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安全で安心して走れる場所を提供したい
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「メーカーの責任」、安全運転普及本部設立
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「交通機関を扱っている企業としてどうあるべきか」
「バイクを、クルマを作り、売るだけでよいのか」
安全運転という言葉が、まだ世の中に知られるずっと以前の
今からおよそ50年前のこと。
創業者・本田宗一郎をはじめ社内では
バイクやクルマというパーソナルモビリティを
世の中に提供するメーカーの
果たすべき役割を真剣に考えていました。

時代を先駆け
社会に伝えた安全の心
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َनअघोयহभ૫॑৸प৬ୡखथ৾सॊऊ �ُ
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そして、すべての人の安全をめざして
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َ৸ઈૡমقরറكभણઍम ؚपઈૡभॸॡॽॵ
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ভध৬धऩढथॉੌ॒दःऌऽघ؛

ؙ6DIHW\�IRU�(YHU\RQH̶—

ؙঔঅজॸॕভपਸघॊघसथभযऋ৸दँॊेअपؚ

ऒोऊैुઐৢ৸भपीऽघ؛

「
血
の
通
う
言
葉
と
心
で
、お
客
様
を
事
故
か
ら
守
ろ
う
」

दुଫऎਝয়घॊऒधऋ ؚযदुऎभ୵॑अऒधप

णऩऋॊधःअਦऊैदखञ؛

技術が進んでも、最後の決め手は「人」である

ؙ���� ফ +ؚRQGD म৸॑ऑथ৸ઈૡपॉੌि
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उ॑হऊैஹौअ धُःअ୳ःभुध ੮ؚखथ୍ણ
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खभ৸ भُਉৡधऩढथःॊभदघ؛

「参加体験型の実践教育」の普及

ؙ+RQGD म୍दभَ ুநखभ৸ ણُभਤधधुप ઈؚૡ

যऱधॉभઈૡૼ॑৯घञीभुାرधਤ
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ख घؚदपਁૂृಹ੫ऐभ৸ઈૡಆ॑৫ಈखथः
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भ૽સ॑૿ढथःॊभऋઐৢઇ७থॱشदघ؛
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　お客様に「安全な製品（ハード）をお渡しする」とともに、「安全に運転していただくための知識や技術（ソフト）を
お伝えする」ことで、はじめて安全な商品をお渡ししたと言えると考え、安全運転普及活動を「社会的責任として行う
企業活動」と位置づけ、取り組んできました。
　いま、Honda がめざすのは「すべての人の安全」。
　運転者だけでなく、歩行者、自転車利用者など、交通社会に参加するすべての人の安全を守りたい。そのために、
子どもから高齢者まで各年代に応じた交通安全啓発活動を地域社会と一体となって進めることが必要と考えています。

ؙႃम+RQGDभ৸ઈૡણपপऩॊओ৶ੰ ओ੍ؚର

॑ᇿॉยपँॉऋधअओकःऽघ؛০ফमূমপ൜಼ऋে

ख ਯؚऎभ্ऋ಼औोऽखञऒध॑ੱेॉउৄःணख

ऑऽघ؛ऽञ൜಼୶ऋবড়েણ ੫ؚણऩनઁपवরؚ

भओ৶ੰ॑ຘऌऩऋैਬऌਢऌ৸ઈૡણ॑ன৫घ

ॊऒधऋदऌऽखञ؛ऒोुုपऎभ্رभउৡइपेॊ

ुभध ऒؚभৃ॑उॉख ؚीऽखथ౪॑ணखऑऽघ؛

ؙऔथ ০ؚभপ൜಼॑ਃपीथ ش৸भਏਙऋॡটੱ؞
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ग़॔धजो॑ిજपਃચऔचॊञीभ९ইॺक़ग़॔ जؚखथज
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ॊध൱ःञखऽखञ؛
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ਯ॑ �যਰৣ ଈؚംਯ॑ ��ਐযਰৣ धُःअ৯ఏ॑ൕऑؚ

ਸ਼ �ઃઐৢ৸੦মੑ॑५ॱشॺऔचऽखञؙ؛

ؙऒभੑ॑ਛघॊपదਿऋষढञઐৢ৸ಉपঢ়घॊ

॔থॣشॺ৹ਪपेॉऽघध পؚਯभযमઐৢহ८টँॊ

ःमপ்पऔचॊऒध॒॑दःॊुभभ ্ؚदઐৢহ

मَ ँॊங২েगॊभमृि॑੭ङ ؚदऌऩऎथुல্ऋ

ऩः धُ௦खञযभસ়ऋ৹ਪभ ���٫ऊै ����٫पੜ

ਸधभ။ൟघसऌਾઔुँॉ ऒؚऒফದ৹पઐৢহ॑

औचथऌञমभ ऽؚऔपযभَ ਔُ॑ नअइॊऊऋ৯ఏ

ਛषभপऌऩএॖথॺभणदमऩःऊधઓःऽघ؛

ؙखऊखযभਔ॑इ ষؚ॑इॊभम जؚोऺनઍಔऩऒ

धदमँॉऽच॒؛

ؙ+RQGD मওشढ़شधखथਤ৲औचञ৸ૼ॑ॡঝঐृং

ॖॡप࿌ൗखؚઁ ऎउपघॊऒधपीॊ্ ਫؚखः

ઞः্ृੴमुठौ॒ ؚ৸ऩઐৢਸदँॊञीभਔ

ृষभઍ॑യघभऋઇदँॊधਦग ऒؚोऽद ��ফ

ણ॑ਢऐथऽःॉऽखञ؛આফमহଈਯऋ ���� যध

खऽखञऋ ऒؚोुড়৬धऩढञঁشॻ؞९ইॺએदभ

ણभᇿदँॊधइऽघ؛

ؙઐৢ৸॑৾वযञठुফೡृ୭ಉपेढथੱମधुप୶

॑ਭऐऽघ؛+RQGD मઐৢ৸ઇ॑েၺઇभणधध

ैइ ઐؚৢઇ७থॱृشਲ਼भ୍दষअઈૡઇपਸ

इ ऒؚऒਈम્पుऊैৈೡऽद ؚୠपഡାखथ੪भ

 ঽؚ৬ಉभध৴खणण ছؚॖই५ॸش४पૢगञઐ

ৢ৸ઇभृঽૡ३গঞشॱشभेअऩ३গঞش

३ঙথૼ॑ણ৷खञઇਃஓपेॊৗखःઇু১भ੧प

ुॉੌ॒दॉऽखञ؛

ؙઇपेॉَ ਞतऌ ऋُেऽोَؚ ਔ ऋُॎॉَؚ ষ ऋُ

ॎोयَ ভ ऋُॎॊ؛

ؙઐৢভपુோघॊघसथभযभ৸॑ीकख +ؚRQGD मऒ

ोऊैुؚे ॉ৸ਙभৈःଲષभधधुप যؚधযधभਦ

ঢ়બ॑ঋش५प ؚदमँॉऽघऋَ ুநख भُઐৢ৸

ણ॑ਤ৲औचऩऋैಲਢखथॉञःधઓःऽघ؛

ؙਈप ؚभஇرभओधओன॑उ࿕ॉघॊधधुपؚ

ॎैफओ৶ੰ ओ੍ؚର॑ेौखऎउൢःணखँऑऽघ؛

��৸ઈૡমभણभਕমٹ
घसथभযप৸॑ඍऐञःऊै যؚतऎॉؚৃ तऎॉ ९ؚইॺक़ख़॔भ৫पॉੌ॒दःऽघ؛

যतऎॉ ৃतऎॉ ९ইॺक़ख़॔भ৫

ઐৢ৸॑इॊ
॑ുਛखथःऽघ؛

ઐৢ৸॑અइؚ৾ वञीभ
َৃ धَُ ਃভُ॑ खथःऽघ؛

৾ಆટ॑ৈीॊञीभَ ઇউটॢ
ছृઇਃஓُ॑ ৫खथःऽघ؛

ટपઐৢ৸ઇ॑ষः ણؚ॑ઁ
ऑॊञीपम जؚो॑ৰᄷघॊऋ
ਏਂ૭ಳदघ؛जभञी +ؚRQGD मুந
खभ৸भ૿ःুदँॊभുਛप
ாपॉੌ॒दःऽघ؛ऽञ ણؚप
එखथःञटऐॊ੫؞ୠ؞ঽઇ
ಆਚऩनभ্رष ਏؚपૢगथঀ
क़ঁक़॑घॊऩन ؚുਛ੍॑
ରखथःऽघ؛

ઐৢঝشঝृঐॼش ؚ৸ઈૡपणःथ
ଞपઅइؚ৾ वञीभَ ৃ धَُ ਃভُ
॑उृୠभ্رषखथःऽ
घ؛इय ؚद৾सॊઐৢ৸ઇृ
૫॑৸प৬ୡखथःञटऎਸ৬ୡ
भ५ॡشঝ ਭؚभਵख়ःभ
রऊैঽীभઐৢষ॑ஷॉନॊಆऩ
न ؚرऩ৾लभَ ৃ धَُ ਃভُ॑ লख
थःऽघ؛

৸ઇभਠৃदओણ৷ःञटऐॊઇ
উটॢছृઇਃஓಉَؚ ९ইॺक़ख़॔
भ৫ُु ৸ઈૡমभਏऩણ
भणदघ؛মযभਞतऌ॑യघர
ઐৢ৸ઇউটॢছृ ؚ૫॑৸
प৬ୡःञटऐॊ؞؞ঽૡभ
ர३গঞشॱشऩनઇਃஓभ৫प
ৡ॑োोथःऽघ؛

�৸ઈૡমभણ৬ٹ
दऌॊटऐऎभযप�
৸ઇपਸखथऺखःऊै �ؚ
ણभৃ॑ઁऑथःऽघؙ؛�

৸ઈૡম॑রੱप ؚফ৻पૢ
गञऌीृऊऩ৸ઈૡણऋ
ষइॊेअ ણؚ৬॑ତइथःऽघ؛
जोझोभણುਡपؚ૽ સपૢगञ௧
ભभॖথ५ॺছॡॱृش५ॱॵইऋଦ
઼औोथउॉ ؚपઐৢ৸ઇ॑
खञॉ ঢ়ؚબ౾੮৬ध৴खञઐৢ
৸ણपॉੌ॒दःऽघ؛

