
人材
人材の多様性進化の取り組みの一環として、海外から
直接採用した「グローバル採用者」。（新入社員研修）
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基本的な考え方

事をする人々や企業との関係においても適用されるべき

精神と位置付けています。そして、採用／育成／配置・活用

／評価・処遇といった人事管理においては、「主体性の尊重」

「公平の原則」「相互信頼」という3つの原則に基づき、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。

また、事業活動が世界各地へと広がるなか、2012年3月

には、世界人権宣言などの国際規範を踏まえて「人事管理

の三原則」をより具現化した「労務方針」を定め、日々の企業

行動に活かしています。

Hondaは、「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」と考え

ています。こうした人間が集い、自立した個性を尊重し合

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、それがHondaの

願いです。

このような視点から、Hondaは、「自立」「平等」「信頼」の3

つの要素からなる「人間尊重」を基本理念とし、Hondaグ

ループを構成する人たちだけでなく、ビジネスでともに仕

人事管理の基本理念
「人間尊重」の基本理念を柱に、
3つの原則に基づいた人事管理を徹底

基本理念

人間尊重
自立 平等 信頼

人事管理の三原則

主体性の尊重
Hondaは、それぞれの個性、
自由な発想、意思を尊重する

公平の原則
Hondaは、国籍、性別、年齢などに

捉われることなく、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
Hondaは、従業員とお互いの立場を

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

● それぞれの個性や違いを受け入れ、本人の意欲と主体性を尊
重する。

● 個々が有する基本的な人権を尊重し、強制労働や児童労働は
認めない。

1．人権の尊重

● 全ての人が平等であるという原則に基づき、公平で自由な競
争機会を創出する。

● 人種・民族や出身国籍・宗教・性別・年齢などを理由とした差別
は行わない。
また、職場におけるあらゆる形態のハラスメントは容認しな
い。

2．差別撤廃

● その国の社会規範や慣例、文化を尊重する。
● 各国・地域で定める法令を遵守する。

3．法令遵守

● 従業員と会社はお互いの立場を尊重し、相互理解を深め、信
頼関係を持ち、何事においても誠実に話し合う努力をする。

● 従業員が結社をする自由、またはしない自由および団体交渉
の自由を尊重し、会社は、法令、慣行や各国・地域の慣習に従
い、あらゆる課題の解決を図る。

4．自由闊達な対話環境の創出

● 仕事に安心して専念できるよう、安全で衛生的な労働環境を
提供する。

5．安心して働ける労働環境の維持

労務方針
人事管理の三原則を具現化した労務方針を以下のとおり掲げています。
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グローバル人材マネジメント

HR※ビジョンと戦略
世界6極の自立を支え、
Hondaの総合力を高める「人材」強化に向けて

Hondaのアプローチ
グローバルに活躍できる人材の育成と
世界最適配置へ

世界6極の自立を支え、Hondaの総合力を高める人材の

育成・配置に向けて、Hondaは、2つのアプローチを推進し

ています。

※ HR：ヒューマンリソースの略

Honda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」という社是のもと、創業時からグローバル市場を視

野に積極的な事業展開を図ってきました。また、海外展開に

あたっては、輸出から現地生産へ、現地開発へとビジネスモ

デルを進化させ、近年は先進国だけではなく、モータリゼー

ション需要が高まる新興国での生産・開発機能の強化を図

るなど、世界6極の地域本部の“自立”をめざしています。

そのために、Hondaでは、需要に応じて市場に受け入れ

られる製品を企画・設計・開発し、高品質な製品を安定的に

供給するグローバル人材を育成・配置していく「グローバル

人材管理」を推進しています。

具体的には、従来、各地域の拠点は日本人が中心となっ

てマネジメントしてきましたが、現在は、地域のことを最も

よく知るローカルアソシエイト（従業員）がマネジメントする

体制にシフトしています。また、グローバル機能には、ロー

カル／グローバルオペレーションを体得した従業員を配置

することで、人材の多様化・多国籍化（ローカル化）を進め、

市場の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようになるととも

に、グローバルな連携も図ることでHondaの総合力をより

いっそう発揮できる体制の確立をめざしています。

ローカル人材育成グローバルリーダー育成
本社での 各地域本部での

グローバル共通基盤

Hondaフィロソフィーの伝承英語公式言語化グローバル
コミュニケーション強化

グローバル・ジョブ・
グレード制度の構築

最適配置

選抜

グローバル人材マネジメントのアプローチ
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一つは、ローカル人材の育成・強化です。Hondaフィロソ

