
Hondaは、次の世代に豊かな自然や安全な交通社会を手渡していくために、

さまざまな社会活動をグループ全体で展開してきました。その基礎となるの

が、Honda社会活動の活動理念や活動方針です。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」を基盤

に、「地球環境保全」、「子ども達の育成支援」、「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の社会活動がめざすもの

Hondaの基本理念である「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

Hondaは、夢のある明日の社会づくりをめざして、

 

Hondaの社会活動の活動分野

Hondaの社会活動

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おこなっています。

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、さまざまな社会活動を進めています。特に、現地オペレーションの

自立化を積極的に進めており、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ています。これからもHondaはお客様

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つの地域ごとに社会活動を展開していきます。

社会活動の基本的な考え方

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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【TOPICS 1】「ふるさとの森」から「HondaWoods」へ

すべての人々が喜ぶ、森の進化がはじまります

Hondaは、創業者・本田宗一郎の「地域社会とHondaの事業所の境界には、その結びつきを遮

断するようなコンクリートの壁はつくらない」という考えに基づき、1976年、国内各事業所の周

囲に、壁のかわりにその土地固有の樹木を植えて森を育てる「ふるさとの森づくり」を開始しま

した。

しかし、「ふるさとの森」は当初の想定を超えて、成長した樹木が施設内や敷地外へと張り出し

通行を阻害したり、大量の落ち葉を周囲に落とすなど、さまざまな問題を抱えていることが分か

りました。

そこで、従来のできるだけ手を加えないという「鎮守の森」の考えに沿った管理方針から、手を

入れて育成し、持続性があり、活力にあふれる森を創る。という里山の考えに沿った管理方針

への転換を決意しました。

そして、2014年。日本で従来よりおこなわれてきた「里山」の考え方を取り入れ、新しく定めた森

づくりの方針を「里山コンセプト」とし、Hondaらしい森の実現をめざした取り組みが今、始まりま

す。

めざすのは、“地域社会と共存共栄し、持続可能で変化に強い森の実現”。

人々と地域社会に喜びをもたらすこの新たな森を私たちは「HondaWoods」と命名しました。

みんなでつくり、みんなが喜び、みんなが憩う森の創出。それが「HondaWoods」のめざす姿で

す。

Hondaは、このように地域社会と喜びを分かちあえる「環境」と「次世代」を融合したプロジェクト

を、日本を含め世界6つの地域でも展開していきます。

「HondaWoods」イメージ図

【TOPICS 2】米国政府、米日カウンシルとの協働による日米文化交流プログラム

「TOMODACHI Honda 文化交流プログラム」の開始について

～日米の学生による体験型文化交流を2015年から実施～

Hondaは、社会活動の一環として、米国政府と公益財団法人米日カウンシルが主導する

TOMODACHIイニシアティブの趣旨に賛同し、ストラテジックパートナーとして協賛するととも

に、日米の次世代交流を促進するため、「TOMODACHI Honda 文化交流プログラム

（TOMODACHI Honda Cultural Exchange Program）」を2015年から2017年までの3年間実施し

ます。

2014年には、2015年のプログラム正式導入に先駆けテストトライとして、アメリカンホンダモータ

ー（本社：カリフォルニア州トーランス、以下、「AH」）がスポンサーを務めるローズ・パレードで、

南カリフォルニア州在住のTOMODACHIプログラム卒業生がAHの出演パートに参加しバナー

をかかげて行進。東日本大震災後に日本が米国の人々から受けた、あたたかい復興支援に

対し感謝のメッセージを贈りました。

そして、2015年のプログラムでは、次世代をになう若者の教育と、日米の文化交流を深めるた

めに、東日本大震災の被災地で音楽などに携わる学生を米国ロサンゼルスに招待し、米国の

伝統や文化を体験するプログラムなどを企画しています。
TOMODACHI Honda 文化交流プログラム
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Hondaは美しい地球の自然環境を次世代に引き継いでいくために、世界の各地域で環境保全活

動に取り組んでいます。そのひとつが、Hondaの技術と人の力を活用した「Hondaビーチクリーン

活動」です。

「素足で歩ける砂浜を次世代に残したい」という想いから独自開発した、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地域社会と

