
HondaのCSR

Hondaフィロソフィーに基づき、CSRの重点テーマを設定し、それぞ

れ重要課題を特定しています。

ステークホルダーエンゲージメント

「お客様」「販売会社」「株主・投資家」「地域・社会」「お取引先」「従

業員」からの関心と期待を把握するため、コミュニケーションを通じ、

エンゲージメントをおこなっています。

マネジメント手法

Hondaのサステナビリティ戦略を世界レベルで検討・実行・発信する

ための推進体制などを整備しています。

HondaのCSRは、Hondaフィロソフィーに基づいています。またCSRの重点テーマと重要課題はステークホルダーのみなさまとのコミュニケーショ

ンを参考に特定しています。Hondaは、サステナビリティ戦略を世界レベルでおこなっていくため、推進体制とマネジメントを整備しています。
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HondaのCSRとフィロソフィー

「基本理念」「社是」「運営方針」からなるHondaフィロソフィーに基づ

き、HondaはCSRに取り組んでいます。

CSRの重点テーマ

「環境」「安全」「品質」「社会」。CSRにおける重点テーマを設定して

います。

重点テーマにおける重要課題

重要課題を特定し、それぞれ取り組みを推進しています。

HondaのCSRは、創業者である本田宗一郎と藤澤武夫が遺した企業哲学であるHondaフィロソフィーをもとにしています。このHondaフィロソフィ

ーに加えて、お客様のご意見、販売店やお取引先とのコミュニケーションなどを参考にし、「環境」「安全」「品質」「社会」を重点テーマと定めまし

た。

ステークホルダーのみなさまの関心と期待は常に変化していることから、重点テーマや重要課題を定期的に見直ししています。
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Hondaの原点、「Hondaフィロソフィー」

HondaのCSR活動は、企業哲学である「Hondaフィロソフィー」をもとに進めています。Hondaフィロソフィーは、創業者である本田宗一郎と藤澤武

夫が遺した企業哲学であり、いつの時代でもHondaの企業活動の礎になってきました。Hondaグループのすべての企業とそこで働く従業員一人

ひとりの価値観として共有され、その行動や判断の基準となっており、フィロソフィーを単なる「ことば」として終わらせることなく、Hondaで働く一

人ひとりが主体者として実践しています。

このフィロソフィーは、以下の「基本理念（人間尊重と三つの喜び）」「社是」「運営方針」から成り立っています。

基本理念

人間尊重

自立

自立とは、既成概念にとらわれず自由に発想し、自らの信念にもとづき主体性をもって行動し、その結果について責任を持つことです

平等

平等とは、お互いに個人の違いを認め合い尊重することです

また、意欲のある人には個人の属性（国籍、性別、学歴など）にかかわりなく、等しく機会が与えられることでもあります

信頼

信頼とは、一人ひとりがお互いを認め合い、足らざるところを補い合い、誠意を尽くして自らの役割を果たすことから生まれます

Hondaは、ともに働く一人ひとりが常にお互いを信頼しあえる関係でありたいと考えます

三つの喜び

買う喜び

Hondaの商品やサービスを通じて、お客様満足にとどまらない、共感や感動を覚えていただくこと

売る喜び

価値ある商品と心のこもった応対・サービスで得られたお客様との信頼関係により、販売やサービスに携わる人が、誇りと喜びをもつこ

とができるということ

創る喜び

お客様や販売店様に喜んでいただくために、その期待を上回る価値の高い商品やサービスを創り出すこと

社是

私たちは、地球的視野に立ち、世界中の顧客の満足のために、質の高い商品を適正な価格で供給することに全力を尽くす

運営方針

常に夢と若さを保つこと

理論とアイデアと時間を尊重すること

仕事を愛しコミュニケーションを大切にすること

調和の取れた仕事の流れを作り上げること

不断の研究と努力を忘れないこと
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Hondaは、Hondaフィロソフィーをもとに、世界の人々と喜びを分かちあうことで「存在を期待される企業」をめざすという方向性を定め、そのため