মিૼଢ଼ੵઙૄভ� ഁ૽௧ਜষ૽৩

৸ઈૡমমশ

প�ඁབ
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ओँःऔण
　

Safety for Everyone
ઐৢভपਸघॊ घؚसथभযभ৸॑ीकखथ

外部との連携 海外・現地法人

安全運転普及本部
（青山・和光）

販売会社交通教育センター
（全国7カ所）

主に企業や一般運転者への安全
運転教育や指導者の養成を実施。

・関連会社
・自動車教習所
・関係諸団体

海外の安全運転普及活動は、
各現地法人が主体的に展開。

二輪・四輪・汎用販売会社ス
タッフがお客様に安全アドバ
イスや安全講習会を実施。

● 全体統括
● 研究開発活動
 地区普及ブロック
子どもから高齢者までの
地域に根ざした交通安全
教育の普及を実施。

製作所（全国5カ所）



2011年の重点テーマ

ؙ+RQGDऋॉੌि৸ઈૡણम ০ؚফद ��ফ৯॑ಶ

इऽखञ؛ऒभ ઐؚৢভ॑ॉඕऎ୭৲प໌ૢघॊधध

ुप ઈؚૡभाऩैङుऊैৈೡ॑அीَ ઐৢভपਸ

घॊघसथभযभ৸॑ஹॉञः धُൢःણख ০ؚফमઆফप

ਬऌਢऌَ ୠपஉकखञણभା৲ धَُ ভपीै

ोॊঀक़ঁक़भলधਦُ॑ ਡॸشঐधखथൕऑ ણؚ॑ன

৫खथॉऽखञ؛

1.「地域に根ざした普及活動の定着化」

RQGD+ٹ भઇঀक़ঁक़॑৸বष
ؙിম॑ຜજॉप ౡؚ ൮ؚ ଘؚૈ ൝ؚಧभଲਚपਝ઼खञ

َયঈটॵॡ पُेॊୠણम�ফ৯॑ಶइ ઐؚৢ

৸॑৾वਃভधઇঀक़ঁक़॑৸বपఁऑॊञीभણುਡ

धखथ ؚାखथॉऽखञ؛जभટ ؚୠऋ৬धऩढञઐ

ৢ৸ણ॑૿अభस৺����য॑ുਛघॊधधु

प जؚभपेढथ০ফटऐद+RQGDभঀक़ঁक़॑ણ৷ख

ऩऋै ৸ؚব ���ય੨ ৺ؚ ��ਐযप৸॑उइघॊऒध

ऋदऌऽखञ؛ઐৢ৸ਔमऊैମपणऐॊऺनટ

दँॊऒधऊै્ؚ प০ফमు؞৵৾েऐ৸ઇपৡ॑

োोؚँ ृधॉं३জش६ऩनभॶشঝभாણ৷पेॉ ০ؚ

ফटऐद৺��ਐযभनुञठपઐৢ৸ઇ॑ষअऒधऋ

दऌऽखञ؛০ु৸বभऎभनुञठप৸॑उइद

ऌॊेअୠध৴खथॉऽघ؛

ؙઆফऊैऽढञ+RQGDঢ়৴੫भజ৩दଡਛऔोॊ

َ+RQGDঃشॺॼش३ॵউॖ؞ থ५ॺছॡॱش২ दُम �ؚ�

��भਸ਼েॖথ५ॺছॡॱشऋఢఈୠदਸ৬ୡ

भઐৢ৸ઇऩन ؚாऩણ॑ன৫खथःऽ

घ؛जखथ০ফৗञप�� ��भਸ਼েॖথ५ॺছॡॱش

ऋਸॎॉ �ؚ��भঢ়৴੫ऋไেख ણؚभಲਢधఁ

পऋୄऔोथःऽघ؛

ؙऽञ ৸ؚব ��ૅभઇಆਚध৴खञઐৢ৸ણदमؚ

৸ઈૡৰૼಆृ ঽؚૡ३গঞشॱ॑شણ৷खञ

র؞ৈেपऐञঽૡઇ ؚಹऐரઐৢ৸ॖঋথॺ॑

৫ಈख ؚୠऊैୄऔोॊણधखथାखथॉऽखञ؛

ؙ+RQGD दम৸বभଲਚभజ৩पेॊَ ੵৃॖথ५ॺছ

ॡॱش২ُ॑ ગଡണख ৗؚૠॖথ५ॺছॡॱشभുਛृગઇ

॑ৢगथ ଲؚਚਗभઐৢ৸पऐञॉੌाऋણ৲ख

थःऽघ؛

ؙउधઉம மؚघॊਲ਼ುਡदमୠકড়ਸभரઐ

ৢ৸ॖঋথॺृূਲ਼ುਡఢఈदभඌ୍য়ऩ

न ০ؚফुउप৸॑ুநखघॊرऩણ॑ன৫खथ

ॉऽखञَ؛ ഷभৢअ୴धੱद उؚ॑হऊैஹौअ धُ

ःअ୍ણभਉਡपয়ठନॉ ০ؚुୠभउभୄप

ૢइैोॊણपॉੌ॒दॉऽघ؛

ؙ৸ব�ढ़ਚभઐৢઇ७থॱشदम ੫ؚृಹभ্॑رৌ

धखञਸ৬ୡभৰᄷઇपॉੌ॒दॉऽखञ؛য

ऐ५ॡشঝदभ৸ઈૡ५य़ঝधधुप ੫ؚऐଢ଼ఊ

दम ؚ .<7ऩनৗञऩઇॶشঝ॑ણ৷घॊऩन ੫ؚभ

ਛृజ৩ઇधखथऎभ্رऊै௬॑੭थः

ऽघ؛

ؙऒभेअऩઐৢ৸पৌघॊੲ॑ण৸বभभ

पेढथ जؚोझोभୠভऊैৈः௬धਦ॑੭थઐৢ

৸भऋનৰपઁऋॉ �ؚ���ফ২ଜऽदप��ਿदؚ

৩ਯ৺��ਐয॑தइॊણषधఁऋॉ ؚभାऋৄ

ऽोथःऽघँ؛ ैञीथ +ؚRQGDभ৸ઓ୳पओඑःञट

ःञ৸বभभप ؚපधउ॑ணखऑऽघ؛

ؙୠपஉकखञણभਏम ؚୠदણඩऔोथःॊऎभ

भदघ؛जखथ ؚୠઐৢ৸भञीप൴ମपॉ

ੌिपؚँ ैञीथรਔ॑घॊधधुप +ؚRQGD मୠ

पৌखथ ০ؚुઐৢ৸ઇঀक़ঁक़॑ख ؚୠ

કড়भेॉಽभઐৢ৸ਔभ॑ीकख धؚुपॉੌ

॒दॉऽघ؛

2.「社会に求められるノウハウの創出と発信」

३ঙথૼदৗীषॳকঞথ४ش�३গঞٹ
ؙਠ ؚমदम౼ਃચ૩ऩनपेॉऎभ্رऋভ୮ష

॑ीकखथজঁঅজपཫ॒दःऽघ؛जभअठ৺ਯभ্ऋ ਰؚ

मॡঝঐभઈૡ॑खथउॉ जؚभ���भ্मَ ुअ২ॡঝঐ

॑ઈૡखञः धُઅइथःॊधःअॹشॱऋँॉऽघ؛্दؚ

জঁঅজਠৃदघॊؚୢ పಉभୢঢ়બऊैमَ ୦॑੦

पઈૡ૭౯ਖ਼॑घोयेःभऊ धُਂଳघॊଢऋऎఞच

ैोथःऽघ؛

ؙऒअखञଢपປ॑ൊऐ শؚফखथऌञ३গঞش३ঙথ

ૼ॑ૢ৷ख ઈؚૡ૭౯ਖ਼॑१এشॺघॊৗञऩਃஓभ৫

पॳকঞথ४ख ใؚपभজঁঅজ७থॱشदਫ਼ৰୡ॑ষ

ः ણؚ৷दऌॊभ৯૪ऋয়ठऽखञ؛ऒोपेॉ ؚभਖ਼

੦॑ढथઈૡपঢ়घॊজঁঅজऋ૭ચधऩॊ१এش

ॺਃஓधखथ ؚऎभୄऋఞचैोथःऽघَ؛ ुअ২ॡঝ

ঐपଭॉञःَُ ःणऽदुॡঝঐपଭॉਢऐथःञः धُൌ

घॊ্॑ر१এشॺख ःؚणऽदु௫खऎ৸पઈૡखथःञ

टऐॊऒधऋ+RQGDभൢःदुँॉऽघ؛

ؙ০ुऒअखञভभୄपૢइैोॊेअऩৗञऩঀक़ঁक़

भ৫॑मगी ؚୠभऋਏधघॊઞःृघःઇॶش

ঝृ ઐؚৢઇ७থॱشदभણ৷॑पঁشॻ॑ਔखञઇ

ঀक़ঁक़ ॶؚشঝऩनभ৫पुಲਢखथॉੌ॒दॉऽघ؛

ਃચभมش�ਲਗपऐञঐ२ٹ
ؙফ ؚমभઐৢহଈਯम����য॑ৣॉऽखञऋ਼ؚ

ੀभઐৢহଈਯमؚॖ থॻद৺��ਐয ঋؚॺॼद�ਐয

ਰध્ؚ प॔४॔౾বपउऐॊઐৢহଈਯऋভਖ৲

खथःऽघ؛ऒअखञ૾ய॑رम่ૌघॊऒधमदऌऽच॒؛

ؙ+RQGDम ऊؚबथेॉਲਗदभણुણपॉੌ॒दॉ

ऽखञऋ ણؚ॑ॊ५আشॻदઐৢহੲऋசप৲खथ

ःॊभऋਠ૾दघ؛

ؙ৸ઈૡমम শؚফॉੌ॒दऌञ৸ઈૡઇभঃ

ॖड़ॽ॔धखथभঽಁ॑ढथ਼ੀभঐ२شਃચ॑มख ؚ

বभৰੲप໌खञன৫॑ਸசखथःऽघ؛৬पम ؚ

ৃऋౕपఁপघॊॖথॻ ঋؚॺॼؚॖ থॻॿ३॔॑ਈਡ

ୠधख ؚবभਠ১যध৴खऩऋै শؚঅ४ঙথधன৫ੑ

॑ੁরदघ؛

ؙਲਗன৫पँञढथमધ৲ृઐৢহੲभୀःपेढथ ؚম

