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256 万人
日本・タイ・ベトナムにおける

子どもアイディアコンテスト応募者総数

（2002年以降）
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基本的な考え方

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。

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

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。

social activity
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日本での取り組み

地域共生

被災地支援活動（東日本大震災復興支援 /
熊本地震復興支援 / 災害支援）

03

Honda は被災地支援活動として、東日本大震災復興支援を

目的に「ASIMO 特別授業」と「TOMODACHI Honda 文化交流

04

05

06

07

1 回目の宮城県、2 回目の岩手県に続き 2016 年は、福島県

次世代育成

2016 年に起きた熊本地震に対しては、義援金として熊本県

環境学習プログラム
「環境わごん」
「ドリームハンズ」

プログラム」を実施してきました。

の高校生 20 名が参加しました。

である岩手・宮城・福島県の小学校を中心に、ASIMO の性能・

に 5,000 万円を寄付するほか、二輪車 110 台をはじめ、カセッ

レンジすること」の大切さを伝えてきました。活動の最終年

また四輪車 40 台を被災地へ無償貸与しました。さらには熊

ズ」を展開しています。
「環境わごん」は間伐材や石などの自

130 校、約 21,000 人の子どもたちが参加してくれました。

早い被災地復興に役立てていただきました。

さ、ものづくりのおもしろさなどについて気づき、考える機会

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

北海道に高圧洗浄機 4 台、岩手県に 5 台を寄贈、軽自動車 4

ラフトを使って、つくる楽しさを広げていく活動です。2016 年

2011 年よりスタートした「ASIMO 特別授業」では、被災地

Honda は、国内全事業所周辺の小学校や自治体を中心に、

開発プロセスの紹介などを通じて、
「夢を持つこと」や「チャ

トボンベで動く発電機「エネポ」127 台、生 活 物資を寄 贈。

出前型環境学習プログラム「環境わごん」や「ドリームハン

である 2016 年も 19 校で実施。2011 年の活動開始から合計

本製作所の敷地の一部を避難所として開放するなど、一刻も

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

また、
「TOMODACHI Honda 文化交流プログラム」は被災地

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。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 年から 3 年間アメリカン・ホンダモーター

と連携して、ローズパレードへの参加をプログラムの軸とし伝
統や文化を体験する機会を提供してきました。
01

ほかにも Honda は災害支援として台風 10 号の被害を受けた

台を貸与しました。

を提供。
「ドリームハンズ」は Honda オリジナルの段ボールク

度は計 465 回、約 2 万人の生徒と、ボランティア延べ約 4,500
人が参加しました。

「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ました。
02

2017 年 3 月末現在、発行枚数は約 69 万枚となっています。

2017 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

01 2011年から計130校の小学校で行われた「ASIMO 特別授業」
02「TOMODACHI Honda 文化交流プログラム」。

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。

03 熊本地震復興支援のため、熊本県内の自治体へ、スクーターを寄贈
04 熊本地震復興支援のため、Honda Cars 所有の「アクティ・トラック」40台を無償貸与
05 日本ユニセフ協会 早見専務理事（右）と、

リティは、Honda C-card の年間総利用額に対して一定割合を
※

寄付は今回で 22 回目となり、これまでの寄付額の累計はお

よそ 9 億 200 万円となりました。
※お客様のご負担はありません。

social activity

参加者は米国の年始イベント「ローズパレード」に参加

感謝状を受け取る本田技研工業販売部部長 岩崎（左）

06 出前型環境学習プログラム「環境わごん」
07 つくる楽しさを広げる「ドリームハンズ」
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■ 環境

率的に回収。同時に子どもたちに向けた環境学習教室も開催

日本での取り組み

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 14 回となる 2016 年は、過去 7 年間で最多の 4,096

作品の応募があり、延べ 34,750 組の子どもたちが参加したこ

とになります。また、2005 年より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。
ほかにも、ベトナムにおいては 2008 年より「子どもアイディア