に「喜びの創造」、「喜びの拡大」、「喜びを次世代へ」の実現をめざし、企業活動に取り組んできました。

「喜びの創造」は、夢を描き、自由な発想で時代に先駆けて新しい価値を創造し、基本理念である「三つの喜び」を高めていくこと、「喜びの拡

大」は、より多くの人々とともに夢を実現し、地域社会に貢献し、基本理念の「三つの喜び」を世界中に広げていくこと、「喜びを次世代へ」は、社

会の持続的発展に向け、最高水準の環境・安全性能を実現し、基本理念の「三つの喜び」を次世代へつなげていくという考えです。 こうした

Hondaの企業活動の礎となるのは、 「自由闊達・チャレンジ・共創」であり、これは、「既成概念にとらわれない自由な発想で、信頼に基づくチー

ムワークをベースに、失敗を恐れずチャレンジする」というHondaの企業文化です。

社会がHondaに期待するものは時代とともに変化しており、Hondaは、そのような変化にスピーディーに対応することで、社会から「存在を期待

される企業」であり続けたいと考えています。そのためには、お客様、販売会社、株主・投資家、地域・社会、お取引先、従業員などHondaを取

り巻くステークホルダーのみなさまとのコミュニケーションをおこない、そこで得られたHondaに対する関心や期待を認識して事業をおこなってい

くことが重要となります。 Hondaは、Hondaフィロソフィーに基づいた、以上のような企業活動を実践することが、社会的責任を果たし、持続可能

な社会の構築につながっていくと考えています。

6



Hondaが「存在を期待される企業」となるため、これまで、お客様からいただいたご意見、お客様

満足度調査、Hondaが発行した各種レポートの読者アンケート、お取引先や販売店とのコミュニ

ケーション、外部有識者との対話（ダイアログ）、各種の企業評価指標、従業員意識調査などを

参考に、「環境」「安全」「品質」「社会」を重点テーマと決め、各重点テーマにおいて重要課題を特

定しています。

「環境」「安全」についてはすべての人が、どこへでも自由に移動することができる社会をつくるこ

とをめざして、「環境・安全ビジョン」「『自由な移動の喜び』と『豊かで持続可能な社会』の実現」を

定め、2010年には、その上位概念である「2020年ビジョン」で「『お客様の喜びを最大化する』商

品を、早く、安く、低炭素で実現する」」と謳いました。 　この「環境・安全ビジョン」には、パーソナ

ルモビリティに関わる製品・サービスを通して、お客様に感動を提供し続け、社会の発展と調和

に貢献していきたいというHondaの強い想いが込められています。

具体的な取り組みとしては、「環境」の領域では、1970年代のCVCCエンジンから現在の燃料電

池自動車の研究開発にいたるまで、より高い排出ガス性能や燃料の多様化をめざした製品の研

究開発に努める一方で、製作所での生産活動、製品や部品の物流過程、さらには販売店やオフ

ィスにいたるまで、企業活動のあらゆる現場で環境に与える影響負荷の低減にも努めてきまし

た。

「安全」の領域については、事故の未然防止や、万が一事故が起きた場合の被害低減を目的に

技術の開発や導入を進める一方、世界のさまざまな国で安全運転普及活動を積極的に推進し

てきました。2013年4月、「Safety for Everyone（すべての人の安全をめざして）」を全世界共通の

安全スローガンと定めました。具体的には、安全教育としての「ヒト」、安全技術としての「テクノロ

ジー」、安全情報としての「コミュニケーション」の3つの柱を個々に進化させると同時に、相互に

連携することでさらに進化させ、「事故ゼロ」のモビリティ社会をめざしています。

こうした「環境」や「安全」を軸とする製品の高い「品質」を実現するために、Hondaは創業以来、

つねにお客様の期待を超える製品づくりに努めてきました。モノづくりの現地化や部品調達のグ

ローバル化が進むなかで、開発・調達・生産を通じ、確実な品質のつくり込みをおこなっていくこ

とにより、世界中のお客様にご満足いただける高い品質の製品を提供していきます。

そして、Hondaがこれからも「存在を期待される企業」であるためには、「社会」に関連した取り組

みが重要と考えています。「社会」に関連した取り組みは、お客様満足度の向上、社会活動や従

業員育成など、多岐にわたります。Hondaは、創業時から企業市民として社会的責任を認識し、

Hondaフィロソフィーに基づいた取り組みを続けてきました。Hondaは、これからもさまざまな課題

に取り組んでいくために、ステークホルダーのみなさまとのコミュニケーションをおこない、Honda

に対する関心や期待を認識して事業をおこなっていきます。

Hondaの「CSRの重点テーマ」
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「環境」「安全」「品質」「社会」、Hondaが定める4つの重点テーマには、次のような重要課題が含まれています。

