
地域・社会とHonda

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、まだまだ創業
期であった1960年代から地域とのつながりを大切にした社会活動
をしています。
現在、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
をめざし、活動理念、活動方針に基づいたさまざまな社会活動を進
めています。これからもHondaならではの経営資源を活かし、企
業グループ全体で、地域に根ざした活動はもちろん、おもに子ども
達の育成支援、地球環境保全、交通安全の教育･普及の分野で、よ
り積極的に、夢のある明日の社会づくりに向けた活動を展開してい
きます。

Honda社会活動のめざすもの

Hondaフィロソフィーの基本理念である「人間尊重」と「三つの喜
び」に基づき、企業市民としての活動を通じて世界中の人々と喜び
を分かちあい、その存在を期待される企業になること

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

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

活動分野

子ども達の育成支援活動

夢を持つこと、夢に挑戦することの楽しさや素晴らしさを子ども達
に伝えることができるような活動に取り組んでいます

地球環境を守る活動

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積
極的に展開しています
交通安全の教育・普及活動

地域社会のニーズに合わせた交通安全の教育と安全運転の普及活
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

地域に根ざした活動

国内の事業所、販売会社、グループ会社、世界各国の拠点で地域
の特性にあわせたさまざまな活動を展開しています

活動の推進体制

Hondaは、現地オペレーションの自立化を積極的に進めています。
海外での社会活動においても、その地域の実情に応じた取り組み
を進め、お客様や地域の人々とコミュニケーションを図りながら、
喜びを分かちあえるよう日本を含め世界で6つの地域ごとに活動を
展開しています。

全国の小学生に“未来”への夢を描いてもらう「子どもアイディアコンテスト」。子ども達に、夢に
挑戦することの楽しさやモノづくりのおもしろさを実感してもらいたいという想いから、2002年
にスタートさせました。最優秀賞を受賞した子どもの学校には、ASIMOが訪問して特別授業をお
こないます。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。2010年の応募総数は約1,300組を超えました。

ワゴン車に海や山の自然素材を積み込んで、小学校や公民館などに出かけていく出前型の環境学
習プログラム「環境わごん」。Hondaの OB／OGのボランティアが、自然の仕組みや環境保全
の大切さをレクチャーし、木や石を使ったクラフトなども交えて、子ども達が自然や環境について
自ら気づいたり考えたりするお手伝いをしています。2010年度は、5事業所において、延べ265
回開催し、計11,800人が参加しました。

合言葉は“Together for Tomorrow”
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。

日本： 子どもアイディアコンテスト　　　　　　子ども

社会活動の基本的な考え方

日本： 環境わごん　　　　　　子ども

最終審査会 低学年の部 最優秀賞受賞者の発表風景

子ども達の自主性を伸ばすお手伝いをするボランティアスタッフ
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「素足で歩ける砂浜を次世代に残したい」という従業員の想いから独自開発された、軽量コンパク
ト、シンプル構造、簡単操作の「牽引式ビーチクリーナー」を使い、 Hondaグループの従業員と
OB／OGが地域の人々といっしょに砂浜を清掃する「Hondaビーチクリーン活動」を全国でおこ
なっています。2010年度は、31回、約2,800人が参加しました。

私達が使う水は、山から海へとつづく川によってもたらされます。源流にある森林は、長い時間を
かけて水を蓄え、川の流れを支えています。Hondaはこの大切な「水源の森」を未来に引き継い
でいくために、各事業所で従業員とOB／OGのボランティアによる水源の森保全活動を展開し
ています。2010年度は、７ヵ所において、延べ12回開催し、600人超の方々が参加しました。

ホンダオブアメリカMfg※では、「あなたの地球を愛そう」と呼ばれるオハイオ州のガールスカウト
が取り組むプログラムを支援しています。このプログラムは、実際に使用したエネルギー量を調
査することで地球の資源の保護、特にエネルギー、大気、天然資源に関する行動の大切さについ
ての理解促進を図るもの。この活動を通して自分にも「天然資源を保護する」という役割があるこ
とを学び、環境関連の科学技術に対する新たな関心を深めていきます。

