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対象組織： マツダ株式会社およびグループ会社を含むマツダグループ全体について報告。
対象期間： 2020年4月から2021年3月を中心に報告（各グループ会社・財団の決算期ベース）
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社会貢献

推進体制

2020年度の主な実績

国内・海外で、420件※2以上の活動を実施しました（社会貢献活動費：2020年度
実績約28.7億円）。

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。

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。

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

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。

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
それぞれ予算化し対応しています※1。

社会貢献プログラム影響評価指標

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。

※1

※2

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。
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、自然災害被災地支援。

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）。
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 ボランティア研修受講機会の提供

支援内容／目的

マツダ社会貢献活動優秀賞

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（マツダスペシャリストバンク、マツダ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）

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7回マツダ社会貢献活動優秀賞
2020年度の表彰対象は、マツダ社会貢献活動レポート※1掲載の社会貢献活動

（活動時期：2019年4月～2020年3月）の中から選ばれました。

※1 https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/
csr/social/library/download/2020_s_all.pdf

第7回マツダ社会貢献活動優秀賞

社会見学の受け入れ
［マツダロジスティクス］

少年サッカー大会の支援
［マツダ］

大賞

特別賞

ひろ自連とのプログラミング教室
［マツダ］奨励賞

スクールバッグプロジェクト
［マツダサザンアフリカ］奨励賞

活動名

自然災害被災地支援

財団を通じた社会貢献

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。
支援事例：東日本大震災／平成29年7月九州北部豪雨／平成30年7月豪雨（西
日本豪雨）／平成30年台風21号／平成30年北海道胆振東部地震／令和元年台
風19号／令和2年7月豪雨災害（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。

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。

 

2020年度
助成（寄付）金額

設立年財団名国

https://mzaidan.mazda.co.jp
日本 マツダ財団 科学技術の振興と青少年の

健全育成 4,880万円1984年

米国
https://www.mazdafoundation.org/
マツダ財団 USA 教育・環境保護・社会福祉・

異文化交流の助成 44.4万米ドル1990年

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

66.6万豪ドル1990年
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

オースト
ラリア

ニュージー
ランド

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

教育・環境保護・文化活動
の助成 2005年 19.6万NZドル

教育、キャリア開発、技術開発、
環境保全などへの貢献 2017年 112.4万ランド南アフリカ

マツダ財団 南アフリカ
https://www.mazda.co.za/mazda-
foundation/foundation/

https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/csr/social/library/download/2020_s_all.pdf
https://mzaidan.mazda.co.jp
https://www.mazdafoundation.org/
https://mazdafoundation.org.au/
https://mazdafoundation.org.nz/
https://www.mazda.co.za/mazda-foundation/foundation/


海外拠点の正式名称

MNAO

MCI

MMVO

MMD

MLE

MMUK

MSSA

MMI

MAE

MMNL

MMPOL

MMRO

MA

MMNZ

MSA

MCO

MMT

MCOL

MST

AAT

CMA

マツダノースアメリカンオペレーションズ
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
マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.
マツダモータースUK Ltd.
マツダスイスS.A.
マツダモーターイタリア, S.r.l.
マツダオートモービルズエスパーニャ, S.A.
マツダモーターネーデルランド
マツダモーターポーランドCo., Ltd.
マツダルーマニア
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.
マツダサザンアフリカ（Pty）Ltd.
マツダ（中国）企業管理有限公司
台湾マツダ汽車股份有限公司
マツダデコロンビアS.A.S.
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
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人材育成

 

 

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

地域貢献

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

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実施、敷地内の施設を活用した自動車に関する学習支援など

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



　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カ所で実施。
　2020年度は、8月3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を確認
しました（トンボは調査後にリリースし、自然に返し
ています）。

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）

数字で見る実績
継続年数：17 年 
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環境

工業地帯の企業緑地をトンボたちが回遊

6

* http://tomboforum.com/

http://tomboforum.com/


ツリーメンダスプロジェクト
自然と共生するアウトドア教室

環境

【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Ltd.（MMNZ）、マツダ財団ニュージーランド
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体感することで思い出に残る学びに
　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」の活動の支援を行っています。
　マツダ財団ニュージーランドは、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、学
校と協力して、屋外エリアを教育課程へ組み込む
実践的な学習の開発支援をしています。
　このプロジェクトは、学生が環境配慮や固有の
動植物の大切さについて、自然の中で学ぶ事を目
的に2008年から開始しました。
　2020年度は、4校の教師、学生、保護者、およ
び地域住民約500名が参加し、それぞれの学校の
アイデアを取り入れ校庭の整備を行ったり、在来
植物を植えたりするなど、専用の野外学習スペー
スの環境を整えました。

　学校からは、「生徒たちにこの場所を教材とし
て、固有種の木や動物について学んで欲しい。自然
の中にいることはストレスや不安を軽減すると言
われており、生徒たちがリラックスできる場として
の活用が可能」と今後の期待が寄せられました。

数字で見る実績
継続年数：13 年
累計活動学校数：53 校
累計参加者数：7,115 名



販売後のクルマが排出するCO2削減に貢献
　MMNZは、プロジェクト・クリムゾン・トラスト
が始めたツリーズ・ザット・カウントの取り組みを
支援しています。これは、ニュージーランドのカー
ボンフットプリント* を算出し、環境の改善に貢献
するものです。人々は木の購入や寄贈にあてるた
め金銭を寄付したり、公共の場所に植樹するボラ
ンティア活動に参加したりすることができます。
　2020年度は、MMNZからのクリスマスプレゼ
ントとして、25,000本の木を購入し寄贈。マツダ
車が排出する二酸化炭素排出量の削減に貢献し
たことを、お客さまにお手紙でお伝えしました。
　また、過去に提供した2台の車両は、活動を示
すイラストレーションが施され、全国で開催され
る活動を支援しています。
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8

* 商品やサービスの原材料の調達から生産、流通を経て最後
に廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して
排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算し評価した
もの。

数字で見る実績
継続年数：3 年
累計提供樹木数：75,000 本
植樹を支援したエリア数：220
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　MSAは、使用済みのビルボード*1の素材を地元
の小規模な生産者に寄付し、高品質でユニークな
スクールバッグやペンケースにリサイクルし、児
童・生徒の皆さんに届ける活動に、マツダ財団南
アフリカとともに取り組んでいます。この活動は、
環境への影響を軽減するだけでなく、人々の雇用
創出に貢献するとともに、次世代を担う人材の育
成にも寄与しています。
　2020年度は、1,130m2のビルボード素材を
寄付し、リサイクルされたスクールバッグとペン
ケースは、Good work 財団*2、KHULA 教育*3、
Heatherbank School*4とButterfly House*5