フィーやHondaのコアバリュー、コンピテンシーなどの共有

を起点に、コミュニケーション環境の整備、海外と連携する

際の英語の公式言語化などを通じてHondaグループの従

業員として価値観の共有やコミュニケーションの活性化を

図りながら、地域の特性に応じた教育プログラムを実践し

ています。併せて、グローバルレベルでは、共通のグローバ

ルリーダー向けの育成プログラムを展開しています。

また、こうしたグローバル人材が世界各地で活躍できる

よう、「グローバル・ジョブ・グレード制度（→P69）」を導入し

ています。これは、全世界の拠点ごとに存在する役職を、グ

ループ共通のグレード（等級）で示す制度で、優秀なローカ

ル人材が世界の各拠点の要請に応じて能力を発揮する、マ

ネジメント人材の最適配置の実現をめざしています。

人材マネジメント体制
2つの会議体を通じて
全社・地域の施策と目標を決定

Hondaは、本社の人事労政部門が各地域と連携をとり

ながら、中長期的な観点からグローバル人材戦略を立案

し、年1回、経営メンバーが参加する「総合戦略会議」で戦略

を討議しています。

ここで討議した「人」施策の方向性は、世界6極の人事責

任者が年1回集まる「グローバル・ヒューマンリソース・コミッ

ティ」においてテーマごとに議論され、具体的な全社施策、

地域施策や達成目標となり、全社で活動が展開されます。

経営会議・総合戦略会議

グローバル・ヒューマンリソース・コミッティ

人材戦略・中期方針の審議・決定

人材戦略・中期方針の共有／地域ごとの目標設定

地域本部の人事部門
現地の人材の発掘・育成・配置

北米地域
本部日本本部 南米本部 欧州地域

本部 中国本部 アジア・
大洋州本部本社人事労政部門

グループ全体の
人材戦略の立案、
取りまとめ

グローバルHRマネジメント関連図
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人材マネジメント活動

グローバル共通基盤の構築と人材育成

Hondaは、グローバルリーダーの育成に向けて、日本を

含む世界の各拠点から次世代のグローバル経営を担う人

材を選抜し、研修を実施しています。

2012年から、「エグゼクティブリーダーシップ研修」（Off-

JT）と、機能横断チームで経営課題の解決プランを立案す

る活動を組み合わせた「HEADS（Honda Executive 

Advanced Development School）プログラム」、および

「LDT（Leadership Development Training）」を実施し

ています。

Hondaは、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ステップごとに求められる技術・

技能の内容やレベルを体系化したOJTプログラムを制定し

ており、各個人の専門・管理能力をチェックするとともに、さ

らなる育成の指標として活用しています。また、OJTと相互

に補完し合う「Off-JT（Off the Job Training）」のプログラ

ムも取り入れ、従業員一人ひとりの能力向上に応じて、職種

ごとの専門教育や新入社員研修、フィロソフィーをベースと

した基礎研修、資格認定時マネジメント研修、品質研修など

各階層別に研修プログラムを用意し、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。

＜主なOff-JTプログラム＞

1．自己変革能力の伸長を促すもの（キャリア開発）

2．仕事の遂行能力の伸長を促すもの（スキル開発）

3．マネジメント、リーダーシップ能力の伸長を促すもの
（マネジメント能力開発）

Hondaは、グローバルレベルでマネジメントに携わるグ

ローバルリーダーの育成に向けた研修を実施するほか、

2011年から人材の最適配置をめざす「グローバル・ジョブ・

グレード制度」を整備しています。

これは、Hondaの開発・生産・営業などの拠点ごとに存在

する一つひとつの役職に関する役割・責任などを評価、重み

付けし、グループ共通のグレード（等級）で示すことで、業務

や地域を超えて個々の能力をより発揮できる職務・場所に

異動しやすくする制度です。Hondaは、本社の部課長クラ

ス以上に相当する職位からこの制度を適用しており、ロー

カル人材の登用に積極的に取り組んでいます。人材の登用

にあたっては、世界各地のキーポスト、キータレントを管理

するための「グローバルタレントボード」と地域の「タレント

ボード」を通じて、成長戦略に沿った最適な人材を世界の各

拠点により機動的に配置・活用していきます。

OJTを基盤とする人材育成
OJTとOff-JTの双方で、
従業員のキャリア形成・能力開発を支援

グローバルリーダー育成
次世代のグローバル経営を担う人材への
研修プログラムを推進

従業員一人当たりの研修時間と研修コスト
年間研修時間 年間研修コスト（円）

日本 22.3 約45,000
北米  6.1 約66,000
南米 10.7 約40,000
アジア・大洋州  8.9  約4,000
中国 24.6 約10,500