भृॉ্॑जभऽऽ৷घॊऒधऋदऌऩःऒधऊैমद

ઇু১भથਙपणःथষ჻ෙ॑ॉନख ঀؚक़ঁक़॑

खथःऎऒधऋਏदँॉ ০ؚु॔४॔॑ਔखञবभ

ણ॑ਸசखथॉऽघ؛

2012年に向けて

ୠपஉकखञણभାधঽয়ٹ

ؙਸ਼�ઃઐৢ৸੦মੑदमَ ਛ ��ফ⑰पহଈਯ॑

����যਰৣपघॊ धُःअ৯ఏऋൕऑैोَؚ ୠभৰੲप໌

खञମऩણभਤَُઐৢ৸ઇभുਛधન৳َُ

ટऩઇু১भ৫धো ऩُनऋίॎोथउॉऽघ؛ऽऔ

पஎञठभણ্ଉजभुभदँॉ ০ؚऽदਰपড়৬ध

ऩढञಽऩણृୠदણඩघॊधेॉಽ৴ख

ञَ ୠपஉकखञણُ॑ ৸বपఁপघॊधधुप ؚୠऋ

৬धऩढथણदऌॊेअାधঽয়॑ीकख ০ؚुா

पன৫खथॉऽघ؛

RQGD+ٹ ैखःਤਙ؞ஆঽਙँॊ
ؙঀक़ঁक़भ৫धਦ
ؙਿऋൕऑॊ৯ఏ॑ਛघॊपम ઐؚৢઇ ཟؚણभಌऩ

ॊਤனऋਏदघ؛ਠ૾भણ॑ಲਢघॊभादमऩऎ ਠؚயभ

ઐৢহੲृཎऩ౾ୖपৌघॊ॑ৄྚइञৌૢऋीै

ोऽघ؛+RQGDमশফपॎञॉखथॉऽखञઐৢ৸ઇ

ঀक़ঁक़॑ણऊख ऒؚअखञ౾ୖपટჴपॳকঞথ४खथ

ॉऽघ؛

ؙઐৢভभ୭৲॑નपኇइ ؚভभॽش६धৎ৻प়

ಱखञகୗपॳকঞথ४खਢऐॊऒध؛जोऋ+RQGDभ

'1$दँॉ ใؚோभણपଌघॊऒधऩऎ +ؚRQGDैखःৗ

ञऩઐৢ৸ઇঀक़ঁक़भଢ଼ध৫॑ब ઐؚৢভप

ਦ؞घॊऒधऋઐৢভपउऐॊرभઞ୵दँॊधੳ

खؚे ॉ৸؞ੱऩઐৢভभৰਠपఞଖख ಜؚलभ ൚ؚ౿भ

भਈপ৲॑ीकखथॉऽघ؛

安全・安心な交通社会の実現に向けて
安全運転普及本部 事務局長　千葉 英雄
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Honda 関連企業による交通安全活動

ؙ+RQGD म ���� ফेॉঢ়৴੫भরदઐৢ৸॑૿अ௧

ભभॖথ५ॺছॡॱു॑شਛघॊણपৡ॑োोथःऽघ؛जभ

+RQGD ঢ়৴੫दम ঽؚ৬ृঢ়બ౾੮৬धੈৡखथ ؚद௫

खऎઐৢ৸॑৾सॊَ ઐৢ৸ઇُ॑ ؚયঈটॵॡ

भ१এشॺ॑ਭऐऩऋै৫ಈखथःऽघ؛जभ৯म ؚनुपम

হभ૫ृཋऔ ৳ؚ૧पमঽैऋহ॑ଆएੴध ؚनुभ

ষ્ਙ॑৶ੰखथुैअऒधदघఄ؛ लলखऩननुपः

হহ॑ગਠखञॉ ॡؚঝঐभઈૡఆऊैৄञଈഓ॑नुঽ

ମभ৯दৄथનऊीॊ৬ୡऩन ؚपਞतऌ॑യघউটॢছ

॑ৰखथःऽघ؛ృପયभَ ിভپ पُਢऌ ০ؚফम൮ય

दَ +RQGD ঢ়৴੫಼૩ଆૃੈ৮ভُؚپ൝ಧયदَ ভپ ऋُৗ

ञपৰघॊऩन ऒؚोऽदप ��भୠद ঢ়ؚ৴੫ๆभ

॑ৌधखञઐৢ৸ઇ॑৫ಈखऽखञ؛

ؙऽञ ಯؚળऋಈघॊَ ऴगभऎपઐৢ৸ড়ইख़॔ दُम

َऔणऌভپ भُॖথ५ॺছॡॱشऋਟৃखञनुञठप+RQGD

ঽૡ३গঞشॱ3قش��සكपेॊ॑ষःऽखञ؛

多くの子どもたちが交通安全に親しむ機会を提供

ؙ+RQGDमؚे ॉऎभनुञठपઐৢঝشঝृঐॼشभপજ

औ॑ੴढथुैअञीؚॖ ঋথॺदभཟણपुॉੌ॒दःऽ

घ؛০ফ�াपम+RQGDक़ग़ঝढ़উছ२ஒदَؚ$6,02धःढ

खॆपद৾ऻअآઐৢ৸ઇُ॑ ৫ಈखऽखञ؛�द ��

भऋਸୃ�؛ऊै৵৾�ফেपमَؚ ँृधॉं�ऱेऒ

ౣُ॑ ણ৷खؚॖ থ५ॺছॡॱشऋଡ଼॑நॊৎभ�णभ৺൶धख

थَ ૃऽॊَُ ু॑ँऑॊَُ క ంؚ కؚ॑௴ॊ ऩُन ੦ؚমऩઐৢ

ঝشঝ॑ହ؛जभ ெؚᇍभਦಀਃध૯న॑ઞढथؚ৾ ॒ट

ઍ॑नुञठযऱधॉऋৰᄷखऽखञ؛৵৾ع� �ফেৌ

भَ +RQGDঽૡ३গঞشॱش ઇُदमؚੂ ीपৎૃृం

క্નੳभਏਙऩन॑ହ؛जभ ؚनुञठऋ३গঞش

ॱ॑ش৬ୡखऩऋै ؚ૫ॺঞشॽথॢपॉੌाऽखञ؛

ؙऽञؚॖ ঋথॺভৃृઐৢઇ७থॱشद৫ಈखथःॊَ द

ংॖॡ॑௫खिভ दُम৳૧ऋেधऩढथ ؚनुपংॖॡ॑

ৢगथઐৢঝشঝृঐॼشभপજऔ॑इथःऽघ؛৳૧भ্

ऊैम ؚभ॑ीॊऒधऋदऌॊध௬॑੭थःऽघ؛

ؙऒभऺऊَؚ +RQGD ઐৢ৸ऊॊञُु ऊؚॊञ॑ৢगथनु

प௫खऎฉलऩऋैઐৢঝشঝ॑इॊઇউটॢছधखथؚ

ਯऎभୠॖঋথॺऩनदણ৷औोथःऽघ؛
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ਕ൝ಧયद৫ಈऔोञভॖথ५ॺছॡॱشपेॊઐৢ৸ઇ

൮યद৫ಈऔोञ+RQGD ঢ়৴੫಼૩ଆૃੈ৮ভॖথ५ॺছ
ॡॱشपेॊઐৢ৸ઇ

ঽૡ३গঞشॱشदॖথ५ॺছॡॱشभ॔ॻংॖ५॑ୂऌऩऋैؚ
૫भএॖথॺ॑৾वق+RQGD क़ग़ঝढ़উছ२ஒك

َپ +RQGD ঢ়৴੫಼૩ଆૃੈ৮ভَُ औणऌভَُ ভَُ ിভ धُुपؚ
+RQGD ঢ়৴੫ऊैऩॊੌ௶؛

ெᇍभ૯న॑ઞढथَؚ ૃऽॊَُ ু॑ँऑॊَُ క ంؚ కؚ॑௴ॊُ॑
ৰᄷق+RQGD क़ग़ঝढ़উছ२ஒك

「あやとりぃ」の指導者研修を展開

ؙઐৢ৸ઇউটॢছَ ँृधॉं मُ ؚनुभਛশपૢग

�णभউটॢছऋँॉऽघ3ق��ස؛كऒोैभউটॢছमؚ

ညୱ؞৳ୱ ৵ؚ৾ૅृୠभ॑রੱपણ৷औोथउॉؚ

০ফम৸বद৺ ���� যق��াଜਠكभनुञठपਸ

ःञटऌऽखञ؛

َؙ ँृधॉं�ऱेऒౣ मُॖছ५ॺृॡॖ६ऩन॑ৢखथ ؚ

ుपَ ૃऽॊَُ ௴ॊ भُਏਙ॑ॎऊॉृघऎइॊऒधऋद

ऌॊध ؚୠभप௬॑ःञटःथःऽघ؛औैपَؚ ँ

ृधॉंُ॑ ेॉऎभୠपऔचॊञी ؚયঈটॵ

ॡऋ৸বभညୱઇྺृ৳ ؚୠभઐৢ৸৩प

্১ृঀक़ঁक़ऩन॑उइख ؚभുਛपৡ॑োो

थःऽघ؛০ফ � াपमଘૈঈটॵॡऋଃ੮১যಯળઐ

ৢ৸ੈভभৗભभઐৢ৸৩ �ؚ াपम൮ঈটॵ

ॡऋଌয়ય৩ ઐؚৢ৩भ্॑رৌपَ ँृधॉं भُ

ଢ଼ఊ॑ৰखऽखञ؛০ফम ৸ؚব �� ਿ ��� ય੨

৺ ���� যق�� াଜਠكभपَ ँृधॉं भُঀक़ঁक़

॑उइखथःऽघ؛

「止まる」「観る」という基本行動を
身につけてもらうために

Hondaは、幼児期から発達段階に合わせた交通安全教育が必要であると考え、交通行動の基本である「止まる」「観る（観
察する）」を子どもたちに身につけてもらうための活動を展開しています。さらに、こうしたノウハウを子どもたちの安全
教育に携わる保護者や学校、地域の指導者にお伝えする指導者養成活動に力を入れ、交通安全の普及に取り組んでいます。