が支援する小学校や高校の生徒に配布されまし
た。

スクールバッグプロジェクト
ビルボードがバッグに？

【南アフリカ】マツダサザンアフリカ（Pty）Ltd.（MSA）、マツダ財団南アフリカ

生まれ変わったバッグやペンケースは子どもたちの手へ
*1　屋外広告の看板。
*2　アフリカの農村部の人々に学習機会を提供する財団
https://www.goodworkfoundation.org/（英語ページのみ）
*3　子どもの成長を支援する財団
https://www.khula-education.org/（英語ページのみ）
*4　質の高い教育の提供を目指す団体
https://www.heatherbankschool.co.za/（英語ページのみ）
*5　経済的に恵まれない子どもたちを支援するNGO
https://www.butterflyhouse.co.za/（英語ページのみ）

数字で見る実績
継続年数：2 年

https://www.goodworkfoundation.org/
https://www.khula-education.org/
https://www.heatherbankschool.co.za/
https://www.butterflyhouse.co.za/


Mazda Social Contribution Report 2021

環境

10

地域の森林保全活動に協力
自分たちの手で森を守ろう！

【日本】マツダ（株）、マツダロジスティクス（株）

　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・協力の下、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
ミニ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、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。

　2020年度は、コロナ禍のため従来の活動は中
止となりましたが、広島では、マツダ工業技術短
期大学校生56名が、CSR取り組みを学ぶ授業の
一環として、森林保全ボランティア団体の指導・協
力の下「マツダの森」で除伐、遊歩道整備、土壌
整備などを行いました。参加者からは「自分たち
で設置した階段で展望台まで行くことができて感
動した」「まだ整備が必要な所があるので、また
作業したい」などの感想がありました。

除伐や植樹前の伐木で森を元気に

数字で見る実績
「マツダの森」

継続年数：10 年　累計参加人数：846 名

木々の共存のために！竹林整備
　マツダロジスティクスは、2010年から「ふれあ
い樹林事業」* で指定されている竹林の維持管理
ボランティアを引き受け、年1～2回里山整備士の
指導の下、古い竹などを間引きながら荒廃した里
山（黄金山）の整備を行っています。2020年度
は、19名が参加し、地域の方々との交流を深めな
がら作業を行いました。参加した従 業 員からは
「日光を遮断し、周りの森林に影響をあたえる竹
を2、3本除伐するだけで日光の入り方が全然違
う」「手を加えることの大切さを学んだ。また参加
したい」などの感想がありました。

数字で見る実績
継続年数：12 年　累計参加人数：208 名

* https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/138/7450.html

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/138/7450.html
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動物園や保護センターの支援
野生生物保護を推進

【カナダ】マツダカナダ, Inc.（MCI）
【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Ltd.（MMNZ）

動物園のブランドカラーに染まったクルマで業務をサポート
　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、MAZDA3、CX-8、
BT-50の3台。動物園のブランドカラーに合わせ
てオレンジ色のラッピングが施されたこれらのク
ルマは、野 生 動 物（在 来種・外来種 ）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、動物の輸送やス
タッフの園外での保護活動など日々の業務をサ
ポートしています。

　また、地域の学校の15クラスの生徒がオークラ
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。

* https://www.aucklandzoo.co.nz/（英語ページのみ）
年間500,000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。

数字で見る実績
継続年数：9 年
提供車両数：3 台

医療が必要な野生動物を従業員みんなで支援
　MCIは、病気やけがで親を失った野生動物に医
療とリハビリテーションケアを提供しているトロン
ト・ワイルドライフ・センター* を支援しています。
　2020年度は4月から8月にかけて、従業員は、
さまざまなイベントに取り組み資金を集め、寄付し
ました。

数字で見る実績
継続年数：5 年 

* https://www.torontowildlifecentre.com/
（英語ページのみ）

https://www.aucklandzoo.co.nz/
https://www.torontowildlifecentre.com/


交通安全イベント・講座の支援
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）

交通事故による死亡・重傷者ゼロを目指して
　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
を継続して実施しています。これは、残念ながら後
席シートベルト着用率が低い現状を受けて活動を
開始したものです。
　2020年度は、広島県福山市のみろくの里で開
催の「交通安全イベント in みろくの里」に参加。
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、お子さま対象
の安全啓発クイズ、ミニカーを用いた衝突実験を
通して、全席シートベルト着用の大切さを学んでい
ただきました。参加者からは「今日から全員のシー
トベルト着用を確認してから出発します」「実験を
通して、シートベルトをしていないと、どんなに危
ないかわかった。今日からシートベルトを着けま
す」「友達にも教えてあげたい」などの感想をいた
だきました。

数字で見る実績
継続年数：4 年 

安全
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かがやき大学（高齢者対象事業）での安全講座
　マツダは、地域の公民館でご高齢の方を対象と
した安全講座に講師を派遣しています。これは、
「まだまだ乗り続けたいが家族から免許返納をし
てほしいと心配の声がある」「自動車メーカーから
直接話を聞きたい」など、車の移動が不可欠な地
域にお住いの高齢者の声により公民館が企画され
るものです。
　2020年度は、広島市の公民館で開催された
「かがやき大学」（高齢者対象事業）において、19
名の皆さまの参加の下、衝突性能の開発に携わる
従業員が講師となり、安全安心なクルマ社会の実
現に向けて、交通事故の実態や今日からできる交
通安全対策、最新の安全技術などをご紹介しまし
た。参加者からは「大変勉強になった」「家族にも
ぜひ伝えたい」と感 想をいただき、講座 終了後
も、実車を前に最新の安全装備について会話が弾
みました。

数字で見る実績
継続年数：4 年 

安全
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交通安全啓発
事故を未然に防ぎたい

【日本】（株）岡山マツダ、マツダオートザム伊東、マツダオートザム梅林 他販売会社

警察や学校と連携し、交通安全促進
　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。
　マツダオートザム梅林では、2020年度から、近
隣の小学校や幼稚園、保育園周辺の通学路24カ
所に設置されているカーブミラーの清掃を開始し
ました。これは、「マツダオートザム梅林SDGs清
掃活動」の一環として行ったもので、会社周辺の
河川、道路、公園（4カ所）の清掃活動を含め、従
業員全員参加の下、実施しました。
　マツダオートザム伊東では、交通事故撲滅を目
指すため活動に取り組んでおり、2003年以来、
延べ1,000基以上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。2020
年度は、48カ所の清掃を行いました。

