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中国 内モンゴル植林プロジェクトにおける
植樹した苗木の本数（2000年以降）

125万本
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Honda社会活動の活動理念・活動方針　

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
●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
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基本的な考え方

G4-2,G4-DMA
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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、「企業は地域に根付
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、まだ創業期だった 1960年代に地域とのつながりを大
切にした社会活動を開始しました。
そして現在も、「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、世界 6地域でさまざまな社会活
動に取り組んでいます。また、その地域の実情に応じた取り
組みのサポートも進めています。これからも Hondaは、喜び
を分かち合えるよう、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
Hondaは、社会活動に対する基本的な考えを、Honda社会
活動の活動理念・活動方針として定めています。これは「地域
に根ざした活動」を基盤に、「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くという
考えを明文化したものです。
世界 6地域では、この理念・方針に沿って、Hondaならで
はの経営資源を活かした多様な取り組みを進めています。
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日本での取り組み

01 02

01「ASIMO特別授業」の様子　
02 宮城県仙台市に降り立ったHondaの小型ビジネスジェット機「HondaJet」と
      パイロットを囲んで
03 日本ユニセフ協会 早見専務理事（右）と、感謝状を受け取る販売部部長 岩崎（左）
04「TOMODACHI Honda 文化交流プログラム」
05「環境わごん」ののこぎりで間伐材を伐るブースはいつも行列ができる
06「子どもアイディアコンテスト」低学年の部作品「ひまわりがた だれでもうごける バッジ」

G4-SO1

05 0604
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出前型 環境学習プログラム「環境わごん」
環境わごんは、Hondaの OB・OGを中心としたボランティ
アスタッフが、海や山などの自然素材をワゴン車に積み込んで
小学校を訪問する出前型の環境学習プログラムです。間伐材
や石などの自然素材を使ったクラフトづくりを交えながら、環
境保全の大切さ、モノづくりのおもしろさなどについて気づき、
考える機会を提供しています。2015年度は、国内 5 事業所
合計で約 200回の活動を実施し、約 8,000人の生徒が参加。
スタッフとして OB・OGボランティア延べ 2,500人が参加しま
した。

「子どもアイディアコンテスト」
子どもアイディアコンテストは、アイディアをカタチにするこ
とで子どもたちが夢を描くことや挑戦すること、創造すること
の大切さや楽しさを体験し、社会的に成長することをめざして
います。第 13 回となる 2015 年までに、延べ 30,654 組の子ど
もたちが参加しました。また、同様のコンテストを実施してい
るタイの子どもたちを招待し、栃木県の「ツインリンクもてぎ」
で国際交流会も開催しています。日本の子どもたちと一緒に、
将来の夢を語り合ったり、お互いの作品を紹介したり、自分た
ちの国の文化を伝え合うなど、さまざまな交流を行いました。

限定の優待サービス、チャリティ（社会貢献）機能などを付加
したカードとして 1995年 10月からサービスを開始しています。
2016年 3月末現在、発行枚数は約 73万枚となっています。

2016年 6月、Honda C-cardのチャリティ贈呈式が日本赤十
字社および日本ユニセフ協会において行われました。このチャ
リティは、Honda C-cardの年間総利用額に対して一定割合を課
した金額を Hondaが赤十字とユニセフに寄付※するものです。
寄付は今回で 21回目となり、これまでの寄付額の累計はおよ
そ 8億7,600万円となりました。
※お客様のご負担はありません。

次世代育成             　　　　　　　　　　　　　　　         

「TOMODACHI Honda文化交流プログラム」
Hondaは東日本大震災における復興支援の一環として、次
世代の若者を育成する TOMODACHI Honda 文化交流プログラ
ムを実施しています。これは被災地域の高校生と米国の学生
との文化交流を通じて、将来グローバルな視点で世界を舞台
に、夢と希望を持って困難にも果敢にチャレンジし、自ら復
興のリーダーシップがとれる若者を育成するプログラムです。
Hondaは、米国大使館と公益財団法人米日カウンシル -ジャ
パンが主催する「TOMODACHI イニシアチブ」の趣旨に賛同し、
2015～ 17年にアメリカン・ホンダモーターと連携して、伝統
や文化を体験する機会を提供します。1回目の宮城県に続き 2

回目となる 2015年のプログラムでは、岩手県の高校生 20人
が米国で、音楽を軸に日米の友好を深めるとともに、米国の
皆さんに「TOMODACHI作戦」への感謝を伝えました。

