
Hondaの基本理念である「三つの喜び」は、1951年
12月のホンダ月報に初出された。1956年1月に制定
した社是の基本となる言葉の数々は、ホンダ月報に
掲載された本田宗一郎のエッセイから採用。

豊かでゆとりのある生活と
効率の高い働き方を求め
て、労働時間短縮の取り組
みを開始。

お客様相談室の前身、文書課
を発足。

1963

1956
社是制定

両上肢に障がいがある人でも快適に運転を可能に
する足動運転装置「Honda・フランツシステム」を独
自に開発するとともに、販売に向け法改正を後押し。

「お客様満足度NO.1」をめざして、お客様の声を収集
し、商品開発などに活かす調査を開始。

国内初、両足だけで運転できる
「Honda・フランツシステム」を開発

1984
業界初 CS調査を開始

1969

ノー残業デーを導入

サービス部に
お客様対応部門を発足

ニューヨーク証券市場に上場したことで
全世界の株主･投資家の注目が高まる。

1977

日本の自然を形成してきたその土地の樹
木を工場内に植え、地域の自然と共生。

1976
「ふるさとの森づくり」活動を展開

ニューヨーク証券市場に上場

夢にチャレンジし、カタチにする楽し
さなどを伝える活動。

2002
｢子どもアイディアコンテスト｣を開始

2007
多様性に関する全社的･継続的な取り
組みを推進する専任組織。

多様性推進組織が発足

みんなで力を合わせ、夢のある
明日の社会づくりをめざし、世
界のHondaグ
ループが活動
を展開。

1998
社会活動の専任組織を
発足させ、理念制定

障がいがある人たちに
も、就業の機会を与え
たいという想いから、
大分県別府市に設立。

1981
障がい者の
自立を支援する
ホンダ太陽（株）設立

Hondaは、創業以来、お客様、お取引先、従業員、株主・投資

家、地域・社会の皆様など、さまざまなステークホルダーへの

責任を果たすために、Hondaフィロソフィーの｢人間尊重｣「三

つの喜び」という基本理念のもと、多様な活動や施策を実践

してきました。

1960年代には、お客様が求める、本当に喜んでいただける

商品を提供したいという想いから「お客様対応部門」を発足

し、お客様の声を大切にしてきました。また、お取引先との良

好な関係づくりが重要であるとの認識から、「取引先懇談会」

をスタートするなど、ステークホルダーとのコミュニケー

ションに努めてきました。

また、従業員に対しノー残業デーを1960年代から導入した

ことをはじめ有給休暇カットゼロ運動やフレックス制度の導

入、さらに2007年には、多様性推進組織を発足するなど、社会

の変化や要請を先取りした取り組みを推進し、ワークライフ・バ

ランスに配慮した働きやすい職場づくりをめざしてきました。

さらに、Hondaは、「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」と考え、1960年代から地域との共

生を大切にした社会活動を開始。1970年代には、環境保全に

も本腰を入れ、「ふるさとの森づくり」を始めています。また、

子どもの発想力や創造力を伸ばす「子どもアイディアコンテス

ト」を2002年から開始、タイ、ベトナムへと拡大するなど、もの

づくりの楽しさを知らせる活動にも注力しています。

今後も、Hondaは、さまざまなステークホルダーと喜びを分

かち合っていくために、企業に求められる社会的責任を果た

していきます。

ステークホルダーへの責任を果たし、ともに喜びを分かち合いたい

Hondaは、すべてのステークホルダーの皆様から信頼と共感を得られる
良好な関係の構築に取り組むとともに、これからも地域に深く根づいた
活動を実践し、モビリティ･メーカーとしての責任を果たしていきます。

III 社会との共生Chapter
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12月のホンダ月報に初出された。1956年1月に制定
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好な関係づくりが重要であるとの認識から、「取引先懇談会」

をスタートするなど、ステークホルダーとのコミュニケー

ションに努めてきました。

また、従業員に対しノー残業デーを1960年代から導入した

ことをはじめ有給休暇カットゼロ運動やフレックス制度の導

入、さらに2007年には、多様性推進組織を発足するなど、社会

の変化や要請を先取りした取り組みを推進し、ワークライフ・バ

ランスに配慮した働きやすい職場づくりをめざしてきました。

さらに、Hondaは、「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」と考え、1960年代から地域との共

生を大切にした社会活動を開始。1970年代には、環境保全に

も本腰を入れ、「ふるさとの森づくり」を始めています。また、

子どもの発想力や創造力を伸ばす「子どもアイディアコンテス

ト」を2002年から開始、タイ、ベトナムへと拡大するなど、もの

づくりの楽しさを知らせる活動にも注力しています。

今後も、Hondaは、さまざまなステークホルダーと喜びを分

かち合っていくために、企業に求められる社会的責任を果た

していきます。

ステークホルダーへの責任を果たし、ともに喜びを分かち合いたい

Hondaは、すべてのステークホルダーの皆様から信頼と共感を得られる
良好な関係の構築に取り組むとともに、これからも地域に深く根づいた
活動を実践し、モビリティ･メーカーとしての責任を果たしていきます。
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CS for Everyone

販売店における総合研修体系　

店長
マネージャー
店長研修

職種ごとの専門研修
● フロント業務研修
● 修理技術研修

● 板金塗装研修
● 部品業務研修

一般スタッフ

「世界中のHondaで圧倒的な顧客満足度を提

供する」ことを目標に、世界各地で市場の動向や

人々の価値観に合わせた販売店向け研修を実施

しています。市場が急拡大している新興国では、

主に技術スタッフを対象とした点検・メンテナン

ス関連の研修に注力してきました。しかし、市場が

成熟するにつれ、お客様の視線は技術力だけでな

く、接客やサービスの姿勢などソフト領域へも向

けられるようになっています。また、販売店におい

ても、持続的な成長のためには、新車販売だけで

なく、アフターサービスや買い替え需要への対応

を強化していく必要があります。

そこでHondaは、販売店が一丸となってCS※1の

向上を図るために、トップである店長がリーダー

シップを発揮し、お客様の心を掴むサービスを提

供できるよう「店長研修」を導入。また、接客スタッ

フを対象に、ホスピタリティの考え方や接客・接遇

のスキルの向上を図る「サービスアドバイザー研

修※2」に取り組んでいます。

 サービスの質的向上をめざして

※1 Customer Satisfactionの略。顧客満足
※2 販売店の教育・指導を担う海外現地法人・ディストリビューターの研修

部門スタッフを対象とした研修

中国での店長研修（CS向上リーダーシップ研修）の様子

世界中のHondaで圧倒的な顧客満足度を
世界各地で多種多様なモビリティ製品を販売するHondaは
顧客満足度を高め、生涯にわたってHondaを愛用いただくファンづくりをめざして
市場の動向や人々の価値観に合わせたさまざまな顧客満足度向上策を推進しています。

