社会貢献
良き企業市民としての責任を果たすため、
それぞれの国・地域のニーズに即した社会貢献取り組みを継続的に行っ
ています。
社会貢献活動（国内・海外 ）
は公式ウェブサイトの
「社会貢献への取り組み」
で報告しています。
（http://www.mazda.com/ja/csr/social/）

CONTENTS
104 社会貢献
2018年度CSR目標

(自己評価の基準 ○：達成、
△：ほぼ達成、×：大幅未達)
達成度の
自己評価

項目

2017年度目標

2017年度実績

企業市民
としての責任

①マツダの取り組み基本方針および各リージョン
の地域貢献方針に基づいたプログラムの実施
②プログラムの影響評価指標（マツダ社会貢献
活動表彰制度 ）に基づくPDCAサイクル継続（社
会的課題解決への努力 ）

①500件超のプログラムを継続／新規に実施
②PDCAサイクル継続

コミュニティ参画・
発展に関する
成果の開示

社会貢献活動の積極的開示の継続

サステナビリティレポートで約100項目、
社会貢献活動
レポートで26項目、
その他SNS等で開示
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ISO26000
中核主題

2018年度目標

○

①マツダの取り組み基本方針及び各リージョン
の地域貢献方針に基づいたプログラムの実施
②プログラムの影響評価指標（マツダ社会貢献
活動表彰制度 ）
に基づくPDCAサイクル継続（社
会的課題解決への努力 ）

6.8
コミュニティ
への参画及び
コミュニティ
の発展

○

社会貢献活動の積極的開示の継続

6.8
コミュニティ
への参画及び
コミュニティ
の発展
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社会貢献
取り組み基本方針

a

a

社会貢献 取り組み基本方針3つの柱

基本理念
グローバルにビジネスを展開しているマツダは、企業活動を通じて、持続可能な社会

環境 ・ 安全

の実現に寄与するために、
それぞれの地域のニーズに即した取り組みを継続的に行い、

自動車メーカーと
しての責任

良き企業市民としての責任を果たしていきます。
活動方針
■
■

地域と協働し、それぞれの地域ニーズに即した活動を行い持続可能な社会の発

■

従業員の自発的ボランティア活動を重視・支援する。多様な価値観を取り入れる

■

活動内容を積極的に開示し、社会との対話に努める。

地域貢献

人材育成

国内・海外のマツダグループの本業を通して社会的課題に積極的・継続的に取り組む。

良き企業市民として、
地 域の 社 会 的 課 題
に対応

社会の基盤・企業活
動の要となる「人」
や
次世代を担う
「人」
の
育成

展に貢献する。
ことで、柔軟性のあるイキイキとした企業風土の醸成を目指す。

3つの柱
「環境・安全」
「人材育成」
「地域貢献」
の3つを社会貢献活動の柱とし、地域に根ざした
活動を推進していきます
（P106-107参照 ）
。

b

推進体制

b

推進体制図

2010年5月に「社会貢献委員会」を設置し、定期的に（年2回 ）開催する委員会では、
CSR経営戦略委員会（P19参照）
で決定した社会貢献に関する方針やCSR目標（P21-24

