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基本的な考え方
グローバルマネジメント

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

社会貢献活動関連データ

会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 1998 年に「Honda 社会活動理念・活動指針」を制定し、2006
年には世界中の Honda が「夢のある明日の社会づくり」に向けて、より活
動の統一感を図るためのグローバル方針を制定しました。

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てグローバル方針を改定し、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
向けた展開をしています。
「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。
未来を創る
子どもの
育成支援活動

social contribution activities
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基本的な考え方
グローバルマネジメント

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 社会貢献推進室では、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 社会貢献推進室
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

コロナ禍における主な取り組み

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行で、外出自粛やソー
シャルディスタンス確保への対応、衛生用品や医療機器不足への対応等に
迫られ、例年できていたことができない日々が続く厳しい 1 年となりました。
Honda も、継続的に行っている社会貢献活動の多くを中止・延期せざる

サプライチェーン ････････････ 133

を得ない状況でしたが、地域に寄り添いながら、製品・技術・人を通して私

社会貢献活動 ･･･････････････ 146

たちにできる最大限のことを、世界中の従業員が一丸となって取り組んでき

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

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/

ました。
本レポートでは、コロナ禍においてグローバルで取り組んだ主な活動をご
紹介します。

社会貢献活動関連データ

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

コロナ禍における主な取り組み

日本［地域共生］

日本［次世代育成］

感染者搬送用車両を提供し
ドライバーへの飛沫感染防止に貢献
新型コロナウイルス感染防止に向けた支援活動として、感染者を搬送する
ための車両を自治体へ提供しました。

コロナ禍で生まれた新たな社会貢献活動
「The Power of Teen」で、夢見て頑張る 10 代を応援
新型コロナウイルス感染拡大の影 響で、例年できていたことができない
日々が続き、子どもたちが夢や目標に悩んだり見失っているという状況に対

搬送時の感染リスクを削減するため、
「オデッセイ」
「ステップワゴン」等

して、夢の実現をあと押ししたいという想いから「The Power of Teen（ザ・パ

の運転席と後部座席の間に、仕切り壁を設置。前後席間の圧力差を利用し

ワー・オブ・ティーン）」を開催しました。自身の夢・夢に向かって頑張ってい

て、飛沫感染を抑制する構造に仕立てています。仕立てた車両は、2020 年

ることを応募してもらい、選ばれた6名が、オンライン「シェア夢発表会」で

4 月から自治体への提供を開始し、自治体でお使いのクルマに仕切り壁を追

発表を行いました。Honda のスペシャルゲストによるオンライン授業「シェア

加設置したものを含めると、累計 168 台を 26 の都道府県に提供、軽症者

夢授業」では、失敗からの学びや夢に向かって踏み出す勇気、チャレンジの

の移動に活用いただきました。日本でのノウハウを活かし、米国においても、

大切さなどを伝えました。本企画にご賛同いただいた他の企業・教育関係

同様の感染者の搬送車両を自治体へ提供しました。

者による周知ご協力を得て、視聴回数は合わせて7万回を超え、子どもから

また、医療現場のニーズが高かったフェイスシールドを生産し、自治体を
通じて、28,200 セットを医療現場へ寄贈しました。

大人まで幅広い層に、夢の力を届けることができました。また今回の発表者
6名には、HondaJet 搭乗のイベントを設け、Honda の夢の力を体感してもら
いました。これからも、世の中の環境変化に柔軟に対応しながら、子どもたち
の夢に向けたチャレンジを応援していきます。

感染者を搬送する車両の車内
（運転席と後部座席の間の仕切り壁）

生産したフェイスシールド

social contribution activities

シェア夢発 表 会の様子。子どもたちが自分の夢を明
確にし発表することで、自身の夢を見つめなおすきっ
かけを提供できた

レーシングドライバー
佐藤琢磨選手によるシェア夢授業
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社 会 貢 献 活 動に関 する取り組 み

