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海外拠点の正式名称

MCI

MMVO

MMD

MME

MAE

MAG

MMIRL

MMH

MA

MMNZ

MPMT

MSA

MCO

MMT

MCOL

MST

AAT

CMA

FMSC

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
マツダオートモービルズエスパーニャ, S.A.
マツダオーストリアGmbH
マツダモーターアイルランド
マツダモーターハンガリー
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
一汽マツダ汽車販売有限公司
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　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」*1 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。
　2019年度は、8月7日から3日間にわたり調査
に協力し、調査員とともに目視や捕獲により、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。）また、同フォーラムが事務局と
して運営する第30回全国トンボ・市民サミット*2が
9月に発祥の地横浜市で開催され、記念大会として
マツダは支援しました。

*1　http://tomboforum.com/
*2　http://tombosummit.org/

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：16 年 
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工業地帯の企業緑地をトンボたちが回遊
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プロジェクト・クリムゾン・トラストの支援
固有種保護とCO2削減

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

　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。

　2019年度は、5校の教師、学生、保護者、およ
び地域住民400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。

　学校からは、「生徒や幅広いコミュニティが持
続可能な社会の実現に対して抱いている情熱を、
海岸沿いにあるという学校のユニークな立地で活
かす方法を常に模索しています。私たちは、屋外で
素晴らしい自然の資源をより有効に活用するため
の長期計画を策定しました。このツリーメンダスイ
ベントへの参加は、私たちの計画を開始するにあ
たり良い弾みをつけるきっかけとなりました」と喜
びの声をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：12 年
累計活動学校数：49 校

地域自生植物を植え、学びの場に大変身
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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* の二酸化炭素を削減し、環境
の改善に貢献するものです。また、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。

　2019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。
　2018年の開始以来、お客さまに代わって合計5
万本の木を購入し、リーダーボードで4位にランク
インしています。

* 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。
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数字で見る実績
継続年数：2 年
提供した樹木数：50,000 本
植樹を支援したエリア数：137

8



　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。2019年度は、広島県と山口県で延べ53
名が参加しました。参加者からは「木を切るという
経験をしたことがなかったため、楽しかった」「ミ
ニレクチャーでは災害と森林の関係性を紹介して
いただき、森の大切さを改めて考える機会となっ
た」などの感想をいただきました。

地域の森林保全活動に協力
みんなで守ろう！森と水！

数字で見る実績
「マツダの森」

継続年数：9 年
累計参加人数：789 名

「企業との協働による水源の森づくり」
継続年数：15 年
累計参加人数：87 名

「佐波川流域大平山ふれあいの森づくり」
継続年数：7 年
累計参加人数：78 名

【日本】 マツダ（株）、マツダロジスティクス（株）

除伐や植樹前の伐木で森を元気に
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森林浴を楽しみながら竹林整備

数字で見る実績
継続年数：11 年
累計参加人数：189 名

　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
指導のもと、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。2019年度
は、8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。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/138/74
50.html

*

Mazda Social Contribution Report 2020
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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、4枚分（1107m2）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、KHULA 教育財団*2とVIVA財団*3

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

数字で見る実績
継続年数：1 年

Mazda Social Contribution Report 2020
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*1　屋外広告の看板
*2　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）
*3　小児がんの子どもを支援する財団

11

https://www.khula-education.org/


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
【アイルランド】 マツダモーターアイルランド（MMIRL）
【タイ】 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.（MPMT）

　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、
平成30年7月豪雨で被災した地域の仮設住宅周
辺）を実施しています。

数字で見る実績
2019 年度活動実施数：9 回
2019 年度延べ参加人数：928 名

　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、地域住民の皆さまと合同で、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、MMIRLでは、ブルアイランドのビーチで
清掃活動を行い16袋分のゴミを集めました。その
他、MPMTでは、従業員800名参加のもとバン
セーンビーチでゴミ拾いを行いました。

マツダの国内外各拠点でも清掃

Mazda Social Contribution Report 2020
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　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、絶滅危惧種を含め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。

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Ltd.（MMNZ）

飼育係とニュージーランドアオバズク – ニュージーランドに
現存する唯一の在来フクロウ種

数字で見る実績
継続年数：8 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。

Mazda Social Contribution Report 2020
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全席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）

