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2009年安全運転普及活動動員数（2009年1月～12月末見込み） 安全運転普及活動の体制

2009年安全運転普及活動動員数累計（Hondaグループ活動1970～2009年12月末見込み）

本冊子に関する
お問い合わせ先

●Hondaグループ活動

●地域連携活動

●海外

地域普及活動

地域普及活動

教習所※

その他イベント

交通教育センター

販売会社

あやとりぃシリーズ 指導者 1,054人　
 参加者 2万5,354人
いきいき運転講座 指導者 139人
 参加者 48人

その他イベント 指導者 298人　
 参加者 1万2,907人

指導者 92人

参加者 21万5,878人

参加者 2万9,070人

参加者 1万2,591人

企業向け四輪教育 指導者 5,191人
 参加者 2万8,112人
企業向け二輪教育 指導者 1,094人
 参加者 3,888人

個人向け四輪教育 参加者 5,270人
個人向け二輪教育 参加者 4万4,828人
その他 指導者 218人
 参加者 1万3,609人

安全運転講習会 参加者 1万3,082人

本田技研工業株式会社 安全運転普及本部
〒107-8556　東京都港区南青山2-1-1

TEL 03-5412-1736　FAX 03-5412-1737

その他の主な情報公開
Hondaの「業績」や「CSR」「環境保全活動」「社会活動」については、下記の冊子およびWebサイトで情報を開示しています。

Hondaの安全運転普及活動に関する情報は
Webサイトでもご覧いただけます。

アニュアルレポート

環境年次レポート Hondaの社会活動Webサイト

HondaのCSRの考え方と「事業」「環境」「社
会」「品質・安全」における取り組みについて
2008年度の主な実績をまとめた報告書。
2009年7月発行

Hondaの2008年度の業績の概要をまとめた
報告書。
2009年7月発行

Hondaの環境取り組みの考え方と2008年度の
主な実績および今後の目標をまとめた報告書。
2009年6月発行

Hondaの社会活動の考え方や幅広い活
動内容を紹介するWebサイト。

http://www.honda.co.jp/csr/
http://www.honda.co.jp/
investors/annualreport/2009/

http://www.honda.co.jp/
environment/publications/report/

http://www.honda.co.jp/
philanthropy/

活動の場 活動内容 指導者
主な対象

子ども 学生 成人 高齢者

国
内

販売会社

四輪 レインボー
ディーラー制度※1

店頭安全アドバイス
安全ミニ講習会
ドライビングスクール
地域の交通安全活動協力

セーフティコーディネーター
チーフセーフティコーディネーター

二輪
セーフティ
サポート
ディーラー制度※2

店頭安全アドバイス
ライディングスクール
地域の交通安全活動協力

ライディングアドバイザー
スポーツライディングスクールインストラクター

汎用 店頭安全アドバイス モンパル安全運転インストラクター
モンパル安全運転指導員

交通教育センター

運転者、指導者研修
二輪・四輪販売拠点研修
一般ライダー、ドライバースクール
ドライビング・ライディングシミュレーターによるトレーニング
指導者の交流と指導力向上のためのイベント、競技会
各年代別講習

交通教育センターインストラクター

地域活動拠点 地域の交通安全活動協力
指導者養成協力 Hondaパートナーシップ・インストラクター

自動車教習所との連携 地域の交通安全活動協力

Honda事業所・関連会社 従業員への交通安全指導
Hondaファーストエイド

安全運転インストラクター
Hondaファーストエイド主任講師
Hondaファーストエイドインストラクター

地域活動
教材開発
指導者育成
授業実施

教職員
交通安全指導員

業界活動
交通安全キャンペーン
交通安全教育プログラムの編纂
指導者養成協力

海
外 現地法人

販売拠点
（四輪・二輪）

店頭安全アドバイス
ドライビングスクール
ライディングスクール
地域の交通安全活動協力

販売拠点インストラクター

交通教育センター

指導者研修
二輪・四輪販売拠点研修
一般ライダー、ドライバースクール
ドライビング・ライディングシミュレーターによるトレーニング
地域の交通安全活動協力
運転免許取得講習
指導者の交流と指導力向上のためのイベント、競技会

交通教育センターインストラクター

※1 レインボーディーラー制度：Hondaの安全に関する認定基準を満たした四輪販売拠点。※2 セーフティサポートディーラー制度：Hondaの安全に関する認定基準を満たした二輪販売拠点。

※ 16校での活動実績です。

200912

CSRレポート

Hondaグループ 指導者 7,994人
活動合計 参加者 14万7,098人
総合計  15万5,092人

地域連携活動合計
 指導者 92人

 参加者 25万7,539人

総合計  25万7,631人

安全運転普及活動参加者（タイ、ブラジル、インド、トルコ、スペイン、ハンガリー、シンガポール、
マレーシア、インドネシア、ベトナム、中国、韓国、フィリピン、ロシア ） 222万3,706人

2005年

約455万人
約463万人

約471万人

約493万人

約508万人
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