全員参加で“CS”を追求
モビリティ市場の成熟に合わせて「販売店向け研修コンテンツ」を改革

特集
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一人ひとりのスキルに応じたきめ細かな研修プ

ログラムを開発していくと同時に、Hondaは販売店

の業務効率化につながる“研修の効率アップ”にも

力を注いでいます。

2005年から販売店で実施している「イン・ディー

ラー・トレーニング」はその一つです。これは、ビデ

オやDVDといったビジュアル教材やeラーニングシ

ステムを活用することで、販売店スタッフが店内の

パソコンを用いて好きな時間に研修コンテンツに

アクセスし、効率的にスキルアップを図ることがで

きる研修手法です。すでに全世界の販売店に展開

しており、今後は、全受

講者の実績管理を強

化し、スタッフのもつス

キルをより高いレベル

で平準化していくこと

をめざしていきます。

Hondaは、スタッフ一人ひとりが実力を高めてい

けるよう、集合研修においても実技プログラムを数

多く取り入れています。ところが、従来の集合研修

は、参加する受講者一人ひとりの技能が異なる上、

時間の制約などから一部の受講者しか実技を体験

できないために、「どうすれば受講者全員が確実に

スキルを身につけることができるか」が課題となっ

ていました。

そこでHondaは、“受講者個人の技能”に焦点を

あてた個別学習式技能研修（IST：Indivisualized Skill 

Training）を導入しました。ISTは、実践で学ぶさまざ

まな技能をあらかじめ研修モジュールとして用意し

ておき、受講者自身が自分の力量に応じた研修モ

ジュールを選択し、参加するスタイルの研修です。これ

によって、受講者は自分がどんなスキルをもっている

のか、またどんなスキルが必要なのかが明確になり、

必要な実技も確実に体験できるようになりました。

 個別学習式技能研修「IST」を導入  「イン・ディーラー・トレーニング」を実施

 研修技術のスキルを高めていくために
インストラクター資格認定制度を強化

店からの要望に応えて「板金修理」「サービスアドバ

イザー」にも資格認定制度を導入しました。

海外現地法人・ディストリビューターのインスト

ラクター認定制度の改編に対応するため、販売店

スタッフのインストラクター資格認定制度も改定し

ました。従来の、「一般修理テクニシャン」に

加え、「板金修理テクニシャン」「サービスア

ドバイザー」の認定制度を設定。またディー

ラースタッフの技能習得のモチベーション

につながるよう、それぞれの資格を「ブロン

ズ（初級）」「シルバー（中級）」「ゴールド（上

級）」の3クラスに改編しました。

Hondaは、販売店の教育・指導を担う海外現地

法人・ディストリビューターの研修部門のスタッフ

が主体的・積極的に研修技術のスキルを高めてい

けるよう、個々の技能レベルに応じて資格が得ら

れる「インストラクター資格認定制度」を導入。

2008年度は、クルマに搭載される電子機器の増

加に対応して、「一般修理インストラクター」が担当

するカリキュラムに「電装研修」「異音研修」など難

易度の高い項目を追加しました。そして、認定資格

を、「オーソライズドインストラクター（初級）」「シニ

アインストラクター（中級）」に加え、「チーフインス

トラクター（上級）」の3クラスに拡充。さらに、販売

 販売店スタッフの認定制度も強化

ロシア、南アフリカ向け電装研修の様子

技能が異なる受講者が個別に
整備技術を学んでいる様子

実力向上と効率化を両立させるために
リアルとバーチャル、それぞれの効果を踏まえトレーニング手法を改革

インストラクター資格認定制度をリニューアル
より高い目標を掲げて挑戦し続ける仕組みづくりへ
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プロジェクトの流れ

文章 わかりやすくシンプルな表記に改定

書体 使用する文字のフォント、サイズを最適化

掲載項目 お客様が必要とされる情報を厳選

構成・タイトル 直感的なわかりやすさを追求

デザイン・判型 紙面効率が良く、読みやすい横型に統一

検索性 冒頭に「クイックガイド」を設けるなど工夫

イラスト 説明機能をもたせ、カラー化など質感を向上

すべて読む
14%

知りたい
ことだけ
調べる
52%

見ない
34%

取扱説明書
について

厚い

32％

18％

わかりにくい

21％

知りたい
ことが

見つからない

取扱説明書の調査結果 

オデッセイの取扱説明書のページ数 

95年モデル

04年モデル

250ページ

500ページ

電子制御装置の多用やカーナビゲーションシス

テムの機能向上・大容量化など、クルマの高機能

化、多機能化が進展しています。そしてこうした多

種多様な機能を確実に使いこなしていただくため

に取扱説明書の記載項目は増加する一方です。

そこでHondaは、「Honda製品を正しく、安全、快

適 に お 使 い い た だく

ために、お客様視点に

立った、わかりやすく、

役立つ取扱情報を、全

世界のお客様に提供す

る」という方針のもと、

動画映像によるDVD版

の取扱説明書の制作※

や、自社のWebサイト

からも取扱情報を検索

できるようにするなど

の工夫を重ねてきまし

た。しかし、世界各地で

 「見やすく、わかりやすく」をテーマに 実施したお客様調査では、依然として多くのお客

様が取扱説明書に対して「分厚くてとても読む気が

しない」「知りたいことがなかなか見つからない」と

いった不満をもっていることがわかりました。

こうした背景をもとに、Hondaは2006年から、

「ページ数2分の1」「検索性向上」「全世界スタイ

ル統一」を目標に、取扱説明書の革新に着手。掲載

内容の検証はもちろん、書体、デザイン、タイトルの

つけ方まで、あらゆる角度から構成要素を見直し

ていきました。そして、初めて乗られたお客様がす

ぐに基本的な操作ができるように、また調べたい

ことをすぐに見つけることができ、かつ詳しい解説

にもスピーディにたどり着けるよう、巻頭に「クイッ

クガイド」を掲載しました。さらに、作成した新スタ

イルの取扱説明書のプロトタイプについて、当初

の目的を達成できたか否かを検証し、改善した後

も社内の関係各部門が集まり、さまざまな視点か

ら議論と調整を重ねていきました。

こうした取り組みの結果、2008年秋に新スタイ

ルの取扱説明書が完成。同時期に発表した新型オ

世界7ヵ国（日、米、英、独、中国、タイ、ブラジル）において、
Honda車の所有者を含む約4,000名を対象に、Webサイ
トや対面で「取扱説明書」に関する調査を実施。

お客様調査の結果を踏まえ、「ページ数2分の1」「検索性
向上」「全世界スタイル統一」という3つの目標を設定。取
扱説明書の構成要素をすべて見直し、方向性や全要素の
ベストが何かを検討した後、新スタイルの取扱説明書の
プロトタイプを作成。

さまざまな視点から議論を重ね、新スタイルのプロト
タイプを作成

進化する取扱説明書
「ページ数2分の1」「検索性向上」「全世界スタイル統一」をめざして

Phase 1 Phase 2お客様調査
（2006年8月～）

新スタイルの開発
（2006年10月～）

特集
世界中のHondaで圧倒的な顧客満足度を
CS for Everyone
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アフターマーケット
品質部

カスタマーサービス本部
技術開発部

法務部品質監理部

お客様相談室研究所
お客様にとって
最適な

取扱説明書とは

お客様の評価（2009年1月〜2月のWebアンケートから） 

使いにくい
2%

使いやすい
92%

使いやすさ わかりやすさ

どちらとも
言えない
6%

わかりにくい
1%

わかりやすい
90%

どちらとも
言えない
9%

新スタイル取扱説明書のクイックガイドページ例

作成したプロトタイプを使って「検索性」「わかりやすさ」
を検証。その結果を反映しつつ、ページ数削減に向けて
社内関係部門が集まり、記載項目を厳選。

2008年秋発売の新型オデッセイより適用を開始。購入い
ただいたお客様に新・旧の読みやすさを比較いただく
Webアンケートとインタビューを実施。その評価を踏ま
え、全機種への適用を開始。