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。2019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」や広島市で開催の「第9回 南区安
全・安心なまちづくりフェスティバル」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撃吸収実
験を通して、全席シートベルト着用の重要性につ
いて学んでいただきました。参加者からは「シート
ベルトの正しい着用方法がわかった」「後部座席
でも必ずシートベルトを着用します」などの感想
をいただきました。
　その他、2018年から参画している交通事故ゼ
ロプロジェクト「DRIVE & LOVE」のメンバーとし
て交通事故ゼロを呼びかける活動を実施しまし
た。

数字で見る実績
継続年数：3 年 

Mazda Social Contribution Report 2020
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交通安全啓発
事故を未然に防ぎたい

【日本】 マツダオートザム伊東、（株）岡山マツダ、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。2019年度は60
ヶ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。2019年度は、総勢190名が参加しました。

　また、学校の先生とともに、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。お客さまからは「県内の事故状況を教えても
らい、“だろう運転”の危険性が分かって良かっ
た。これからは、“かもしれない運転”を心がけま
す」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：マツダオートザム伊東 17 年 

　　　　　岡山マツダ 12 年

Mazda Social Contribution Report 2020
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立哨活動や交通安全パレード実施

　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。2019年度は、延べ500名が参加しました。
　また、函館西地区では、毎年、秋の全国交通安
全運動の一環として、函館西地区安全運転管理者
協会主催の特装車両パレードが開催されていま
す。2019年度は、35団体46台の車両がパレー
ド。函館マツダは、マツダロードスターと車両運搬
車タイタンの2台で参加し交通安全啓発を行いま
した。

数字で見る実績
継続年数：北海道マツダ販売 24 年 

　　　　　函館マツダ 10 年

Mazda Social Contribution Report 2020
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少年サッカー大会の支援
育みたい、仲間との絆を！

防府では38回目の熱戦が繰り広げられる
　防府工場では、青少年の健全な育成と地域のス
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。

　2019年度は、熱中症を予防するため開催時期
を8月から10月に変更し、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、山口県内
35チーム(過去最多)と県外1チームの合計36チー
ム。約650名の選手が集結し、日頃鍛えた技と
チームワークを発揮し、白熱した試合が繰り広げ
られました。

【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）

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。
　開始当初は24チームの参加でしたが、年々参
加数が増加し、2019年度は3倍の72チームが参
加。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720 名の 子どもたちへサッカーユニ
フォームや移動手段、スクールバッグの提供を行
いました。
　参加した子どもたちから「夏休みに、MMVO
の工場敷地内でサッカーをしたり、新しい友達を
作ることができたりしたのでうれしい」などの感想
をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：38 年

数字で見る実績
継続年数：4 年

人材育成
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自動車専用船見学会
クルマを無事にお届けしたい！

　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。
　2019年度は、7月に広島県の本社工場に抽選
で選ばれた70名をお招きして、全長約200m、積
載能力6,400台の大型自動車運搬船「アクアマリ
ンエース号」を、また、11月には山口県の防府工場
に40名をお招きして「セフェウスリーダー号」を見
学いただきました。

数字で見る実績
継続年数：広島 12 年、防府 7 年
累計参加者数：広島1,260名、防府302名

【日本】 マツダ（株）

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
　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。
　駐車後、荒波で隣のクルマとぶつからないよう
にするためのベルト固定作業を体験いただいた上
で、航海中には全てのベルトの固定具合を何度も
チェックするなど、お客さまに大切にクルマをお届
けしていることを知っていただきました。その他、
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舵取り体験
をしていただきました。参加者からは、「見学だけ
でなく、クルマ固定作業体験なども行うことがで
き、良いプログラムだった」「クルマを無事に届け
る工夫がされていることがわかった。普段できな
い体験ができて楽しかった」などの感想をいただ
きました。

人材育成
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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。

　2019年度は、143校1,104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）

「自動車修理の部」栄えある金賞受賞校

数字で見る実績
継続年数：1 年

* 教育文化政策に関する業務全般を担当する官庁

人材育成
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パソコン等の寄贈
必要とされる場所でリユース支援

【日本】 （株）マツダE&T
【中国】 マツダ（中国）企業管理有限公司（MCO）
【タイ】 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.（MPMT）

数字で見る実績
継続年数：9 年
累計寄贈台数：74 台

　福祉車両を含む特装車の製造と開発を行うマ
ツダE&Tでは、「福祉」をキーワードに障がいのあ
る方の自立支援を積極的に推進しています。その
一環として、2011年から社内で使わなくなったパ
ソコンを寄贈しており、寄贈先では人材育成、社会
への復職のイメージづくり、ボランティア団体運営
などに活用いただいています。2019年度は、広島
市などの社会福祉協議会を通じて、6団体へ6台
のパソコンを寄贈しました。寄贈先からは「相談ツ
ールにチャットを利用しているので、台数が増える
と相談窓口を広げることができる」などの感想を
いただきました。

