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社会貢献

取り組み基本方針

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
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、
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
　■ 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。
　■ 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

展に貢献する。
　■ 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

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。
　■ 活動内容を積極的に開示し、社会との対話に努める。
3つの柱

の」献貢域地「」成育材人「」全安・境環「 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。

推進体制

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経営戦略委員会で決定した社会貢献に関する方針や CSR目標などに基づき、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。
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
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

2018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）にて目標を設定し

取り組みました。
　■ 国内・海外で、550件※2以上の活動を実施しました（社会貢献活動費：2018年度

実績約21億円）。
　■ 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。

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

の」さしらダツマ「」響影のへ社会「」響影のへ会社「は標指。たしまし築構をス 3つの視
貢会社「」数加参の員業従「」数の者益受「、はに的体具（すまいてし価評、し定設で点

献3つの柱との整合」などの8項目で構成。

b

a

  

CSR

CSR

CSR

b

a  3

環境  安全

※1 日本、米国、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカでは、
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。

予算化し対応しています※1。
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※1 https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/csr/
　　 social/library/download/2018_s_all.pdf

マツダ社会貢献活動優秀賞

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
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。
　■ 第5回マツダ社会貢献活動優秀賞
　　 2018年度の表彰対象は、マツダ社会貢献活動レポート2018 ※1

活動（活動時期：2017年4月～2018年3月）の中から選ばれました。

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。

財団を通じた社会貢献

マツダおよびグループ会社は5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。

掲載の社会貢献

支援事例：東日本大震災／平成30年7月豪雨（西日本豪雨）／北海道胆振東部地震／
台風21号／九州北部豪雨（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。

2018

http://mzaidan.mazda.co.jp
1984 5,180

USA
https://www.mazdafoundation.org/

1990 46.4

 
http://mazdafoundation.org.au/

1990 72.3

 
https://mazdafoundation.org.nz/

2005 36.9 NZ

 
https://www.mazda.co.za/mazda-
foundation/

2017 848.3

c 5c

https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/csr/social/library/download/2018_s_all.pdf
http://mzaidan.mazda.co.jp
https://www.mazdafoundation.org/
http://mazdafoundation.org.au/
https://mazdafoundation.org.nz/
https://www.mazda.co.za/mazda-foundation/
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3つの柱に基づいた取り組み

の」献貢域地「」成育材人「」全安・境環「 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

。すまいてしに切大を点視の」全安「」境環「もていおに動活献
　■ 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

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

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

海外拠点の正式名称

MCI

MMVO

MMD

MME

MA

MMNZ

MPMT

MCO

MST

AAT

CMA

MAG

MAE

MMH

マツダカナダ,Inc.
マツダデメヒコビークルオペレーション
マツダモータース（ドイツランド）GmbH
マツダモーターヨーロッパGmbH
マツダオーストラリアPty. Ltd.
マツダモータースオブニュージーランドLtd.
マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）Co.,Ltd.
マツダ（中国）企業管理有限公司
マツダセールス（タイランド）Co.,Ltd.
オートアライアンス（タイランド）Co.,Ltd.
長安マツダ汽車有限公司（南京）
マツダオーストリアGmbH
マツダオートモービルズエスパーニャ,S.A.
マツダモーターハンガリー
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環境

数字で見る実績
継続年数：2 年 

洪水緩和と肥沃な森林の実現を目指して

「Mazda do good」プログラム
みんなの力を結集した砂防ダム建設

【タイ】 マツダセールス（タイランド）（MST）

　MSTは、マネジメントと従業員が一体となり、
2017年から「Mazda do good」プログラムを行っ
ています。
　2018年度は、幹部社員を含む200名以上の従
業員がキャラバンを組み、サラブリ県にあるサーム
ラン滝国立公園に砂防ダムを建設するボランティ
ア活動を行いました。これは、森林を守ることが
環境問題の解決につながり、ひいては持続可能な
社会の実現に貢献することから、取り組んだもの
です。
　参加者は、国立公園の職員から砂防ダム建設に
関わる講義を受けた後、2つの班に分かれて作業
を行いました。砂防ダムは、雨季に水を貯蔵し洪
水を緩和させ、川岸の浸食を減らすとともに、乾
季には貯蔵した水で森林を肥沃にさせる働きがあ
ります。

　今回は、木で土台を組み、水のバリアとなる石
を積み上げ、2つのダムを造りました。
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環境

「ツリーメンダス」プロジェクト
校庭の一角で固有種や環境を学ぶ機会を

【ニュージーランド】 マツダモータースオブニュージーランド（MMNZ）、マツダ財団ニュージーランド

　MMNZは、2004年からニュージーランドの
代表的な保護団体、プロジェクト・クリムゾン・ト
ラストにマツダ車を提供し、活動の支援を行って
います。
　2008年からは、マツダ財団ニュージーランドが
同トラストと共同で「ツリーメンダス」プロジェク
トに参加し、子どもたちに環境やニュージーランド
固有の動植物の大切さを教育しています。

　2018年度は、4校で教師、学生、保護者、およ
び地域住民500名以上が参加しプロジェクトを実
施。それぞれの学校のアイデアを取り入れた校庭
の整備や固有種による庭園づくり、さまざまな地
域自生植物の栽培を行いました。

数字で見る実績
継続年数：11 年
累計活動学校数：44 校 

地域自生植物を植え、地域固有の鳥や虫を引き寄せる
　学校からは、「私たちの学校は、この広大なオー
プンスペースがありますが、敷地が沼地で湿って
いたため、校庭として利用できにくい状況にありま
した。整備いただいたおかげで、ここにある大きな
スペースを活用して、子どもたちの学習の機会を倍
にすることができました。竹の筒で昆虫のホテル
を作り、日中にその中で休む昆虫を子どもたちは
昼休みに観察するなどしています。

　子どもたちが教室から外に出て、自然や環境に
ついて多くを学ぶことができるのはとても良いこ
とです」と喜びの声をいただきました。
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環境

数字で見る実績
継続年数：15 年 

工業地帯の企業緑地をトンボたちが回遊

地域と連携した緑化事業の推進
町にトンボが帰ってきた！

【日本】 マツダ（株）

　横浜市にあるマツダの研究開発拠点、マツダ
R&Dセンター横浜では、横浜市提唱の「京浜の
森づくり」事業に賛同し、企業・大学・行政・市民
の産学官民で構成するトンボはドコまで飛 ぶか
フォーラムのトンボ飛来調査を2004年から支援
し、自然の再生・緑の拡充に取り組んでいます。
　2009年にはマツダR&Dセンター横浜の中庭
にある人工池を、水辺の生き物の生息環境に適し
たビオトープにするため、近隣に自生する水生植
物を移植しました。今では水中に希少生物が生息
し、ヤブヤンマなど珍しいトンボも飛来するように
なり、「京浜工業地帯でも企業の緑地が整備され
ると、こういう珍しいトンボが帰ってくるようにな
る」と専門家から高い評価を得ています。
　飛来状況の調査は、毎年、生息するトンボの種
類が安定する夏に臨海工業地帯約10ヶ所で実
施。

　2018年度は、7月30日から3日間にわたり調査
に協力し、調査員の目視や捕獲により、トンボの
種類、飛来状況、調査地点間の移動状況などが確
認されました。（トンボは調査後にリリースし、自
然に帰しています。）
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環境

9

数字で見る実績
継続年数：13 年

（2004 年と2005 年は、広島県のブースに出展）  

大人になった世の中を想像してクイズに挑戦！

子どもたちへの環境啓発
未来のために今、できること

【日本】 マツダ（株）

　マツダは、アジアを代表する環境・エネルギー
の総合展示会「エコプロ」にブースを出展し、小中
学生への環境啓発を行う他、マツダの環境取り組
みについて紹介しています。
　2018年度は、「マツダの挑戦！～未来の地球の
ために、CO2を減らす工夫～*」をテーマにクイズ
ショーを実施。来場者の10％以上を占める社会見
学の小中学生に対し、参加者が大人になったころ
のクルマ社会がどのようになっているか、また、
CO2を減らし地球温暖化防止に貢献するマツダ
の挑戦について、クイズを交えて紹介しました。最
後に、今日から自分たちにもできる環境への取り
組みについて一緒に考えました。