03

地域共生      　　      　　　　　　　　　　　　　         

「ASIMO特別授業」
2011年6月よりスタートした「ASIMO特別授業」では、東日
本大震災で被災した岩手県、宮城県、福島県を中心に、子ど
もたちに ASIMOの性能・開発プロセスの紹介などを通じて、
「夢を持つこと」や「チャレンジすること」の大切さを伝えてい
ます。2015年 12月までに 111校で 68回の授業を実施し、約
19,000人の子どもたちが参加してくれました。今後はほかの被
災した県の教育委員会とも連携し、活動範囲を広げていく予定
です。また 2015年 4月には、宮城県岩沼市岩沼市民会館に
て「HondaJet」日本初飛行のデモンストレーションと特別授業
を併催しました。この日は、地域の自治体と連携し、名取市、
岩沼市、亘理町の親子約 200人を招待。授業を受けた子ども
たちは、そのあと空港へ移動し、HondaJetのデモンストレーショ
ン飛行や地上展示を見学しました。

「Honda C-card」で社会に貢献
Hondaは国内のお客様に対し、最適なサービスを提供でき
るように Honda C-cardを発行しています。Honda C-cardは、
クレジット機能に加え、ポイントのキャッシュバック、会員
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地球環境     　　　　　　      　　　　    　　　　　    

「Hondaビーチクリーン活動」
Hondaは素足で歩ける砂浜を次世代に残したいという想いか
ら、Hondaビーチクリーン活動を行っています。ビニールやプラ
スチックなどのゴミは、ケガはもちろん、鳥類・魚類が誤飲す
るなど生態系への悪影響の恐れもあります。この活動では大
きなごみを手で拾い集めたあと、小さなごみを Hondaが独自
開発した「牽引式ビーチクリーナー※」で効率的に回収します。
また子どもたちに向けた環境学習教室も開催し、環境保全の
大切さも伝えます。2015年度は計 28回の活動を実施し、グルー
プ 301社から延べ 2,327人の従業員が参加し、地域の人々とと
もに清掃活動を行いました。2006年から始まったこの活動は、
これまでに 100ヵ所以上の砂浜で実施しています。
またホンダサウスアメリカ・リミターダ（ブラジル）では、

2015年春にフォルタレーザ市フトゥーロビーチで清掃活動を
実施しました。この取り組みにより、砂浜にごみを捨てないこ
とや環境保全の大切さを知ってもらう機会を創出しました。

※砂浜での走行に適した ATV（全地形走行車）でクリーナーを牽引して、ごみを効率
的に回収する Honda独自のシステム。

「水源の森」保全活動
「緑のダム」ともいわれる森林は、長い時間をかけて水を蓄
え、川の豊かな流れを支えるとともに、きれいな空気をつくり
ます。また地盤を安定させることで災害の発生を防ぐ役割も
担うなど、地域にさまざまな恵みをもたらします。この大切な

G4-EC8,G4-SO1

日本での取り組み
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07  Hondaオリジナルの牽引式ビーチクリーナーを使ったごみの回収風景
08  ブラジルで実施したHondaビーチクリーン活動
09  山梨県小菅村で実施した水源の森保全活動
10  リハビリテーション向け運転能力評価サポートソフト

水源の森を未来へ引き継いでいくために、Hondaは全国の事業
所で従業員とその家族、OB・OGのボランティアによる森林保全
活動を継続的に行っています。2015年度は、全国 8ヵ所の森
林で計 14回の保全活動を実施。延べ 300人の参加者が苗木
の植樹や下草刈り、間伐・除採作業を行いました。

交通安全    　　　　　　          　　　 　　　　　　     

お身体の不自由な方々を対象にした
交通安全普及活動

Hondaはすべての人の安全をめざして、さまざまな取り組み
を行っています。幼児から高齢者まで、ライフステージに応じ
た交通安全教育の普及に加え、近年取り組んでいるのが、身
体の不自由な方々を対象にした交通安全の普及活動です。
とくに高次脳機能障がいを持つ方が、クルマの運転を通して
社会復帰を行う際の支援として、「リハビリテーション向け運転
能力評価サポートソフト」（2012年開始、106 施設）や「自操安
全運転プログラム」（2013年開始、16施設 126人参加）の活用
拡大に取り組んでいます。
また高齢社会の進行により、病院やデイケアサービスへのク
ルマによる送迎も増えており、送迎時における利用者の安全・
安心の確保にも取り組んでいます。　
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北・中米での取り組み

