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社会

社会貢献活動
方針 取り組み

社会貢献活動方針 ｢三菱自動車STEP募金｣および
｢マッチングギフト｣の実施

社会貢献支出額・内訳（※1）

三菱自動車は、「次世代育成」「交通安全」「環境保全」
「地域活動」の4つを、社会貢献活動の主要なテーマと
し、企業ビジョン・ミッションにもとづき、三菱自動車社会
貢献“STEP”活動として推進しています。

2009年4月に導入した｢三菱自動車STEP募金｣は、三菱
自動車グループの社員が自らの意志で定額を募金し、継
続的に社会貢献活動に参加する仕組みです。この募金は、
三菱自動車の社会貢献活動の趣旨にもとづき、開発途上
国や東日本大震災被災地における活動を支援しています。
また、｢三菱自動車STEP募金｣が行った寄
付に対し、会社が同額を寄付する｢マッチ
ングギフト｣も実施しています。

次世代育成

交 通 安 全

環 境 保 全

地 域 活 動

／Support for the next generation 
豊かな未来を創る次世代の育成を応援します。
／Traffic safety
交通事故のない社会を目指し、交通安全の教育・普及に貢献します。
／Environment preservation
大切な地球環境の保全に貢献します。
／Participation in local communities
地域社会の活性化と発展に貢献します。

2016年度 2017年度 2018年度
次世代育成 216 208 259
交通安全 6 8 4
環境保全 47 137 236
地域活動 35 83 74
被災地支援 24 25 62
その他（※2） 55 79 42
支出額合計 383 540 677

対経常利益比率 0.94% 2.32% 1.05%

※1： 寄付金のほか、現物給付・社員による活動・施設開放などを金額換算したもの
を含む三菱自動車単体の支出額。ただし、社員が個人的に行った募金やボラ
ンティアなどの活動は含まない。

※2：スポーツ支援、三菱財団などへの寄付を含む。

（単位：百万円）

● 国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパン
● 公益財団法人オイスカ
● 公益財団法人みちのく未来基金
●  事業所近隣の幼稚園、保育園、小学校など

支援先

国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパンの協力を得
て、フィリピン共和国サマール州サンタ・リタ市カマイシ小
学校の新校舎建設を支援しました。

新しい校舎が建設されたことにより、これまで2学年が1

つの教室で勉強していた状況が改善されました。
また、本支援を実施することにより、地域社会全体が子ど

もの教育の重要性について理解を深め、より積極的に学校
運営に参加していただけるようになることを目指します。

子どもたちが交通安全に関するルールやマナーを分か
りやすく学べる「交通安全絵本」（全6巻）を国内事業所近
隣の小学校や図書館などに寄贈しています。

2 0 1 8 年 度は 9 3ヶ所
558冊、2010年から累計
906ヶ所5,436冊を寄贈
しました。

小学校の新校舎建設を支援

交通安全絵本の寄贈

新校舎の開校を喜ぶ子どもたち 窓や電気が整った教室

交通安全絵本（全6巻）

C  World Vision C  World Vision
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社会

社会貢献活動
取り組み

「本物の体験を通じて楽しく学ぶ」をコンセプトに、2005

年から毎年、社員を小学校に派遣し、クルマと環境問題の
関係性を学ぶ「環境編」、ものを創る楽しさやクルマに携
わる仕事を学ぶ「デザイン
編」の授業を行っています。

2018年度は56校3,418

人、2005年から累計約3万
9,000人が受講しました。

参加者の皆様と一緒に考え、一緒に学び、一緒に楽しみ
ながら運転のコツやクルマと安全などについて学ぶ、少人
数制のドライビングスクールを開講しています。

2018年度は38人、2014年度から累計155人が参加し
ました。

また、首都高速道路株式
会社が実施する「首都高ド
ライブ講座」とコラボレー
ションしたスクールも実施
しました。

ミツビシ・モーターズ・クラマ・ユダ・インドネシア
（MMKI）は創業年度の2017年に職業訓練学校への支
援プログラムを開始しました。2018年には、本プログラム
を西ジャワ州にある10の
職業訓練校で実施し、 計
1,044人の学生が参加しま
した。 

