
社会への視線
Chapter Ⅳ

Hondaは、創業の頃から
「地域に根づき、地域と融合した存在」をめざして、
地域社会との関わりを重視した活動を展開してきました。
また、事業領域が広がり、グローバル化が進んだ70年代には
さまざまな分野の研究や教育、
文化交流などを支える財団や基金を設立。
さらに、2006年からは、グローバルな活動方針と
シンボルマークを制定し、自社の経営資源を活かした
「子どもたちの育成支援」「地球環境保全」
「交通安全の教育・普及」などをテーマにした社会活動に
世界各地で取り組んでいます。

「Hondaの社会活動」の詳細は、以下のWebサイトをご参照ください
http://www.honda.co.jp/philanthropy/

Web
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Hondaは創業以来、商品や技術を通じて社会

やお客様にさまざまな喜びを提供してきました。

また、「企業は地域に根づき、地域と融合した存

在でなければならない」という考えのもと、創業

期である1960年代から地域とのつながりを大切

にした社会活動を開始しています。そして、1970

年代からは、より良い社会づくりに貢献するため

に、さまざまな分野における研究や教育、文化交

流などを支援する財団や基金を設立。国内だけ

でなく、海外にもその活動を広げています。

さらに、創立50周年を迎えた1998年には、「世

界中の人々と喜びを分かち合い、存在を期待さ

れる企業をめざす」というビジョンのもと、地球的

視野で社会の期待に応えるために、「社会活動推

進室」を設置し、「社会活動理念」を制定。従来から

の活動に加え、豊かな社会づくりにつながるさま

ざまな活動をスタートさせ、世界中の人々に喜び

を拡大していくよう努めています。

2006年には、活動のさらなる進化をめざして、

グローバルな活動方針と、活動のシンボルマー

クを新たに制定しました。活動方針では、世界

中のHondaが、資源である「人」「商品・技術」「人

間尊重の文化や風土」を活かして、より積極的に

人々の喜びにつながる活動を進めていくための

具体的な三つの方向性を示しています。

活動理念

● 地球的視野に立ち、「商品・技術」を通じて社会に貢献する
● 良き企業市民として地域に根付き、社会的責任を果たす
● 次世代のために、心豊かで活力のある人と社会づくりに努める

Honda社会活動のめざすもの

Hondaの企業理念である“人間尊重”と“三つの喜び”を基本に、
企業市民としての活動を通じて世界中の人 と々喜びを分かちあい、

その存在を期待される企業になること

このシンボルマークは、みんなで力を合わせ、夢のある明日の社会づくりをめざすという
Honda社会活動の考え方を表しています。

活動方針

Hondaは、夢のある明日の社会づくりをめざして、
● 未来を創る子どもの育成支援活動を行います
● 地球環境を守る活動を行います
● 交通安全の教育・普及活動を行います

社会活動の基本的な考え方

Hondaの社会活動のめざすもの
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夢を原動力として歩んできたHondaは、「未来