環境

Hondaは1960年代から積極的に環境課題に取り組み、1970年代にはCVCCエンジンを開発、当時達成不可能といわれた米国マスキー法に世

界ではじめて適合させました。1992年、それまで培ってきた「製品のライフサイクルの各段階における環境負荷を低減していく」という基本姿勢

を整理、明文化した「Honda環境宣言」を定めました。これは現在のHondaの環境取り組みの基本となっています。1995年3月には、「世界環境

安全会議」を設置、世界レベルで環境保全活動の計画を審議、決定し、活動状況の年次レビューもおこない、グローバルから地域、現場まで

つながる環境マネジメントシステムを確立しました。現在、環境問題はHondaの事業運営に影響を与える重要課題であるとの考えから、代表取

締社長執行役員を世界環境安全会議の議長とし、さらに各地域本部長を各地域に設置された地域環境会議の議長としました。

Hondaが世界中で環境・安全に取り組み、事業を継続していくために、現在どのような環境課題が世界に存在し、Hondaの事業活動とどのよう

に関係し、どのような影響を与えているかを世界環境安全会議において検討した結果、現在のHondaにとって重要な課題は「気候変動問題」

「エネルギー問題」「資源問題」への対応であると結論づけました。

環境における主な取り組み

 
気候変動問題への対応

エネルギー問題への対応

資源問題への対応

安全の知識や運転技術をたくさんの「ヒト」に伝える

安全に関わる「テクノロジー」の開発

安全情報を伝える「コミュニケーション」の推進

高い品質の商品の実現
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安全

日本国内の2013年の交通事故死者数（事故発生から24時間以内に亡くなられた方）は4,373人と13年連続で減少するとともに、負傷者数、交

通事故発生件数も9年連続で減少しました。一方、世界を見ると、Hondaが参画したWBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）の

「Mobility2030」プロジェクトにおいても今後新興国を中心にパーソナルモビリティの需要が急増することが見込まれています。こうした地域にお

ける交通事故死者数の増加を防ぐため、自動車メーカーに加え、現地政府などと連携した交通安全対策が必要となってきます。

Hondaは、これまでもクルマやバイクの利用者のみならず、歩行者、自転車利用者などすべての交通参加者に向けた活動をおこなってきました

が、技術の進化や法制度の見直しといった環境の変化にあわせて、「事故ゼロ」のモビリティ社会をめざし、2013年4月にグローバル安全スロ

ーガン「Safety for Everyone」を定めました。この想いを具現化するため、「ヒト（安全教育）」「テクノロジー（安全技術）」「コミュニケーション（安

全情報）」を3本柱にそれぞれを進化発展させるとともに、相互に連携することで新たな価値の創造をめざしています。

安全における主な取り組み

品質

品質への取り組みは、お客様からHondaに信頼をいただくための大切な要素です。「パーソナルモビリティの便利さ、楽しさを、ひとりでも多くの

人に」。その想いで、いち早く海外進出を進めてきたHonda。世界中の各拠点で「120％の良品」を生み出すために、グローバル品質保証ルー

ルを制定しました。 モノづくりの現地化やグローバル部品調達を拡大していくなかで、開発・調達・生産を通じ、確実な品質のつくり込みをおこ

なうとともに、品質向上・改善を継続的に実践する「Hondaクオリティサイクル」を構築することで、お客様の信頼にお応えしていきます。

品質における主な取り組み

 

 



社会

「社会」のテーマは、非常に多くのステークホルダーのみなさまにかかわります。自動車に必要な何万点もの部品を、多くのお取引先に供給い

ただき、それを組み立てる製作所でも多くの従業員が働いています。そして販売店が商品をお客様にお届けしメンテナンスや修理をおこなうこ

とで、お客様に満足してご利用いただけます。また良き企業市民として地域に根づき、社会的責任を果たすためには地域社会、行政などとの

綿密な連携も必要です。

これらのステークホルダーのみなさまとのコミュニケーションを通じてHondaに対する期待を把握し、さまざまな課題に取り組んでいます。たとえ

ばお客様に対しては、製品・サービスを通じて、お客様の期待レベルを超える価値を提供するべく、お客様満足の向上に努めています。　また

社会活動については、事業を展開するそれぞれの地域との共生をめざし、地域に根ざした活動を創業期であった1960年代からおこなっていま

す。そして、お取引先のみなさまには公平な機会を提供し、対等な関係に基づく調達活動を実施しています。さらに従業員に対しては、多様な

従業員一人ひとりがもてる力を活き活きと発揮できるよう、働きやすい職場環境づくりに力を注いでいます。

これらの取り組みを含むHondaの企業活動に対する理解をさらに深めていただくために、株主のみなさまはもちろん、多くの投資家のみなさま

に対して、適時性・正確性・公平性をもった発信、および、会社の実像を地道にお伝えする、という2点に努めています。

社会における主な取り組み

 