リユースPCや自動車部品を提供し学習を支援

数字で見る実績
継続年数：1 年

　MCOは、公益組織「上海市陪育助学服務中
心」が運営している助学プログラム「支教中国
2.0」へ、MCOの使用済パーソナルコンピュー
ター58台を寄付しました。
　2014年7月にスタートしたこのプログラムは、
中国の農村にある小学校に向けて、オンライン教
室を設 置、運営するもので、英 語・コンピュー
ター・美術・音楽・心理・自然科学・チェス・作
文・国学など、多様なオンライン授業を行い、小学
生の学習を支援しています。教室の増設に連れ
て、パーソナルコンピューターの需要量も増えてい
ることから、リユースPCの寄付を通じてプログラ
ムを支援しました。

人材育成
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　MPMTは、次世代の人材を支援する取り組みを
行っています。2020年1月に、山間部の学校5校
と技術専門学校1校に、トランスミッション、エン
ジン、コンピューターを寄付しました。この活動
は、将来自動車業界の専門家として成功したいと
願う学生のキャリア形成を支援することを目的と
しています。

数字で見る実績
継続年数：1 年 

人材育成
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職場体験の受け入れ
働くってどんなこと？知ってみよう！やってみよう！

【日本】 マツダエース（株）、マツダロジスティクス（株）他グループ会社、（株）神戸マツダ、
（株）鳥取マツダ、（株）関西マツダ 他販売会社

将来の進路に対する関心と意欲を高めてほしい
　グループ会社では、次世代を担う人材の勤労
観、職業観の育成を支援するために毎年、中・高
校生の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年より職場体験を受
け入れており、2019年度は、5月に中学生3名を
受け入れ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。

　販売会社では、地域の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、特別支援学校の職場体
験の受け入れを行っています。
　2019年度、神戸マツダでは11名、鳥取マツダ
では2名、関西マツダでは8名の受け入れを行い、
車の点検整備見学、展示車やレンタカーの洗車や
車内清掃、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
神戸マツダ
継続年数：12 年　累計参加人数：121名
鳥取マツダ
継続年数：10 年　累計参加人数：32 名
関西マツダ
継続年数：8 年　累計参加人数：64 名

　マツダロジスティクスでは、2017年より近隣の
中学生を対象に職場体験を受け入れています。
　2019年度は、5月に2名の受け入れを行い、総
務、人事、財務の領域で、パソコン入力や資料作成、
プリントのコピーなどを体験していただきました。
　生徒からは「どの仕事も初めてだったが、学校生
活では得ることのできない貴重な経験ができた」

「一つひとつの小さな仕事が積み重なって、会社を
支えていると思った」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
マツダエース
継続年数：15 年　累計参加人数：47 名
マツダロジスティクス
継続年数：3 年　累計参加人数：6 名

人材育成
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　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。2019年
度は、5つの高校と1つの職業訓練校の学生の中か
ら4名を採用しました。

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ャリング（タイランド）Co., Ltd.（MPMT）

卒業後の就職活動を応援する

数字で見る実績
継続年数：5 年
累計雇用人数：73 名

人材育成

Mazda Social Contribution Report 202023



お子さま向けプログラミング教室
デジタルものづくりを担う人材の育成を支援したい

【日本】 マツダ（株）

見てみよう！これも？あれも？プログラミング！
　マツダは、2020年度から始まる小学校でのプ
ログラミング教育必修化に向けて、文部科学省、
総務省、経済産業省が定めた「未来の学び プログ
ラミング教育推進月間（2019年9月）」*1に、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」*2と協力し、近隣小
学校の「企業見学」を受け入れました。「自動車
メーカーにおける実際のプログラミングの活用」
に焦点を当て、組立工場での部品自動搬送システ
ムや自動ブレーキを題材に、小学生を対象とした
「プログラミング教育」*3を行いました。

　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。
　2019年度は、「チャレンジ！プログラミング –
ロボットを思い通りに動かせるかな？」を、広島県
（府中公民館、楠那公民館、大和ミュージアム）
と愛知県（ポートメッセなごや）*で行い、総勢約
220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。

