
社会活動のめざすもの

社会への視線
C h a p t e r Ⅳ

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。

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。

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

●●  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

活動理念

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

活動方針

WEB
http://www.honda.co.jp/philanthropy/
社会活動の詳細はこちらをご覧下さい

http://www.honda.co.jp/philanthropy/report/
社会活動年次レポートの詳細はこちらをご覧下さい

社会活動の基本的な考え方
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夢を原動力して歩んできた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、幼児から

大学生までの幅広い世代を対象に、モノづくりへの興味を

喚起する活動をはじめ、夢をもつことの素晴らしさ、チャレ

ンジすることの楽しさを伝える活動に力を入れています。

Hondaは、今後もさまざまな活動を通じて、子どもたちの

可能性を引き出すとともに、学ぶことや挑戦することの意義

を実感できる場を提供していきます。

子どもアイディアコンテスト
̶̶ 夢見る楽しさ、つくる喜びを子どもたちへ

「子どもアイディアコンテスト」は、「未来にあったらいい

な」と思うモノのアイディアを画用紙に描いてもらい、子ど

もたちに夢を見る楽しさやつくる喜びを感じてもらうイベ

ントです。第6回目を迎えた2007年度は、全国の小学生から

5,147作品もの応募があり、一次審査を通過した32組35名

の子どもたちに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、最優秀賞

と優秀賞を受賞した子どもたちの学校には、「ASIMOが参

加する特別授業」が贈られました。また、残念ながら一次審

査を通過できなかった上位の組にはアイディア賞を設け、

Hondaの「社会活動」のWebページ上で作品を公開してい

ます。また、最終審査会では、タイで開催した「ASIMOスー

パーアイディアコンテスト」の入賞者を招いた交流イベント

を行い、モノをつくる楽しさを共有しました。

社会活動ハイライト

社会への視線
C h a p t e r Ⅳ

コンテストの流れ

応募 一次審査

最終審査

アイディア
賞

Web
展覧会

最優秀賞
および
優秀賞

ASIMO
特別授業

通
過

参加人数の推移

年度 参加人数

2005

2006

2007

4,500名（4,011組）

3,700名（3,414組）

5,750名（5,147組）

低学年部の最優秀賞作品

タイのASIMOスーパーアイディアコンテストの様子

子どもアイディアコンテスト 最終審査会

未来を創る子どもたちの育成支援活動
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NYPUM̶̶ ミニバイクを活かしたアメリカの児童・
学生支援プロジェクト

「ナショナル・ユース・プロジェクト・ユージング・ミニバイ

クス（NYPUM）」は、1969年に米国でスタートした児童・学

生支援プロジェクトで、ミニバイクを動機づけのツールとし

て、孤独感などの問題を抱える子どもたちに自尊心や揺る

ぎない価値観、感謝の気持ちや責任感を身につけてもらう

ためのさまざまなプログラムを実施しています。Hondaは、

NYPUMの設立と同時に支援を開始し、ミニバイクの寄贈や

資金提供を合わせて2007年度までに合計4千万ドルを寄

付しました。

現在、アメリカのさまざまな地域で40を超えるプログラ

ムを展開していますが、なかでもユニークなプログラムが

「NYPUMロデオ」です。これは、アメリカ各地のNYPUM参

加者が一堂に会し、新たな友達と出会いフェアプレイ精神

や民族・文化的多様性にふれるというプログラムです。

Hondaはアメリカの青少年とともに明るい未来に向けて

成長し続けるために、今後もNYPUMを支援していきます。

ホンダ・ドリームズ・ファンド
Hondaのマレーシアの現地法人「ホンダマレーシア・エ

ス・ディ・エヌ・ビー・エイチ・ディ（HMSB）」は、2007年1月、国

連開発計画（UNDP）マレーシア事務所とともに、「ホンダ・ド

リームズ・ファンド」の活動を開始しました。この基金は、高等

教育を受けられずにいる17歳から24歳までのマレーシア人

20人に対して、全額供与の奨学金を与えるもので、基金を通

じて若者たちの夢の実現を応援し、マレーシアの人材育成

に貢献することをめざしています。

対象者の選考は、書類審査を経た若者が参加する3日間

のワークショップ「デア・トゥ・ドリーム」で行われます。ここ

では、「空飛ぶ絨毯」や「交通渋滞」と名づけられた、楽しみ

ながら学習することができるプログラムを通じて、個々の論

理的思考、クリエイティブな思考やチームワークが審査さ

れます。審査は、UNDPマレーシア事務所、ホンダマレーシ

ア、マレーシア国内人権委員会（SUHAKAM）のほか、オー

ル・ウィメンズ・アクション・ムーブメント（AWAM）などの

NGOスタッフも加わって行われます。

ホンダ・ドリームズ・ファンドは、4月25日に行われた記念

式典で正式に発足しました。初年度となる2007年は多数の

応募のなかから書類選考された60名がワークショップに参

加し、このなかから20名が最終選考されました。

社会への視線
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ホンダ・ドリームズ・ファンド（ワークショップの様子）

NYPUMの様子
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Hondaは、製品の研究開発から生産、購買、輸送、販売、廃