 

お客様満足の向上

地域とのつながりを大切にした社会活動

お取引先との公正な取引

従業員が活き活きと働ける職場づくり

IR活動

重点テーマと重要課題のレビュー

Hondaを取り巻くステークホルダーのみなさまがHondaへ寄せる関心と期待は、社会の変化とともにつねに変化しています。そのためHondaが

取り組む重点テーマや重要課題も、それに応じて定期的に見直しを行っています。
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Hondaが社会から「存在を期待される企業」となるためには、時代の変化を予測するとともに、潜

在的な要望をいち早くとらえて対応することが必要です。お客様に対しては営業部門やお客様相

談センターなど、またお取引先に対しては購買部門といった各ステークホルダーの担当窓口とな

る部門が、あらゆる機会を通じてステークホルダーのみなさまの期待の把握に努め、重要な案

件については取締役会や経営会議で審議しています。

ステークホルダーエンゲージメントを通じて得た情報のうち、サスティナビリティ視点から中長期

の経営戦略に関連する事項については、「世界環境安全会議」で審議します。

Hondaのステークホルダー

Hondaは、2000年に里山を再生しながら豊かな環境を「遊びと学びの場」として活かす自然体験

施設「ハローウッズ」を、栃木県芳賀郡茂木町の「ツインリンクもてぎ」内にオープンしました。

Hondaは、社会活動の大きな柱として「環境保全・次世代の育成・交通安全」の3つをかかげてお

り、「ハローウッズ」はそのうち「環境保全・次世代の育成」を実践する施設として重要な役割を担

っています。この施設を舞台に、次世代をになう子どもたち、そしてその子どもたちに引き継ぐ環

境をテーマとして、有識者やNPOなどの社外の方々から意見をうかがう対話集会を開催していま

す。こうした場で得た知見は、シンポジウムに出席されたお客様と共有するとともに、Hondaの社

会活動の推進に役立てています。

 Hondaのステークホルダー
ステークホルダーの期待を把握する

機会の例
担当窓口

お客様
二輪車・四輪車・汎用製品
グループ販売台数計
2,738万台

お客様満足度調査
お客様の声
販売会社での安全運転活動
モーターショーなどのイベント

営業部門
お客様相談センター
販売店
広報部門

販売会社
（国内）

ホンダカーズ　2,000店

ホンダドリーム※　110店
汎用機取り扱い店　2,800店

販売会社懇談会
認定制度の説明会や審査

各事業の営業部門

株主
投資家

株主・投資家
株主数　215,555人

株主総会
IRミーティング

総務部門
IR部門

地域
社会

世界448社
連結子会社の数(変動持分事業体を含
む) 365社
持分法適用会社の数 83社

各事業所の地域住民との交流会
工場見学、子どもや学生向けのイベン
ト
従業員による社会活動
業界団体の活動や国際イニシアチブ
への参画

総務部門
機能本部の各部署

お取引先
国内外 部品・原材料
一次お取引先　約7,000社

世界の各地域における
お取引先懇談会/サプライヤーミーティ
ング

購買部門

従業員数
198,561名
（Hondaグループの就業人員）

従業員満足度調査
ダイレクトコミュニケーション（役員と従
業員との対話）
イントラネット
教育研修

人事部門

※ドリーム店数は6月末時点

ステークホルダーエンゲージメントの事例

Hondaはさまざまなステークホルダーとの交流を通じて、当社に対する期待を受け止め、事業活動に反映できるよう努めています。

地域・社会と：ハローウッズシンポジウム

開催概要 テーマ 講演者・パネリスト

日付：
2013年10月19日
場所：
ホテルツインリンク（ツインリンクもてぎ内）

森が育む「生命」と「感性」

坂田明氏（ジャズ・ミュージシャン、東京薬科
大学生命科学部客員教授）
竹田津実氏（獣医師、写真家、随筆家）
崎野隆一郎（ハローウッズ森のプロデューサ
ー）
木越由和（株式会社本田技術研究所 四輪R
＆Dセンター デザイン室長）

