
 

社会活動の基本的な考え方

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は、夢のある明日の社会づくりをめざして、 

 

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 

 

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 

 

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 

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」を基づき、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

活動方針

活動分野

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。 

 

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。 

 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  

 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  
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日本では、事業を展開するそれぞれの地域に溶け込み、国内の事業所、販売会社やグループ各社と地域との共生をめざし、地域に根ざした

活動を展開しています。本社および国内5ヵ所の事業所には、社会活動推進センターを設置し、各センターと本社の社会活動推進室とはコミ

ュニケーションを図りながら、共通活動の進捗確認と情報共有をおこなっています。 

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」。Hondaの

モノづくり文化を次世代へ伝えたいという思いから、2002年にスタートさせ、2012年に

は第10回を迎えます。このコンテストを通じて「夢を持つこと」「挑戦すること」「創造する

こと」の大切さや楽しさを感じてもらい、社会的成長の一助につながることをめざしてい

ます。これまでの応募人数は27,000人を超え、多くの子どもたちが参加してくれました。

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展開しています。

Hondaは、これからも子どもたちの自主性、創造性を育む一助として、この活動に取り

組んでいきます。 第9回 最終審査会 高学年の部 最優秀賞受賞

（情景体感!?カメラアルバム）の発表風景 

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、

子どもたち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。2011年度は、5事業所において、延べ144回開催し、計7,200人が参加しました。 

子どもたち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 

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」。子どもたち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、子どもたちに「つく

るたのしさ」を感じて欲しいと願っています。2011年度は、8事業所において、延べ150

回開催し、約6,600人が参加しました。 

たくさんのパーツをひとつひとつ組み立て、自分

の手で最後までつくりあげる子ども 

「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。2011年度は、延べ25回開催し、約3,700人が

参加しました。 

地域の人々といっしょに砂浜を清掃 

私たちが使う水は、山から海へと続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。2011年度は、6ヵ所において、延べ9回開催し、

約300人のボランティアが参加しました。 

子どもアイディアコンテスト

環境わごん

ドリームハンズ

Hondaビーチクリーン活動

水源の森の保全活動

水源の森づくりに参加する従業員ボランティア 
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2011年1月、モービル湾沿いにあるヘレンウッドパークでの生態系回復をめざす活動