CSR経営戦略委員会

参照 ）
などに基づき、
マツダグループ全体の課題を討議し情報を共有化しています。

社会貢献委員会

関連部門で構成するワーキンググループでは、具体的な活動内容を検討します。
2010
年からの委員会活動を通じて、グローバルおよびグループ視点での情報収集・活用を

実施体制

委員長：CSR・環境・総務担当役員
副委員長：国内営業担当、
グロー
バルマーケティング担当、東京本
社統括、
グローバル人事担当

継続的に強化しています。
個々の活動の実施にあたっては、
各拠点・各部門がそれぞれ

広島：マツダ地域
貢献委員会
国内拠点
海外拠点

事務局：CSR・環境部

予算化し対応しています※1。

2017年度の主な実績
■ CSR目標およびマツダグリーンプラン2020
（社会貢献領域 （
）P57-60参照 ）
にて

社会貢献委員会ワーキンググループ
（関連部門で構成 ）

目標を設定し取り組みました。
■

国内・海外で、500件※2以上の活動を実施しました※3
（社会貢献活動費：2017年
度実績約20億円 ）
。

■

社会貢献プログラム影響評価指標に基づいたマツダ社会貢献活動優秀賞を設立し、

PDCAサイクルを継続しています（P105参照 ）。

社会貢献プログラム影響評価指標
社会の課題を解決するとともに、企業価値の向上に貢献するプログラムを評価・促進
するため、
2014 年度より社会貢献プログラム影響評価指標を設定し、PDCAプロセ
スを構築しました。指標は「社会への影響」
「会社への影響」
「マツダらしさ」の3つの視
点で設定し、評価しています（具体的には、
「受益者の数」
「従業員の参加数」
「社会貢
献3つの柱との整合」
などの8項目で構成。

※1 日本、米国、
オーストラリア、
ニュージーランドでは、別途マツ
ダ財団を通じての活動を実施。
※2 社会貢献活動該当範囲：金銭寄付、現物寄付、施設開放、
社員の参加・派遣、自主プログラム、災害被災地支援。
※3 公式ウェブサイト
「社会貢献への取り組み」
http://www.mazda.com/ja/csr/social/
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マツダ社会貢献活動優秀賞

c

マネジメント

第 4 回マツダ社会貢献活動優秀賞
活動名

優れた社会貢献活動に対する表彰制度「マツダ社会貢献活動優秀賞」を2015年1月
大賞

「マツダ駅伝大会」
( マツダ ( 本社工場、防府工場）
）
（マツダデメヒコビークルオペレーション )
（P107 参照）

特別賞

「美祢自動車試験場の施設提供」
（マツダ ( 美祢自動車試験場 ))

特別賞

「パソコンの寄贈」
（マツダ E&T）

第4回マツダ社会貢献活動優秀賞

特別賞

「交通安全の推進（交通安全啓発活動）
」
（北海道マツダ販売、函館マツダ）

2017年度の表彰対象は、マツダサステナビリティレポート2017【社会貢献版】※1
掲載の社会貢献活動（活動時期：2016 年4月～2017 年3月）の中から選ばれ

特別賞

「文化・芸術の支援」
（マツダオーストラリア )

奨励賞

「支援型自動販売機の設置」
（マツダパーツ）

に創設しました。
この制度は、
マツダグループで取り組んでいる活動をより多くの方に知っ
ていただくとともに、
社内外に喜ばれる活動がさらに増えていくことを目的としています。
表彰対象は、
社会貢献プログラム影響評価指標をふまえ、
社会貢献委員会ワーキング
グループメンバー、マツダ労働組合、
およびマツダ労働組合連合会が連携して評価し、
社会貢献委員会で選定します。受賞した活動に対しては、
毎年1月、
会社創立記念日に
あわせて社長名の表彰状が贈られます。
■

社会貢献

ました。

従業員のボランティア活動支援
従業員がボランティア活動に積極的に取り組めるよう、支援を行っています。
■

活動する機会の提供（スペシャリストバンク、
ボランティアセンターなど）

■

活動する費用の一部補助（マツダ・フレックスベネフィット
（P94参照 ）
など）

■

活動に伴う休暇の支援（ハートフル休暇制度に含まれるボランティア休暇など）

■

ボランティア研修受講機会の提供

自然災害被災地支援
マツダグループでは被災地の復興を願ってさまざまな支援を行っています。地震や
異常気象などが生じた際、マツダ本社と現地拠点が連携をとり、適切な支援を行って
います。
最近の支援事例：東日本大震災／平成30年7月豪雨（日本）
、
米国ハリケーン
（米国）
、
メキ