　参加した小中学生からは、「自動車会社が未来
のためにCO2を減らす工夫を行っていることや、
私が30歳になった時に、多く売られているのはエ
ンジンをのせている車だということを知ったので
家族に話したい」「二酸化炭素を出さないように、
使わない部屋の電気は消したい」などの感想をい
ただきました。

* コンテンツは、広島県府中町立府中南小学校のご協力を得て作成。
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環境

地域の森林保全活動に協力
未来の森に思いをはせて

【日本】 マツダ（株）

除伐や植樹前の伐木で森を元気に
　マツダは、広島県と山口県で地域の森林保全活
動に協力しています。
　本社（広島）では、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（広
島市東区）内の「マツダの森」を中心に保全活動を
行っています。森林保全ボランティア団体の指導・
協力のもと、除伐、下草刈り、植樹などの活動に加
えて、環境保全の意識を高めるレクチャーや森の
恵みを生かしたお子さま向け工作教室や自然観察
などを行っています。
　防府工場では、山口県が実施する利水企業によ
る「企業との協働による水源の森づくり」に2005年
から、佐波川流域森づくりの会主催の「佐波川流域
大平山ふれあいの森づくり」に2013年からボラン
ティア活動として森林保全活動に参加しています。
　2018年度は、広島県*と山口県で延べ94名が
参加しました。参加者からは「森が除伐によって明
るくなり、森づくりに貢献できたと感じた」「良い
汗をかいて、良い空気を吸ってリフレッシュできた」
「初参加でも丁寧な指導をいただき安全で楽しく
作業できた」などの感想をいただきました。

* 平成30年7月豪雨により「マツダの森」も大きな被害を受け、
活動を中断していましたが、広島県緑化センター内での森林保
全活動は必要とされていることから、今回は活動場所を移して
実施しました。

「企業との協働による水源の森づくり」
継続年数：14 年
累計参加人数：77 名

「マツダの森」
継続年数：8 年
累計参加人数：750 名

「佐波川流域大平山ふれあいの森づくり」
継続年数：6 年
累計参加人数：74 名
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環境

美化活動
住みよい街をみんなの手で

【日本】 マツダ（株）、グループ会社、販売会社
【カナダ】 マツダカナダ（MCI）

　本社（広島）では、休憩時間などを利用して定
期的に工場・事業所周辺の清掃に取り組むほか、
行政が主催するクリーンキャンペーンへの参加や
独自の清掃活動（命名権を取得した広島市民球場
MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島周辺）
を実施しています。2018年度は、平成30年7月豪
雨（西日本豪雨）で被災した地域の仮設住宅周辺
の清掃を行いました。

数字で見る実績
2018 年度活動実施数：14 回
2018 年度延べ参加人数：4,835 名

マツダの各拠点でも清掃
　防府工場、三次事業所、グループ会社、全国の
販売会社では、定期的な会社周辺清掃や、地元企
業・団体と合同で、地元の観光資源であるイベン
トやお祭りの開催に合わせて、一斉清掃に取り組
んでいます。
　また、MCIでは、地 球 環境について考える日
「アースデイ」に、全従業員が近隣の公共スペース
において清掃ボランティアを行いました。
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環境

オークランド動物園の支援
野生生物保護を推進

【ニュージーランド】 マツダモータースオブニュージーランド（MMNZ）

リアルな動物のラッピング車が活動をサポート
　MMNZは、非営利の野生動物保護団体とし
て、ニュージーランドと世界の両方で野生動物の
保護と未来を築くことに重点を置いているオーク
ランド動 物 園*とのパートナー 契 約に 基づき、
2012年よりマツダ車を提供して同動物園を支援
しています。
　現在提供しているのは、Mazda6、CX-5、
BT-50の3台。
　野生動物（在来種・外来種）の保護活動や輸
送、135種、1,400匹を超える動物たちを飼育して
いるニュージーランド最大級の動物園での日々の
保全業務に活躍し、スタッフをサポートしていま
す。

　また、地域の学校の生徒がオークランド動物園
を訪れ、動物や環境について学ぶための活動費を
提供しています。

数字で見る実績
継続年数：7 年
提供車両数：3 台

* 年間700,000名以上の来場者があるオークランド動物園は、世界で最も先進的な動物園として高い評価を得ています。
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シートベルト着用の啓発
あなたとあなたの大切な人の命を守りたい！

【日本】 マツダ（株）、（株）神戸マツダ、（株）岡山マツダ

　マツダは、2017年からJAF広島と協力してシー
トベルト着用率向上を目的に交通安全啓発活動
を実施しています。2018年度は、シートベルトコ
ンビンサー（模擬衝突体験機）による時速5キロ
の衝突疑似体験や、シートベルトやチャイルドシ
ート着用の重要性を示すビデオを用いた集合教育
を実施しました。

　参加者からは「後部座席は安全だと勘違いして
いた。間違いに気づくことができて良かった。今日
から必ずシートベルトを着用します」「子どもを膝
に抱っこした状態は非常に危険だと知り、ぞっとし
た」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：2 年 

後部座席でもシートベルトを着用していれば！！

クルマの衝突実験から学ぶ
　2018年8月、夏休みの子ども達が広く社会を知
る体験 活動の機 会とすることなどを目的とした
「こども霞が関見学デー」で、ミニカーを用いてク
ルマの衝突現象を再現する模擬実験を行いまし
た。参加者からは「車体前方を潰すことで乗員を
守っていることを初めて知った」などの感想をいた
だきました。

数字で見る実績
継続年数：2 年 
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安全講習会
　神戸マツダは、住民の皆さまと交番や駐在所で
構成しているボランティア組織「地域ふれあいの
会」の皆さまに来社いただき、兵庫県警察主催の
高齢 者の交 通安 全講 習会の実 施に協力しまし
た。
　岡山マツダでは、春の交通安全週間に、交差点
での高齢者や子どもの横断サポートや、自転車通
学の誘導を学校の先生と行いました。また、来店
されたお客さまに、早目のライト点灯や横断歩行
者の保護など、クルマを運転する際の交通安全ポ
イントをお伝えしました。お客さまからは「ハンド
ルを握る際は、安全運転に努めたい」などの感想
をいただきました。 数字で見る実績

継続年数：神戸マツダ 8 年
　　　　　岡山マツダ 1 年 
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交通安全啓発
事故のない社会の実現を願って

　マツダの販売店では、地元の警察署と連携し、
カーブミラーの清掃や交通安全の呼びかけを行う
など、交通安全啓発に取り組んでいます。
　岡山マツダでは、毎年、春の交通安全県民運動
期間に合わせ、岡山県交通安全対策推進協議会
と連携し、全店舗で各近隣の道路標識・カーブミ
ラーの清掃や道路・歩道などの清掃を行っていま
す。2018年度は、総勢180名が参加しました。
　マツダオートザム伊東では、2003年以来、約
1,000基のカーブミラーの清掃・点検を実施し、
結果を警察署に届け出ています。2018年度は細
い路地、カーブの多い地区を中心に洗浄クリーナ
ーを使用して清掃しました。

　東北マツダでは、山形県自動車販売店交通安
全対策推進協議会と連携しカーブミラーの清掃を
行っています。参加した社員からは「きれいにする
ことで安全への意識が高まった」「安全運転する
ように心がけようと思った」などの感想があり、社
員の安全意識向上にも繋がっています。

