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■人づくり、職場づくり

お客様に“満足”をいただける「いいクルマづくり」には、社員一人ひとりが活力ある職場でいきいき
と働くことができ、従業員が持続的に成長していくことが重要です。そのために将来目指すキャリア
ビジョンを明確にし、グローバルに活躍できるプロ人材の育成カリキュラムも取り入れた人材育成
のしくみを体系化して取り組んでいます。

お客様の笑顔と感動を思い浮かべ

人材育成の基本的な考え方
当社は、社員一人ひとりが将来目指すキャリアビ

ジョンを持ち、主体的にいきいきと働く「自律型

人材」の育成に力を入れています。

個々人に目を向けて、育成を計画的にサポートす

る「キャリアサポートプログラム (CSP)」を運用

し、マネジメント研修、問題解決研修などの教育

機会の提供と、ＯＪＴ、ローテーションや海外育

成出向などの経験の付与により、個々人の成長を

促進しています。
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個人の成長を促進・サポートする仕組み
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成長

ステップ
アップ

会社の育成施策
（教育、異動、OJT）

＜個人の成長サイクル＞

プロ人材の育成

技術開発教育は、開発の講義ルーム、教育展示場、

CAD教育場を使って、最新の実務に即した教育を

現地・現物で、体感しながら実施しています。

１年目の新人教育後、3年目の初級教育、5年目

以降の中級教育、グループ長のマネージャー教育

へと、ステップアップする教育と職場 OJT によ

り、開発のプロ人材を育成しています。

技術開発のプロ人材
新人 初級技術者（～３年） 中級技術者（～8年） マネージャー

マネージャーとしての
感度・感性を向上

部品屋から
車両開発屋へ

３年で1人立ち

新人教育

初級教育

中級教育

マネージャー教育

1,設計情報体系(初級)
2,鋼板・樹脂材料技術
・・・等

1,振動騒音
2,衝突安全
3,人間工学
・・・等

1,グループ長ハンドブック
から学ぶ（新任時）

2,振り返りから学ぶ
・・・等

開発技術員 教育体系　（階段登り育成図）

もっといいクルマづくり、もっといい工場づくりを

目指し、現地現物での技術教育を実施しています。

１年目の新入社員教育では車両分解などの基礎技術

教育を、２年目以降は先輩について仕事の仕方、物の

考え方を学びます。また各階層に合わせた技術教育

を行い、生産技術力の向上に取り組んでいます。

生産技術のプロ人材

* CAD：Computer Aided Design
中級技術者教育（振動騒音） グループ長研修（マネジメント）新人基礎技術教育 新人CAD * 教育

新入社員教育（車両分解） 若手技術者教育（要素機器）
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■人づくり、職場づくり
プロ人材の育成