　参加した小学生からは「班の人と協力して、順
序立てて考えることが楽しかった」「ロボットは細
かくプログラミングしないと、思い通りに動かな
いことがわかった」「楽しく学ぶことができてよ
かった」などの感想をいただきました。
* 自動車技術会主催のキッズエンジニア2019に出展

数字で見る実績
教室プログラム継続年数：12 年

数字で見る実績
継続年数：1 年

人材育成
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*1

*2
*3
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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

数字で見る実績
継続年数：3 年 

　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。
　2019年度は、「移ろい」がテーマ。「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。学生からは、「ゼミで
頂いた言葉を胸に、就職後もひとりのアーティスト
として頑張っていきたい」などの感想をいただきま
した。

人材育成
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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！

【日本】 マツダ（株）、マツダロジスティクス（株）、東京マツダ販売（株）、（株）関西マツダ 他販売会社

　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。2019年度
は、小中学生を中心に、約59,200名を受け入れま
した。

　来場された皆さまからは、「自動車はたくさんの
人の思いが込められて開発、生産されていると感
じた」「1つの生産ラインで複数の車種が造られて
いて驚いた」「昔乗っていたクルマが展示してあり、
懐かしく感じた」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：26 年
累計見学者人数：約 175 万名

地域の人材育成支援とステークホルダー*との交流

　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。2019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。2019年度は、関東地区の大学生を中心に
25名を受け入れました。

社会科学習や車両整備体験などさまざまなニーズに対応

* 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

数字で見る実績
継続年数：33 年 

数字で見る実績
継続年数：37 年
累計見学者人数：約 57 万 7,600 名

人材育成
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　マツダロジスティクスでは、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。2019年度は、社会科見学で来場した
小・中学生に、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、荷役機械でのコンテナ吊
り上げ作業を見学していただきました。参加者か
らは「コンテナ内は、荷物を大切に運ぶための温
度調整や、傷がつかないようにする工夫がされて
いることがわかった」「自分が今使っている物も、
ターミナルの人たちによる工夫により大事に届け
られ手元にあるのだと実感した」「自分たちの生
活を間接的に支えてくれていることがわかった」な
どの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：16 年
累計見学者人数：約 1,000 名

　全国の販売会社にも、多くの小中学生が見学や
体験に訪れています。2019年度、東京マツダ販売
と関西マツダでは、小学生を対象に、子ども向け
整備体験を開催しました。東京マツダ販売では
67名の参加者に、スタッフと同じつなぎを着用し
てもらい、車両の点検、不具合の修正、記録簿作
成などを体験していただきました。参加者からは
「エンジンルームなどのクルマの内部を見る機会
がないので、とてもいい経験になった」「ウイン
カーの交換が楽しかった」などの感想をいただき
ました。
　関西マツダでは、27名の参加者に新車1か月点
検作業の見学、タイヤの空気入れ、ハンドルの取
り付け体験などをしていただきました。参加者か
らは「クルマは便利でかっこいいものであるととも
に、メンテナンスが必要であることが分かった」
「サービス工場に初めて入れて貴重な体験ができ
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：東京マツダ販売 6 年 

　　　　　関西マツダ 1 年

人材育成
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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！

【日本】 マツダ（株）、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）Co., Ltd.（AAT）
【カナダ】 マツダカナダ, Inc.（MCI）

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

　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。2019年度は、192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。

　参加者からは「集合研修のグループワークを通
じて、自分の強みや弱みを知ることができたこと
が非常に価値のある経験となった」「学校での事
前/事後学習とも連携されており、実務研修前に
自己分析や自分の志の形成を行ったことも、より
実りのある実務研修に繋がった」などの感想をい
ただきました。

数字で見る実績
継続年数：5 年
累計参加者数：約 840 名（2015年度以降）

　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。
　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。
2019年度は、従来のインターンシップ受け入れ

（15名）に加え、新たに1～2日間のインターンシッ
プ（105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。参加者からは「社会のルールや厳しさを
学ぶことができた」「仕事は一人ではできない。さま
ざまな人が関わって一つの仕事をこなしているの
だと感じた」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：20 年
累計参加者数：470 名 

Mazda Social Contribution Report 2020
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　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。2019年度は、30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。

数字で見る実績
継続年数：22 年
累計参加者数：361 名 

　MCIは、2012年以来、大学3年生と4年生を対
象に、夏季インターンシップの受け入れを行ってい
ます。2019年度は、5名の学生が参加し実務体験
を行いました。