【日本】（株）岡山マツダ、マツダオートザム伊東、（株）東北マツダ、北海道マツダ販売（株）
（株）函館マツダ 他販売会社

警察と連携し、交通安全促進

数字で見る実績
継続年数：岡山マツダ 11 年
　　　　　マツダオートザム伊東 16 年 
　　　　　東北マツダ 5 年 

　北海道マツダ販売は、自動車販売連合会札幌
支部や北海道警察本部と連携し、4月～9月の毎
月第1木曜日、就業前に店舗前で交通安全と交通
マナー向上を呼び掛ける立哨活動を実施していま
す。2018年度は、延べ500名が参加しました。
　また、函館マツダは、秋の全国交通安全運動の
一環として、特殊車両46台による交通安全パレー
ドを実施しました。

立哨活動や交通安全パレード実施

数字で見る実績
継続年数：北海道マツダ販売 23 年
　　　　　函館マツダ 9 年 



人材育成

Mazda Social Contribution Report 201916

お子さま向けプログラミング教室
ロボットを自在にうごかせるかな？

【日本】 マツダ（株）

　マツダは、小学3～6年生の子どもたちを対象と
した教室型プログラムを2008年から実施してい
ます。
　2018年度は、7月から8月にかけて「チャレン
ジ！プログラミングーロボットを自在にうごかせる
かな？」を、広島県（みどり坂学区集会所、府中公
民館、ヌマジ交通ミュージアム）と神奈川県（パシ
フィコ横浜*）で行い、総勢約310名の児童と保護
者の皆さまにパソコンを使ってロボットを動かす
プログラミングの仕組みについて楽しく学んでい
ただきました。

　パソコンと連動した手のひらサイズのミニカー
を使用し、「15秒前に進む」「11秒右に進む」「15
秒後ろにもどる」などパソコンで指示情報を入力
し、指示通りにミニカーが動くか体験していただ
きました。

数字で見る実績
教室プログラム継続年数：11 年 

* 自動車技術会主催のキッズエンジニア2018に出展

仲間と意見を出し合って、ゴールを目指そう！
　参加した小学生からは、「プログラミングは今ま
で体験したことがなかったので楽しかった」「ロボ
ットを動かすことが難しいとは思わなかった」「考
える楽しさを味わえた」などの感想をいただきま
した。
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少年サッカー大会の支援
育みたい、夢を実現する力を

【日本】 マツダ（株）
【メキシコ】 マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）

　防府工場では、青少年の健全な育成と地域ス
ポーツ振興に協力するため、防府市サッカー協会
主催の同大会に、第1回が開催された1982年から
支援を続けています。この大会は、防府工場の竣
工記念として開始し、毎年、夏休み中の2日間にわ
たって行われます。山口県や近隣県の強豪チーム
が集まり、伝統ある大会として定着しています。

　2018年度は、8月に防府市陸上競技場他にて
開催されました。参加チーム・選手は、過去最多
の山口県内32チームと県外 4チームの合計36
チーム。約650名の選手が集結し、白熱した試合
が繰り広げられました。

夏休みを過ごす子どもたちの心身の健康をサポート
　MMVOでは、近隣に住む子どもたちのために
施設を開放し、サッカートーナメント「マツダカッ
プジュニア」を2016年より開催しています。
　2018年度は、子どもたちの熱気あふれるプ
レーで大会は大いに盛り上がりました。MMVO
は、29日間にわたるトーナメント中の施設開放に
加え、参加した6～13歳の600名の子どもたちへ
サッカーユニフォームや移動手段、学校用品の提
供を行いました。
　参加した子どもたちから「夏休みを元気に過ご
すことができた」「有意義な休みになった」などの
感想をいただきました。

防府では37回目の熱戦が繰り広げられる

数字で見る実績
継続年数：37 年 

数字で見る実績
継続年数：3 年 
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インターンシップの実施
イノベーションを起こす人材の育成を支援したい！

【日本】 マツダ（株）、マツダエース（株）他グループ会社、（株）神戸マツダ 他販売会社
【タイ】 オートアライアンス（タイランド）（AAT）

数字で見る実績
継続年数：4 年
累計参加者数：約 650 名 （2015 年度以降）  

　マツダでは、産学官連携による人材育成の取り
組みとして、高専生や大学生対象のインターンシッ
プを実施しており、2015年度からは学校との組
織的な連携を強化し、低学年から博士課程の学生
までをカバーする階層的なプログラムを提供して
います。2018年度は、157名を受け入れました。
この取り組みでは、企業の志や哲学を通じて学生
自身の志や夢を育み、共創ワークや実務研修を通
じて実践力を高める等、イノベーティブ人材の基盤
となる「高い志と実践力」に焦点を当てた自己研
鑚の場を提供しています。

多様な人材や企業内教育機関としての知識・技術を活用し、
地域の人材育成に協力

数字で見る実績
継続年数：19 年
累計参加者数：350 名

　販売会社では、大学生対象のインターンシップ
の受け入れを行っています。神戸マツダでは、1～2
週間の店舗実習を中心とした就労体験を通じて、
働くことの意義を学び、幅広い職業選択の視点を
持っていただくことを目的にインターンシップを継
続的に実施しています。2018年度は、13大学19
名を受け入れました。目標を持って取り組めるよう
に、事前研修で個人目標を設定し、事後研修で成
果発表いただくことで自己の成長を実感してもら
うと同時に、他者が何を経験し、何を学んだかを
共有することで、新しい気づきを得る機会にしてい
ます。
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数字で見る実績
継続年数：21 年
累計参加者数：331 名

　AATは、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。AATは、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
した職業訓練機会を提供しており、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
ることが評価されています。2018年度は、18名の
大学生がインターンシップを通して実務を体験す
る機会を提供しました。

次世代を担う人材の勤労観、職業観を育成

数字で見る実績
継続年数：11 年
累計参加者数：110 名

　販売会社では、地域の子どもや学生たちに職場
体験を通じて社会に出て働くことの大切さを知っ
てもらうために、毎年、小・中・高校生の職場体験
の受け入れを行っています。
　2018年度、神戸マツダでは、中学生、高校生、
計10名の受け入れを行い、車の点検整備見学、展
示車の洗車や接客業務、湯茶接待などの体験の
場を提供しました。

数字で見る実績
継続年数：14 年
累計参加者数：44 名

　グループ会社では、インターンシップや職場体
験の受け入れを行っています。
　マツダエースでは、2005年より広島県内の中
学生・高校生を対象に職場体験を受け入れていま
す。2018年度は、5月に中学生3名を対象に本社
売店などで職場体験を実施。働く上での心構えや
挨拶、話を聞くことの重要性などについてアドバイ
スし、事務、ドリンク類の運搬・陳列などの体験の
場を提供しました。
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高さ15階建てビル相当の大型自動車運搬船の内部に潜入

自動車専用船見学会
荒波にも負けないプロの技！

【日本】 マツダ（株）

　マツダは、1996年より毎年小中学生とその保
護者をお招きして、自動車専用船見学会を開催し
ています。
　2018年度は、12月に広島県の本社工場に抽選
で選ばれた66名をお招きして、全長約200m、積
載能力6,430台の大型自動車運搬船「ヘスティ
ア・リーダー号」を見学。また、10月には山口県の
防府工場に46名をお招きして「オニキスアロー
号」を見学。

　見上げるほど大きいこれらの船に、輸出される
マツダ車が次々と積み込まれ、誘導員の笛の合図
に従ってわずか10cmの車間で瞬く間に駐車され
ていく様子はまさに圧巻。参加者はプロの技に一
様に驚かれていました。
　船積みの様子を見学した後は、クルマ固定作業
体験に加え、操縦室での船長さんからのレーダー
デモンストレーションやレクチャーを受けながら
の舵取り体験をしていただきました。参加者から
は、「クルマ固定の技術が素晴らしく、早く、正確
にできることに驚いた」「車両の組立、船積み見学
を通して、仕事の大変さや物流の重要性など子ど
もにとって勉強になった」などの感想をいただきま
した。

数字で見る実績
継続年数：広島 23 年、防府 6 年
累計参加者数：広島1,190名、防府262 名
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広島発の新たな価値を提供する人材育成

