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自治体向け講演会の風景 社外技術展の風景

環境報告

考え方/直近の実績と課題

基本的な考え方

各企業が事業を行う上での社会および近隣への配慮は、「良き企業市民」としての社会的責任となってきています。

日野自動車も周辺環境や周辺地域と共生できる企業を目指して、世界中の国々で各事業所ごとに高い環境意識を持ちつつ、製品開発・生産・販売
活動を行ってまいりました。

特に我々が注力しているのが、社会と同じ目線に立って声を聴き、考えを伝え、企業市民として環境コミュニケーションを図っていくことです。

これにより日野自動車が社会から何を求められているのか知ることができ、同時に日野自動車の取り組みを知ってもらうことができます。そのような
努力を重ねることで、近隣と密接に交流を図りながら、事業活動を行ってまいりたいと考えております。

直近の実績と今後の課題

近年、日野自動車は社外ステークホルダーの方々に対して、積極的に環境取り組みを紹介することに尽力しております。

当CSRレポートの継続発行はもちろん、各都道府県自治体向け化学物質管理方法の紹介をはじめ、社外技術展など各種イベントで環境取り組みの
紹介をさせていただきました。

今後注力していきたい課題は、世界中に広がる「日野グループ会社 連結マネジメントシステム体制」を活かした情報発信です。

世界中で日野自動車の環境取り組みをPRすることで、より日野自動車のことをご理解いただき、良き企業市民として世界中のステークホルダーが
求める一歩でも企業に近づきたいと考えております。
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教育風景

環境報告

環境教育

日野自動車では、効果的な環境保全活動を進めるため、社員の環境意識向上を目指して、環境教育・啓発活動を推進しています。環境活動は企業
として取り組むだけではなく、社員一人ひとりが職場や家庭でも取り組むことが大切であると考え、環境問題全般や世界の動向と取り組み、自分た
ちがやるべきことなどについて、積極的に社員教育に盛り込んでいます。具体的には、新入社員教育や管理職研修プログラムに環境教育を組み込
んでおり、今後もより広範囲で体系的な環境教育を実施し、環境意識の継続的な啓発に努めていきます。
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各事業所の地域清掃活動風景

優秀部署の表彰

環境報告

環境意識向上のための取り組み

社内エコポイント制度

職場おける環境改善活動、家庭でのちょっとしたエコ活動事例を紹介することにより、社員の環境意識向
上を図り、環境パフォーマンス向上に役立てるべく、「社内エコポイント制度」をおこなっております。

部、室、グループ、および個人など、どの単位でも全社員が気軽に環境改善活動に参加できる仕組みをつ
くりました。1年間の活動を通して高いポイントの事例については、表彰をするなど、モチベーションアップに
つなげております。

環境かわら版の発行

環境に関するニュースをキーとし、世間の動向や各業界の動向などを「環境かわら版」としてまとめて、全
従業員に対し、発行しております。

従業員一人ひとりが環境問題に対して関心を持ち、「自分たちに何ができるか」を考えるきっかけになって
います。

事業所周辺の地域清掃活動

日野工場、羽村工場、新田工場をはじめ、各事業所周辺にて、地域清掃活動を実施しました。

従業員が実際に汗を流す体験を通じて、環境意識や通勤マナーの向上を図りました。

ペットボトルキャップ回収活動

普段は捨ててしまうペットボトルのキャップを回収、売却益をワクチンへと変える活動に日野自動車も2007年6月より参加しています。小さなことでも
一人ひとりが全員参加で取り組むことで、大きな成果につながるこの活動を今後も継続していきます。

（1年当たり回収量の概算：　100万個　⇒　3000人分のワクチンに相当）



羽村工場正門の夜間点灯時 羽村工場正門の夜間消灯時

回収の様子

ライトダウンキャンペーンに参加

全国で一斉に消灯するキャンペーン『ライトダウンキャンペーン』に2007年から参加しています。一斉消灯時（毎年キャンペーン事務局が設定）はもち
ろん、キャンペーン期間中は継続して主要事業所の看板照明などを消灯しています。このキャンペーンには、国内販売拠点をはじめ、多くのグルー
プ会社も参加しています。

海外での環境意識向上のための取り組みはこちら
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出展した車両 出展したエンジン

「羽村市環境フェスティバル」風景 「太田市産業環境フェスティバル」風景

インドネシア環境省ご一行 台湾桃園市政府ご一行

環境報告

社外との環境コミュニケーション

日野自動車はステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを重要視しております。お客さまや地域の皆さまを含め、積極的に情報展開すること
で信頼される企業を目指します。

社外技術展での製品環境技術紹介

「人とくるまのテクノロジー展2016：横浜・名古屋」に車両、エンジンなどを出展し、日野自動車の製品環境技術を紹介いたしました。来場者の皆さま
にユニット構造、仕組みについて直にふれてもらうことで、製品の理解を深めていただく機会となりました。

地域環境イベントでの環境取り組み紹介

東京都羽村市で開催された「羽村市環境フェスティバル」、群馬県太田市で開催された「太田市産業環境フェスティバル」において日野自動車の
様々な環境取り組みを紹介いたしました。

工場周辺地域の環境イベントということもあり、地域の皆さまを中心に日野自動車の環境に関する考え方や実際の取り組みを広くPRすることができ
ました。

海外政府への環境取り組み紹介

インドネシア環境省、台湾桃園市政府が日野自動車の環境保全対策視察のため、日野工場を訪問されました。日野自動車の環境取り組みを紹介
すると同時に、現地の環境保全対策をご紹介いただくなど貴重な情報交流の場となりました。