※Mfg: マニュファクチュアリング（以下同）

ホンダ・デ・メキシコの産業排水は、敷地内にある汚水処理システムによって水質が改善されます。
2010年、産業汚水の排出に関する分析が自治体主導によりおこなわれ、ホンダ・デ・メキシコは水
質改善において高い評価をいただき、州の水対策委員会などから表彰されました。

Hondaオリジナルダンボールクラフトを気軽に楽しみながら体験できる、モノづくりの入門プログ
ラム「ドリームハンズ」。子ども達をサポートするのは、Hondaの従業員やOB／OGのボランティ
アスタッフです。プログラム参加をきっかけに、子ども達に「つくるたのしさ」を感じて欲しいと願っ
ています。2010年度は、8事業所において、延べ180回開催し、約11,500人が参加しました。

日本： Hondaビーチクリーン活動　　　　　　地球環境

日本： ドリームハンズ　　　　　　子ども

日本： 水源の森の保全活動　　　　　　地球環境

USA（オハイオ）： ガールスカウトの活動に寄付　　　　　　子ども

メキシコ： 水質の改良と環境保全活動　　　　　　地球環境

地域の人々といっしょに砂浜を清掃

水源の森づくりに参加する従業員ボランティア

環境プログラムを実践中のガールスカウトの子ども達

水質改善された水は、敷地内の庭や緑地帯の灌漑に再利用

たくさんのパーツを一つひとつ組み立て、自分の手で最後までつくりあげる子ども
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モトホンダ・ダ・アマゾニアは、ブラジルの教育問題に寄与するため、「Hondaソーシャルプロジェ
クト」という自動車整備士になるための研修を2007年から毎年おこなっています。対象は17歳か
ら19歳の若者。この研修は単に整備技術だけでなく、Honda販売会社で整備士および事務職と
して働く資格が得られる研修となっており、開講以来80人の若者達が参加しています。

ホンダサウスアメリカでは、小学校低学年とその親、そして先生のための交通安全教育サイト「ク
ラビンホホンダ」を立ち上げました。サイト上にある子ども向けマンガ「2つの通りと4つの冒険」
をダウンロードすることにより、親子一緒に参加可能で、スーパーヒーローが楽しく交通安全を教
えてくれます。2010年度には27,200人がサイトにアクセスしたほか、交通安全を実際に学ぶ活
動もおこなわれ16,600人を超える子ども達が参加。さらに16万部のマンガや安全講習本を販売
会社や学校、自治体などで配布しました。

ホンダモトール・デ・アルゼンティーナは、慈善団体が運営する「ラスロマスろう学校」のサポートと
して年1回開催されるチャリティ夕食会に協力をしています。学校では聴覚障がいの子ども達が将
来社会で自立して生活できることを目標にさまざまなワークショップを通して読み書きを教えてい
ます。

ホンダオブアメリカMfgでは、「イージーストリート」という小児リハビリセンター設立のため財政
支援をおこないました。また、患者である子ども達とその家族にとって、クルマはとても重要な
モビリティとなっていることから、クルマへの乗降、車いすや補助具の設置などの練習に使うため、
「シビック」を提供しました。「シビック」は、ホンダ R&Dアメリカオハイオセンターのアソシエイト
がエンジンほかを取り外し軽量化、建設中のビルに搬入しました。この活動によって生活の質とモ
ビリティの向上を促していきます。

ホンダ・デ・メキシコでは、 2010年、13の都市で安全運転講習会を実施し、約1,150名の二輪ラ
イダーが参加しました。参加者は道路での実地研修や、ディーラーでの座学、二輪営業部のスタッ
フによる安全保護用具の正しい使い方や二輪車の安全な乗り方についての講習を受講しました。

メキシコ： 二輪ライダー向けの安全運転講習会を実施　　　　　　交通安全

USA（オハイオ）： 小児リハビリ施設に「シビック」を寄贈　　　　　　地域共生

アルゼンチン： チャリティ夕食会に協力　　　　　　地域共生

ブラジル： 小学生を対象とした交通安全の取り組み　　　　　　交通安全

ブラジル： 若者の就労支援　　　　　　子ども

整備士としての研修中の若者

マンガで交通安全について学習

ろう学校支援のための夕食会

リハビリ仕様のシビックを病院の9階に搬入

2010年7月、ハラスコ州プエルトバジャルタでの講習会
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ホンダサウスアフリカでは、ユニセフやネルソン･マンデラ子ども基金などと協力して、オフロード
モーターバイクレース「エンデューロアフリカ」開催に併せて募金活動をおこなっています。この
イベントは年2回開催され、2008年から募金活動をはじめました。世界中のバイクファンやバイ
ク関係者から集まった募金は、南アフリカ共和国やアフリカ南部にあるレソト王国の孤児などを支
援するために使われています。