共創ゼミ
世界に誇れるモノづくりの拠点を目指して

【日本】 マツダ（株）

　マツダのデザイン部門と広島市立大学芸術学
部との協働により、2017年5月に共創ゼミを開講
しました。これは、ひろしま自動車産学官連携推
進会議の「2030年産学官連携ビジョン」に沿っ
て、「広島を自動車に関する独創的技術と文化を
追い求める人々が集まり、世界を驚かせる技術と
文化が持続的に生み出される聖地にする」ことを
目指し、取り組みを開始したものです。
　2018年度は、クレイモデラーによるデモンスト
レーションを交えながら、マツダのデザインコンセ
プト「魂動デザイン」を理解し、工業用粘土を使っ
て美しい形を研究。「エレガントなフォルム」をテ
ーマに「人の役に立つ」という視点も取り入れた、
より具体的で難易度の高い作品づくりにチャレン
ジしていただきました。学生ならではの新鮮な切
り口と美しい形を追求する姿勢がみられる興味深
い作品が多数制作されました。

数字で見る実績
継続年数：2 年 
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【日本】 マツダ（株）、マツダロジスティクス（株）、マツダオートザム瀬名 他販売会社
【メキシコ】 マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）

地域の人材育成支援とステークホルダー*との交流
　本社（広島）内にあるマツダミュージアムは、
1994年の開館以来多くの来館者をお迎えし、マ
ツダの歴史や技術などの紹介に加え、実際に組立
ラインを見学できるエリアを設けています。
　日本語案内に加え英語案内を行っており、世界
中からお客さまをお迎えしています。2018年度
は、小中学生を中心に、約74,800名を受け入れま
した。

　来場された皆さまからは、「自動車の生産ライ
ンを初めて見ることができてとても楽しかった。自
動車にはたくさんの人の思いが込められていると
感じた」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：25 年
累計見学者人数：約 169 万名 

社会見学の受け入れ
これがクルマづくり！これが私たちの仕事！

* お客さま、株主・投資家、ビジネスパートナー、従業員、グローバル社会・地域社会、次世代の人々など。

社会科学習、職場体験などさまざまなニーズに対応
　防府工場（山口県）では、西浦地区の第1工場
が稼働した1982年以来、工場見学来場者をお迎
えしています。工場見学ツアーは、主に近隣の小
学校の社会科見学や各種団体に活用いただいて
います。2018年度は、小学生を中心に約9,300
名を受け入れました。

　MRY（神奈川県）では、1987年開設以来、地域
の大学の課外授業の一環として見学を受け入れて
います。2018年度は、関東地区の大学生を中心に
27名を受け入れました。

数字で見る実績
継続年数：32 年

数字で見る実績
継続年数：36 年
累計見学者人数：約 56 万 8,300 名
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数字で見る実績
継続年数：15 年
累計見学者人数：約 700 名

　マツダロジスティクス（株）では、中国海事広報
協会と共催で、港湾を通じた物流見学会を毎年開
催しています。2018年度は、社会科見学で来場し
た小学生に、巨大なクレーンと、コンテナの種類
や役割について説明し、実際にコンテナの中へ入
って見学していただきました。参加者からは「日本
の輸入、輸出には船が大きな役割を果たしている
ことがわかった」「コンテナの大きさは世界共通
と初めて知った」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：マツダオートザム瀬名 16 年

　全国の販売会社にも、多くの小中学生が見学に
訪れています。マツダオートザム瀬名では、2018
年度は、地域にどのような会社があるかを学ぶ社
会科見学の一環で訪れた小学生を受け入れまし
た。クルマのメンテナンスのためにリフトアップし
た様子をサービス工場で見学した他、社長への質
問タイムで会社の仕事についてより深く知ってい
ただきました。

数字で見る実績
継続年数：1 年
累計見学者人数：約 100 名

　MMVOには、2018年度、地域の子どもたち約
100名が来社。最終組み立て工場の見学に加え、
従業員が工場内で行っている作業の一部を体験
しました。また、子どもたちはマツダのペーパーク
ラフト車を組み立てたり日本の折り紙で折り鶴を
折ったりすることを通じて、モノづくりの楽しさを
体感しました。その他、環境学習として、廃棄物を
分別する方法の説明も受けました。
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次世代を担う子どもたちを支援
大切にしたい！心が通う交流を

【中国】 マツダ（中国）企業管理有限公司（MCO）、長安マツダ汽車有限公司（南京）（CMA）

文通や交流を通して精神面・経済面で支える
　MCOは、中国で設立された民間公益助学団体
「麦田教育基金 会」を通じて「マツダ麦苗クラ
ス」の子どもたちを支援しています。このクラスは、
「小さな苗が健やかに育ち金色の麦の“田んぼ”
に成長できる」ことを願い、2012年にスタートさ
せました。
　これまでに図書室設立支援や教師の研修支援
を行ってきたことに加え、従業員と子どもたちとの
文通や生活用品の贈呈を行うなど、子どもたちを
精神面・経済面で支援しています。
　2018年7月には、従業員の代表者が学校を訪
問し卒業式に参加した他、次期に支援する生徒の
家を訪問し交流しました。

　交流後には、生徒や先生から「将来社会人になっ
たら人を支えるボランティアをします」「希望の大学
に入れるよう頑張ります」「生徒は楽しく勉学に励
み成長しています」などの感想をいただきました。
　また、12月には、本や文具、お菓子とともに、従
業員からの手紙を送りました。子どもたちからは、
プレゼントを受け取った際の感謝の手紙や写真が
届くなど、交流を深めています。

数字で見る実績
継続年数：7 年 （1期 3 年計画）

累計生徒数：140 名 

　CMAは、山間部の子どもたちの学習環境を改
善するために地方自治体のご要望を聴取し、中国
の自動車販売会社とマツダ車にお乗りのお客さま
とともに、学校を支援しています。
　2018年度は、校舎の修繕やサッカー場の整備
資金の寄付に加えて、お客さまによる新しい本の
寄贈が行われました。寄贈式には、お客さま代表
の方も参加され、現地の小学生や先生と楽しく交
流しました。

数字で見る実績
継続年数：4 年

お客さまとともに学校を支援
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新卒者採用プロジェクト
高校生・専門学校生の将来を切り開く

【タイ】 マツダパワートレインマニュファクチュアリング（タイランド）（MPMT）

卒業後の就職活動を応援する
　MPMTは、次世代の人材を支援するために、さ
まざまな生活環境の子どもたちが安心で明るい将
来性のある職につけるよう就職支援を行っていま
す。
　2015年から始まったこの取り組みでは、広報
活動や勧誘によってプロジェクトに申し込んだ高
校や職業訓練校を卒業する学生を、面接を通して
MPMTが正社員として雇用しています。2018年
度は、8名を採用しました。

数字で見る実績
継続年数：4 年 

累計雇用人数：69 名
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「お客様の声をお聞かせください」アンケートを通した支援
皆さまのご協力による寄付活動

【日本】 マツダ（株）、販売会社

　マツダ国内販売店*1では、お車を購入されたお
客さま*2、または整備・点検などを受けられたお客
さま*2 に、販売店の対応・サービスに対するご意
見・ご要望をお聞きする「お客様の声をお聞かせ
ください」アンケート*3をウェブ実施しています。

　このウェブアンケートにお答えいただくと、対象
期間中のご回答1件につき50円をマツダが日本
NPOセンターの「東日本大震災現地NPO応援基
金」および高齢者・障がいのある方等の移動を支
援する「マツダ・移動支援団体応援プログラム」に
寄付しています。

新たなコミュニティ形成の支援

　東日本大震災現地NPO応援基金では、震災による被災のため、故郷を離れて孤立しがちな人どうし
の新たなコミュニティ形成に取り組み、一人ひとりに寄り添った生活再建サポートをしています。