生産のプロ人材
お客様に安心していただけるクルマづくりをするため

技能を体系的に修得するとともに、国内外子会社も含

めた技能研鑚やＱＣＣ活動に取り組んでいます。

職場配属前に専任トレーナーによる『基本技能訓練』

を実施します。社員としての自覚・安全意識醸成のた

め、基礎知識教育にも力を入れています。

また、将来のリーダー育成を目指しチャレンジ精神の

ある人材を選抜して『技能五輪』に参画し、２０１６年

には銅賞を獲得し技能向上を促進しています。

【新人教育】

初級技能職
（～5年）

経験年数

新入社員

21 43 65 87 109 1211 1413 150 ～

中級技能職
（～12年）

上級技能職
（職制）

技能系社員 教育体系

Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
活
動

技
能
研
鑽

（
技
能
コ
ン
ク
ー
ル
）

初級教育

中級教育

上級教育

正常異常がわかる

技能五輪

新人教育

中堅社員教育

自ら改善できる

人を指導できる

資格に応じた技能と知識教育を段階的に実施し、実践

に必要な原理原則については繰り返し修得するよう

教育を実施しています。

【中堅社員教育】

研鑽の場として国内外子会社も参加する『技能コン

クール』を開催。ボデー・塗装・成形・組立・保全動力

などの１０職種で競い合い技能向上を目指し取り組ん

でいます。

【技能研鑽】

モノづくりの伝承のため、海外子会社の現地技能員

の育成にも取り組んでいます。

日本人技能トレーナーの現地派遣や、現地ローカル

トレーナーを日本で教育しています。

【技能トレーナー】

一人ひとりが問題解決能力の高い職場を目指し活動

しています。

国内外の全関連会社の質向上の取り組みの一環とし

て昨年、現地でのグローバルＱＣＣ大会（インドネシ

ア大会）を初めて開催し現地関連会社３社４サークル

が発表を行いました。車体からの優秀サークルも参加

発表し相互啓発を行い更なる発展に繋げています。

【ＱＣサークル活動】

専任トレーナーによる指導 ２０１６年自動車板金職種｢銅賞｣ 
小森総一郎

＜新人 基本技能訓練＞ ＜技能五輪＞

インドネシア大会発表の様子
(車体代表：レインボーサークル )

当社豊田常務から記念品贈呈
（インドネシア　ＲＰＴサークル）

＜トヨタ車体グループＱＣＣインドネシア大会＞

組立職種 仕上げ職種〔スギティークリエー
ティブス (株 ) インドネシア〕

＜技能コンクール＞

＜技能トレーナー育成＞

海外に派遣して教育
(インドネシアにて )

日本で教育 (アメリカより )
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■人づくり、職場づくり
プロ人材の育成

グローバル人材の育成
オールトヨタ車体グループ全体の海外

事業拡大のため、グローバル人材育成の

充実に取り組んでいます。

海外事業展開に対応出来る人材の早期育成

策として若手社員を対象とした育成出向制

度を２０１１年度より導入しました。これ

までに３８名の若手社員を海外事業体へ

派遣し、帰任後は育成出向の経験を活かし

海外関連業務に従事し、活躍の場を広げて

います。

また、デザイン部ではトヨタ自動車北米デ

ザインスタジオ (CALTY) に研修生を派遣

しています。

【海外育成・デザイン研修出向】

ベルギー
9人

バーレーン
5人

オーストラリア
4人

アメリカ
84人

中国
23人

台湾
14人

インド
1人

マレーシア
34人

インドネシア
47人

タイ
51人

＜世界で活躍する当社の駐在員数＞

フランス
3人

ケニア
1人

ロシア
4人

シンガポール
1人
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＜海外駐在経験者累計＞

300

英語で自分が意図していることを伝える難しさを実感し

ていますが、伝えたことを皆が理解し、全員が同じベクト

ルに向かって動いている瞬間は非常にやりがいを感じて

います。

この経験を活かし、日本に帰ってからの業務に活かしたい

と思います。

2017年 1月～ 研修中の6期生の声

現地スタッフへの生産状況報告

生産管理部　宗方 喜秀
(左から2番目)（タイ：TDEM）

北米 (CALTY) でデザインを検討する
デザイン部 平舘了輔

北米 (TEMA）で研修する
ボデー生技部　斉藤公平（奥）

北米（APMM）で部品発注について
話しあう F工務部　安井美穂（左）

海外で通訳なしで業務遂行できるレベルを

目指し、海外支援者を対象に英語研修を実施

しています。

ネイティブ講師による技術指導英語を中心

とした事技コースと基本的な英会話や技能

指導英語を学べる技能コースを実施してい

ます。

【海外コミュニケーション能力の向上】

ネイティブ講師と会話を通じて
英語力アップを図る

英語で技能指導をする受講者

海外ローカル人材の育成
海外事業体自立化に向け、現地のリーダー

候補を対象に海外実習生を受け入れ、日本

での「グローバル実習」を実施しています。

コミュニケーションを通して、互いの文化

を知る機会をつくり、積極的に交流を図っ

ています。

帰任後、成果を説明する実習生
〔タイ：トヨタオートワークス (株 )〕

実習生との交流を通じて異文化を勉強
する受入職場メンバー (京都研鑽会 )
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■人づくり、職場づくり