ଌয়ય৩ ઐؚৢ৩॑ৌप৫ಈऔोञँृधॉंଢ଼ఊق൮ঈটॵॡك

ূஉभઐৢ৸௧৩पेॊઋညୱदभَ ँृधॉं�ऱेऒౣُ



事故事例をもとに安全を考える

ؙঽૡଭ৷রपਈुহपရःृघःभमع��� ���ୃभফ৻

दँॉ ઃؚपःभम ��ୃਰৣदघ؛হभ૩؞ਸ૩पऩ

ैऩःेअप ऒؚभফ৻पऐञঽૡઇमਏदँॊधઅइ

थःऽघ؛जऒद০ফ +ؚRQGD दमর৾ে؞ৈૅেऐभঽૡઇ

৷ઇ౫॑ਛख ൌؚऋঽपણ৷दऌॊेअप ؚشঌش

४ऊैॲक़থটشॻق૮મكदऌॊेअपखऽखञ؛ઇ౫म রؚ ৾؞

ৈૅभઇ৩ृ ؚୠभઐৢ৸ऋ ঽؚૡઇ॑ৰघॊ

धऌप૽য়णَ ঽૡઇঐॽগ॔ঝ धُ ؚৎपઞ৷घॊ

َডشॡ३شॺ दُଡਛ؛র৾ে؞ৈૅেभঽૡহ॑ुधप েؚ

െঽମऋઐৢ৸पणःथઅइॊઍपऩढथःऽघ؛

ؙৈੴஸয়୴র৾ૅदमؚ૿ ભभেऋऒभઇ౫॑ણ৷

ख �ؚফে॑ৌपઐৢ৸भ౸॑ষःऽखञَ؛ ૮ྩౌपेॊ

ঽૡহُ॑ ౫पखञডشॡ३شॺ॑ुधपَؚ হऋऩछକ

ऌञभऊَُ जभधऌभঽૡਹ৷भੱ৶૾ଙَُ رन॒ऩ୶

ऋলॊऊُؚেെदਵख়अऒधद ૮ؚྩౌઈૡपཎि૫

पणःथ৶ੰ॑ी ઐؚৢঝشঝ॑ஹॊऒधभਏਙ॑ગનੳख

ऽखञ؛॑ষढञেऊैमَؚ ઐৢঝشঝ॑ୀખखञৃ়भ

૫ृ ਸؚ૩धऩढथखऽढञৃ়भ๖ிભऩनपणःथ৶

ੰखथुैअभपટदँढञ धُ௬॑੭थःऽघ؛

自転車乗用中の危険を安全に体験する

ؙયঈটॵॡदम ঽؚ৬ृऩनभਏடपৌૢखؚ

َ+RQGD ঽૡ३গঞشॱ3قش��සُكपेॊঽૡઇ॑

৸বभর ൮ঈ؛ৈૅभেെ॑ৌप৫ಈखथःऽघ৾؞

টॵॡदम ؚ୴য়ฃরఙৈಉ৾ૅृ໒ణপ৾ဟരৃর৾ૅ

दৰ؛ঽૡ३গঞشॱشपेॊ૫ઈૡभ৬ୡ॑ৢगथ नؚ

भेअऩઈૡऋ৸ऊ॑અइथुैअऒधऋ৯दघ؛৻েെ

ऋঽૡ३গঞشॱ॑ش৬ୡख जؚभ൸॑ऺऊभেെ৸৩द

ৄञ ગؚেਃચ॑ઞढथ ؚষ૾ய॑رऩଳਡऊैஷॉନॉऽ

घ؛েെभਞतऌ॑യघऒधद ষؚઍपऎऒधऋदऌॊधؚ

র ؛ৈૅभে্प௬दघ৾؞

ؙऽञ ଃؚ੮১যௗಛઐৢ৸ੈভम ऒؚभঽૡ३গঞش

ॱ॑شো؛ੈভभઐৢ৸৩ऋ൝ಧঈটॵॡेॉ

ঀक़ঁक़पঢ়घॊଢ଼ఊ॑ਭऐ ০ؚফ২ऊैௗಛभর ৈૅ৾؞

दभঽૡઇपણ৷खथःऽघਁَ؛दमदऌऩः૫ৃએ

भ৬ୡऋदऌॊभदટ ऩُन ઐؚৢ৸৩भ௬॑੭थः

ऽघ؛ऒभऺऊपुृঽ৬ ઇؚಆਚदো؞ણ৷ऋਤ॒दः

ऽघ؛

「走る・曲がる・止まる」の基本を身につける

ؙৈૅে؞প৾েदम ؚুपৗखऎ؞ऋਸॎढथ

ऌऽघ؛৸ব�ধਚपँॊ+RQGDभઐৢઇ७থॱ3قش��සك

दम ৈؚૅে؞প৾ে॑ৌप؞भৰૼॺঞشॽথॢ॑

ৰखथःऽघ؛ऒभফ৻दम ৽ؚୡਂଌपेॊਖ਼५ऋਉद

হ॑ਬऌକऒघऒधऋँॉऽघ؛जभञी ૮ؚ৶ऩઈૡमचङ ؚ

৸पষघॊऒधृ૫॑घॊऒधभਏਙ॑इَؚ ॊ؞

ශऋॊૃ؞ ऽॊ भُ੦ম॑ମपणऐथुैअऒध॑৯धखथःऽ

घ॔؛ ॡॸॕঈ७شইॸॕॺঞشॽথॢঃشॡुथऍदम ౡؚয়

ઌળੵৈಉ৾ૅभেെ॑ৌप ਉؚહ৸ઈૡಆ॑ষःऽखञ؛

َঈঞشय़থॢُृَ५ছটش ऩُनभৰૼपਸइ ؚ.<73ق��

ස॑ك ઞढथ૫ચৡभ॑ढथःऽघ؛൝ಧ१شय़ॵॺ

ઐৢઇ७থॱشदम পؚଚਓপ৾भ৾েपभ৸ઈૡ

ಆ॑ৰ؛ঈঞشय़पेॊ$%6ृپ घؚसॉृघःଡ଼એदभষऩ

न॑৬ୡखऽखञ؛૫॑৸प৬ୡघॊऒधद ؚ৸ઈૡपणऩऑ

थुैअऒध॑ीकखथःऽघ؛ऽञ ിؚমঈটॵॡमിম

৸ੈভऋৈૅে॑ৌप৫ಈखञ৸ઈૡಆভَ ॢॵ

ॻছॖॲششॸॕথॢ पُੈৡ؛ിমभ�ধਚभৈૅदਉહ

ৢ৾खथःॊেെपؚॖ থ५ॺছॡॱشऋ+RQGD ছॖॹॕথॢॺ

ঞشॼ3قش��සكपेॊ૫ॺঞشॽথॢ॑ষःऽखञ؛
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自転車・二輪車など新しい交通手段で通学を始める中学・高校生年代には、交通安全を自分の問題として考えてもらうこ
とで、安全な交通行動の実践へ導くことが大切です。Hondaは、生徒に交通ルールを守ることの大切さや、危険予測の
重要性に気づいてもらうことで、自ら行動変容を促す活動に取り組んでいます。

