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基 本 的 な 考え方

Honda の社会貢献活動

社 会 貢 献 活 動 グローバ ル方 針

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貢献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合い、存在を期待される企
業」をめざし、世界 7 地域でさまざまな社会貢献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

社会貢献活動に関する取り組み

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社会

社会貢献活動関連データ

貢献活動を展開していきます。

社会貢献活動の基本的な考え方
Honda は 2006 年に「Honda 社会活動の活動理念・活動方針」を制定し、
世界中の Honda が「夢のある明日の社会づくり」に向けて地域の実情に合
わせた活動を展開してきました。

理念

Honda は、世界中の人びとの生活がより豊かになるように、
「人間尊重」と「三
つの喜び」の基本理念のもと、主体的に社会貢献活動に取り組みます。

目的

Honda は、社会貢献活動を通じて、世界中の人びとへ 生活の可能性が拡が
る喜び を提供し、持続可能な社会の実現に貢献することにより「存在を期
待される企業」を目指します。

活動方針

●企業市民として、地域に根ざした活動を積極的に行うことで社会からの共
感と信頼を高めていきます。
●グローバルな視点で、Honda のリソースを最大限に活用します。
●従業員 一人ひとりの参画を大切にした活動を支援していきます。

活動領域

●未来を創る子どもの育成支援活動
●地球環境を守る活動
●交通安全の教育・普及活動
●地域に根ざした活動

2018 年には時代の環境変化に応じた見直しを行い、2030 年ビジョン「す
べての人に『生活の可能性が拡がる喜び』を提供」の実現に向けグローバ
ルネットワークを強化させ、より一体感を持った活動を進める「グローバル
方針」を制定しました。
「人間尊重」と「三つの喜び」の基本理念のもと、世界中の人々の生活が
より豊かになり、その喜びを分かち合えるよう従業員一人ひとりの主体的な
取り組みをグローバルで加速させていきたいと考えます。

social contribution activities

未来を創る
子どもの
育成支援活動
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グローバ ルマネジメント

社会貢献活動グローバル体制

グローバルネットワークを強化するため、人事・コーポレートガバナンス本

Honda の社会貢献活動は、
「未来を創る子どもの育成支援活動」
「地球環
境を守る活動」
「交通安全の教育・普及活動」
「地域に根ざした活動」の 4 つ
の柱をもとに地域とのつながりを大切にした活動をグループ全体で展開して
きました。
世界 7 地域では、
「社会貢献活動グローバル方針」に沿って、Honda のリソー

部 総務部 社会活動推進室では、7 地域での活動の情報収集・方向性の共
有と、ブランド・コミュニケーション本部との発信連携を行います。
これからも、良き企業市民として夢のある明日の社会づくりをめざし、グ
ローバルで一体感のある活動のもと、地域の方々と手をたずさえてさまざま
な活動を進めていきます。

スを最大限に活用した多様な取り組みを進めています。

社会貢献活動に関する取り組み
社会貢献活動関連データ

社会貢献活動グローバル体制

社会貢献活動関連部門
日本

北米

南米

欧州

アジア・
大洋州

中国

アフリカ・
中東

人事・コーポレートガバナンス本部
総務部 社会活動推進室
発信連携
ブランド・コミュニケーション本部

social contribution activities
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社 会 貢 献 活 動に関 する取り組 み

日本［ 地球環境を守る活動 ］
全国の Honda グループで展開
「ビーチクリーン活動」

北米［ 次世代育成 ］
教育機会の提供
「Eagle Rock School」

サプライチェーン ･････････････118

「技術で世の中の役に立ちたい」という想いから、2006 年、砂浜の生態

アメリカン・ホンダモーターは 1993 年より、教育機会の拡大と新しい教

社会貢献活動 ････････････････135

系を傷つけずに清掃できるビーチクリーナーを開発しました。現在では全国

育方法の研究を支援する Eagle Rock School を開校。さまざまな事情によ

の Honda グループが企画・運営を行い、開始当初より全国 100 ヵ所以上の

り既存の学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こと

砂浜で、年間約 8,000 人の地域の方々と活動を行っています。これまでのゴ

を使命に活動しています。同校は人との関わりのなかで誠実さや社会性を

ミの回収量も約 450t に達しており、安心して素足で歩ける砂浜と、ゴミを見

育むユニークな教育環境のもと、学生たちの日々の生活をサポート。さらに

つけたら進んで拾う心を育むために、今後も楽しみながら環境に貢献でき

「Professional Development Center」という機関を設置し、全米各地の教

基本的な考え方
グローバルマネジメント
社会貢献活動に関する取り組み
社会貢献活動関連データ

る機会を提供していきます。

育関係者とともに新しい教育方法の研究を行っています。

Honda グループ全体で全国 100 ヵ所以上の砂浜で実施

一人ひとりの個性に合わせたていねいな教育プログラムが特徴

social contribution activities
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社 会 貢 献 活 動に関 する取り組 み