コンテスト」を実施。応募者は年々増加し、日本を含む 3 ヵ国
で延べ 256 万人以上の応募者数を記録しています。

地球環境

8

第三者保証

また、新たに従業員が参加しやすい活動場所として秩父市

交通安全

導入。子どもから高齢の方まで、乗りながら楽しくビーチをク

子どもを対象にした新たな教育プログラムの開発

2016 年度は計 26 回の活動を実施し、グループ 362 社から

「子どもアイディアコンテスト」は、アイディアを形にすること

R I ガイドライン
7 G
対照表

てもらうために、クリーナーの牽引車について 90cc のものを

リーンにできると好評です。

「子どもアイディアコンテスト」

■人材

森林保全地での開催もスタートしました。

用意したほか、ビーチ専用の電動カート「ビーチモンパル」を

09

■ 品質

■サプライチェーン

し、環境保全の大切さも伝えます。

また 2016 年より、一人でも多くの人に活動の楽しさを知っ

08

■ 安全

■ 社会活動

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、さまざまな年代や時代の

延べ 2,002 人の従業員が参加し、地域の人々とともに清掃活

ニーズに合わせた交通安全教育の普及を行うなか、2016 年は子

で 10 周年を迎えました。これまでの活動回数は計 300 回と

2016 年 9 月に完成した幼児向けの新教育プログラム「でき

動を行いました。2006 年から始まったこの活動は、2016 年

どもを対象にした交通安全教材の開発に力を入れてきました。

なり、1,842 社からボランティアが参加、約 25,000 人の地域

るニャンと交通安全を学ぶ」は、オリジナルの交通安全アニメー

※砂浜での走行に適した全地形走行車（ATV）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。

つ」という動作を習得しやすい振り付けの体操とを合わせた

住民がビーチクリーン活動を実施しました。

ションと、交通事故を防ぐために重要な「止まる」
「見る」
「待

もので、指導者と対話しながら安全行動につながるようになっ

ています。開発にあたっては、地域の交通安全指導者の方々

「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

からのご意見をいただき、現場で使いやすく、子どもに効果
のあるものをめざしました。

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
水源の森を未来へ引き継いでいくために、Honda は全国の事

08「子どもアイディアコンテスト」

高学年の部最優秀賞「捨てる果物や野さいの皮が洋服に! 『世界一のエコ服せいぞう機』」

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

09「子どもアイディアコンテスト」高学年の部キッズ大賞「資源虫リサイクラー」
10 Hondaオリジナルの牽引式ビーチクリーナーを使って楽しく清掃活動ができる
11 埼玉県秩父市森林保全地での活動開始に向けた調印式。

の森林で計 15 回の保全活動を実施。延べ 400 人の参加者が

12「水源の森」保全活動集合写真
13 新プログラムの、身体を動かしながら

保全活動を継続的に行っています。2016 年度は、全国 9 ヵ所
苗木の植樹や下草刈り、間伐・伐採作業を行いました。
10

11

埼玉県上田知事（中央）、秩父市久喜市長（右）、総務部長（当時）安田（左）

楽しく安全行動が学べる「できるニャンたいそう」

12

13

「Honda ビーチクリーン活動」10 周年
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。

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

social activity
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第三者保証

北・中米での取り組み

地域共生

米国：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」

地域社会に変化を起こすために一緒になって汗を流すことで、

One Tree」キャンペーンを実施しています。この取り組みは 11

い機会となりました。

Foundation は Forests Ontario とパートナーシップを締結しま

次世代育成

機材の提供を通じて、カナダ全土で森林の保全活動に協力し

「Team Honda」としての一体感をさらに強めるこれまでにな

National Youth Project Using Minibikes（NYPUM） 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