ৈੴஸয়୴র৾ૅभ �ফে॑ৌपষॎोञઐৢ৸भ౸؛েെञ
ठमঽীभઅइ॑ডشॡ३شॺप੶োखقઌؚكजो॑ुधपॢঝشউदਵख
়ढञقઌৣك

ਰৣभشঌش४ऊैॲक़থটشॻ૭ચ؛
KWWS���ZZZ�KRQGD�FR�MS�VDIHW\LQIR�MXQLRU�

ଃ੮১যௗಛઐৢ৸ੈভभઐৢ৸৩पेॊঽૡઇ

ॖথ५ॺছॡॱشऋઐఌৎभષ॑ৄचऩऋैଞਡਫ਼भএॖথॺ॑
इञقിমঈটॵॡك

ിম৸ੈভَ ॢॵॻছॖॲششॸॕথॢ दُम ਭؚऋ +RQGD
ছॖॹ থॕॢॺঞشॼشपेॊ૫ॺঞشॽথॢ॑ষढञقിমঈটॵॡك

交通ルールの大切さに気づいてもらい
行動変容を促すために

6ٙ॔%$پ থॳটॵॡ؞ঈঞشय़३५ॸ؟ृෟॉृघःଡ଼એदघॊधऌ ؚ
भটॵॡ॑ଆૃखथभિ॑औचؚঁ থॻঝभऌ॑ન৳खेअधघॊಎ઼

໒ణপ৾ဟരৃর৾ૅदৰऔोञঽૡ३গঞشॱ॑شણ৷खञ
ঽૡઇق൮ঈটॵॡك



ఊदোऔोथःऽघ؛

ؙपु ੫ؚृ౾੮৬भઐৢ৸ਤ૿ਊभੲਾઐఌभৃ

ुखथउॉ ൮ؚदम ઐؚৢઇ७থॱشঞॖথش൮؞

ਮಈभَ �����ॺছইॕॵॡ؞७شইॸ ছشইज़ॕ؞ LQ�൮

ُ॑ ৫ಈख �ؚ�� भ্पओਸःञटऌऽखञ؛औैप ৸ؚব

�ধਚदઐৢઇ७থॱشಈभ৸ઈૡ७ॼشऋ৫ಈऔोऽ

खञ؛जभणदँॊ॔ॡॸॕঈ७شইॸॕॺঞشॽথॢঃشॡ

ुथऍदमَؚ ददऌॊ৸ઈૡُ॑ ॸشঐप হؚచ

प૽য়ण১भ৬ୡভ॑ৰ؛ৃभ৸ણपણऊजअध ৬ؚ

ୡভमాॉऋॉऽखञ؛

手渡しで安全を伝える「販売会社」

ؙ؞؞ሑ৷ਲ਼ভदम उؚधभඡो়ः॑পજपख

ऩऋैؚু நखभ৸ણपॉੌ॒दःऽघ؛৸ઈૡपঢ়घॊ

+RQGD भৱતپ� ॑੭खञ५ॱॵইऋরੱधऩढथ ୍ؚ

ृॖঋথॺऩनद৸॔ॻংॖ५॑ষढथःऽघ؛ਲ਼ভम ؚ

৸ॽಆভृॻছॖঅথॢ५ॡشঝ ॶؚشজথॢॖঋথॺ॑৫

ಈघॊऩनஆঽपણ॑ன৫खथःऽघ؛+RQGD�&DUV ൮রद

म �ؚ ುਡ়दॻছॖঅথॢ५ॡشঝ॑৫ಈखऽखञ؛उ

प$%6৬ୡृອഔऩन৸ઈૡभৰૼ॔ॻংॖ५॑ষढञ

ऺऊ ग़ؚ॥ॻছॖঈभౠ৾ಆ॑ৰख ؚ৸ध୭पणःथઅइ

थःञटऎਃভ॑खऽखञ؛ऽञ +ؚRQGD�'UHDPృପदम �

ຠংॖॡॶشজথॢऋ৫ಈऔो ృؚପ๘॑লखञॶشজথ

ॢ৺ ���ऋশ์पૐ؛ংॖॡभ৸॔ॻংॖ५भऺ

ऊ +ؚRQGD ઐৢ৸ऊॊञ॑ઞढञॖঋথॺऩन॑ৰखాயद

खञ؛

ؙऽञফஐधَؚ ৸বઐৢ৸ઈ पँكదਿऺऊ؟ಈُق

ॎचथ ड़ؚشঝ+RQGDپ � दَؚ ७شইॸॕय़কথঌشথُ॑ ৫ಈ

खथउॉ ؚਲ਼५ॱॵই৸৩ऋَ ઐৢ৸ཟজথُ॑ હऐथ

ঽैઐৢ৸॑ৰᄷघॊधधुप ؚਲ਼ುਡदَ य़কথঌشথभ

ऻॉ भُൕંृَ ઐৢ৸ཟॶشঝ भُଦഘ॑ষःؚઁ ऎઐৢ৸

॑୪खथःऽघ؛भ७شইॸॕय़কথঌشথदमؚূ भ

+RQGD ਲ਼ভऋ়दؚূ ৸ୠ৺ ��� ๘भਲ਼

५ॱॵইقభस৺ ��� كऋਲ਼ುਡभਈఞॉभઐ୷ਡृ૯

నपउःथઐৢ৸ඌ୍ણ॑ৰ؛યभઐৢ৸ੈভ

ध৴खञણुষॎो उؚृୠभઐৢ৸प൴घॊ

ॉੌामઁऋढथःऽघ؛

高度な安全教育を提供する「交通教育センター」

ؙ৸ব�ढ़ਚपँॊ+RQGDभઐৢઇ७থॱ3قش��සكदमؚ

ਗभുਛृ ੫ؚؚ৾ ૅ ؚযभउ॑রੱप৸ઈ

ૡઇ॑ষढथःऽघ؛০ফम৺�ਐযق��াଜਠكभ্पओਹ

৷ःञटऌऽखञ؛

ؙযभउऐपम +ؚRQGDঔشॱش१ॖॡজ५ॺ؞५ॡشঝ

ृكق +RQGDॻছॖঅথ ॑كقঝش५ॡॢ؞ ৫ಈ؛ॡঝঐृ

ংॖॡभྟৡ॑ৰखथःञटऌऩऋै ௫ؚखऎ৸ੴ॑ମप

णऐैोॊرऩ॥ش५॑৷ਔख उؚभ५य़ঝृॽش६प়

ॎचथखथःऽघ؛

ؙ੫ऐपम ؚਜઍृ৸ଵ৶भৰଙपૢगञউটॢছ

॑ ड़ؚشॲشওॖॻदखथःऽघ؛ৃभ৸ृઈૡ৽

ୡभऩःৗো৩षभଢ଼ఊ ؚহଆૃपৌૢखञଢ଼ఊऩनؚ

੫भজ५ॡঐॿ४ওথॺप்ઁऎओણ৷ःञटःथःऽघ્؛

प ؚফम୭पଦൟखञَ ७شইॸ ग़॥ॻছॖঈଢ଼ఊُृॕ؞ হؚ

॑ேपଆएञीप૫ચৡ॑ৈीॊَ +RQGD  .<7ُ

��3ق සكଢ଼ఊऋି৯॑ૐीथःऽघ؛ઐৢઇ७থॱشঞॖথ

شଘູदम ০ؚফऊैಯળ৸ୠभपৌघॊ.<7भ

লౠ॑৫खथउॉ ؚ௬॑ःञटःथःऽघ؛આফ৫औो

ञઇউটॢছَ ੲ॥থॺটشঝُپ� ुघदपऎभ੫ଢ଼
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Hondaの交通教育センターでは運転者の方々に、より安全について理解を深めていただくため、参加体験型の実践教
育を主体とした様々な安全運転教育を提供しています。また販売会社では、お客様や地域の方々との関わりを大切にし
ながら、手渡しで安全をお伝えする活動を展開しています。

ಯળ৸ୠपৌघॊَ +RQGD  .<7 লُౠ
كଘູشঞॖথشઐৢઇ७থॱق

ଽોಈَ খথ ॡজॽॵॡ؞६شॻছॖংॢ؞ LQ�൝ಧُ
كشय़ॵॺઐৢઇ७থॱش൝ಧ१ق

َ�����ॺছইॕॵॡ؞७شইॸ ছ�LQ�൮ُشইज़ॕ؞
كਮ؞൮شঞॖথشઐৢઇ७থॱق

उषઉம ؚ৸ઈૡभ॔ॻংॖ५॑ষअॻছॖঅথॢ५ॡشঝ
RQGD�&DUV+ق ൮রك

پ �ؙઈૡরभॿफ़ॸॕঈऩੲقඳॉ؞ॉكधॻছॖংشऋઈૡৎपঽഞ॥থॺ
টشঝखथ৸ઈૡपलणऐथःऎऊ॑ੱ৶৾पਫ਼घॊউটॢছ

پ �ؙ+RQGD भৱતपम उؚप୍ऩनद॔ॻংॖ५ऋदऌॊَ ७شই
ॸॕ॥شॹॕॿشॱُؚش৸ಆভभ੫য়੧ ৫ؚಈभৰऋदऌॊ
َॳشই७شইॸॕ॥شॹॕॿشॱُؚشउभ৸द௫खःঔشॱش१ॖ
ॡঝছॖই॑१এشॺघॊَ ছॖॹॕথॢ॔ॻংॖ२ُؚشঔথঃঝभ৸ऩ
ଭॉ্ृਫखःॉඞःऩनपणःथ॔ॻংॖ५दऌॊَ ঔথঃঝ৸ઈૡ
৩ ऩُनऋँॊ؛