南米［ 地域共生 ］
サステナビリティについて楽しく学ぶ
「Virada Sustentavel」に協賛
Honda はブラジル アマゾナス州 マナウス市内にて毎年開催されている、
地 域 住 民がサステナビリティについて楽しく学 ぶことができる、
「Virada
Sustentavel（ サステナブルな社会への転換）」と呼ばれる活動に協賛しまし
た。Honda の約 60 人の従業員ボランティアがイベントに参加し、アマゾン
川の砂浜を清掃する活動を主導するとともに、子どもたちや青少年に向けた
環境および交通安全教育活動を、積極的に支援しました。

欧州［ 交通安全 ］
幅広い層を対象とした安全運転普及活動
スペインのモンテッサ・ホンダ・エス・エーでは、1992 年以来バイク専門の
交通安全教育を実施しており、6 歳の子どもからベテランまで、あらゆるラ
イダーを対象に教習を行っています。教習は週末が中心ですが、平日には企
業（社員教育）やプロ（警察官や配達員など）を対象としたプログラムもあ
ります。同施設の「バイク上級者コース」は、運転免許証取得後のライダーを
対象としたプログラムのなかで、ヨーロッパで最もクォリティが高いとされる
「ヨーロピアン・モーターサイクル・トレーニング・クォリティ・レーベル」を受
賞しました。同賞は、交通安全の分野で活動する、ドイツの由緒あるNGOの
専門家による現場審査の結果、授与されました。

従業員と地域住民でアマゾン川の砂浜を清掃

social contribution activities

安全運転講習には 6 歳から参加できる
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社 会 貢 献 活 動に関 する取り組 み

アジア・大洋州［ 交通安全 ］
事故ゼロ社会をめざして
「交通教育センター」の展開

中国［ 地球環境を守る活動 ］
深刻な砂漠化が進む
内モンゴルにおける植林活動

サプライチェーン ･････････････118

1994 年、東南アジアで初めての交通教育センターとして、タイの交通教

社会貢献活動 ････････････････135

育センターを設立しました。Honda 販売会社のインストラクター養成のほか、

おいて植林活動を実施。2008 年より中国の Honda グループ全体で継続的

警察官、政府機関の職員、学校の先生などの指導、さらには、子どもや青

に活動をしています。活動には毎年多くの従業員も参加し、過去 11 年間を

年に対する交通安全指導など、あらゆる活動を長年にわたり展開しています。

通じて、植林面積は 1,060 ヘクタール以上に及び、苗木活着率も 90% 以上

アジア最大の二輪市場といわれるタイとベトナムでは、2018 年までに累計

を維持。砂漠化していた土地は緑に覆われました。

基本的な考え方
グローバルマネジメント
社会貢献活動に関する取り組み
社会貢献活動関連データ

約 4,800 万人が安全教育指導を受講しており、これからも国や自治体と緊
密に連携しながら、事故ゼロ社会をめざしていきます。

Honda 中国は、長期的な環境保護プロジェクトとして内モンゴル自治区に

新たな 5 ヵ年計画のスタートとなる 2018 年は、Honda Dream Fund（貧
困家庭に育つ子どもの夢を支援するプロジェクト）によって支援を受けた学
生が参加。Honda フィロソフィーを体感する機会にもなっています。

グローバルで展開している「交通教育センター」での安全普及活動

social contribution activities

Honda グループ全体で継続して行っている植林活動
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アフリカ・中東［ 地域共生 ］
ホンダモーターサイクルケニアにて
研修用のモーターサイクルを寄付
ケニアの公的機関である NITA（The National Industrial Training Authority）は、

社会貢献活動 ････････････････135

日本における技術専門校および職業能力開発センターに相当する機関です。

グローバルマネジメント
社会貢献活動に関する取り組み
社会貢献活動関連データ
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社 会 貢 献 活 動に関 する取り組 み

サプライチェーン ･････････････118

基本的な考え方

6

2018 年、ホンダモーターサイクルケニアはそんな NITA に対して、モーター

Honda は社会貢献活動として、このほかにもさまざまな取り組みを行ってい
ます。さらにくわしい情報は、下記の Web サイトにてご覧いただけます。
WEB
Honda 社会貢献活動
https://www.honda.co.jp/
philanthropy/

サイクルの構造を学習し技術を身に付けていただくことを目的に、研修用の
モーターサイクルを寄付しました。この模様は、現地の TV ニュースでも取
り上げられました。アフリカ・中東地域において、Honda はビジネスのみな
らず地域とともに成長していけるよう、こういった取り組みを今後も継続し
ていきます。

ケニアのニュースで報道されたモーターサイクル寄付時の様子

social contribution activities
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支出額（百万円）

581

人材 ････････････････････････ 96

次世代育成

1,642

時間

地球環境

1,029

現物拠出

交通安全

2,849

間接費

地域共生

2,749

（合計）

基本的な考え方

パフォーマンス
報告

貢献方法別での内訳

災害地支援

社会貢献活動 ････････････････135

7

社 会 貢 献 活 動 関 連データ

品質 ････････････････････････ 79

サプライチェーン ･････････････118

ガバナンス

（合計）

現金拠出

5,525
194
2,141
988
8,850

8,850

グローバルマネジメント
社会貢献活動に関する取り組み
災害地支援

社会貢献活動関連データ

地域共生

間接費

次世代育成
現物拠出

現金拠出

地球環境

交通安全

social contribution activities

時間
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