多様な人材が安心していきいきと働けるよう、ダイバーシティに対する取り組みを推進しています。
また、良き社会人であるための意識づくりにも努めています。

ダイバーシティの推進と良き社会人であるための意識啓蒙

女性の活躍推進
仕事と育児の両立を支援するため、育児休職制度や社内託児所の

設置など、『働き続ける』ための環境を整備しています。

更に、柔軟な短時間勤務制度や部分在宅勤務といった制度の拡充

や、女性の能力発揮を支援する上司向けのセミナー実施など、『イ

キイキと活躍』できる環境整備にも積極的に取り組んでいます。

ダイバーシティに対する取り組み

部分在宅勤務 女性部下を持つ上司向けセミナー

高齢者の働き方支援
〈働きやすい工程づくり〉

すべての人がいきいきと働き続けられることを目指し、誰でも働

きやすい「らくらく工程づくり」を推進しています。

〈体力低下防止に向けた意識改革の場づくり〉

４０才・５０才の方を対象に｢意識づけセミナー」を開催し、「働

き方」、「資産形成」、「体力づくり」に関して早い段階から計画的に

考える機会を設定しています。

障がい者の雇用促進
２０１６年度の障がい者雇用率は２．３９％、１９０名が正社員

として勤務しています。

入社を希望する高校生とその家族向けの「インターンシップ」や

配属職場の上司を対象とした「手話教室」などを実施し、 障がい

者の活躍支援に積極的に取り組んでいます。

人権意識の深化
「個人の尊重」の意識向上をねらい、同和問題や女性・外国人の人

権等、様々な人権課題についての社内教育を、全社員に対して行

なっています。

また、社外研修にも社員を積極的に派遣し、部落問題をはじめと

する人権問題のスペシャリストの養成にも力を入れています。

良き社会人であるために

体への負担の少ない作業改善例
（らくらくシート導入）

意識づけセミナー（体力づくり）

インターンシップでの作業体験 手話教室

社内教育（新人研修） 人権パネル展示会（工場）

「妊娠・出産から子育てにわたるサポート」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/ikuji_support.pdf
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■人づくり、職場づくり

もっといいクルマづくりをしていくためには、社員が健康であることが重要であると考え、
“こころ”と“からだ”の健康で充実した会社生活をおくれるよう、きめ細かいフォローを推進しています。

社員の心身両面の健康をめざして

親しみの持てる心の相談室を目指して
富士松・いなべ・吉原工場へメンタルヘルスの専門家である臨床

心理士を配置し、相談体制を整備しています。

また、ストレスチェックを全従業員へ実施し、高ストレス者への

面談実施と職場診断結果を活用した職場環境改善のための職場

懇談会を実施しています。併せて個人のストレス耐性強化をねら

い、セルフケア教室を実施しています。

健康で充実した会社生活をおくるために

＜ストレス耐性強化：セルフケア教室＞

健康な習慣を身に付けるために
生活習慣を見直すきっかけを与えるために新生協会館３階へ健康

づくりフロアを2017年 7月にオープンさせます。

健康づくり教室や体力測定、仕事の行き帰りに自由に使えるト

レーニング施設として活用することで従業員の健康度向上を推進

していきます。

禁煙者創出のために
生活習慣病を引き起こす最大のリスクファクターである喫煙を

防止するために全社喫煙対策プロジェクトを立上げ、各職場より

禁煙チャレンジャーを募り 2016 年度は 234 人が禁煙へチャ

レンジ、117人の方が見事に禁煙に成功しました。

また毎月 22 日をトヨタ車体禁煙デーとして禁煙のきっかけづ

くりを継続的に実施しています。

がんの早期発見対応のために
各種がん検診を自己負担なしで社内検診として実施し、がんの

早期発見と適切な治療を実施できるよう外部医療機関へ紹介し

ています。

2016 年度は胃バリウム検査に加えて胃がんリスク評価を導入

し、胃がん検診を充実させています。2017年度は乳がん、子宮頸

がん検診を新たに実施し、がん対策を推進していきます。

従業員一人ひとりが自立的に健康保持増進のできる人づくりを目指して、メンタルヘルスの保持増進、生活習慣改善、禁煙活動、

がん対策を重点として活動を推進しています。

運動設備

イメージ図

有酸素運動器具

＜トレーニングルーム＞ ＜体力測定＞

胃がんリスク評価に胃バリ

ウム検査結果を合せて判定

し高リスク者へはピロリ菌

の除菌 /胃カメラ検査を推奨

(100％フォロー実施 )