پ �ؙ+RQGD भ৸হਚ؞ ઐؚৢઇ७থॱش ؚਲ਼ভ ؚਲ਼ভ
ሑ৷ਲ਼ভؚكRQGD�'UHDP+ق ؚথॲୟଛॢঝشউ؛

پ �ؙূपँॊ+RQGD ਲ਼ভदଡਛघॊੌ௶

安全運転に役立つ知識と技術を
届けるために

भ७شইॸॕय़কথঌشথदमؚূ भਲ਼ऋਈఞॉभઐ୷ਡ
ृ૯నपउःथઐৢ৸ඌ୍ણ॑ৰূقথॲভك�پ



安全な歩行につなげるための教材を開発

ؙৈೡभઐৢহଈਯभ৺ਯमనষরपহपရढथउ

ॉ হؚଈਯपऐथमৈೡभనষभઇऋਏधऩ

ॉऽघ؛जऒद০ফ +ؚRQGD मৈೡभనষ؞ঽૡਹ৷ऐ

भઐৢ৸ઇউটॢছَ ઐৢ৸অॹड़ౠَُپ ३ঝংش

௫
㔋㔎㔗㕅㔄

ૐপُ৾॑ ৫खऽखञ؛

َؙ ઐৢ৸অॹड़ౠ मُనষ؞ঽૡਹ৷ऋৌद ਭؚ

ऋঅॹड़प୶औोञઐৢ૾யقనষृঽૡਹ৷ ॡؚঝ

ঐभऌ॑ك ௴खथ जؚभ୳ृਔৄ॑ઐఌख ؚႃभঽীभ

ষ॑ஷॉନॊधःअुभदघ؛ঽैभଐःधऒौृਖਡ॑

ৄणऐলखقਞतऌؚكਖਡपৌखथमঽैभৡदਫखः௦इ

॑ৄणऐলघੰقৠكऒध॑ीकखथःऽघ؛০ফ �া ൝ؚಧ

ঈটॵॡदम ৈؚੴমऋಈघॊَ ৈೡઐৢ৸ऴो

ँःইख़५ॱ �����LQ�.RFKL दُ ؚਸखञৈೡ ���॑ৌ

पَ ઐৢ৸অॹड़ౠُ॑ ણ৷खञಆ॑ষःऽखञ؛

َؙ ३ঝংش௫ૐপ৾ मُనষর؞ঽૡଭ৷র؞ঽଭরभৃ

એद ৈؚೡঽମभ৸॑ஹॊञीभএॖথॺ॑ॎऊॉृघऎງஂ

खञઇ౫؛൫ૄपऩढथःॊञी উؚট४ख़ॡॱृشঃ९॥থ

ऋઞइऩःৃਚदुऋ૭ચदघ؛ിমदमઐৢ৸ઇಆ

৩ऋઐৢ৸ઇद ऒؚभَ ३ঝংش௫ૐপُ৾॑ ણ৷खथःऽघ؛

地域に広がるHonda の教育手法

ؙৈೡभనষ؞ঽૡ৷भઐৢ৸ઇউটॢছَ ँृध

ॉं�শํౣ ��3ُق සुك ؚୠभषઁऋॉ॑ৄचथःऽ

घَ؛ ँृधॉं�শํౣ मُ ؚ৸ऩనऌ্ृঽૡभଭॉ্ ખؚ

౫॑ମपणऐॊऒधभਏਙऩन॑ॎऊॉृघऎइॊञीभ

ुभदघ؛০ফ �া ౡؚঈটॵॡदम ؚিমಈ

भઐৢ৸ઇଢ଼ఊভदَؚ ँृधॉं�শํౣ भُ॑ষः

ऽखञ؛ଡ଼भी૯भ૫ਙृ ؚधఽभॻছॖংشऊै

भଳੳਙभୀःऩनभઇু১॑इऽखञ؛

ؙऽञ ؚયঈটॵॡदम ৈؚೡभঽૡহଆૃभञी

َ+RQGD ঽૡ३গঞشॱُ॑ش ણ৷खञઐৢ৸ઇ॑ৰ

खथःऽघ؛ଘૈঈটॵॡदमؚૣ ੩প؞⍍ऩनभ

૽ਚध৴ख ৈؚೡपঽૡଭ৷রभ૫भਏਙपण

ःथ৶ੰखथःञटऌऽखञ؛

高齢ドライバー・ライダーへの安全運転教育

ؙಹ੮১যমঽੵভऋ৫खञৈೡऐઐৢ৸

উটॢছَ ःऌःऌઈૡౠ भُपुीथःऽघ؛ऒोम

पॻছॖংشऐदघऋ ઈؚૡඊಅ॑ढथःऩःৈೡपु

ৌૢखथःऽघ؛ઐৢ৸ॺঞشॽথॢध ౼ؚभ௮ऌ॑ৈीॊَ ౼

ॺঞُ॑ ੌा়ॎचञউটॢছद ൎؚधคपਵख়ःऩऋ

ै ઐؚৢ৸ৡ॑ৈीथःऎभऋ્শदघ؛০ফ �া ଘؚૈঈ

টॵॡदम ؚਣমपૐऽढञ ���भୠ৩॑ৌ

पَ ःऌःऌઈૡౠُ॑ ৰखऽखञ؛भયঈটॵॡ

दु ঽؚ৬ ؚ ؚୠध৴खथ ऒؚभউটॢছ॑ৰᄷदऌॊ

॑ുਛख ઇؚभ॑ઁऑथःऎણ॑ன৫खथःऽघ؛

ؙৰ॑ઞढञઇधखथमઐৢઇ७থॱشद ؚযਯઇ

উটॢছَ +RQGD ೨ॻছॖঈ५ॡشঝُ॑پ ৰखथःऽघ؛

ؙऒभ ിؚমঈটॵॡमിম৸ੈভऋৈ

ೡ॑ৌप৫ಈखञ৸ઈૡಆভَ ॢॵॻছॖॲشش

ॸॕথॢ पُੈৡ؛ਸखञৈೡছॖॲش �� ॑ৌपؚॖ থ५

ॺছॡॱشऋ +RQGD ছॖॹॕথॢॺঞشॼ3قش�� සكपे

ॊ૫ॺঞشॽথॢ॑ষःऽखञ؛

ਨੵপ৾भ୬িઇ౸ैऋਁஇଃ੮১যবઐৢ৸৾ভऩनदଢ଼ਛટ॑ਾূپ
ઔखथःॊَ ঽഞ௴১ भُু১॑ॉোोथःॊ؛ঽীभઈૡ॑ஈखथ௴खَؚ 
ऋମஷॉৄथ ؚऋஷॉઉघُু ১؛
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高齢者の方々には、自身の身体機能の低下を自覚してもらうとともに、意識と行動のずれを少なくするための教育が必要
であると考えています。Hondaは高齢者の方々に、安全にいきいきと交通社会へ参加していただくため、交通安全知識
の提供や自発的な改善へと導く交通安全教育の普及に努めています。

ിমઐৢ৸ઇಆ৩पेॊَ ३ঝংش௫ૐপُ৾॑ ણ৷खञઐৢ৸ઇ

ৈੴমಈَ ৈೡઐৢ৸ऴोँःইख़५ॱ������LQ�.RFKLُ
दभَ ઐৢ৸অॹड़ౠ ك൝ಧঈটॵॡُق

িমಈभઐৢ৸ઇଢ଼ఊভदَ ँृधॉं�শํౣُ॑ 
كౡঈটॵॡق

ിম৸ੈভَ ॢॵॻছॖॲششॸॕথॢ दُम ਭؚ
ऋ+RQGDছॖॹॕথॢॺঞشॼشपेॊ૫ॺঞشॽথॢ॑ষढञ
كിমঈটॵॡق

ਣমदୠ৩॑ৌपষढञَ ःऌःऌઈૡౠُ
كଘૈঈটॵॡق

様々な交通場面で
安全な行動選択をしてもらうために

ূ؞୬ি؟૰ఊپ ਨੵপ৾ઇ౸

ૣ੩পಈभَ +RQGD ঽૡ३গঞشॱُ॑ش ણ৷खञৈೡ
ऐઐৢ৸ઇقଘૈঈটॵॡك



自動車教習所の自主的な活動をサポート

ؙ+RQGD म ؚୠपउःथઐৢ৸ઇपாपॉੌ॒दः

ॊঽઇಆਚधभ৴॑ৢगथ ઐؚৢ৸भ॑৸বपઁऑ ؚ

ାऔचॊञीभણ॑१এشॺखथःऽघ؛ਠ �ؚ�ਿ��

ૅभঽઇಆਚधख ણؚ॑ਤखथःऽघقకৣස؛ك

ؙ০ফम ਨؚਲথॲਲ਼⌆धभુಈदফ৫ಈऔोथःॊ

ॶشজথॢॖঋথॺपँॎचथ ؚ৸ઈૡৰૼಆভ॑৫ಈखऽ

खञ؛মಆভपয়ठ ৴ؚઇಆਚभ๊েঽ৾ૅ ၀ؚ৵ฝর

ঽ৾ૅ ၀ؚ৵ฝॻছॖঅথॢ५ॡشঝभ৩पৌख ؚ

৸ઈૡുਛଢ଼ఊভ॑ৰ؛ಆভदमୠभઇಆਚ

৩ऋॖথ५ॺছॡॱ૿॑شਊखञऺऊ ০ؚ ਨؚਲदઇಆਚ

ऋঽपಆভ॑৫ಈदऌॊ੦ೕ॑ତइऽखञ؛

ؙऽञؚ୕ दम୕ঽ৾ૅध୕থॲভپऋ৴खؚ

ୠभ্رपઐৢ৸षभ৶ੰ॑ीथुैअञीَؚ ७شইॸ ॕ؞

ইख़५ॸॕংঝ�LQ�୕ُ॑ ৫ಈ୕؛ ঽ৾ૅऊैमَؚ ঽ

ઇಆਚमୠभઐৢ৸ઇ७থॱشधखथभ૽સऋीैोथ

ःऽघ؛৴घॊऒधदॖঋথॺઍऋౄৰख उؚ൩ःभৡभ

पुणऩऋॊ धُ௬भଢ॑ःञटःथःऽघ؛+RQGDदमऒअ

खञॉੌा॑ਟফਰఋुಲਢखञःधઅइथःऽघ؛

ؙपु ஒؚঔشॱش५ॡشঝऩनदम+RQGDঽૡ३গঞش

ॱ॑شোख ؚ੪भৈૅেषभঽૡઇ॑ாपষढथःऽ

घ؛ऽञ ઇؚಆਚ৩भ্رप+RQGDभઐৢઇ७থॱشदभउ

ৌૢऩन॑ງஂघॊَ ঐॖথॻक़ख़॔ଢ଼ఊُ॑ આফऊै५ॱشॺ

खथउॉ ৴ؚभঽઇಆਚपओਹ৷ःञटःथःऽघ؛

交通安全活動をされている関係諸団体や業界の方々とも、積極的に連携しながら活動の拡大に取り組んでいます。

業界活動などへの積極的な協力

ؙ৸বभঽઇಆਚઇಆ৩भभঽഞଢ⃒଼षभਃतऐ

ृઐभৃ॑ओघॊऒध॑৯धखथ �ؚ��� ফपऽढञ

َ৸বঽઇಆਚઇಆ৩৸ઈૡ଼ૼপভ मُ০ফ ��৯

॑ಶइऽखञ؛ভৃधऩढञ൝ಧ१شय़ॵॺઐৢઇ७থॱشदؚ

৸ব ��ૅ ��� भઇಆ৩भऋ �पॎञॉ଼ૼप

ॉੌाऽखञ؛

ؙदमଃ੮১য৸মઐৢ৸ੈভ৸ઈૡਤ

৩ভऋಈघॊَ ਸ਼ ��৸ઈૡ৸বপভ दُभଟਖ਼ਜ

ऩनभऺऊ ؚ੮১য৸ব৸ੈভऋன৫घॊਸ৬

ୡभ৸ઈૡಆভَ ॢॵॻছॖॲششॸॕথॢ भُऩन

पੈৡखऽखञ؛

ؙऽञ ؚಹ੮১যমঽੵভभ৩धखथஐधभَ ৸

বઐৢ৸ઈ पُुੈৡखथःऽघ؛

自動車教習所は運転免許取得のための教育の場としてだけでなく、地域での交通安全教育を実践する場としても期待さ
れています。同じ志を持つ自動車教習所に対し、Hondaは教育プログラム・教材や指導者のレベルアップ教育の提供な
どを通じて、各地の自動車教習所が主体的に取り組む交通安全活動をサポートしています。

1918

月の輪自動車教習所
三重県南部自動車学校
法隆寺自動車教習所阪和鳳自動車学校

レインボーモータースクール和光
柏南自動車教習所
尾久自動車学校

ドリームモータースクール須坂
ドリームモータースクール昭和

芽室自動車学校

八戸モータースクール

KDS釧路自動車学校

苫小牧中野自動車学校
苫小牧ドライビングスクール

野付牛自動車学校

羽生モータースクール

遠軽自動車学校
北海道クミアイ自動車学校

岩見沢自動車学校
麻生自動車学校

白石中央自動車学園

室蘭中央自動車学園
青森モータースクール
浪岡モータースクール
弘前モータースクール

北広島自動車学校

デルタ自動車教習所
門真自動車教習所

東播自動車教習所
イナバ自動車学校

富山自動車学校

名護自動車学校

津嘉山自動車学校

レインボーモータースクール福岡

八尾柏原ドライビングスクール

光明池自動車教習所

交通安全の輪を全国に広げ、定着させるために

৸ઈૡಆভ�LQ�ኃਭฝৃ
েঽ৾ૅ๊ق ၀ؚ৵ฝরঽ৾ૅ ၀ؚ৵ฝॻছॖঅথॢ५ॡشঝك

७شইॸ كঽ৾ૅ୕قইख़५ॸॕংঝ�LQ�୕ॕ؞

ਸ਼ ��৸বঽઇಆਚઇಆ৩৸ઈૡ଼ૼপভदभ଼ૼ

ਸ਼ ��৸ઈૡ৸বপভभଟਖ਼ਜऩनदੈৡ

関係団体と連携した活動の拡大

��ਿق�৴ঽઇಆਚٹ كૅ��

पँॊ+RQGD୕پ भਲ਼ভदଡਛघॊੌ௶



Honda は二輪・四輪のシミュレーターの開発で培った独自の技術を活かして、安全運転教育の効果を高めるためのソフ
トウェアを開発しています。また、研究団体などと連携して、時代のニーズに合った教育プログラムづくりにも取り組ん
でいます。これまでに蓄積したノウハウをもとに、安全運転教育の新たな価値を提供していきたいと考えています。