を創る子どもたちの夢と創造力を育みたい」とい

う考えのもとに、次代を担う子どもたちに、夢をも

つこと、夢にチャレンジすることの楽しさや素晴ら

しさを伝えるための活動に力を入れて取り組ん

でいます。幼児から大学生まで各世代を対象に、

ものづくりに興味がもてるよう工夫した活動を中

心に、さまざまな活動を展開。今後も、子どもたち

の可能性を引き出す“機会”と、学ぶ楽しさや挑戦

する楽しさを実感し、経験してもらえる“ 場”を提供

していきます。

第5回「子どもアイディアコンテスト」
「子どもアイディアコンテスト」は、子どもたちに

夢みる楽しさやつくる喜びを伝えたいという思い

から、未来に“あったらいいな”と思うモノを子ども

たちが考え、カタチにするコンテストで、2002年に

始まりました。

第5回目を迎えた2006年のコンテストには、全

国の小学生から、3,414作品もの応募がありまし

た。一次審査を通過した33組40名の子どもたち

には、実際の作品づくりに取り組んでもらい、最

終審査会で発表してもらいました。最終審査の結

果、13作品が入賞作に選ばれました。

また、今回が初めてと

なる試みとして、タイの

「子どもアイディアコン

テスト」の受賞者を最終

審査会に招き、入賞作品

の発表やゲーム大会な

ど、日本の子どもたちと

の交流イベントを実施し

ました。

Hondaは、製品の研究開発から購買、生産、輸

送、販売、製品の資源循環、オフィス業務にいたる

企業活動のすべての過程で環境保全に取り組ん

でおり、社会活動の領域においても積極的に地

球環境を守る活動を展開しています。

その原点となる活動が、1976年にスタートし

た「ふるさとの森づくり」です。地域との共生、自

然との共生をめざした緑化活動は、世界中の

Hondaグループへと広がりました。

ビーチクリーン活動
日本をはじめ世界各国で、海岸でのゴミの放

置・廃棄・漂流による問題が深刻化しています。ゴ

ミのなかには、ビニールやプラスチックなど自然

に還らないゴミも多く、これらのゴミは、人がケガ

をしたり、誤飲によって魚類や鳥類などの生態系

に悪影響を及ぼします。

こうしたゴミ問題を解決し本来の美しい海岸

の姿を取り戻すために、Hondaは、従業員やOB

のボランティアで編成されたキャラバン隊が、地

域の自治体の方 と々協力しながら海岸を清掃する

「ビーチクリーン活動」を2006年5月から開始しま

した。活動にあたっては、独自開発した軽量コンパ

クトかつ簡単操作の「牽引式ビーチクリーナー」を

活用し、活動１年目となる2006年度は、全国19ヵ

所の砂浜を清掃しました。

2007年度は、自治体からの要請に応えて、キャ

地球環境を守る活動未来を創る子どもたちの
育成支援活動

第５回「子どもアイディアコンテスト」（2006年12月）

ビーチクリーン活動（2006年10月 三重県鼓ヶ浦海岸）

2006年度社会活動ハイライト
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ラバン隊による活動だけでなく、一定の条件を満

たした自治体に対して、牽引式ビーチクリーナー

やバギーなどの貸し出しも行っています。

燃料電池自動車教室
「地球温暖化って何だろう？」「燃料電池自動

車って何だろう？」。そんな子どもたちの疑問にわ

かりやすく答えるイベントが燃料電池自動車教室

です。開催は年10回で、ウェルカムプラザ青山で

実施しています。

講師は、（株）本田技術研究所の燃料電池自動

車開発チームのメンバーが担当し、パソコンによ

る紙芝居を使った講義をはじめ、水の電気分解

や燃料電池自動車の模型を走らせる実験タイム

なども設けています。その後はFCXの体験試乗を

行い、滑らかに走り出す感覚を体感していただい

ています。また、試乗の待ち時間を利用して、燃料

電池自動車検定テストをするなど、子どもたちが

楽しく学べるカリキュラ

ムを随所に盛り込んでい

ます。最後には子どもた

ち一人ひとりの顔写真が

入った修了証が手渡され

ます。毎回参加する子ど

もたちの真剣な表情が

印象的で、環境への関心

の高さがうかがえます。
ビーチクリーン活動に
参加した従業員の声

活動に参加したのは2006
年11月の長崎県壱岐と、
翌年5月の高知で、砂やゴ
ミの状態は海岸によって
まったく異なることを発見
しました。回数をこなすご
とに作業のやり方も運営
方法もノウハウが蓄積さ
れていくこうした活動は、継続こそが重要だと
思います。また、バギーを運転したのですが、時
間的にも労力的にも人手より数十倍の効果が
あることを確信しました。ちなみに、バギーは、
海亀の卵をつぶさないように「低圧タイヤ」に
なっていたり、クリーナーについているピンの
長さが調整されています。活動した結果が目に
見えるということと、地域の人に喜んでもらえる
ことが「やって良かった」という喜びと、「また参
加しよう」という原動力になりました。

VOICE

山崎 彰 

第1回燃料電池自動車教室（2007年1月）

ビーチクリーン活動（2006年10月 三重県鼓ヶ浦海岸）

FCXの体験試乗（2007年1月）

社会への視線
Chapter Ⅳ
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Hondaは創業当初から、事業を展開する地域