＜禁煙挑戦に向けた導入教育＞ ＜喫煙率の推移＞

＜胃がんリスク評価実施結果＞

胃がん
リスク度小

A群
81%

B群
14%

C群
4%

D群
1%

胃がん
リスク度
大

（%）

‘09年度 ‘12年度 ‘16年度

8年間で
10%以上低減

… …
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■人づくり、職場づくり

トップの安全第一の場づくりと社員一人ひとりの安全感性を高める活動の強化など
取引先様、海外子会社全てでゼロ災害を目指し活動を推進しています。

安全第一を最優先に｢安全な人と職場づくり」を推進

トップの安全第一の場づくり
全社安全大会で「全員で安全文化を構築しましょう」をスローガ

ンに、社内役員・部課長及び関連子会社トップを含め全員で唱和

し、災害ゼロの実現を誓い合いました。

また、９月にはトップによる安全活動現地確認会の場を設け、

災害未然防止に向けた部・課長のフェルトリーダーシップ発揮

や、設備のリスク低減活動状況の確認を行い、トップ自ら安全

第一を実践しています。

全社員の安全第一に向けて

２０１６年７月全社安全大会 ２０１６年９月トップによる
現地確認

全社員の安全感性を高める活動
交差点での指差呼称、階段での手摺保持など 5 つの基本行動を

決めて、一人ひとりが自分の身を守るために「ポ・ケ・手・な・し」

活動を展開しています。

また、全社員の安全感性を高めるために始めた全社ＫＹ教育で

は、専任のＫＹトレーナーを工場毎に配置し、体験型でのＫＹ

（潜在危険抽出）訓練を、日々行って災害の未然防止に努めてい

ます。

例年、輸送業者の方たちにご賛同いただきフォークリフト運転時

の安全確保の為の勉強会やフォークリフト作業における基本動作

の目線合せ、困りごとの吸上げ・対策を実施し、物流における災害

防止にも努めています。

また当社敷地内における災害発生をゼロにしたいとの考えのも

と、取引先様や外来工事業者の方たちと連携し、安全活動に取り

組んでいます。

取引先様の安全第一に向けて

のぼりによる周知展開活動 脚立作業を体験し、潜在する
危険要因を抽出

全輸送業者へのフォークリフト安全
ルール勉強会 （当社技能育成センター）

協議会による巡回パトロール
にて指導を実施

安全道場での人づくり活動
インドネシア（ＳＣ）

日本でのクレーントレーナー研修
（APMM）

海外でも安全な人づくりが重要との考えのもと、日本と同様の体験

型ＫＹ（潜在危険抽出）訓練を、安全道場を開設し実施しています。

また特に高リスクなクレーン作業は、現地トレーナーを日本側で

研修することで、事業体毎にバラツキがでない安全なクレーンオ

ペレーターづくりに繋げています。

海外事業体の安全第一に向けて

シートベルトの
装着体感

「安全体感道場 (TABMEC)」

「安全衛生基本方針」

「労働災害発生状況」

http://www.tabmec.jp/simulation/
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/anzen_kihon.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/rousai_2012-2016.pdf
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■人づくり、職場づくり

