは

潜在的機能に関する側面である。このうち（4）に言及した文献は今回１点だけであり、（5）につい

ては見当たらず、やはりこれらは付随的ないし瑣末な視点であったと思われる。紙幅が尽きたので

手短に述べる。

（3）については前述神戸市調査における町村の７章Ｄ中で「地域経済団体」に言及がある。

（4）については先の『21世紀中小企業論』中の９章で見られた。

（6）については前述中心部商店街の項で取り上げた石原武政『小売業の外部性とまちづくり』中

でかなり論じられているほか、いくつもの文献に見られる。

（7）逆機能的側面についてはすでに取り上げた三浦典子『企業の社会貢献とコミュニティ』中、

北九州市と宇部市において生じた環境問題とそれへの取り組みに関する記述がある。

（8）企業が地域社会史の一翼を担って来た点については武田晴人編『地域の社会経済史－産業化

と地域社会のダイナミズム』（有斐閣、2 0 0 3）中で数多く扱われるほか、商業史・地域史書に見られる。

４．考　察

帯広市に存する各種事業所や各種団体の対地域社会関係を研究課題とする限り、関連先行研究を

東洋大学社会学部紀要 第45-2号（2007年度）

124



辿る作業は研究の常道であり、多少はその努力をしていたものの、収集済み関連文献を今回読み込

むことで、やはり多くの知見を得た。前稿冒頭で述べたことだが、帯広市という地域社会の諸側面

を社会学的観点から理解するに当たって、敬して遠ざけていた各種企業の理解へ踏み込む切っ掛け

を与えてくれたのは、昨秋同市で行なった拙い講演への鋭い、ありがたい批判だった。

今回の作業で得た知見を挙げれば、一つに都市社会の社会学的研究を行なうに当たって、その地

に存する各種事業所（本稿では営利企業に留まった）を真っ正面から取り上げることは、決して楽

なことではないだろうが、為すべき作業と思われたこと、しかしわが国都市社会学界ではその例が

多くはなく、他の諸分野の研究成果に拠るところ大であること、二つにいわゆる企業城下町や地場

産業を持つ都市に関する文献は数多く見られるが、そのどちらでもない帯広市における標題のごと

き理解を進めるのは容易ではなく、中小企業論など一般論から学ぶことが順当な道だろうと思われ

たこと、三つに帯広市に“生きる”（この語の概念はそこに住み、暮らすというだけでなく、そこで

働き、学び、楽しむ等を含ませている）人々、その人々が形成している各種集団・組織に目を向け

るという態度は（昨秋まで各種団体にばかり目を向けていたが）間違いではないと思われたことで

ある。

【参考文献】（本稿着想の基をなしていたもの）

秋元律郎『現代都市の権力構造』（青木書店、1 9 7 1）、尾高邦雄編『鋳物の町』（有斐閣、1 9 5 6）倉沢進『日本の

都市社会』（福村出版、1 9 6 8）、鈴木栄太郎『都市社會學原理』（有斐閣、 1 9 5 7）、中野卓『商家同族団の研究』

（未来社、1 9 6 4）、間宏『日本労務管理史研究』（ダイヤモンド社、1 9 6 4）、R . K .マートン（森東吾他訳）『社会理

論と社会構造』（みすず書房、1 9 6 1）、R . S .リンド・H . M .リンド（中村八郎訳）『現代社会学大系第９巻ミドルタ

ウン』（青木書店、1990）

各種事業所と地域社会の関係諸側面考／大坪省三

125



【Abstract】

Several Aspects of Socia Relations
between Establishments and Local Community

Shozo OTSUBO

In my former paper, "On Social Relations between Establishments and Local

Community: Obihiro City," I mentioned six points about the social relations and examined

several text books of urban sociology in Japan. In this paper I expand this work to several

other books on urban sociology, economics of small business or commercial science. The

following points are made; 1) Despite some difficulties, it seems important to conduct

urban sociological researches on enterprises in a city,, and for this we need to look at the

findings of other social sciences; 2) When we study Obihiro city which does not have any

large company or any long-established industry, it seems better to refer to the general

findings of economics of small business, commercial science, etc.; 3) Urban sociology can

be fruitfully applied to the groups and organizations (such as the enterprises in Obihiro

city) that are created by people who live there.
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