日付：
2013年3月13日
場所：
ホテルツインリンク（ツインリンクもてぎ内）

森の元気と子どもの元気をつなぐもの

養老孟司氏（東京大学名誉教授）
杉山隆史氏（フマキラー株式会社開発本部
長）
崎野隆一郎（ハローウッズ森のプロデューサ
ー）
伊東孝紳（本田技研工業株式会社代表取締
役） 10



バリアフリーの店づくりに取り組んでいま

す

Honda福祉車両の試乗車や展示車をご用

意しています

福祉車両の専門知識を備えたスタッフが

います

Hondaは、最高水準の誠実性の達成をめざしつつ倫理的な事業活動を追求しています。お取引

先との関係においては公正で発展的なお取引が不可欠です。規模・業種・地域などが多様であ

るすべてのお取引先に対して、責任ある立場を保ち、かつ地域のよきパートナーでありたいと願

っています。

Hondaは他の企業と協力してこの課題に取り組んでいます。例えば自動車メーカーの業界団体

である全米自動車産業協会（AIAG：Automotive Industry Action Group）では、Honda※1 は紛争

鉱物対応※2、労働環境トレーニング、温暖化対策、化学物質の管理、の4つの作業部会に参加

しており、労働環境トレーニングの作業部会でHondaは共同議長を務めるなど積極的に関与して

います。この作業部会ではAIAGに参加する企業が共同で新興国におけるトレーニングを進めて

おり、Hondaは中国とメキシコでのトレーニングに参加して、現地のサプライチェーンに対し企業

倫理、環境規制、労働環境、人権などの講義をおこないました。このトレーニングはすべての一

次お取引先と二次以降のお取引先を対象にしており、このような取り組みを通じて自動車製造

業における課題の改善に努めていきます。

また、紛争鉱物対応について、AIAGは、サプライチェーン調査支援団体であるConflict Free

Sourcing Initiative (CFSI)のパートナーアソシエーションです。Hondaは、CFSIへの参加を通じて、

紛争鉱物製錬/精製業者の第三者監査をサポートしています。

※1 Hondaの米国子会社であるHonda North America Inc.が参加、関与

※2 Hondaの紛争鉱物については、P.79をご覧ください

 

日付：
2012年3月1日・2日
場所：
Honda青山本社ビル

1日：森の元気
2日：子どもの元気

陶山佳久氏（東北大学大学院農学研究科・）
崎野隆一郎（ハローウッズ森のプロデューサ
ー）
伊東孝紳（本田技研工業株式会社代表取締
役）

日付：
2010年10月30日
場所：
ホテルツインリンク（ツインリンクもてぎ内）

子どもの元気と森の元気～持続可能
な森づくり～

竹田津実氏（獣医師・写真家・随筆家）
古口達也氏（茂木町町長）
大久保達弘氏（宇都宮大学農学部森林科学
科教授）
野井真吾氏（埼玉大学教育学部准教授）
崎野隆一郎（ハローウッズ森のプロデューサ
ー）
伊東孝紳（本田技研工業株式会社代表取締
役）

