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トヨタ車体は1945年、トヨタグループにおけるトラックボデー専門メーカーとして誕生し、�
現在は主にミニバン・SUV・商用車の完成車両を皆様にお届けしています。�
今後も、お客様が求める安全で、高品質なクルマづくりを進化させ、豊かな社会づくりに貢献していきます。�
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トップメッセージ�

当社は、1945年の創業以来、ミニバン・SUV・商用車を中心とする完成車両メーカーとして、生活を豊かにするモビリティ
を社会に提供してきました。�
「開発」「和親」「感謝」の社是のもと、「常に時流に先んずる」ため、モータリゼーションの変化、お客様の生活形態や嗜好の
変化を先取りし、お客様の期待に応えるクルマづくりを進めるとともに、「すべての人に快適な移動の自由を提供」するため、
福祉製品の開発にも力を注いできました。�
これからも、お客様を第一に考え、研究と創造を通して、豊かな社会の実現に貢献するモノづくり企業でありたいと考えて
います。�

企業の社会的責任に対する期待・要請はますます高まっていますが、当社はこれを「責任を果たす」と言った受身の姿勢で
はなく、社会から「この会社には是非今後も成長して、社会に貢献して欲しい」と言って頂けるような“グッドカンパニー”に
なりたいと考えています。「環境・社会・社員」それぞれにとっての“グッドカンパニー”に向け、積極的かつ多面的な活動を行っ
ています。�
『地球環境』の保全はモノづくり企業である当社にとって、最も重要な課題であります。'05年に策定した「第４次環境取り
組みプラン」に基づき、省エネルギー・地球温暖化防止、資源循環、環境負荷物質低減などに取り組み、5ヵ年計画を着実に実
行しています。�
『社会』に対する活動としては、上記モノづくり企業としての社会に役立つモビリティーの提供に加え、環境改善を目的と
した植林活動や社員による福祉車両を用いた送迎ボランティア、研究機関への助成などの地域に根ざした活動の充実を図っ
ています。�
『社員』は事業活動全ての基本であり、「社員にとってのグッドカンパニー」であるため、心と身体の健康づくりとしての安
全で快適な職場づくり、人材育成とキャリア支援に積極的に取組み、社員全員が明るく、楽しく、元気良く働ける職場づくりを
進めています。�
�
以上述べましたように、全社をあげて当社の特徴を生かしたCSR経営の取り組みを加速していきます。皆様の忌憚のない

ご意見を頂ければ幸いです。�

2007年9月�

トヨタ車体株式会社 取締役社長�

�

トヨタ車体グループの経営理念と長期ビジョン�

社是�

環境との調和とオープンでフェアな�
企業行動を基本とし、国際社会から信頼され、�
豊かな社会づくりに貢献する企業をめざす。�
�
お客様を第一に考え、研究と創造を通して、�
生活空間を豊かにする「よい商品」を提供する。�
�
人と組織を活性化し、�
創造力と活力ある企業風土をつくり、�
企業の繁栄と社員の幸せを追求する。�
�
取引先との相互信頼と開かれた取引関係を基本に�
互いに経営体質の強化に努め、�
長期安定的な成長と共存共栄を実現する。�

1.�
�
�
�
2.�
�
�
3.�
�
�
�
4.

基本理念�

経営理念�

地球と社会の持続的な発展に貢献するための経営上の考え方・価値観を、�
社是・基本理念に明文化し、全ての世代を通じて共有化し伝承してきました。�

2010年ビジョン�
持続的成長を目指し、2010年ビジョンを策定（'05年末）し、�
企業体質の改善に計画的に取り組んでいます。�

環境�

社員�

車両事業�

新規事業�

社会�特装事業�

グッド�
カンパニーに�
向けた�

CSR経営の�
推進�

事業の�
持続的成長を�
目指した�
モノづくり�

革新と効率経営の�
追求�



コーポレート・ガバナンス�

コンプライアンス、リスクマネジメント、環境保全などの
全社的課題に対応するため、「リスクマネジメント推進委
員会」「環境委員会」「安全衛生委員会」など、各種の委員
会を設置し、経営や企業行動のあり方について審議、モニ
タリングしています。�
また、2006年5月の取締役会にて内部統制の基本方
針を決議するとともに、内部統制推進委員会を設置し、新
会社法への対応をはじめとして、内部統制体制の充実を
図っています。�

各種委員会による全社的課題への対応�

監査役は、監査役会で策定された監査方針および監査
計画に基づき、取締役会をはじめとする社内の重要会議
への出席や、業務および財産の状況調査を通して取締役
の職務執行ならびに当社・子会社の業務や財政状況を監
査しています。�

監査役会による経営の透明性の確保�

当社では、取締役会を毎月開催し、業務執行の意思決
定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しています。�
�
2005年6月の定時株主総会を機に、経営の迅速な意
思決定と事業領域の拡大に対応したオペレーション機能
の強化を目的として、「取締役数のスリム化・執行役員の
新設」を柱とした新役員制度を導入し、経営効率の一層の
向上に取り組んでいます。�

的確で、迅速かつ効率的な経営を目指して�

当社のコーポレートガバナンス�

各　部　門�

株　　主�

監　査　役　会�
（過半数の社外監査役）�

会　計　監　査　人�
執　行　役　員�

取　締　役　会�

内部監査�

経営環境の変化に迅速・的確に対応する�
ガバナンスの確立�

当社は、社会から信頼され社会に貢献する企業として企業価値を向上するためには、�
コーポレート･ガバナンスの充実・強化が重要な課題であると認識しています。�

報告�監査�

監査�

監査役選任�

取締役選任�

監査� 指揮� 報告�

労使協議会・労使懇談会�
�
社会貢献委員会�
�
環境委員会�

安全衛生委員会�

リスクマネジメント推進委員会�
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コンプライアンス�

企業倫理相談窓口の設置�

「私たちの大切にするもの（Bacic MAP）」の策定と展開    

「お客様を大切にする」、「成果を生み出すための業務のプロセスを大切にする」、「人と
職場の活力を大切にする」ことを主軸に、10項目のとるべき行動からなるBasic MAPを
「社員の行動指針」と併せて展開しています。�

�
全役員をメンバーとする「リスクマネジメント推進委員会」
は、当社グループにおけるコンプライアンス・リスク管理
などの企業行動全般に関する統括をしています。    �
コンプライアンス体制としては、リスクマネジメント推
進委員会の下に、「内部統制推進委員会」を設けコンプラ
イアンス主管部署によるしくみ上の問題点の有無を自主
点検するなど全社の法令遵守の徹底を図っています。 �
また、会社と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（トヨタ車体グループ行動指針）」
を策定し、教育・研修などの場で継続的に徹底を図ってい
ます。�
さらに、行動指針を携帯できる様にカード化し、全社員
が一人ひとり署名することで、より意識を向上させる工夫
もしています。�

社員とその家族の気持ちを受けとめ、風通しが良く、働
きやすい職場づくりに向けて、労働問題、コンプライアン
スにかかわる相談や疑問をEメール・電話・手紙で直接受
け付ける相談窓口「ホント・コム・ネット」や、弁護士による
社外相談窓口「企業倫理ホットライン」を設置し、広くトヨ
タ車体グループ全体に展開し、適切な対応がとれる体制
を整えています。�

社員・家族（含む協力社員）に告知�トヨタ車体グループ行動指針携帯カード�

Ｂａｓｉｃ ＭAP（2003年9月発行）�

リスクマネジメント推進委員会を中心に   �
コンプライアンスの徹底と意識の向上�

社会からの信頼をより強固なものとする�
企業風土づくり�

コンプライアンスを「法令遵守」にとどめるのではなく、会社ならびに会社で働く一人ひとりが、�
企業人・社会人として適切な行動ができるような、健全な企業風土づくり活動として推進しています。�
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事業紹介�

喜びと感動を提供するクルマづくり ─ 「開発」～「生産」まで心をこめて ─�

製品企画担当者、デザイナーがデジタル技術も駆使し、
コミュニケーションを密にして開発します。�

車両事業�

デザイン・開発�

生産�

お客様に信頼され、いつまでも乗っていただくクルマを
開発・生産するために「振動騒音」「強度耐久」「衝突安全」「操
縦安定性」といった四大性能をメインに解析・評価を実施
しています。長時間の悪路走行をシミュレーションした「ベ
ンチ耐久試験」からマイナス30度での「実車環境試験」、テ
ストコースでの「実車走行試験」まで、あらゆる角度から厳
しく評価しています。�

“安全”、“人と設備の調和のとれた
協業”をコンセプトに生産ラインを構築。
作業環境の向上と作業条件の改善を
徹底的に追求し、プレスから組立まで、
「人の関与するライン」と高度に自動
化を推進した「無人工程」を使い分けた、
フレキシブルで高効率のラインを実
現しています。�

試験・評価�

設計�

CAEによる衝突シミュレーション�

当社は、製品企画、設計から生産まで、モノづくりのプロセスをスルーに担当し、�
お客様に喜びと感動を提供するクルマづくりに心をこめて取り組んでいます。�

より効率的に高性能のクルマを開発するために、図面段
階で車両の基本性能をシミュレーションできるCAE（Computer 
Aided Engineering）技術を構築。実車相当でのシミュレー
ション解析を実施しています。さらにDA（Digital Assembly）
も採用するなど、図面段階
での性能予測と改善を可
能にする技術によって、短
期間で高性能、高品質なク
ルマづくりを積極的に展開
しています。�

実車環境試験�衝突安全実験�

コンピュータグラフィックス�
によるデザイン検討�

① プレスライン� ② 板金ライン�

④ 組み立てライン（完成車両）� ③ 塗装ライン�

デジタル画像によるデザインチェック�

次世代クルマづくりに貢献する研究・開発�

植物材料（ケナフ）や燃料電池等の研究・開発を進めています。（詳細は32ページをご参照ください）�

お使いになるお客様や環境によって異なるご
要望にこたえながら、移動の可能性を広げる特装・
福祉事業では、車両事業で培った技術・ノウハウ
を活かして、企画・開発、生産に取り組んでいます。�
�
● 積載車両�
物を運ぶことの基本である「使いやすさ」「スピ
ーディ」「安全」、さらには「環境」に配慮し、日本
の物流を支えています。�

● 福祉車両・機器�
より多くの人に移動の自由と喜びを提供するた
めに、車両・機器の開発を通して高齢者・身障者
の方の生活を支援しています。�

● 輸出特装・カスタマイズ車�
車の機能性、利便性、使い勝手のよさを追求し、 
使用環境やユーザーのお好みに仕立てます。�

1985年、自動車のリニアモーター式カーテンを世界で
初めて開発し、量産化に成功しました。その後住宅用リニ
アカーテン、リニアドア、さらに電子部品（IC）搬送装置に
まで応用製品の拡大をはかっています。�

特装・福祉事業�

新規事業�

リニア事業� 水・空気環境事業�

1989年、搬送用トラックの荷室の脱臭装置を開発、さ
らに洗浄用にオゾン水脱臭・除菌洗浄機を発売しました。
以降、お客様の声を反映し、小型・軽量化、高機能化を進め、
スーパーや水産・食品加工施設など高次の環境衛生が求
められる業種において、脱臭、除菌の効果を発揮しています。�

オゾン製品組み立て（エース新林工程）�リニア実験室（寿 新規開発センター）� リニア用レール� オゾン水脱臭･除菌洗浄機�
「オゾンだっしゅツイン60PSA｣�

ポルテ ウェルキャブ フレンドマチック車�
（第33回国際福祉機器展 会場において）�

福祉車両 架装ライン�

積載車両 架装ライン� 輸出特装車 架装ライン�

移動の可能性を広げる特装のモノづくり�

クルマづくりで培った技術とノウハウを活かして新分野へ�



製品紹介�

さまざまなシーンでお客様に愛され、信頼されています。�

休 日 は ミ ニ バ ン で �

出 か け よ う！�

ヴォクシー�

ミニバン�
キャブワゴン�
Mini Van / CabWagon

�
■ アルファード�
■ アルファードハイブリッド�
■ ヴォクシー�
■ ノア�
■ エスティマ�
■ エスティマハイブリッド�
■ イプサム�

パ リ ダ カ で 頑 健 性 を 証 明 。�

世 界 で 愛 用 さ れ て い る！�

ランドクルーザー200

SUV�
Sports Utility Vehicle

�
�
�
�
■ ランドクルーザー200�
■ レクサスLX470�
■ ランドクルーザー70ピックアップ�
■ ランドクルーザー70ハードトップ�
�

人 に 、地 球 に 、�

暮 ら し に 優 し い 。�

プリウス�

セダン�
Sedan

�
�
�
�
�
�
�
■ プリウス�

運 搬 か ら 、送 迎 ま で �

活 躍 の 場 が 広 が る 。�

コースター 幼児バス�

ハイエース�

商用車�
コミュータ�
Commercial Vehicles

�
�
■ ハイエース�
■ レジアスエース�
■ ハイエース スーパーロング�
■ ハイエース（欧州向け）�
■ コースター�
■ コースター 幼児バス�

私たちがお届けする製品�

さ ま ざ ま な 物 流 シ ー ン で �

活 躍 。�
積載車両�
Loading Vehicles

�
�
�
■ 冷凍車･保冷車�
■ ドライバン�
■ 荷役省力車�
■ パワーリフトキット�
■ ローリフト�

冷凍車�

よ り 多 く の 方 に �

移 動 の 自 由 と 喜 び を 。�
福祉車両�
福祉機器�
Welfare Service Vehicles�
and Instrument

�
�
■ リフトアップシート車�
■ 回転シート車�
■ 車いす仕様車�
■ フレンドマチック車 他�
�
■ 電動式段差解消機�

エスティマ サイドリフトアップシート車�

出 か け る よ ろ こ び �

広 が る 暮 ら し 。�
電気自動車�
Electric Vehicles

�
�
�
�
�
�
■ 電動カー「エブリデー」�
■ 超小型電気自動車｢コムス」�

電動カー「エブリデー」� 超小型電気自動車｢コムス」�

新 た な 分 野 で 社 会 に 貢 献 。�生活関連製品�
Life-Related Products

�
�
�
■ リニアモータ式カーテンレール�
■ リニアドア�
■ オゾン水脱臭･除菌洗浄機�
■ 業務用オゾン発生装置�
■ 空気除菌・脱臭装置�

リニアドア�

さまざまなシーンでお客様に愛され、信頼されています。�

業務用オゾン発生装置�
「オゾフレッシュG500」�

オゾン水脱臭･除菌洗浄機�
「オゾンだっしゅツイン60PSA｣�

�



トヨタ車体グループと環境・社会とのかかわり�

● 安全、快適な職場づくり�

● 心と身体の健康づくり�

● 自動車リサイクル設計の推進と展開�

● 資源有効利用の一層の推進�

● 連結マネジメントの強化�

● 緑化活動�

● 軽量化技術の開発と製品化�

● CＯ２低減対策の積極的な推進�

● 自動車の環境負荷物質の管理・低減�

● 生産工程、物流における環境負荷物質の排出量低減�

● コミュニケーションの充実と良好な労使関係�

● 多様性、機会均等�

● 仕事と育児の両立支援�

資源循環への取り組み� 環境マネジメント�

温暖化防止への取り組み� 環境負荷物質低減への取り組み�

安全衛生と健康の確保�

● 自律型人材の育成�

人材育成とキャリア支援�

活力ある職場づくり�

環境�

社員�

環境、社会、社員のためのグッドカンパニーづくりへ向けて�

持続的成長には『世の中から成長を期待して頂ける企業』でありつづけることが重要との認識のもと�
06年末策定の3ヵ年中期経営計画にて『環境・社会・社員のためのグッドカンパニーづくり』を�
課題に掲げ取り組んでいます。以降はこの三つの視点で活動を整理しました。�

● 品質保証、品質向上�

● 安全性能の向上�

● 移動のよろこびを福祉車両で提供�

● オープンでフェアーな取引�

お客さまとのかかわり�

● 利益の還元�

● 積極的な事業展開�

● タイムリーな情報開示�

株主とのかかわり�

取引先とのかかわり�

地域とのかかわり�
● 環境保全、環境啓発�

● 工学支援�

● 地域との共生�

社会�

環境�

社員�

社会�
グッド�

カンパニーに�
向けた�

CSR経営の�
推進�



トピックス�

アクション・ダカール�

「家族の愛を運ぶプライム・コンパクト・キャブワゴン」をコンセプトに、ゆとりとやさしさに包まれた快適な空間を実現しま
した。｢予防安全｣と｢衝突安全｣に着眼した安全なクルマづくり、リサイクル性向上や環境負荷物質低減といった環境への配
慮、またエンジン最適燃焼化、左右独立温度調整エアコンなど、トヨタ初・クラス初の装備を数多く搭載し、魅力的な車を提案
しています。�

ダカールラリー2007（通称パリダカ）に参戦し、プロダクション部門で史上初の3連覇を達成しました。�
3号車は軽油に菜種油から精製した燃料を20％混合したバイオディーゼル燃料を使用するとともに、ボデーの一部に植物
由来材料のケナフボードを採用し、プロダクション部門で第3位に入賞しました。�

プロダクション部門で3連覇 ダカールラリー2007

（'07年1月）�

最先端技術を導入した「新型ヴォクシー・ノア」誕生�

（'07年6月）�

特 集�

ダカールラリーの主催者ASO
が「SOSサヘル」とのタイアッ
プで行なっている西アフリカ
の環境保全支援活動「アクシ
ョン・ダカール」に15,000ユ
ーロを寄付しました。�

小さなお子さまの乗せ降ろしを楽にするチャイルドケアモード�

後席確認ミラー�

ゴールにて。プロダクション部門で優勝した1号車（右）
と第3位の3号車。�

バイオディーゼル燃料を注入するドライバー。バック
ドアパネルとリアクオーターパネルには植物由来材料
のケナフを採用。（詳細は24ページをご参照ください）�

人にやさしく、�
　 地球にやさしく�

エスティマ｢自動車アセスメント�
グランプリ06／07｣受賞�

エスティマが、独立行政法人「自動車事故対策機構」が平成
18年度に実施した自動車アセスメントで、乗員保護性能と
歩行者（頭部）保護性能評価において、最も優秀であると認
められ、『自動車アセスメントグランプリ06／07』を受賞し
ました。�

TAW タイ政府より品質管理で表彰�

（'07年5月）� （'07年4月）�

トヨタ車体技能研修センターを開設し、新入社員などを対
象とした基本技能教育を一元化。また海外研修生の教育も
実施し、技能育成の均質化・効率化を図るとともに、モノづ
くりの心・技を伝えています。�

陸上部の大南博美選手がロッテルダムマラソンで優勝し、
敬美選手は名古屋国際女子マラソンで第3位。�
ハンドボール部は、日本リーグで初のプレーオフに出場し、
過去最高の第4位でシーズンを終えました。�
また女子バレーボール部は、Vプレミアリーグで健闘。トライ
アスロン競技部もアジア大会で入賞するなど活躍しています。�

（'06年9月～）�

トヨタ車体技能研修センターを開設� スポーツクラブの活躍�

（'06年12月）�

森林資源の保全、地球温暖化防止を図るため、子会社のあるインドネシアでの植林や、本社・吉原工場のある三河地区を流
れる矢作川水系の森林保全、いなべ工場がある三重県と協働しての森林整備などを推進しています。�

国内外で植林・緑化活動を推進�

（'06年12月～）�

第1回グランプリ受賞の�
エスティマ�

タイ国スラユット首相よりトロフィーを受け取る�
TAW副社長（当時）（左）�

大南博美選手（左）と敬美選手�
高度な技能をもつインストラクターから、新入社員へ技能を伝承�

日本ハンドボールリーグで新
人賞を獲得した門山選手�

子会社現地スタッフ・地元住民や小中学生１,５００名が�
苗木約６,３００本を植樹（インドネシア）�

森の健康診断（矢作川水系）� いなべ工場長による鋸入れ（三重県「企業の森づくり」）�

タイにある関連会社タイオートワークスが、トヨタウェイや
トヨタ生産方式などを導入し優れた商品を生産していると
して、タイ政府より表彰されました。特に「フォーチュナー」
と「ハイラックスヴィーゴ」
の品質管理においてお客
様満足度ナンバー1と認
められました。�

（詳細は42ページをご参照ください）�



■ 採用した主な省エネルギー技術�

特 集�

環境に配慮した「新実験棟」の建設�

車両の企画・開発にあたって、市場ニーズの多様性や安全・環境・快適性などの要求レベルの高まりに対応
するため、車両の実験棟となる「技術３号館」を建設しました。建設にあたっては、2003年に「日経ニューオ
フィス推進賞」を受賞した技術1号館の基本コンセプトを踏襲し、明るく快適でさらなる省エネ技術を配慮
した執務空間をつくりあげました。�

●グラデーションブラインド
による直射日光制御による
照度制御�

●ブラインドの羽根の角度を
調整し、直射日光を遮りな
がら、天井へ反射させ明る
くする。�
●羽根角度の変更は、パソコンに入力された四季の時々刻々
の太陽高度、方位角に連動して行なわれる。�技術３号館（新実験棟）�

●共用部人感センサー自動点滅�
●昼光センサーによる適正照度制御�
●グラデーションブラインドの採用�

照度制御システム�

●全熱交換機による排熱回収�
●予冷、予熱時の外気遮断制御�
●スケジュールによる自動停止制御�
●エアーフローシステムの採用�
　（窓際の侵入熱処理）�
●春・秋季の自然換気�

執務室空調システム�

夏季の窓からの侵入熱に対してプッシュ
プルファンで窓付近に気流をつくり、効率
的に侵入熱を排出する。�

エアフローシステム�

グラデーションブラインド�

●上部換気ファンによる熱抜き�
●自然光取入れと昼光センサーによる�
　照明制御�

吹抜け採用による省エネ�

●超高効率ヒートポンプチラーの採用�

空調機器の省エネ�

●照明、空調機、換気扇 
の使用時間帯に応じた
スケジュール管理�
●執務域直近に照明、空
調スイッチを配し、こま
めな利用者運転管理�
●中央監視設備による
エネルギー使用状況
の把握�

省エネルギー管理�

●空調機の変風量方式の
採用（ＶＡＶ）�
●冷温水の変流量方式
の採用（台数制御、容
量制御）�

搬送動力の低減�

●ピークシフトによる電
力使用量の平準化�

蓄熱システム�

熱進入�

ガラス窓�

屋上原動設備スペース�

執務室� 執務室�

執務室� 執務室�

食堂� 執務室�

実験場�

実験場�

試験車両置場�

床�

天井�

執務室�

ファンによる排気�

F

F

熱進入�

ファンによる吸気�

省エネ効果�
下記の各々の省エネ技術を織
り込まないケース（従来）に比
較し、20%のCO2低減を図り
ました。�

今回�従来�

（t-CO2／年）� 20%低減�

■ 環境方針と環境取り組みプラン�
環境に対する基本的な考え方�

第４次トヨタ車体環境取り組みプラン�

2006年度の環境取り組み進捗状況�

■ エネルギー･温暖化�
［開発・設計］ 自動車の燃費向上に寄与する軽量化技術の開発と製品化�

［生産・物流］ 生産活動におけるＣＯ２低減対策の積極的な推進�

環境トピックス�

■ 資源循環�
［開発・設計］ 自動車リサイクル設計の推進と展開�

［生産・物流］ 循環型社会に向けた資源有効利用の一層の推進�

［生産・物流］ 水使用量の低減�

■ 環境負荷物質�
［開発・設計］ 自動車の環境負荷物質の管理・低減�

［生産・物流］ 生産工程におけるＶＯＣ排出量低減�

［生産・物流］ ＰＲＴＲ対象物質の排出量低減�

■ 環境マネジメント�
連結マネジメントの強化�

取引先との連携活動の推進�

Eco-VASによるライフサイクル環境負荷の低減�

環境改善に寄与する新規事業の推進�

環境教育の充実�

■ 社会との連携�
循環型社会構築への貢献�

情報開示と双方向コミュニケーション�

■ 環境会計�

■ 詳細資料�
製品への環境折り込みデータ�

事業活動における環境データ�

�
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環境のために�



環境のために�

トヨタ車体環境基本方針�

環境方針と環境取り組みプラン�

トヨタ車体は基本理念に”環境との調和とオープンでフェアな企業行動を基本”と掲げ、車両の開発から生産、使用、廃棄、
リサイクルに至るすべての段階で、環境負荷低減に取り組んでおり、「トヨタ車体環境基本方針」（1993年制定、2004年改
訂）として、国内外のグループ各社で共有しています。�
この「トヨタ車体環境基本方針｣に従い、中長期目標をまとめたものが「トヨタ車体環境取り組みプラン」であり、2006年
度より第4次となる5ヵ年計画「第4次トヨタ車体環境取り組みプラン」を定め、新たな取り組みをスタートしました。�
また、「取り組み体制」は、社長を委員長とした環境委員会のもと、製品環境・生産環境の体制で推進、さらに国内外の
グループ各社と一体となった連結環境マネジメントを強化し推進しています。�

環境に対する基本的な考え方�

※1 Eco-VAS：Eco-Vehicle Assessment System�
※2 SOC：Substances Of Concern（環境負荷物質）�
※3 VOC：Ｖｏｌａｔｉｌｅ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ（揮発性有機化合物）�

軽量化分科会�

リサイクル・解体性分科会�

SOC※2分科会�

VOC※3分科会�

富士松工場生産環境委員会�

いなべ工場生産環境委員会�

吉原工場生産環境委員会�

トヨタ車体グループ生産環境会議（生産各社）�

トヨタ車体グループ環境連絡会（非生産各社）�

製品環境委員会�環境委員会�
委員長 ： 河合副社長��
開発段階における省資源、環境負荷低減に
貢献する技術及び製品の開発に関する基
本事項の審議�

委員長 ： 水嶋社長��
地球環境保全・地域環境保全に関する基本
事項の方針設定と全社活動の総括推進�

生産環境委員会�
委員長 ： 山岡常務取締役�
生産活動に関わる省資源、省エネルギー、
資源の再利用に関する技術開発及び生産
活動に関する基本事項の審議、環境教育・
啓発活動の推進�

取り組み体制�（2007年3月時点）�

トヨタ車体環境取り組みプラン�

豊かな21世紀社会へ貢献するため、環境との調和ある
成長をめざし、事業活動の全ての領域を通じて、ゼロエ
ミッションに挑戦します。�

豊かな21世紀社会へ貢献�1

環境技術のあらゆる可能性を追求し、環境と経済の両
立を実現する新技術の開発と定着に取り組みます。�

環境技術の追求�2

未然防止の徹底と法基準の遵守に努めることはもとよ
り、地球規模の環境課題を踏まえた自主的な改善計画
を策定し、継続的な取り組みを推進していきます。�

自主的な取り組み�3

関係会社や関連産業との協力はもとより、政府、自治体
をはじめ、環境保全にかかわる社会の幅広い層との連携・
協力を構築していきます。�

社会との連携・協力�4

第１次プラン� 第2次プラン� 第3次プラン� 第4次プラン�

１９９３� １９９６� ２０００� ２００５� ２０１０�

● グローバルCO2展開�
● トヨタEcoｰVAS※1参画による�
　 ライフサイクル負荷の低減�

● 埋立廃棄物ゼロ�
● 水資源の節約�
● 環境関連事業の拡大�● 環境マネジメントシステム整備�

● 温暖化防止�
● 環境負荷物質の軽減� 自主取り組みと�

活動領域の拡大�
ISO14001の�

導入による体制整備�
目標値の明確化�環境保全�

基本事項の整備�

グローバル化拡大対応と�
新製品の�

環境配慮設計の強化�

第4次トヨタ車体環境取り組みプラン�

（2006～2010年度の活動）�

「第４次環境取り組みプラン」は、トヨタ車体が自らの成長と持続可能な循環型社会の構築に寄与することを目的として策
定したもので、「エネルギー・温暖化」「資源循環」「環境負荷物質」の推進項目と、それを推進するための「環境経営」について
具体的な実施事項・目標等を設定しました。これに基づき、毎年度のプランを策定し,推進しています。 �

第4次「トヨタ車体環境取り組みプラン」�

取り組み項目� 具体的な実施事項・目標等�

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
温
暖
化�

資
源
循
環�

開発・設計�

①自動車の燃費向上に�

　寄与する軽量化技術の�

　開発と製品化�

・高張力鋼板、材料置換によるボデー軽量化設計の推進�

・一体化構造の採用拡大、ＣＡＥ※1を活用した構造合理化によるボデー軽量化設計

の推進�

・解体、リサイクルが容易な車両の開発推進と展開�

・トヨタエコプラスチック等再生可能資源、リサイクル材の使用拡大�

・水使用量低減を継続的に推進�

生産・物流�

開発・設計�

生産・物流�

②CO2低減対策の�

　積極的な推進�

③リサイクル設計の�

　一層の推進と展開�

④循環型社会に向けた�

　資源有効利用の�

　一層の推進�

⑤水使用量低減�

＜生産＞�

・生産技術の革新等、画期的な生産性向上によるCO2低減の推進�

(オフィス等も含めた活動を展開）�

�

［2010年度目標］�

・ＣＯ2排出量を生産工程で1990年度比10％減に加え、非生産拠点で�

2005年度比5％減�

・ＣＯ２の売上高当り排出量を2003年度比10％減�

・国内・海外を含めたグローバル連結で、CO2の売上高当り排出量を2003年度比8%減�

�

＜物流＞�

・輸送改善によるCO2低減対策の実施�

�

［2010年度目標］�

・CO2排出量を2003年度比10％減（範囲：生産部品物流、補給部品物流）�

＜生産＞�

・歩留まり向上等の発生源対策による排出物低減�

（金属屑等の有価物・廃棄物の低減と埋立廃棄物ゼロの継続）�

�

［2010年度目標］�

・排出物の売上高当り排出量を2003年度比3％減�

・国内連結事業体においても排出物排出量の把握と低減活動を展開�

・海外事業体は廃棄物の積極的低減活動を展開�

�

＜物流＞�

・梱包のミニマム化および軽量化拡大等による梱包資材使用量の低減�

�

［2010年度目標］�

・梱包資材使用量を2003年度比5％減（範囲：生産部品物流、補給部品物流）�



環境のために�

取り組み項目� 具体的な実施事項・目標等�

環
境
負
荷
物
質�

環
境
経
営�

開発・設計�
⑥環境負荷物質の管理、�

　低減の一層の推進�

・環境負荷物質4物質（鉛・水銀・カドミウム・6価クロム）のグローバルな全廃�

・2006年より4物質全廃車の日欧導入（2007年完、適用除外品あり）�

・グローバル基準に基づく全世界での（海外関連会社の生産製品含む）4物質全廃

の早期達成�

・特装車の4物質の全廃（2007年完、適用除外部品あり）�

・環境負荷物質の管理対象拡充�

・全新型車で2010年までに車室内VOCを低減�

・自然保護活動・緑化活動等の支援�

・環境ボランティア活動の積極的な推進�

生産・物流�

マネジメント�

社会との連携�

⑦ＶＯＣ※2排出量低減対策�

⑨連結マネジメントの強化�

⑩取引先と連携した�

　活動の一層の推進�

⑭循環型社会構築への貢献�

・環境・社会報告書の充実と継続発行�

・会社ホームページを活用した環境情報提供の充実�

・地域社会とのコミュニケーションの充実�

⑮環境情報開示と双方向�

コミュニケーションの充実�

・塗装工程における洗浄シンナーの一層の使用量低減と水性塗料採用拡大等の実施�

［2010年度目標］�

・ボデー塗装VOCの塗装面積当り排出量を1998年度比60％減�

・ボデー以外の部品の塗装VOCについても排出量低減活動を展開�

⑧ＰＲＴＲ※3対象物質の�

　排出量低減�

・塗装工程を中心としたPRTR対象物質の排出量低減�

［2010年度目標］�

・PRTR対象物質排出量を1998年度比60％減�

・トヨタ車体へ納入される部品・原材料等に含まれる環境負荷物質の管理充実�

・取引先における自主的な環境パフォーマンス向上活動の要請�

・車両の全開発プロセスを通じて、自動車の生産、使用、廃棄に至る�

ライフサイクルアセスメントの考え方を踏まえた総合的な環境評価を実施�

⑬環境教育の充実�
・社員の環境意識向上に加え、実務改善に資する環境教育の継続的実施�

・国内･海外連結事業体への環境教育の充実�

⑫環境改善に寄与する�

　新規事業の推進�

・環境製品（バイオ、アグリ、植物材料、燃料電池）の開発・製品化促進�

・環境分析等、環境関連事業の充実�

⑪トヨタＥｃｏ－ＶＡＳ※4�

　への積極的参画による�
　ライフサイクル�
　環境負荷の低減�

＜生産事業体＞�

・企画段階から環境対策を確実に織り込むエコファクトリー活動のグローバルな展開

（違反・苦情ゼロ、環境リスクの最小化、環境パフォーマンスの向上）                    �

�
＜非生産事業体＞�

・CO2等各事業体環境パフォーマンスの管理と向上�

�
�
※1 ＣＡＥ：Computer Aided Engineering（コンピュータ支援技術）�
※2 ＶＯＣ：Ｖｏｌａｔｉｌｅ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ（揮発性有機化合物）�
※3 ＰＲＴＲ：Ｐｏｌｌｕｔａｎｔ Ｒｅｌｅａｓｅ ａｎｄ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（特定化学物質の排出・移動登録）�
※4 Ｅｃｏ－ＶＡＳ（エコバス）：Ｅｃｏ-Ｖｅｈｉｃｌｅ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ�

2005年に設定した第4次「トヨタ車体環境取り組みプラン」の各項目に基づき、活動の初年度（2006年度）の目標を掲
げ、取り組みを推進しました。�

2006年度の環境取り組み進捗状況�

● エネルギー・温暖化�

● 資源循環�

● 環境負荷物質�

● 環境マネジメント�

● 社会との連携�

取り組み項目� ２００６年度目標� 進捗状況� 評価�

関連ページ�

※ ＴＳＯＰ：Ｔｏｙｏｔａ Ｓｕｐｅｒ Ｏｌｅｆｉｎ Ｐｏｌｙｍｅｒ 

開発・設計��
①自動車の軽量化�

生産・物流�
②ＣＯ２低減対策�

開発・設計�
③自動車のリサイクル設計の�
　推進�

●新型ヴォクシー・ノアの軽量化計画の達成� ●高張力鋼板の採用拡大等で目標達成�
　（当社開発分）�

●ＣＯ２排出量：207.2千ｔ-ＣＯ２以下�
●売上高当りＣＯ２排出量：18.6ｔ-CO2/億円以下�
●グローバル連結売上高当りＣＯ２排出量：�
　20.7ｔ-CO2/億円以下�
●物流ＣＯ２排出量：8.38千ｔ-CO2以下�

●新型ヴォクシー・ノアへのリサイクル設計の�
　織り込み�

●排出物排出量11.7ｔ/億円以下�
�
●梱包資材使用量：2,360ｔ以下�

●水使用量：4.5ｍ３/台の維持�

●新型ヴォクシー・ノアへの環境負荷物質�
　低減計画の達成�

●ＶＯＣ排出量：48.2ｇ/ｍ２以下�

●ＰＲＴＲ対象物質排出量：1,425t以下�

●海外グループ会社の活動強化�

●中期連携計画の提案�

●自動車関連の環境技術開発の推進�
●パリダカ参戦車にケナフボードの採用�
　（07年1月）�

●新型ヴォクシー・ノアでの�
　ライフサイクル環境負荷低減�

●自然保護、緑化活動等の計画的な推進� ●国内・海外での植林活動の実施�
●ケナフの栽培と紙加工等の実施�

●地域社会との対話の充実� ●環境に関する地域住民との懇談会の実施�

●トヨタとの協業によるＬＣＡの実施�

●階層別教育の年度計画推進�
●新入社員434名、新任基幹職96名等の�
　教育実施�

●「グリーン調達ガイドライン」の改正（07年3月）�

●海外グループ会社のリスク監査及び�
　是正の実施�

●1,300ｔ�

●46.9ｇ/ｍ２�

　富士松工場塗装水性化切替等による�
　大幅低減の達成�

●ＳＯＣ４物質の切替を計画通り推進�
●車室内ＶＯＣ低減に向け、接着剤等の見直し推進�

●3.6ｍ３/台�

●10.8ｔ/億円�
　鋼板のコイル材変形によるロス低減等の実施�
●2,344ｔ�

●リサイクル性に優れた樹脂材料ＴＳＯＰ※の採用�
●エアバッグ処理性向上等、解体時間の短縮�

●206千t-CO2�
●16.2t-CO2/億円�
●17.2t-CO2/億円�
�
●8.30千t-CO2

生産・物流�
④資源有効利用の推進�

生産・物流�
⑤水使用量の低減�

開発・設計�
⑥環境負荷物質の管理・低減�

生産・物流�
⑦VOC排出量低減�

⑨連結マネジメントの強化�

⑩取引先との連携した活動�

⑬環境教育の充実�

⑫環境改善に寄与する�
　新規事業の推進�

⑪EcoｰVASによるライフ�
　サイクル環境負荷の低減�

⑭循環型社会構築への貢献�

⑮環境情報開示と双方向�
　コミュニケーションの充実�

生産・物流�
⑧PRTR対象物質排出量低減�
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環境のために�

新型ヴォクシー・ノアでは高張力鋼板などの軽量材料の採用拡大、ＣＡＥ※１の活用による構造・板厚最適化、樹脂成形新工法
の採用などにより、ボデーの軽量化を図りました。�
※１ ＣＡＥ：Computer Aided Engineering（コンピュータ支援技術）�

■塗布型制振材による軽量化�
従来の制振材より比重の軽い塗布型制振材の使用によ

りフロアの軽量化を図りました。 �

■高張力鋼板とＣＡＥ解析による軽量化�
高張力鋼板の採用と併せ、強度のＣＡＥ解析・振動騒音
についての感度解析による構造の合理化および板厚の最
適化によりさらなる軽量化を図りました。�

■デッキサイドトリムの発泡成形による軽量化�
内装部品については、内部基材を発泡することにより
剛性を確保し軽量化を図りました。�

■樹脂部品の最適設計による軽量化�
外装部品のバンパーの設計にあたっては、高剛性の

ＴＳＯＰ※2材料を使用し、さらには剛性、耐熱性のＣＡＥ解
析により肉厚の最適化を図りました。その結果、フロント、
リヤバンパーは10％の軽量化を実現しました。�
また、リヤスポイラーについても同手法により15％の
軽量化を図りました。�
※2 ＴＳＯＰ：Toyota Super Olefin Ｐｏｌｙｍｅｒ�

自動車の燃費向上に寄与する軽量化技術の開発�

バンパーのＣＡＥ解析による肉厚最適化�

開発・設計�

生産・物流�

開発・設計�

ＣＯ２低減対策の積極的な推進�

自動車の燃費向上に寄与する軽量化技術の開発と製品化�

軽量化効果�

軽量化効果� 軽量化効果�

2007年6月、ドイツハイリゲンダムサミットにおいて、温室効果ガス排出量を「2050年半減を検討」で合意されまし
た。当社も、中長期目標に基づいて、供給量不足、資源枯渇が心配されるエネルギー問題及び地球温暖化問題のCO2
排出量低減に対し、自動車での消費抑制、生産・物流段階でのCO2低減の両面から取り組みを推進しています。�

エネルギー・温暖化�

ボデー�

ドア�

■は制振材�

一般板厚 ： t2.5 発泡�

発泡断面�

高張力鋼板使用部位�

従来型� 新型�
CAE解析�

剛性不足�

一般部肉厚 2.8 → 2.5

▲15.3kg／台�

従来型� 新型�

▲1.1kg／台�

従来型� 新型�

▲0.76kg／台�

肉厚 2.8

■ＣＯ２排出量�

■スポット冷却用クーリングタワーの省エネ�
　（東海特装車の事例）�
クーリングタワー電源のスイッチＯＮ・ＯＦＦ操作をオペ

レータから工場エアー圧感知による自動にして、切り忘
れによるエネルギーロスの低減を図りました。�

■組立部品工場の空調設備の総合省エネ�
組立部品工場の設置にあたり、空調設備の総合的な

エネルギー削減に取り組みました。�

①気化熱利用�
●空調室外機の熱交換部への水噴霧による熱効率アップ�
●夏季の屋根散水による日射熱低減�
②排熱利用�
●冬季の近接他工場機械室内の温熱ヒートポンプ利用�
③配管抵抗ロス低減�
●配管抵抗低減剤による送水エネルギー低減�

■エアブローノズルの選定と標準化�
塗装工程で使用するエアーブロー装置のエアーを有効
に利用するため最新省エネ型ノズルの選定と、その設置
方法(角度、ワークとの距離等）について標準化し、全工場
へ展開しました。�

■塗装吹付ロボットの清掃時間帯変更による空調省エネ�
水性塗料切替により、稼動時にロボットに付着した塗

料が硬化し難くなったため、従来、ライン停止後に時間を
空けずに実施していた清掃を、次直開始前に実施するこ
とにより、運転していた空調エネルギーを低減しました。�

※ＣＯ２排出量総量については、活動の成果をみるため、０６年度以降の大規模な新・増設工
程は含めず、個別に従来レベルの原単位３０％低減活動を展開しています。�

ＣＯ２排出量低減活動は、2006年度より事務本館、技術館等のオフィス、および寿新規開発センター等の非生産拠点も
活動範囲に加え、2010年度の総排出量192.6千ｔ-CO2以下を目標に新たに第4次プランをスタートさせました。�

生産活動におけるＣＯ２低減対策の積極的な推進�

生産・物流�

トヨタ車体�

ノズル当り流量比較�
(Ｌ／分)

※グローバル連結の範囲�
　トヨタ車体 ：全体（生産＋非生産）    �
　　国 内　  ：東海特装車、トヨタ車体精工、エース産業、東海部品工業�
　　海 外　  ：スギティクリエイティブス、春翔欣業�
�
（注）第４次環境取り組みプランスタートに伴い、上記に変更。�
　昨年までの報告では、トヨタ車体分は、生産工程のみを対象としていましたが、今回か
ら非生産工程を加えました。また、国内連結には、関連会社（岐阜車体、東海鉄工）を含
めていましたが、今回から連結会社のみとしました。�

グローバル連結�
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売上高当り�

生産�

連結会社�

トヨタ車体�

売上高当り�

エアー圧�
感知スイッチを�
取り付け�

採用ノズル�

朝直ライン��
稼動�

空調運転�

清掃実施時間変更により空調停止�

ロボット�
清掃�

時間変更�

クーリングタワー�

■工場屋根の透明板採用による電力使用量低減�
　（春翔欣業─台湾─での事例）�
工場屋根に自然採光のための透明板を採用しました。

これにより、冬季の朝夕2時
間を除いて、工場稼動中の
照明を消灯することができ、
省エネを図りました。�

空調温・湿度��
立上げ�

ロボット�
清掃�

夜直ライン��
稼動�

空調運転�



環境のために�

■生産工程における燃料転換�
当社では、生産工程で使用するエネルギーを、よりクリー

ンな燃料の天然ガスである都市ガスへの転換を順次実施
し、2005年度には電力と都市ガスのみとなりました。�
今後は一部で残る非生産分野でのＡ重油（全体の１％）
についても都市ガス化を推進していきます。�

また、2006年度の全電力使用量のうち、約26％は天
然ガスコ・ジェネレーション等による自家発電で賄って
います。�

当社では、2005年12月、環境省が提唱する国民的プロジェクト『チーム・マイナス6％』に参加し、社員一人ひとりが
6つのアクションプランを実践することを呼びかけており、社内報にも『ＥＣＯ広場』のページを設けて、その事例を全社
員に紹介しています。�

チーム・マイナス6％活動を実践�

エネルギー別使用比率 （除く非生産工程）�
（ % ）�

2006年度自家発電比率�

エコドライブ実施の効果�

「新聞等で『アイドリングストップを実施すると、約30％のガソリンを節
約できる』と言う記事を読み、ガソリン価格も以前より高騰しているし、且つ
環境にもやさしいという点からエコドライブの実践を決めました。給油毎
に燃費を記録、評価し、毎日の通勤時にエコドライブを心がけました。以前
に比べ、燃費が5Km/Ｌも伸びて非常に満足しています。環境にやさしく、小
遣いも増えました（笑）。今後もエコドライブを極めていきたいですね。」�

柴田良一（環境部環境企画室）�

社内報「ＥＣＯ広場」のページ�

社員のエコライフ事例�

燃費向上のために実践したこと�

● 暖機運転をしない�
● 無駄な追い越しをしない（急加速をしない）�
● 停車回数を減らすために、信号の先読みをして�
　 早めの減速をする�

■物流分野におけるＣＯ２排出量低減�
従来からの活動の範囲である工場間部品物流において
は、荷姿の改善や輸送ルートの見直しにによる効率アッ
プを継続して実行しています。�
また、2006年度からは活動範囲を構内部品物流まで
拡大し、牽引車の電動化等を進めています。�

物流に関わるCO２排出量�
（千ｔ－CO2）�
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  拡大した範囲）�

工場間部品物流�
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灯油�

特灯油�

A重油�

買電�
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買電�
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3.70
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4.08

4.9Km/ｌも向上�

’06年度�
目標 8.38

4.03

2007年1月行われた『ダカールラリー2007（通称パリダカ）』
に「チームランドクルーザー・トヨタオートボデー」として参戦しま
した。出場した3台のうち、1台（3号車）は、バイオディーゼル燃料
と、ボデーの一部にケナフプラスチックボードを採用した車両で、
全行程約8,000Kmを無事完走し、同グループのディーゼルクラ
スで堂々3位入賞を果たしました。この燃料は、軽油に、菜種油か
ら精製したバイオディーゼル燃料を20％混合させた、環境に配
慮したもので、今回の成果により、一般のディーゼル燃料と遜色
ないパフォーマンスを発揮することが実証できました。�

富士松工場省エネ優秀事例発表会�

環境トピックス�

バイオ燃料でパリダカ走破！�

（財）省エネルギーセンター主催による「平成18年度省エネ
ルギー優秀事例全国大会」の東海地区大会が2006年9月名古
屋で実施され、当社からは2件の事例を発表しました。�
また、「エネルギー使用合理化事業者支援事業」としてＮＥＤＯ※