ホンダイタリアインダストリアーレでは、2008年からVoloentieriというNPOとの協働に取り組
んでいます。Voloentieriは2007年、社会参画が困難な、障がいのある人の支援を目的に活動
を開始。Hondaとは、「人間尊重」という同じ価値を共有しています。ホンダイタリアインダストリ
アーレはバイクの解体と部品の再分類の仕事を依頼しており、再分類の活動は、地球環境によい
取り組みをおこなっていると言えます。また彼らの熱心な姿勢はほかの従業員のモチベーション
向上にも寄与しています。

2010年5月、ホンダオートモービルタイランドでは、子ども達の自然を愛する心や環境意識を育
み、将来にわたって人と自然の調和を学ぶ「第2回グリーンキャンプ」を開催しました。このキャン
プはマングローブを保護する「ホンダ・グリーンウェイ・プログラム」の一環として開催。スローガ
ンは「私達の世界のために、地球を守ろう」。タイ全土から選ばれた 100人の子ども達は貴重なマ
ングローブの森で、すべての生き物が生態系のなかで重要な役割を担い、バランスを保っている
ことを理解し、動植物と人間が共存していく必要性を学びました。

タイのナーン県ウィエンサー郡にある中学校、サースクールでは、急激な消費社会化の問題と環
境保護の大切さを認識してもらうため、学校の内外で環境への取り組みをはじめました。そして
2007年、Hondaが主催する学校環境プロジェクトでの「社会の未来のために浪費と戦う」をテー
マにした取り組みが評価され、国王賞「キングス・カップ」を受賞。さらに2011年には、国王の84
歳の誕生日を記念して、タイのHondaグループが環境教育センターをこの中学校に設立すること
となりました。この環境教育センターでは、「エコフレンドリー活動」と呼ばれる5つの活動を通し
てサースクールの生徒達の環境意識の向上をめざしています。また、これらの活動に関心をもっ
た人なら誰でも、センターが提供するプログラムを半日または1日単位で体験できるようになって
います。

イギリスのHondaグループでは、未来を支える子ども達のための多くの活動に取り組んでいま
す。ホンダUKがある工業都市スウィンドンにある0歳児から19歳までが対象の「スウィンドン・ア
カデミー」、9歳から14歳を対象にした「スクール・オブ・ドリームス」、14歳から 17歳を対象にした
「ウィンザーフェスティバル教育プログラム」、そして17歳から22歳を対象にする「ワールドスキ
ルズ・ロンドン」と、各世代に則したプログラムを準備し、幼児から青年まで幅広い教育支援をおこ
なうことで、イギリスを担う次世代の育成に寄与していきます。

イギリス： 幅広い教育支援で次世代育成に寄与　　　　　　子ども

南アフリカ： バイクレース開催に併せた募金活動　　　　　　子ども

タイ： 自然との共生を学ぶ  グリーンキャンプ　　　　　　子ども

タイ： 環境学習センターを設立　　　　　　子ども

イタリア： NPO“Voloentieri”との協働　　　　　　地域共生

レースの入賞者と子ども達

バイクの解体作業

チャオプラヤー川のマングローブ林で植樹をした子ども達

タイ固有の植物を観察・育成する生徒達

「スクール・オブ・ドリームス」のポスター
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Hondaは災害発生時には国内外において人員、物資輸送などの
支援活動を積極的におこなっています。
日本　東日本大震災：2011年3月11日に発生した東北地方三陸
沖を震源とする地震の被害に対して、義捐金3億円を寄贈しまし
た。また発電機を合計1,000台、船外機1台、二輪車65台の寄贈
および四輪車両の無償貸与を実施しています。
ニュージーランド　地震災害：2011年2月22日に発生したニュー
ジーランド南島、クライストチャーチ市付近を震源とする地震被害
に対して、Mayoral Relief Fund（ニュージーランドでの義捐金窓
口）・日本赤十字社を通じてHondaグループとして、総額約1,000
万円を寄贈しました。
パキスタン　洪水災害：2010年7月にパキスタンを襲った大雨に