シコ地震（メキシコ）
、
タイ南部洪水（タイ）
など。

財団を通じた社会貢献
マツダおよびグループ会社は4カ国で財団を設立し、それぞれの地域に適した支援活
動を促進しています。
国

財団名

支援内容／目的

設立年

2017年度
助成（寄付 ）
金額

日本

マツダ財団
http://mzaidan.mazda.co.jp

科学技術の振興と青少年の
健全育成

1984年

5,230万円

米国

マツダ財団 USA
http://www.mazdafoundation.org/

教育・環境保護・社会福祉・
異文化交流の助成

1990年

48.1万米ドル

オースト
ラリア

マツダ財団 オーストラリア
http://mazdafoundation.org.au/

教育・環境保護・科学技術
振興の助成、社会福祉関連
取り組みへの貢献

1990年

115.2万豪ドル

ニュージー マツダ財団 ニュージーランド
ランド
http://mazdafoundation.org.nz/

教育・環境保護・文化活動
の助成

2005年

24.6万NZドル

※1 http://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/csr/
download/2017/2017_s_all.pdf
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3つの柱に基づいた取り組み
「環境・安全」
「人材育成」
「地域貢献」
の3つを社会貢献活動の柱とし、
マツダが事業活
動を行っているそれぞれの地域に根ざした活動を推進しています。
環境・安全
マツダのビジネスは地球温暖化やエネルギー・資源不足、交通事故などの社会的課
題に関係／影響があります。これらの課題に対応するため、本業のみならず社会貢
献活動においても
「環境」
「安全」
の視点を大切にしています。
■

各種イベントでの環境啓発、環境教育のための講師派遣、生物多様性保全を含
む各種環境保全ボランティア活動など

■

イベントにおける交通安全に関する講演、安全運転講習の実施など

[環境]
日本／

日本／

子どもたちへの環境啓発

マツダの森森林保全活動

環境イベントや出前授業などの小中
学生を対象とした環境啓発を行って
います。
「エコプロ2017」では、CO2
削減をテーマに参加者が大人になっ
た 頃のクルマ社 会を見 据えて地 球
温暖化防止に貢献するマツダの挑
戦やクルマを使う人が簡単にできる
取り組みについて、クイズを交えて
紹介しました。

2010年に広島県と「森林保全・管理
協定」
を締結し、
広島県緑化センター
内の「マツダの森」を中心に地域の
森林保全活動に協力しています。
森林保全ボランティア団体の指導・
協力のもと、マツダグループ従業員
やOBとその家族・友人がボランティ
アで計画的伐採に協力。 ミニレク
チャーで環境保全意識の高揚も図っ
ています。

[安全]
日本／

米国／

交通安全の推進

安全運転の啓発

国内の販売会社では、カーブミラー
の清掃や各地での交通安全啓発活動
（立哨、近隣パトロール、交通安全
パレード・イベント参加、ロードコー
ン寄付など）を実施し、交通安全を
推進しています。また、交通遺児支
援のための寄付や敷地の一部を歩
道や陸橋通行用の場所として提供
している店舗もあります。

TOPICS

若年層対象の安全運転促進を目的
としたプロジェクト・イエロー・ライ
トの活動を 2012 年から支援してい
ます。運転中の携帯電話操作をしな
いよう呼びかける公共広告映像作
品コンテストの受賞者に、
マツダ・モー
タースポーツが奨学金を提供してい
ます。加えて、プロドライバーが注意
力散漫な運転の危険性について学
生に講演を行っています。

1
）
を受賞
第11回キッズデザイン賞*（子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門

クルマの進化やCO2 削減の取り組み、交通安全について、クイズや実験などを通して紹介
する小学生対象の教育プログラム
「比べよう！クルマの今・昔～走る歓びと優れた環境・安
1
全性能～」
が、
第11回キッズデザイン賞*（子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門
）

を受賞しました。このプログラムは、
2008年から行われているものづくりの楽しさやクルマ
への興味を育むことを目的とした夏休みの学習支援イベントで、
2016 年7 月～8 月にかけ
て、総勢約430名の児童と保護者に参加いただきました。マツダの社会貢献活動では初の
受賞となります。
（P134参照 ）
「子どもが安全に暮らす」
「子どもが感性や創造性豊かに育つ」
「子どもを産み育てやすい社会をつくる」
＊1 キッズデザイン賞とは、