数字で見る実績
継続年数：8 年
累計参加者数：26 名 

人材育成
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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）

　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。
　2019年度は、マツダ麦苗クラスの子どもたちか
ら送られてきた手紙や絵を従業員に紹介。子どもた
ちとの交流を希望する多くの従業員から寄せられ
た返事の手紙や本、プレゼントを新年の挨拶として
麦苗クラスへ送り交流を深めました。

　また、7月に開催された同基金会主催のサマー
キャンプには、マツダ麦苗クラスを卒業し現在大学
で学んでいる学生4名が、ボランティアとして参加し
教育現場を支援するなど活躍しました。

数字で見る実績
継続年数：8 年（1期3年計画） 

累計生徒数：140 名

文通や交流を通して精神面・経済面で支える

お客さまとともに学校を支援
　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、労働
組合、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。
　2019年度は、2018年の大洪水により被災した
小学校に出向き、復興プロジェクトのための寄付
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。また、子どもたちに、CMAの従業員が
自動車会社の紹介やクルマができるまでの様子を
紹介するなど、現地の小学生や先生と楽しく交流
しました。
　その他、別の学校でも、サプライヤーの従業員
とともに公共福祉活動を実施。59人の子供たちに
ランドセル、ユニフォームや本を寄贈しました。

数字で見る実績
継続年数：5 年 

30
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地域貢献

「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。

地域の子どもは地域で見守り育てる

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。助成先の一つ、特定非営利活動法人こども∞（むげん）感ぱにー*4は、震災により被災
した公園を再建した他、現在は、プレイパークやフリースクールなど、子どもが安心して過ごせる居場所や
遊び場を増やすための取り組みを行っています。

全国各地の移動支援団体を支援

　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、各地の災害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。
　2019年度は、21都道府県の38団体へ助成を行いました。

（写真提供：北海道移送・移動サービス連絡会）
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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。
*4　https://codopany.org/

数字で見る実績
継続年数：8 年 

*5　https://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund
*6　https://www.jnpoc.ne.jp/?p=18483
*7　https://www.jnpoc.ne.jp/?p=16713
*8　https://www.jnpoc.ne.jp/?p=13353
*9　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）。
*10 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/

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）

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）*5

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）*10

40,340 2,017,000

72,129,2001,442,584

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）*7

2019年5月
（2018年度分）

9,346,550円

5,000,000円

7,037,850円

4,000,000円

9,000,000円

8,218,650円

344,373 17,218,650 日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金*5）

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）*5

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*5

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）*8

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*5

日本NPOセンター
（東日本大震災現地NPO応援基金）*5

あしなが育英会遺児ケア
「レインボーハウス」建設*9

あしなが育英会遺児ケア
「レインボーハウス」建設

地域貢献

https://codopany.org/
https://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=18483
http://www.jnpoc.ne.jp/?p=16713
https://www.jnpoc.ne.jp/?p=13353
https://www.mazda.co.jp/inquiry/
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地域貢献

旅行を通した支援
愛あふれるボランティアの旅

【中国】 一汽マツダ汽車販売有限公司（FMSC）

数字で見る実績
継続年数：1 年 

　FMSCは、ディーラーやマツダ車にお乗りいた
だいているお客さまとともに、社会貢献活動を目
的とした旅行「愛あふれるボランティアの旅」を行
い、訪問先の特産品や農産物の購入や現地の方々
との交流を通して、経済活動を支援しています。
　2019年度は、総勢33名が1泊2日の旅行に参加
し、訪問先の方々と交流しました。参加されたお
客さまからは「寄付を送るだけでなく、マネジメン
ト自ら地域の人々と交流する様子を見て、一汽マ
ツダの温かさを感じた。私も蜂蜜、きくらげなどの
特産品の購入を通じて地域を支援することができ
て嬉しく思う。これからも積極的に社会貢献活動
に参加していきたい」などの感想をいただきまし
た。

お客さまと手を携えて現地を応援
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地域貢献

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

【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：4 年
累計参加者数：8,205 名（2016年以降）

　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。
　2019年度は、MMVO及びサプライヤーの従
業員の皆さま、地域の皆さまを含む527チーム
2,635名の選手が参加し健脚を競いました。
　参加者からは、「マツダがこのように機会を提
供してスポーツを支援してくれていることに感謝し
ています」などの感想をいただきました。