した。また、従業員によるボランティア参加や耕うん機などの

ています。2016 年度には 21,000 本以上、11 年間で 14 万本

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

米国：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」

の特色に合わせて 40 のプログラムを実施し、参加した約 9 割

生 たちに学 び の 機 会を提 供していくことを使命に掲げてい

2016 年の参加者は 1,351 名。これまでに、約 2 万台以上のミ

に開 校しました。同校は人との関わりのなかで誠 実さや社

の若者を支援しています。

生活をサポートしています。さらに同校では、
「Professional

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

の青少年の行動が顕著に改善されたという実績があります。
ニバイクの寄贈と資金提供を行い、約 30 万人の 10 〜 17 歳

米国、カナダ、メキシコ：北米 3 ヵ国の社会活動週間

社のサプライヤーの有志が参加する初の大規模な社会活動週

会 性を育むユニークな 教 育 環 境のもと、学生たちの日々の

Center」は、安全な運転技術向上のための教習施設です。6 歳

Development Center」という機関を設置し、全米各地の教育

受けています。この施設は、Honda 初の環境教育センターで

カリフォルニア州コールトンに位置する「Honda Rider Education

から大人まで延べ 11,000 人が、インストラクターから訓練を

もあり、2 エーカーの敷地内に 2,500 種類以上の植物が植え

られています。草原や低木の林、森林地帯、川辺、砂漠など
を模した地形で、運転体験ができます。

カナダ：
「One Honda, One Tree」キャンペーン

間「Team Honda Week of Service」を開催しました。これは、

オンタリオ州の森林緑化のために、
Honda Canada Foundation

Honda が北米で事業を開始した 1959 年 6 月 11 日という記念

は毎 年 4 月 1 日から 7 月 31 日までの間、カナダ 国内で対 象

日に合わせて、米国の 41 の州とメキシコ、カナダで一連のチャ

製品を 1 台販売するごとに 1 本の木を植林する「One Honda,

リティ活動とボランティアイベントを同時に開催したものです。
02

米国：
「Honda Rider Education Center」

地球環境

社の 15,000 人近くの従業員に加え、325 社のディーラーと 76

交通安全

る「Eagle Rock School」は、Honda の出資によって 1993 年

関係者とともに新しい教育方法の研究を行っています。

2016 年 6 月 10 日から 19 日間、北 米の Honda グループ各

01

超を植林しています。

さまざまな事情により既存の学校生活になじめなかった学

心と適切な判断力といった精神面の成長をサポート。各地域

年 間にわたり継 続して実 施され、2013 年に Honda Canada

03

04

05

01 NYPUM活動の様子（米国）
02 北米3ヵ国で同時開催となる初の大規模な社会活動週間（米国、カナダ、メキシコ）
03「Eagle Rock School」を卒業する生徒たち（米国）
04 2016年度には21,000本以上の植林を実施（カナダ）
05 6歳から参加できる「Honda Rider Education Center」（米国）

social activity

Honda SUSTAINABILITY REPORT 2017

78

G4-EC8,G4-SO1

目次

1

編集方針

2 Honda
フィロソフィー

3

概要

トップ
メッセージ

4

5

サステナビリティ
マネジメント

6

パフォーマンス
報告

■ 環境

■ 安全

■ 社会活動

■ 品質

■人材

■サプライチェーン

R I ガイドライン
7 G
対照表

8
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南米での取り組み

地域共生

アルゼンチン：持続可能な未来を担う
ワークショップ開催
ホンダモトール・デ・アルヘンティーナ・エス・エー（HAR）は、

01

02

03

4 年間、自社の拠点がある地域の小学校で、持続可能な未来

地球環境

交通社会との調和に関するディスカッションを開催したほか、

今回のイベントは有志による 94 人の従業員によって行われ、

ブラジル：
「Science Circuit」

1,286 人が参加しました。

交通安全に基づいたアクティビティには、カンパーナやパチェ

ナス州 政 府 の 協 力のもと、National Institute of Amazonian

を創造する精神を育むためのワークショップを開催しています。
Honda の社会活動の 4 つの柱である、環境、教育、地域社会、

モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ（HDA）は、アマゾ

コ地区から 8,430 人の児童と先生たちが参加しました。

Research（INPA）が実施している、マナウスの多くの研究機

次世代育成

Circuit」を支援しています。

ブラジル：
「Honda Professional Training Course」

ゲーム、マラリアやデング熱、リーシュマニア症の原因となる

2016 年、創設 10 年を迎えた「Honda Professional Training

Course」 を 29 人 の 若 者 が 卒 業しました。 これ は、Honda

Financial Services（HFS）とモトホンダ・ダ・アマゾニア・リミター

ダ（HDA）が共同で運営する、ペルナンブコ州レシフェ市のホン

ダサウスアメリカ「After-Sales Training Center」で実施している
取り組みで、18 〜 20 歳の地域の若者に職業訓練を提供してい

関や公立学校が参加した大規模な環境・社会活動「Science

40 の公立学校から約 3,500 人の生徒が集まり、延べ 61,800
人もの生徒たちが参加しています。

Honda は、インダイアツーバ、マナウス、レシフェの 3 都市

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 これまでに194人の学生が
「Honda Professional Training Course」を受講（ブラジル）