「グローバル・ジョブ・グレード制度」
の構築
グローバルな人材最適配置のために、
グローバル共通の等級を整備
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マネジメントの現地化を進めていくためには、ビジネスに

おける判断や行動の基準を共有すること、すなわちローカ

ルアソシエイトとHondaフィロソフィーやHondaのコアバ

リュー、コンピテンシーなどの価値観をグローバルに共有

することが重要です。

こうした認識をもとに、Hondaは、世界各地で実施してい

る階層別研修において、「Hondaフィロソフィー」を教育する

研修プログラムを実施しています。また、より実践的なプロ

グラムとなるよう、本社の役員・各地域のトップマネジメント

がビジネス事例を取り上げながら、「Hondaフィロソフィー

に基づき、何をどう考え、どう判断したか」といった意思決定

や経営判断に関わる実践事例を紹介するようにしています。

地域拠点が自立しながらHondaグループとしての総合

力を発揮していくためには、世界6極の人材が緊密なコミュ

ニケーションを図る環境づくりが必要です。

そこでHondaは、2020年を目標に地域間のコミュニ

ケーションを行う場合は情報発信側が英語で問いかけるな

ど、地域間の会議で使う文書や、情報共有のためのやりとり

を英語とする「英語公式言語化」に取り組んでいます。

また、その一環として、日本では、英語力強化に向けた学

習プログラムの充実などを図っており、将来は、英語力を役

職者認定の要件にしていくことを計画しています。

米国の会計事務所であるデロイト社と、米国のNPOで
あるマニュファクチャリング・インスティチュートの調査によ
ると、米国の製造業は、今後10年間で340万人以上の雇用
が生まれるものの、その約60％に当たる200万人の人材
が不足すると予想されています。

こうした状況を踏まえ、ホンダノースアメリカ・インコーポ
レーテッドは、2015年3月、製造業で先端技術を担う次世
代の人材を育成する新たなプログラムを実施することを発
表しました。このプログラムは、中学、高校、大学の生徒を
対象に教育と訓練の機会を提供し、製造業への関心を喚起
するとともに、Hondaグループの製造部門の従業員にも
継続的な教育の機会を提供することを目的としています。

プログラムは、Hondaの生産拠点があるオハイオ州に
おいて行われており、各世代に合わせたさまざまな教育プ

米国の製造業の未来を担う人材育成プログラムを開始

ログラムを展開しています。例えば、中学生に対しては、も
のづくりを題材にしたビデオゲームや移動実験室をつく
り、楽しみながら学べるプログラムを用意しています。高校
生に対しては、現地の高校と協力して製造職に必要なカリ
キュラムを提供しているほか、理工系の学習カリキュラム
への資金援助をしています。さらに、大学生に対しては、製
造工学技術または機械工学技術の準学士をめざす学生に
奨学金を提供するほか、Hondaで働きながら学校に通え
るワーク・スタディ・プログラムを実施しています。

なお、これらのプログラムは、Hondaのサプライヤーの
人材開発にも役立ててもらえるように考案されています。

こうした取り組みにより、Hondaは、意欲と技術を持った
人材を継続的に獲得するとともに、活動の継続を通じて米
国経済の要である製造業の発展に貢献していきます。

TOPICS

Hondaフィロソフィーの伝承
世界中の従業員が価値観を共有

「英語公式言語化」の推進
地域をまたぐコミュニケーションの
英語公式言語化
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人材関連データ

連結従業員数（人）
2012年度 2013年度 2014年度

北米  41,260  44,608  48,024 
南米  18,255  18,144  16,635 
欧州  10,198   9,055   8,597 
アジア・大洋州  54,013  47,067  50,649 
中国 ー  13,332  15,037 
日本  66,612  66,355  65,788 