が協力して、砂浜の清掃活動をおこなっています。

この活動は、2006年5月よりスタートして、これまで全国100ヵ所を超える砂浜で、累計300回ほど

活動を実施。2013年度は、年間6,000名を超える地域の皆さんとともに活動をおこなって来まし

た。

また、地域のニーズにより、子ども達に向けた「環境学習教室」を実施しています。海には生活ゴ

ミが多いということ、ゴミの多くは川から流れ出ていること、それらのゴミが海洋生物へ悪影響を

およぼしていることなど、Hondaのボランティアスタッフが紙芝居を使いながら、分かりやすく説

明。次世代へ向け、“環境保全の大切さ”を伝えています。

そして、東日本大震災で被災した東北の砂浜においても、被災前の砂浜に戻すための一助とし

て、地元自治体、地域住民の方々とHondaグループの従業員が力をあわせながら、被災前の風

光明媚な砂浜に戻すために活動をおこなっています。

これからもHondaは企業市民として、グループの従業員と地域の皆さんとともに、この活動を展開

していきます。

「Hondaビーチクリーン活動」

清掃前 清掃後 子どもたちに向けた「環境学習教育」

私たちがふだん何げなく使う水。それは、山から海へとつづく川の恵みによってもたらされていま

す。その源流にある森は、きれいな水や豊かな海を生み出すだけでなく、おいしい空気もつくりま

す。また、地盤を安定させることで土砂災害の発生を防ぐなどの役割などもになっています。

Hondaは、1970年代にはじまった「ふるさとの森」づくりを原点に、日本各地に緑の輪を拡げよう

と、事業所周辺の地域に大切な水の恵みを与えてくれる全国8ヵ所の水源の森で、森が元気に

なる手入れを実施。単なる植林だけでない、下草刈り、除伐や間伐など、継続した保全活動に取

り組んでいます。 2013年度は、6事業所で延べ13回実施し、約380人のボランティアが参加しまし

た。

 

埼玉製作所主催、11月16日群馬県「赤城山」での

「水源の森」保全活動。この日は、従業員ボラン

テイアとOBボランティアとが力をあわせて広葉樹

の苗を植樹

モノをつくるたのしさを子ども達に伝えたい。そんな想いでHondaが展開するモノづくりの入門プロ

グラム。それが「ドリームハンズ（ダンボールクラフト）」です。ハサミは不要。パーツとパーツを接

着剤で止めるだけ。

従業員ボランティアのサポートのもと、子ども達一人ひとりがモノづくりにチャレンジ！

2013年度は、8事業所で延べ230回開催し、約9,300人の子ども達が参加しました。

Hondaは創業当初より、事業を展開する地域に溶け込み、「地域との共生」をめざしてきました。この考えはHondaの社会活動理念にも受け継

がれ、国内の事業所や販売会社、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。

2013年度のHondaビーチクリーン活動　活動事例

2013年6月19日、愛媛県今治市「鴨池海岸」にて活動を実施しました。

 

Hondaビーチクリーン活動

「水源の森」保全活動

ドリームハンズ（ダンボールクラフト）
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主催者の声（白金台児童館職員　下澤さん）

一見すると単純作業ですが、モノづくりの喜びがギュッと詰まったプログラムです

「このダンボールクラフトは、一見すると型紙を抜いて接着するだけの単純作業のようですが、実

はそのなかに、つくることの楽しさ、難しさが詰まっていると思います。今回参加した子ども達は、

この『ミニASIMO』づくりを通じて、モノづくりにおける集中することのおもしろさや、完成させること

の喜びなどを、しっかりと体験することができたと思います。」

                                                                                                                          2014年2月22日、東京都港区立「白金台児童館」

で実施した「ドリームハンズ（ダンボールクラフト）」

各プログラムでは冒頭に、紙芝居などを使って“環境保全の大切さ”を伝えるレクチャーをおこな

います。

森の夢工房

近くの森にある間伐材や木の実など自

然素材をもとに、「ノコギリ」や「カナヅ

チ」を使って自由に作品づくり。森の素

材を使った工作を通じて、環境保全や

森の大切さを学びます。

ストーンペインティング

地域を流れる川原からもらった、さまざ

まなかたちや色の石を使って、何に見え

るかをイメージしながら楽しく色塗り。石

に触れながら、川の威力や大切さを知

ります。

自然塩づくり

海洋深層水を煮詰めて、ミネラルたっぷ

りの自然の塩づくりをおこないます。塩

のできる過程を知り、海や水の大切さな

どを学びます。

草木染め

里山にある「椿」や、普段は捨ててしまう

ような「玉ねぎの皮」などの自然素材を

活用して絞り染めを体験。人の生活と、

自然との結びつきを知ります。

「子どもアイディアコンテスト」は、小学生の子ども達が「未来」をテーマに「あったらいいな」を作

品にするコンテストです。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。2013年には第11回目をむかえ、これまでに29,000人を超え