という3つのデザインミッションを実現するための優れた製品・空間・サービスを選び、広く社会へ伝えることを目的とした顕彰制度。
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人材育成
人は社会や企業活動の要であり、次世代を担うとの考えの下、社会貢献活動におい
ても
「人材育成」
の視点を大切にしています。
■

モノづくりなどの専門知識や技能を生かした講義・講演

■

インターンシップの受け入れ、敷地内の施設を活用した自動車に関する学習支援など

[人材育成]
日本／

タイ／

子どもたちの学習支援

インターンシップ・プログラムの支援

マツダ本社（広島 ）内にあるマツダ
ミュージアムは、1994 年の開館以来
世界中から約162万名の来館者をお
迎えしています。
マツダの歴史や技術
などの展示のほか、組立ラインの見
学エリアを設けており、多くの小中学
生の社会科見学や修学旅行などに活
用いただいています。

1998年以来、各大学から募集した学
生を対象とした
「インターンシップ・プ
ログラム」
を継続的に実施しています。
働く機会を通して、学生たちの役に
立つ知識を提供することを目的に、
多くの大学と連携し、教育省が規定
する学業プログラムに則した職業訓
練を提供。タイ国内の発展に寄与で
きる有能な卒業生の輩出に貢献して
います。

マツダミュージアムのご案内
http://www.mazda.com/ja/about/museum/

地域貢献
ビジネスを展開している国・地域において、各地域社会が抱える固有の課題に対応
するため「地域貢献」
の活動を推進しています。
■

慈善団体への寄付や車両の寄贈、慈善活動への参加

■

スポーツ・文化の振興など

[地域貢献]
日本／

オーストラリア／

福祉車両の寄贈

芸術・文化の支援

命 名 権を 取 得した 広 島 市 民 球 場
（MAZDA Zoom-Zoom スタジア
ム広島 ）
を活用した地域の活性化に
貢献しています。来場者数 100 万名
の節目ごとに、マツダ製の福祉車両
1台を社会福祉団体に贈呈しており、
2017 年 9月に累計来場者数 1,600
万人に達し16 台目となる福祉車両
を贈呈しました。

芸術が地域の人々にとって身近なも
のになるよう、
「 オーストラリア美術
展ＡＥＡ」
のプリンシパル・パートナー
として17 年、また「オペラ・オースト
ラリア」のヒーロー・パートナーとし
て13 年にわたる支援を行っており、
シドニーとメルボルンで開催される
無 料 野 外オペラ公 演の スポンサー
を行っています。

EMPLOYEE'S VOICE
地域との交流を促進するため、本社工場、防府工場、
メキシコ工場※１では、敷地を開放してマツダ駅

1981年から地域の方
伝大会を開催しています。1966年に社内行事として本社で始まった活動は、
の参加を募る活動となり、
その後、
防府工場、
メキシコ工場へと広がりました。
この取り組みは、
第4回
マツダ社会貢献活動優秀賞の大賞に選ばれました。
（P105参照 ）
※1 正式名称は、
マツダデメヒコビークルオペレーション

参加者の方々との絆を育めるよう取り組んでいきます
私たちは各拠点でマツダ駅伝大会を担当しています。参加者の方々に喜んでいただき、マツダに親
しみを感じていただけるよう、
拠点ごとに様々な工夫をしています。今後も、
大会を通じて参加者の方々
との絆を育めるよう取り組んでいきます。
（左 ）
本社工場駅伝担当：コーポレート業務本部総務部

泉 富久実

「参加者の方々からの信用・信頼にこたえるため、
タイムリーに正確な情報が提供できるよう心がけました。」
（中 ）
防府工場駅伝担当：総務部（防府 ） 竹谷 隆志
「参加者の方々がより快適に過ごせるようコースの安全対策や主要施設の配置を工夫しました。」
（右 ）
メキシコ工場駅伝担当：広報・渉外課 サンドラ・ガルシア・パルド
「参加者同士の交流だけでなく、
日本とメキシコの文化交流も意識して企画しました。」
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