（合計） 190,338 198,561 204,730 

男女別従業員数（人）
2012年度 2013年度 2014年度

日本
男性 44,695 46,478 44,363
女性  3,173  3,385  3,326 

（合計） 47,868 49,863 47,689 

新規正規従業員雇用者数（人）
2012
年度

2013
年度

2014
年度

日本
新規雇用者総数   683   726   719

男女別内訳
男性   595   621   636
女性    88   105    83

北米 ー 5,012 4,778
南米 1,773 1,259   814
アジア・大洋州 5,636 8,055 5,996
中国 2,018 2,955 2,190

離職率（％） （定年退職者含む）
2012
年度

2013
年度

2014
年度

日本
離職率  2.1  1.8  1.8

男女別内訳
男性  2.0  1.7  1.8
女性  2.9  3.1  2.5

北米 ー  6.4  6.0
南米 12.5 12.8 10.9
アジア・大洋州  7.0  5.8  6.6
中国  3.6  4.2  2.4

雇用契約別・種類別の従業員数（人）
2012
年度

2013
年度

2014
年度

日本

雇用契約別
内訳

正規従業員 43,532 42,953 42,342
非正規従業員  4,336  6,910  5,347

雇用の
種類別内訳

常勤 47,744 49,736 47,549
非常勤（パート）    124    127    140

地域コミュニティ出身の上級管理職の比率（％）

地域 全上級管理職に占める
現地コミュニティ出身者の比率

北米 59
南米 36
欧州 40
アジア・大洋州 38

Hondaでは、「Hondaフィロソフィー」と、それに基づく

「人事管理の三原則」、「わたしたちの行動指針」のなかで人

権に関する方針を記載しています。Hondaに入社する従業

員に対して、「Hondaフィロソフィー」に関する研修を全世

界で実施し、周知を図っています。日本においても、2014

年度に入社した812人全員に対して研修を実施しました。

（総研修時間は406時間）

従業員への人権研修

人材雇用状況

人権

注）「連結従業員数」を除く、日本地域の人材関連データは、以下の会社を集計範囲としています。
     本田技研工業（株）、（株）本田技術研究所、ホンダエンジニアリング（株）、（株）ホンダ・レーシング、学校法人ホンダ学園、（株）ホンダアクセス
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2014年度の女性比率（％）
女性従業員比率 女性管理職比率