「100－1000 アラバマの海岸復興プロジェクト」にホンダ・マニュファクチュアリング・オ

ブ・アラバマのアソシエイトとその友人、家族ら65人が参加しました。このプロジェクト

は、2010年4月のメキシコ湾原油流出事故で甚大なダメージを受けた生息地の回復を

目的に、1,000エーカーにおよぶ海岸沿いの湿地帯と100マイルのカキ礁をつくる活動

です。 

活動当日は、各地から700人のボランティアが参加し、「アラバマ海岸の復興」のスロー

ガンのもと財団や保護活動者たちと共同でおこないました。このプロジェクトを通して、

今後も湾の再生にむけて取り組んでいきます。 

カキを湿地にならべる参加者 

アメリカンホンダモーターは、全米各地の黒人が通う専門学校や大学の選手権「ホン

ダキャンパスオールスターチャレンジ」を1989年から開催しています。これは学生のリ

ーダーシップ育成や多様性の推進、学力を伸ばすことでよりよいキャリアを積むために

開かれており、アメリカンホンダモーターは毎年30万ドルの寄付をおこなっています。 

学才を競う最初で唯一のこのイベントが開催されて以来、これまでに75,000名の学生

が参加し、アメリカンホンダモーターは計600万ドルの寄付をおこなってきました。この

寄付は学生へのさまざまな研修や体験活動にあてられており、参加した学生たちは法

律、医学、航空学、教育、工学、政府といった幅広い分野においてキャリアを歩んでい

ます。アメリカンホンダモーターは、これからも聡明で若いリーダーが成長し、地域社会

などに貢献することをサポートしていきます。 

決勝大会に出場する黒人の学生たち 

ホンダ・オブ・カナダ・マニュファクチュアリングは敷地内にある清流「スプリングクリー

ク」の清掃活動をおこなっています。この活動は、この川の流域に生息しているルリツ

グミを中心とした稀少な鳥類などの生物を保護するため、2000年からスタートしたもの

です。毎年5月第1週の土曜日をクリーンアップデーと定め、およそ70人のアソシエイト

とその家族がボランティアに参加し、活動をおこなっています。 

活動をスタートして以来、生態系に害をおよぼす植物の刈り取りや、ルリツグミの巣箱

の設置、苗木の植林など、さまざまな環境保全活動をおこなってきました。2011年はル

リツグミの生息地に沿って5個の巣箱を新たに設置し、累計29個の巣箱が設置されま

した。今後も、ホンダ・オブ・カナダ・マニュファクチュアリングは、地域に根ざした環境

保全活動に積極的に取り組んでいきます。 

設置されたルリツグミの巣箱 

USA（アラバマ）：カキが養殖できる海岸づくり

USA（カリフォルニア）：将来を担う黒人学生の育成

カナダ：事業所敷地内の清流を保護
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ホンダサウスアメリカは、2011年5月、サンパウロにあるプライヤグランデのビーチクリ

ーン活動をはじめて実施しました。この活動は、砂浜にゴミを捨てない大切さを地域の

皆様に浸透させ、何世代にもわたって楽しめるような砂浜に保つことをめざしていま

す。 

清掃にあたっては、HondaのATV（全地形走行車）と牽引式ビーチクリーナーを導入。

これにより活動にかかる時間が短縮でき、また手作業ではかき出すのが難しい地中の

ゴミも集められるため、環境への影響が少なく、効率的に活動することができました。

今回の清掃活動には、ホンダサウスアメリカから45名が参加しました。 

設営したテントには世界初のフレキシブルフューエル対応（燃料選択が可能な）二輪車

「CG150 TITAN MIX」や、ハイブリッド車「CR-Z」を展示。必要な電力はすべてホンダソ

ルテック製太陽電池でまかないました。また、あわせて地域の小学校の生徒120人を

対象にワークショップを開催、自然の大切さを学んでいただきました。 

今後も、ホンダサウスアメリカで活動を継続していく予定です。 

砂浜を掃除するATVと牽引式ビーチクリーナー 

ホンダモトールデチレは、市民にバイクの安全な運転操作を教えることで、交通事故を

防ぎ、より多くの方に責任をもって運転してもらうためのプロジェクト「バイクの安全運

転セミナー」を2008年から展開しています。 

サンティアゴ市内のショッピングモールにおいて、バイクの理論に関する講演や練習用

に描かれたサーキットが用意され、1年間で14回セミナーが開催されました。数多くの

人がすでにバイクを運転していたり、または運転したいと考えているため、バイクを安

全に扱う技術が必要不可欠となります。このセミナーは、バイクの運転技術を習うため

の授業料を払えるほどのお金に余裕がなかったり、運転技術を習得したいと思ってい

る方々に役立つプロジェクトです。 

2011年は1,374名が参加し、活動をはじめてからは計6,055名の方が参加しています。 

ショッピングモールでの安全運転セミナー 

ホンダモトールデアルゼンティーナは、バスで国中を回る移動型映画館プロジェクト

「CINEKINESIS」にHondaの発電機「EG6500」1台を寄贈するとともに、2011年4月より共

同参画しています。 

これはCINEKINESISスタッフとHondaのボランティアがへき地へ出かけていき、子どもた

ちに映画やゲーム、ワークショップを届けるプロジェクトです。 

また、アソシエイトやその家族から幼稚園で使う学習用具や本を寄贈しています。 

プロジェクトを通して、すべてのホンダモトールデアルゼンティーナのアソシエイトが、

社会の一員として責任を果たせるように団結し、地域社会の役に立つことをめざしてい

ます。このプロジェクトにおいて、Hondaの発電機とともに22,000キロメートルにおよぶ

アルゼンチン国内をめぐる旅をし、23州110都市、13,200人もの観客を動員していま

す。 

幼稚園での園児とのふれあい 

ブラジル：ボランティアによるビーチクリーン活動

チリ：二輪ライダーにむけた安全運転セミナーを実施

アルゼンチン：移動型映画館への参加、アソシエイトと幼稚園児とのふれあい
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ホンダオートモビレスエスパーニャのアソシエイトは、毎年の創立記念日を、貧困にあ