に認められた「富士松工場上塗塗装工程総合省エネ事業」の成
果発表を2007年2月、東京ビッグサイトにて行いました。当社
が進めてきた「空調排気のリサイクル利用」や「天然ガスコ・ジェ
ネレーションを用いた低温排熱回収技術」についての本事業実
施後の成果について報告しました。�
※ＮＥＤＯ：独立行政法人 新エネルギー産業技術総合開発機構�

省エネルギー実施事例を発表�

富士松工場では、社員から募集した省エネルギーや資源ロス
低減などのアイテムの中から優秀事例8件を選抜し、「2006年
度改善事例発表会」を開催しました。『“もったいない”という意
識をもっと工場の全員に広げながら、さらなる改善を進めて頂
きたい』との役員講評に、今後の一層の努力を誓いました。また、
事例発表会と同時に「2007年度富士松工場省エネ標語コンク
ール」の表彰があり、応募点数36点の中から3点が優秀作品と
して選ばれました。�

工場でも省エネルギー事例発表会を実施�

ノー上着、ノーネクタイでの受講風景�

政府環境省が提唱する国民運動の一環である「クールビズ」
を当社でも2005年度から実施しています。社内で行われる会議、
研修会等でも、全ての社員がノー上着、ノーネクタイで参加する
など、2年目となるこの活動も定着してきました。�

「クールビズ」運動が定着化�

クラス３位でゴールした３号車�

東京ビッグサイトでの成果発表�

東海地区大会での��

発表の様子�



環境のために�

新型ヴォクシー・ノアの開発初期段階から企画・設計にリサイクルアイテムを織り込み、生産～廃棄まで考慮したリサイク
ル率の高いクルマづくりを推進しています。�

■樹脂材のリサイクル性向上�
バンパー、ピラーガーニッシュなどにリサイクル性の優れた素材ＴＳＯＰ※１を採用しました｡�

※１ ＴＳＯＰ：Toyota Super Olefin Polymer �

■解体性の向上�
新型ヴォクシー・ノアでは、解体性向上のための工夫を織り込み、解体時間を前モデルより約10％短縮しました。また、従
来のインパネやワイヤハーネス解体性向上に加え、自動車リサイクル法の対象項目であるフロン・エアバッグ類の処理費
低減にも力を入れ、解体しやすい車両開発に取り組んでいます。�

エアバッグを解体するには、コンソール内のコンピュータ
に一括作動ツールを接続し、作動させますが、従来型車
は作動ツール接続のため、3部品の取り外しが必要でした。
新型車は1部品のみとし、接続時間を低減しました。�

自動車リサイクル設計の推進と展開�

エアバッグ一取り外し時間の低減�

開発・設計�

生産・物流�

開発・設計�

循環型社会に向けた資源有効利用の一層の推進�

自動車リサイクル設計の一層の推進と展開�

世界的な規模での天然資源の逼迫から、持続的な循環型社会への転換が急がれています。トヨタ車体での開発から
廃棄に至るまでのすべての段階でリサイクルへの取り組み、リサイクルに配慮したクルマづくりの推進に取り組んでい
ます。�

資源循環�

一括作動ツール�

生産・物流� 水使用量の低減�

（ % ）�

新型：取り外し1部品�

従来型：�
取り外し３部品�

エアバッグコンピュータ（コンソール内）� 従来型� 新型�
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フロントバンパー�
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ガーニッシュ� クォータピラー�

ガーニッシュ� リヤピラー�
ガーニッシュ�

■社外排出物低減活動�
省資源の取り組みは、従来から埋立廃棄物ゼロ、焼却廃棄物低減活動の推進で、着実に成果を上げてきました。しかし、資
源の有効利用を一層促進するためには、売却リサイクル物（有価物）も含めた、資源ロス全体の低減が必要です。�
2006年度からは、その有価物の大半を占めるプレス鋼材のスクラップを中心とした排出物低減活動を推進しています。
2006年度は、生産台数増加においても社外排出量は14万トンを維持、売上高当りでは大幅に改善しました。また、国内外
のグループ各社においても、焼却廃棄物を含む排出物の低減に取り組んでいます。�

冷媒回収用サービスバルブ位置の適正化による回収作業性の向上（回
収時間の短縮）を図りました。�

エアコン冷媒ガス回収作業性の向上による回収時間の低減�

排出物量� 2006年度排出物の内訳�

循環型社会に向けた資源有効利用の一層の推進�

生産・物流�

冷媒回収時間の総低減率�
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＊埋立廃棄物は2001年度にゼロ達成�

有価物�

12.9万t

廃棄物の内訳�

全排出物量�
14.0万t

’06年度�
目標 11.7

低圧側バルブ位置�

従来型� 新型�

高圧側バルブ位置�

高圧側バルブ位置� 低圧側バルブ位置�

エンジンルーム下部にサービスバルブがあ
り、回収用ホース接続に時間がかかりました。�

エンジンルーム上部にサービスバルブ位置
を変更し接続時間を低減しました。�
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繰り返し出し入れに�
よる内側の変形�

環境のために�

再生水使用例�

生産工程における水使用量の低減活動は、従来からの
節水活動を継続しています。2006年度は、塗装品質向上
（ボデーへのホコリ付着防止）のための加湿器設置により
水の使用量が増加しましたが、今後さらなる水使用量低
減に取り組んでいきます。�

水使用量の低減�

生産・物流�

■コイル材変形防止による廃却ロスの低減�
自動車のボデーを構成する鋼板の歩留まり向上に取り
組んでいます。2006年度は、コイル材後端の変形防止に
よる廃棄ロスの低減に取り組みました。�

■物流分野における排出物低減�
梱包・包装材の使用量低減活動は従来からの梱包材質・
形状変更等の見直しを継続的に進めています。2006年
度においては、全体の70％を占めるバンパー等が前年度
比15％増加しましたが、梱包・資材使用量では前年度比
＋3％にとどめることができました。�

■フィルタープレスの採用によるスラッジ含水率の低減�
　（スギティクリエイティブス─インドネシア─での事例）�
メッキ工程のスラッジは、従来袋詰めでしばらく放置し
た後、含水率が非常に高い状態で委託処理していましたが、
今回スラッジを強制圧縮（フィルタプレス）することによ
り水分を分離処理し、スラッジ含水率を大幅に低減し、委
託処理量は65％に低減しました。�

■補給部品バンパー包装荷姿の変更�
補給用部品として出荷するバンパーは従来、段ボール

箱にて包装していましたが、今回、エアキャップによる包
装荷姿に変更し、包装材重量の大幅低減を図りました。�

■海外事業体でも節水活動を展開�
　（タイオートワークス─タイ─での事例）�
排水処理場で浄化した再生水を活用して市水使用量を
低減しています。�

梱包・資材使用量の推移�
（ t／年 ）�

廃却ロスの低減�
69t／年�

コイル残量2t以下になると変形（楕円）する�

生産工程における水使用量� ●ホワイトボデーの洗浄�
●工場屋根上の散水�
●エアコン室外機の冷却�
●工場内庭園の散水　等�

包装材重量：60～80％／個当り低減�

市水使用量の推移�
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環境のために�

■環境負荷４物質の全廃推進�
欧州使用済み車指令や国内業界自主目標等に基づき、
国内生産車の4物質の切り替えを2006年度に完了しま
した。さらに海外生産車、特装車、電動車についても
2007年末に全廃する活動を着実に進めています。�

■車室内ＶＯＣ（揮発性有機化合物）の低減�
臭いや鼻、のどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド
などの揮発性有機化合物を低減するために、ドアトリムなど、
内装材や接着剤を見直すことで、その放出量を抑制しました。                

自動車の環境負荷物質の管理・低減�

開発・設計�

生産・物流�

開発・設計�

生産工程におけるＶＯＣ排出量低減対策�

生産・物流� ＰＲＴＲ対象物質の排出量低減�

自動車の環境負荷物質の管理・低減の一層の推進�

塗装面積当りVOC排出量（ボデー塗装）�

トヨタ車体は、環境負荷物質に対し、製品・生産の両面から全社的なシステムで展開しています。自動車製品では、欧州
廃車指令（ＥＬＶ：End of Life Vehicle）対応である環境負荷4物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム）の含有廃除の取り組
み、生産では、塗装工程で使用する材料、副資材に含有する化学物質の把握と排出量低減に積極的に取り組んでいます。�

環境負荷物質�

ＶＯＣ排出量低減活動として富士松工場の「上塗り塗料
（ベース）の水性化」「洗浄シンナーの使用量低減と回収
率向上」により、2006年度は大幅に低減しました。�
2007年度には、吉原工場での塗料水性化切り替えを進
めており、それ以降、他工場も順次切り替えを検討中です。�

生産工程におけるVOC排出量低減�

生産・物流�

ＰＲＴＲ対象物質の排出量構成比�

ＰＲＴＲ対象物質の排出量推移�ＰＲＴＲ※対象物質の90％以上を占めるキシレン、トル
エン、エチルベンゼンの低減活動を推進しています。塗装
工程での水性塗料の導入や、洗浄シンナーの低減・回収
が大きく寄与しており、さらにキシレン、トルエン含有の
少ない材料への切り替えを進めています。�
※ＰＲＴＲ：Pollutant Release and Transfer Register�
　(特定化学物質の排出・移動登録）�

ＰＲＴＲ対象物質の排出量低減�
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（注）2005年度までは富士松、いなべ工場生産分と吉原工場生産分で個別に
目標を定め、活動を推進していましたが、第4次環境取り組みプラン（2006
～2010年度活動）では、全社統一目標（98年度比全社平均で60％減）で
活動を再スタートしました。�

’06年度�
目標 48.2

’06年度�
目標 1,425



環境のために�

環境取り組みは、トヨタ車体単体のみならず、グループ
一体となった総合的な環境負荷低減に取り組むことが
重要です。�
連結環境マネジメントは、2000年に「トヨタ車体グ

ループ生産環境会議」を発足させ、国内外の生産系の
連結会社および関連の深い会社を含めスタートしました。�
国内生産会社は、2006年度より新たに2社(豊臣機工、
キンテック）を加え、合計8社を対象として活動しています。�
海外生産会社は、3社を対象として活動していますが、
最近設立された4社については、現在ISO14001に基づ
いた環境マネジメントシステムを構築中（タイオートコン
バージョンは07年3月に認証取得）であり、順次連結環境
活動へ移行します。�
非生産会社は、国内の6社を対象に2005年度より「ト

ヨタ車体グループ環境連絡会」として開始し、オフィスの
省エネ活動、紙削減活動等の身近な取り組みを推進して
います。なお、三河設備（株）は廃棄物リサイクル事業を展
開しており、ＩＳＯ14001はすでに認証取得しています。�

■新入社員野外特別環境教育（トヨタ車体精工）�
従来の座学による環境一般教育に加え、トヨタ車体グ
ループの一員として、より高い環境意識を醸成するため
の体験を通した環境教育を新たに追加しました。�

連結マネジメントの強化�

車の開発から生産・使用・廃棄にいたるすべての段階で、環境負荷低減に取り組むとともに、自動車関連製品(植物
材料、燃料電池など）の研究開発・製品化および環境関連事業等、あらゆる事業活動において、国内外グループ会社、
および取引先が一体となった環境マネジメントに取り組んでいます。 �

環境マネジメント�

新入社員体験教育�

■環境リスク点検の実施（トヨタ車体研究所）�
照明・空調の管理、紙使用量管理等に加え、浄化槽等
の「環境リスク」点検を実施しました。�
結果は「記録の保管部署が不明確」など社内ルールに
関する4件の指摘がありましたが、2006年度中に是正
を完了しました。 �

環境リスク点検の様子�

●ＩＳＯ14001認証取得（非生産系は環境マネジメントシステムの構築）�
●「トヨタ車体環境基本方針」を共有し、各社の環境方針を策定�
●生産系会社は、中長期環境取り組み計画策定と確実な推進�
●非生産系会社では、省エネルギー、紙使用量削減等のほか、業態に応じた環境負荷低減活動の実施�

トヨタ車体グループでの活動事項�

●国内事業体の取り組み�

 東海特装車           �
 トヨタ車体精工           �
 エース産業           �
 東海部品工業           �
 岐阜車体工業           �
 東海鉄工           �
 豊臣機工  ※1 �
 キンテック ※1 �
 スギティークリエーティブス           �
 春翔欣業           �
 タイオートワークス ※1 �
 タイオートコンバージョン ※2 �
 トヨタオートボデートーカイエクストゥルージョン ※2 �
 台湾豊田車体特装車 ※2 �
 トヨタオートボデーマレーシア ※2 �

国
　
内�

海
　
外�

生産系会社�

※１：2006年度より参加　※２：ＩＳＯ14001システム構築中�

は連結子会社（その他は関連会社）       

非生産系会社�

 三河設備           �
 トヨタ車体研究所           �
 エルエスコーポレーション           �
 イナテック           �
 ライフクリエイション           �
 ライフサポート�

国
　
内�

スギティクリエイティブス、春翔欣業、タイオートワークスの3社は、ＩＳＯ14001環境マネジメントシステムに基づき、法令
遵守、環境リスク未然防止、ＣＯ２排出量低減を重点に、トヨタ車体と連携し、活動を展開しています。また、この1～3年で設
立された他の4社は、環境マネジメントシステムの構築を進めていますが、特に、2007年10月に本格稼動を予定している
「トヨタオートボデーマレーシア」では、工場建設の「企画」段階から『エコファクトリー』づくりを目指した環境作り込み活動
と環境マネジメントシステムづくりを展開しています。�

■トヨタ車体による環境監査�
社会・地球の持続可能な発展に貢献するには、国内は

もとより、海外各地の事業体においても環境保全活動の
推進が必要です。2006年度は法令遵守、汚水の社外流
出と油の地下浸透の未然防止、ＣＯ２低減の推進状況を
中心に、トヨタオートボデーマレーシアを除く海外生産
子会社の監査を実施しました。�

■タイオートワークスが省エネでタイ首相より表彰�
タイオートワークス（ＴＡＷ）は、省エネルギー活動及び
代替エネルギー普及に大きく成果を上げた企業、団体、
個人に対して贈られる『Ｔｈａｉｌａｎｄ Ｅｎｅｒｇｙ Ａｗａｒｄｓ 2007』
を受賞しました。このことによりさらに、『アセアンエネ
ルギー賞』にタイ代表としてノミネートされ、同賞も受賞
しました。�

■トヨタ車体グループ海外生産環境会議�
2006年12月、海外事業体7社を対象として、「海外事業体経営者懇

談会」がタイオートワークス（ＴＡＷ）を会場に開催しました。                   �
当日は、グループ各社の社長をはじめ、当社からは会長、社長も出席

しました。�
そのひとつのテーマとして、「トヨタ車体グループ海外生産環境会議」

を組み入れ、�
①当社環境部長より遵法、環境リスクの未然防止、環境パフォーマンス
向上の3本柱を重点とした環境監査結果について�
②各社の社長からは、各社の環境取り組み活動の推進状況について�
　の報告を行いました。�
最後に、『トヨタ車体グループが一体となった連結環境マネジメントの