シミュレーター技術を活用した新たなソフト開発

ؙ౼ዄኋऩन౼ഷଵ૩धऩढञ্رम৸বद৺ ��� ਐযध

ॎोथःऽघ؛जखथ ऒؚअखञ্رभরपमভ୮షपؚ

ॡঝঐभઈૡ॑ൌऔोथःॊ্ऋञऎऔ॒ःऽघ؛खऊखؚ

ॡঝঐभઈૡ॑ગ৫दऌॊऊनअऊभનऩ੦मோखऩः

ञीؚ૿ ਊभୢపृ১भ্رऋजभਖ਼पౙൟखथः

ऽघ؛जऒदਠ +ؚRQGD दम ؚઈૡ৷भॻছॖঅথॢ३

গঞشॱشभૼ॑ણ৷खथ জؚঁঅজ೩भ্भઈૡ૭౯

भਖ਼॑१এشॺघॊञीभ३५ॸभ৫पॳকঞথ४खथ

ःऽघ؛

ؙਠؚূ জঁঅজॸش३ঙথ୰ऩनभੈৡ॑੭थટ

ਫ਼রदؚ૿ ਊघॊୢపमَ ೩ऋ୮पઈૡखथਖऋऩ

ःऊ॑௴पਖ਼घॊञीभਏऩॶشঝधखथୄखथः

ऽघ؛ऒअखञ३५ॸऋँॊऒधद ೩ؚभজঁঅজपॉ

ੌिঔॳঋش३ঙথपुणऩऋॉऽघ धُ௬खथःऽघ؛

ऒभ३५ॸपेढथؚୢ పृ১षभਖ਼੦॑

खَؚ ुअ২ॡঝঐ॑ઈૡखञः धُൌघॊ೩भ্॑

੍ରखथःऌञःधઅइथःऽघ؛

効果的な自転車教育プログラムの開発に協力

ؙਁஇଃ੮১য�বઐৢ৸৾ভभଢ଼উট४ख़ॡॺभڭणद

ँॊَ नुऊैৈೡऽदभঽૡਹ৷भੱ৶ষ્ਙ॑౷

ऽइञ৸ৌੁभଢ଼ पُ +ؚRQGD मੈৡखथःऽघ؛ऒभউট

४ख़ॡॺदम ऽؚङর৾ૅ �ૅभੈৡ॑੭थ ऒؚभফ৻पಕથभ

ੱ৶્ਙ؞ষ્ਙऩन॑ैऊपखَؚ ਛ ��ফ২বઐৢ

৸৾ভଢ଼৹ਪਾઔভ दُ ঽؚૡ়ৌੁभਏਙ॑

खऽखञ؛ऒभટ॑౷ऽइऩऋै ؚટऩঽૡઇউটॢ

ছभ৫॑ਤी ઇؚभਠৃपোखथःऎऒध॑ीकखथः

ऽघ؛
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地区普及ブロック  所在地と担当都道府県
これまでのノウハウをもとに
先進性・独自性のある教育プログラムを提供する

栃木普及ブロック（栃木県真岡市）
TEL：0285-84-7114

浜松普及ブロック（静岡県浜松市）
TEL：053-439-2316

熊本普及ブロック（熊本県大津町）
TEL：096-293-3206

鈴鹿普及ブロック（三重県鈴鹿市）
TEL：059-370-1553

埼玉普及ブロック（埼玉県狭山市）
TEL：04-2955-5323

জঁঅজ೩भ্भઈૡ૭౯ਖ਼॑१এشॺघॊञीभ३५ॸ॑ূ
জঁঅজॸش३ঙথ୰ऩनदਫ਼

ਁஇଃ੮১য�বઐৢ৸৾ভभଢ଼উট४ख़ॡॺभ୭धखथ ਕؚ
൝ಧभর৾ૅपੈৡ॑੭थেെभষ৹ਪऩन॑ৰखञ

地域による主体的な交通安全教育を継続してくためには、その地域で活動している指導者の役割がたいへん重要になって
きます。地区普及ブロックは自ら教育機会を提供するだけでなく、地域の指導者を様々な形でサポートしています。

指導者がお互いのノウハウを共有できる場を提供

ؙયঈটॵॡदमୠभप +ؚRQGD भઐৢ৸ઇউ

টॢছृઇ౫॑ख जؚभણ৷্১॑उइखथःऽघ؛औै

प ऒؚअखञ+RQGD भઐৢ৸ઇपુखथःञटःथःॊ

ୠभऋੲਾઐఌदऌॊਃভ॑ਝऐथःऽघ؛

ؙ০ফ �াपमਕؚཱྀ வ ௗؚಛ ળؚ �ؚ াपमിম

धभपेॊੲਾઐఌভ॑৫ಈखऽखञ؛ऒभੲਾઐ

ఌভदम ؚपनुृৈೡ॑ৌपखञभৰ॑ख

थःञटऌ उؚ൩ःऋढथःॊঀक़ঁक़॑ુથदऌॊेअपख

थःऽघ؛ਸऊैमَ ঽীभ૿ਊघॊયਰਗभ্১मؚ

ऩऊऩऊੴॊऒधऋदऌऩऊढञभद ଐؚःਃভपऩढञَُ 

पऒअखञਃভ॑णऎढथऺखः धُःअଢ॑ःञटःथःऽ

घ؛০ु ऒؚभेअऩॉੌा॑भୠदुன৫खथःऌञः

धઅइथःऽघ؛

+RQGD भঀक़ঁक़॑ણ৷खञઐৢ৸ઇ॑ৰखञःधःअঽ৬ؚ
 ੮ؚ৬भ্मਈఞॉभયঈটॵॡपउਖः়ॎचऎटऔः؛

ਕ൝ಧद৫ಈऔोञَ ূਲ؞ রবયੲਾઐఌভྡ؞ ك൝ಧঈটॵॡُق

َിমઐৢ৸ઇಆ৩؞ઐৢ৸৩ੲਾઐఌভُقിমঈটॵॡك

■ 安全運転普及活動拠点

ୠभઐৢ৸ણ॑ँैॅॊએऊैᏋਬ

KWWS���ZZZ�KRQGD�FR�MS�VDIHW\LQIR�DUHD�



交通教育センター

センター数 7

指導者数 97名

四輪研修車両 266台

二輪研修車両 502台

自動車教習所（Hondaグループ）

教習所数 2

指導者数 138名

四輪教習車両 140台

二輪教習車両 109台

2322

オランダ★

ナイジェリア●

南アフリカ●

ロシア■
ドイツ●

チェコ★

韓国★

ハンガリー■
イギリス●

トルコ■

パキスタン●

インド■

タイ■
ベトナム■

フィリピン■

インドネシア■

オーストラリア●

カナダ●

アメリカ■

メキシコ●

ブラジル■ペルー■

チリ■

アルゼンチン■

ベネズエラ★

フランス●

ポルトガル●
スペイン■
スイス●

イタリア● 中国■

マレーシア■
シンガポール●

■ 交通教育センター ＋ 販売店での活動
● 交通教育センターでの活動
● 販売店での活動
★ 啓発活動

●ネパール

静岡

埼玉
栃木

熊本

福岡
三重

 アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ 
 （活動開始：1997 年）TEL.0285-64-0100

 交通教育センターレインボー埼玉 
 （活動開始：1980年）TEL.049-297-4111

 交通教育センターレインボー和光 
 （活動開始：1997 年）TEL.048-461-1101 

 交通教育センターレインボー浜名湖 
 （活動開始：2002 年）TEL.053-527-1131

 鈴鹿サーキット交通教育センター 
 （活動開始：1964 年）TEL.059-378-0387

 交通教育センターレインボー福岡 
 （活動開始：1973 年）TEL.092-963-1421

 交通教育センターレインボー熊本 
 （活動開始：1989年）TEL.096-293-1370

كঝش५ॡ؞१ॖॡজ५ॺشॱشRQGDঔ+ق06+
+06 म ؚभॉखृઈૡ
િ ছؚॖॹॕথॢभ੦মदँॊ
َॊ؞ශऋॊૃ؞ ऽॊُ॑ ମपणऐ
थःञटऎਸ৬ୡभ५ॡش
ঝदघ؛௧भॖথ५ॺছॡॱش
ऋ৸ઈૡभএॖথॺ॑॔ॻং
ॖ५ख ઈؚૡૼधधुप৸ਔ
॑ৈीॊऒधऋदऌऽघ؛

ঋॺॼ
+RQGD�9LHWQDPदम ؚਲ਼ृઐৢઇ७থॱشदभઈૡઇ
भ ؚਏभ৵৾ૅभে॑ৌप ؚनुऐઇউটॢছ
भുਛ॑ன৫؛ઐৢ৸भऋઁऋढथःऽघ؛

ছॖॹॕথॢॺঞشॼش
॑ણ৷खञ ؚਲ਼दभ
उऐ৸
ಆভभ

৾ૅઇྺऐଢ଼ఊভभ


ॖথॻ
+RQGD�0RWRUF\FOH�	�6FRRWHU�,QGLDदम ؚਲ਼भॖথ५ॺছॡॱ
ऋরੱधऩॉش ؚرऩভৃद৵৾েऊैಹছॖॲشऽद॑ৌप
ઐৢ৸ઇ॑ன৫खथःऽघ؛