日本  6.8  0.6
北米 22.3 17.5
南米 11.6  3.0
アジア・大洋州 14.4 12.4
中国 10.8 11.0

「グローバル採用」の人数（人）

2013年度 2014年度 2015年度
（予定）

採用人数 15 15 17

日本における基本給と報酬総額の男女比
基本給（女性：男性） 報酬総額（女性：男性）

管理職 1：1.005 1：1.012
一般 1：1.202 1：1.202

※ 給与体系は同一の体系を適用。差は年齢構成、等級構成などによる。

Hondaにおいては、基本理念である“人間尊重”に基づ

き、ダイバーシティの推進を「さまざまな属性（国籍や人種、

性別、年齢、学歴、障がいの有無など）に関わりなく、一人ひ

とりを違いのある個性として認め合い尊重し、多様な人材

がもてる力を存分に発揮することで、企業としての総合力

を高めていく」ための取り組みと位置付け、施策を推進して

います。

今後、Hondaは、二輪・四輪・汎用を柱に、ジェットやロボッ

トといった新たな事業領域も加え、新しい商品や技術を創

造し、新たなお客様との出会いをグローバルで増やしてい

こうとしています。こうした事業展開の多様化に合わせ、人

材の多様性の進化を進めていきます。

人材の多様性進化の取り組みの一環として、一部の新卒

採用者を、海外の労働市場から直接採用する「グローバル

採用」を推進しています。とくに、事業展開の強化を図って

いる新興国市場からの人材採用を強化しています。

今後は、こうした人材をHondaのグローバルビジネスを

牽引する中核人材として育成し、グローバルHondaの「人」

総合力の向上をめざします。

日本においては、2008年から女性の活躍機会の拡大に

焦点を当て、社内報による情報発信、講演会の開催、研修な

どに取り組んでいます。この結果、女性従業員の比率は、こ

の10年間で5.0％から6.7％に上昇しています。

一方で、女性役職者の比率は0.5％にとどまっており、女

性のキャリア形成支援をよりいっそう強化していく必要が

あります。そのため、2015年1月に人材の多様性進化を担

当する専任組織「多様性推進室」を設置、同室に女性従業員

およびその上司へのキャリアサポートを行う専任スタッフと

して「キャリアアドバイザー」を配置しました。

また、女性のキャリア形成の管理指標として、女性役職者

数を「2020年に2014年度の3倍以上にする」「2025年に

2014年度の9倍以上にする」という目標を設定しました。

今後、多様性推進室が中心となって、一人ひとりに焦点を当

てたキャリア形成支援の強化、キャリア形成の促進に向け

た育児サポート制度の拡充に取り組み、この目標の達成を

めざします。

多様性の進化に向けた基本的な考え

グローバル採用

女性の活躍拡大

ダイバーシティの推進

環境 安全 品質 人材 社会活動 サプライチェーン

72
Honda SUSTAINABILITY REPORT 2015

トップメッセージ 特集品質問題に関するご報告 サステナビリティマネジメント パフォーマンス報告



人材関連データ

日本における障がい者雇用者数・雇用率

※ 雇用者数および雇用率は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に則
り、重度の障がいのある人の1名の雇用をもって「2名」とみなしています。
なお、数値は各年6月1日時点のものです。

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

雇用者数※

（人） 1,036 1,052 1,066 1,084 1,089

雇用率※

（％） 2.28 2.27 2.31 2.27 2.28

日本における育児休暇取得者の復職率（％）
2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

復職率 99.6 99.7 99.7 99.7 99.2

日本における再雇用者数（人）
2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

再雇用者数 415 452 434 567 622

日本における育児・介護支援制度の利用者数（人）
2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

育児
短時間勤務  82 108 171 153 172

育児休暇 250 297 314 305 392
介護
短時間勤務   0   0   0   1   3

介護休暇  10   7  11  15   9

Hondaは、各国の法律に準拠し、各事業所で障がいのあ

る人を雇用しています。配属にあたっては、一人ひとりの障

がいの状況に配慮しつつ、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。

日本では、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、2014年度の障がい者雇用者数は1,089名、雇用率は

2.28％と、法定雇用率2.0パーセントを上回る水準を維持

しています。

日本では、人口の約4分の1を65歳以上の高齢者が占め

る超高齢社会を迎えており、高齢者の安定雇用や、その技

能やノウハウの伝承が課題となっています。

Hondaは、2004年高年齢者雇用安定法改正前の2003

年4月から、定年退職（60歳）を迎える従業員を対象に再雇

用制度を導入しています。2010年4月には、原則、希望者

全員を65歳まで専門性を活かせる業務で再雇用するよう

制度を見直しました。

その結果、現在では定年退職者の約75%が再雇用され、

さまざまな職場で高い経験値と専門性を持つ従業員が活

躍しています。

障がい者雇用

定年退職者の再雇用

少子高齢化が進む日本においては、仕事と育児・介護の

両立を実現する環境の整備が社会的な課題となっていま

す。こうした状況を踏まえ、Hondaでは、仕事と育児・介護

の両立支援制度を整えるとともに、ガイドブックやイントラ

ネットを通じた情報発信によって、制度への理解促進を図っ

ています。

2014年4月より、「選択型福利厚生制度（カフェテリアプ

ラン）」を導入し、ベビーシッター派遣サービス、育児用品の

レンタルサポートなど、出産・育児に関するライフイベント

や介護へのサポートを選択できる仕組みをスタートさせま

した。

これらの取り組みの結果、子育てサポート企業として厚

生労働大臣の認定を受けています。

仕事と育児・介護の両立支援

労働時間の長さや有給休暇取得率の低さが社会課題と

なっている日本において、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

て労働時間の短縮に積極的に取り組んできました。また、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※

労働時間削減

働きやすい職場環境づくり
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日本における従業員一人当たりの総労働時間／年次有給休暇の
平均取得日数

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

従業員一人
当たりの総
労働時間

1,920 1,840 1,950 1,900 1,890

年次有給休
暇の平均取
得日数

17.8 19.9 18.7 19.2 19.4

人材評価プログラムを受けている従業員の割合（％）

地域 人材評価プログラムの対象となる
従業員の割合

日本 100
北米    99.9
南米 100
アジア・大洋州  82
中国    99.6

は、いずれも40年以上の歴史を持っています。

また、近年では、従業員の計画的な年次有給休暇の取得

や、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。

こうした活動の結果、2014年度の従業員一人当たりの

総労働時間は1,890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19.4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ています。
※ 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