デッセイから量産機種への適用を開始しました。

新スタイルの取扱説明書をお届けしたお客様を

対象に旧スタイルとの比較アンケートを実施した

結果、ほとんどのお客様に見やすさ、使いやすさの

向上を実感いただけたことがわかりました。このよ

うな評価を踏まえ、Hondaは今後、国内で発売され

る全機種の取扱説明書に新スタイルを適用してい

くとともに、北米をはじめとした海外市場でも導入

していく計画です。
※ 再企画中

Phase 3 Phase 4プロトタイプの検証
（2007年9月～）

アフターフォロー、グローバル展開
（2008年10月～）

「利便性」と「安全性」を確保する、最適なバランスを追求

新スタイルの取扱説明書のプロトタイプが完成し
た後、関係部門を交えて行った記載項目と文章の検討
会では、何度も議論を交わして“最適”を追求していき
ました。お客様が必要とされる情報が埋もれてしまわ
ないように、かつ思い切った記載項目の絞り込みと文
章のシンプル化を図りながら、その一方でメーカーと
しての説明責任も果たしていく必要がありました。

皆で随分悩みましたが、苦労の甲斐あって、お客様
から「必要な情報が簡潔にわかりやすく記載されてい
る」「イラストやレイアウトに工夫がある」などの声を
いただくことができて嬉しい限りです。

これで満足することなく、今後もさらなる進化を続
けていきたいと考えています。

カスタマーサービス本部　
技術開発部
製品取扱情報ブロック

金子 裕之

HPで説明書を公開しています　http://www.honda.co.jp/manual/

プロジェクトメンバーの声
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Hondaは、基本理念である「人間尊重」と「三つの喜び（買