01 02 0403

地域共生     　　　　　　　　　　　　　      　　         

ミニバイクを活用した
青少年健全育成支援プロジェクト「NYPUM」

NYPUM（National Youth Project Using Minibikes）は、アメ
リカン・ホンダモーターが 1969年から実施している、ミニバ
イクを活用した青少年健全育成支援プロジェクトです。エキサ
イティングでチャレンジングな活動を通じて、青少年の自制心
と適切な判断力といった精神面の成長をサポートしています。

30以上のプログラムを実施し、これまでに約 293,500人の
10～ 17歳の若者を支援し、約 29,000台以上のミニバイクの
寄贈と、資金提供を行っています。

次世代育成       　　　　　　　　　　　　　　　           

教育機会の拡大と新しい教育方法の研究を
支援する「Eagle Rock School」
コロラド州の山間部にある「Eagle Rock School」および

「Professional Development Center」は、高校生活になじめな
かった学生たちに、学びの機会を提供する学費免除の全寮制
の高校として、全米で広く知られています。

Eagle Rock School は、Hondaの出資によって 1993年に開
校しました。さまざまな事情で教育を受けることができない学

界で最も希少な生き物の一つであり、州立自然公園を訪れる
何十万人の観光客を魅了するウミガメの保護活動に、Honda

の多目的四輪車は大きな助けになっています」と、地域所長
のレイ・スティーブンス氏は語っています。

交通安全           　　　　　　　　　　　　　　　         

10代の交通死亡事故撲滅をめざした
運転技術研究プログラム

2001年から現在に至るまで、米国では 16歳から 24歳の若
者のうち10万人以上が運転中の事故によって命を落としていま
す。10代の交通死亡事故は毎週 67人、1日当たり 9人、2時間
で 1人の頻度で発生しています（米国運輸省道路交通安全局
（NHTSA）の発表による）。
アメリカホンダ財団は、クレムゾン大学財団への資金提供を
通じて、10代の交通死亡事故撲滅をめざした運転技術研究プ
ログラム（Driving SCIENCE–Saving Teenage Lives Program）
を支援しています。このプログラムの長期的な目標は、一人で
も多くの10代の命を守ることにあります。教師を対象に安全
運転の背景となる科学、技術、数学への理解を深めるワーク
ショップを行うことで、生徒の安全運転に対する理解を促進し
ています。同時に、科学的に裏付けられた安全運転を PR す
るツールの配布も行っています。プログラムの内容は、参加す
る教師をはじめ幅広い教育関係者に向け、オンラインによっ
て無料で提供されています。これまでに 35,000人以上を対象
に、安全運転につながる科学や数学などの体験学習の機会を
提供しています。

生たちに対して本人の意欲に応じて教育を提供していくことを
使命に掲げています。人との関わりのなかで誠実さや社会性を
育むユニークな教育環境のもと、日々の生活をサポートしてい
ます。
さらに同校では、Professional Development Centerという
機関を設置し、毎年世界中から訪れる多くの教育関係者とと
もに、新しい指導方法や教育上の問題に直面した際の対処方
法の研究に取り組んでいます。

地球環境     　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

アカウミガメの保護活動をサポート
毎年 5月から10月中旬にかけて、サウスカロライナ州の 4つ
のビーチには、一時絶滅が危惧されたアカウミガメが産卵のた
めに上陸します。500匹近くのアカウミガメが、4ヵ所の州立自
然公園内の全長 12マイルにおよぶ海岸線で見られます。ウミ
ガメは一度に平均 180個もの卵を産むため、ボランティアと自
然公園管理員のチームが海岸線を調査し、ウミガメの巣にとっ
て危険なものや観光客の立ち入りから卵を守っています。
ホンダ・オブ・サウスカロライナは、長年にわたってウミガメ
の保護活動に参画し、多目的四輪車をサウスカロライナ州観
光・公園管理局に寄贈しています。「公園管理員が的確に何マ
イルもの海岸線を調査するには、乗り物が不可欠です。自然

01 ミニバイクを活用した青少年健全育成支援プロジェクトに参加した子どもたち
02 各々の夢や学びに焦点を当てたイーグルロックの授業を展開
03 ウミガメの保護活動を行う州立自然公園内の職員
04 安全運転につながる科学や数学などを体験学習する教育関係者たち
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地域共生     　　　  　　　　　　　　　　　　             