Hondaは、「人事管理の三原則」の「主体性の尊重」「公平

の原則」に則り、世界6地域の各地域本部で、その地域の特

性に応じた人材評価プログラムを導入しています。

例えば日本では、従業員の育成・評価において、上司との

2 Wayコミュニケーションを重視しており、年3回以上の面

談を全員に行うこととしています。従業員は、4月の面談に

おいて上司のアドバイスを受けながら自分の将来像や進む

べき方向性を明確にし、その年度の組織の事業目標に基づ

いて個人の役割を設定します。その後、6月と12月の面談

で、上司が半期の実績について評価するとともに、強みや

弱みを共有。加えて、今後のチャレンジ目標やキャリアなど

についても話し合うことで、能力向上につなげています。

人材評価制度

評価・処遇

日本における相談窓口の例
相談窓口 相談窓口の概要

仕事と育児・介護の
両立に関する相談窓口

仕事と生活の両立に取り組む従業員に対する
個別の相談受付と、制度の周知と活用の促進
のため、各事業所の総務部門に相談窓口を設
置。男女各1名の担当者が従業員本人やその
上司からの相談に対応しています。

セクハラ相談窓口
セクシュアルハラスメントの防止と、迅速かつ
適切な解決を図ることを目的に、全従業員を
対象とした窓口を設置しています。

ライフプランセミナー
窓口

60歳以降も充実した生活を営めるよう、「生
きがい・健康・経済設計」を考えるライフプラ
ンセミナーを開催。配偶者の参加も可能で、
社内講師・事務局が受講後の個別相談にも応
じています。