社外向け環境取り組み講演会

経済産業省が全国自治体向けに行なっている化学物質管理研修の一環で、日野自動車は自社の化学物質管理体制やその仕組みを紹介いたしま
した。参加者からも大変好評をいただいております。



環境取り組み講演会の風景
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助成式・活動発表会 ぐんま昆虫の森バスツアー 助成先の活動状況視察

環境報告

日野自動車グリーンファンド

日野自動車は、1991年に環境保全活動への助成をおこなう（財）日野自動車グリーンファンドを設立しました。財団は毎年15前後の団体に助成をお
こなっています。その地道な活動が評価され、2005年度には環境大臣賞「環境保全功労者表彰」を受賞しました。また2011年4月1日をもって公益財
団法人 日野自動車グリーンファンドになりました。今後も各種活動への助成支援等を通じて、地道ながら着実な活動を継続していきます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

公益財団法人　日野自動車グリーンファンドのページはこちら。
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国内関連会社生産環境会議

相互研鑽会

相互監査会

環境報告

国内外グループ会社における環境活動

日野自動車では、自社における環境活動を推進するだけでなく、「違反・苦情ゼロ」「環境リスク最小化」「環境パフォーマンス向上」の三本柱で、国内
外の関連会社や販売会社を含めた日野グループ全体での環境保全活動に取り組んでいます。

国内のグループ関連会社における環境保全活動

日野自動車は、国内の主たる関連会社13社による「国内関連会社生産環境会議」を組織し、環境マネジメント活動を進めています。さらに、国内連
結子会社の環境担当者のスキルアップを図りながら、各分野における具体的目標を設定し、環境保全活動を推進しています。

2017年度も継続的に実施している国内グループ関連会社の環境リスク低減活動に関する各社レベルアップのため、幹事会社に集まり、環境リスク
評価手法の現場を巻き込んだ教育や環境リスク対策事例を現地現物で共有する「相互研鑽会」及び、コンプライアンスの更なる強化をはかる為、当
社による『法令監査会』を開催します。

国内のグループ販売会社における環境活動

日野自動車では、国内の全販売会社で環境マネジメント（ＥＭＳ）の活動を推進しています。

環境要求事項をとりまとめ、2002年に独自の「販売会社環境ガイドライン」を発行しました。ISO14001と同様に適合性を監査し、全項目に適合した販
売会社・拠点を「エコ・マネジメントディーラー（EMD）」として認定するものです。

2016年度は国内販売会社42社220拠点のうち、219拠点（約99％）を認定、うち41社は全拠点認定しています。



グループ会社におけるISO・EMD取得状況

対象会社

2016年度実績

対象会社数 ISO登録社数
EMD全拠点認定販社

数

対象会社

2016年度実績

対象会社数 ISO登録社数
EMD全拠点認定販社

数国内
関連会社 21 19 －

販売会社 42 0 41

海外 関連会社 10 8 －



その他環境保全活動

会社名（国） テーマ 活動内容、結果等 写真

日野ヒューテック

植栽 花壇の整備

清掃 事業所周辺の清掃活動

青森日野 清掃 事業所周辺の地域清掃

神戸日野 清掃 事業所周辺の清掃活動

福島製鋼 清掃 工場周辺の清掃活動

三共ラヂエーター 清掃 工場周辺の清掃活動

工進精工所 清掃 工場周辺の清掃活動

Saitama Kiki Co., Ltd. 清掃 工場周辺の清掃活動

岡本物流 清掃 事業所周辺の清掃活動



会社名（国） テーマ 活動内容、結果等 写真

ジェイバス 清掃 工場周辺の清掃活動

海外拠点における環境保全活動

海外における生産を拡大するなか、現地の生産拠点には各拠点の状況に応じた環境活動の推進を依頼しています。

具体的には、拠点から排出されるさまざまな環境負荷の把握と数値目標の設定、進捗管理を通じた確実な環境負荷の低減、ISO14001の認証取得
による環境マネジメントシステムの構築などです。

さらに、海外拠点共通のグループ目標も設定しており、年2回開催される「海外関連会社生産環境会議」では達成状況の確認を実施しています。こ
れに加えて、各拠点のよい取り組み事例の共有化を進め、環境負荷のさらなる低減を進めています。



2016年度の海外拠点での社会貢献活動

会社名（国） テーマ 活動内容、結果等 写真

HMST 
（タイ）

教育・啓蒙 GCCFと協業し、アジアゾウの保護活動を実施

HMMT 
（タイ）

教育・啓蒙 環境展示会開催

教育・啓蒙 エネルギー低減、化学物質の使用量低減について教育を実施

HMMI 
（インドネシア）

教育・啓蒙 会報誌作成

エネルギー
低減

休憩時間の消灯

エネルギー
低減

アースアワープログラムに参加

教育・啓蒙
HMMIの環境促進活動紹介 
e-learningによる理解度テスト実施

植樹 敷地内の緑地化



会社名（国） テーマ 活動内容、結果等 写真

HMMC 
（コロンビア）

教育・啓蒙 ゴミの分別やCO2低減等の活動紹介

HMM 
（アメリカ）

清掃 工場近隣の高速道および河川敷の清掃

HMC 
（カナダ）

清掃 工場周辺の公園を清掃

ジェイフィルター 植栽 Shooting Seed Bombsによる植栽
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