コンプライアンス・交通安全・防災意識の高い
「健全な職場づくり」を推進

ＣＳＲ委員会の下部組織として「企業行動倫理委員会」を設置し、法令遵守のしくみ充実、健全な企業風土の構築に向けた活動について

審議・方向付けを実施し、トヨタ車体グループのコンプライアンス意識の向上に取り組んでいます。また、社員へのコンプライアンス徹底

のために、「私たちの約束すること（グループ行動指針）」を教育・研修などの場を通じて継続的な徹底を図っています。

全社員のコンプライアンス意識の向上を目指して

〈国内コンプライアンス活動〉 〈海外コンプライアンス向上への取り組み〉

コンプライアンス徹底に向けた取り組みの充実
ビジネスがグローバル化する中、トヨタ車体グループ全体で

国内外のコンプライアンス意識の向上に取り組んでいます。

国内においては、主体的にコンプライアンス活動を推進で

きるツールを整備するとともに関連会社も含めて勉強会を

開催するなどグループ全体で定期的な啓発活動を実施し、

コンプライアンス意識の維持・向上を図っています。

海外においては、国内の取り組みをベースに従業員の意識向上

に向けた取り組みや海外赴任者・海外業務従事者向けの教育

を実施しています。

自動車製造業を生業とする企業として「交通事故を起こさない人づくり」を目指し、社員ひとりひとりの意識向上を図ることを目標に、

全社を挙げて交通安全活動の充実を進めています。

交通事故を起こさない人づくりを目指して

社員への交通安全教育
従業員全員の運転技能レベルの向上を目的とした活動を展開

しています。

ドライブシミュレータでの運転適性診断や二輪利用者への

ライダースクールを実施し、社員ひとりひとりの交通安全意

識向上を図っています。

社員家族・地域に向けた啓蒙活動
社内イベントで交通安全コーナーを開設し、来場者への啓蒙

活動を行っています。

また、「交通事故撲滅」を目指した活動として当社オリジナル

の「おおきに運転」を啓発し、交通事故低減に向けた呼びかけ

を全社一丸となり取り組んでいます。

【おおきに運転】

「お」…横断歩道は歩行者優先

「お」…お年寄りを守ろう

「き」…黄色信号は停止のサイン

「に」…にっこり快くお先にどうぞ

顧問弁護士からコンプライアンス
指導を受ける国内子会社担当者

専門弁護士から各国コンプライアンス
指導を受ける海外業務従事者

〈社内交通安全教育〉

ドライブシミュレータの活用により、
運転技能レベルの見える化を推進

白バイ隊員からバイク運転の指導を
受ける参加者

〈家族・地域に向けた啓発活動〉

交通安全マスコットのイベント参加等、
啓発機会の拡大を狙った活動を実施

当社オリジナルの啓発活動を展開し、
より具体的な安全運転の啓発を推進

トヨタ車体グループ行動指針　(2005.3 月発行 )

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2017/TYG_houshin.pdf


25

■人づくり、職場づくり

３月にいなべ工場で発生した火災を教訓にして、今後二度と起

こさぬよう全社を挙げて再発防止に取り組んでいます。

被災現場の徹底分析により真因を特定し、熱風モレの視える化

や、ダクトの亀裂対策等を全社に展開するとともに、火災を風化

させないための防火・防災の啓蒙活動を継続してまいります。

いなべ火災の教訓を活かし、防火・防災意識の高い職場づくりを目指して

全社ＢＣＭ活動の推進
南海トラフ地震による大規模被災を想定し、ＢＣＭ*委員会組織で対策の充実強化に取り組んでいます。

被災現場を徹底分析 初動対応の経過から教訓を学ぶ

３工場同時に日時非公開の総合防災訓練を実施し、スムーズな屋外避難や安否確認・被災者救護の他、新防災センターでの初動本部訓練等を

織込み、より実践的な訓練を実施しました。また、実践力向上をねらい初動本部や突発型模擬訓練も実施しました。併せて、全社員とご家族に

「災害対応手帳」を配布し、地震発生時の行動や安否確認方法等について再徹底しました。

大震災に備えた総合防災訓練

〈BCM活動の基本方針〉 〈推進体制、主な活動〉

(1) 人道支援（人命第一・救援）

(2) 被災地の早期復旧

(3) 自社の業務復旧

ＢＣＭ委員会 減災：建屋、設備の耐震対策

初動：初動対応体制の構築、安全な避難および

安否確認の訓練、地域連携

生産復旧：全社業務・生産復旧体制の強化、

サプライチェーンの強化

*

*： Business Continuity Management（事業継続マネジメント )