Hondaでは、働きやすい職場環境づくりのために、さま

ざまな窓口を設置し、従業員をサポートしています。

従業員の相談窓口
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人材関連データ

日本における従業員意識調査結果（Hondaで働く満足度）（％）
2010年度 2013年度

全従業員 80.8 80.0
うち男性 81.0 80.2
うち女性 79.5 77.9

全従業員に対する回答者の割合 95.1 94.3

Hondaは、「人事管理の三原則」の「相互信頼」に則り、

「労務方針」のなかで「従業員と会社はお互いの立場を尊重

し、相互理解を深め、信頼関係を持ち、何事においても誠実

に話し合う努力をする」と定めています。この方針のもと、

従業員との対話を通じて、良好な関係の維持と課題解決に

努めています。

「人間尊重」を基本理念とするHondaは、創業期から受け

継がれる「安全なくして生産なし」というスローガンをグ

ループ共通の価値観としています。この価値観のもと、世

界各地のグループ会社では、それぞれの地域に根ざした労

働安全衛生の基本方針を策定し、労働災害の未然防止・再

発防止の観点から活動を推進しています。

またHondaは、「安全最優先の風土と組織基盤を構築し

地域事業自立で『安全体質の盤石化』」を労働安全に関す

るグローバル中期活動方針に掲げ、以下の重点施策を展開

しています。

Hondaでは、従業員の声を聞き、より働きやすい職場環

境づくりに役立てるために、各地域で従業員意識調査を実

施しています。

日本では、会社の中期計画に合わせて3年に1回実施し

ており、組織風土や人事制度、マネジメントに対する従業員

の受け止め方など多岐にわたる項目を調査しています。調

査結果は、社内報を通じて従業員に対してフィードバックし

ているほか、マネジメント教育や人事制度の改定など、人事

諸施策に反映しています。

自由闊達な対話環境の創出 労働安全衛生

従業員意識調査

①開発・購買・生産・販売・管理など領域に特化した労働災害
撲滅活動の展開

②グローバル化に対応した安全サポート体制の構築

③火災予防管理システムの標準化

④安全運転管理の強化と啓発活動の徹底による交通災害
の撲滅（日本）

従業員との良好な関係の構築 労働安全衛生と健康管理

日本における業績連動報酬の比率（％）
階層 報酬全体に占める業績連動報酬の比率

役員  44.9※

管理職 37.3
※ 役員には、一定額の自社株購入分を含む。

Hondaでは、「人事管理の三原則」に基づき、個人が持て

る力を発揮できる機会を均等に与え、属人要素にとらわれ

ることなく、その場で発揮された能力と成果を等しく認めて

尊重する基本的考え方に基づき、各地域の特性を考慮し

て、給与・評価制度を構築しています。

日本においては、一般従業員層では、能力開発ステージと

能力発揮ステージに分け、前者では能力の伸長に重きを置

き、後者では能力発揮・成果を重視する仕組みとしています。

役職者以上には年俸制を導入し、より上位に行くに従い、従

業員の成果や会社業績を重視する仕組みとしています。

報酬とインセンティブ
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全度数率 休業災害度数率

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

0.08

0.32

0.24

0.15

0.42

0.25

0.18

0.030.03

0.50

0.0

0.2

0.6

0.4

（％）

日本における労働災害の発生状況（全度数率・休業災害度数率）

2014年度は、リスクの高い生産領域を中心とした安全

機能強化展開の定着を完了させ、三権体制※の安定的運用

の基盤を構築しました。2015年度は、各地域の安全衛生管

理機能強化に取り組み、労働災害防止活動をグローバルで

高位に定着させる活動を進めます。
※ 三権体制：安全管理の職務における司法・立法・行政の役割体制

※ 筋骨格系疾患：単純反復作業または人体に過度の負担を与える作業により首と腰、上下肢の神経・筋肉およびその周辺身体組織に現れる疾患

Hondaでは、各地域にある統括会社が中心となって、グ

ローバル安全統制の整備を進めています。

とくに生産領域では、それぞれの国・地域における安全管

理の実効性を向上させるために、労働安全衛生に関するマ

ネジメントシステムの運用やリスクアセスメントの普及・実

施、爆発火災防止活動の定着化などに重点を置き、現地主

体で活発な活動を展開しています。また、安全衛生監査や

安全衛生確認会などを随時実施し、安全衛生管理に対する

認識を共有するとともに、各国・地域におけるマネジメント

システムの改善や人材の育成を図っています。

Hondaでは、「従業員の健全で豊かな生涯生活の支援」

を方針に掲げ、従業員の健康増進に向けたさまざまな活動

を展開しています。

グローバル安全統制の整備

健康管理

日本における健康管理の取り組み例

健康診断
法で定められた雇入れ時の健康診断や定期健診をはじめ、海外出張や海外駐在赴任に向けた検診など、必要に応じた健康診断を実施
しています。また、法定では40歳以上が対象の特定検診を35歳以上の従業員を対象に実施しており、5年前倒しで実施することで、異
常の早期発見に力をいれるとともに、生活習慣病の予防に向けて特定保健指導を実施しています。

筋骨格系疾患※の
未然防止

「人にやさしい工程」をコンセプトとしてエルゴノミクス（人間工学）の観点を取り入れた作業環境づくりを推進しています。作業者の作
業動作を分析し、適切な作業位置や範囲を設定するほか、力作業が必要な現場には持ち上げ作業のアシスト機や補助リフトを導入し
ています。また、2013年からは実際に身体にかかる負担を科学的に分析するシステムも導入。Hondaが独自に開発した分析ツール
を用い、従業員の負担軽減に向けた作業環境改善に役立てています。

保健指導
選択型福利厚生を活用した健康増進サポートや、健康診断の結果を踏まえた生活習慣病予防の特定保健指導を2009年から実施し
ています。対象となる従業員には、生活リズムの改善を促す「保健指導」、食事内容の改善を提案する「栄養指導」、日常の運動習慣を
提案する「運動指導」を行い、自律的な健康増進をサポートしています。

健康イベントの開催 従業員のリフレッシュや運動習慣のきっかけづくりとして、ウォーキングなどの健康イベントを開催するとともに、健康増進の啓発活動
を推進しています。

受動喫煙防止
「受動喫煙のない職場環境」の実現に取り組んでいます。館内禁煙化や禁煙時間の設定、世界禁煙デーに合わせたイベントの開催、禁
煙チャレンジデー設置など、事業場の特性に合わせた活動を実施。また、喫煙者への啓発活動や禁煙希望者へのサポートなども展開
しています。

メンタルヘルスケア
各事業所にメンタルヘルス推進チームを組織し、「予防教育」「職場環境改善」「ストレスチェック」「相談対応体制の充実」「休業からの職
場復帰支援」を主要施策として、従業員の心の健康づくりに取り組んでいます。また、リーフレットやパンフレットを従業員に配布し、メ
ンタルヘルスケアへの理解促進を図っています。

環境 安全 品質 人材 社会活動 サプライチェーン
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