03「Science Circuit」は、研究所とマナウス公立学校において
最大規模の環境社会化プロジェクト（ブラジル）

04 インダイアツーバ、マナウス、レシフェというブラジル3都市のHondaの

「Traffic Educational Center」で安全運転教育活動を実施（ブラジル）

04

に「Traffic Educational Center」を設置し、安全運転の訓練

技術トレーニング、営業スキル、製品や交通安全に関する知識

を実施しています。参加者は、政府機関、車両所有者、二輪

また、コースの一環として社会活動も行われており、6 月に

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

のほか、ボランティア活動の重要性についても教えています。

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

実施した献血キャンペーンでは、83 人が献血に協力し、輸血

学びます。2016 年 4 月から 2017 年 3 月の間には、12,756 人

social activity

ました。

て行われました。17 年間にわたるこの活動には、毎年地元の

ブラジル：
「Traffic Educational Center」

を必要としていた 330 人に提供されました。

年 4 月から 2017 年 3 月の間に延べ 5,109,080 件の反響があり

つながる多様なアクティビティが 2016 年 4 月から 12 月にかけ

訓練を終えた若者の 71% 以上を雇用し、そのうちの何人かは
合計 800 時間以上に及ぶ訓練では、自動車やバイクの整備

や Facebook を使った交通安全教育を実施。その結果、2016

水中の虫に関する展示など、アマゾンの自然環境への理解に

交通安全

地域のホンダディーラー各店に就職しています。

さらに、Web サイト「Harmony Traffic」を開設し、YouTube

環境保全の大切さを学ぶことを目的としたワークショップや

ます。

2007 年の開始以来、延べ 194 人の若者が参加。Honda は、

子どもたちが交通ルールを楽しく学ぶ「Clubinho Honda」に

が運転教習を受け、16,041 人が教育指導を受けました。また、
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地域共生

英国：支援を必要とする子どもたちのための
「Charity call center」
英国の Honda グループ各社は、恵まれない子どもたちの支

援を目的として、英国ブラックネルのオフィスに「Charity call

center」を共同で開設し、一晩で 5 万ポンドの寄付金を集め

シャール湖生物圏保護区、ドイツユネスコ国内委員会と共同
で、さまざまなプロジェクトを行っています。2006 〜 2008 年

にかけて、ドイツ国内の生物圏保護区近隣の学校や住民を対

気候変動に関するカンファレンスを支援。2011 年から 2014 年
象に、気候変動対策のための新たなアイデアを公募する「Blue
Skies Award」に協賛したほか、シャール湖生物圏保護区内の
泥炭地における大気中への二酸化炭素の発生を削減するため

ド（HUM）では、カジュアルな服装で出勤した従業員が募金

のプロジェクトを支援しました。

また、従業員による手づくりの焼き菓子を販売するチャリティ

成長機会の創出とサステナブルな社会の実現の両立をめざす

トで集められた募金をがん研究センターやホスピス、病院な

の協力によって実現したドイツでの一連の活動は、世界各国

活動に参加する
「Dress Down Days」を年に 8 回行っています。

01

動に参加し、ドイツ国立公園の統括組織である EUROPARC や

親睦を深める機会となりました。

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

02 ユネスコ生物圏保護区の保全活動スポンサーカー（ドイツ）

Honda は、2004 年 5 月よりユネスコ生物圏保護区の保全活

と 2010 年には、ポツダムとベルリンで EUROPARC が開催した

英国：社内イベントを通じた募金活動を実施

衣装をまとった従業員が電話対応をする（英国）

ドイツ：ユネスコ生物圏保護区の保全活動に参加

ました。70 人以上の従業員ボランティアが参加した今回の取

り組みは、事業所の垣根を越え、同じ目的で団結し協力し、

01「Charity call center」に様変わりしたオフィスでは、

地球環境

これらの取り組みは、地 球 環境への負荷を低減しながら、

イベント「Great Honda Bake Off」も開催し、それらのイベン

Honda のフィロソフィーと合致するものです。公共機関と民間

どに寄付しています。

におけるユネスコの生物圏保護区保全活動の理想的なモデル
ケースとなっています。

次世代育成
02

英国：地域の子どもたち向けの職場見学を開催
HUM では、従業員ボランティアによる、地元の学校に通う

子どもたちを対象にした職場見学を開催しています。従業員
の仕事を学ぶことで、子どもたちが自動車産業への理解を深
める機会となっています。参加者からは「興味深かった」
「友