नुऐઐৢ৸ઇ
भ

৾েऐभৰૼ
ಆভभ

दংॖॡ॑௫खिভ
ংॖॡपଭॊ৬ୡ॑दુથ
घॊऒधद ؚभ॑ीथः
ञटऎञीभ५ॡشঝदघ؛उ೯
औ॒ उؚಟऔ॒ऋেपऩढथ ংؚ
ॖॡभඝ্১ृ௫खऔ ઐؚৢঝ
भপજऔ॑उشঝृঐॼش
पइऽघ؛ओੇఔभ॥গॽॣ
؛३ঙথतऎॉपुਈిदघش

੫ऐ৸ઈૡଢ଼ఊ
੫भৰੲप়ॎचञઐৢ
৸ઇ॑खथःऽघ؛ऒोऽ
दप���� ॑தइॊ੫भ
ઐৢ৸ৌੁ॑१এشॺखथः
ऽघ؛৸ઈૡଢ଼ఊपਸऔोञ
੫म जؚभभৰౚृ৹ਪ
ऊै হؚभટऋનऊी
ैोथःऽघ؛

ਲਗदभउृୠভषઐৢ৸॑इॊણम +ؚRQGD भਠ১য؞ঢ়બುਡऋ৬धऩढथன৫खؚ
਼ੀ ��ढ़বदણखथःऽघق؛ম॑ऎك

RQGDॻছॖঅথ+ق6'+ كঝش५ॡॢ؞
+'6 म ؚႃभ৸ઈૡप૽য়
णੴृૼ॑ମपणऐथःञ
टऎਸ৬ୡभ५ॡشঝदघ؛
ઈૡपঽਦऋऩः্पम੦মऊ
ैഛႠप॔ॻংॖ५ु؛ ढधઈૡ
॑௫खाञः্ु +ؚRQGD भ
ਤਝद૫॑৸प৬ୡघॊ
ઈૡॺঞشॽথॢऋষइऽघ؛

※各国の実情に合わせて活動を展開。　

ણহઐৢઇ७থॱشऋघॊ৸ઈૡઇউটॢছ

海外拠点交通教育センター

■ 安全運転普及活動拠点

+RQGDभઐৢઇ७থॱشदम ؚਗभുਛृ ੫ؚؚ৾ ૅ ؚযभउ॑রੱप৸ઈૡઇ॑ষढथःऽघ؛যभउऐ
पम ॡؚঝঐृংॖॡभྟৡ॑ৰःञटऌऩऋै ௫ؚखऎ৸ઈૡभੴ॑ମपणऐथःञटऐॊرऩ॥ش५॑৷ਔखथःऽघ؛

ਲਗदम ؚਲ਼दभउषभ৸ཟृ ઐؚৢઇ७থॱشदभৰᄷઇ ؚୠभ্॑رৌधखञেၺઇऩन ؚਿृঢ়બ੮৬ध৴
खऩऋैবभઐৢহੲप໌खञણऋرऩदன৫औोथःऽघ؛

KWWS���ZZZ�KRQGD�FR�MS�VDIHW\LQIR�FHQWHU�
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資料編
����ফ৸ઈૡણ৩ਯ �����ফ�াع��াଜৄा� ৸ઈૡણ༮

����ফ৸ઈૡણ৩ਯྸੑ
উણشRQGDॢঝ+ق �ؚ�ك����ফ��াଜৄाع��

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 ● ● ● ●

উણشRQGDॢঝ+�ٷ

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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※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

KWWS���ZZZ�KRQGD�FR�MS�VDIHW\LQIR��



��া েঽ৾ૅपथَ๊ٹ ঐॖথॻक़ख़॔ଢ଼ఊُ॑ ৰ
ਨਲق ك����ؚ�

াڭ ಯળقಯળ৾ૅपथଢ଼ఊٹ �ؚ��� ع
ك�����

ऋಘਈপૠெभঽك&0+قRQGD�0RWRU�&KLQD+ٹ
ઇಆਚपथ ઇؚऐ৸ઈૡଢ଼ఊভ॑ৰ

ॼपथؚشऋफ़ك&'66قشঝઐৢઇ७থॱش३থफ़এٹ
9,3॑ઈૡघॊ؞ଔঢ়બपૼચਘ
৲ॺঞشॽথॢ॑ৰ

াڮ ३ঙথ୰༠৴൪ੈ৮ভਸ਼ش৸ব୮জঁঅজॸٹ ��
ଢ଼পভ LQ শपथَ +RQGD ७شইॸॕॼঅُ॑ ன
শંق ع���ؚ� ��ك

ଶୗপ৾ుઇୖभ৾েपऐञଢ଼ఊ॑ৰ௹ٹ
ఎੴق ك�����ؚ�

ٹ +RQGD�0DQXIDFWXULQJ�1LJHULDك01+قऋ ॼؚॖ४ख़
জ॔दੂधऩॊংॖॡॱॡ३شऐ৸ઈૡಆভ॑
৫ಈ

াگ َٹ ઐৢ৸৬ୡ७ॼش���� ৫ُಈقপଚਿ ك��ؚ�

َٹ র৾ে؞ৈૅেषभঽૡઇঐॽগ॔ঝ َُ٭ হ
হऊै৾वঽૡभ૫ষ ُষ

ঽૡਹ৷ऐभઐৢ৸ઇউট؞ৈೡभనষٹ
ॢছَ ઐৢ৸অॹड़ౠ ُਛ

ৈೡऐभઐৢ৸ઇ౫َٹ ३ঝংش௫ૐপ৾ ُਛ

াڰ َٹ +RQGD ஐभ७شইॸॕय़কথঌشথ ৫ُಈ�
ع����ق ك����

াڱ RQGD�&DUV+ٹ ൮রऋ �ುਡ়दॻছॖঅথॢ५
ॡشঝ॑৫ಈق൮ ك���ؚ�

�৸ઈૡਤ৩ভ્શ৩ଟਪੈৡٹ
ਕق ع���ؚ� ك��

াڲ َٹ ਸ਼ ��৸বঽઇಆਚઇಆ৩৸ઈૡ଼ૼপ
ভ ৫ُಈقਕ �ؚ�� ع ك�

ৈಉ৾ૅেെহଢ଼ੈ৮ভपथٹ
َৈૅभ৸ઇعਉહ৸पणःथ ُਵ�
ق ك���ؚ�

েঽ৾ૅ๊ٹ ၀ؚ৵ฝরঽ৾ૅ ၀ؚ৵ฝॻছॖ
অথॢ५ॡشঝभઇಆ৩॑ৌपৰૼ
ുਛଢ଼ఊ॑ৰقਨਲ ع���ؚ� ك��

াڳ ংॖॡॖঋথॺິڴ൝ಧٹ ॳؚشঐজधુ৫ಈ�
ਕق �ؚ��� ع ك��

ਨਲ+RQGDٹ ਲ਼ध੪ঽઇಆਚधभ়द
ৰૼಆভ॑ৰقਨਲ ك���ؚ�

ಯળ৸ୠपৌखथَٹ +RQGD  .<7 লُౠ
५ॱشॺقಯળك

াڴ َٹ $6,02धคपद৾ऻअآઐৢ৸ઇ ৫ُಈ
ূق �ؚ�� ع ك�

َٹ ਸ਼ ��৸ઈૡ৸বপভ ৫ُಈ ଟؚਖ਼ୣാੈৡ
ਕق �ؚ�� ع ك�

াڵ َٹ +RQGD�भ७شইॸॕ�य़কথঌشথ ৫ُಈق�ع�� ك��

ঝ॑ৰشRQGD�'UHDPৈੴਧऋছॖॹॕথॢ५ॡ+ٹ
ৈੴق �ك��ؚ

RQGD+ٹ ংঝشথইख़५ॸॕংঝपथَ दংॖॡ॑
௫खिভ ৫ُಈقਕ �ع���ؚ ك��

भ+RQGDূٹ ਲ਼ভऋ়दઐৢ৸ඌ୍
ણ॑ৰূق �ع���ؚ ك��

জথॢपथَشRQGD�'UHDPృପ়ॶ+ٹ ઐৢ৸ॖ
ঋথॺ ৫ُಈقಧుਣ �ع���ؚ ك��

��া ਨਲग़জِ॔؞ਨূٹ ઐৢছথॸॕ॔৩ّ॑ ৌ
प ઇؚॶشঝभງ ਨਲஂق ك����ؚ�

ଗق્શ৩রఙଢ଼ఊভੈৡٹ �ؚ���� ع
ك��

ৈೡઈૡ৸ઈૡಲਢ੍ର९ইॺَ॑ٹ +RQGD ७شই
ॸॕॼঅ पُੌाा ৰؚୡ॑ৰع�����ق ك��

��া� َٹ ਸ਼ � ৸বেੈ৸ઈૡপভُ॑ ৰقಯળؚ
������ك

ॱॖभَٹ $�3�+RQGD ُऐॖথ५ॺছॡॱش५ॸॵউ
॔ॵউଢ଼ఊ॑ৰق൮ �ؚ����ع ك��

�ऋ+RQGD�6RXWKك&'%%قXNLW�%DWRN�'ULYLQJ�&HQWUH%ٹ
$IULFDभॖথ५ॺছॡॱشଢ଼ఊ॑ৰ

৸ઈૡઇਃஓ
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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

ফڬڭڬڮ

�ফڭڬڮ

जभ ৸ؚব�ढ़ਚभયঈটॵॡदमؚ
औऽकऽऩણ॑ৰखथःऽघ؛

হহऊै৾वؚ
ঽૡभ૫ষ
ৰभহহ॑ुध
प ঽؚૡपଭॊप
ੴढथउऎसऌઐৢঝش
ঝ॑৾वऒधऋदऌॊ؛

র৾ে؞ৈૅেषभ
ঽૡઇঐॽগ॔ঝ
ৰभহহ॑ुधपেെঽै
ऋઅइॊऒध॑धघॊ্১
ऩन॑ງஂ؛��ী౸॑୳ख
ञডشॡ३شॺृঐॽগ॔ঝ؛

३ॽ॔ऐઐৢ৸ཟ३شॺ
৬ୡ॥থॸথॶृॡॖ६ ؚୀः
ർखऩन ؚਸधคपਵख়ः
ऩऋै৾ಆ॑घघीैोॊ
ऐઇ౫؛

2726

資料編

KWWS���ZZZ�KRQGD�FR�MS�VDIHW\LQIR��
※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