　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。2020年度は、総勢220名が参加しました。ま
た、交差点での高齢者・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。加えて、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。

安全

数字で見る実績
カーブミラーの清掃継続年数：
マツダオートザム梅林 1 年 

マツダオートザム伊東 18 年 

岡山マツダ 13 年
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　MMTは、教育部* 主催の「全国高等学校工業
類学生技芸大会」の開催を支援しています。この
大会は、工業高校の学生を対象に開催され、「機
械製図」「自動車修理」「旋盤」「鋳造」「金型」
「車の塗装」「ロボット」「グラフィックコミュニ
ケーション」「インテリアデザイン」など27部門で
技能を競うものです。参加校は大会を通して互い
に学び、スキルレベルと教育の質を高めることが
できます。

　2020年度は、240校2,774名が参加し開催さ
れ、MMTは、賞品として学校でご活用いただくた
めのCX-9を1台寄付しました。

全国高等学校工業類学生技芸大会の支援
産業を支える未来の技術者を応援

【台湾】台湾マツダ汽車股份有限公司（MMT）

車両提供により技術・職業教育を支援

人材育成

* 教育文化政策に関する業務全般を担当する官庁

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
育みたい、高い志と実践力を！

人材育成

【日本】マツダ（株）、グループ会社、（株）神戸マツダ、（株）鳥取マツダ 他販売会社

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

　グループ会社や販売会社では、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。
　鳥取マツダでは、2020年度、2カ月間にわたり
専門大学校より1名のインターンシップ生を受け入
れ、従業員とマンツーマンでサービススタッフの
業務を体験いただきました。参加者からは「サー
ビススタッフとしての業務内容はもちろん、社内で
の雰囲気などもわかりとても良かった」などの感
想をいただきました。

数字で見る実績
鳥取マツダ
継続年数：3 年

　また、神戸マツダでは、体験型のインターンシッ
プにこだわり、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。2020年度は、2日
間と7日間の2コースを実施し、合計46名のイン
ターンシップ生を受け入れました。コロナ禍で体験
型のインターンシップに参加する機会が減る中、感
染症対策を万全に、場の提供に努めました。参加
者からは「想像していたインターンシップとは全然
違い、自分で考える事が多く、とても楽しく成長を
感じる事ができた」などの感想をいただきました。 数字で見る実績

神戸マツダ
継続年数：21 年
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人材育成

　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。2020年度は、コロナ禍のため例年の共創ワー
クや実務研修ではなく、1名のインターンシップ生
に1名の従業員がついてのオンラインインターン
シップを行い、29名の方にご参加いただきました。

数字で見る実績
継続年数：6 年
累計参加者数：869 名（2015年以降）
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人材育成

モノづくりを通した学習支援
課題解決するチャレンジの楽しさを伝えたい！

【日本】マツダ（株）

　マツダは、広島県立広島叡智学園中学校が行
う未来創造科*1のSTEAM授業*2の主旨に賛同し、
2年生を対象に授業*3を提供、産業の歴史と今を振
り返り、生徒が大人になり活躍する2030年の未
来をどんな社会にしたいかを講師と議論しながら
一緒に考えました。講師役は、研究開発部門を中
心に生産技術や工場の企画担当やエンジニア17
名。実践のフェーズでは「ものづくりの疑似体験を
しよう- マフラー教室　音を設計する -」をテーマ
に、マフラーづくりに挑戦。まず、マフラーの役割
と音の原理を使ってマツダが理想とする音にして
いることを紹介しました。そして生徒も同じよう
に、音の原理を使って自分たちが出したい音を設
計・図面化し、紙 箱やストロー、ペットボトル、
ティッシュなど身近にある物を使って模型を製
作。その後、完成品を学校からマツダに送付して
いただき、実際の開発で使用している計測装置を
用いて予想通りの結果を導き出すことができたか
検証を行いました。コロナ禍により当フェーズのみ
オンラインでの授業を余儀なくされ双方に苦労は
ありましたが、思い通りの計測結果を得ると歓声
が上がっていました。この授業を通じて多くの学
びを得た様子の生徒からは「将来エンジニアにな
りたい」とのコメントもあり、また講師からは「仕
事を見つめ直しマツダで働く動機を再認識した。
また人財育成の原点となる貴重な体験になった」
と双方にとって心に残る経験となりました。

*1

*2

*3

総合的な学習を通じ、先行きが不透明で、将来の予測が
困難な未来を生きる子どもたちが、将来を創造的に予測
し社会課題の解決にチャレンジすることで自らの生きる
資質を育成する科目。
文科省を始め欧米で推進される、科学（Science）、技術
（Technology）、工学（Engineering）、アート
（Art）、数学（Mathematics）を組み合わせ創造的な
学びを得る科目横断教育。
35コマの授業を4つのフェーズで実施（フェーズ1　社員
と対話して考える：産業史と今を振り返り、未来社会を想
像する。フェーズ2　本物に触れる：現場に行き、本物に
触れ、五感を通じて感じる。フェーズ3　実践する：自分
らの手を動かして形にする。フェーズ4　これまでの学び
を総出力する：チームで未来社会の課題を提起し解決ア
プローチを提案する）。

マフラーづくりにチャレンジ

数字で見る実績
継続年数：1 年 
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人材育成

見てみよう！これも？あれも？プログラミング！

数字で見る実績
継続年数：2 年 

　マツダは、2020年度から始まった小学校での
プログラミング教育にさきがけ、2019年度からイ
ノベーション人材の育成に力を入れている「ひろし
ま自動車産学官連携推進会議」* と協力し、本社
（広島）の近隣小学校を対象としたプログラミン
グ授業の支援を行っています。2020年度は、16
校、980名の児童を対象に「私たちの生活と自動
車の未来を考えよう」をテーマとしたカリキュラム
において、自動車社会の課題と取り組みを紹介す
る学習ビデオを制作・提供した他、「ぶつからない
クルマ型ロボット」を使ったプログラミング授業
や、実施校の教員向け実技研修会の支援を行いま
した。

* https://www.hirojiren.org/hirojiren/

https://www.hirojiren.org/hirojiren/
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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）