だちにも参加を勧めたい」など 95% 以上の好意的な感想が
寄せられています。

social activity
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第三者保証

アジア・大洋州での取り組み

地域共生

タイ：洪水被害者のための寄付を実施
Honda Khiang Khang Thai Fund（HKKT）はタイの洪水被害

者のための寄付として、1,000 万バーツと高圧洗浄機 700 台

（約 2,000 万バーツ相当）を寄贈。2017 年 1 月、タイ首相府
への贈呈式を行いました。タイ南部で生活に苦しんでいる方々
への救済は急務で、高圧洗浄機は被災地の家やオフィスの清
掃にたいへん有益です。

ほかにも HKKT の活動として、防災省と協力し、4,500 セッ

トの生活救命用具やテントを支給しました。

インド：障がいのある人々に無料の補助器具を提供
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、誰にも平 等な機会があり自

立した生活が可能な共生社会の実現をめざして、障がいのあ
る人々を支援するプログラムを開始しました。プロジェクトの

費用として 1,000 万ルピーを拠出するとともに、インド政府障

がい者エンパワメント局や、公営企業である Artificial Limbs

Manufacturing Corporation of India（ALIMCO）との協力によ

り、ハリヤーナー州、ラージャスターン州、カルナータカ州、

グジャラート州に住む 758 人の支援対象者に、義肢や車いす、

補聴器、松葉づえなど、必要な補助器具を寄贈しました。

01

02

03

04

次世代育成

ラル補給などを実施しています。これまで Honda グループ各

インドネシア：若い起業家を対象とした
支援プログラム

20.8km 2 の土地へ約 8,000 本の植樹、竹製の橋の建設などを

「Astra Honda Motor Best Student（ AMHBS）2016」は、イ

ンドネシア全土の学生たちを対 象に、将 来国の 発展に貢 献
できるような若い起 業家を生み出すことを目的としたプログ

ラムです。参加者には、審査員に向けたプレゼンテーション、
起 業に必 要な学 びを得るためのさまざまなトレーニングや
セミナーのほか、技 術 者としても名高い Bacharuddin Jusuf

Habibie 元大統領と会う機会が与えられます。ピー・ティ・ア
ストラ・ホンダ・モーター（AHJ）は、将来インドネシアの発
展に大きな貢献ができるような起業家精神を持つ多くの若者
を支援していきます。

地球環境

タイ：野生動植物の保護活動を支援

社の従業員は、22 ヵ所の塩場改良、9 ヵ所の砂防ダム建設、
行ってきました。

5 回目となる今年は、タイのアジアゾウ基金、国立公園・野

生動物・植物保全局、タイ王国陸軍の協力を得て、タイ全土

の Honda グループ 10 社から 300 人を超える従業員が参加し、
約 100 人の村民ボランティアとともに、カンチャナブリー県に
生息する野生動物の保護を目的とした活動を実施しました。

ゾウなどの 一 部 の野 生 動 物にとって、 塩 分は必 須のミネ

ラル 成 分 で す。 そ の 補 給 場 所となって い る 3 ヵ所 の 塩 場
へミネラル の 提 供を行いました。 そのほか、 砂 防ダムの 建

設、16km 2 の土 地へ 3,000 本の植樹も実 施。また、Honda

Thailand Foundation では、今回のプロジェクトに総額 30 万
バーツ相当の寄付を行いました。

今後もタイの野生動植物の保護をはじめ、持続可能な社会

づくりのためにこのプロジェクトを継続していく予定です。

Honda Thailand Foundation は、カンチャナブリー県ボープ

ローイ郡において、
「ゾウの塩場改良、砂防ダム建設および植
樹プロジェクト」を実施しました。

このプロジェクトは、タイで進行する森林資源の破壊への対

策として 2012 年に発足しました。タイの野生動植物の保護を
めざす政府との緊密な連携のもと、森林資源の回復だけでな

く、野生動物への食糧供給、植樹のほか、塩場の改良とミネ

social activity

01 Prayut Chan-o-cha タイ王国首相（右）、

アジア・大洋州本部長 安部（右から2人目）とHKK Tコミッティメンバー代表（タイ）

02 758人の支援対象者に補助器具を寄贈（インド）
03 Bacharuddin Jusuf Habibie元大統領（写真左）と談笑する「AMHBS 2016」の参加者たち
（インドネシア）