る子ども達が参加してくれました。

また、2014年3月末には、ツインリンクもてぎで国際交流会を開催。同様のコンテストをおこなって

いるタイの子ども達を招待し、最優秀賞、優秀賞を受賞した日本の子ども達と一緒になって、さま

「環境わごん」は、ステップワゴンなどのクルマに間伐材や木の実、川原の石などとともに、自然を大切にする子どもを増やしたいという“Honda

の想い”も積み込んで、子ども達のもとを訪れる出前型の環境学習プログラム。

子ども達は、自然素材を手に、見たり、触ったり、味わったり。五感をフルに使って、自然についての知識を吸収しながら、モノづくりにチャレン

ジします。

2013年度は、5事業所で延べ215回開催し、約9,600人の子ども達と、延べ2,100人のOB・OGのボランティアスタッフが参加しました。

環境レクチャー

4つのプログラム

「森の夢工房」を参観した保護者の声

「普段、ノコギリを使うような本格的な工作は自宅ではできませんので、子どもはとても喜んでいました。それに、Hondaでモノづくりをしていた

OBボランティアの皆さんにいろいろなことを教えてもらえて、良い経験になったと思います。また、この地域でも核家族化が進み、子ども達が

『おじいちゃん』と呼べるような世代の方々と接する機会はあまりありません。今回、そういう世代の皆さんとふれあえたことも、子ども達にとって

プラスになると思います。」

 

環境わごん

子どもアイディアコンテスト

ざまな交流をおこないました。

                                                                                    

交通安全の教育・普及活動については、Webサイトをご覧ください。

交通安全の教育・普及活動について

第11回最終審査会低学年の部優秀賞「うごくふく

（うごくん）」発表風景
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佐賀県ホンダ会（佐賀県内のHonda Carsからなる組織）では、毎月第2金曜日の始業時間にあ

わせて、県内のHonda Cars全従業員が参加し、拠点周辺地域の清掃活動を実施しています。

これは5年前に企画され、現在まで継続して取り組んでいる活動です。従業員の全員参加とい

うことから、継続が難しくなりがちですが、ユニフォームを新調するなど、気持ちが途切れない

ように心がけています。この清掃活動を通じて、地域の方々から多くの反響をいただき、自分

達の活動が地域社会と深くかかわっているという自覚がでてきました。

佐賀県ホンダ会が月に1回おこなう拠点周辺地域

の清掃活動の様子

Honda Cars東京中央では、Hondaの自転車シミュレーターを使用して交通安全啓発活動を実

施しています。従来から企業向けに交通安全講習会をおこなっていましたが、より幅広い層が

自転車の安全について学ぶ機会が必要と考え、地域のイベントなどでこの活動を実施。また、

シミュレーターの講習に加え、自転車に関する法律の話もしています。意外に知られていない

ことも多く、「勉強になった」という声も聞かれています。この講習を通して、正しい自転車の走

行ルールを知っていただき、事故のない安全な社会の実現の一助となることをめざしていま

す。

自転車シミュレーターを使用した交通安全啓発活

動

Hondaの販売会社などのグループ各社では、企業市民として、それぞれの地域に根ざした社会活動を展開しています。

月1回、佐賀県内の全Honda Cars、全スタッフで拠点周辺を清掃

自転車シミュレーターを使用した交通安全啓発活動¥

 

　

地域に根ざした活動（地域社会）
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アメリカンホンダモーターは、グラディスポーター動物園のウミガメ保護プログラムを支援していま

す。このプログラムは米国魚類野生動物庁とメキシコ政府が共同で、絶滅危惧種のケンプヒメウ

ミガメの生息地のモニタリングと保護をおこなうというものです。プロジェクトメンバーは、テキサス

州南パドレ島ならびにメキシコのタマウリパス州の100マイル超の海岸で、ATVを用いたパトロー

ルを実施。1978年以来、70,000匹以上のカメが産卵。450万以上の卵が孵化し、小ガメがメキシ

コ湾へと旅立ちました。Hondaは1978年以来、ATVを提供してこの活動に協力しており、これから

も支援をおこなっていく予定です。

ATVを活用したウミガメの保護

オハイオ州マリオンでおこなわれる「ナショナル・ロボティクス・チャレンジ」は、ロボットを製作し発

表する過程で、発想力や技術を活かして問題を解決する能力やリーダーシップを育むことができ

る教育プログラムです。

この教育プログラムは1986年から毎年開催され、オハイオをはじめとして米国中西部からさまざ

まなチームが参加します。2014年は、小学生から大学生まで1,400人以上の学生が参加しまし

た。ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング（HAM）はこのプログラムを支援しており、当日は