う喜び、売る喜び、創る喜び）」を実現していくために、ご購入

からアフターサービスまでのすべての段階で安心して製品

をお取り扱いいただき、いつまでもお客様に高い満足を提

供し続けていけるよう、販売会社と一体となってCS向上に努

めています。

Hondaは、世界各地の市場で最適なサービスオペレー

ションを実現していくために、2004年、「各地域のサービス部

門」と「サービス技術部門」を統合し、「カスタマーサービス本

部」を設立しました。

カスタマーサービス本部のめざすところは、「現場のサー

ビスを通じて、世界中のお客様の喜びを創造する」ことです。

また、そのために達成すべき中期目標として、「圧倒的なCS

№ 1の達成」を掲げています。

「圧倒的なCS」とは、お客様の期待を超えるサービスを販

売店とともに創出、提供し、お客様に喜んでいただくことで、

製品をご利用いただく期間だけでなく、新しい製品に買い替

える時にも再びHondaを選んでいただいたり、他のお客様

をご紹介いただけるような“Hondaファン”を増やし続けてい

くことです。

カスタマーサービス本部では、この中期目標の達成をめ

ざして定期的な会議を開催するなど、各地域と連携を図りな

がら、お客様との接点となる販売店がより効果的、効率的に

CS向上に取り組める環境づくりに注力しています。

顧客満足度調査を実施
Hondaは、「一人でも多くのお客様に生涯にわたって満足

していただくこと」をめざして、二輪・四輪・汎用のすべての

製品分野で積極的に顧客満足度調査を実施しています。調

査結果は詳細に分析し、具体的な改善指針として社内の関

連部門へフィードバックして、日々の活動に活かしています。

たとえば、海外の四輪事業では、調査結果を踏まえて、製

品ごと、地域ごとに「CSI（Customer Satisfaction Index：顧客

満足度指標）」を設定。きめ細かな施策を実施することでCS

向上を図っています。また、国内四輪事業では、新車をご購

入いただいたお客様のなかから無作為に抽出してアンケー

トを発送する「初期CS調査」に加えて、2003年度から中古車

オーナー向けのアンケート調査を、2007年度からは車検を

迎えるお客様への「保有期CS調査」も開始しています。

「3つのP」に着目した活動を推進
人々の価値観の変化や技術の急速な進化に伴い、お客様

のHondaへの期待はますます高度化・多様化しています。こ

うしたなか、Hondaは、将来的な環境変化やお客様のニーズ

の変化を見据えた、より魅力あるサービスの提供に取り組ん

でいます。

その一つが、海外の四輪事業で進めている「3つのP」に

着目した活動です。これは、Hondaとお客様の接点である

「Premises／Process：店舗／プロセス」「People：人材・技術

力」「Product：製品」のそれぞれにおいて課題を抽出し、サー

ビスの質を高めていく活動です。　　　

「Premises／Process：店舗／プロセス」領域では、店舗内

でお客様の“生の声”を引き出す「販売店VOC活動」、店舗ご

との無理・ムダを排除する「工程効率改善活動」、一度の修

理で確実に直す「再修理撲滅活動」、在庫部品切れによるお

客様苦情の削減に努める「バックオーダー苦情削減活動」な

どを推進してきました。また、「People：人材・技術力」領域で

は、2008年度に人材・技術力向上を目的に「販売店総合研修

体制」を大幅に見直しました。 「Product：製品」領域では「未

然防止・流出防止・拡大防止」の3大防止活動を通じて、お客

様に安心して製品をお使いいただけるよう製品品質の向上

に努めています。

「3つのP」に着目した活動	

CS向上活動

Premises／
Process
店舗／
プロセス

People
人材・技術力

Product
製品

「CS向上」に向けた基本的な考え方

グローバルなCS向上に向けた体制、目標

CS向上のための基本施策

「社会」との共生

お客様とHonda
Chapter

III
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2008年度の活動

お客様からの相談対応を強化
国内のお客様とダイレクトなコミュニケーションを行って

いる「お客様相談センター」では、最高の対応品質をめざし

て、“For The Customers~すべてはお客様のために~”という

スローガンを掲げ、お客様からの各種お問い合わせに親切・

正確・迅速に対応するよう努めています。また、行政機関か

らの調査依頼への協力や、消費者関連団体への対応なども

行っています。

同センターでは、365日、お客様からの相談を受け付けて

おり、2007年には相談が多い土曜・日曜・祝日の電話相談要

員を増強しました。また、2008年7月からは、メールによる相

談対応を土曜・日曜も実施するなど、体制を強化しています。

お客様からいただいた、ご質問・ご提案・ご要望・ご指摘な

どの貴重な声は、日々の業務に活用するために、個人情報に

関わる法令や社内規程に十分配慮した上で、研究開発・製

造・サービス・営業の各部門へタイムリーに発信しています。

また、これらの情報は、役員・従業員が共通で使用している

システムからも閲覧できるようになっています。

さらに、お客様ご自身で問題を解決したいという声に応え

て、HondaのWebサイトに「お客様相談センター」サイトを開

設しています。2008年は、10月から機種別FAQや二輪FAQの

情報を拡充したほか、携帯電話サイトも開設しました。

各海外拠点でも国内同様にお客様からの相談を受け付け

る体制を構築しており、カスタマーサービス本部のスタッフ

が一人ひとりの声に応えています。

アセアン諸国における二輪車の販売台数が急増する

なか、Hondaでは現地におけるお客様対応を強化すべ

く、正規販売店を増やしつつあります。しかし、それでも

なお、一つの店舗が担当する地域は広大であり、なか

には販売店に気軽に足を運べないお客様も少なくあり

ません。

そこでHondaは、遠隔地に住むお客様にも、より手軽

に、安全・確実な修理サービスを提供できるよう、正規販

売店の周辺にある地元の一般修理店と連携。サービス

情報および純正部品を供給することで、お客様に安心し

て、便利に利用いただける体制を構築しました。

2007年度にタイで始まったこの取り組みは、アセアン

諸国の駐在員が半年に1回集

まって開催する「マネージャー

会議」で共有化され、2008年

度からはベトナムでも同様の

取り組みが始まっています。

汎用事業の主力製品である汎用エンジンは、その供

給先であるOEMメーカーで各種OEM製品に搭載されて

から市場で販売されるため、直接Hondaがエンドユー

ザーの利用状況を把握することは困難です。しかし、エ

ンジンメーカーであるHondaには、エンドユーザーが正

しく製品を使用するための情報発信や、販売店スタッフ

が製品を正しく整備・修理していくための情報発信が求

められています。

そこでHondaは、既存の「オーナーズマニュアル（取扱

説明書）」をもとに汎用エンジンをお客様に正しく使用し

ていただくためのポイントと、「サービスマニュアル（修

理説明書）」「パーツカタログ」をもとに販売店に製品を

正しく整備・修理していただくためのポイントをまとめ

たコンテンツを作成。対象国の法規やニーズなどを確認

しながら4ヵ国語（英語・ドイツ語・フランス語・スペイン

語。言語数は順次拡大の予定）に翻訳し、2009年度より

各海外現地法人・ディストリビューターのWebサイトを

通じて公開しています。

二輪
一般修理店を活用したサービス情報・
純正部品供給体制を確立

一般修理店研修（タイ）

汎用
お客様／販売店への情報提供を強化
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2008年度の活動

「購買3原則」をもとに信頼関係を構築
Hondaは、世界中のビジネスパートナーの皆様と信頼関

係を構築していくために、法令などに則った公正な取引関

係を維持するとともに、「自由な取引」「対等な取引」「経営主

体の尊重」を柱とする「購買3原則」を定め、すべてのお取引

先の皆様との信頼関係づくりに努めています。

●購買方針説明会

Hondaでは、毎年、お取引先の皆様と、QCD（Quality：品

質、Cost：コスト、Delivery：納期）の向上をめざした購買施策

を共有するために、「購買方針説明会」を開催しています。

2009年は3月に実施し、従来は個別に開催していた購

買本部とCS本部が合同開催しました。約290社のお取引先

に参加いただき、「抜本的な総費用の削減」「事業構造・調

達構造の変革」「グローバルでの環境技術実現」「アフター

セールスで、お客様満足度向上」を中心に二輪・四輪・汎用

の各事業におけるHondaの取り組みの方向性をお取引先

と共有しました。

また、年間を通じてQCDのそれぞれの領域で優れた実

績を上げたお取引先を、年始に開催する「お取引先懇談

会」で表彰しています。2009年の懇談会では、国内で取引

を行っているお取引先企業55社を表彰しました。

●従業員への教育研修

Hondaは、購買に携わる従業員一人ひとりが「購買3原

則」に則った誠実で公正な購買活動を推進するために、関

連法規の遵守や、購買スタッフの行動規範などを定めたマ

ニュアル類を整備し、教育研修や実務の場で活用していま

す。特に、下請法や独占禁止法など、購買活動に密接に関

連する法規については、入社時の研修に加えて、全従業員

を対象とした講習会を定期的に実施し、法遵守の維持・継

続に努めています。

●お取引先に対して関連法規説明会を開催

Hondaが、お取引先との間で交わす部品取引基本契約

書にはHondaの取引先として法令を遵守していただく旨が

記載されています。また、下請法や経済産業省の「自動車

産業適正取引ガイドライン」の内容をお取引先に説明し、

適正な取引を徹底しています。自動車産業適正取引ガイド

ラインのなかで求められている「相談窓口の活性化と関係

者間の連携強化」についても、「企業倫理改善提案窓口」を

設け、その活用を推奨しています。

これらの関連法規の遵守に対するHondaの姿勢につい

ては、適時、説明会を開催して情報を共有しています。

今後は、直接的なお取引先だけでなく、その協力先を含

長期的かつ発展的な取引を基本に
一台あたり2〜3万点もの部品で構成される自動車をはじ

め、Hondaの製品は、ビジネスパートナーであるお取引先の

皆様から提供いただく部品や原材料によって支えられてい

ます。特に近年、Hondaは世界的な生産体制の拡充を図っ

ており、製品の安定供給体制を確立する上でも、品質や機能

を向上させていく上でも、世界数千社にのぼるお取引先と

一層緊密な信頼関係を構築していくことがますます重要な

テーマとなっています。

こうした認識をもとに、Hondaでは、お取引先の皆様と長

期的かつ発展的な取引ができるように努めています。

購買方針説明会 お取引先の表彰の様子

お取引先に対する基本的な考え方

お取引先への方針伝達と評価を実施 取引におけるコンプライアンスの強化

購買活動

「社会」との共生

お取引先とHonda
Chapter

III
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購買理念（役割）
良い物を、安く、タイムリーに且つ、永続的に調達する。

購買3原則
1.	自由競争に立脚した調達

1.「自由な取引」関係のもとに国際的な競争力をさらに切磋琢磨する。
2.広く国際的に取引先に門戸を開放する。
3.常に品質、量、価格、タイミングを満足する安定調達を実現する。