コロナ禍における主な取り組み

北米［地域共生］

北米［地域共生］
生産のノウハウを活かしたフェイスシールドの生産を通して
医療機器不足の解消に貢献

ソーシャルディスタンスを保ったボランティア活動
「Virtual Volunteer」で地域を支援

サプライチェーン ････････････ 133

アメリカの Honda グループは、新型コロナウイルスの感染拡大にともなう

アメリカン・ホンダ・モーターは、新型コロナウイルスの感染拡大にともな

社会貢献活動 ･･･････････････ 146

深刻なフェイスシールド不足に対し、通常、車両部品の生産で使用されてい

い、ソーシャルディスタンスの確保が必要とされている状況下でも従業員が

る高速射出成型機を用いた、新たな生産方法を開発、フェイスシールドを

ボランティア活動に参加できるよう、
「Virtual Volunteer（バーチャルボラン

生産しました。

ティア）」を展開しました。
「自分たちが住み、働いている地域の役に立ちた

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

最前線で働く医療従事者の手助けとなれるよう、必要な人に届けるまで
の一連のバリューチェーンを、全国のアソシエイトが一丸となって推進しまし

い」という想いで、多くの従業員が参加しました。
在宅で行える活動として展開されたマスク製作では、自宅で縫製できる製
作キットを従業員に提供。北米全土の現地法人から合計 743 名の従業員が

た。
四輪や二輪、汎用製品の幅広いネットワークを活用して特定した、全国

参加し、41,500 枚を超えるマスクを地域のコミュニティへ寄贈しました。

45 州 305 の医療施設の医療従事者へ、累計 120,000 個のフェイスシールド
を寄贈しました。

フェイスシールド生産の様子

フェイスシールドを受け取った医療関係者の方々

social contribution activities

従業員ボランティアに提供するマスク製作キットを準
備する様子

自宅でマスク製作を行う従業員ボランティア
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南米［地域共生］

欧州［地域共生］

品質 ････････････････････････ 93

人工呼吸器の修理支援を通して医療機器不足の解消に貢献

フェイスシールドを製作し、医療機関へ寄贈

人材 ･･･････････････････････ 109

ブラジルでは、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、医療およびヘルス

英国では、新型コロナウイルスの感染拡大で、個人用保護具の深刻な在

ケア機器の需要が増加する一方で、約 3,600 台の人工呼吸器が、故障によ

庫不足に直面していました。ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリ

り使用されていないという実態がありました。この状況を受け、モトホンダ・

ング・リミテッドは、医療従事者の方々を支援し、お客様や、社会、従業員

基本的な考え方

ダ・アマゾニア・リミターダ、およびホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・

の期待に応えるために、医療機関等へ 3D プリンターを使ったフェイスシー

グローバルマネジメント

リミターダは、人工呼吸器の修理支援を行いました。7 月末までに累計 80

ルドやマスクバンドの製作・寄贈、マスク等の個人用保護 具 50,000 個の

社会貢献活動に関する取り組み

台を修理し、医療機関へ提供しました。

寄贈、そして従業員による NHS※ のボランティアサポートを行いました。

サプライチェーン ････････････ 133
社会貢献活動 ･･･････････････ 146

社会貢献活動関連データ

モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダでは、地域医療サービスの深刻な
酸素不足に対し、アマゾニア州へ酸素ボンベの寄贈も行いました。

人工呼吸器を修理する様子

酸素ボンベの寄贈

製作したフェイスシールド

寄贈の様子

※ NHS:National Health Service（ イギリスの
国営医療サービス事業）の略

social contribution activities
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アジア・大洋州［地域共生］
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Honda の技術を活かし、タイの医療機器不足解消に貢献
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基本的な考え方

ホンダ・キアン・カーン・タイ・ファンド※ 1 は、深刻な医療機器不足に対し、
ヴァジラ病院と協力して、Honda の技術や知識を活用した負圧可動式ベッド
を製造し、医療機関へ寄贈しました。
開発されたベッドは、 圧力調整システムやフィルター、酸素タンク収納ス

グローバルマネジメント

ペースの改良を行うことで、より効率的な圧力調整や空気のろ過、酸素タン

社会貢献活動に関する取り組み

クの収納が可能で、医療関係者のテストでも満足がいく結果が得られてい

社会貢献活動関連データ

ます。これまでに、タイ全土の 90 を超える病院に 100 台を寄贈しました。
また、この技術を応用した「負圧・正圧スマートフェイスシールド」や「フェ
イスシールド」 をそれぞ れ 1,000 個 製 作、 医 療 従 事 者用防 護 服 1 万 着、
Honda 動力噴霧機 100 台を寄贈、同ファンド保有の救急車 10 台、救急バイ
ク 10 台の貸与を行いました。