30人以上の従業員が審判として協力しました。HAMはまた、「ロボティクス技術のモビリティ・製

造業への活用」をテーマに展示会を開催しました。今後もロボット工学分野の発展に寄与するこ

とを目的として、本大会を支援していく予定です。

オハイオ州マリオンの「ナショナル・ロボティクス・

チャレンジ」

アメリカンホンダモーターは、ボーイスカウト・オブ・アメリカの複数の地方評議会にATV（全地形

走行車）を貸し出し、ATV安全協会（ASI）の安全運転講習の支援をおこなっています。この講習

は、環境に配慮しつつ安全にATVを運転することを参加者に理解してもらい、運転の楽しさを知

ってもらうことを目的としています。2009年からはASIの特別講習で使用する製品を提供してお

り、これまで5,000人以上のスカウトメンバーが受講しました。今後もボーイスカウト・オブ・アメリカ

への支援を続けていく予定です。

ボーイスカウト・オブ・アメリカに、ATV（全地形走

行車）の安全運転講習をおこなう

米国では、キング牧師の誕生日に近い1月第3月曜日が「マーティン・ルーサー・キング、ジュニ

ア・デー」という祝日とされており、地域でさまざまな奉仕活動がおこなわれます。ホンダマニュフ

ァクチュアリングオブアラバマは、「ハンズオンバーミングハム」という団体と協力して、2012年より

この日に奉仕活動を実施。3回目となる今年は、ローバックスプリングスの近隣住民のために、

「コミュニティガーデン」をつくる支援をおこないました。当日は30人以上の従業員とその家族が、

放置された空き地のがれきやゴミの撤去、栽植場所の設置、古いテーブルの修理をおこない、そ

の一体を庭園へと再生しました。新しくなった庭園には、花や緑が植えられ、近隣住民の憩いと

交流の場となります。 2014年1月におこなれたマーティン・ルーサー・キ

ング、ジュニア・デーの奉仕活動

USA：ウミガメの保護プログラム

USA（オハイオ）：ナショナル・ロボティクス・チャレンジの後援

USA：ボーイスカウトへのATV（全地形走行車）安全運転講習

USA（アラバマ）：マーティン・ルーサー・キング、ジュニア・デーの奉仕活動
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ホンダモトールデアルゼンチーナは、洪水などの自然災害の大きな影響を受け孤立している地

