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2012年安全運転普及活動動員数（2012年1月～12月末見込み） 安全運転普及活動一覧

Hondaグループ活動

地域普及活動 指導者 参加者

あやとりぃシリーズ

自転車シミュレーター教育

いきいき運転講座

シルバー楽集大学

交通安全ビデオ講座

その他のイベント

交通教育センター

企業向け四輪講習

企業向け二輪講習

個人向け四輪講習

個人向け二輪講習

その他

1,059

573

132

237

192

343

7,261

29,984

1,286

370

753

25,560

2,421

888

90

31,668

5,535

2,615

20,325

41,228

販売会社

Hondaグループ活動合計

総合計

地域連携活動合計

総合計

安全運転講習会 7,145192

6,127  173,730

179,857

海外（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）

地域普及活動 参加者

安全運転普及活動

海外合計

3,340,000

Hondaグループ活動

活動の場 活動内容 指導者 子ども

● ● ●

● ● ●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ●

学生 高齢者
一般・
指導者

主な対象
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地域連携活動

指導者 参加者

地域普及活動

教習所

その他イベント

35

103

‐‐     

138

518,625

74,561

109,413

702,599

2012年安全運転普及活動動員数累計
（Hondaグループ活動、1970～2012年12月末見込み）

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

店頭安全アドバイス

地域の交通安全活動協力／指導者養成協力

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

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

従業員への交通安全指導／地域の安全運転指導

地域の交通安全活動協力

地域の交通安全活動協力／二輪・四輪スクール

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

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

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

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

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

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

交通教育センターインストラ
クター

安全運転インストラクター

教習指導員

販売拠点インストラクター

交通教育センターインストラ
クター

安全運転インストラクター

Honda パートナーシップイ
ンストラクター

レインボー
ディーラー※1

セーフティ
サポート
ディーラー※2

国　

内

海　

外

交通教育センター

地区普及ブロック

Honda事業所

Honda関連会社

業界活動

販売拠点
（四輪・二輪）

交通教育
センター

自動車教習所との
連携

情報公開

ホームページや情報紙を通じた情報発信 その他Hondaの主な情報公開

CSRレポート

　ホームページ「安全運転普及活動」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、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。

Hondaの2011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。2012年7月発行

動画による交通場面のケース
スタディを通じて、「交通センス
＝危険予測能力」を身につけ
る「危険予測トレーニング」

ホームページ「安全運転普及活動」。
初心運転者、子ども、高齢者、女性
など、幅広い方々に対応したコンテ
ンツを用意

楽しみながら交通
安全を身につけら
れる「Hondaの交
通安全ゲーム」

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。

※1 レインボーディーラー：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：Hondaの安全に関する認定基準を満たした二輪販売拠点。

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

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

アニュアル
レポート

Hondaの2011年度の業績概要をま
とめた報告書。2012年7月発行

http://www.honda.co.jp/investors/
library/annual_report/

環境
年次レポート

Hondaの環境への取り組みの考え
方と2011年度のおもな実績および
今後の目標をまとめた報告書。
2012年6月発行
http://www.honda.co.jp/environment/
publications/index.html/

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/

交通安全
情報紙「Sj」
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※安全運転管理者講習  反映
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安全運転普及本部　この1年の歩み 安全運転教育機器／交通安全教育教材

この他にも、安全運転普及本部では、
様々な活動を実施しています。

●埼玉県警察本部、（株）レインボーモータースクール、Hondaが「交通事故削減のための協力に関する覚書」締結（12/8）

●「九州地区交通安全普及活動合同報告会」開催（熊本県、12/15）

●「九州・山口地区交通安全指導者情報会」開催
（熊本県、8/2～3）
●「第43回二輪車安全運転全国大会」に審判派
遣協力（三重県、8/4～5）
●「南関東甲信越地区交通指導員情報交換会」開
催（埼玉県、8/21）
●「中国・四国地区交通安全指導員合同研修会」
開催（香川県、8/23～24）
●「北関東・東北エリア交通指導員研修及び情報
交換会」開催（福島県、8/23～24）

●「2012 トラフィック・セーフティ・フォーラムin
埼玉」開催（埼玉県、8/29）

●「Honda秋のセーフティキャンペーン」実施
（9/10～30）
●「1st Safe Driving Global Meeting」開
催（三重県、9/12）
●「第13回セーフティジャパンインストラクター
競技大会」開催（三重県、9/13～14）
●富山自動車学校、富山県Honda会と共催で
「セーフティ・フェスティバルin富山」を開催
(9/22)
●「国際福祉機器展」に「Hondaセーフティナビ」
を出展（9/26～9/28）
●熊本県高校生交通安全教育 5校実施（熊本県）

●警察庁「第43回全国白バイ安全運転競技大
会」に審判派遣協力（10/6～7）
●緑十字展に「Hondaセーフティナビ・自転車シ
ミュレーター・動画KYT」出品協力（富山県、
10/24～26）
●熊本県高校生交通安全教育 3校実施（熊本県）

●「安全運転指導セミナー」を開催（栃木県、
11/22）
●「北陸地区交通安全指導員研修会」開催（福井
県、11/20～21）
●熊本県高校生交通安全教育 1校実施（熊本県） 