負圧可動式ベッド製作の様子

フェイスシールドを製作する従業員ボランティア

アジア・大洋州［地域共生］
フィリピン赤十字社より
「企業の社会的責任に対する優秀人道支援賞」を受賞
ホンダ・ファウンデーション・インク※ 2 は、フィリピン赤十字社より、災害
支援等に大きく貢献した団体に与えられる「企業の社会的責任に対する優秀
人道支援賞」を受賞しました。
新型コロナウイルス感染拡大下において、Honda の二輪車で、人々の命を
救い、フィリピン赤十字社などの機関を支援することを目的に「ONE DREAM
キャンペーン」を行い、104 台の二輪車を寄贈するなど、積極的な地域支援
の取り組みが評価されたものです。寄贈された二輪車は、国内 104 のフィリ
ピン赤十字社のボランティアやスタッフに利用されています。
ホンダ・ファウンデーション・インクは、フィリピンで 28 年間社会貢献活
動を行っており、フィリピン赤十字社を支援して 10 年になります。

104 台の二輪車をフィリピン赤十字社へ寄贈

※ 1 タイの Honda 現地法人によって構成され
る基金。
※ 2 フィリピンの Honda 現地法人によって構
成される共同出資基金。
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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 動に関 する取り組 み

コロナ禍における主な取り組み

中国〔地域共生〕

中国〔地球環境を守る活動〕

空気清浄機等の寄贈を通して
グループ一丸となって医療現場を支援

コロナ禍でも内モンゴルにおける植林活動を継続
従業員がオンライン植樹で参加

本田技研科技（中国）有限公司は、新型コロナウイルス患者の治療を行う
武漢市の病院へ、車載用イオン式空気清浄機 3,500 台を寄贈しました。

中国の Honda グループは、2008 年より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おいて継続的に植林活動を実施しています。

コロナ治療の第一線で自らの命をかけて患者の命を救う医療従事者へ感

2020 年度は、約 95 万平方メートルの植樹を行い、13 年間で延べ 1,250

謝の意を示し、安心・安全な車内空間を提供したいという従業員の想いで

万平方メートル、約 180 万本を植樹しました。活着率は平均 95% 以上を達

実現しました。寄贈対象病院の所在地・武漢市は、都市封鎖エリアでしたが、

成し、現地の生態環境改善に着実に貢献しています。

封鎖解除と同時に、Honda 特約店や部品物流業者と一丸となり、迅速に寄
贈を行いました。

コロナ禍で従業員のボランティア参加が 難しいなか、
「自らの手で植樹」
というメッセージを従業員に継続的に発信したいと考え、SNS を利用したオ

中国の Honda グループは、その他にも湖北省赤十字社に対し、本田技研

ンライン植樹を実施。半数を超える従業員が参加しました。その後、参加

工業株式会社と合わせて 1,000 万元の寄付を行い、医療機関へのマスクや

者を代表した 200 名の名前が付けられた木を、代表者が新型コロナウイル

電動バイクの寄贈等、新型コロナウイルス感染拡大防止に対する支援活動を

ス感染対策を施しながら実際に植樹し、その様子を各社の社内でライブ配

行いました。

信しました。
オンライン植樹に参加した従業員からは、実際の植林活動にも参加したい
という声が多くあがり、社会貢献への意欲向上に結び付いています。

寄贈の様子

SNS でのオンライン植樹

social contribution activities
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社 会 貢 献 活 動 関 連データ
社会貢献活動に関する支出額（2020 年度）

貢献方法別での内訳（2020 年度）
支出額（百万円）

品質 ････････････････････････ 93

次世代育成

人材 ･･･････････････････････ 109

地球環境

365

交通安全

2,637

地域共生

3,246

災害支援

695

サプライチェーン ････････････ 133
社会貢献活動 ･･･････････････ 146
基本的な考え方

（合計）

支出額（百万円）
現金拠出

1,222

時間

4,886
146

現物拠出
間接費

2,230
903

（合計）

8,165

8,165

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

災害支援

次世代育成

間接費

地球環境
現物拠出

地域共生
交通安全

social contribution activities

現金拠出

時間
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