域の学校に対して、支援をはじめました。これは2013年にはじまったもので、ブエノスアイレス州

の州都ラプラタ市において洪水の影響を受け孤立した学校に対して、教材や用具を寄贈してい

ます。子ども達が教育を受け、誇りある幼年期を過ごすことで、より良い未来に向かって成長で

きるよう、今後も支援をおこなっていきます。

ホンダモトールデアルゼンチーナの支援活動

ホンダサウスアメリカは2011年3月から、サンパウロで2番目に大きいファベーラ（スラム街）の「パ

ライゾポリス」で、音楽に関するプロジェクトをおこなっています。このプロジェクトは、若者に弦楽

器や吹奏楽器の奏法や、コーラスの歌唱法を教え、クラシック音楽に触れることで喜びやモチベ

ーションを高めることを目的としています。2013年は、地区において週1回のペースで活動を実施

し、90人の学生が参加しました。

サンパウロのパライゾポリス地区の若者たちがジ

ュニアオーケストラに挑戦

ホンダサウスアメリカは、レシフェ市にある交通安全教育センターにて、「Hondaソーシャルプロジ

ェクト」をおこなっています。これは、若者が職を得て、健全に社会生活を送ることができるよう支

援することを目的としており、2007年よりはじまりました。

自動車整備士の講習を通じて、就職率、収入、社会貢献度の高いこの職業を学んでもらう機会

を提供しており、17から19歳の若者に講習をおこなっています。2013年は14人が受講しました。

交通安全教育センターでの「Hondaソーシャルプ

ロジェクト」

ホンダサウスアメリカは、小学生向けの交通安全教育プログラムをおこなっています。この活動

ではまず、アソシエイトがボランティアとして模型を用いて交通ルールやマナーを解説します。そ

のあと、町の風景を再現したエリアで、実際に体験をおこないます。2013年は2,500名の子ども達

が参加し、11,500セットの教材（小冊子、交通安全に関するゲーム）を提供しました。これからも、

子ども達への交通安全教育の普及に取り組んでいきます。

実際の町の風景を再現したミニシティで交通安全

を学ぶ

アルゼンチン：大災害発生時の団結

ブラジル：パライゾポリス地区のジュニアオーケストラ

ブラジル：Hondaソーシャルプロジェクト

ブラジル：小学生を対象とした交通安全の取り組み
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HME-ESとHFSは、毎年3月に、「HONDA VALUE」と呼ばれる日を設け、おもに恵まれない子ども

達のためのCSR活動を実践しています。

2014年は、3歳から12歳の子ども向けに養護施設で活動をしました。

当日、HME-ESとHFSの55名の従業員は、さまざまな活動やゲームの指導、栄養バランスのとれ

た食事の用意、読み聞かせのボランティアのほか、施設の一部修繕もおこないました。

この活動は、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。 HME-SとHFSの従業員

2013年6月、モーターサイクリストVFRポーランド協会の主催で、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、子どもの健康のための慈善活動への支援を通

じて、子ども達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2009年にはじまっ

た活動です。

当日は100人以上のモーターサイクリストや、地域の人が集まり、重病の子ども達に風船やお菓

子をプレゼントしました。また、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、スタントショーを見たり、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。 2013年6月のイベントでバイクに試乗して楽しむ

子ども

スペイン：貧困にあえぐ子ども達の養護施設を改修

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」
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ホンダベトナムカンパニー（HVN）は、2014年4月、ベトナムの緑を保護する「植林の日」をバックカ