2.	取引先とは、対等な立場で取引
1.企業規模の大小にかかわらず取引先と対等の立場で取引きする。

3.	取引先の主体性を尊重
1.取引先は独自の経営方針、開発技術、管理のノウハウが確立した

企業として経営主体を尊重する。
2.世界の競争に自ら伍し、自主独立の道を進むことを期待する。

お取引先との対等な関係と自主性尊重
Hondaの購買部門では、長期的かつ発展的な取引ができ

るよう、Hondaとの取引を望むすべての企業に公平な機会

を提供し、公正なプロセスを通じて選定を行うとともに、お

取引先の自主性を尊重し、対等な関係にもとづいて調達活

動を推進していくよう努めています。

部品や原材料の選定にあたっては、複数の企業のなかか

ら技術力、品質・納期・コスト、財務状況、コンプライアンスや

環境保全、情報保護への取り組みなどを評価し、最適なお取

引先を決定しています。なお、取引基本契約書には法令遵

守の項目を盛り込んでいます。

めたサプライチェーン全体に浸透させる取り組みをさらに

充実させていきます。

●お取引先の部品製造現場を訪問

お客様のニーズが多様化し、品質に対する意識も高まる

なか、HondaがQCDに優れた製品を提供するためには、お

取引先との強固なパートナーシップが不可欠です。

なかでも、高い品質を維持し続けるためには、開発の初

期段階から、お取引先と開発部門、品質関連部門が連携し、

互いに知恵を出し合いながら、安全・機能・環境性能などを

追求していく必要があります。そこで、たとえば購買部門で

は、Hondaの品質要求を満たす高品質な部品を安定的に

適切な価格で調達するために、お取引先の製造現場を訪

ね、部品の製造工程一つひとつを検証しています。

Hondaは、これからも、お

客様の期待を超える「喜び

の創造」に向けて、お取引先

とともにより高度なQCDを

継続的に追求していきます。

●環境に配慮した資材･部品の調達をめざして

Hondaでは、独自に「Hondaグリーン購買ガイドライン」

を定め、お取引先とともに環境負荷の少ない資材･部品の

調達を進めています。環境に配慮した資材・部品の積極的

な調達をめざして、2001年度に「Hondaグリーン購買ガイド

ライン」を策定しました。目標値と管理項目をお取引先と共

有し、2010年度までの目標達成に向けて取り組んでいます。

化学物質管理では、環境に悪影響を及ぼすとされる重

金属4物質（鉛、水銀、六価クロム、カドミウム）の削減を二

輪・四輪の国内生産全モデルおよび汎用製品について、全

モデルで削減する取り組みを進めています。2008年度はハ

ンダ鉛削減推進のためのHonda化学物質ガイドラインの

分類を細分化するとともに、一部部品においてハンダ鉛フ

リー化を完了しました。

また、製造段階でも環境負荷物質の削減をめざして、お取引

先とともに「Honda LCAデータシステム※」を活用したCO2排出

量、廃棄物埋立処分量、水使用量の削減に取り組んでいます。

さらに、ISO14001未取得のお取引先に対し、代替認証制

度を含む取得を推進したところ、2008年度に、管理対象全

社においてISO14001または代替認証制度の認証取得が完

了しました。

お取引先の部品製造現場訪問の様子

お取引先とともに品質向上

お取引先とともに環境負荷低減

※ Honda Life Cycle Assessment Systemの略。Hondaの事業の全領域（二輪車・四輪
車・汎用製品）で、生産から廃棄段階に至るライフサイクル全体における環境負荷を
定量的に把握するHonda独自のシステム
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Hondaは、自立・平等・信頼という「人間尊重」の理念を、

Hondaグループを構成する人たちのみならず、ビジネスを

行う対象やともに仕事を進める人々や企業との関係につい

ても適用されるべき精神としています。

また、「人間は本来、夢や希望を抱いてその実現のために

思考し、創造する自由で個性的な存在である」と捉え、こうし

た人間が集い、個性を尊重し合い、平等な関係に立ち、信頼

し、持てる力を尽くすことで、ともに喜びを分かち合える企業

でありたいと願っています。

そのために採用や教育・評価・配属などの人事管理にお

いては、「主体性の尊重」「公平の原則」「相互信頼の原則」と

いう3つの原則にもとづき、従業員一人ひとりの意欲や能力

を高める環境づくりと、もてる力を活き活きと発揮できる職

場づくりに力を注いでいます。

自立 信頼

チャレンジ 誠意誠実

平等

機会均等

Hondaの人事管理における基本理念

主体性の尊重
それぞれの個性・自由な発想・

意思を尊重する

公平の原則
国籍・性別・学歴などに
とらわれることなく、
誰もがハンディのない
公平で自由な競争の
機会をもつ

相互信頼の原則
お互いの立場を尊重し、
信頼し合い、認め合い、
誠意を尽くして

自らの役割を果たす

●  「得手に帆をあげて」
●  「能ある鷹は爪を出せ」
●  「自己主張制度」

●  機会均等
●  自由競争＝能力主義実現の
前提条件

●  会社と従業員
●  従業員と従業員
●  会社と労働組合

人事管理の3つの原則
1. 主体性の尊重

Hondaが従業員に期待するものは、個人の意欲と主体性です。
それは、「能ある鷹は爪を出せ」「得手に帆をあげて」という創業者の言葉が示す通り、

一人ひとりの従業員が自分で考え、行動し、責任を果たすことです。
資格認定を求める「チャレンジャー」が自ら手を挙げる資格制度、

自分の考えや異動希望などを主張する「自己主張制度」「チャレンジ公募制度」などは、
従業員の意欲と主体性を前提に設計されています。

2. 公平の原則
Hondaは、国籍や性別、学歴などの属性によらず、

一人ひとりが個性をもつ平等な人間ととらえ、学歴やコース別人事管理は行わず、
職務と能力、実績に応じて定めるシンプルな給与体系を採用しています。また、配置や任用にあたっては、

能力や適性に応じて機会を均等に提供するよう努めています。

3. 相互信頼の原則
Hondaは、会社と従業員と従業員同士の相互の信頼関係の構築は、
お互いの違いを認め、尊重し合うことから始まると考えています。

人事管理の基本理念

※ 「従業員とHonda」に記載されている数値は、本田技研工業（株）と同じ労働協約を適用
している以下の主要な会社の総計
● 本田技研工業（株） ● ホンダエンジニアリング（株）
●（株）本田技術研究所 ●（株）ホンダアクセス