広島発の新たな価値を提供する人材育成

人材育成

　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。
　2020年度は、コロナ禍のためリモート講義と
併用しながら実施。「ときめき」をテーマに「やり
きったと納得できる完成度」「ひと目見て圧倒され
る、誰もが感動を得られる」「世の中の役に立つと
いう視点で考える」の3点を、求める方向性および
注力点とし、日本の美意識を感じさせる作品の創
作に取り組んでいただきました。

数字で見る実績
継続年数：4 年 
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人材育成

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（CMA）
【タイ】マツダセールス（タイランド）Co., Ltd.（MST）、オートアライアンス（タイランド）Co., Ltd.（AAT）

交流を通して子どもたちの経済面・精神面を支援
　MSTは、COVID-19パンデミックの影響を受
けた地元の人々や子どもたちを支援することを目
的として、「マツダキャラバンシェアリングハピネ
ス」プロジェクトを立ち上げ、「マツダキャラバン
パンスク2020」を全国4つの州で実施、マツダ車
で各地を回り奨学金や文房具、スポーツ用品など
を子どもたちに提供しました。
　また、全国の販売代理店と共同で、ショールー
ム前に生活必需品（米、インスタント食品、マスク、
アルコール系手ジェル、薬、その他）をシェアする
場「パンスクパントリー」を設置。これは、ソーシャ
ルメディアを活用しお客さまとコミュニケーション
を実施し、お客さまから提供いただいた支援物資
を置き、それを必要とする地域の皆さまに持って
行っていただくというものです。多くの方のご協力
の下で支援することができました。

数字で見る実績
継続年数：1 年 
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学習環境の支援
　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、学校
を支援しています。
　2020年度は、6月に1校の小学校の生徒162名
にスクールバッグや制服を寄贈したほか、7校の学
校への支援金寄贈のセレモニーをオンラインで行
いました。

数字で見る実績
継続年数：7 年 

　AATは、フォード＆マツダタイ労働組合ととも
に、タイ北部の学校や地域の支援を行っていま
す。
　2020年度は、学校支援として、校舎や食堂、学
生用トイレ、サッカー場などの施設の改善や、生徒
が学ぶ教育資料などの提供を行いました。

数字で見る実績
継続年数：1 年 

　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
文通や生活用品の寄贈を行うなど、子どもたちを
精神面・経済面で支援しています。

　2020年度は、経済的に困窮している生徒の生
活補助や奨学金、先生方の研修支援などにご活用
いただく寄付金の他、従業員による手紙やグリー
ティングカード、書籍やお菓子のプレゼントなどに
よる交流を行いました。2018年に開始した3期目
は、2021年が最終年となり、6月に46名の学生が
高等学校や技術学校へと巣立っていきました。

数字で見る実績
継続年数：9 年（1期3年計画）
累計生徒数：140 名
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被災地支援
自然災害の備えに

【日本】（株）甲信マツダ 他販売会社

　販売会社では、自然災害発生時の支援を行うた
め、地元の自治体や団体と協定を締結していま
す。
　甲信マツダでは、災害時の車両提供に関する協
定を公益社団法人長野県看護協会および公益社
団法人山梨県看護協会と締結しました。
　これまで自然災害被災地支援として従業員ボラ
ンティアの派遣を行っていましたが、自動車に関
わる会社として、もっと社会貢献できないかと考
え、今回の協定につながりました。有事の際は、災
害時においても比較的燃料を入手しやすい軽油を
燃料に使うクリーンディーゼルエンジン車を無料
で最大3台貸し出し、協会職員の派遣や物資の円
滑な輸送を支援します。協会の方から「車両は安
心安全な活動につながる」「災害支援用に車両を
常備することは難しいのでありがたい」などのお
声をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：1 年 

災害時の移動支援
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マツダ駅伝大会の開催
マツダグループ初！オンライン駅伝大会

　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。
　2020年度は、コロナ禍においてこれまでのよう
な参加者が集まっての大会はできませんでした
が、MMVO及びサプライヤーの従 業員の皆さ
ま、工場のあるグアナファト州とメキシコ全土の
他の州の地域住民の皆さまが参加するオンライン
駅伝大会を開催しました。参加者は国を超えて、
日本、オーストラリア、カナダ、アメリカのマツダグ
ループ23チームもレースに参加するなどオンライ
ンならではの大会となり、合計543チーム、2,715
名の選手が参加し健脚を競いました。

メキシコのみならず日本、オーストラリア、カナダ、アメリカからも
参加

【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
コミュニティの皆さま参加継続年数：5 年
累計参加者数：12,490 名（2016年以降）
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子どもからお年寄りまで地域の見守り
地域の笑顔も守りたい！

【日本】マツダ（株）、マツダエース（株）他グループ会社、販売会社

セーフティ・ステーション、子ども110番の家 設置
　グループ会社や販売会社では、地域の皆さまの
見守りを目的とした活動を行っています。
　マツダエースでは、2020年11月にマツダ（本
社）構内の9つの警備所に「セーフティ・ステーショ
ン」「子ども110番の家」を設置しました。
　設置セレモニーには、広島南警察署、広島南防
犯連合会、地域の小学生にご参加いただき、登下
校中の子どもたちの見守りや、女性や高齢者など
すべての地域住民に対する一時保護、警察への通
報を行うなどの取り組みについてお伝えしました。
　これからは「マツダを守る警備所」から「地域も
見守る警備所」としても取り組んでいきます。 数字で見る実績

継続年数：マツダエース 1 年 
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数字で見る実績
継続年数：14 年

学校での安全プロジェクト・HIV/AIDSケア施設の支援
子どもたちの安全、健康を願って

【タイ】オートアライアンス（タイランド）Co., Ltd.（AAT）

寄贈を通して学校を支援
　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。
　2020年度は、コロナ禍により、例年実施する生
徒との交流プログラムは行ことができず、テレビや
学用品、スポーツ用品の寄贈を通して学校を支援
しました。
　その他、HIV/AIDSとともに生きる子どもや女
性 へ の 緩 和 ケアや、HIV 陽 性 の ティーンエイ
ジャーのための家など、7つのプログラムを提供す
る施設「カミリアン・ソーシャル・センター・ラヨー
ン」に生活用品などの寄贈を行いました。
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　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。
　2020年度は、例年実施しているサーキットコー
ス清掃に加え、コロナ禍による感染防止対策を行
い、安全に大会が運営できるよう支援しました。
当日は、地域の郵便局員の方が先導を務め、小学
生から一般まで、69チーム・414名のランナーが
参加し、白熱した戦いが繰り広げられました（応
援者を含めた来場者は、約1,100名）。参加者か
らは「いろいろなイベントが中止になっている中
で、駅伝大会が開催されて良かった」などの感想
がありました。