体験授業プログラム クルマの学校

インドネシア職業訓練校支援

次世代育成
（Support for the next generation）

交通安全
（Traffic safety）

首都圏の水源を守る、また社員の環境意識を醸成するこ
とを目的に、公益財団法人オイスカと協働し、山梨県早川
町において、森林保全や社員ボランティア活動を通じた地
域との交流に取り組んでいます。

2018年度は、早川町森林組合指導のもと、社員とその家
族ボランティア60人が下草
刈りを実施したほか、新入
社員104人が間伐や森林
内の歩道整備などを実施し
ました。

2018年3月、ミツビシ・モーターズ・フィリピンズ・コーポ
レーション（MMPC）はフィリピン環境天然資源省（DENR）
の植林プロジェクトに260万ペソを寄付しました。現地の
環境改善や動植物生息地の保護に貢献できるだけではな
く、高付加価値の農作物に
適する農地の整備により、
地域住民の生活レベルの
向上にもつながります。

パジェロの森

フィリピン植林

環境保全
（Environment preservation）

電気自動車の構造を学ぶ子どもたち

運転のコツを学ぶ参加者
植樹したエリアの下草刈り

社会CSRマネジメント トップ
コミットメント

CSR重要課題への
コミットメント 環境 ガバナンス

GRIスタンダード対照表
／SDGs対照表 第三者意見 編集方針

パフォーマンス報告



99三菱自動車 サステナビリティレポート2019

社会

社会貢献活動
取り組み

地域におけるスポーツ振興を目的に、国内事業所近
隣の小・中学生や高校生などを対象に社員が野球、ラグ
ビー、サッカーなどのスポーツ教室を開催しています。

2018年度は合計10回、669人を対象に開催しました。
また、2018年7月に西日本を襲った豪雨の被災地倉敷

市真備町では、浦和レッズ
と三菱自動車水島FCの選
手によるサッカーイベント
を実施しました。

東日本大震災直後から被災地のニーズに耳を傾け、本
業を活かした支援や日常の中で支援する仕組みをつくり、

「忘れない・つながり続ける」をテーマに継続して支援を
行っています。

また、自然災害などの緊急事態に際しては、義援金の拠
出、車両の無償貸与や社員によるボランティアなど、様々
な支援を行っています。

2018年度は、「平成30年7月豪雨」の被災地支援とし
て、ボランティア活動に参
加する社員への交通費の
補助や支援物資の提供を
行いました。

スポーツ教室
日本における支援

地域活動
（Participation in local communities）

災害支援 2018年9月、インドネシアのスラウェシ島中部でM7.5

の大地震が発生し、多くの住民が被災しました。当社の現
地乗用車生産拠点であるミツビシ・モーターズ・クラマ・ユ
ダ・インドネシア（MMKI）、および販売会社ミツビシ・モー
ターズ・クラマ・ユダ・セールス・インドネシア（MMKSI）が、
被災地への義援金として10億インドネシアルピア（日本円
で約800万円）の寄付をしました。

また、MMKIとMMKSIか
らは、被災地にレスキュー
カーとして当社 製ピック
アップトラック『トライト
ン』2台を貸与しました。

アジアにおける支援

災害 支援内容 支援先

2018年
7月 平成30年7月豪雨

●  義援金 1,600万円
岡山県、京都府、
滋賀県、岐阜県、
倉敷市、総社市

●  物資提供
●  車両無償貸与 19台 倉敷市、総社市

2018年
9月

平成30年
北海道胆振東部地震

●  義援金 500万円
●  車両無償貸与 16台 北海道

2018年
10月

2018年9月
インドネシア
スラウェシ島地震

●  義援金 約800万円
●  車両無償貸与 2台

インドネシア
スラウェシ島

◆ 2018年度の主な支援水島地区における野球教室

支援物資の積み込み作業をする社員

被災地へ義援金を寄付
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