「社会」との共生

従業員とHonda
Chapter

III
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2008年度の活動

雇用･労働における多様性の尊重は、Hondaが創業以

来大切にしてきた価値観であり、「Hondaフィロソフィー」

の核をなすものと捉えています。

Hondaは、多くの企業が指定校制度を取り入れていた

時代から、特定の学校に偏らず広く門戸を開放し、個々人

の意欲と能力にもとづいた人物本位の採用活動を実施

してきました。

また、新卒学生の定期採用だけでなく、多様な個性や

経験をもった人材の中途採用も積極的に進めています。

さらに、2007年7月から「家族の介護」「配偶者の転勤や

駐在」によるやむを得ない事情で退職した従業員に対し

て、こうした退職事由が消滅した後に改めて中途採用に

チャレンジする機会を拡げることとしました。

Hondaは、各事業所で障がいのある人を積極的に雇用

しています。また、Hondaの特例子会社であるホンダ太陽

（株）、ホンダR＆D太陽（株）、希望の里ホンダ（株）にお

いても雇用を推進しています。配属にあたっては、一人ひ

とりの障がいの状況に配慮するほか、健常者とともに働

くことができるように職場環境の整備を進めています。

2008年度の障がい者雇用者数は986名、雇用率は、

2.07％となっており、法定雇用率1.8％を上回る水準を維

持しています。

Hondaは、少子高齢社会の到来や年金に関する法改

正などの法制度の動向、製造現場の技能伝承などを踏ま

え、高年齢者雇用安定法の施行前の2003年4月から、60

歳の定年退職を迎える全従業員を対象とした再雇用制

度を導入しています。

制度は2種類あり、一つは再雇用を希望する従業員の

ための制度で、会社が指定した業務を希望し、かつ業務

遂行に必要な条件を満たした従業員が対象となります。

もう一つは会社が要請する制度で、優れた技術・技能・専

門性を有する従業員が対象となります。

また、少子高齢社会の進展および生涯現役社会の到来

という背景を踏まえ、現在、より多くの従業員が定年退職

後も就労できる環境を整備するため、「新たな再雇用制

度」導入の準備を進めています。

中途採用者数
2004 2005 2006 2007 2008

男性（名） 91 241 551 732 595

女性（名） 16 15 22 28 51

合計（名） 107 256 573 760 646

特例子会社の事業内容
社名 設立年 事業内容

ホンダ太陽（株） 1981年設立
二輪車・四輪車・汎用製品（ス
ピードメーター、グローブボック
スなど）の部品生産

希望の里ホンダ（株） 1985年設立 ピストン、ケースカバー、ナック
ルなどの組み立て

ホンダR＆D太陽（株） 1992年設立 CAD設計・輸送用機器および福
祉機器の研究開発

再雇用の状況	
2005 2006 2007 2008

従業員が希望する再雇用者数（名） 54 62 126 110

会社が要請する再雇用者数（名） 6 19 68 75

合計（名） 60 81 194 185

新卒採用者数
2005 2006 2007 2008 2009

男性（名） 744 806 1,084 1,152 1,265

女性（名） 111 121 170 180 220

合計（名） 855 927 1,254 1,332 1,485
※各年の4月入社従業員数

雇用率雇用者数

935 952 979 986

2008

975

0

1,000

500

（名）

0

2

4
（％）

2004 2005 2006 2007

2.15 2.17 2.21 2.10 2.07

障がい者雇用率			の状況	

※ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に則って、重度の障がいのある人の1名の
雇用をもって「2名」とみなす。なお、グラフの数値は、各年6月1日時点の数値

雇用･労働における多様性の尊重

人物本位の採用活動

障がいのある人の雇用促進

定年退職者の再雇用を推進
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2008年度の活動

働きやすい職場環境づくり
Hondaは、1970年に隔週5日制、1972年に完全週5日制

を導入するなど、業界に先駆けて労働時間短縮を積極的に

取り組んできました。水曜日と金曜日は原則として全員定

時退社する「ノー残業デー」運動や、労使で進める年次有給

休暇カットゼロ運動※は、いずれも30年以上の歴史をもっ

ています。

こうした活動の結果、2008年度の従業員一人あたりの所

定労働時間1,952時間、総労働時間は1,997時間、一般組合

員における年次有給休暇の平均取得日数は18.7日となり、

業界でも高水準の総実労働時間の短縮を達成しました。

また、Hondaは、従業員の計画的な年次有給休暇の取得

推進、および余暇の有効活用によるモチベーションアップ

を図るために、一定の勤続年数を経過した従業員を対象に

3日連続・5日連続で年次有給休暇取得を奨励する制度を

導入しています。

Hondaでは、多様性に対する全社的・継続的な取り組み

を企画・推進するために、2007年6月、本社の人事部内に専

任組織として「多様性推進ブロック」を設置。

多様性推進ブロックでは、啓発活動として社内報による

発信や講演会、マネジメント対象の研修などを実施。制度

や働き方の整備の面では、主に仕事と育児の両立に重点

を置いた取り組みを推進、2008年度から開始した育児の

ための短時間勤務制度については、育休からの復職者約

70名のうち、約5割が利用しました。

良好な労使関係づくり

Hondaは、労働組合と雇用の安定や労働条件や安全衛

生、さらには生産・販売活動などについて、団体交渉や労使

委員会などの場で協議しています。

協議にあたっては、互いの立場や考え方の違いを十分に

尊重しながら、相互の信頼と努力によって局面を乗り越え、

Hondaらしい力強い労使関係を維持・発展させていくよう

努めています。

能力開発・人材育成

実務の経験を重ねるなかで専門性や職務遂行能力を高

める「OJT（On the Job Training）」を基盤とした人材育成を

行っています。

OJTを効果的に推進するために、専門分野や職種別のレ

ベルごとに求められる技術・技能の内容や程度を体系化し

た詳細なOJTプログラムを制定しており、これにもとづき各

個人の専門能力や管理能力をチェックするとともに、上司

による部下の能力把握や個々人のさらなる育成を図るた

めの指標として活用しています。

さらに、OJTと相互に補完し合う「Off-JT（Off the Job 

Training）」のプログラムを取り入れ、職種ごとの専門性教

育やキャリア形成・スキル開発・マネジメント能力の向上を

図っています。

また、より高い専門性の獲得や知識・教養・人間性を高め

るために、従業員が自らの意思で参加する語学教育や通信

教育・異業種企業との人材交流などの自己啓発活動も活発

に行っています。

●改善提案

従業員一人ひとりが自主的に創意工夫を重ね、さまざま

な事柄について自らのアイディアを具現化していく「改善

従業員の多様性を活かすための取り組み	
年度 取り組み

2005 ● 育児休職の期間延長（子どもが1歳6ヵ月に達するまで）

2006
● 育児休職の期間延長（子どもが3歳に達した後の4月末まで）
● 育児のための時間外勤務免除期間の延長
（小学校に就学するまで）

2007 ● 多様性推進の専任組織の設置

2008

● 育児のための短時間勤務制度（7〜4時間）の導入
● 子の看護休暇の有給化
● 稼働日にあたる祝日の一時保育制度の導入
● 仕事と育児の両立支援ハンドブックの配布