との共生をめざしてきました。この考え方は、「良

き企業市民として地域に根付き、社会的責任を果

たす」というHondaの社会活動理念に受け継が

れ、国内の事業所、販売会社やグループ会社、世

界各国の拠点で、地域の特性に合わせた、人々に

喜ばれるさまざまな取り組みが成されています。

タッチ・ザ・ワールド
Hondaは、本社がある東京・港区周辺の地域

特性を活かして、1999年から、子どもたちにさま

ざまな世界との出会いを体験してもらう国際交

流イベント「タッチ・ザ・ワールド」を開催していま

す。開催場所はウェルカムプラザ青山で、これま

で33の国々を紹介してきました。

2006年6月に開催した「タッチ・ザ・ワールド8」

では、コロンビア、エジプト、カザフスタン、スイス

の4ヵ国の大使館に協力いただき、特製パスポー

トを手にその国の言葉であいさつしながら各国

のブースを訪ねる「ミニミニワールドツアー」、各

国のパフォーマンスが見られる「ワールド オン ス

テージ」、日本の伝統的な職人技の実演が見られ

るコーナーなど、さまざまなイベントを実施しま

した。好奇心旺盛で感受性豊かな子どもたちは、

ステージ前で一緒に歌ったり踊ったり、珍しい各

国の料理やお菓子を試食したりと、さまざまな文

化に触れながら楽しんだ様子でした。

交通安全キャラバン
̶̶幼児向け交通安全教育プログラム
Hondaは、安全で快適な交通社会の実現をめ

ざして、さまざまな取り組みを行っています。そ

のなかでも、子どもたちを交通事故から守り、ク

ルマと共存する社会をつくっていくことは自動

車メーカーとしての重要なテーマです。そこで

Hondaは、人間形成に大きな影響をもつ幼児期

から交通安全の基本を身につけてもらえるよう、

幼稚園児や保育園児を対象に、楽しい対話を通

じて自然に交通ルールを学ぶことができる「交通

安全キャラバン」を実施

しています。

1999年に関東地区か

ら始まった交通安全キャ

ラバンは、Hondaの事業

所のある地域の幼稚園・

保育園を訪問していま

す。 2006年度の訪問園

数は590園、参加人数は

76,329名でした。

先生から見た交通安全キャラバン
VOICE

昨年、Hondaの交通安全キャラバンの皆様が私た
ちの幼稚園に来られました。一番いいなと思った
ところは、読み聞かせがあることでした。はしゃぐ
園児たちに集中力をもたせるためにはとても効果
的で、私たちも何かをするとき、まず絵本の読み聞
かせから始めることが多いからです。また、横断歩
道のわたり方の指導では、大切なことを繰り返し
教えた上で「やってごらん」と、自分で考えながら
体験できるように進めておられ、感心しました。任されると、子どもたち
は自然にやる気になるからです。今後は、「園バスの乗り降り」など、そ
れぞれの園の事情に応じた題材も取り入れていただけるとありがたい
と思います。園児ともども、次回の開催を楽しみにしています。

地域に根ざした活動交通安全の教育・普及活動

タッチ・ザ・ワールド8（2006年6月 ウェルカムプラザ青山）

東京・杉並東洋幼稚園

斉藤 和美 先生

交通安全キャラバン

2006年度社会活動ハイライト
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ドリーム・ファクトリー
　2007年1月、ホンダオブザユー・ケー・マニュ