自動車試験場の施設提供
【日本】マツダ（株）

3.33kmのテストコースを生かしたイベントに協力

数字で見る実績
継続年数：13 年 

地域に根差した駅伝を支援
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　2020年12月、MMTは他の拠点で実施してい
る「サンタプロジェクト」にヒントを得て、独自の
クリスマスイベントを実施しました。この活動の主
人公は、資源不足や人口の少なさから教育課題が
残る、台湾東部の農山漁村の学生たち。そんな環
境の中でも自分たちの目標や夢に向かって挑戦す
る子どもたちに共感し、支援を開始しました。
　サンタに扮したMMTの従業員と子どもたちは
ドライブを楽しんだ後、楽しいランチパーティーを
行いました。その他、子どもたちは台湾の影絵芝
居を披露したり、工作体験では折り紙や絵馬を
作ったりするなど、日本の文化にも触れる機会と
なりました。
　この活動は50のメディアに取り上げられ、反響
をいただきました。子どもたちに社会への思いや
りを感じてもらい、従業員一人ひとりが喜びに満
ち溢れるような活動を、今後も継続的に実施して
いきます。

サンタプロジェクトの支援
子どもたちへ幸福を届けよう

【日本】マツダ（株）
【台湾】台湾マツダ汽車股份有限公司（MMT）
【コロンビア】マツダデコロンビアS.A.S.（MCOL）

遠隔地で暮らす農村部の小学生との交流

数字で見る実績
継続年数：1 年 
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　コロンビアでも2020年12月、2回目となる「サ
ンタプロジェクト」を実施しました。MCOLの従
業員60人が参加し、オガール・サン・マウリシオ
財団が支援する56名の子どもたちと、8時間にわ
たってクリスマスのお祝いを楽しみました。コロン
ビアでは「Novenas」と呼ばれる約9日間、家族
や友達とクリスマスを楽しみ、家族内でプレゼン
トを交換する習慣があります。今回のプロジェクト
では、スポーツシューズや衛生キット、タオルの
他、クリスマスフードと呼ばれるスナックなどをク
リスマスプレゼントとしてお渡ししました。
　また、子どもたちは受け取ったクリスマスコス
チューム用のサンタの帽子にそれぞれ好きなよう
に飾り付けをして楽しみました。

数字で見る実績
継続年数：2 年 

　日本では、マツダ車オーナー有志の皆さまと共
に、児童養護施設などの子どもたちやひとり親家
庭の親子のための地域貢献活動を行っています。
　2003年に始まった神奈川の児童養護施設の子
どもたちとのドライブは、2009年から「サンタドラ
イブ」として活動を広げ、その後2015年から東京
でも企業・団体と協働で開催し継続しています。
2018年からは、広島での活動も開始されました。
　2020年度は新型コロナウイルスの影響で広島
のみの開催となりましたが、「一般財団法人広島県
ひとり親家庭等福祉連合会」を通じて参加された
30人の親子の内、3分の1はリピーターの皆さま
で、非日常の体験を楽しみにしてくれていました。
集まったロードスターは23台。マツダからも役員や
従業員が自車で参加しました。サンタクロースやト
ナカイに扮したドライバーと共に参加した親子は、
リースやリボンなどでクリスマス仕様に装飾された
ロードスターに乗り、広島市街地でのドライブを楽
しみました。主催者* からは、「今年は新型コロナ感
染症の影響により、街を行き交う人もマスクを着け
てうつむき加減に歩く人が多い。そうした状況の
中、子どもたち、街の人に笑顔を届け、日常の幸せ
を感じてもらえれば」との思いが寄せられました。

数字で見る実績
継続年数：広島 3 年 

* 事務局：「ロードスタークラブオブジャパン」。ユーノス、マツ
ダロードスター愛好者によるファンクラブ
https://www.open-inc.co.jp/rcoj/

https://www.open-inc.co.jp/rcoj/
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ブルーシード大作戦
ブルーシートをバッグに再生！？

【日本】（株）千葉マツダ

思いはひとつ！地域の復興に役立ちたい！
　千葉マツダは、令和元年房総半島台風と令和元
年東日本台風の被害にあった地域の復興を後押し
するため、県内の企業・団体がオール千葉で立ち上
げたプロジェクト“「BRIDGE CHIBA」（ブリッジ千
葉）ブルーシード大作戦”に、特別協賛（スペシャル
パートナー）として参加しました。この活動は、千葉
県内の被災地で使用されたブルーシートを素材に、
トートバッグを制作・販売し、得た売上金の一部を
復興に役立てるものです。
　緊急事態宣言が解除された6月の販売店定休日
に、感染症対策をしたうえで、役員を始め従業員や
その家族約70名が参加しバッグ約350個分のブ
ルーシートの裁断作業や洗浄を行いました。
　また、県内全27店舗で募金と引き換えにブルー
シート製のバッグを配布する独自の寄付活動を展
開。寄付金は復興支援団体へ助成などを行う団体
に贈呈しました。参加した従業員からは「ブルー
シートを次に生かすことができ、被災者の方に少し
でも貢献できてよかった」「予想以上に大変だった
が皆で協力しスムーズに作業できて良かった」「普
段会うことのない店舗の人と交流し、繋がりが持て
たことも良かった」「これで終わりにせず、地域社会
に貢献する活動をこれからも模索して取り組んで
いきたい」などの感想がありました。

数字で見る実績
継続年数：1 年
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　マツダは、東京消防庁による新春恒例の防火・
防災行事「東京消防出初式」に、2016年より毎年
パレードカーを提供しています。
　2020年度は、コロナ禍のため、初めて無観客
での開催となりましたが、パレードカー2台を提供
し花を添えました。
　当日は、ポンプ車など約70台が集結した消火
活動や、江戸消防記念会による木遣り行進・はし
ご乗りなどが披露された他、首都直下型地震など
による大規模火災を想定し昨年新たに発足した即
応対処部隊による救助訓練などが行われました。