労働組合との対話の仕組み

｢OJT｣を基盤とする人材育成

多様性を活かすための専任組織を設置

※ 年次有給休暇の繰越日数を超えてカットされる日数をゼロにする取り組み

意欲と主体性を尊重する仕組み

「社会」との共生

従業員とＨｏｎｄａ
Chapter

III
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提案制度」があります。

1953年から開始したこの活動は主体性をもって業務改

善する習慣を身につけることで、自らの能力の伸長に結び

つけることをねらいとしており、毎年10万件を超える提案の

うち、約9割が職場の業務改善に活かされています。

●チャレンジ公募制度

「チャレンジ公募制度」は、従業員が夢や目標に向かっ

てチャレンジし、自己実現する機会を提供する制度で、毎

年2回、すべての従業員を対象に全社から人材を公募して

います。

2005年9月の導入以来、2009年3月末までに588名の従

業員が制度を活用し、異動しました。

労働安全衛生
「安全なくして生産なし」——職場の業務安全と交通安

全、そして従業員の心身の健康確保は、「人間尊重」を基本

理念とするHondaにとって、最も重要な責務の一つです。

こうした考えを、労働安全衛生の基本方針に明記すると

ともに、業界トップクラスの安全で快適な職場環境の実現

に向けて活動しています。

Hondaは、業務災害の未然防止の観点から「労働安全衛

生マネジメントシステム」を取り入れるほか、リスクアセス

メントの実施、安全衛生教育の充実・従業員の安全意識啓

発などの活動を推進しています。

2009年度は、「業務災害の未然防止」「爆発火災のリス

ク低減」「交通事故低減」「職業性疾病発生の未然防止」を

重点テーマとして高い目標を掲げ、全社で施策を展開して

います。

健康増進への取り組み

従業員の健全で豊かな生涯生活の実現を支援するた

めに、福利厚生の一環として、昭和63年、THP委員会を設

置し、健康保持増進策を継続的・計画的に実施する「トー

タルヘルスプロモーションプラン」を策定。毎年4月に発信

する全社方針にもとづき、生活習慣病の予防指導やトライ

ウォークなど運動習慣を促すイベントを実施しています。

また、日常の予防管理を適切に行うために管理監督者を対

象とした各種研修も実施しています。

今後は、メタボリックシンドロームなどの特定保健指導

やメンタルヘルスケアなどを充実していきます。

●「心のケアスタッフ」を配置

従業員の「心の健康増進」を目的として各事業所の健康

管理センター内に、専門の相談窓口である「心のケアスタッ

フ」を配置。専門科医やカウンセラー、職場の上司などと連

携しながら、良きアドバイザーとして従業員の「心の健康づ

くり」をサポートしています。

メンタルヘルスケアには、医療的な知識だけでなく、面

談や相談に関する対人的なスキルが必要なため、保健ス

タッフのなかで産業カウンセラーの資格を有する者を「心

のケアスタッフ」として配置しています。

労働災害の発生状況（全度数率・休業度数率）	

2008
0

0.9

0.6

0.3

2004 2005 2006 2007

0.27 0.20 0.21
0.12 0.13

0.45 0.48 0.41 0.37 0.39

休業度数率全度数率

144,684 151,687 143,228
172,584

196,317

2007

162,368

0

200,000

100,000

（件）

2003 2004 2005 2006 2008

改善提案件数推移	

トータルヘルスプロモーションプラン（THP）
※ 各年の7月末時点の件数、2008年7月末現在までの累計件数　約838.6万件

安全な職場づくりを推進
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1948年に創立したHondaは、1954年には、東京店頭市場

に株式を公開し、1957年には東京証券取引所に上場。その

後、国内の全証券取引所に上場しました。海外では、1962年

にADR（米国預託証券）を発行し、1977年にはニューヨーク

証券取引所に上場。1981年にはロンドン証券取引所、1983

年にはスイス証券取引所、1985年にはパリ証券取引所（現

ユーロネクスト・パリ）に上場と、事業のグローバル化に対応

した資本政策を展開してきました。

一方、証券市場のボーダーレス化が進展し、一部の市場

における取引量が少なくなってきたことに伴い、スイス、

ユーロネクスト・パリの両証券取引所への上場を2007年

に廃止しました。国内においても、取引量が減少した名古

屋、福岡、札幌の各証券取引所への上場を2007年に廃止

しました。

IR活動に関する基本的な考え方
株主・投資家向け広報（IR）にあたっては、業績や財務情報

を適切に開示することはもちろん、環境技術をはじめとする

先進的な取り組みや将来の事業戦略などについて、適時、正

確に、公平に情報開示するよう努めています。

また、Hondaでは、株主の皆様はもちろん、多くの投資家

の皆様に対して、Hondaという会社に対する理解をさらに深

めていただくために、積極的にコミュニケーションの場を設

け、企業側からの一方的なPRに陥ることがないよう、市場の

声に耳を傾けるよう努めています。株主総会や投資家説明

会など、株主・投資家の皆様との双方向コミュニケーション

を通じて事業活動への理解、Hondaに対する信頼や共感を

一層深めていただき、市場を通じて適切な企業評価を得ら

れるよう活動を継続していきます。

Hondaは、グローバルな視野に立って世界各国で事業を

展開し、企業価値の向上に努めています。

成果の配分にあたりましては、株主の皆様に対する利益還

元を経営の最重要課題のひとつとして位置づけており、長期

的な視点に立ち連結業績を考慮しながら配当を実施すると

ともに、資本効率の向上および機動的な資本政策の実施な

どを目的として自己株式の取得も適宜実施していきます。

配当と自己株式取得をあわせた金額の連結純利益に対

する比率（株主還元性向）については、30％を目処に実施

します。

内部留保資金については、将来の成長に不可欠な研究開

発や事業拡大のための投資および出資に充てることにより、

業績の向上に努め、財務体質の強化を図っていきます。

配当金・配当性向の推移	
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1.21 1.37

配当利回り一株あたり配当金

株式上場の状況

株主･投資家の権利の保護

利益配分に関する基本方針

※ 配当利回りについて
2003-2008年度の配当利回りは、各会計年度末の株価を基準に算定
2009年度の配当利回りは、2009年3月31日の株価を基準に算定

※ 一株あたり配当金について
2003年-2005年度の一株あたり配当金は、株式分割後の発行株式数で算定

「社会」との共生

株主･投資家とHonda WEB
http://www.honda.co.jp/investors/
投資家情報の詳細情報
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2008年度の活動

法令を遵守し、全世界の株主・投資家の皆様の投資判

断に有益な情報を適時、正確に、公平に継続して提供す

ることを情報開示の基本方針としています。

この方針にもとづき、「アニュアルレポート（年1回）」や

「クォーターファクトシート（年4回）」「株主通信（年4回）」

などの報告書を発行し、四半期ごとに機関投資家やアナ

リスト向けの決算説明会などを開催しています。北米や

欧州の機関投資家に向けては、年2回の「IRロードショー」

にて企業説明会を実施し、業績や今後の経営戦略につ

いて説明しています。また、自社のWebサイトでは、「投

資家情報」において、上記報告書や決算説明会・IRロード

ショーの資料を閲覧できるほか、株主の皆様へのご案内

などの情報を随時提供しています。

また、Hondaは、個人株主の拡大に積極的に取り組ん

でいます。2006年7月には、個人投資家の皆様が投資しや

すい環境を整えることを目的として、1株を2株の割合で分

割する株式分割を実施しました。2006年度第3四半期から

は、株主の皆様に早期に利益を還元することを目的として

四半期配当を開始しています。こうした取り組みの結果、

個人株主数はそれまでの3倍以上に増加しました。

Hondaは、株主総会を株主の皆様と直接コミュニケー

ションする重要な場と考えています。株主総会での事業

報告にあたっては、スライドを用いて、できるだけ平易に

ご理解いただけるよう努め、株主の皆様から幅広いご質

問・ご意見を受け付けています。

また、Hondaの製品や技術に触れていただけるよう商

品展示会場を併設し、二輪・四輪・汎用の各製品やASIMO

などを展示しています。なお、株主総会に出席できない株

主様のために、郵送またはパソコンや携帯電話のWebサ

イトを利用した議決権行使の仕組みを整備し、外国人株

主様向けに英文による招集通知をご提供するなど、 議決

権行使の円滑化に向けた取り組みを実施しています。

さらに、株主の皆様に「現場」をご覧いただくことで、

Hondaをより身近に感じていただき、Hondaへの理解を

さらに深めていただけるよう、製作所などを見学してい

ただく、株主様向けの「ご視察会」を毎年開催しています。

Hondaでは、株主の皆様はもちろん、多くの投資家の

皆様に対して、Hondaという会社に対する理解をさらに

深めていただくために、積極的にコミュニケーションの場

を設けています。

対話にあたっては、一方的なPRに陥ることがないよう、

積極的に市場の声に耳を傾けるよう努めています。

株主数の推移	

49,327 58,364

2008

209,912

0
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185,397

227,878

ご視察会の様子

Webサイト

クォーターファクトシートアニュアルレポート

適時･適切なIR活動を展開 株主の皆様との直接対話を重視

投資家の皆様との2Wayコミュニケーション
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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一層貢献していくために、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。国内だけではなく、地域本部制にもとづい