えぐ子どもの養護施設の設備を直すことに尽力しています。 

2012年3月の創立記念日は、3～16歳までの貧困にあえぐ子どもたちのために、全アソ

シエイト65人が参加してバルセロナにある児童養護施設の設備を修繕しました。アソ

シエイトは子ども部屋やダイニングルーム、外壁、ベンチにペンキを塗る、庭掃除をす

る、レクリエーション部屋に新品のテレビや家具を設置するなどの修繕を自分たちの力

でおこないました。 

創立記念日における活動は、Hondaのビジョン“社会から存在を期待される企業をめざ

して”のもとにおこなわれています。この活動は、児童養護施設に喜ばれるだけでな

く、すべてのアソシエイトが自分たちの働きによって、地域社会に貢献する貴重な機会

を得られることにもつながっています。 

養護施設を改修するアソシエイト 

ホンダポーランドは、2011年6月、Hondaのバイク「VFR」クラブ会員と共同で、子どもの

日に病気の子どもを元気づけるためのイベントを開催しました。これは、VFRクラブに

よる子どもの健康のための慈善活動への支援を通じて、子どもたちに病院にいること

を少しでも忘れさせてあげたいという想いから実施しました。 

イベントでは重病の子どもたちが遊んだり、ライディングトレーナー（二輪車向け安全運

転教育用装置）で練習をしたり、賞品を獲得するために楽しく競いあったり、漫画のキ

ャラクターが描かれたバイクに乗るなど、Hondaのさまざまなブースで楽しんでくれまし

た。 

このイベントは、毎年6月のはじめに病院で実施され、約300～500名が参加していま

す。  

イベント会場に立ちならぶHondaのブース 

ハンガリーのコロンタール村において、赤泥とよばれる非常に強力な酸性の化学薬品

が家屋を押し流したり、住民や動物を死傷し、環境を破壊した災害が起きました。コロ

ンタールや田舎の農村部は、学校を含めて大部分が壊滅的なダメージを受けました。

Honda CBFクラブは生徒が災害を忘れられるように、バイクでの旅行を計画しました。 

2011年4月のある日、33台のバイクが12人の生徒を乗せて走り、シュメグまでのバイク

ツアーを敢行しました。参加した生徒は旅行の間、実に幸せそうで楽しんでおり、乗っ

ているバイクのスピードが速いことについて話していました。その後、生徒は"名誉ライ

ダー証"やTシャツ、ゲーム、文具やお菓子をもらってコロンタールへと帰りました。彼ら

は、寄付やCBFクラブによって思い出深い日となったことに心から感謝していました。 

バイクに乗るコロンタールの学校の生徒 

スペイン：貧困にあえぐ子どもたちの養護施設を改修

ポーランド：子どもの日に贈る「子どもの健康支援イベント」

ハンガリー：“赤泥”による大惨事からの復興バイクツアー
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2011年10月、ブギバトドライビングセンター（BBDC）はシンガポール交通警察と協力