ファクチュアリング・リミテッド※1では、工場周辺

の学校に通う11～14歳の生徒や先生たちをス

ウィンドン科学博物館へ招き、第1回目の「ドリー

ム・ファクトリー」を開催しました。

このイベントの目的は、技術離れが進むイギリ

スの子どもたちに、ものづくりの面白さや夢に挑

戦する大切さを伝えることです。具体的には、高

い場所から卵を落としても割れない装置など、科

学的・教育的観点を踏まえた実験教材を提供し、

参加する子どもたちがワクワク・ドキドキしながら

ものづくりの基本原理を体験、理解できるよう工

夫しています。

また、イベントの内容をより充実させていくた

めに、従業員がイベント後、各学校を訪問し、アン

ケートを実施しました。その結果参加した生徒の

96%が「ものづくりへの関心が増した」、半数近く

が「技術系の仕事に興味をもった」と回答してい

ました。

今後もより多くの子どもたちにものづくりの楽し

さを体験してもらえるよう、ドリーム・ファクトリー

を継続的に開催していきます。

スプリングクリーク保全活動
オンタリオ州アリストンにあるホンダカナダ・イ

ンコーポレーテッド※2の生産工場では、2000年か

ら、従業員とその家族が敷

地内を流れる小川、スプリ

ングクリーク流域の環境保

全・美化を行うボランティア

活動「スプリングクリーク保

全活動」を実施しています。

活動は、毎年5月の第一土

曜日に行われており、毎回、

100名以上が集まります。

タッチ・ザ・ワールドに
参加した従業員の声

VOICE

ボランティアとして参加し
たのは、年度の抱負として
「今年は積極的にボラン
ティア活動をする」と決め
ていたことと、ふだんあま
り接することができない
国々の方とコミュニケー
ションをとってみたいとい
う好奇心からです。担当したのはエジプトコー
ナーで、エジプトのお菓子を配ったり、子ども
たちに象形文字で名前を書いてあげたりしま
した。活動当初は、英語のやりとりや時間感覚
の違いで多少戸惑いましたが、子どもたちやス
タッフ・ボランティアの皆さんの笑顔が大きな
活力になりました。終了後は、「楽しくて充実し
た良い一日だったなぁ」と心から思えたイベン
トでした。

ものづくりに挑戦する子どもたち

内古閑 靖子 

講義の後、清掃などの活動を実施

環境保全についての講義

※1 四輪車の生産子会社
※2 四輪車の生産および
二輪車・四輪車・汎用製
品の販売子会社

社会への視線
Chapter Ⅳ
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学校環境奨励賞
1999年、アジアホンダモーターカンパニー・リ

ミテッド※をはじめとするタイのHondaグループ

は、環境問題の改善を望むタイ国王の希望に賛

同して「学校環境奨励賞」を創設しました。同賞

は、タイのすべての小学校を対象に、環境の保

持・改善に関するアイディアを募集。優れた提案

を行った学校に対して、資金援助および講習会の

開催など、アイディアを実現するための支援を約

8ヵ月間にわたって行います。この支援では教育

省や天然資源環境省、エネルギー省、農業協同組

合省などタイの政府機関も多数参加しています。

また、環境保護に最も貢献した学校には、国王

から「キングス・カップ」が贈られます。

2006年度までにタイのHondaグループが支援

した小学校は、のべ600校となりました。

「交通とその安全」の研究にもとづく社会づくり
──（財）国際交通安全学会 IATSSの活動

（財）国際交通安全学会IATSS※は、交通社会の課
題や将来のあり方について社会的視野に立ち、自
由に討議・研究する場として、1974年に本田宗一
郎、藤澤武夫両氏およびHondaの基金をもとに設
立されました。
さまざまな分野のトップに立つ有識者を会員・顧
問に迎え、「交通とその安全」、さらにはそれらを取
り巻く地域社会に関する調査研究を実施。研究報
告会の開催や政策提言、広報出版、交通社会の発

展に寄与した業績に対する褒賞、国際交流など、
時代の要請に応じた活動を展開しています。

TOPICS

自然の恵み、タイ原産のハーブについて学ぶ

植物の植え付けを楽しむ子どもたち

平成18年度研究調査報告会（2007年4月）

主な活動実績

応募総数 支援校数

第1回（1999年～） 1,148校 131校

第2回（2002年～） 1,204校 234校

第3回（2004年～） 650校 175校

第4回（2006年～） 627校 60校

※ International Association of Traffi  c and Safety Sciences

※ アジア大洋州地域の
統括機能

2006年度社会活動ハイライト
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CSRレポート2007
● 対象組織
本田技研工業（株）の活動報告を中心に、一部の項目ではHondaグ
ループ全体、国内・海外の子会社・関連会社の活動についても取り上
げてご紹介しています。なお、文中の「Honda」は、本田技研工業（株）と
同じ労働協約を適用している会社の取り組みを示しています。

● 免責事項
本レポートには、本田技研工業（株）の過去と現在の事実だけでなく、
発行日時点における計画や見通し、経営方針・経営戦略にもとづいた
将来予測が含まれています。この将来予測は、記述した時点で入手で
きた情報にもとづいた仮定ないし判断であり、諸与件の変化によっ
て、将来の事業活動の結果や事象が予測とは異なったものとなる可
能性があります。読者の皆様には、以上をご了解いただきますようお
願いいたします。

● 対象期間
2006年度（2006年4月1日～2007年3月31日）の活動を中心に、一部に
過去の経緯や発行時期までに行った活動、将来の見通し・予定などに
ついて記載しています。

● 発行日
今回の発行　　2007年9月
次回発行予定　2008年8月

● お問い合わせ先
本田技研工業株式会社
法務部CSR室
TEL.03-5412-1202   FAX.03-5412-1207   
〒107-8556　東京都港区南青山2-1-1

● 発行責任者
法務部CSR室 室長  村田 浩

● Webサイト（PDFダウンロード）
http：//www.honda.co.jp/csr/
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