パレードカーの提供
新春恒例の防火・防災行事を支援

【日本】マツダ（株）

地域イベントへの協力

数字で見る実績
継続年数：6 年 
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　千葉マツダ、マツダオートザム市原北では、従業
員やマツダ車にお乗りいただいているお客さまと
共に、家庭で余っている食品を持ち寄り、地域の
福 祉 団 体や施 設、フードバンクなどへ寄 付する
「フードドライブ」を実施しています。
　千葉マツダでは、1月と11月に実施した活動に
役 員を始め、27拠 点451名の従 業 員が参加 。
550点の食品に加え、全国マツダ販売店協会が保
管していた 防 災 備 蓄 品 を、入れ替えに合 わ せ
1,356点提供しました。参加した従 業員からは
「コロナ禍で生活に困った人の助けになりたかっ
た」「活動に参加した事で、無駄を意識して生活す
るようになった」などの感想がありました。
　マツダオートザム市原北では、2月に実施。参加
されたお客さまや従業員からは「店舗で回収して
くれると気軽に参加できる。また機会があれば実
施して欲しい」「家庭内で無駄になる食品が意外
と沢山あることを知った。参加しやすい活動で社
会貢献に繋がるので良かった」などの感想があり
ました。

フードドライブ
眠っている食品を必要とされる方のもとへ

【日本】（株）千葉マツダ、マツダオートザム市原北

食品ロス削減に向けて

千葉マツダ 1 年 

マツダオートザム市原北 1 年 

数字で見る実績
継続年数： 
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マツダスペシャリストバンク
笑顔で心と心を通わせる幸せ

【日本】マツダ（株）

コロナ禍においても繋がる想い

数字で見る実績
継続年数：27 年 

2020年度派遣件数：25 件 42 名 

累計派遣件数：3,208 件

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

　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年より従業員やOB/OGを派
遣し、専門的な知識・技術・技能（職業講話、環境
授業）、特技（音楽、英語、手品、スポーツなど）を
生かした講義や講演などを行っています。
　2020年度は、コロナの感染拡大防止のため、
対面で行うことが難しい中、新しい繋がり方を探
し、オンラインでの対応を行いました。
　ロータリーエンジンが校章のモチーフになって
いる東京都の小学校から、開校50周年記念講演
への講師派遣の要請を受け、開発エンジニアを講
師に「夢をもって挑戦する大切さ」についてマツダ
が世界で唯一製品化したロータリーエンジンの開
発ストーリーを通してお伝えしました。

　また、マツダ車のペーパークラフトを図工の時
間に作ってくださった石川県の小学校に、石川県
出身のMAZDA3のデザイナーが動画や手紙を
通して交流を行ったり、塗装技術のエンジニアが
小学校への環境授業として塗装の秘密をお伝えし
たり、工場のスタッフが小学生からのクルマづくり
に関する質問にお答えするなど離れていても身近
に感じられる交流を行いました。

https://www.mazda.com/ja/csr/social/spbank/
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マツダ病院
広島市東部の中核病院として地域の医療を支える

　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、広島市東部地区を中心とする地域の
中核病院として、近隣医療機関との連携を図り、
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「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。

【日本】マツダ（株）

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

医療を通じた地域貢献
　2015年より、看護師の仕事や災害支援ナース
の役割などの学習を通して、命の大切さを学び、
医療職に興味を持っていただくことを目的とした
看護師の出前授業を、広島県看護協会と連携し実
施しています。その他、高校生を対象にふれあい
看護体験の場を提供しています。

（2020年度はコロナ禍のため、中止となりました）

数字で見る実績
マツダ病院開院年数：83 年
1 日の外来患者数：平均 563 名
入院患者数：平均 206 名 

1 日の救急車受け入れ台数：平均 6.3 台 

https://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）

スタジアム累計来場者数に応じて車両贈呈
　 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。
　2020 年 度は 、累 計 来 場 者 数 が11月3日に
2,100万名に達したことを受け、広島市の団体に1
台贈呈しました。贈呈先では、福祉施設利用者の
外出、通院などに活用いただいています。
　贈呈セレモニーは、コロナ禍のため感染防止対
策をした上で、マツダスタジアムから贈呈先施設
に変更して実施。セレモニーを盛り上げようと、贈
呈先の皆さまが、日々の活動の中でゴールデン
キー、球場模型、選手のお面を作成してくださいま
した。また、広島東洋カープから選手メッセージ
VTRをご提供いただき、セレモニーに花をそえて
いただきました。

数字で見る実績
継続年数：12 年 

累計贈呈台数：21 台
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障がいのある方の社会的自立を支援

数字で見る実績
継続年数：38 年

　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。2020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
の改善活動の支援や災害時の避難訓練について
のアドバイスを行いました。
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【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をウェブにて実施しています。
　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、社会
貢献活動をおこなっている公益団体の支援のため
寄付を行うものです。

　2020年度は、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
のある方などの移動を支援する「マツダ・移動支
援団体応援プログラム」と、赤い羽根「新型コロ
ナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」に寄
付を行いました。

「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

（写真提供：特定非営利活動法人エムジョイ）

　 東日本 大 震 災 現 地 NPO応 援 基金は 、現 地
NPOの組織基盤強化を通じて、被災された方々
の生活再建を支援しています。2020年度は、新型
コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた団
体への緊急助成が行われました。助成先の一つ、
特定非営利活動法人エムジョイ*4は、スポーツを
通したコミュニティづくりを行っている団体です。
行政からの委託事業、自主事業ともに停止を余儀
なくされ、組織の存続自体が危機的になりました
が、助成により活動を再開するための組織づくり
を進めることができました。

新型コロナウイルスの影響を乗り越える復興支援

（写真提供：一般社団法人日本カーシェアリング協会）

　マツダ・移動支援団体応援プログラムでは、助
成先の団体を通じて、公共交通空白地や過疎地域
の方々、高齢者、障がい者などの移動を支える活
動や、移動支援を行う団体の車両整備、人材育
成、移動支援を考える啓発活動などを支援してい
ます。2020年度は、20都道府県の30団体へ助
成が行われました。助成先の一つ、一般社団法人
日本カーシェアリング協会*5は、カーシェアリング
を通したコミュニティ支援を全国展開しています。
同協会では、オンライン環境を整備したことによ
り、宮城県石巻市の住民グループの皆さまと、全
国のカーシェアを利用されている団体の皆さまが
「オンライン大交流会」を実施。新型コロナウイ
ルスの感染拡大により外出機会が減少せざるを得
ない環境の中で、新たな交流の機会を創出するこ
とができました。