レベルアップに向けて、今後も各社の、確実で早い展開の実施』を各社
にお願いしました。�

■エコファクトリー監査�
トヨタオートボデーマレーシア（ＴＡＢＭ）では、2007
年10月の立上げに向けて、マレーシアに自動車用プレ
ス品、樹脂成形部品を生産する工場を建設しています。�
この工場では、太陽光発電や、省エネ設備の導入など、
環境配慮事項を織り込んだエコファクトリーを展開して
おり、2006年7月の計画段階における書類監査に続く
第2回目として2007年3月には、設備施行完了段階で
の環境織り込み状況の現地監査を実施しました。 �

環境取り組みについての�
現場説明の様子�

スギティクリエイティブス(インドネシア)での環境監査�

TAW

TAWの�
主な生産車種�

アセアンエネルギー賞を受賞�

フォーチュナー�
（IMV-Ⅳ）�

ヴィーゴ（IMV-Ⅲ）�

エコファクトリー監査を実施したトヨタオートボデーマレーシア�

●海外事業体の取り組み�



環境のために�

当社では、「地球と人にやさしいクルマづくり」をテーマに、従来からさまざまな環境保全活動に取り組んでおり、その一環
として「トヨタ車体グループグリーン調達ガイドライン」を発行しています。また、取引先との交流会、連絡会等を開催して、
トヨタ車体グループの経営姿勢をご理解いただくとともに、当社と一体となって、社会に貢献する活動を確実にするため
の取り組みをお願いしています。�

今回の改訂では、取引先の対象（業種）を従来の部品(特装車を含む）および原材料・副資材納入業者に設備工事、清掃・
造園、物流の各業種を新たに追加しました。�

■グリーン購入�
「環境にやさしい商品の購入（グリーン購入）」を促進しています。事務用品や用紙類、ＯＡ機器などのグリーン製品への切り替
えの推進、さらに社有車を順次ハイブリッド車へ切り替える等の活動を拡大しています。�

取引先との連携活動の推進�

■グリーン調達ガイドライン改訂版の発行�
2007年3月に、「トヨタグループの基本理念」を共有し、

社会的な要求の高まりに対応すべく、その内容を改訂し
ました。�

■部品、原材料等の輸送業者との連絡会�
当社へ部品、原材料等を納入される輸送業者72社を対
象として、工場内での荷役作業時の騒音防止について連
絡会を毎年定期的に開催し、当社の安全および環境取り
組みについて理解すると共に、各社での活動事例を紹介
していただきました。�
また、当社内で荷役作業をされる業者および乗務員の
中で、特に安全、環境活動に優秀な方々を表彰しました。�

取引先への説明会の様子� グリーン調達ガイドライン改訂版�

「トヨタ車体グループグリーン調達ガイドライン」は、当社のホームページ
からもご覧頂けます。�

http://www.toyota-body.co.jp/

■廃棄物処理委託業者との交流会�
当社が廃棄物処理を委託している業者の皆さまとの交
流会を開催しました。当日は、廃棄物に関する当社の目
指すコンプライアンス活動や外部講師を招き、昨今の法
動向について講演などを実施し、活発な意見交換を行い
ました。�

Eco-VASによるライフサイクル環境負荷の低減�

車両開発責任者によるマネジメントを強化するため、
車両開発の全プロセスを通じて生産、使用、廃棄にいた
るまで総合的な環境評価を実施するのがトヨタの環境評
価システム「Eco-VAS※1」です。�
Eco-VASでは、車を使用する段階の燃費、排出ガス、騒
音などに加え、ライフサイクル全体を通した地球温暖化
ガス・大気汚染物質の排出量、枯渇性資源利用量、リサイ
クル性と環境負荷物質使用量を管理します。�
2006年度はヴォクシー・ノアのフルモデルチェンジ車

およびエスティマハイブリッドについてEco-VASによる
LCA※2評価を実施、ヴォクシー・ノアでは旧型車に比べ
約15％ライフサイクルのCO2排出量を削減しています。�

ヴォクシー・ノアLCA実施結果�

※１ Eco-VAS：Eco-vehicle Assessment System�
※２ ＬＣＡ：Life Cycle Assessment
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●NOx:窒素酸化物（Nitrogen Oxide）�
●SOx:硫黄酸化物（Sulfur Oxide）�
●PM:粒子状物質（Particulate Matter）�
●NMHC:非メタン炭化水素（Non Methane Hydrocarbons ）�
●自動車の生涯走行距離10万km（10年）を、10・15モードで走行した場合の結
果です。�
●トヨタではLCAにより相対的な環境メリットを確認することを目的としてい
るため、評価結果は指数で示しています。また、CO2はtonレベル、それ以外の
項目はkgレベルで排出されますので、指数を別に示しています。�

■植物材料技術開発�
成長が早く、空気中のＣＯ2吸収力が高い植物材料（ケナ

フ）を加工し、次世代車両に向けた新素材を生成するため
の技術を開発しています。�

環境改善に寄与する新規事業の推進�

■燃料電池・ＥＶ要素技術開発�
原付ミニカー『コムス』をベースに、リチウムバッテリー
の活用、充電システムの開発や、超小型エコカー用の小型
高効率燃料電池システムの開発に取り組んでいます。�

環境製品の開発として、地球温暖化の抑制に向けたＣＯ2を固定化させる植物材料の研究や、ＣＯ2の排出をなくす超小
型エコカー用の燃料電池やモーター電源制御システムの開発等、次世代車両に向けた技術開発と製品化に取り組んで
います。�
また、環境ビジネスとしても、環境分析事業、廃棄物リサイクル事業を積極的に展開しています。�

パリダカールラリー参戦車：トヨタランドクルーザー100

三河設備（株）社屋�

（株）イナテック社屋�

リアドアパネル（ケナフ素材）�

リチウムバッテリー搭載コムス�

自動車外板用ケナフボードの製品化応用開発で、パリダカ参戦のラ
ンドクルーザー（3号車）に使用し、次世代車両の外板製品化に向け、
更なる技術開発を進めていきます。�

カーボンニュートラル�

製品のライフサイクルで、ＣＯ2が循環し大気中のＣＯ2を一定に
保つ作用�

■環境分析事業�
2000年10月、トヨタ車体（株）より分離独立した（株）

イナテックは三重県より環境計量証明事業所および作業
環境測定機関として認定、また2004年2月には、環境省
指定の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関になり、水
質や大気に加え、土壌などの環境分析を行っています。河
川監視事業や水質調査、土壌調査さらにはトヨタグループ
や部品メーカー各社の
車両、部品に関わる環
境負荷物質（ＳＯＣ）の
調査・分析等を通して
地域・企業の環境保全
活動に貢献しています。�

■廃棄物リサイクル事業�
三河設備（株）では、総合メンテナンス企業として、建物、
および付帯設備の設置・保守のほか、エコビジネスとし
て産業廃棄物（廃プラ、廃蛍光管、乾電池等）のリサイク
ル事業を展開しており、幅広いトータルワークで「人と
地球にやさしい環境づくり」をモットーに、職場および社
会環境の快適化に取
り組んでいます。               

●スペアタイヤカバー、�
　フロアマットなど�

●ドアトリム�
●植物ボデー�

植 物 資 源 �

原料�

バイオプラスチック�

自動車用�
プラスチック部品�

燃焼�

太陽光�

サトウキビ�
トウモロコシ�

ケナフ� マオ�

ポリ乳酸�

内装品�

合成�

光合成�

発酵�

外装品�

ファイバー�リグニン�

将来 ： 循環型社会�

カーボンニュートラル�

（植物資源活用）�
アグリ技術�

バイオ技術�



環境のために�

環境意識の向上は地道な活動であり、永続的なものでなければなりません。トヨタ車体グループでは、環境教育・啓発を
人材育成の柱の一つとして位置付け、毎年取り組んでいます。�

■2006年度の取り組み�
2006年度の新入社員（434名）及び、この年新たに昇進した基幹職（96名）を対象として、当社の取り組み内容や、各人

の役割・責任についての認識を深めるための環境教育を実施しました。また、社員への階層別（一般、監督者、管理者）リフレ
ッシュ教育や、環境に対する影響の大きい施設・作業に従事する技能員に対しても監督者による専門教育を定期的に実施し
ています。�
一方、トヨタ車体グループ会社への教育支援として、環境法令に関する専門教育や、ＩＳＯ14001内部監査員養成のための
教育も行いました。�
啓発活動は、毎年6月の「環境月間」を中心とした「環境講演会」や「環境見学会」を実施しています。�

■環境講演会�
2006年は、「トヨタ白川郷自然学校」
の小川総支配人より『トヨタの自然
環境保護活動の取り組み』について
講演していただきました。�

■環境月間ポスター募集�
富士松工場では啓発活動の一環と

して『環境月間ポスター』を社員から
募集し、優秀作を表彰するとともに、
工場内の掲示板や食堂に掲示して、
環境意識の高揚を図りました。�

■映画鑑賞会�
2007年の環境月間行事では、『不
都合な真実』を上映しました。�

環境教育の充実�

トヨタ白川郷自然学校�

講師の小川賢一総支配人�

上映した映画『不都合な真実』�

映画鑑賞会の様子�

ポスター�
コンクールで�
金賞を受賞した作品�

資源の有効活用と社員への啓発を目的として、レジ袋削減に貢献するため、「オリジナルマイ
バッグ」を作成し、配布しました。このマイバッグの作成に先立ち、ワンポイントデザインを社
員やその家族から広く募集し、多数の応募作品の中から下記の2つのデザインを選びました。�

啓発活動事例�

マイバッグは家庭用
の大サイズと、社内
売店用の小サイズの
2種類展開しており、
たくさんの社員に愛
用していただいてい
ます。�

近藤雄司さん�
（いなべ工場検査課）の作品�

松浦慎治さん（いなべ工場動力課）の�
お子様 松浦令さんの作品� ワンポイントデザイン選考会�

ポスター募集で�
金賞を受賞した山口有里�

（富士松工場 車体部監査室）�

（この事例は、環境省ホームページ「あなたのマイバッグ・まいふろしき紹介」にも掲載されました）�

社会との連携�
循環型社会構築への貢献� 情報開示と双方向コミュニケーション�

生産技術棟の屋上緑化�

ケナフの植栽�

社員によるゴミ拾い活動� 地域懇談会（吉原地区）�

環境・社会報告書�

■環境情報の開示�
環境保全に関するトピックスや事業所別環境データ
などを当社ホームページにて情報開示しています。�
2006年度からは、「グリーン調達ガイドライン」もご

覧いただけるようにしました。�

http://www.toyota-body.co.jp/

■年次報告書の発行�
環境取り組みプランに基づく目標進捗状況やトヨタ車
体およびグループ会社における環境取り組み状況を年度
でまとめた「環境・社会報告書」を毎年発行しています。�

■地域懇談会の開催�
当社工場の所在する各地域（富士松、刈谷、いなべ、吉原）

の近隣住民との定期的な懇談会を開催し、当社の環境取
り組み活動を理解していただくと共に、地域共生のため
の意見交換を実施しています。�

■ケナフの栽培�
二酸化炭素の吸収力が大変優れており、地球温暖化防
止にも役立ち、また、紙の非木材資源としても優れてい
るケナフを富士松工場近隣の小学校や地域の皆さんと
連携して栽培しています。収穫したケナフは、紙に加工
して近隣地域の福祉施設などに寄贈しています。�

■植林・緑化活動を推進�
国内・海外での植林・緑化活動を通じて森林資源の保全、

地球温暖化防止を図ると共に、社内においても生産技術
棟の屋上を緑化するなど、環境保全、環境啓発への貢献
を推進しています。（国内・海外の植林・緑化活動は本報
告書47ページを参照下さい。）�

■530（ゴミゼロ）活動の実施�
環境月間行事の一環として、5月30日（ゴミゼロ）を中心

にトヨタ車体全工場の駐車場や周辺道路でのゴミ拾いを
実施しました。ごみ拾いは、昼休みを利用して社員のボラ
ンティア意識の高揚と環境保全活動の実践を目的として
行われ、2006年度は全工場合わせて約230Kgのゴミを
回収しました。�



環境のために�

2006年度のトヨタ車体の集計結果は、下記に示すように環境コスト総額（トヨタ車体単独）で59億円でした。�
おもな内容は、アスベスト撤去、ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）含有機器の処理などです。2006年度の連結マネジメント対
象グループ会社での環境コストは、国内外6社の生産系子会社の集計です。 �

経済効果については、確実な根拠のある項目の集計に
とどめ、「製品付加価値への寄与」、「環境リスクの回避」、「企
業イメージの向上」等、仮定的な計算に基づく経済効果は
算出していません。�

環境コスト�

環境効果�

環境コスト集計結果� （ 億円 ）�

経済効果�

環境コスト投入による物量効果は、第4次環境取り組み
プラン重点項目の「CO2排出量」「鋼材スクラップ排出量」
の低減量について集計しました。取り組みの改善内容は
本報告書の21～27頁に掲載しています。�

物量効果�

環境経営で活用する指標を目指した集計を継続しています。�
環境保全活動へ経営資源を有効的に活用するため、事業活動による環境負荷を低減させることを目的とした支出（環
境コスト）の把握およびその支出による効果（環境効果）を把握するための環境会計システムの構築を進めています。
本レポートでは、環境省が公表した「環境会計ガイドライン」に沿って環境コストと環境効果を集計しています。�

環境会計�

06年度単独�

１．９億円�

２３．４億円�

２５．３億円�

 �

エ ネ ル ギ ー 費 用 の 低 減 �

リ サ イ ク ル 材 の 売 却 費 �

合　計�

事業エリア内コスト�

上・下流コスト      �

管理活動コスト      �

研究開発コスト      �

社会活動コスト      �

環境負荷対応コスト�

合 計       

投資�

34.7�

ー�

0.5�

ー�

ー�

ー�

35.2

費用�

8.6�

0.1�

6.3�

8.7�

0.1�

ー�

23.8

投資�

2.6�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

2.6

費用�

0.4�

ー�

0.8�

ー�

ー�

ー�

1.2

揮発性有機化合物（VOC）の低減・対策、省エネ推進 他 

ハイブリッド車購入、バッテリーリフト化�

環境・社会報告書、広報、環境測定、緑化 他�

ケナフなど植物材料開発、ＥＶ技術開発�

国内、海外での植林活動、環境団体への支援活動など 

地域対応               

06年度子会社�

０．２億円�

７．９億円�

８．１億円�

効果額�
項　目�

06年度単独�

温 暖 化 防 止 �

資 源 循 環 �

C O 2排 出 量�

スクラップ排出量�

2.4千t‐CO2�

7.9千t

0.6千t‐CO2�

※�

06年度子会社�

削減量�
項　目�

06年度子会社＊�06年度単独�

3.859.0

項目� 主な取り組み内容�

（ 億円 ）�

（ 指数 ）�

環境コスト推移（単独）� 環境効率（単独）�

●CO2排出量を指標とした場合�

0 0

100

150

200

250

300

'99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06

28.7

38.9
41.9 40.0 39.9 42.7

59.3 59.0

（年度）� '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 （年度）�

20

40

60

80

100 105
124

170
192 199

211
230

257

※環境効率＝売上高／環境負荷�
＊生産部門のＣＯ２排出量の
1998年度を100とした指標
で示しています。�

※子会社については集計展開中�

＊対象会社は、 国内：東海特装車、トヨタ車体精工、エース産業、東海部品工業�
 海外：スギティクリエイティブス、春翔欣業�

●新型ヴォクシーの主要環境データ�

●ハイブリッド車生産台数（２００６年度）�

●事業活動における投入資源量と排出量（２００６年度）�

車名�

トヨタ ヴォクシー 環境仕様�

生産台数�

アルファードハイブリッド�

エスティマハイブリッド�

プリウス（当社生産分）�

４，１２７台�

１３，１２８台�

１５５，９７７台�

総物質：鋼材、樹脂材、塗料等�
5ガス：温室効果ガスの内、CO2以外のメタン（CH4）、一酸
化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パー
フルオロカーボン（ＰＦＣ）、六フッ化硫黄（SF6）の5物質�
再利用等は有償物および逆有償物リサイクル量を示し、
処分量は中間処理量および直接埋立量を示す�
水使用量に対し総排水量が多いのは、降り始めの汚れて
いる初期雨水を処理し放流しているため�

※1�
※2�
�
�
※3�
�
※4 

INPUT
エネルギー投入量�
総物質※１投入量�
水使用量�
PRTR対象物質取扱量�

2.8×106GJ�
35万t�

244万m3�

5,370t

生産工場�

廃棄物等の排出量�
14.0万t

再利用等�
処分量�

13.9万t�
0.1万t( )総排水量※4：283万m3

水域への排出�

OUTPUT

地球温暖化防止�

環境負荷物質の低減�

水資源の節約� 廃棄物低減と省資源�

※3�

温室効果ガス排出量　188.3千t-CO2

大気への排出�

CO2排出量　179.9千t-CO2�
5ガス※2排出量   8.4千t-CO2( )
PRTR対象物質排出量 1,300t

製品�

製品への環境折り込みデータ�

事業活動における環境データ�

詳細資料�

＊1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件（気象、道路、車両、運転、整備等の状況）が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。�
＊2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。　＊3. 10・15+11モード走行。　＊4. 平成17年基準排出ガス75％低減レベル。 ＊5. VOC：Volatile Organic Compounds

型式�

総排気量�

燃料�

駆動方式�

変速機�

10・15モード燃料消費率（国土交通省審査値） ＊1

CO2排出量�

参考�

主要燃費向上対策�

認定レベル（国土交通省）�

認定レベル値 　（g/km）�

参考�

適合騒音規制レベル�

リサイクルし易い材料を�
使用した部品�

樹脂、ゴム部品への材料表示�

リサイクル材の使用　�

CO

NMHC

NOX

鉛�

水銀�

カドミウム�

6価クロム�

TSOP

TPO

車両型式�

エンジン�

駆動装置�

燃料消費率�

排出ガス�

車外騒音�

エアコン冷媒使用量（冷媒の種類）�

環境負荷物質の使用量�

車室内VOC ＊5

リサイクル関係�

DBA-ZRR70W

3ZR-FAE

14.2

164（g/km）�

全車「平成22年度燃費基準＊2」をクリアしています。またグリーン購入法にも適合しています。�

自動無段変速機（CVT）、電動パワーステアリング、可変バルブタイミング（吸・排気）、充電制御�

SU-LEV ＊3 ＊4

1.15

0.013

0.013

八都県市指定低公害車、LEV-7指定（京阪神七府県市指定低排出ガス車）の基準に適合。�

加速走行騒音：76dB-A

シングル500g／デュアル750g（代替フロン HFC134-a）�

自工会自主目標達成（1996年比1/10以下）�

自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止）�

自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止）�

自工会自主目標達成（2008年1月以降使用禁止）�

自工会自主目標達成�

フロント＆リヤバンパー、ロアグリル、サイドマッドガード、ピラーガーニッシュ、バックドアトリムなど�

フロントピラーガーニッシュ（SRSカーテンシールドエアバック装着車）�

あり�

ビードレスマット（フロア嵩上げ材）［ロングスライドマルチ回転シート装着者］�

DBA-ZRR75W

3ZR-FAE

13.4

173

DBA-ZRR70W

DBA-ZRR70G

3ZR-FE

13.4

173

1.986

ガソリン�

Super CVT-i（自動無段変速機）�

2WD（前輪駆動方式）� 4WD（4輪駆動方式）�

DBA-ZRR75W

DBA-ZRR75G

3ZR-FE

12.6

184

車両仕様�

環境情報�

プレス� ボデー� 塗　装�組　立�



環境のために�

●大気管理�

富士松� 刈谷� いなべ� 吉原・寿�
法違反�
環境事故�
苦情�

0�
0�
1

0�
0�
0

0�
0�
0

0�
0�
0

ボイラ、塗装乾燥炉から発生する酸性雨や大気汚染の
原因となるＮOｘ（窒素酸化物）、ＳOｘ（硫黄酸化物）への対
策として、燃焼条件の管理、低ＮOｘバーナの使用、燃料転
換などにより、全工場で排出ガス規制値を満足しています。�
なお、2010年から既存設備へのＶＯＣ濃度規制（大気

汚染防止法改正）が始まりますが、当社では、規制施行に
先立ち、ＶＯＣの主要因である塗装時のシンナーの使用量
低減や、余剰分の回収、水性化を推進しています。                  

●水質管理�

生産活動等により発生した汚水は、総合排水処理場で
浄化し、河川へ放流しています。2006年度においても全
工場で水質規制値を満足しています。               

●地下水管理�

自主的に地下水の調査を実施しています。一部の工場
で使用履歴のない物質が環境基準値を上回る濃度で検
出されており、工場外部からの流入と思われますが、その
結果は、行政及び地域の皆様にも説明・報告をしています。�

●環境事故・苦情�

富士松工場で、「におい」の苦情を近隣住民の方から頂
きました。点検の結果、塗装工程から排出されるシンナー
臭および排水処理場での乾燥汚泥臭が強いと判断し、原
因調査を進めました。�
その結果、自動車塗装後の廃シンナー回収装置の不具
合があり、修復すると共に、日常点検の強化、及びさらな
る回収機能のレベルアップを図りました。また、排水処理
場では、汚泥乾燥機の排ガス浄化装置の設置および乾燥
後の汚泥置場でのにおい拡散防止囲いの設置等の対策
を実施しました。�
その対策状況について、役所および申し入れ者へ説明し、

ご理解をいただきました。�
一方、いなべ工場では、一部常昼生産工程の昼夜交替

化に伴い、工場北側周辺の騒音増加が予想されるため、
防音壁を設置しました。 �

騒音レベル評価� （夜間：敷地境界）�

法違反、事故、苦情件数� （トヨ車単独）�

測定値�物質名� 環境基準�
テトラクロロエチレン�
四塩化炭素�
トリクロロエチレン�

※ＮＤ～0．023�
※ＮＤ～0．011�
※ＮＤ～0．048

0.01�
0.002�
0.03

富士松工場地下水測定の状況（2006年度）� （単位：mg/ｌ）�

処分完了� 継続保管� 計�
トランス�
コンデンサ�

3�
88

0�
3

3�
91

●ＰＣＢ含有機器の処理�

長期間にわたり保管していましたＰＣＢ※１含有機器の
処分（搬出）を2006年度より法令に則り開始しました。�
※1 ＰＣＢ：ポリ塩化ビフェニール�

●ダイオキシンの監視�

吉原工場に１基保有している「焼却炉」については、構造
維持管理基準を遵守し、法令で定める排出濃度基準の
1／1000以下のレベルとなっています。�
　�

測定値�物質名� 環境基準�
トリクロロエチレン�
1.1-ジクロロエチレン�

※ＮＤ�
※ＮＤ～0.008

0.03�
0.02

刈谷工場地下水測定の状況（2006年度）� （単位：mg/ｌ）�

（全社基数）�

富士松・刈谷�区分� いなべ� 吉原・寿�

内部監査�
�
外部審査�

指摘�
改善要望�
軽微な不適合�
観察事項�

2�
12�
1�
4

4�
15�
0�
5

3�
21�
0�
3

●環境監査結果�

環境マネジメントシステム監査では、以下に示す指摘が
ありましたが2006年度中にすべて是正が完了しました。�

※ＮＤ：検出限界以下�

ＰＣＢ含有機器の搬出状況�

いなべ工場北側の防音壁�従来�
（常昼勤時）�

49ｄＢ�
56ｄＢ�52ｄＢ�

設置後�予測値�

http://www.toyota-body.co.jp/なお、従来からの各工場、グループ会社別の環境活動およびデータの報告は、�
当社のホームページに掲載しております。�

■ お客様とのかかわり�
お客様を第一に考え、良い商品をお届けするために�

常に人を中心に考えた、より安全なクルマづくり�

福祉商品で、より多くの人に移動の自由と喜びを提供�

■ 取引先とのかかわり�
相互信頼と共存共栄�

■ 地域とのかかわり�
社会貢献活動�

グループ会社による地域への貢献�

�

39�

41�

43�

�

45�

�

46�

49

社会のために�



社会のために�お客様とのかかわり�

［ 品質方針 ］�
当社では「世界No.1品質」を品質方針に掲げトップか

ら全社員に展開しています。�
また、「私たちの大切にするもの（ＢａｓｉｃＭAP）」の中に
も「お客様第一」を明示し日常の一人ひとりの業務を行う
上での指針と位置付けています。�
�

［ 情報収集と展開 ］�
お客様および販売店からのご指摘・ご要望などのお客

様情報は主にトヨタ自動車経由で入手しています。これら
の情報を基にトヨタ自動車とのきめ細かい連携による分
析と、早い改善、また、内容によっては新しいモデルの開
発に反映をしています。�
また、重要品質問題に該当する事項が発生した場合は
迅速に是正処置を行うと共に社長への報告を行っていま
す。さらに上記に該当しない情報も定期的に開催される
経営会議（１回/月）、工場連絡会（１回/月）等を通じトップ
が確認しています。�

お 客 様 情 報 の 収 集 と 展 開 �

基本理念として�

�

トヨタ車体�

開発部門�

生産部門�

生準部門� 品質保証部�

トヨタ�
販売店�

トヨタ�
自動車�

お客様�

①特に、“走る・曲がる・止まる”、“車両火災”、“安全”にかかわる
重要品質特性については、開発段階から図面､設備･工法､工
程管理面で保証度を確保する取り組みを推進しています。�

②組付け、異音､建付け等の外観･官能特性についても、つくり
やすさの追求による品質不具合“ゼロ”の推進を図っています。�

③また、お客様の商品性・品質水準ｕｐに対するご要望について
も、新型モデル等で開発の早い段階から取り組み、お客様に
さらに満足いただけるようレベルアップを図っています。�

お客様第一主義�

品質保証の基本的な考え方は、「開発でつくり込み生産
でつくりだす」ということです。開発・生産準備段階できち
んとつくり込み、つくりやすい設計構造・設備とした上で
生産部門が標準に基づききちんと作業し、品質確保をする。
これらは品質保証をする上で重要なポイントと考えてい
ます。�

以上の品質確保、レベルアップの活動は「品質保証規定」
の中で保証事項、保証責任者を明確にすると共に、品質保
証という機能軸で開発、生産技術、生産、調達各部門と連
携しながら推進しています。�

品 質 保 証 ・ 品 質 向 上 �

基本的考え方�

お客様第一�
（品質第一）�

継続的�
改善�

全員参加�

ＴＱＭ�

事実（データ）に基づく�

トヨタ車体グループは、お客様が求める価値ある製品を提供するとともに、社会からの要請にも積極的に応えます。
商品の安全性と品質の追求は、会社の責任であり、お客様に安心して使用していただけるよう、研究・開発・生産～
アフターサービスの全てにわたって取り組みます。�

お客様を第一に考え、良い商品をお届けするために�

「お客様を第一に考え研究と創造を通して生活空間を豊かにする『よい商品・車両
および関連製品』を提供する」を掲げ、企業活動を進めています。�
また日常活動のいろいろな局面において「世のため人のため」になっているかを
拠り所に判断し各部署がお互い協力しあい活動を推進しています。�
ＣＳ（顧客満足）対応としてデミング賞、日本品質管理賞、ＩＳＯ認証取得で学んだ品質
のつくり込み活動は現在までＴＱＭ（Ｔotal Quality Management）活動として継続
し展開しています。�

品質講演会�

新型ヴォクシー･ノアでは、昨年紹介したエスティマで
のつくりやすい車の設計をさらに発展させ､以下のような
活動を展開してきました。�

■各要素作業でのつくりやすさの改善�
開発段階でつくりやすさ改善を要素作業レベルでめど

づけを完了し、量産化段階では作業要領書に基づく確認
により、ねらった品質が確保できるようになりました。�

■活動の成果�
上記の取り組みにより、作業者への負担、環境への負荷
を軽減することができています。�

新製品（ヴォクシー・ノア）の取り組み�
量産工程においても「職場力の強化」による品質確保を
進めています。�

量産工程での取り組み�

商品に欠陥が発生し、処置を講じる必要があると判断
された場合はお客様情報の展開と同様、トヨタ自動車との
緊密な連携により必要な対応を実施しています。�

リコール等への対応と体制�

［１］新型ヴォクシー・ノアは、前述の品質保証活動と共に、
製品企画として優しさに包まれた室内空間と快適な
走行を楽しんでいただくため、エンジン最適燃焼化、
ワンタッチスペースアップシート、回転シート、左右独
立温度調整エアコンなど、トヨタ初・クラス初の装備
を数多く搭載し､好評をいただいています。また、ボデ
ー・塗装品質などもお客様にさらに満足いただける
ようレベルアップを図っています。�

�
［２］量産工程での取り組みは量産車全てに同様の考え方

で進めており米国でのお客様評価を表すJDパワー社
のIQS(初期品質評価)では、当社のレクサスLX470、
ランクル100が、参考値（回答数少のため）ながら、部
門トップクラスの評価をいただきました。�

お客様の評価�

①部品・システム単位での保証度・つくりやすさの改善と見える
化（荷姿・取出し・投入・セット・組付の各要素作業での検証）�

②つくりやすさの改善活動の前出し�

③上記活動の一元化（IT化）による見える化と次期プロジェクト
での活用�

主な改良点� 標準作業による改善を基本とし、一作業毎の不良発
生要因の摘出・対策と、やりにくい作業等潜在的にあ
る問題の改善を全ラインで進めています。�

工程内不良“ゼロ”への取り組み�

配線での具体的な改善事例�

つくりやすさの改善�

◎取出し、ほどき、配索を�
　考慮した荷姿の決定�
◎仕入先での�
　外観検査治具を用いて
安定した荷姿づくり�

�
◎持ち変えのない手持ち�
　位置の明示�
　（テープ目印）�

�
◎配索し易さを考慮した�
　置場の決定�
　（Ｂピラー根元）�

◎からまずほどき易い�
　荷姿�
　（品番ラベルを目印）�
◎組付け基準を�
　テープにて明示�

良い�0

100

200

LX470�
（参考値）�

ランクル100�
（参考値）�

米国JDパワー社IQS評価� （07モデルイヤー：ラージプレミアムMAV部門）�
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つくりやすい工程づくりと共に、全社員への品質管理
活動の重要性を徹底し、品質意識の高揚を図るため、
品質教育や品質講演会、品質事例展示会を定期的に
行っています。�

作業員への品質意識の高揚�2
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社会のために�お客様とのかかわり�

予防安全技術の基本は、クルマ本来の機能である｢走る｣｢曲
がる｣｢止まる｣がドライバーの意図通りにできることにあ
り、この3つの機能につき、最新の技術を駆使して性能向
上に努めています。�
�

［ 予防安全機能 ］�
●プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式）�
●AFS(Adaptive Front-Lighting System)�
●S-VSC(Steering-assisted Vehicle Stability Control)�
●EBD（Electronic Brake force Distribution）付ABS