2010年9月、上海国際サーキットにて「第4回Honda中国エコマイレッジチャレンジ燃費競技大
会」が開催されました。この大会は1リットルのガソリンでどこまで走れるか、を競うもの。中学
生、高校生、大学生、マスコミチーム、タイ大会の優勝チームを含む、過去最多の131チームが
参加、裾野の広い国際的な大会となりました。総合優勝チームの記録は2,147km/L、第1回大
会に比べて約4倍の燃費向上を果たしており、中国の目覚しい技術の進化を象徴するようでした。
Hondaは、今後もこの大会を通して、中国の若者のチャレンジ精神の育成と環境意識の向上に努
めていきます。

よる洪水災害の被災者に対して、在日パキスタン大使館・州政府・
連邦政府に約5,000万円を寄贈しました。
ポーランド　洪水被害：2010年5月10日から約1週間つづいた大
雨の影響で、ポーランドでは南部を中心にウィスワ川流域で深刻な
洪水被害が発生しました。ホンダポーランドは6月に地元汎用ディ
ストリビューターと連携し、船外機・トレーラーを含むボート8セット
と発電機（EU20i）30セットを消防団に寄贈しました。
中国青海省　地震災害：2010年4月14日に発生した中国西部の
青海省玉樹チベット族自治州玉樹県を震源とする地震の被害に対
して、中国復興支援団体・日本赤十字社を通じてHondaグループ
として、総額約4,314万円を寄贈しました。

ASIMOによる「中国子どもふれあいイベント」は、中国全土を巡回しています。2010年8月、北
京日本人学校をはじめて訪問し子ども達と交流しました。子ども達ははじめて間近に見るASIMO
に感動し、その動きを食い入るように見つめていました。ASIMOが歩くメカニズムの説明後、一
緒にダンスや片足立ちなどのゲームをして遊びました。中国で暮らす日本の子ども達が、テクノロ
ジーに関心をもつきっかけになるよう今後も活動をつづけていく予定です。

ホンダニュージーランドでは、新車販売による植樹基金「Hondaツリーファンド」を2004年4月か
ら開始。新車を１台販売する度に、国産の苗木13本分の資金を寄付するもので、2010年度まで
に計42万本以上の植樹をおこないました。この活動は、お客様にとっては温室効果ガスの低減に
寄与するだけでなく、生物多様性や水質の回復といった地域の環境問題改善にも寄与することに
なります。植樹イベントを通じて国産の樹木に対する理解をお客様に深めていただけるよう、今後
もより多くの参加を呼びかけていきます。

ホンダプロスペクトモーターでは、「マイ・グリーン・ジャカルタ」というプロジェクトを通じて、都
市緑化に向けた自治体の活動支援をおこなっています。2010年度はインドネシア国際モーター
ショーでのHonda四輪車の売上の一部を基金とし南ジャカルタの住宅街に1,600本を超える植
樹をおこない、緑にあふれた「テベトHonda 公園」を設立。「マイ・グリーン・ジャカルタ」は2005
年に開始、これまで5回おこなわれており、河岸や街の中心部、郊外、鉄道沿線など、約8,950本
の植樹をおこないました。

インドネシア： 都市緑化プロジェクト  マイ・グリーン・ジャカルタ　　　　　　地球環境

ニュージーランド： 新車販売による植樹基金  Hondaツリーファンド　　　　　　地球環境

中国（上海）： エコマイレッジチャレンジ燃費競技大会を開催　　　　　　地球環境

災害支援

中国（北京）： 子どもふれあいイベントの開催　　　　　　子ども

エコマイレッジチャレンジ燃費競技大会のスタート風景

ASIMOと遊ぶ北京日本人学校の子ども達

ニュージーランド原産の苗木を植樹するお客様

「マイ・グリーン・ジャカルタ」記念イベント
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