自衛消防車に
よる消火訓練

ブロック本部に
よる安否確認

階段避難器具に
よる搬送訓練

初期消火訓練 救護所での救急搬送 リヤカーによるケガ人搬送

新防災センターでの初動本部訓練 実践力向上をねらった突発型模擬訓練 災害対応手帳の配布

富富士松 いなべいなべ 吉原吉原
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■人づくり、職場づくり

社員一人ひとりの幸せと会社の発展を支える活力ある職場風土をつくるため、フォーマル・
インフォーマル両場面でのコミュニケーションの活性化、一体感の醸成を図っています。

「活力ある職場づくり」に向けたコミュニケーション活動

フォーマル活動として、上司との面談や小集団活動などを通じて、

また、インフォーマル活動として、各種イベントを通じて、職場や

職位の枠を超えたコミュニケーションの充実や一体感の醸成を

図っています。

2016年度はＣＶ Ｃompany の一体感を感じられるようトヨタ・

トヨタ車体の相互のイベント参加を通じた交流を実施しました。

明るく楽しく元気良い職場をめざして

<しくみ・ツール>

<活力ある職場>

職場力職場力 マネジメントマネジメントチームワークチームワーク人材育成人材育成

風通しの良い職場

ラインによる人事管理の確実な運営

仕事をきちんと行うためのコミュニケーション 人間関係を良くするためのコミュニケーション

フォーマル活動
（MBO&チャレンジシート/Ｃミーティング等） インフォーマル活動

コミュニケーション活動を通じた活力ある職場づくり

【全社】
【オールトヨタ】

経験の有無にかかわらず楽しめる
工夫をした「トヨタ車体
グループ フットサル大会」

各社対抗スポーツ大会など、多彩な催事の
「オールトヨタビッグホリデイ」

【事業所別】

吉原工場運動会

富士松地区HAPPY FESTA

社内代表チームを決める
「ビッグホリデイ予選会」

開発部門 カート大会

【トヨタ ＣＶ Ｃompany】

ＣＶ Ｃompany の仲間として
トヨタ駅伝大会に初参戦
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■人づくり、職場づくり

国内トップリーグに所属するハンドボール、バレーボールクラブの応援を通じて、社員の士気高揚・
一体感の醸成、並びに、地域のスポーツ活性化や次世代育成に取り組んでいます。

スポーツクラブを通じて、社員の一体感醸成と社会への貢献

日本リーグで活躍するトヨタ車体ハンドボールチーム「BRAVE KINGS」、Vリーグで活躍するバレーボールチーム 「クインシーズ」の

スポーツ活動を通じて、社員の士気高揚・一体感の醸成、並びに、積極的に社会へ貢献しています。

ハンドボール・バレーボールクラブ

高松宮記念杯第6回全日本社会人　ハンドボール選手権大会　優勝 ２０１６/２０１７Ｖ・プレミアリーグファイナル６　５位

職場をあげてチームを応援

トピックス
被災地東北でスポーツ選手の出前授業

ハンドボール門山選手

「夢先生・スポーツ心のプロジェクト」出前授業

トピックス
ダカールラリー2017　市販車部門４連覇

世界一過酷といわれるダカールラリーにてランドクルーザーの耐久性、走破性、信頼性を実証するとともに、チームメンバーに社員を起用

し世界の大舞台でチャレンジし、もっといいクルマをつくる人を鍛え、得られたノウハウや経験を「もっといいランドクルーザーづくり」

に活かし、世界中のお客様の生活に笑顔と感動をお届けしてまいります。

TLC壮行会、従業員に加え近隣地区地区長、
近隣中学校、高校など関係者約500名が参加

当社近隣地域の方々などから提供いただいた廃食油を精製

した環境にやさしいバイオディーゼル燃料を１００％使用

して参戦しており、環境に配慮した代替エネルギーを使用

したクルマの部門においても、7年連続の優勝。

「スポーツクラブ　ハンドボール」 「スポーツクラブ　バレーボール」

「ダカールラリーＨＰ」

http://bravekings.com/
http://queenseis-tab.com/
http://www.toyota-body.co.jp/dakar/pc/index.html
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