し、国内で唯一の、二輪ライダーの安全運転普及をめざすイベント「ライド・セーフ」を

開催しました。このイベントは、同国における交通事故死者数の多くが二輪車によるも

のであることから、二輪ライダーのスピード違反や飲酒運転を撲滅するために、交通

警察と協同で2007年からはじまりました。 

今回は内閣府長官や警察庁交通局長等をゲストに迎え、企業や地域のライダー300

名が参加しました。BBDCにおいて、事故のケーススタディの講話を聞いたり、防衛運

転、急制動、二人乗り運転、疑似飲酒運転などを実際に体験。同日にはシンガポール

全土で安全啓発のポスターが掲示されたり、至るところの駐車場で安全運転に関する

パンフレットの配布がおこなわれました。 

2012年も警察とのタイアップで、さらに規模を大きくし、教習所3校（うち2校はHonda関

連の教習所）や他の二輪車メーカーと合同で、シンガポール全国規模のイベントをおこ

なう予定です。 

二輪車での実地講習を受けるライダー 

フィリピンホンダ財団は、2010年10月、NGO「Haribon基金」のおこなう熱帯雨林保護活

動“Road to 2020”と提携を開始しました。この活動は、野生の生態系が繁栄する本来

の森を取り戻すため、破壊された森にフィリピン固有の樹木を再植樹していくもので、

2020年までにフィリピンの熱帯雨林100万ヘクタールの地域を再生することを目標に取

り組んでいます。毎年、ラグナ州の分水嶺に国産種を植樹していき、10年で5万本を植

える予定です。  

2011年8月に実施された活動では、販売店、お取引先、二輪愛好会などからのボラン

ティア110人が集まり、植樹をおこないました。ここ2年間の活動によって、7,500本の樹

木が3ヘクタールにわたって植えられています。  

植樹活動に参加するアソシエイトたち 

ベトナムオートパーツは、貧困にあえいでいたり、障がいがある児童たちにプレゼント

を贈る活動を2004年からはじめました。この活動は、事業所がある地域やアソシエイト

のふるさとに貢献するため、新年と中秋節の年2回、およそ10人のアソシエイトが3～

14歳までの50人ほどの児童に贈り物を渡します。参加したアソシエイトは児童たちとふ

れあい彼らを元気づけ、日常生活の困難を乗りこえるためのやる気をもたらしていま

す。 

活動にあたって、州や地区の労務部、労働組合といった部門と協議して訪問すべき施

設を決め、これまでに12の施設を訪問しました。児童たちへのギフトは、施設を訪れる

時期やベトナムの年中行事にふさわしく、児童たちに喜んでもらえるもの（新年にはキ

ャンディーやビスケット、中秋節には月餅など）を選んで贈っています。ベトナムオート

パーツは、これからも活動を継続しておこなっていきます。 

子どもたちにプレゼントを贈るアソシエイト 

ホンダエンジニアリングタイは、兵士や教師をタイの国境線の近くへ招き、図書館や教

室、トイレなど学校の施設を設置・改修する活動を2009年12月からはじめました。これ

は、夢を大きくし、チャンスを共有するための活動で、ホンダエンジニアリングタイはこ

のプロジェクトにかかる予算を、寄付やTシャツなどの販売会により確保しています。 

2011年の活動場所の学校があるターク州は、首都バンコクから500キロメートル離れて

おり、現地へは7台の4WD車に28人の参加者が乗ってむかいました。今回の活動で

は、学校の教師や生徒、村民のためにきれいな飲み水を供給する設備を設置しまし

た。今後は、タイ北部地方の学校に教室や校舎を建設していく予定です。 学校の生徒たちと活動に参加した兵士 

シンガポール：二輪ライダーのための安全運転講習「ライド・セーフ」

フィリピン：熱帯雨林保護活動“Road to 2020”に参画

ベトナム：貧困や障がいをかかえる子どもたちへの贈り物

タイ：夢をひろげ、チャンスをわかちあう「ジグソー・プロジェクト」
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ィー募金をおこないます。今回は全豪から3,000人を超えるライダーが参加しました。 

ホンダオーストラリア・モーターサイクル&パワーエクイップメント（AUH-MPE）は第1回

目（2001年）からスポンサーとして参加しており、2011年は10万豪ドル（約880万円）相

当の寄付をおこないました。この中にはチャリティーオークションの賞品として寄贈した

CBR1000RR 1台と、ラリーの優勝賞品であるVFR1200F 1台が含まれています。 

オークションに寄贈したバイクは、抽選チケットを購入したライダーの中から1名に贈ら

れるというもので、チケット代金は基金に寄付されました。また、イベント会場にブース

を出して試乗会もおこないました。 

イベントで集まった寄付金は小児がんセンターに贈られ、がんの早期発見や原因究明

などの研究資金にあてられます。2001年からの累計の寄付金は300万豪ドル（約2.4億

円）を超えました。  

 

2011年11月、首都キャンベラに近いスノーウィマウンテン地域で「小児がんチャリティ

ーイベント」が開催されました。このイベントの主催は“Steven Walter基金”という団体

です。かつてバイク好きだった若者のSteven Walterががんで亡くなり、彼の遺志を継

いだ基金がこのイベントを主催し、参加したライダーが小児がん撲滅のためのチャリテ

オーストラリア：小児がん撲滅のためのチャリティーイベント

チャリティーイベントに参加するライダー 
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2011年11月、広東国際サーキットにおいて「第5回Hondaエコマイレッジチャレンジ中国