被災地から被災地へ～架け橋車両～

　マツダ・移動支援団体応援プログラムでは、助成団体を通じて、各地の火災で被災された方々や過疎
地域の方々、高齢者、障がい者等の移動を支える活動を行っています。その他にも、助成団体を通じて車
両整備、人材育成、移動支援を考える啓発イベントの開催などを行っています。
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*1　一部の販売店では、このウェブアンケートを実施していない場合がございます。詳しくはご利用いただいた販売店へお問い
合わせください。
*2　期間中にご来店され、新車・中古車を購入された、または、整備・点検サービスを受けられたお客さまの中で、販売店よりア
ンケートをお願いさせていただいたお客さま。
*3　対象のお客さまには専用ウェブサイトおよびパスワードを各販売店にてご案内いたします。パソコンまたは携帯電話、スマー
トフォンより専用ウェブサイトにアクセスいただき、アンケート設問に最後までご回答いただいた件数を有効件数として扱わせて
いただきます。

数字で見る実績
継続年数：7 年 

活動報告

寄付実施時期 寄付先

2018年5月
（2017年度分）

2017年6月
（2016年度分）

9,346,550円

5,000,000円

7,037,850円

4,000,000円

2016年5月
（2015年度分）

286,931

220,757

185,454

14,346,550

11,037,850

9,272,700

2015年5月
（2014年度分）

150,787 7,539,350

金額（円） 備考

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金*4）

アンケート
回答件数

2014年4月
（2013年度分）

合計

131,593 6,579,650

2013年4月
（2012年度分）

82,349 4,117,450

2012年4月
（2011年度分*8）

40,340 2,017,000

54,910,5501,098,211

日本NPOセンター
（高齢者・障害のある方等の移動を支援する
NPO団体への寄付*5）

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金*4）

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金*4）

日本NPOセンター
（高齢者・障害のある方等の移動を支援する
NPO団体への寄付*6）

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金*4）

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金*4）

あしなが育英会遺児ケア
「レインボーハウス」建設*7

あしなが育英会遺児ケア
「レインボーハウス」建設

*4　https://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund
*5　https://www.jnpoc.ne.jp/?p=16713
*6　https://www.jnpoc.ne.jp/?p=13353
*7　あしなが育英会では、東北レインボーハウス建設募金への寄付金額が目標額に達したため、2014年3月をもって、寄付の受
付は終了された（1年半継続、総額6,134,450円寄付）。
*8　2011年8月～2012年3月

ご不明な点やご質問がございましたら、以下よりお問い合わせ願います。
お問い合わせ先： https://www.mazda.co.jp/inquiry/

https://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=16713
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=13353
https://www.mazda.co.jp/inquiry/
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サンタプロジェクトの支援
ドライバーはサンタクロース！？トナカイ！？

【日本】 マツダ（株）

　マツダは、マツダ車オーナー有志の皆さまと共
に、児童養護施設などに入所している子どもたち
のために、地域貢献活動を行っています。
　2003年にマツダの発案で始まり、現在は神奈
川県を中心とした18の企業・団体と協働で運営し
ている「サンタプロジェクト」に毎年参加。2016
年からは東京都でも6つの企業・団体と協働で運
営している「サンタプロジェクト」が開催され、参
加を継続しています。

数字で見る実績
継続年数：横浜 16 年、東京 3 年、広島 1 年

ドライブを通じて子どもたちに笑顔を
　2018年度は、「サンタが街にやってきた！2018」
が11月に東京駅周辺で、12月に横浜みなとみら
い21の周辺と、新たに広島で実施されました。マツ
ダの役員をはじめ従業員ボランティアは、3会場合
計36名でした。子どもたちは、サンタクロースやト
ナカイに扮したボランティアが運転する「マツダ 
ロードスター」などのクルマの助手席に乗ってドラ
イブ。街を歩く人たちと手を振りあうなど、心の触
れ合いもできました。
　東京と広島の活動では、警察署のご協力で、交
通安全教室も行いました。
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自動車試験場の施設提供
本日限定！クルマに代わって人が走る

【日本】 マツダ（株）

　マツダは、全長3.33kmの周回路を持つ美祢自
動車試験場の施設の特徴を生かし、行政などが主
催、後援する駅伝大会他のイベントに会場を提供
しています。
　「美祢市駅伝競走大会」（主催：美祢市駅伝競
走大会実行委員会他）には、第1回が開催された
2008年から毎年会場として提供しています。

　2018年度は、小学生から一般まで、7コース76
チーム・592名のランナーが参加し大いに盛り上
がりました（応援者を含めた来場者は、約1,500
名）。

数字で見る実績
継続年数：11 年 

3.33kmの周回路を活かしたイベントに協力
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学校での安全プロジェクト・HIV/AIDSケア施設の支援
みんなで一緒に考えたよ、安全や健康のこと

【タイ】 オートアライアンス（タイランド）（AAT）

　AATの職業安全健康委員会は、ボランティア活
動を行うAATの「ホープクラブ」と協力して、「学
校での安全プロジェクト」を推進しています。
　2018年度は、健康な生活を維持するための昼
食プログラムの提供や、資金・文具の寄付を行い
ました。学校教育プログラムとして、安全ミニ・
ウォーク・ラリーを提供。子どもたちは楽しみなが
ら、安全、健康、環境およびチーム形成について
学びました。

　また、HIV/AIDSに感染した子どもたちをケア
するための施設「ハウス・オブ・グレイス・チャイル
ド財団（思いやりの館子ども財団）」を拠点とする
HIV/AIDS患者支援コミュニティを支援しまし
た。

数字で見る実績
継続年数：12 年
2018 年度参加従業員数：80 名 

安全ミニ・ウォーク・ラリーで
安全、健康、環境、チーム形成について学ぶ
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ホリデーシーズンにおもちゃを寄付
笑顔と喜びに満たされることを願って

【メキシコ】 マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）

　MMVOは、従業員たちの間でおもちゃを集
め、経済的に恵まれない子どもたちへ寄付する
キャンペーンを実施しています。
　近隣のコミュニティの子どもたちとホリデー
シーズンの、東方三賢者の日（1月6日）に交流。
2018年度は、MMVOとサプライヤーパーク内企
業の従業員が提供した2,700個のおもちゃに、
MMVOからのおもちゃを加えて、合計約4,400
個のボールや人 形などのおもちゃを寄付しまし
た。

　おもちゃは、サラマンカ市役所と協力して、サラ
マンカ中心の広場で行われた公共イベントの場
で、子どもたちへ、MMVOの社長を含む40名あ
まりのボランティアにより手渡されました。
　また、イラプ アト市において、地 方自治 体と
MMVOの社長より、子どもたちにおもちゃが手
渡されました。

数字で見る実績
継続年数：4 年
累計おもちゃ寄付数：約 11,400 個 

約4,400個のおもちゃを子どもたちへ



地域貢献

Mazda Social Contribution Report 201932

北海道剣淵試験場での交流イベント
ありがとう！剣淵で30年

テーブルカーリングで笑顔が広がる

【日本】 マツダ（株）

　マツダは、北海道剣淵試験場で冬季の1月から
2月までマツダ車の耐寒試験を行っています。
　毎冬、試験員を温かく迎え入れてくださる剣淵
町民の皆さまに感謝し、1990年から毎年試験場
を開放して町民との交流イベントを実施していま
す。
　2018年度は、2月3日に第30回の交流イベント
を開催し、約360名の町民の皆さまと一緒にイベ
ントを楽しみました。
　今年人気があったプログラムはテーブルカーリ
ング。缶をストーンに見立て、的の中央めがけて投
缶します。小さなお子さまから大人まで歓声を上
げて楽しまれていました。
　町民の方からは、「毎年楽しみにしています」
「去年とは異なるゲームがあって楽しめました」な
ど、交流の継続を喜んでもらっています。

数字で見る実績
継続年数：29 年 
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マツダ駅伝大会の開催
工場の敷地で大歓声と笑顔のウエーブ