広い敷地で地域と交流
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地域貢献

自動車試験場の施設提供
自動車のテストコースでタスキをつなぐ

【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。　

　2019年度は、小学生から一般まで、70チーム・
536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：12 年 

3.33kmの周回路を活かしたイベントに協力
　また、10月に開催された美祢市クラシック
カーイベント「La Festa Della Automobile 
Classica」* のプログラムの一つ、「MAZDA 
COLLEZIONE」の会場として、試験場を2009
年の第1回開催より継続して提供しています。
2019年度は、開催10周年記念イベントとして
寺田陽次郎氏によるマツダ787B走行とトーク
ショー、クラシックカーの展示、愛車走行会、
交通安全パレードなどが開催され大いに賑わい
ました（来場者は、過去最多の約1,800名）。

数字で見る実績
継続年数：11 年 

* 主催：美祢市商工会青年部/La Festa Della Automobile 
Classica実行委員会
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地域貢献

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）Co., Ltd.（AAT）

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

　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。
　2019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
んだ他、火災時の消火活動の基礎知識についても
理解を深めました。また、AATのメンテナンスチー
ムによる破損した扇風機の取り換えなど、学習環
境の改善活動も行いました。
　その他、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：13 年 

2019 年度参加従業員数：30 名 
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地域貢献

サンタプロジェクトの支援
街中に笑顔のプレゼント

【日本】 マツダ（株）
【コロンビア】 マツダデコロンビアS.A.S.（MCOL）

ドライブを通じて子どもたちに笑顔を
　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20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5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：神奈川17年、東京 4 年、広島 2 年

　2019年 度は 、「サンタが 街にやってきた！
2019」が11月に東京駅周辺で、12月に横浜みな
とみらい21の周辺と広島で実施され、マツダの役
員をはじめ従業員ボランティアが参加しました。
　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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地域貢献

数字で見る実績
継続年数：1 年 

　コロンビアでも2019年から活動が開始され、
MCOLの従業員は、オガール・サン・マウリシオ
財団が支援する子どもたちと、装飾したマツダ車
でのドライブを楽しんだ他、クリスマスプレゼント
を寄付しました。
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地域貢献

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”の1月6日から1月
10日にかけて交流。
　2019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約3,000個のおもちゃ
に、MMVOからのおもちゃを加えて、合 計 約
4,600個のクルマ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、また、イラプアトの小学校で開催された公共イ
ベントにおいて、MMVOの社長を含む18名のボ
ランティアにより子どもたちへ手渡されました。

約4,600個のおもちゃを子どもたちへ

数字で見る実績
継続年数：5 年
累計おもちゃ寄付数：約 16,000 個 
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地域貢献

北海道剣淵試験場での交流イベント
氷点下の試験場で心あたたまる交流

【日本】 マツダ（株）

白熱したソリひっぱりレースに歓声があがる
　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。
　2019年度は、2月2日に第31回の交流イベント
を開催。約380名の町民の皆さまにご来場いただ
き、恒例のジムカーナ大会をはじめ、雪上でのソリ
ひっぱりレースやおもちゃすくい、ビンゴゲームな
どを楽しんでいただきました。

　町民の方からは、「楽しかったので、また来ま
す」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：31 年 
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地域貢献

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、地域のスポーツや文化の振興を狙いとして、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
　2019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、10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ヴィッセ
ル神戸の試合を、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
イバーオリジナルトートバック作りを楽しんでいた
だきました。
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地域貢献

広島東洋カープ
　2019年度は、広島東洋カープのユニフォームス
ポンサーに加え、8月にMAZDA Zoom-Zoom 
スタジアム 広島で開催された試合を「カープマツ
ダエンジョイデー」として労 使 で協賛し、先 着
3,000名に「カープ応援うちわ」をプレゼント。従
業員家族による始球式やマツダ車パレードを行い
ました。
　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113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。

　2019年度は、マツダ本社ロビーで定期演奏会
を2回開催し、近隣地域の皆さまをはじめ総勢
642名の方々に楽しんでいただきました。

　参加した方からは、「今回はマツダ100周年の
お祝いも兼ねて来ました。楽しかったです」「地域
の方々や家族と一緒に良い時を過ごせる定番行事
になっています」などの感想をいただきました。

