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活動の場 活動内容 指導者
主な対象

子ども 学生 一般・指導者 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／
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 ● ● ● ●

地区普及ブロック 地域の交通安全活動協力／指導者養成協力 安全運転インストラクター ● ● ●

Honda事業所 従業員への交通安全指導／地域の安全運転指導 安全運転インストラクター ●

Honda関連会社 地域の交通安全活動協力 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／二輪・四輪ス
クール 教習指導員 ● ● ● ●

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 ● ● ● ●
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指導者 参加者

地域普及活動

あやとりぃシリーズ 2,134 9,023

自動車シミュレーター教育 825 27,007

いきいき運転講座 602 1,904

その他のイベント 421 12,835

交通教育センター

企業向け四輪講習 3,603 27,757

企業向け二輪講習 1,356 7,239

個人向け四輪講習 ─ 2,297

個人向け二輪講習 ─ 19,458

その他 4 17,088

販売会社

安全運転講習会 ─ 18,931

Hondaグループ活動 合計 8,945 143,539

総合計 152,484
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指導者 参加者

地域普及活動 30 370,418

教習所 ─ 83,024

その他イベント ─ 21,453

地域連携活動 合計 30 474.895

総合計 474,925

�ਲਗ（シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナムなど主要活動国10カ国での実績）ٷ

参加者

安全運転普及活動 3,230,000

海外合計 3,230,000
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約471万人

約493万人

約508万人
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約537万人

安
全
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累
計
実
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※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。

■ ホームページや情報紙を通じた情報発信
　ホームページ「Hondaの交通安全」では、安全運転に役立つ情報を発
信。安全運転やエコドライブのポイントをはじめ、お子様や高齢者の
方々に交通事故にあわないようにしていただくためのアドバイスを紹
介しています。
　サイトはバラエティに富んだ内容となっており、イラストや動画
で分かりやすく交通安全について学べる「危険予測トレーニング
（KYT）」、親子で遊びながら学べる「交通安全ゲーム」のほか、「事故事
例から学ぶ、自転車の危険走行」をはじめとした冊子や指導者向け教材
などがダウンロードできるようになっています。学校や地域の交通安
全教室でぜひご活用ください。
　また、1971 年より発行しているHondaの交通安全情報紙「Sj」を通
じても、指導者の方に役立てていただける情報提供を行っています。

■ その他Honda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、下記の冊子およびホームページ で情報を開示しています。

情報公開

CSRレポート
Hondaの2010年度の企業の社会的責任（CSR）
をはたすための主な活動を、年次性の高い情報
を中心にまとめた報告書。2011年 7月発行

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

環境年次レポート
Hondaの環境への取り組みの考え方と2010年度
のおもな実績および今後の目標をまとめた報告書。
2011年 6月発行

http://www.honda.co.jp/environment/
publications/index.html/

アニュアルレポート
Honda の 2010 年度の業績概要をまとめた報
告書。2011年 7月発行

http://www.honda.co.jp/investors/
annualreport/2010/

Hondaの社会活動Webサイト
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/
philanthropy/شঌش४َ +RQGDभઐৢ৸ ੂُ؛ ੱ
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ઐৢ৸ੲਾَ 6Mُ

約522万人
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৸ઈૡমؙऒभ�ফभऩనा 教育効果を高めるため、各年代に応じた教育機器・教材を開発しています。
危険を安全に体験できる二輪・四輪・自転車などの各シミュレーターや、
各種交通安全教育教材の開発に力を入れています。
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※Honda健康ドライブスクール教材
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※各種教材機器・機材に関しては、ホームページで詳しくご紹介しています。

ホームページで体験・
ダウンロード可能な教材等