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れだけ遠くまで走れるか

を競いあい、エネルギー資源の有効活用、地球環境保護への意識向上や、モノづくり

の楽しさを体験する機会の提供を目的としています。 

2011年は5回目の開催となり、111チーム計555人が参加しました。また、今大会では世

界に先駆けEVクラスを新設。バッテリーを唯一の動力源とし、規定時間内の走行距離

を競いました。EVクラスには16チームが参加し、上海同済大学が優勝しました。ガソリ

ン車では、2010年の覇者である上海同済大学が最優秀賞を獲得。Hondaグループで

は、本田摩托車研究開発有限公司、広州本田汽車有限公司、東風本田汽車有限公

司が、それぞれ入賞しました。 

Hondaはこれからも、技術向上にチャレンジする若者を支援していきます。 

競技をおこなう参加者 

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」。Hondaのアソシエイトと地域の子どもが一緒になって、

Hondaの製品（ASIMO）をダンボールで作るイベントです。これは地元の子どもとふれ

あう機会を作り、モノづくりの楽しさを体験してもらうプログラムです。 

2011年7月、Hondaの内モンゴル植林活動に参加した地元の興和県明徳小学校の生

徒を対象に、「ミニASIMO」のダンボールクラフトを開催し、3～5年生20名がモノづくり

体験をしました。参加した子どもたちは「クラフト制作を間違えないように」と、とても慎

重に、時間をかけてていねいに作品を仕上げていきました。 ダンボールでASIMOを作る子ども 

中国では自動車普及率が増加し、交通渋滞が深刻になりつつあります。それにともな

い、交通事故のリスクと安全に対する意識が高まっています。広州本田汽車有限公司

では、「すべての人の安全のために」という安全に対する理念に基づき、交通安全へ

の意識と運転技術を向上させるため、2005年から安全運転研修をおこなっています。

社内ではじまった研修は2007年からは地域社会の皆様へと研修の範囲を広げ、中国

の各都市で安全運転に関する知識を伝え、安全理念を共有しました。2010年からは販

売店においても活動をおこない、販売店を通してお客様に安全運転の知識を伝えてい

ます。 

2011年安全運転体験活動の社内研修は計20回おこない、のべ400人が参加。お客様

への研修は100店舗以上の販売店で開催し、約20,000人が参加しました。地域社会の

研修は、北京、鄭州、杭州、成都、広州などの都市で実施し、交通警察とメディアも参

加しました。イベントの開催にあたっては交通部門から協力と支持をいただき、また、

お客様からも高い評価をいただきました。 

第4回安全運転体験活動 

2011年は、広州本田汽車有限公司が植樹活動をスタートして10年目となります。これ

を記念し、Hondaが掲げる環境保護の理念を継承するため、2011年7月に「十年植樹

大学生環境保護DV大会」を開催しました。 

大会には、8つの大学から36人のチームが参加。参加者は河北省において、植樹活動

が現地の住民と環境に引き起こした大きな変化を体験、記録しました。また、同年8月

に北京で開かれた表彰式では、各チームが、さまざまな観点から環境への考えを発表

し、その翌日に参加者は内モンゴルで植樹活動をおこないました。 

植樹活動の目的は環境保護にとどまらず、もっと多くの人に環境への意識を身につけ

てもらうことでもあります。環境問題は、一個人や一企業によって根本的に解決できる

問題ではなく、すべての人が関心をもって努力することが一番重要です。そのような状

況において、未来をになう若者により重要な役割があると考え、今後も、さらに多くの

人に環境保護の理念を広めていきます。 

内モンゴルにおける植樹活動 

十年植樹大学生環境保護DV大会での表彰式 

中国（上海）：エコマイレッジチャレンジ燃費競技大会

中国（内モンゴル）：モノづくりを体験できるドリームハンズ

中国（広州）：地域へ広がる安全運転体験活動

中国（広州）：内モンゴルでの植樹活動
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