広島交響楽団



Mazda Social Contribution Report 202043

地域貢献

マツダスペシャリストバンク
地域との架け橋になりたい

【日本】 マツダ（株）

　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（英語、音楽、手品、落語、スポーツ
など）を活かした講義や講演などを行っていま
す。
　2019年度は、新たに公民館主催の高齢者対
象交通安全講話に安全技術の企画を担当してい
る 従 業 員 を 講 師 として 派 遣 しました 。ま た 、
MMVO*1から本社に研修に来た従業員を高校
へ派遣し、メキシコと日本の文化の違いを紹介す
る国際交流の場を提供しました。その他、地元の
社会福祉協議会と連携し「ふれあい・いきいきサ
ロン」*2でのハンドマッサージ＆ネイルを実施しま
した。

　今後も活動を通じて、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の仕組みを構築し続けます。

数字で見る実績
継続年数：26 年 

2019年度派遣件数：70 件 275 名 

累計派遣件数：3,183 件

あらゆる世代のさまざまなニーズに対応

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

マツダデメヒコビークルオペレーション
http://www.akifuchu-shakyo.jp/participate/ikii
ki_salon.html

*1
*2

http://www.akifuchu-shakyo.jp/participate/ikiiki_salon.html
https://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「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。

（ホームページ http://hospital.mazda.co.jp/）

命の大切さを伝えたい

　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。
　2019年度は、近隣中学校を訪問し、脈拍測定
体験や災害支援ナースが被災地に派遣される時、
必要となる荷物（約20キロ）を背負う体験をして
いただきました。また、平成30年７月豪雨など身
近におこった災害や派遣の経験を通して、被災地
での医療支援や命の大切さをお伝えしました。学
生からは「看護師は責任のある仕事だとわかっ
た」「命は何よりも大切な宝物」「命に感謝するこ
とが自分のやるべきことだとわかった」などの感
想をいただきました。

　その他、医療職を志す学生を対象に実習指導
を、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。

【2019年度受け入れ実績】

実習指導 7職種・142名受入（医療系学生）

ふれあい看護体験
（広島県看護協会と連携）

16名受入（高校生）

看護の出前授業
（広島県看護協会と連携）

約100名参加（中学校）

数字で見る実績
マツダ病院開院年数：82 年
1 日の外来患者数：平均 609 名
入院患者数：平均 212 名  

1 日の救急車受け入れ台数：平均 5.9 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）

　 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。
　2019年 度は 、累 計 来 場 者 数 が5月14日に
1,900万名、8月13日に2,000万名に達したこと
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：11 年
累計贈呈台数：20 台 

スタジアム累計来場者数に応じて車両贈呈

障がいのある方の社会的自立を支援
　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。2019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：37 年 
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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。
　2019年度は、「マツダZoom-Zoomひろば」
において、平成30年豪雨災害被災地復興支援活
動として、被災地の食材を使った軽食販売や、来
場された皆さまとともに被災地支援に向けた応援
メッセージバナー制作を行いました。また、被災地
域の子どもたちの支援として、ひろば内のステージ
をダンスの発表の場として提供しました。子どもた
ちの弾ける笑顔や元気いっぱいのパフォーマンス
で、会場は温かい拍手と大きな声援に包まれまし
た。その他、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、大道芸人
によるパフォーマンス、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
オリジナルトートバックづくりを実施。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
継続年数：43 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。
　2019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。バザーや飲食物の販売、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：27 年
2019年度の来場者数：約：11 万人

　三次事業所では、三次市のマツダグループ会社
ととも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、
2019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、2016年からは「マツダ
三次テストコース見学バスツアー」を開始してお
り、4回目となる2019年度は、過去最多の644名
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、「また来年も参加したい」「車窓から各試験路
や実験施設を見学する際、実際にそこで働いてい
る社員に説明してもらったので興味深く分かりや
すかった」などの感想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：
みよし商工フェスティバル 27 年
マツダ三次テストコース見学バスツアー 4 年
累計参加者数：

2,173 名（見学バスツアーのみ）

地域貢献
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マラソンイベントへの協賛を通して、地域の健康増進を支援
　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、2019年度も継続して
行いました。

数字で見る実績
継続年数：14 年

モノづくりの楽しさを通した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。
　4月に7日間にわたって開催されたイベント期間
中 、MMVOのブースには 小 学 生を中 心 に 約
1,000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：5 年

地域貢献
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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）東北マツダ、（株）神戸マツダ 他販売会社
【カナダ】 マツダカナダ, Inc.（MCI）　【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
　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。
　2019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
マツダ車を貸与しました。また、チームと協力し
て、特注のスノーボードやディーラー店舗内ディス
プレイなど、スノーボードと車を目玉にした独創的
なコンテンツの作成も行いました。