　本社（広島）では、社内駅伝大会として1966年
から開催していましたが、1981年に地域の皆さま
との交流を目的に「コミュニティの部」を設けまし
た。工場構内一周約19.3kmのコースを7区間に
分け、子どもから大人まで、参加いただいていま
す。
　2018年度は3月3日に開催。マツダ従業員の部
門対抗による社内の部157チームに加え、お取引
先さまの部108チーム、コミュニティの部64チー
ムの選手が遠くは九州、関東から参加されました
（計329チーム・約3,300名）。
　コミュニティの部は、ゼッケンNO.501「マツダ
3」が2連覇。1:06:37という好タイムでゴールさ
れました。
　今回、コミュニティの部には、昨年発生した豪
雨災害の復興支援活動を通じ絆を深め、現在も
交流を続けている豪雨災害被災地支援チーム（坂
町の関係者とマツダ従業員）が2チーム出走。「が
んばろう坂町」のたすきをつなぎ、沿道から多くの
声援・激励がありました。
　また、今回は「がんばろう広島」を合言葉とし
て、たる募金箱を設置しました。ご協力くださった
皆さまに心よりお礼申しあげます。

雨を吹き飛ばす力強い走りと応援。広い敷地で地域と交流

【日本】 マツダ（株）
【メキシコ】 マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）

数字で見る実績
「コミュニティの部」継続年数：38 年

　防府工場においても、従業員だけでなく、一般
の方からも広く参加者を募り、工場の敷 地内を
コースとする駅伝大会を1994年から開催していま
す（コースは8区間約13.3km）。この大会は、「愛
情防府運動」の一環として行われており、地域の
皆さまと親睦を深める機会となっています。
　2018年度は3月10日に開催。あいにくの雨天
で参加チーム数は例年に比べ半減しましたが、マ
ツダ従業員の部門対抗による社内の部13チーム
に加え、コミュニティの部40チームが山口県内外
から参加され、健脚を競いました（計53チーム・
約420名）。
　コミュニティの部の優勝チームは山口県光市

（旧、大和町）から初参加された「大和走ろう会」。
0:56:43という好タイムでゴールされました。
　参加者からは、「売店・飲食コーナーなどが充実
しており、楽しむことができた」「駅伝コースバスツ
アーもあり良かった」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：25 年
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　MMVOでは、工場のあるグアナファト州で
2015年から開催していましたが、2016年から地
域の皆さまにもご参加いただき、日本の文化を地
域へ紹介すると同時に、従業員やその家族、地域
の人々が充実した時間を一緒に過ごせるようにし
ています。駅伝コース16.0kmの一部に工場の敷
地を利用することで、参加者に工場やマツダを
知ってもらう機会としています。2018年度は、
600名の従業員を含む120チーム2,200名の選
手が参加し健脚を競いました。
　参加者からは、「このレースは、メキシコでは他
に類を見ないものであり、人々が共通の目標を目
指して団結することで、コミュニティ意識が生まれ
ます」などの感想をいただきました。 数字で見る実績

コミュニティの皆さま参加継続年数：3 年
累計参加者数：5,570 名 （2016 年度以降）  
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広島三大プロの支援
地域に根差したプロチームを応援

【日本】 マツダ（株）

　マツダは、地域のスポーツおよび文化振興に協力することを目的に、地元プロサッカーチーム、プロ野
球チーム、プロ交響楽団の支援を行っています。

サンフレッチェ広島
　2018年度は、サンフレッチェ広島のユニフォー
ムスポンサーに加え、9月にエディオンスタジアム
広島で行われたサンフレッチェ広島対FC東京の
試合を、マツダスポンサードゲーム「サンフレッ
チェ広島マツダデー」として労 使で協賛。先 着
7,000名に「オリジナルマフラー」を提供し、ハー
フタイムには、マツダ車による応援パレードを行
い、スタジアムを盛り上げました。また、試合に先
立ち、おまつり広場の場 外マツダ特設ブースで
は、先着300名のお子さまを対象にサンチェドラ
イバーオリジナルフォトカレンダー作りを楽しんで
いただきました。
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広島東洋カープ
　2018年度も、広島東洋カープのユニフォー
ムスポンサーを継続して務めています。
　また、広島東洋カープの命名権を取得した広
島市民球場（MAZDA Zoom-Zoom スタジア
ム広島）のナイター照明用として排出している
CO2約118トン（推定量）を、広島県の森林吸
収量クレジット（広島県営林J-クレジット）
で、オフセットしました。
　この取り組みは、マツダが「広島県の森を育
て、排出するCO2を吸収しよう」という広島県
のカーボンオフセットの取り組みに賛同して、
MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島での活
用を提案し、広島県、広島市、広島東洋カープ
と合意したことにより、2013年度から行って
います。

広島交響楽団
　2018年度は、マツダ本社ロビーで定期演奏会
を3回開催し、近隣地域の皆さまをはじめ総勢
904名の方々に楽しんでいただきました。

　参加した方からは、「演奏者との距離が近く、ク
ラシック音楽を気軽に楽しむことができました」
「地域の方々や子ども達と一緒にリラックスして
素敵な時間をすごせました」と喜びの感想をいた
だきました。
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マツダスペシャリストバンク
地域と共に育ち、豊かな未来へ繋ぐ

【日本】 マツダ（株）

数字で見る実績
継続年数：25 年
2018 年度派遣件数：55 件 116 名
累計派遣件数：3,114 件

（ホームページ
 http://www.mazda.com/ja/csr/social/spbank/）  

マツダの経験、想いを次世代へ

専門的な知識・技術・技能や長年の経験を活かして伝えたい
　マツダは、多様な人材を活用し、地域の人材育
成に協力することを目的として、教育機関などの要
請に基づいて1994年より従業員を派遣し、講義
や講演などを行っています。
　2018年度も引き続き、専門的な知識・技術・技
能（職業講話、環境授業）、特技（安全、英語、音
楽、手品、落語、スポーツなど）をもつ従業員や
OB/OGをイベントやお祭りなどへ派遣し喜んで
いただいています。

　なお、活動を通じて、地域のニーズにマッチしな
がらも、従業員の人材の成長にもつなげられると
いう、Win-Winの仕組みを構築していることが評
価され、2018年度に第12回キッズデザイン賞*を
受賞しました。

* キッズデザイン賞（主催：NPO法人キッズデザイン協議会、後援：経済産業省、消費者庁）

http://www.mazda.com/ja/csr/social/spbank/
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マツダ病院
広島市東部の基幹病院として地域の医療を支える

【日本】 マツダ（株）

　マツダ病院は、「温かい思いやりの心で、最新・
最良の医療を提供し、社会に貢献します」という
理念のもと、広島市東部の基幹病院として、医療
を通じて地域貢献に取り組んでいます。企業立病
院ですが、地域の皆さまの利用が外来の85％、入
院の97％を占めています。

　また、医療職を志す学生への体験実習や、地域
の皆さまを対象とした健康教室・講座の開催の
他、地域の開業医の皆さまとの研修交流、災害時
を想定した関係機関との合同訓練の実施、救急隊
との症例検討会などを通じて、地域医療の向上に
も積極的に取り組んでいます。

（ホームページ http://hospital.mazda.co.jp/）  

災害支援ナース派遣
* JMAT･･･Japan Medical Association Team
  日本医師会災害医療チーム

災害時の安定した医療提供と災害支援
　災害時における「自院での安定的な医療提供」
と「対外的な災害支援 」が迅 速に実施できるよ
う、関係機関との連携・合同訓練も行なっていま
す。
　2018年度は、平成30年7月豪雨（西日本豪雨）
で被災された地域へ関係機関と連携した人的支
援、具体的には避難所へのJMAT*と災害支援ナー
ス派遣、ボランティア救護所への看護師の派遣を
行いました。