アルゼンチン：持続可能な未来を担う
次世代への啓発活動
ホンダモトール・デ・アルヘンティーナ・エス・エー（HAR）
は 3年にわたって、自社が拠点を置く地域の学校に通う1年
生から 6年生までの児童を対象にワークショップを開催。プロ
の俳優や有志で集まった Hondaの従業員が行うゲーム、演劇
などを通じて、楽しみながら、環境保全や交通安全などへの
理解を深めました。

ブラジル：「地域結集プロジェクト」
Honda はシャングリラ市と共同で、地域住民がたった数日間
で公共広場をつくるという、「夢が持つ力を信じ、実現すること」
をテーマとした地域結集プロジェクトを実施しました。建築家
と都市計画プランナーが運営する NGO の指導のもと、250人
の地域住民と 13人の Hondaの従業員ボランティアが一緒に汗
をかきながら、地域住民が望んだ広場を完成させ、ともに夢
の実現を祝いました。

次世代育成    　　　　　　　　　　　　　　　             

ブラジル：「ホンダ・ソーシャルプロジェクト」
「ホンダ・ソーシャルプロジェクト」は、定職に就くことが難し
い若者に、自動車整備士向けの職業訓練を提供する取り組み
です。訓練は、およそ 8ヵ月の間、毎日 6時間、合計 800時間
以上にわたって実施されます。2015年は 16人が参加し、2016 

年は 30人に拡大する見込みです。2007年の開始以来延べ
165人が参加し、家族や地域社会から評価を得ています。

Honda では訓練を終えた若者の 85%を雇用し、その多くは

ディーラー各店に就職しています。ディーラーに就職していない
若者の多くは、公立や私立のカレッジで勉強を継続しています。

地球環境      　 　　　　　　　　　    　　 　　　         

ブラジル：「Hondaビーチクリーン活動 2015」
ブラジルでは、日本と同様に独自開発した「牽引式ビーチク
リーナー」を使ってビーチのごみを集める「Honda ビーチクリー
ン活動」を 2011年から実施しています。また同時に、素足で
歩ける美しい砂浜を次世代に残すため、ビーチにごみを捨て
ないことの大切さを啓発するとともに、歩行者と自転車、クル
マ、バイクがそれぞれお互いを配慮することの大切さを子ども
たちがわかりやすく楽しく学べる「クルビーニョ・ホンダ活動」
を実施しています。

交通安全    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ブラジル：「Traffic Educational Center
（交通教育センター）」での訓練

Hondaは、インダイアツーバ市、マナウス市、レシフェ市の
3都市に交通教育センターを設置し、安全運転の訓練を実施し
ています。参加者は、政府機関、車両所有者、二輪車ドライバー
で、ライダーとしての正しい行動、運転姿勢、運転技術、実際
の交通環境のなかでの運転方法に関する知識を学びます。

1998年のインダイアツーバ市でのプロジェクト開始以来、
約 657,000 人が訓練を受け、2015 年は 12,045 人が受講しまし

た。また、交通の調和に関するディスカッション、「クルビーニョ・
ホンダ活動」「移動式交通安全教育」などのプログラムも実施
しています。
さらに、Webサイト「Harmony Traffic（ハーモニートラフィック）」
を開設し、YouTubeや Facebookを活用した交通安全教育を実
施。その結果、2015年は約 770,000件の反響がありました。

01  ゲーム、演劇を通じて環境保全や交通安全を学ぶ（アルゼンチン）
02  地域住民とHondaの従業員ボランティアの手によって完成した公共広場（ブラジル）
03  Hondaで自動車整備の技能訓練を受ける若者（ブラジル）
04 「クルビーニョ・ホンダ活動」（ブラジル）
05  二輪車のインストラクター訓練を終えた参加者たち（ブラジル）
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01  お客様の社会活動のアイデアに賞金を寄贈（スペイン）
02  工場見学を通じてモノづくりにふれた若者たち（英国）
03  水使用量の大幅な削減で表彰される（英国）
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欧州・中近東・アフリカでの取り組み

地域共生     　　　　　　　　　　　　　      　  　         

スペイン：お客様から社会活動のアイデアを募集
ホンダモーターヨーロッパエスパーニャ（HME-ES）は、お
客様を対象とした CSR 活動「Your Project, Our Project」を
開始しました。これはHondaが行う社会活動のアイデアを募
るプロジェクトで、採用されたアイデアには 25,000ユーロの
賞金が贈られます。この賞を受賞した「パドリーノテクノロヒコ」
は、特殊学校に通う障がいを持つ生徒や児童たちの行動をサ
ポートするため、歩行器や車いすの寄贈を通じた支援活動を
行う団体です。Hondaの賞金によって、6台の歩行器と 5台
の車いすを 11ヵ所の施設へ寄贈する予定です。