全国各地の車を使った移動支援団体を支援
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
なかで、赤い羽根の中央共同募金会と各都道府県
共同募金会では、経済的な困難から衣食住が十
分に確保できない人、失業やDVなどさまざまな
理由で居場所を失い孤立を深めている人を支える
活動を応援する「支える人を支えよう！赤い羽根 
新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペー
ン」を実施しています。2020年度は、フードバンク
などの食支援として延べ88万人以上を、住まいや
居場所の提供などで延べ5万人以上を支援するこ
とができました。

新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン

数字で見る実績
継続年数：9 年 

活動報告

寄付実施時期 寄付先

2018年5月
（2017年度分）

286,931 14,346,550

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）*6

アンケート
回答件数

日本NPOセンター
（高齢者・障がいのある方などの移動を支援
するNPO団体への寄付）*1 0

2019年5月
（2018年度分）

9,346,550円

5,000,000円

9,000,000円

8,218,650円

344,373 17,218,650

日本NPOセンター
（高齢者・障がいのある方などの移動を支援
するNPO団体への寄付）*9

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*6

2020年9月
（2019年度分）

3,000,000円

6,400,000円

317,120 15,856,000

日本NPOセンター
（高齢者・障がいのある方などの移動を支援
するNPO団体への寄付）*7

6,456,000円

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*6

社会福祉法人中央共同募金会
（支える人を支えよう！赤い羽根 新型コロナ

感染下の福祉活動応援全国キャンペーン）*8
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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/

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。
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。
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。
https://m-joy385.com/
https://www.japan-csa.org/
https://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=21332
https://www.akaihane.or.jp/camp-covid19/
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=18483
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=16713
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=13353
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）。
2011年8月～2012年3月

*1

*2

*3

*4
*5
*6
*7
*8
*9

*10
*11
*12

*13

2016年5月
（2015年度分）

185,454 9,272,700

2015年5月
（2014年度分）

150,787 7,539,350

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）*13

40,340 2,017,000

87,985,2001,759,704

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*6

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*6

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*6

あしなが育英会遺児ケア
「レインボーハウス」建設*12

あしなが育英会遺児ケア
「レインボーハウス」建設

2017年6月
（2016年度分）

220,757 11,037,850 7,037,850円

4,000,000円

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*6

日本NPOセンター
（高齢者・障がいのある方などの移動を支援
するNPO団体への寄付）*1 1

https://www.mazda.co.jp/inquiry/
https://m-joy385.com/
https://www.japan-csa.org/
https://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=21332
https://www.akaihane.or.jp/camp-covid19/
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=18483
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=16713
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=13353
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新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援活動
収束を願って、できることから

【日本】マツダ（株）、（株）甲信マツダ、（株）神戸マツダ
【アメリカ】マツダノースアメリカンオペレーションズ（MNAO）
【欧州】マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.（MLE）、マツダモータースUK Ltd.（MMUK）、
マツダスイスS.A.（MSSA）、マツダモーターイタリア, S.r.l.（MMI）、マツダモーターネーデルランド（MMNL）、
マツダモーターポーランド（MMPOL）、マツダルーマニア（MMRO）

【南アフリカ】マツダサザンアフリカ（Pty）Ltd.（MSA）

2020年度の主な支援内容
新型コロナウイルスにより、お亡くなりになられた方にお悔やみ申し上げますとともに、体調を崩されて
いる皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

＜医療に従事する皆さまへの支援＞

南アフリカのMSAでは、医療従事者への感謝
の気持ちを込め、ロックダウン期間中、国内で
医療関係に従事しているマツダ車保有者に対
し、無料自動車点検サービスを実施しました。

•

ルーマニアのMMROは、他の企業と共に、ブカ
レストにある人気のレストランと協力して、2020
年4月8日から10日まで、感染症の治療を専門
とする病院で働く医師に昼食を提供しました。

•

オランダのMMNLは、地元コミュニティの医療
部門で働く人々に、職場へ安全に出勤できるよう
に8台の車両を貸し出しました。また、車両の貸し
出しに加えて、駐車時にダッシュボードに表示す
るヘルスケアの英雄を意味する#Zorghelden
の特別なプレートも提供しました。

•

欧州のMLEは、医療従事者と医療関係者の移動
を支援するため、レンタカー会社に15台の車両
を提供しました。この車両は、Webサイトから無
料で予約・貸し出されました。

•

アメリカのMNAOでは、2020年4月16日から
6月1日まで、現地販売店と協力し、マツダ車だけ
でなく他メーカーのモデルも対象とした、全米の
医療従事者向けに車両の消毒とオイル交換を無
料で行うプログラムを実施しました。

•
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日本の神戸マツダは、医療従事者の方々に、公
共交通機関利用時の感染リスクを減らすととも
に、通勤時間の短縮や休息時間時に使用いただ
くための車両30台を神戸医師協同組合へマスク
3,000枚とともに無償提供しました。
また、甲信マツダでは、公益社団法人山梨県看
護協会と公益社団法人長野県看護協会に医療
従事者を支援するための寄付を行いました。

•

＜NGOや民間組織を通した支援＞

イギリスのMMUKでは、英国の人道的慈善団体
RE：ACTに、コロナ対策活動を支援するための
車両を提供しました。マツダの車両は英国全土の
37の郡を支援することに貢献しました。

•

スイスのMSSAは、NGOや民間組織を支援する
ために「MAZDAHELP」と呼ばれる活動を開始
し、スイスの販売会社と協力して、必要性の高い
時期に医薬品と栄養食品などの供給に役立つ車
両を提供しました。また、ボランティア活動に従業
員が参加、マツダ車でキャラバンを組み、末期疾
患の小児が入院する病院におもちゃやお菓子を
届けました。

•
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日本のマツダでは、皆さまのご協力による寄付
活動* を通して、新型コロナ感染下の福祉活動
を支援しています。社会福祉法人中央共同募金
会の、赤い羽根「新型コロナ感染下の福祉活動
応援全国キャンペーン」に、販売店でのCSアン
ケートの回答数に応じた積立金やマツダコレク
ションの売り上げの一部による寄付を行いまし
た。

•

*  https://www.mazda.com/ja/csr/social/community
/4-45/questionnaire_about_your_dealership/