医療体験セミナー（手術体験）

未来の医療職育成のため
　医療職を志す学生を対象に、体験実習などの場
を提供しています。

［2018 年度の受け入れ実績］

実習指導 8 職種・169 名受入
（医療系学生）

職場体験 8 名受入（中学生）

看護の出前教室 57 名参加（中学校）

ふれあい看護体験
（広島県看護協会と連携）

14 名受入（高校生）

医療体験セミナー
（広島県と連携）

5 名受入
（医師を目指す高校生）

数字で見る実績
マツダ病院開院年数：81 年
1 日の外来患者数：平均 642 名 

入院患者数：平均 214 名  

1 日の救急車受け入れ台数：平均 6.4 台 

http://hospital.mazda.co.jp/
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福祉施設や障がいのある方の支援
いろいろな支援のかたち

【日本】 マツダ（株）、倉敷化工（株）

　マツダは 、命 名 権 を取 得した 広 島 市 民 球 場
（MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島）の来

場者数100万名の節目ごとに、マツダ車1台を社会
福祉団体に贈呈しています。
　2018 年 度は 、累 計 来 場 者 数 が 6月10日に
1,700万名、9月22日に1,800万名に達したこと
を受け、広島市の団体に2台贈呈しました。

　寄贈先では、福祉施設利用者の作業場所への
移動などに活用いただいています。

数字で見る実績
継続年数：10 年
累計贈呈台数：18 台

スタジアム累計来場者数に応じて車両贈呈

　自動車用ゴム部品、産業用防振・防音・緩衝機
器の製造販売を行う倉敷化工では、障がいのある
方一人ひとりの社会的自立を目指した取り組みを
1983年から支援しています。2018年度も継続し
て、重度障害者多数雇用事業所から、倉敷化工で
使用する部品を積極的に購入する他、ものづくり
の改善活動の支援を行いました。

数字で見る実績
継続年数：36 年 

障がいのある方の社会的自立を支援
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地域イベントへの参加・協賛
笑顔の花咲く楽しい交流

【日本】 マツダ（株）、ヨシワ工業（株）他グループ会社、販売会社
【メキシコ】 マツダデメヒコビークルオペレーション（MMVO）

　本社（広島）では、5月連休に開催される広島県
最大級の祭り「ひろしまフラワーフェスティバル」
に、第1回が開催された1977年より毎年参加し、
マツダのひろばにおいて、親子で楽しめる催しの
開催やマツダ車の展示を行っています。
　2018年度は、「マツダZoom-Zoomひろば」
内のステージで福祉機器寄贈をはじめとするマツ
ダの社会貢献活動の資金のためのチャリティビン
ゴ大会や、地域の皆さまによる歌や踊り、広島東
洋カープやサンフレッチェ広島の選手によるトー
クショーなどを実施。ものづくりコーナーでは、お
子さまを対象として、思い思いの色を塗って作る世
界に一つだけのオリジナルフォトカレンダーづくり
を実施。

　また、花のパレードでは、ロードスターファンク
ラブの皆さまを中心としたロードスターパレード
が行われ、イベントに花が添えられました。
　その他、全国の販売会社を含むマツダグループ
でも、地域の代表的なイベントやお祭りへの積極
参加・協賛により、地域の皆さまとの交流・地域
活性化に努めています。

数字で見る実績
ひろしまフラワーフェスティバル参加継続年数：

42 年 
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地域の活性化に協力
　防府工場では、「愛情防府運動」の代表的なイ
ベントとして企業や商工会議所、行政、商店街が
一体となって開催している「愛情防府フリーマー
ケット」に、第1回が開催された1993年より毎年
参加しています。愛情防府運動推進企業の事務局
として企画・運営に参加するほか、協力企業と合
同でマツダブースを出展しています。
　2018年度は、ボランティアスタッフとして、防府
工場のマネジメントを含む従業員約250名が参
加。物販や子どもから大人まで楽しめるゲームや
マツダ車展示コーナーの設置、また、主催者が運
営するスタンプラリーの支援などを行いました。
売上の一部は、防府市内の福祉団体への寄付や、
フリーマーケット運営資 金として活用されまし
た。

数字で見る実績
継続年数：26 年
2018 年度の来場者数：約 10 万人 

　三次事業所では、三次市のマツダグループ会社
と共にイベントに参加するなど、地域の皆さまとの
交流・地域の活性化に取り組んでいます。また、三
次市観光協会、三次商工会議所の会員企業の一
員としてイベント運営の支援を行っています。
　1993年から毎年10月に開催される「みよし商
工フェスティバ ル」に初 回から参 加しており、
2018年度も継続してマツダのブースを出展。アト
ラクションの一つとして、マツダ三次テストコース
見学バスツアー」を実施し、500名以上の参加が
ありました。「高速周回路」の見学では、バスを停
めて最大斜度45度のバンクをご自身の足で歩いて
体験していただきました。

　参加者からは、「近隣に住んでいても普段は入
ることができない秘密の場所に入ることができて
嬉しかった」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：26 年
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マラソンイベントへの協賛を通して、地域の健康増進支援
　自動車部品製造販売を行うヨシワ工業は、工場
のある島根県吉賀町と2007年6月に、「地域と企
業の連携（一社一村しまね）」協定を締結し、地域
振興を支援するとともに、地域の活動に積極的に
参加しています。
　毎年開催される吉賀教育委員会主催「よしか・
夢・花・マラソン」の支援を、2018年度も継続して
行いました。

数字で見る実績
継続年数：13 年

地域の方々との交流
　MMVOでは、サラマンカ・スプリング・フェス
ティバルやイラプアト・ストロベリーフェアに参加
し、ブースにてクルマの生産工程とクルマづくりの
哲学について紹介しました。
　3月から4月に開催された両イベント期間中、小
学生を中心に2カ所で約27,000名の来場があり
ました。来場者は、展示物の見学に加えて、従業
員が工場内で行っている作業の一部を体験した
り、クルマの模型を使ってモノづくりの楽しさを体
感したりしました。

数字で見る実績
継続年数：
サラマンカ・スプリング・フェステイバル 4 年
イラプアト・ストロベリーフェア 2 年
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地域のスポーツチームやスポーツイベントを支援
スポーツで地域を活性化

【日本】 マツダ（株）、（株）神戸マツダ 他販売会社　【カナダ】 マツダカナダ（MCI）
【オーストラリア】 マツダオーストラリア（MA）　【タイ】 マツダセールス（タイランド）（MST）

世界レベルの選手やコーチの育成を目指して
　MCIは、選手育成活動の一環として、カナダナ
ショナル・スノーボードチームの企業スポンサーを
2012年から務めています。2018年度は、ナショ
ナルチームへの財政的支援の提供に加え、選手育
成活動に使用するためのマツダ車を貸与した他、
マツダがウェブで配信しているシリーズ番組「The 
Drive」でチームが試合に向かう様子や選手の紹
介などを行いました。

数字で見る実績
継続年数：7 年 

　MSTは、ナショナルスポーツクラブ「SWATCAT 
ナコンラチャシマー MAZDA FC」の公式スポン
サーとして協賛しています。タイでのサッカー人気
の促進や、タイのサッカーの国際レベルへの引き
上げ、ナコンラチャシマーの地域経済発展のため
に7年間協賛を継続しています。

数字で見る実績
継続年数：7 年 

　MAは、オーストラリア・フットボールリーグ
（AFL）の名門クラブ、「ノース・メルボルン・フット
ボール・クラブ」（NMFC）の主要スポンサーとし
て20年間にわたり協賛しています。2018年度は、
これまでの協賛に加えて、AFLW（AFLウィメン
ズ）で新たに結成された「ノース・メルボルン・タス
マニアン・カンガルーズ」（NMTK）と単独スポン
サー契約を結び支援を開始しました。

数字で見る実績
継続年数：NMFC20 年、NMTK1 年 
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スポーツ振興と地域の交流に貢献
　防府工場は、毎年12月第3日曜日に開催される
防府 読 売マラソン大 会に協賛・協力しています
（主催：日本陸上競技連盟）。
　伴走車両の提供は20年以上、ナンバーカードス
ポンサーや給水ボランティアも2004年より活動
を継続しています。2018年度は、給水ボランティ
アに12名が参加しました。