次世代育成     　　　　　　　　　　　　　　　           

英国：工場見学を通じて
モノづくりにふれる機会を提供
ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッ
ド（HUM）は、STEM（科学・テクノロジー・工学・数学）分野
の労働力不足が社会課題となっている英国において、若者たち
のエンジニアリング分野への興味喚起に取り組んでいます。
工場見学に来た地元の学校に通う学生たちに向け、従業員
が製造ラインや車の製造・組み立てに必要な工程を説明するこ
とで、Hondaのモノづくりに直接ふれてもらう機会を提供して

います。2015年は年間 17回の見学ツアーを実施し、延べ 300

人以上が参加しています。

ナイジェリア：地元の子どもたちを工場見学に招待
2015年 3月、ホンダマニュファクチュアリングナイジェリア・リ
ミテッド（HMN）は、地元の学校に通う児童・生徒たち約 60

人を工場見学に招きました。小学生と高校生のグループに分か
れ、従業員が部品の開梱から製品検査までの一連の生産工程
を説明。会社のさまざまな部署がどのような仕事をしているの
かをわかりやすく紹介しました。見学終了後には記念品が贈呈
され、参加した子どもたちはとても満足した様子でした。

地球環境    　 　　　　　　　　　　　　　　　           

英国：新型ろ過技術の導入により
水使用量の大幅な削減に成功
ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッ
ド（HUM）は、塗装工程における水の使用量削減に取り組ん
でいます。 塗装工程では、ミネラルの含有量の少ない水が大量
に必要です。しかし、HUMが位置する地域の水質はミネラルを
多く含んでいるため、水を純化するための工程が必要であり、
これまで消費する水の 50～ 55%しか有効に利用できていませ
んでした。
対策として、逆浸透膜を用いた新型ろ過技術を導入し、水の
純化工程の回数を抑制。その結果、消費する水の 75％を有効
に利用することができるようになり、毎月 3,059tもの水使用量
を削減することが可能になりました。また、導入コストははじ
めの 3.5ヵ月分の水使用量のコスト削減によってカバーすること
ができました。
この取り組みによって HUMは、GEが主催する Return on 

Environment Award 2015を受賞しました。

01

02 03
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地域共生     　　　　             　　　　　　　　　　　  

インド：女性のための職業訓練施設を開設
ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライ
ベート・リミテッド（HMSI）は、グルガーオン市とグジャラー
ト州の女性たちを対象に、職業訓練と生活を支援する施設を
開設しました。この取り組みは、グルガーオン市カダルプール
にあるインド中央予備警察隊のベースキャンプ内からスタート
し、年間約 600人の女性が職業訓練を受けることができると
見込まれています。裁縫や美容師になるための技能、ぬいぐ
るみの製作、キャンドルや線香の製作などを習得することが
でき、修了者には国家技能開発センター認定の修了証書が授
与されます。HMSIは、同様の施設をグジャラート州アフマダー
バードのベックハラジにも開設しています。

インド：清潔な飲料水を農村地域へ
ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライ
ベート・リミテッド (HMSI)は、環境にやさしい飲料水をつくる
浄水施設をハリアナ州、ラジャスタン州、カルナタカ州、グジャ
ラート州の農村地域に設置しました。30の村に設置された浄
水施設で汚れをろ過した水は、清潔な飲み水として無料で村
人たちに供給されています。この取り組みによって、水媒介性
の伝染病の発生が抑制される成果が確認されています。

次世代育成       　　　　　　                                                

ベトナム：奨学金プログラムが 10周年に
ホンダ財団とホンダベトナムカンパニー・リミテッド（HVN）
が、ベトナム科学技術省の科学技術政策・戦略研究所および
8つのベトナムの大学と共同で実施している奨学金プログラム

Y-E-S (Young Engineers and Scientists’) 賞は、2015年で 10

周年を迎え、将来の科学技術分野でのリーダー創出に向けた
活動を継続しています。

地球環境     　　　　　　　　　　 　　　　     　          

台湾：河川のクリーンアップイベントを開催
台湾本田股A有限公司（HTW）は、台北市の環境保護局と
共同で河川のクリーンアップイベントを開催しています。5年目
となる 2015年はHondaの従業員などを中心に 2,600人以上
のボランティアが参加し、市内15ヵ所の河川から1万 kg以上
にもおよぶごみを回収しました。