04 2012年より野生動植物の保護活動を実施（タイ）
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アジア・大洋州での取り組み

ベトナム：バックカン省で植林活動を実施

交通安全

ホンダベトナムカンパニー・リミテッド（HVN）は、ベトナム

北東部のバックカン省において、同省の農業・地方開発局と共

同で、2013 年から森林再生と木材生産による貧困削減を目的

とした植林プロジェクト「植林の日」を開始しました。唯一の

スポンサーである HVN は 49 億ドンを出資。2013 年から 8 年

間にわたってプロジェクトが推進される予定です。最初の 4 年

間で約 520ha の土地に植林を行い、その後も地域の住民によ

る継続的な樹木の手入れや保護を受けながら、2020 年より木

材生産を開始する計画です。また、植林・育林にあたっては、

国際協力機構（JICA）やベトナム林業大学の専門家による技

術 的 な 指 導も受けな がら進 めています。さらに、年 1 回は

HVN の従業員が現地を訪れ、地域の住民とともに植林を行っ

05 2016年5月に開催された植林イベントの様子（ベトナム）
06 二輪車の安全運転を学ぶ女性たち（インド）
07 セミナーを受講する公共交通機関のドライバーや運営者たち（フィリピン）

ています。このプロジェクトによって成長した木は約 73,500m 3
の木材を生み出し、その販売によって約 500 億ドンの収益が

05

もたらされる見込みです。植林、育林、木材利用などを通じて、
地域の約 350 世帯がこのプロジェクトに参加します。

2016 年 5 月に開催された植林イベントには、HVN や関連企

業の従 業員 200 人以上に加え、地 域住民が参加し、2ha の

土地に植林を行いました。

インド：女性のための二輪車運転教習を開講
HMSI は、 女 性を対 象とした 二 輪 車 運 転 教 習プログラム

「Dream Riding」をデリーで開講。今年で 4 年目の開催とな
ります。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、2016 年も 4,200 人以上が受講。スタート

した 2013 年から合計 21,000 人以上もの女性が受講したこと
になり、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「Traffic Training Park」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。

フィリピン：環境負荷が少なく安全な運転を啓発
ホンダカーズ・フィリピン（HCPI）は、フィリピン国内の民

間組織や政府機関を含む 12 団体との共同で、気候変動の抑
制や交通事故の削減、大気汚染防止、燃費の向上を目的と

した、ドライバー啓発プログラム「1'M Blue Eco-Safe Driving
Campaign」を実施しました。

06

07

地球環境への負荷が少ない安全な運転を啓発するこのキャ

ンペーンでは、グループや個人指導による講習のほか、屋外
コンサートイベントへの出展、ソーシャルメディアや動画サイト
を活用した実用的な教習ツールの提供などを通じて、燃費の
良い安全な運転のための心がけや、CO 2 排出量の抑制につな

がる適切な車両整備の方法を普及させるさまざまな取り組み
が行われました。

social activity
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用車いすレーサー 3 台を、中国パラリンピックスポーツ管理セ