却、オフィス業務に至る企業活動すべてにおいて環境保全

に努めています。また、社会活動においても「地域社会と自

然との共生」をテーマに、地球的視野に立った活動をめざし

ています。

ビーチクリーン活動
̶̶ 素足で歩ける砂浜を次世代へ

「きれいな砂浜を次世代に残したい」という想いから開

発が始まったHondaのビーチクリーナー。Hondaは、試行錯

誤を繰り返して独自技術で完成させた牽引式ビーチクリー

ナーを活用して、2006年5月から本格的な海岸清掃活動を

開始しました。活動は、地域自治体の要請に基づいて、従業

員やOBのボランティアスタッフで編成された「Hondaキャラ

バン隊」が全国の砂浜を巡回しながら実施しており、2007年

度からはHondaのグループ会社との協働活動、地域の自治

体への機材の貸し出しという新たな取り組みも開始しまし

た。2008年3月末までに実施した清掃活動は38ヵ所となって

います。

●グループ会社との協働活動

2007年10月に静岡県磐田市の福田浅羽海岸で行った清

掃活動には、グループ会社の（株）ショーワの従業員ボラン

ティア20名が参加しました。また、11月に宮崎県新富町の富

田浜で実施した活動では、グループ会社の（株）ホンダロック

の従業員ボランティア69名が参加しました。今後も、各地域

でHondaグループ各社と連携したHondaならではの海岸清

掃活動を推進していきます。

●自治体への機材貸出

2007年度は全国9ヵ所の地域自治体へ四輪バギーと

ビーチクリーナーをセットで貸し出しました。Hondaは、

機材の貸し出しだけでなく、安全運転講習の実施や指導、

機材のメンテナンスなど今後も継続的な支援を行ってい

きます。

ビーチクリーン活動実績

20072006

Hondaキャラバン隊

自治体への機材貸出

19ヵ所

9ヵ所

19ヵ所

－

2007年10月に実施した「福田浅羽海岸」の清掃活動の様子

清掃前の砂浜 清掃後の砂浜

2日間で90ℓゴミ袋で645袋のゴミを収集

クリーナーを使用している様子

地球環境を守る活動
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Hondaは創業当時から、事業を展開する地域との共生を

めざしてきました。この考えは、Hondaの社会活動の理念と

して受け継がれており、国内の事業所やグループ会社、世界

各国の拠点で地域の特性に合わせたさまざまな活動を行っ

ています。

世界との出会いを楽しむ「タッチ・ザ・ワールド」
東京都港区に本社があるHondaは、多くの大使館が集ま

る地域の特徴を活かした社会活動として、1999年から毎年、

「タッチ・ザ・ワールド」を開催しています。これは、近辺の

3～5ヵ国の大使館に協力いただき、子どもたちを招いて世

界各国のさまざまな文化に触れてもらうイベントです。

9回目を迎えた2007年度は、アルジェリア、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、ドミニカ共和国、クウェートの大使館に協力

いただき、「特製パスポート」を手にその国の言葉で挨拶

しながら各国のブースをまわる「ミニミニワールドツアー」

や、各国がパフォーマンスを行う「ワールドオンステージ」

などを実施。好奇心いっぱいの子どもたちは、ステージの前

で一緒に歌ったり踊ったり、珍しい各国の郷土料理を試食

したりと、未知の文化に触れる楽しさを学んだ様子でした。

出会った国の外交官に取材する「大使館訪問」
「タッチ・ザ・ワールドで出会った国のことをもっと知り

たい」という子どもたちの好奇心に応えるために、Honda

は大使館の協力を得て、夏休み期間中に子どもたちを大

使館に招待する「大使館訪問」を実施しています。子ども

たちは、普段なかなか入ることのできない大使館のなか

で、外交官の方に事前に用意してきた外国語で自己紹介

をしたり質問をしたり、さまざまな対話を通じて外国文化

を学んでいます。

タッチ・ザ・ワールドの参加人数の推移

年度 参加人数 大使館訪問数

2005

2006

2007

52名

45名

52名

約1,100名

約1,300名

約1,500名

イベントの様子（クウェート）

イベントの様子

大使館訪問（クウェート）

大使館訪問（ドミニカ共和国）

大使館訪問（アルジェリア）

地域に根ざした活動
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Hondaは、ハードとソフトの両面から交通安全に取り組ん

でいます。ハード面では、先進技術を活用しながら、クルマに

乗っていない人の安全も視野に入れた商品づくりに取り組

むとともに、ソフト面では、地域社会のニーズに合わせた交

通安全教育と安全運転普及活動を通じて、より豊かなモビリ

ティ社会の実現をめざしています。

交通安全キャラバン
●幼い子どもたちのための交通安全教室を開催

子どもたちを交通事故から守ることは、モビリティメー

カーにとって重要なテーマの一つです。

Hondaは、人間形成に大きな影響がある幼児期から交通

安全の基本を身につけてもらえるよう、1999年から、未就学

児を対象とした「交通安全キャラバン」を開始しました。関東

地区から始めた活動は現在、鈴鹿、浜松、熊本、栃木の事業所

に広がっており、2007年度は幼稚園や保育園など641園を訪

問しました。

●見て、聞いて、話して、体験するプログラムを実施

「交通安全キャラバン」では、子どもたちの集中力が途切

れないよう、トレーニングを積んだ俳優が進行役を務め、名

作絵本の読み聞かせからHondaオリジナルの教材「あやと

りぃ※（ひよこ編）」を使った交通安全の話までのストーリー

を用意するとともに、途中にクイズを挟み子どもたちに答え

を導かせるなど、演出を工夫しています。何度も復唱し、身

振り手振りで交通ルールを覚えた後は、ミニチュアの信号機

と横断歩道を使って横断の練習も行い、交通ルールを楽し

みながら体感してもらうよう、取り組んでいます。

訪問園数と参加人数の推移

年度 訪問園数 参加人数

2005

2006

2007

46,186名

76,392名

76,401名

340園

590園

641園

交通安全キャラバンのプログラムの様子

※ 「あんぜん」を「やさしく」「ときあかし」「りかいしていただく」4～5才を対象とした交通
安全教育プログラムのことです

交通安全の教育・普及活動
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