ン市で開催しました。

この活動は、2003から2011年期のホアビン省における新規植林/再植林クリーン開発メカニズム

（A/R CDM）に基づく植林プロジェクトの成功を受け、2013年から「植林の日」としてバックカン省

ではじまったものです。

HVNはプロジェクト唯一のスポンサーとして、2013から2020年の8年間で49億ドンを支援していま

す。

プロジェクトの期間は8年で、このうち最初の4年間（2013から2016年）に、市内のNong Thuong村

とXuat Hoa村で、490ヘクタールの土地に植樹をおこないます。そのあとの4年間は、それらの樹

木の手入れ、間伐、保護に費やし、2020年より伐採を開始する予定です。7万3,500立方メートル

の木が生長し、その木を木材として売ることで約500億ドンの利益がもたらされる見込みです。

「2014年植林の日」には、200人以上のHVN従業員やバックカンにおけるHonda関連の取引先に

加えて、多くの地域住民が集まって2ヘクタール分の植林に着手しました。2年目の植林総面積

は161ヘクタールになる見通しです。

これからも、HVNは「存在を期待される企業」をめざし、ベトナムで活動を進めていきます。

2014年の植林の様子

2013年11月29日から12月1日に、ナコンパトム県のタイランドサーキットにおいて、APホンダが主

催するHondaエコマイレッジチャレンジが開催されました。本大会は、1リットルのガソリンで何キ

ロ走れるかを競いあうものです。新PGM FIエンジン（電子制御燃料噴射装置）技術のさらなる向

上と普及、エネルギー保全を通した地球温暖化防止を目的としています。16回目となる本大会に

は、481のチームが参加しました。優勝チームは1,641キロメートル毎リットルという走行距離の成

績を達成しました。APホンダは今後も引き続き、この大会を実施していきます。

2013年11月29日から12月1日に実施されたタイで

のエコマイレッジチャレンジ

2013年、タイの子ども達の創造力と夢を見る心を育むため、ホンダオートモービル（タイランド）カ

ンパニー・リミテッドが小学生向けの社会活動「Hondaスーパーアイディアコンテスト」を開催しまし

た。9回目となる今回のコンテストでは、2つの内容の活性化に取り組みました。1つは、小学校の

先生向けのハンドブックの作成と、専門的なワークショップの開催です。ワークショップでは、「子

どもの創造的思考と創造力の発達を促進させるための教授法」を学ぶことを目的として、先生達

が活発に意見交換をおこないました。

もう1つは、「子どもの力を刺激し、夢の力を獲得する」をテーマにした、コンテストそのものです。

5万を越える応募のなかから選ばれた40のアイディアの発案者が、11月におこなわれた受賞式と

「My Dreams Come True Workshop（夢を叶えるワークショップ）」に参加しました。

そのあと、優れた作品を制作した20人の子ども達が2014年1月の最終審査に参加し、オーディエ

ンスの前で発表をおこないました。受賞者にはシリントーン王女の盾と日本への研修旅行が贈ら

れました。2014年3月の研修旅行では、日本の子どもアイディアコンテストの受賞者とお互いのア

イディアを交換し、友好を深めました。

HATCが2013年Hondaスーパーアイディアコンテ

ストでキッズワークショップを開催

ホンダカーズインディアリミテッド（HCIL）では、企業の社会的責任（CSR）活動の一環として、

2004年よりヘルスキャンプを実施しています。ヘルスキャンプは、HCILのグレーターノイダ工場と

タプカラ工場付近の町民に、医療診察、衛生・栄養指導、薬剤処方などの支援を無料で提供す

るものです。このキャンプは、毎月各地域で約200から300人の訪問者に対応しており、さまざま

な理由で医療の機会が限られている多くの人々を支援しています。

HCILの産業医は、キャンプで提供する通常の支援に加え、7月にタプカラで実施したヘルスキャ

ンプで、小学生に歯磨きと手洗いの重要性について分かりやすく指導しました。

HCILは、植林活動や地域の産業技術研修機関（Industrial Technical Institute：ITI）の運営支援

などに取り組むとともに、地域社会とともに、引き続きCSR活動に積極的に取り組んでいきます。

ホンダカーズインディアリミテッド（HCIL）がヘルス

キャンプ活動を実施

ベトナム：ホンダベトナムカンパニー「植林の日」

タイ：エコマイレッジチャレンジ

タイ：Hondaスーパーアイディアコンテスト

インド：ヘルスキャンプ活動

52



Hondaは2000年から河北省ならびに内モンゴル自治区のホルチン砂漠で、「喜びの森」計画とい

う植林活動をおこなっています。

2008から2012年の5年間は第1期植林プロジェクトとして、内モンゴル自治区ウランチャブ市興和

県にある友誼ダム周辺地域約467ヘクタールに70万本の苗木を植えました。

そして2012年7月に第1期プロジェクトの完成を記念して、Hondaの中国での合弁企業14社の従

業員、メディアなど約200名が植林活動に参加しました。

また、2013年からは、新たな5ヵ年の合同植林プロジェクトがはじまりました。参画する合弁会社

は14社から16社に、5年間の植林資金として総額2,000万元に増加し、同じ興和県の国道110号

線沿いにある467ヘクタールの土地において、新たな造林プロジェクトをおこないます。

第2期初年度の2013年の植林面積は120ヘクタールとなり、約17万本の苗木が植えられ、96.1パ

ーセントの活着率を達成しています。

第1期プロジェクトの

植林地（2013年撮影）

第2期プロジェクトの

植林地（2013年撮影）

土を掘って土手を築き、1本1本丁寧に植林する

従業員たち

2013年10月、広東国際サーキットにおいて、エコマイレッジチャレンジ中国大会が開催されまし

た。これは「少ないエネルギーで、より多くの距離を走る」ことを競いあうものです。

2011年より、バッテリーを唯一の動力源として、走行距離を競いあうEVクラスも新設。Honda関連

チームの五羊－本田（WHM）が優勝しました。

2013年の大会には過去最大規模の150チームが参加しました。ガソリン部門のHondaグループで

は、東風本田汽車有限公司(WDHAC)が1,931.275キロメートル毎リットルで1位をおさめ、2位、3

位は本田汽車（中国）有限公司(CHAC)と東風本田発動機有限公司（DHEC）でした。

また、今大会では同済大学が新たな中国記録2,689.621キロメートル毎リットルを達成し、総合優

勝しました。

中国のHondaはこれからも、若者の技術に対するチャレンジを支援し、中国の環境問題への対

応やモビリティ社会の発展に貢献していきたいと考えています。

スタートのフラッグを振る倉石本部長。

最優秀賞同済大学チームへの表彰

中国（内モンゴル）：内モンゴル植林プロジェクト

中国（広州）：エコマイレッジチャレンジ中国大会
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