交通安全                                              　　　　　              

インド：女性のための二輪車運転教習を開講
ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライベー
ト・リミテッド（HMSI）は、女性を対象とした二輪車運転教習
プログラム「ドリーム・ライディング」をデリーで開講しました。
このプログラムの目的は、安全運転を学び、自由な移動を可能
にすることで、女性の自立を支援するというユニークな取り組み
です。

18歳以上の女性なら誰でも受講することができる無料の教

習プログラムには、2,500人以上の申し込みがあり、自立を望
むインドの女性たちから大きな反響がありました。Hondaの交
通トレーニングパークでの教習は、経験豊富な 28人の女性イ
ンストラクターによって行われました。

タイ：安全運転教習「ホンダドリームロード」を開講
ホンダ・オートモービル・タイランド（HATC）は、タイ王
国内務省防災軽減局と協力し、無料の安全運転教習「ホン
ダドリームロード」セーフドライビングキャンペーンを全国の
Hondaディーラー、ならびにサービスセンターで実施しました。
今後は大学生も含め、受講対象を拡大していきます。

01  職業訓練施設で裁縫を学ぶ女性（インド）
02  農村地域に設置された浄水施設（インド）
03  二輪車の安全運転を学ぶ女性たち（インド）
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01  2015年11月に北京で行われた車いすレーサーの寄贈式
02  2015年10月に開催された「エコマイレッジチャレンジ中国大会」の様子
03  約150人の従業員が参加した植林イベント

地域共生           　　　　　　　　　　　　　     　　    

Honda製車いすレーサーを
中国のパラリンピック選手に寄贈
本田技研工業（中国）投資有限公司（HMCI）は、ホンダ太陽、
本田技術研究所および八千代工業が共同開発した競技用車い
すレーサー (ハイブリッドタイプ）3台を、中国パラリンピック
スポーツ管理センター（CASPD）を通して、3人のパラリンピッ
ク選手に寄贈しました。Honda製車いすレーサーは、最先端
のカーボン設計技術を駆使し、選手の安全性を追求した設計
で、路面振動の吸収、操縦安定性、乗り心地、加速性能と
トップスピードを大幅に向上させたトップレベルの製品です。
HMCIは選手たちの夢の実現を支援し、障がいのある方々の
活躍の場を広げるために、2015年から 3年間にわたり、毎年
3台の車いすレーサーを寄贈していきます。

次世代育成        　　　　   　　　　　　　　　　         

「エコマイレッジチャレンジ中国大会」  
2015年 10月、広東国際サーキットにおいて「第 9回エコマ
イレッジチャレンジ中国大会」を開催しました。これは「少な

01 02

いエネルギーで、より多くの距離を走る」ことを競い合うもの
です。今大会には約 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 1L当たり 2,734.96kmで 1位となりました。大学グループ
では、湖南大学が 1L当たり 1,208.47kmで優勝しました。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
貢献していきます。

地球環境        　　　　　　　　　   　　　　　　           

内モンゴル植林プロジェクト  

Hondaは 2000年から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スタートさせました。2007

年には中国国内の関連会社 14社が共同でプロジェクトに出資
し、2008年～ 2012年の 5年間を計画期間として、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の土地約
467haに 70万本の植林を行いました。毎年夏に、プロジェクト
に参加した 14社の従業員代表が現場に集まり、合同植林イベ
ントを実施してきました。この第 1期プロジェクトには、各社か
ら従業員約 200人が活動に参加し、2012年7月に完了しました。

また、2013年からは、第 1期プロジェクト周辺の土地 467ha

で、新たな 5ヵ年計画を開始しています。2015年は、関連会
社 16社から約 150人の従業員が植林イベントに参加し、自ら
の手で苗木を植えながら、自然環境保護の大切さを学びまし
た。2013年～ 2015年の 3年間における植林面積は約 307ha 

（植林本数 48万本）で、進捗率は 66%と順調に計画が進んで
います。
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社会活動に関する支出額
支出額（百万円）

交通安全 1,385

次世代育成 1,654

地域共生 985

地球環境 540

災害地支援 869

その他 1,043

（合計） 6,476

その他

地域共生

地球環境

災害地支援

交通安全

次世代育成

社会活動関連データ
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