数字で見る実績
継続年数：20 年以上 

数字で見る実績
継続年数：3 年 

　日本国内の販売会社では、国体のオフィシャル
スポンサーを始め、地域のスポーツ大会や地元プ
ロサッカーチーム、アマチュアスポーツチームの
支援を行っています。
　神戸マツダでは、毎年2月に開催されるユニセフ
（国連児童基金）の活動を支援する地域のマラソ
ンイベント「神戸バレンタイン・ラブラン」に2016
年度より協賛しています。「戦争・火災・貧困に苦
しむ子どもたちに愛の手を！」をテーマに開催さ
れるこのイベント、参加料の一部はユニセフに寄
付されます。2018年度は、ドライバーを含めた先
導車の提供や名誉スターターとして大会を支援し
た他、従業員もランナーとしてプライベートで参加
し、楽しみながら大会を盛り上げました。



地域貢献

Mazda Social Contribution Report 201945

支援型自動販売機の設置
飲み物を買って社会貢献？

【日本】 マツダパーツ（株）、マツダエース（株）、（株）神戸マツダ

数字で見る実績
継続年数：マツダパーツ（株） 3 年
　　　　　マツダエース（株） 8 年 

　　　　　（株） 神戸マツダ 11 年 

売り上げの一部が寄付金に
　マツダパーツ、マツダエース、神戸マツダでは、
社内に支援型自動販売機を設置し、売り上げの一
部を福祉団体などに寄付しています。
　マツダパーツは2016年の活動開始以来、交通
遺児支援や原爆ドーム保存を目的とした自動販売
機を設置し、売り上げの一部をそれぞれ（公財）
交通遺児育英会と広島市に寄付してきました。3
年目となる2018年度は、交通遺児支援を目的と
した自動販売機2台を新たに設置し、支援型自動
販売機は合計5台となりました。
　飲み物を購入するだけで支援の出来る自動販売
機の設置は従業員にも好評で、社会貢献に対する
意識向上に一役かっています。マツダパーツでは、
今後もさらに設置数を増やしていく計画です。
　マツダエースは2011年の活動開始以来、本社
（広島）に「広島交響楽団」支援自動販売機1台、
「サンフレッチェ広島」支援自販機1台を設置して
います。2017年からは、マツダ防府工場（山口
県）に「赤い羽根共同募金」支援自動販売機4台、
子どもの貧困問題を支援する「こども明日花プロ
ジェクト」支援自動販売機1台を設置しています。
　神戸マツダは、2008年の活動開始以来、「盲
導犬育成募金」支援自動販売機を設置していま
す。2018年度は5台新たに設置し、合計13台とな
りました。
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多文化共生の支援
フットサルから始まる国際交流！

【日本】（株）日本クライメイトシステムズ

　自動車部品製造販売を行う日本クライメイトシ
ステムズ（JCS）は、国際交流の促進および多文化
共生を目指した「東 広島市国際 交流フットサル
リーグ」を広島大学、広島県警察本部、広島日伯
協会とともに設立当初の2007年から支援すると
ともに、外国人従業員でチームを編成して参加し
ています。さらに、JCSが会長および事務局を務め
る「東広島マツダ会」（東広島市と近隣のマツダ
協力企業33社でつくる団体）は、資金協力をはじ
めとする運営協賛を行っています。

数字で見る実績
継続年数：12 年 

　2018年度は、運営資金協力に加え、約40チー
ムが参加する月1回のフットサルリーグ戦開催や
年2回の交流イベントとして「東広島マツダ会杯」
の企画・開催を通じて、国際交流の促進に寄与し
ました。運営に携わる学生からは、「多文化共生
社会の実現に向けた現状の問題点や解決策につ
いて考えることができた」「どのように接すれば良
いかわからなかったが、フットサルを通じて笑顔
で交流できた」外国人参加者からは、「健康的で
楽しかった。普段の生活では会えない人と交流で
き、いろいろな文化を理解するきっかけとなった」
などの感想をいただきました。

地域在住の外国人と地域社会の交流促進を推進！
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SOSチルドレンズ・ヴィレッジと協働
子どもたちの笑顔に会いたくて

【欧 州】マツダモーターヨーロッパGmbH（MME）、マツダモータース（ドイツランド）GmbH
（MMD）、マツダオーストリアGmbH（MAG）、マツダオートモービルズエスパーニャ,S.A.（MAE）、
マツダモーターハンガリー（MMH）

数字で見る実績
継続年数：11 年 

マーケティング活動と連携した活動で支援
　MMEと各国の販売統括会社は、“One Mazda”
の精神に基づき、それぞれの国のSOSチルドレン
ズ・ヴィレッジ（SCV）と協働で支援活動を展開し
ています。SCVは、親や養育者と共に生活できな
い子どもを支援している国際的な団体です。
　各国販売統括会社では、従業員から募った1名
の「大使」（プロジェクト担当者）が中心となって
活動を推進しています。マツダならではのユニーク
な活動として、移動用のクルマの提供や従業員に
よるボランティア活動を行っています。
　2018年度は、2020年に完成予定の新セン
ター建 設への寄付を行いました。この様 子は、
YouTubeで公開しているマツダ車のレストア番組
「マツダガレージ」の中で紹介しました。「マツダ
ガレージ」は、ドイツの有名な俳優が、MMDの
技術者の協力を得て車両をレストアする様子を紹
介する番組です。

　レストアした車両でラリー「ヨーロッパ5000」
に参加した様子を放映した際に、SCVへの寄付を
行ったことと、SCVの子どもたちを招待し番組制
作の舞台裏を見学いただく機会を提供したことを
合わせて紹介しました。
　その他、欧州各地のSCVに、移動支援のための
マツダ車を提供・貸与した他、クリスマスプレゼン
トの寄贈やインドアスキー体験機会の提供などを
通してSCVの支援を行いました。
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美術展、野外オペラ公演の支援
芸術を身近に

【オーストラリア】 マツダオーストラリア（MA）

無料の野外オペラ公演で芸術に親しむ
　MAは、世界で有名な芸術作品が地域の人々に
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
19年にわたる支援を行っています。
　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14年にわたる支援を行っており、
毎年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。

　毎年地域の方に楽しみにされているこの公演
は、2018年度も、両会場合わせて数万名の方々
に楽しんでいただきました。

数字で見る実績
継続年数
オーストラリア美術展 （AEA） ：26 年

（プリンシパル・パートナー：19年）

オペラ・オーストラリア：16 年
（ヒーロー・パートナー：14年）
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医療支援
クオリティ・オブ・ライフの向上を願って

若者の健康と福祉向上を図る小児病院を支援

【オーストラリア】 マツダオーストラリア（MA）
【ニュージーランド】 マツダモータースオブニュージーランド（MMNZ）

　MAは、メルボルンの王立小児病院のために毎
年3~4月に開催される王立小児病院のランニング
イベント「ラン・フォー・ザ・キッズ」を支援してい
ます。
　企業スポンサーとして車両を4台提供した他、
約150名の従業員がイベントへの参加やイベント
運営ボランティアとして協力。

　イベントを通して集められた募金は、王立小児
病院の重要な研究や施設、機器のために活用され
ます。

数字で見る実績
継続年数：13 年 

がんを治療中の方に「安心と自信」を提供する
　MMNZは、がん治療を受けている女性の自信
と生活の質を高めるため、「ルック・グッド・フィー
ル・ベター*」のスポンサーとしてマツダ車を2台提
供しています。

数字で見る実績
継続年数：
ルック・グッド・フィール・ベター 5 年 

* がん治療が外見に及ぼす影響に焦点を当て、美容テクニックを教えるクラスを提供するなど、がん患者が自信や希望をもって生
活できるようサポートするがん支援プロジェクトです。
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