あやとりぃ ひよこ編
（幼児～小学校低学年対象）
イラストやクイズを通して、交
通行動の基本やマナーを楽し
みながら学ぶことができる。

あやとりぃ子ども自転車
トレーニングマニュアル
（幼児～小学校高学年対象)
実際に自転車に乗って安全意
識を育てる体験型プログラム。
安全を楽しく身につけることが
できる。

あやとりぃ
（小学3～4年生対象)
小学校の授業を想定したプロ
グラム。日常生活を題材に、交
通安全を自分自身で考え、気づ
く能力を養う。

Honda交通安全かるた
子どもたちに覚えてほしい交通
ルールやマナーを45種類紹
介。かるた遊びを通して、「正し
い交通行動」が学べる。

Honda の交通安全ゲーム
親子で遊びながら楽しく交通
安全を身につけられるゲーム。

12月

●「東海・近畿地区交通安全教育指導員合同研修
会」開催（奈良県、1/12～13）
●ひたちなか市地域指導員講習会にて「動画ＫＹ
Ｔ」を実施（茨城県、1/20）

●石川県警察本部新任警察官研修会にて
Hondaの交通安全教材を活用した指導要領説
明および実演（2/2）
●埼玉県、静岡県、三重県で「交通安全普及活動
合同報告会」開催

●「熊本県高校生交通安全活動開始式」（熊本県、
3/15）
●「リハビリテーション向け運転能力評価サポー
トソフト」発売（3/15）
●「交通指導員情報交換会」（埼玉県、3/15）
●熊本県高校生交通安全教育 2校実施（熊本県）

●「Honda春のセーフティキャンペーン」実施
（4/6～5/6）
●前橋交通安全協会女性部研修会にて「あやと
りい　ひよこ」「シルバー楽集大学」を実施
（4/19）
●熊本県高校生交通安全教育 10校実施（熊本県）

●三重県の教職員対象に「中学生自転車指導に
ついて」の講習を実施
●「第12回全国自動車教習所教習指導員安全運
転競技大会」開催（三重県、5/31～6/1）

●熊本県高校生交通安全教育 5校実施（熊本県）

●岡山県および広島県の教職員対象に安全研修
を実施
●北海道ホンダ販売と地元自動車教習所との合
同で「Honda おもしろツーリング＆二輪車安
全運転実技講習会」開催（北海道、6/24）

●熊本県高校生交通安全教育 4校実施（熊本県）

●茨城町で高齢者対象「あやとりぃ長寿編」を実
施（茨城県、7/17～18）
●「鈴鹿8時間耐久ロードレース」の前夜祭イベン
トでHondaのインストラクターが鈴鹿市内で
のバイクの交通安全パレードを先導（三重県、
7/28）
●Honda Cars大野東が「セーフティドライビン
グスクール」開催（福井県、7/1）

●熊本県高校生交通安全教育 2校実施（熊本県）

1月

2月

3月

5月

4月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

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。

http://www.honda.co.jp/safetyinfo/
※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材料等
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Honda自転車シミュレーター
自転車を運転する際に起こり
うる危険を安全に体験するこ
とで、危険予測能力や安全意
識の向上を図る。
※小学生～高齢者まですべて
の世代にご利用いただいてお
ります。

Honda
ライディングトレーナー
手軽に利用できる二輪車安全
運転教育機器として開発。運
転診断機能によるアドバイス
など、効果的な安全教育が行
える。

交通状況を鋭く読む
～危険予測トレーニング～
運転者が路上で出会う危険を
予測する能力を高めるためのト
レーニング用教材。

事故事例から学ぶ、
自転車の危険走行
実際の事故事例をもとに、自
転車に乗る際に知っておくべき
交通ルールを学ぶことができ
る。

中学生・高校生への
自転車教育指導マニュアル
実際の事故事例をもとに生徒
自らが考えることを主とする指
導方法などを紹介。45 分授
業を想定したワークシートや指
導マニュアル。

あやとりぃ 長寿編
高齢者対象の歩行者、自転車
用の少人数制プログラム。自
身の交通行動を振り返り交通
安全に対する気づきを促す。

交通安全ビデオ講習
ビデオに撮影された交通状況
を観察して、その感想や意見
を交換し、日頃の行動を振り返
る。
（監修：太田博雄・東北工業大
学教授）

シルバー楽集大学
歩行中・自転車乗用中・自動車
乗車中の各場面で、高齢者自
身の安全を守るためのポイント
をわかりやすく紹介した教材。

健康ドライブ読本
高齢ドライバーの運転に関わ
る身体機能の変化と、それを
補う方法など、運転に役立つ
情報を習得できる。

シニア向け
交通安全啓発シート
体験型コンテンツやクイズ、間
違い探しなど、参加者と一緒
に話し合いながら学習をすす
められる指導者向け教材。

Honda ライディングシミュレーター／
Honda ドライビングシミュレーター
二輪・四輪運転中に起こりうる危険場面を、実際に近い運転感覚
で安全に体験でき、危険に対する認知や判断、理解を深める。

Honda セーフティナビ
「環境」にやさしいエコドライブ
と「安全」な運転知識を楽しく
学習できる。

Honda動画KYT
集合教育において、実際の交
通状況に近い動画を活用し、
認知、判断を伴う危険予測能
力を高めるトレーニングができ
る。

危険予測トレーニング（KYT）
動画で再現した交通場面のケ
ーススタディを通じて、「交通セ
ンス＝危険予測能力」を身に
つけるためのトレーニング。
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