て、世界の6つの地域ごとに、夢のある社会づくりに向けた

活動を展開しています。

さらに、創立50周年を迎えた1998年には、「世界中の人々

と喜びを分かちあい、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ていくた

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て、理念にもとづく新たな活動をス

タートするなど、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制定しました。活動

方針では、世界中のHondaが、「人」「商品・技術」「人間尊重

の文化や風土」といった経営資源を活かして、より積極的に

人々の喜びにつながる活動を立案・推進していくための具

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

● 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

社会活動の基本的な考え方

「社会」との共生

社会活動とHonda WEB
http://www.honda.co.jp/philanthropy/
Hondaの社会活動の詳細情報
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2008年度の活動

「子どもアイディアコンテスト」は、子どもならではの発

想から生まれるアイディアをカタチにすることで「夢を持

つこと」「挑戦すること」「創造すること」の大切さ、楽しさ

に気づいてもらうことを目的としたコンテストです。

2002年に始まったこのコンテストは、年々参加者が増え、

第7回となる2008年には5,549組・6,300名もの方から応募

いただきました。数多くの応募作品のなかから、最優秀賞（2

組）と優秀賞（4組）のほか、入賞（4組）、審査員特別賞（3組）を

選考し、表彰しました。また、上位入賞の計6組の子どもた

ちには、「ASIMOが小学校を訪問し、子どもたちと対話する

特別授業を行う」という副賞を贈り、好評を博しました。

2005年からはタイで、2008年からはベトナムでも同様

のコンテストを開催しています。

アメリカにあるホンダオブアメリカマニュファクチャリ

ング（HAM）※は、「地域の活動に参加することは、個人が

意思をもって活動に投資をするという意味で、資金面で

の協力より大切だ」という考えのもと「ホンダヒーローボ

ランティア」プログラムを実施しています。

このプログラムは、従業員とその家族およびOBが自分

の選んだ地域のNGOの活動にボランティアとして参加し、

参加者のボランティア活動時間が年間計50時間に達する

と、会社がボランティア活動を行なった従業員に敬意を評

して従業員のボランティア活動の対価に相当する金額（1

団体あたり250ドル）をNGOに寄付するものです。

1995年に始まったこの

プログラムには、累計約

1,800名が参加し、NGOに

対しての寄付額は100万

ドルを超えました。

●ボランティア活動の代表例：
「リビルディング・トゥギャザー・コロンバス」の活動へ
の参加

コロンバス地区に家をもつ高齢者や障がい者、小さな子

どものいる家族が、安全で快適に過ごせるよう、家の修理・

修繕を行うボランティア団体の活動に2002年から参加し

ています。2008年度は24の家の修理・修繕を行いました。

参加者数推移
年度 参加人数
2006 3,700名（3,414組）

2007 5,750名（5,147組）

2008 6,300名（5,549組）

低学年の部で最優秀賞の発表の様子

ベトナムでの子どもアイディアコンテスト リビルディング・トゥギャザー・コロンバスでのボランティア活動の様子

子どもアイディアコンテスト（日本） ホンダヒーローボランティア（北米）

※ オハイオ州コロンバスにある生産拠点
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2008年度の活動

ホンダオートモベイス・ド・ブラジルでは、地元のスマレ 

市役所と協力し、公立の33の学校に通う約4万人の小・中

学生を対象にした、環境教育・啓発活動を支援しています。

この活動は、同市の「義務であり、素敵なこと（To Owe, It 

Is Cool)」というモットーで進められており、これらの活動は

環境への取り組みの推進を図る上で重要な基盤と考えら

れています。

学生の環境問題に対する意識喚起を目的に、環境教育

を展開するとともに、普段の生活のなかでも環境意識を発

揮できるよう啓発活動にも取り組んでいます。

具体的には、環境汚染やリサイクルについて取り上げた

環境教科書の配布（3万部）、12種類の環境をテーマにした

ビデオを利用した授業の実施、エコウォーク、Tシャツ・ポス

ターの配布などのほか、2008年12月には5,000本の苗を植

えるなど、さまざまな活動への支援で環境意識を喚起して

います。

Hondaは2006年5月、素足で歩ける砂浜を次世代へとつ

ないでいくために、四輪バギーに熊手とフルイを応用した

装置を加えた新しいビーチクリーナーを開発。このビーチ

クリーナーを用いて砂浜からゴミを取り除いていく「ビーチ

クリーン活動」に取り組んでいます。

Hondaでは、日本で始まったこの活動を、2007年から海

外でも展開しています。2007年5月からは、ホンダ・ポルト

ガルと地元カスカイス市の清掃団体であるEMACの担当

者が集まり、地域にある3つの砂浜でテスト清掃を開始。

およそ3ヵ月間で20トン以上のゴミを回収しました。また、

2008年には、環境をテーマにした地元の博覧会において、

Hondaブースにビーチクリーナーを出展し、その存在をア

ピールしました。

ホンダ・ポルトガルでは、ビーチクリーン活動を地域社会

に貢献する重要なプロジェクトと位置づけ、今後も活動の

拡大を図っていく方針です。

環境教育ツール

植林活動 ビーチクリーン活動の様子

環境教育（南米） ビーチクリーン活動（欧州）

「社会」との共生

社会活動とHonda
Chapter

III
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「スノーウィー・ライド」は、オーストラリアのニューサ

ウス・ウェールズ地方にあるスノーウィー山に毎年、同国

内の二輪ライダーやその家族が集まって行われるチャリ

ティーイベントです。参加者から集められたチャリティー

資金は、「スティーブン・ウォルター財団※」に全額寄付され、

小児がん研究とがん治療のために使われます。

イベントへの参加者は、これまでの累計で1万8千人以

上、寄付金は180万オーストラリアドルを超えています。第8

回となる2008年は、11月8日に開催され、3,000人以上のラ

イダーが参加し、30万オーストラリアドルを寄付しました。

ホンダオーストラリアは、イベントの趣旨に賛同して、

2001年の開催当初からメインスポンサーとなっています。

多くのバイクファンが、家族と楽しい週末をともに過ごし

ながら医療の発展にも貢献するこのチャリティーイベント

への支援を、ホンダオーストラリアは今後も続けていく予

定です。

「Hondaエコノパワー燃費競技大会」は、1リットルのガ

ソリンで車がどこまで走れるかを競う大会です。Honda

は、この大会を通じて、人々の環境保全や省エネへの関心

を高めるとともに、モノづくりの楽しさやチャレンジするこ

との素晴らしさを、次世代を担う多くの若者たちに伝えて

います。

1981年に日本で始まったこの大会は、1998年からはタ

イで、また2006年からは中国でも毎年開催されています。

中国での競技大会では、2007年から一般参加者を広く

募り、中国国内で高まりつつある環境保全意識の向上に

貢献しています。第3回となる2008年大会では、5クラス・

全108チームが参加し、最優秀賞が同済大学栄安志遠車

隊に授与されました。

中国エコノパワー燃費競技大会

スノーウィー・ライドの様子

※ 「スティーブン・ウォルター財団」は、バイクが大好きで選手としても活躍したスティー
ブン・ウォルター少年が8年間の闘病を経て小児がんで亡くなった後、「ほかの子ども
たちが自分同様に苦しまないよう家族や仲間がチャリティーでお金を集めることで、
がんの研究を通してより良い治療法を見つけ出してほしい」という彼の遺志を引き
継いで設立された財団

中国エコノパワー燃費競技大会（中国）スノーウィー・ライド（アジア・大洋州）
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