＜地域の皆さまへの支援＞

イタリアのMMIは、市外に住む高齢者や困って
いる人々を支援するボランティアの活動を促進
することを目的とした2つの活動団体に車両を
提供し、パンデミックによる都市封鎖中に、薬
と食料を届けることに貢献しました。

•

ポルトガルのすべての販売会社は、地元の自治
体に車両を1台貸し出し、地域の高齢者を支援
する活動に使用されました。

•

ポーランドのMMPOLは、スローガン
#HelpTogetherの下で、国内の販売会社と共に
アリビアがん財団に30台の車両を提供し、がん
患者が治療センターに安全かつ快適に移動する
ために使用されました。

•

アメリカのMNAOでは、地域社会のために献
身的な貢献をされている方のストーリーを募集
し、優れた活動をされている方50名にMX-5
（日本名：ロードスター）100周年特別記念車
を贈呈するマツダヒーローズ・プログラムを実施
しました。

•

日本でのその他の取り組み
https://www.mazda.com/ja/covid-19/#anc07

•

https://www.mazda.com/ja/csr/social/community/4-45/questionnaire_about_your_dealership/
https://www.mazda.com/ja/covid-19/#anc07
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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）甲信マツダ 他販売会社
【オーストラリア】マツダオーストラリアPty. Ltd.（MA）
【タイ】マツダセールス（タイランド）Co., Ltd.（MST）

世界レベルの選手やコーチの育成を目指して
　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22年間にわたり協賛しています。また、2018年
に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）との単独スポンサー契約を2020年も
継続しました。

　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。サッカーは、タイにおいて、
若者を中心に最も人気のあるスポーツ。サッカー
の国際レベルへの引き上げやナコンラチャシマー
の地域経済発展のために9年間協賛を継続してい
ます。

数字で見る実績
継続年数：9 年 

数字で見る実績
継続年数：NMFC 22 年、NMTK 3 年
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　マツダや日本国内の販売会社では、地元出身の
スポーツ選手の支援を始め、国体のオフィシャル
スポンサー、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。
　マツダではB.LEAGUEに所属しているプロバス
ケットボールチーム「広島ドラゴンフライズ」をオ
フィシャルパートナーとして2020年から支援して
います。その他、広島女子サッカーチーム「アン
ジュヴィオレ広島」のホームゲーム横断幕スポン
サーとして2015年より支援しています。

広島ドラゴンフライズ 1 年 

アンジュヴィオレ広島 6 年 

数字で見る実績
継続年数： 

　甲信マツダでは、プロ野球独立リーグ・ベース
ボール・チャレンジリーグに所属する長野県のプ
ロ野球チーム「信濃グランセローズ」の球団スタッ
フ移動用の車両を貸与するなど2013年から球団
運営を支援しています。その他、日本フットサル
リーグ ディビジョン1へ参戦している「ボアルース
長野フットサルクラブ」を、ホームゲームのアリー
ナスポンサーとして2018年より支援しています。

信濃グランセローズ 8 年 

ボアルース長野フットサルクラブ 3 年 

数字で見る実績
継続年数： 
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支援型自動販売機の設置
始めてみませんか？身近なボランティア

【日本】マツダエース（株）、マツダパーツ（株）、（株）神戸マツダ

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、原爆ドーム保存、飲酒運転撲滅の啓発
を目的とした自動販売機を合計8台設置し、売り
上げの一部をそれぞれ（公財）交通遺児育英会、
広島市、NPO法人に寄付してきました。
　飲み物を購入するだけで支援のできる自動販売
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。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」支援自動販売機1台、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。2020年度は、事件、事故にあ
われた方やその家族の支援を目的とした「広島被
害者支援センター」支援自動販売機1台を本社に
新たに設置し、支援型自動販売機は合計8台とな
りました。
　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。2020年度は新たに1台設置し、合計14台とな
りました。

数字で見る実績
継続年数：マツダパーツ（株）  5 年
　　　　　マツダエース（株） 10 年
　　　　　（株）神戸マツダ 13 年
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医療支援
広がれ支援の輪、正しい疾病知識

【カナダ】マツダカナダ, Inc.（MCI）
【欧州】マツダモーターイタリア, S.r.l.（MMI）
【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Ltd.（MMNZ）

がん治療中の方に「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（LGFB）」* のスポンサーとしてマツダ
車を提供しています。
　2020年度も、LGFB活動の認知度を高めるため
に、ラッピングした2台のCX-9を継続して提供し
ました。

数字で見る実績
継続年数：7 年
車両の提供台数：2 台

子どもの福祉向上を図る活動を支援
　MMIは、ローマの病院でがん治療を受けてい
る子どもとその家族を支援する協会ピーターパン
オンラスに、寄付を行いました。また、2007年か
らピーターパンの活動支援を継続しており、ボラ
ンティアとともに子どもたちとその家族が治療に
行くために使える車を提供しています。
　MCIは、がんなどの病気の子どもたちを支援す
るスポーツイベントに従業員とその家族や友人総
勢32名が参加し、病児のサマーキャンプ資金の調
達に協力しました。

* 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。

数字で見る実績
継続年数：MMI 14 年、MCI 7 年
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SOSチルドレンズ・ヴィレッジと協働
子どもたちに笑顔を届けたい

【欧州】マツダモータース（ドイツランド）GmbH（MMD）、マツダオートモービルズエスパーニャ, 
S.A.（MAE）

欧州各国販売統括会社が子どもたちをサポート
　MMEとヨーロッパの多くの国の販売統括会社
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、問題を抱える家
族や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NGO（非政府組織）です。
　2020年度は、新型コロナウイルスの影響によ
りマツダは、経済的支援やSCV施設を利用する
家族への車両の提供、学校の宿題に対応するため
のIT機器やおもちゃの寄付に重点を置いて支援し
ました。
　また、MMEはSCVとの定期的な活動を行うこ
とができませんでしたが、2か国の販売統括会社
は引き続き支援を行いました。MMDがデュッセ
ルドルフのSCVへ行った寄付は、合計14人の子ど
もたちが新しい家2軒で生活を始めるにあたって
の家具購入に役立てられました。
　MAEは、マドリッドにあるSCVへの支援を継続
し、施設で使用される車両の貸し出しに加えて、
パンデミック時に必要とされたノートパソコン（リ
ユース）やレジャーに使用する数十個のサッカー
ボールの提供を行いました。

数字で見る実績
継続年数：MMD 13 年、MAE 11 年
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