※いずれも所属・役職は開催当時

販売会社と：お客様のニーズに応える認定制度

お客様との接点である四輪販売会社で、お客様の期待により一層応えられるように、環境・安全・福祉の各分野で独自の基準による認定制度

を展開しています。

オレンジディーラー

オレンジディーラーとは「福祉」の視点から、クルマの販売を通じて地域社会に貢献することをめざした、Honda Cars店です。

福祉車両は、装備、機能、それらの操作方法や実際の寸法など、実車で確認していただくことでよりお客様の理解が深まる面も多いため、特に

MASTER店では、Hondaの福祉車両全タイプ※1のデモカーを常時用意しています。

また車いすをお使いの方が安心して利用できる駐車スペース、段差のないエントランス、フロア、トイレを備えた店舗では専門の知識を備えた

スタッフがお客様のご希望・ご要望などをお聞きして、最適な福祉車両選びのお手伝いをしています。 

2013年度の福祉車両の販売は、8,390台※2となっています。

※1 助手席回転シート車、助手席リフトアップ車、サイドリフトアップ車、車いす仕様車

※2 運転補助装置付き自操車含む

オレンジディーラーの特長

業界団体と：お取引先に対するトレーニングの提供

業界団体と：大学キャンパス出張授業

一般社団法人日本自動車工業会は、クルマへの関心が低いといわれている若い世代の方々にも、クルマやモノづくりの魅力を感じてもらうた

め、大学キャンパスにて乗用車メーカー各社のトップが講演する「大学キャンパス出張授業　～経営トップが語るクルマの魅力～」を実施しまし

た。Hondaからは2013年10月16日に社長の伊東が母校の京都大学を訪問し、「『自由な移動の喜び』と『豊かで持続可能な社会』の実現」につ
11



Hondaでは組織内の2ウェイコミュニケーション（会話を通じてお互いを理解し意志の疎通を図る

こと）を重視しています。2012年度の組織体制の変更にあたっては、2013年4月から5月にかけ

て、社長の伊東が国内の主要事業所を回る「ダイレクトコミュニケーション」を実施しました。

伊東や担当役員が「真のグローバル化」や「モノづくりの進化」という今後のHondaの方向性につ

いて自ら語るとともに、参加者から意見を聞きました。実施後の従業員アンケートでは、9割の従

業員が理解が深まったと回答しています。

このダイレクトコミュニケーションは、海外の事業所においても、Hondaの役員である地域本部長

を中心に地域の特性にあわせて実施しました。

いて講演しました。

講演では、全日本学生フォーミュラ大会※で総合優勝した京都大学のチームを讃えるとともに、自身がスポーツカーNSXの開発で直面したボ

ディのオールアルミ化の課題と解決した喜びを紹介し、クルマやモノづくりの魅力、課題にチャレンジすることの大切さを語りました。

また地球温暖化対策のためには次世代自動車や再生可能エネルギー製造システムの研究開発が急務であること、世界ではじめて販売したカ

ーナビゲーションシステムを、さらに双方向通信にすることで交通事故の防止や渋滞回避などに役立つものにしようと取り組んでいることを語

り、自分の夢に向かって強い想いでチャレンジするよう激励しました。

Hondaは、これからもHondaのモノづくりを支える若者や将来世代とさまざまなコミュニケーションをおこなっていきます。

※全日本学生フォーミュラ大会とは、学生が自分たちで構想・設計・製作する車両による競技会で、2003年にスタートしました。

従業員と：ダイレクトコミュニケーション

12



CDP(Carbon Disclosure Project) のGlobal500※を対象とした2013年度調査で、Hondaは、日本企

業ではトップの開示スコアを獲得。さらに、開示内容と取り組み実績の両面で非常に高い評価を

得たことにより世界の先進企業の12社のうちの1社に選ばれました。

※ Global500：FTSE Global Equity Index Seriesを構成する企業のうち、時価総額に基づいて選

定した世界の大手企業500社。

株式会社日本経済新聞社の第17回企業の環境経営度調査で製造業部門の総合4位を獲得しま

した。

国や地域別に定められている安全性評価制度において、各地域で多数の機種が2013年度の最

高評価を獲得しています。主な最高評価として、米国ではIIHSによる評価においてTop Safety

Pick +最多機種獲得 、欧州でEuro-NCAPで全機種5つ星獲得、日本ではJ-NCAP評価において

CR-Vがファイブスター賞を獲得しました。

CSR推進体制

長期的な視点から企業活動を評価する動きが世界的に広まってきたことから、Hondaは2014年度から世界環境安全会議での議論の対象を、

従来のE領域（Environment：環境）から、SG領域（Society：社会、Governance：企業統治）を加えることとし、Hondaのサステナビリティ戦略を世

界レベルで検討し、実行・発信する体制としました。

また、2014年4月より、管理本部におかれていたCSR推進機能を、その重要性に鑑み経営企画部に移管し、CSR企画室を新設しました。移管

にともない、企画機能の強化を図るとともに、従来から経営企画部内にあった環境安全企画室とともにサステナビリティ戦略に関連する計画や

実績を取りまとめ、世界環境安全会議へ報告する体制としました。

HondaのCSR推進体制

マネジメント

2014年度より、 HondaのESGに関する重要課題について優先順位をつけ、目標を設定していく取り組みを開始しました。各地域、各事業、各機

能の具体的計画を実行部門が策定し、経営レベルでの審議、承認を経て、確定します。計画実施後の毎年の実績は、目標と照らして評価をお

こない、その結果を次年度の目標、計画に反映していきます。このPDCA※サイクルに基づき、各地域、各事業、各機能で継続的な取り組みを

推進していきます。

※ Plan、Do、Check、Action

ベンチマーク

社外からいただく評価は、Hondaの取り組みのレベルを確認するうえで重要と考え、今後も各地域でさらなる取り組みを実施するとともに、引き

続き充実した情報開示にも積極的に取り組んでいきます。
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