数字で見る実績
継続年数：8 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21年間にわたり協賛しています。また、2018年
度に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2019年度
も継続しました。

数字で見る実績
継続年数：NMFC 21 年、NMTK 2 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。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8年間協賛を継続し
ています。

数字で見る実績
継続年数：8 年 
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地域貢献

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。2019年度は、給水ボランティ
アに6名が参加しました。

数字で見る実績
継続年数：20 年以上 

　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。
　東北マツダでは、山形県で自転車ロングライド
大会である「ツール・ド・さくらんぼ」に2017年よ
り協賛しています。この大会は、タイムを競うので
はなく、午前6時30分にスタートし、制限時間の
午後5時までに、各コースの休憩所で地元料理や
おもてなしを楽しみながら完走を目指すもので
す。2019年度は、先導車用に車両4台を提供し、
参加者のレベルに合わせた全4コースの運営を支
援しました。
　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。2019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。

数字で見る実績
継続年数：東北マツダ 3 年 

　　　　　神戸マツダ 5 年 
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支援型自動販売機の設置
あなたの1本が活動を支えます

【日本】 マツダパーツ（株）、マツダエース（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。4
年目となる2019年度は、飲酒運転撲滅の啓発を
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7台となりました。
　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。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
の合計7台設置しています。
　神戸マツダは、2008年の活動開始以来、「盲
導犬育成募金」支援自動販売機を合計13台設置
しています。

数字で見る実績
継続年数：マツダパーツ（株）  4 年
　　　　　マツダエース（株）  9 年
　　　　　（株）神戸マツダ 12 年

地域貢献
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多文化共生の支援
フットサルから始まるご縁！

【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32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。

地域在住の外国人と地域社会の交流を促進！
　2019年度は、運営資金協力に加え、17チーム
（参加国は14カ国）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・開催の他、日本文化を体
験していただくイベントを通じて、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、「日本と外国の方だ
けでなく、外国の方同士の交流もはかれ、縁をつ
なぐことの大切さ、仲間が増えていくことへの喜び
を感じることができた」外国人参加者からは、「ス
イカ割り、そうめん、かき氷など子どもや留学生と
一緒に日本文化を体験でき楽しかった」などの感
想をいただきました。

数字で見る実績
継続年数：13 年 

地域貢献
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地域貢献

クリスマスの贈り物、
今年もこれからも子どもたちに笑顔を届けたい

SOSチルドレンズ・ヴィレッジと協働
【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）、
マツダオートモービルズエスパーニャ, S.A.（MAE）、マツダオーストリアGmbH（MAG）、
マツダモーターハンガリー（MMH）

　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、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、SCVの施設を利用する家族の日常の
移動をサポートする車両の提供を行っています。そ
の他、従業員が子どもたちと一緒に過ごすボラン
ティア活動などを行っています。
　2019年度は、MMEとMMDの従業員がドイ
ツのデュッセルドルフにあるSOSチルドレンズ・ビ
レッジ幼稚園の園児を、レバークーゼンのオフィ
スビルのマツダクリスマスエクスペリエンスに招待
し、一緒にクリスマスキャロルを歌ったり演奏した
りして楽しみました。また、MAEは、マドリードの
SOSチルドレンズ・ビレッジハウスの10代の若者
のグループを招待し、バーチャルリアリティ（VR）
のゲーム体験や伝統的なスペインのクリスマスの
朝食を楽しんでいただきました。その他、移動支
援のためのマツダ車2台の貸与や施設運営資金と
しての寄付などを行いました。

数字で見る実績
継続年数：12 年 

欧州各国販売統括会社が子どもたちをサポート
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医療支援
広がれ支援の輪、正しい疾病知識

地域貢献

【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）
【カナダ】 マツダカナダ, Inc.（MCI）
【コロンビア】 マツダデコロンビアS.A.S.（MCOL）

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。
　2019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台のマツダCX-9を、継続して
提供しました。

数字で見る実績
継続年数：6 年
車両の提供台数：2 台

子どもの健康と福祉向上を図る活動を支援
　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が
参加し、病 院の研 究 施 設 整 備 資 金や病児のサ
マーキャンプ資金の調達に協力しました。
　また、MCOLは、心臓病の子どもたちを支援す
る財団活動の資金調達を目的としたダンスショー
などのイベント協賛をしました。

数字で見る実績
継続年数：MCI 6 年、 MCOL 1 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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