■人材

R I ガイドライン
7 G
対照表

8

第三者保証

交通安全

ムを組んで競技に参戦します。2011 年には世界に先駆けて電

お客様や地域へ手渡しの安全

規定時間内の走行距離を競いました。10 年間で合計約 1,280

限公司は、2005 年より社内で安全運転普及を行うインストラ

チームがたえず新しい技術で挑んだ結果、記録も次々に更新。

ターを設置し、お客様や地域社会に対して安全運転普及活動

もち技術向上にチャレンジする若者を支援していきます。

普及活動認定店制度を設け、これまでに 352 店が認定され

気自動車（EV）クラスを導入、バッテリーを唯一の動力源とし、

Honda 製車いすレーサーを
中国大連の若手選手に寄贈

■ 品質

■サプライチェーン

環境問題および移動社会への提案ができるように 2007 年よ
りこの大会を開催。大学および高校生、Honda 関連企業でチー

地域共生

■ 安全

■ 社会活動

Honda の中国における四輪事業会社である広汽本田汽車有

チーム、6,500 人がこの大会に参戦したことになります。各

クターを養成しています。また工場敷地内には交通教育セン

Honda 中国はこれからも、中国の発展とともに、環境意識を

を行う中心地となっています。さらに、販売店では安全運転
ています。安全運転アドバイスのできる販売店のスタッフ 610

ンター（CASPD）を通して、大連の 3 人の若手選手に寄贈し

地球環境

人を擁し、7 万人以 上のお客 様にアドバイスを提 供していま

3 選手に納車前の仮合わせを行い、2017 年 3 月に大連にレー

内モンゴル植林プロジェクト

Honda ユーザーに対して急ブレーキ、滑りやすい路面の走行

サーをトラックおよびマラソンのレースに使う予定となってい

トは、2016 年に 9 年目に入りました。2008 〜 2012 年の第 1

ました。2016 年 10 月の大分国際車いすマラソン大会の際に、

サーを届けました。その後、習熟を経て Honda 製車いすレー
ます。また、今回寄贈を受ける選手の一人が、大分国際車い
すマラソン大会で、T34/53/54 クラスの第 3 位を勝ち取って
おり、Honda 製レーサーでの活躍が期待されます。

す。また、北京、上海、広州など大都市をキャラバンで回り、

内モンゴル自治区ウランチャプ市興和県での植林プロジェク

期は友誼ダム周辺の土地約 467ha に 70 万本の植林を実 施。
2013 〜 2017 年の第 2 期は、第 1 期から 2 〜 3km 離れた国道
沿いの土地約 467ha において、新たな 5 ヵ年計画での植林を
開始しています。2016 年までは第 2 期計画の 83% にあたる約

次世代育成
「環境意識を高め、ものづくりの楽しさを実感してもらう」こと

を目的に、
「Honda 中国エコマイレッジ大会」を開催。第 10 回

を迎える 2016 年は 10 月 18 日に「最小限のエネルギーを使い、
最も長い距離を走れる」をメインテーマに広州で開催しました。
Honda 中国は若い人を対象に技術へのチャレンジ、中国の
01

02

social activity

を実施しています。2016 年は延べ 8 回、180 人を動員しました。
そのほかにも地域行政や学校と連携し、大学生向けの安全運
転実技体験会や小学生向けの啓発冊子の配布など積極的に
活動しています。

もう一つの四輪事 業会社である東 風 本田汽 車有限公司で

387ha の植林を完了しており、2016 年 7 月に関連会社 16 社の

は、工場内に製品の安全技術を説明するコーナーを設け、見

陣が参加し、自らの手で苗木を植えながら、自然環境保護の

を実施しています。

合同植林イベントが実施されました。約 200 人の従業員と経営

「Honda 中国エコマイレッジ大会」

体験、シートベルトの重要性体験などを盛り込んだスクール

大切さを学びました。そして 2008 年の植林地も訪れ、30 〜

40cm だった苗木が 2 〜 3m まで成長したことを確認し、従業
員全員で喜びを分かち合いました。このプロジェクトは興和県
林業局、国家林業局監理会社および北京林業大学の専門家の
力強いサポートで、順調に推進されています。

03

学者の理解を促進。地元小学校に対しては、交通安全教室

01
02
03
04
05

大連のパラリンピック3選手に車いすレーサーを寄贈
2016年Honda中国エコマイレッジ大会の様子
2016年合同植林イベント記念写真
2008年の植林エリアで成長した木々を確認し、感動する従業員
滑りやすい路面走行や、シートベルトの重要性体験など、充実した安全講習を実施

04

05
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社会活動関連データ

社会活動に関する支出額
支出額（百万円）
交通安全

2,086

次世代育成

1,405

地域共生

2,346

地球環境
災害地支援
（合計）

災害地支援

899
1,204
7,940

交通安全

地球環境

地域共生

次世代育成

social activity
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