プリクラッシュセンサーにより、先行車や対向車、路上障害物な
どとの衝突の危険性があると判断した場合、ブザー等によりド
ライバーに警報。ブレーキ操作があった場合には、プリクラッシ
ュブレーキアシストを機能させ制動力を高めます。ブレーキ操
作がない場合でも、プリクラッシュブレーキを作動させ衝突速
度を低減するとともに、プリクラッシュシートベルトの早期巻き
取りにより乗員の拘束性能を高め、衝突被害軽減に貢献します。�

プリクラッシュセーフティシステム�
（ミリ波レーダー方式）�

予防安全性能の向上�

フルラップ前面衝突、オフセット前面衝突、側面衝突に
おける乗員保護性能と生存空間の確保を目指し、衝撃吸
収ボデーと高強度キャビンを両立させた｢衝突安全ボデー｣
（GOA：Gｌｏｂａl Outstanding Assessment）を開発してい
ます。�
ＣＡＥ解析を駆使し客室変形に対して、最も厳しい衝突
形態のオフセット前面衝突及び、側面衝突対応のために、
キャビンの変形を最小限に抑え、客室空間を確保し開発
しています。�

衝突安全性能の向上�

■白線認識用カメラ�
■ミリ波レーダー�
■プリクラッシュシートベルト�

ミリ波レーダー部�

�

オフセット前面衝突試験�

オフセット前面衝突CAE解析�

衝突安全の考え方� 車の安全性向上の取り組み�

衝突速度� 衝突角度�

市場事故� 多種多様�

衝突位置�年齢・姿勢�

衝突相手�乗員着座席�
トヨタの目標�

できる限り広く市場を反映�

安全情報提供�
第三者評価�

法規�
最も代表的条件�

乗員体格�
体重�

予
防
安
全
技
術�

衝突安全技術�

交通
事故
死傷
者低
減�

●オフセット前突、側突対応ボデー�

●ブレーキペダル後退量低減構造�

ABS●�

TRC●�

スタビリティ　�
コントロールシステム　�

（ＶＳＣ）●�

ブレーキアシスト●�

レーンキーピングアシスト●�

ナイトビュー●�

プリクラッシュセイフティ　システム（PCS）●�

●鞭打ち低減シート�

●カーテンシールドエアバッグ�

●ニーエアバッグ�

●歩行者傷害軽減ボディ構造�

●全方位�
　コンパティ�
　ビリティ対応�

クルマづくりの基本は、｢安全｣であると考えています。�
この考えに基づき｢予防安全｣と｢衝突安全｣の視点から安全なクルマづくりの開発に努めています。�

常に人を中心に考えた、より安全なクルマづくり� 衝撃吸収ボデーと高強度キャビンからなる“GOA”をさ
らに進化させ、同排気量クラストップレベルの衝突安全性
能を追求。車重や車高の異なるクルマ同士の衝突時の共
存を追求するトヨタ独自の全方位コンパティビリティ＊1
概念を取り入れた衝突実験に対応しています。�
衝突時には、衝撃荷重をボデー骨格全体に分離させる

ことで、衝撃吸収に優れたキャビン構造を実現しています。�
＊1.軽いクルマの衝突安全性能確保と、重いクルマの加害性低減によって双

方の安全性を図るという考え方。�

全方位コンパティビリティボデー構造“ＧＯＡ”�

SRSエアバッグは万一の衝突時に前方からの強い衝撃
に対して作動。�
シートベルトの働きと合わせて前席乗員の胸や頭への
衝撃を抑制します。また、車両側面からの衝撃を緩和する
SRSサイドエアバッグ（フロントシート）、乗員頭部側面を
覆うように広がり乗員の保護に寄与する前後席SRSカー
テンシールドエアバッグも採用し、更に安全性能を向上さ
せました。�
�

エアバッグ�

歩行者との衝突時に、歩行者の頭部および脚部への傷
害を軽減するため、CAEを駆使して、ボンネット、カウルフ
ェンダー、バンパーなどに衝撃吸収構造を採用しています。�

歩行者傷害軽減ボデー�

全方位コンパティビリティ�

エスティマが自動車事故対策機構（NASVA）の平成18年度自
動車アセスメントの評価で最優秀車に選ばれ「自動車アセスメ
ントグランプリ06／07」を獲得しました。�
衝突安全性能は、運転席及び助手席ともに最高評価の6☆及び
歩行者頭部保護性能についても、唯一最高のレベル5の評価を
受け、エスティマの高い安全性能が認められました。�

後面衝突�

歩行者傷害軽減ボデー�

エスティマ、自動車アセスメント�
第1回グランプリ受賞�

55km/h

55km/h 55km/h

55km/h

2tクラスの車両�

正面衝突�

2tクラスの車両�

2tクラスの車両�

側面衝突�

カーテンシールドエアバッグ�運転席･助手席エアバッグ�

サイドエアバッグ�

エアバッグ�

エスティマ�

頭部への衝撃を緩和�

ボンネットフード、カウル、�
フェンダーに衝突吸収構造を採用。�

大腿部への衝撃を緩和�

衝撃緩衝材をバンパーと�
ラジエーターサポートの�
下に採用�

前面衝突試験�

開発時には、軽量化と安全性との両立
で苦労しました。このような形で仕事
の成果を認めていただけて大変うれ
しいです。さらに良いクルマづくりが
できるようがんばります。�

若松宏治（CAE部第1CAE室）�

CAE解析�



国内福祉車両市場における当社シェア(除バス)
(千台/年度)

当社�
販売台数�

社会のために�お客様とのかかわり�

第33回国際福祉機器展（H.C.R.2006)会場において�

福祉車両ユニット開発のあゆみ�
�
トヨタ車体の福祉車両開発への取り
組みは､1968年車いすの方を乗せて
移動する車両の改造に始まりました｡�
その後､長距離移動を考慮したサイ

ドリフトアップシート車や、車いすの方
が自ら運転するのに適した自操タイ
プの福祉車両など､車種や機構･装備
等の充実を図っています｡�
今後も介護される方だけでなく、介

護する方にもやさしい福祉車両の開
発を続けていきます｡�

当社ユニット 販売台数の推移�

高齢化や社会福祉の進展により､福
祉車両に対するニーズは年々高まっ
ています｡ 2006年度トヨタ車体では、
市場の5割を越える約19,000台の
製品を生産し､福祉車両の普及に取り
組んでいます｡�

お客様とともに�

日本各地で開催されるイベントへの出展やユーザー訪問などを通して、お客様のご意見・ご要望を伺い、製品開発に反映
しています。�

車いす仕様車�
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'98 サイドリフトアップシート（脱着タイプ）�
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'02 新型リフトアップユニット�
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高齢社会の到来と社会福祉の進展という社会背景を受け、トヨタ自動車の“自動車をとおした豊かな社会づくり”の
考えのもと、トヨタ車体も福祉車両のトップメーカーとして、高齢者、身障者の方の自立を支援する福祉車両・福祉機
器を開発・生産しています。そのお客様は、国内だけでなく、海外にも広げていきます。�

福祉商品で、より多くの人に移動の自由と喜びを提供�

自操タイプ�

ポルテ ウェルキャブ　フレンドマチック車“ウェルドライブ” 2006年9月発売�

井爪睦夫（特装・福祉事業部 製造課 課長）�

企画・開発者の声�

福祉車両　生産の取り組み�

『“モノづくり、見て触って確かめて”特装の基本です』を合言葉に、福祉車両の生産現場では、高い品質のモノづくりに取
り組んでいます。�

福祉車両　開発の取り組み�

お客様に移動の自由と喜びを提供できる福祉商品を開発するため、トヨタ自動車とともに、お客様のご要望にお応えする
自立型商品、高齢者向け商品、さらには、次世代を見据えた技術開発に取り組んでいます。�

先輩から受け継いできた『思い』と『技能』を後輩に伝え、日々
の努力を重ねています。私たちが生産した福祉車両が、全
国のお客様に使われ喜ばれていることが、現場で働く者の
元気の源です。�

福祉車両の開発では、使用する方の身体状況、使用環境が異なる中、お求めやすい価格と、安全でより使い勝手
のよい車両を提供することが求められます。そのため、対象となるお客様へのヒアリングを行い、細部にわたっ
て検討を繰り返し、つくり上げていきます。�
その車が世に出たとき、嬉しさを感じるとともに、さらに使いやすく、1人でも多くの方に喜んでいただける「次
のクルマ」への取り組みを考えています。�

杉山英夫（特装・福祉事業部 製造課 改善グループ グループ長）�

福祉車両は、多くの形式があり、1台1台にかかる組付時間
の差が大きく、効率的に生産することが非常に難しいもの
です。�
常に良い品質の製品づくりを通して、一人でも多くのお客
様に満足いただけるようこれからも日々改善に努めます。�

中島里佳（特装・福祉事業部 製造課）�

私は、福祉車両をはじめとしたモノづくりの場で働いてい
ます。�
工場で1台1台生産されていく福祉車両が、街で活躍して
いる光景に出会うと、この仕事に携わっていることを誇り
に思います。�

車いすから運転席への移乗が困難な方の「車
いすに乗ったまま運転したい」という声にお
応えするべく開発してきた車。�
そのための運転席兼自操式電動車いす、そし
て新型の運転補助装置を開発しました。�
車両を従来のミニバンから小型車に替え、電
動リフトの設計を一からやり直し、「低価格」
と「安全性」の両立にチャレンジして実現した
のが、この車です。�

今野哲也（特装・福祉開発部 特装製品企画室 主査）�

ウェルドライブシート�
�
車外へ出れば、ジョイス
ティックによる自操式
電動車いすへ。�
運転席としてだけでなく、
車いすとしての快適さ
を高める機能も備えて
います。�

ウェルドライブ�
�
リモコン操作で、運転
席（ウェルドライブシー
ト）が助手席位置までス
ライドし、左へ回転、車
外へスライドダウン、運
転席に乗ったまま乗り
降りできます。�

新・手動運転補助装置�
�
手全体の動きによる運転操作を可能にし、
さらに操作性向上の工夫も。�
指の不自由な方、握力の弱い方など、これま
で運転が難しかった方にも、運転を可能に
しました。�

開発コンセプト�



社会のために�取引先とのかかわり�

取引先に感謝状を贈呈� 優秀事例展示会�

トヨタ車体の年度方針を伝える調達方針説明会�

取引先との共存共栄�

調達の基本方針である相互信頼と繁栄の確立をめざし
て活動しています。�
�
毎年4月には、トヨタ車体の重点方針を伝えるために、
調達方針説明会を行っています。2007年4月には、195
社の取引先にご参加いただき、調達方針説明会を行いま
した。�

相互研鑽を図る発表会�

車体協和会�

取引先の任意団体である車体協和会は114社で構成
され、世界Ｎｏ.1のミニバン・ＳＵＶづくりのため相互に研鑚
と交流を深めています。�
�
具体的には経営、安全、品質の3テーマに関して研究会

を設け、定期的な会合、発表会を通して双方向のコミュニ
ケーションの充実を図るとともに、講演会も行っています。�

安全、品質などの「優秀事例展示会」では会員各社がそ
れぞれ日頃の研究成果を紹介し、2006年度は参加事例
84事例のうち11事例が優秀事例に選ばれました。�

また、取引先とは毎年、品質や原価等の課題を明確化し､
改善活動を行っています。その中で､各分野で顕著な活動
をいただいた取引先に感謝状を贈呈しています。�

オープンでフェアな取引�

トヨタ車体グループは、市場のルールを尊重し､公正な取引に努めています｡個々の取引では基本契約に則り、公明
性・合理性の確保に心掛け、新規取引を希望する国内外の取引先に対しては､公平な参入機会を設けています。また、
取引先との連携を強化し、相互信頼関係の構築と相互繁栄に努めています。�

相互信頼と共存共栄�

主な取り組み内容�

企業市民の立場から、事業基盤をおく地域社会から信頼され、�
必要とされるなど良好な関係を維持し、地域との共生をめざす活動の推進�

’06年度からは、環境保全に対する社会的ニーズの高まりに応え、トヨタ車体グ
ループ全体として、「環境保全・環境啓発」の取り組みを拡大してきました。�
その一例として､私はケナフを利用した、社員・地域の方を対象にした環境啓発
の促進に取り組んでいます。�
ケナフは地球温暖化の原因になるＣＯ２の吸収に優れていて、また、ケナフ紙とし
ての利用もできます。�
環境を大切に思う気持ちを持った人の輪を広げていきたいと思います。�

社会のために�地域とのかかわり�

地域とともに、社会や人にやさしい企業をめざします�

「良き企業市民」として社会的責任を果たすため、「環境保全、環境啓発」「人と車と社会の一層の調和」、また「事業基
盤をおく地域社会との共生」を図るための活動を推進しています。�

社会貢献活動�

活動の方向性�

自動車産業や関連する分野での、人と車と社会との一層の調和を促進し、�
自動車産業の発展に寄与する活動の推進�

基本理念にある「環境との調和」の具現化、および自他ともに認める環境先進企業となるべく、�
環境分野に重点をおいた活動の推進�

1

2

3

（１）海外での植林･緑化活動�
 インドネシアの海外事業体と連携した環境保全活動�
（2）国内森づくり支援�
 国内の事業基盤がある地域、および森林づくりに積極的な�
　  地域と連携した環境保全活動�

国内外で植林・緑化活動を推進�1

（１）科学技術の振興を図るための優秀な研究に対する支援�
 6人の研究者に、合計520万円を助成�

（１）福祉車両による身障者・高齢者の外出支援��
 買い物やレジャーなどで利用され喜ばれています��
（２）ＳＴ（知ってもらおうトヨタ車体）キャンペーン��
 2006年度は約7,300人の方に参加していただきました�

工学研究を支援�2

地域との共生�3

小学生を対象にケナフを利用した環境学習�

野村広明（総務部総務室社会貢献グループ）�
�

愛知県「間伐モデル林」�

鹿児島県（予定）�

高知県「協働の森づくり」�

三重県「企業の森づくり」�



社会のために�地域とのかかわり�

海外での植林・緑化活動�

国内外での植林・緑化活動を推進�

国内外での植林・緑化活動を通じて､森林資源の保全、地球温暖化防止に取り組んでいます。�

社会貢献活動�

工学研究を支援�

工学研究への支援を通じて、人と車と社会との一層の調和を促進し､自動車産業の発展に寄与しています。�

科学技術の振興を図り、社会の発展に寄与することをねらい、愛知県内の自動車関連基礎工学の研究者に対し助成を実施
しています。�

海外での植林活動の第一歩として、当社の現地子会社であるスギティークリエーティブス（株）と連携し、インドネシアで
の植林活動「トヨタ車体グループの森」を5年計画で展開しています。�

国内森づくり支援�

国内においては、当社および子会社の本社・生産拠点がある愛知・三重・鹿児島および、先進的な取り組みをしている地域
（高知）での森づくりを支援しています。（鹿児島県は07年度展開の予定）�

優秀な研究に対する支援を実施�

インドネシア�

ジャカルタ�

① 森林造成・水源涵養による自然環境保全�
② （上記の維持管理のための）現地での環境教育�

活動目的�

国内活動の第一歩として、本社・富士松工場の所在

地である愛知県にて、矢作川水系森林ボランティア

協議会の「間伐モデル林事業」を支援しています。�

�

愛知県で矢作川水系の森林保全を支援�
いなべ工場の所在地である三重県の「企業の森林づ

くり」を、いなべ市とともに支援しています。�

三重県で「企業の森林づくり」を支援�
企業との森づくりのさきがけで、先進的な取り組み

をしている高知県の「協働の森づくり」を支援してい

ます。�

高知県で「協働の森づくり」を支援�

植林地域�

マホガニー他 : 家具・楽器の材料・建築資材となる樹木�
アボガド他 : 果実を収穫できる樹木�

インドネシア共和国西ジャワ州スカブミ県カドダンピット郡�
スカマジュ村（ジャカルタから南に約120km）�

植林樹種� インドネシア・スカブミ県�
植林地（ナゴヤドーム25個分）�

森の健康診断に参画� 高知県「協働の森」協定書調印式�三重県の森林保全活動への支援を宣言�

地域との共生�

事業基盤をおく地域社会にやさしい企業をめざし、地域住民の方々との交流や、地域の安全を確保するための活動
に取り組んでいます。�

寄付による支援�

研究・活動のために経済的な援助を必要としている地域・団体に対して､寄付による支援を実施しています。�

福祉車両による身障者・�
高齢者の外出支援�

身障者・高齢者の車いすを利用され
る方を目的地まで送迎する移送サービ
ス（おでかけくん）を1998年より開始。
工場所在地およびその近隣の刈谷、知立、
豊田、いなべの各市でサービスを実施
しています。�

地域の皆様とのコミュニケーションを図るため､施設見
学会に加え､環境への取り組みについての説明会、地域懇
談会・交流会を実施しています。�
また、いただいた意見についても対応結果の報告と説
明をしています。その他、各工場で開催するイベントを通
じて、地域の方々と当社社員との交流を図っています。�

ＳＴキャンペーン�

当社の姿を知っていただくために、『ＳＴ
（知ってもらおうトヨタ車体）キャンペ
ーン』と銘打って「小学生の社会科学習」、
「のぞいてみようモノづくりの現場」等
の会社見学を実施。2006年度は約
7,300人の方に参加していただきました。�

地域防犯活動�

多発する街頭犯罪（ひったくり、車上
荒らしなど）防止活動として、地域の住
民、警察、市と連携をとりながら、工場
所在地で「地域防犯パトロール隊」を結
成し、犯罪防止活動に取り組んでいます。�

地域交流�

地域の方と良好な関係を保つための�
地域懇談会�

リサイクル施設を見学�

買い物やレジャーなどで利用され喜ばれています� 富士松工場を見学する小学生の皆さん� 吉原工場地区での出陣式�

環境保全�
● 日本経団連自然保護基金�
● 刈谷市緑化推進協議会�

国際交流�
● アジア保険研修財団�
● オイスカ愛知県支部�

健康医学�
● 刈谷市医療事業�
● 日本赤十字社�

地域社会活動�
● 刈谷市観光協会�
● 愛知県交通安全協会刈谷支部�

芸術・文化�
● 名古屋フィルハーモニー交響楽団�
● 市民野外劇協賛金�

社会福祉�
● 赤い羽根募金�
● 愛知いのちの電話協会�

教育学術研究�
● 少年少女発明クラブ�
● 産業技術記念館�

スポーツ振興�
● 豊田マラソン協賛金�
● 刈谷市サッカー連盟�

史跡伝統文化�
● 刈谷市大名行列保存会�
● 刈谷わんさか祭�
● 豊田おいでん祭り�

主

な

支

援

�



社会のために�地域とのかかわり�

グループ会社でも、社会福祉やより暮らしやすい地域づくり、�
安全で快適な車社会づくりをめざした活動に取り組んでいます。�

グループ会社による地域への貢献�

ライフサービス事業 ● （株）エル・エス・コーポレーション�

会社概要�

本 社 所 在 地 �
�
設 　 立 �
資 本 金 �
従 業 員 数 �
主な事業内容�

愛知県刈谷市一里山町金山100番地�
トヨタ車体（株）内�
2000年4月�
20百万円�
469名�
事務・福利厚生施設管理／警備保障業務代行�

防火・防災・防犯、交通安全など、社員や地域の皆様の大切な生命・
財産を守るための警備を実施しています。�

地域・社内での火災発生に備え、特設自衛消防隊を組織し訓練�

介護サービス事業 ● （株）ライフサポート�

会社概要�

本 社 所 在 地 �
設 　 立 �
資 本 金 �
従 業 員 数 �
主な事業内容�

愛知県安城市箕輪町正福99-1�
1999年１月�
80百万円�
96名�
介護用品販売／ホームヘルプサービス�

高齢者、介護を必要とする人、介護をする人のあらゆる問題を支
援、解決することを目的に、デイサービス、ホームヘルプ、介護用品
の販売・レンタルなど、高齢社会におけるさまざまなニーズに対し、
総合的にサポートしています。�

専門スタッフによるデイサービス�

レクリエーション事業 ● ライフクリエイション（株）�

会社概要�

本 社 所 在 地 �
設 　 立 �
資 本 金 �
従 業 員 数 �
主な事業内容�

愛知県豊田市伊保町向山16-1�
1993年9月�
75百万円�
11名�
オフロード施設の運営�

健全なアウトドアライフの発展と青少年の育成をねらいとして、
自然の中で家族・友人とのふれあいの場の提供(さなげアドベンチ
ャーフィールド)やSUVなどの正しい取り扱い方や運転技術・マナー
等の普及活動を展開しています。�

車両の転倒状態から脱出体験する「てんとうくん」�

■ 安全衛生・健康�
安全・快適な職場づくり�

心と身体の健康づくり�

■ 人材育成とキャリア支援�
自律型人材の育成�

■ 活力ある職場づくり�

�

51�
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�
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社員のために�



安 全・快 適 な 職 場 づ くり�

社員のために�

安全・快適な職場づくりは、安全衛生基本方針に沿って
5ヵ年中期計画、および年度計画を立案して、計画ー実施
ー評価ー改善のサイクルをまわしながら推進しています。�
特に、近年は重点項目として設備本質安全化活動、作業

安全基本ルール遵守活動を進め、その結果、設備の挟ま
れ災害は少なくなり、基本ルールを守った行動が取れる
ようになりました。�
さらに、災害ゼロを目指して、最近は、標準作業のひと

つひとつの動きの中に潜在する危険（リスク）について、
管理監督者が安全専念タイムの中で作業観察をし、摘出、
改善する活動を行なっています。�
例えば、部品棚から取り出す組立部品の配置を変更して、
かがみ姿勢で取り出すことをなくし取り出しやすさの向
上をしたり、部品を運ぶ時バランスの取れる位置を持つ
ように変更し、運びやすさを向上したりして、潜在する危
険のひとつひとつを取り除いています。�

作業観察によるリスク改善活動�

労働災害発生頻度（休業度数率）�

当社で働く全ての人の安全と健康の確保のために、トヨタ車体安全衛生基本方針に沿って取り組んでいます。�

安全衛生・健康�

トヨタ車体に働く全ての人の安全と健康の確保は、�
経営の基盤であり､社会的責任であるとの認識の下、�
「人間尊重」と「安全第一」に徹し、�
安全・快適な職場づくり、心と身体の健康づくりに�
積極的に取り組み、「ゼロ災害」「ゼロ疾病」をめざす。�

１．安全と健康を全てに優先させる。�
２．安全衛生に関する法令と、社内ルールを遵守し、�
　 高水準の安全健康職場をめざす。�
３．良好なコミュニケーションと、�
　 一人ひとりの創意工夫を結集した�
　 全員参加活動をする。�
４．継続的に改善する安全衛生マネジメントを進め、�
　 危険・有害要因の絶えざる排除を図る。　　�

ト ヨ タ 車 体 安 全 衛 生 基 本 方 針 �

基本理念� 行動指針�

作業観察による危険要因の摘出と改善�

0
'02年� '03年� '04年� '05年� '06年�

0.50

1.00

1.50

休
業
度
数
率�

休業度数率 ＝� × 100万�
延べ労働時間�

休業災害件数�

当社�

自動車製造業�

製造業�

設備の安全化や、労働災害の減少によって、身近で災害
を経験する事が少なくなってきており、職場に潜んでいる
危険要因に気付いていない人が増えてきています。�
入社後間もない人を優先に、ルールを守らなかった時

に起こる危険を認識させ、ルールを守る事の大切さを理解・
納得させる目的で、危険体感教育を行なっています。�
例えば、作業手順を省略すると、シリンダー内に残って

いる空気圧によりシリンダーが飛び出して、大きな音とと
もにダミーの手が挟まれる光景を目の当たりにしてルー
ルを守らないとどうなるかを教えています。�
受講後の受講生の上司からは、危険に対する関心が高

くなり、守りにくい作業から生じる危険について改善提案
が出てくるようになったとの報告がされています。�
さらに、新人からベテランまで、製造現場から建設現場

までの幅広い人に、重大災害から軽微な災害までの危険
を対象とした体感教育を目指して、子会社の三河設備（株）
と連携し、オールトヨタ車体としての体感教育の仕組み整
備を進めています。�

危険体感教育�

メンタルヘルスケアの取り組み�

心 と 身 体 の 健 康 づ く り�

社内イントラ�
ネットでの�
健康情報提供�

空気圧使用機器�
による挟まれ�
�

高所からの墜落�
【三河設備（株）�
安全体感道場】�

心の健康づくりのためメンタルヘルスケアの体制の充実を進めています。�

●「悩み始めた人」には、早期のケアを行なうために、専
門スタッフ3人体制でケアを行なっています。�

　2006年のケアの実績から、業務環境変化により変調
をきたす人にもっと早く気づくために、今年度はスト
レス調査による早期発見を重点施策として進めてい
ます。�

●「悩み始めた人に早く気付いて、ケアする」ために、管
理監督者に対し、「こころの健康」研修会を2002年よ
り行なっており、2006年度も継続して実施しました。�
　研修によりコミュニケーションの大切さを認識し、上
司による声かけ、あいさつ運動などを進めています。�

●個々人が「悩まない」ために、ストレス耐性向上が織り
込まれた自己診断プログラムを提供し、個人単位でも
取り組めるようにしています。�

　また、メンタルヘルスについて判りやすく解説したパ
ンフレットを社員全員に配布し、啓発を行いました。�

メンタルヘルスケア体制�

個人� 社内スタッフ�

産業医� 保健スタッフ�

専門医� 人事スタッフ�

職場� 外部機関�

管理・監督者�

外部専門機関�

外部電話相談�

専門病院�

社員�

　メタボリックシンドロームや熱中症など、日常生活の中
で各自が取り組む事が大切な項目について、安全衛生委
員会における産業医からの指導や、社内イントラネットで
の情報提供などを行ない、各自が自ら行動できるための
情報を提供しています。�

健康づくりの取り組み�



社員のために�

①会社と個人がお互いの高い志を尊重し共有しあう関係構築を目指しています。�
②「目指す人材像」を明確にし、計画的・中長期的に育成するしくみを構築し、個人の成長を促進しています。�

考え方�

社員一人ひとりが自ら考え行動する「自律型人材」として活躍するために、「目指す人材像」を明確にし、計画的・中長期的
に育成するしくみを構築し、個人の成長を促進していきます。 �

キャリア・ディベロップメント・プログラムの展開�

採用人数の推移� （ 人 ）�

当社は、競争力のある最高の品質の製品の提供、社員の創造性を発揮した「モノづくり力」のある会社を目指します。
また、そのベースとして「明るく楽しく元気な会社」、「人を大切にする会社」でありたいと考えています。�

人材育成とキャリア支援�

�

定 期 入 社 �

中 途 入 社 �

合 計 �

2004年�

125�

118�

243

2005年�

202�

415�

617

2006年�

425�

500�

925

社員構成（07年3月末）�

男　　性 ： 10,777名　女性 ： 548名　計 ： 11,325名�

平均年齢 ： 37．3歳   �

平均勤続 ： 15．1年   

キャリアサポートプログラム（CSP）※1�
�

自 律 型 人 材 の 育 成 �

会　社�

高い志を共有する関係�

お客様満足を通じた社会への貢献�

個　人�
創造性の発揮と仕事を通じた自己実現�

会
社�

育成計画� 育成� 評価・見極め�

育成施策�
育成計画�
ツール提示�

必要能力・基準明示�
計画的に育成�
する為のツール・�
場の提供�

評価・見極め�

上
司�

支援・OJT
計画策定の話合い・�

動機づけ�
期待値明示�
すり合わせ�

本人との話合い・�
指導を通じた動機�
づけ・支援�

フィードバック・�
動機づけ�

個
人�

個人の努力� 成長・達成感�個人の気づき�
自ら気づき、成長�
しようとする�
姿勢・努力�

目指す�
目標の�
明確化�

育成�
計画�
策定�

※1 キャリア・ディベロップメント・プログラムを当社では、キャリアサポートプログラムと呼んでいます。�

全社が「自工程完結」をキーワードに自らのプロセスを見える化し「標準作業」を基本に継続的に改善する活動を進めるこ
とでQCDS※1でNO.1のモノづくり力を目指します。�
具体的な取組み例として、従来は各工場に分散していた技能訓練場を、2006年12月からグローバル生産支援センター（GPC）
内に集約し、バラツキのない技能訓練を行なうことが可能になりました。�
※1 QCDS:Quality（品質）Cost（価格）Deliveｒｙ（納期）Safety（安全）�

モノづくり力の強化�

当社はグローバルに活躍できる人材の育成・確保に向けて、グローバル要員登録制度を構築し、語学研修を中心とした国
際化研修を積極的に進めるなど計画的な育成を推進しています。�
また、海外関連会社からも現地の核となる管理・監督者層を受入れ、実践教育を通じて”「現地で教えられる」人づくり”に
力を入れるなど、社内外のグローバル展開を支える人材を育成しています。  

世界各地への出張にあわせ、英
語研修の他、業務ニーズに応じ
て中国語・ロシア語講座等を開催。 

トヨタ自動車のロシア進出を支
援するために、ロシアからの研
修生54名を06年9月から07年
3月までいなべ工場で受入れ、
実践訓練に取り組みました。�

グローバル人材育成�

ＧＰＣ教育訓練�

組立教育研修�

板金溶接教育研修�

塗装教育研修�

プレス金型教育研修�

研修の様子�ロシア（TMMR）研修生�

語学研修の様子�



社員のために�

コミュニケーションの充実�

当社は、社員一人ひとりの幸せと会社の発展をめざして、労使が協力して、活力ある職場づくりのため、コミュニケーシ
ョンの活性化を進めています。�

活力ある職場づくり�

2006年度Ｃミーティング主なテーマ�

■Cミーティング制度の定着�
職場コミュニケーションの充実を図るため、2004年か

ら「Ｃ(コミュニケーション）ミーティング」制度を導入しまし
た。Ｃミーティングとは、毎月１時間、職場の全社員が共通
のテーマについて議論することにより、何でも話し合える
雰囲気づくりをねらったもので、職場からも好評を得てい
ます。�

良好な労使関係�

■労使協議会�
人事労務政策は「労使相互信頼」を基本理念としています。賃金・ボーナスといった重要な労働条件について協議する「労

使協議会」や、各職場レベルの職場環境等について議論しあう「職場懇談会」など、労使の定期的な話し合いの場を通じてお
互いの理解を深めています。�

■一万人コミュニケーション総点検活動�
2006年9月から職場コミュニケーションの全社総点検
を実施し、コミュニケーションの強化を図るための啓発活
動を展開しています。�

■社員・家族とのコミュニケーション�
社員相互、家族で楽しめる場として年1回、工場別にイ

ベントを開催して家族を含めたコミュニケーション向上を
図っています。�

●「職場の安全」 ●「飲酒運転の撲滅］�
●「交通安全」 ●「職場コミュニケーション活性化」�

富士松工場地区イベント�

吉原工場地区イベント�

いなべ工場地区イベント�

●労使協議会の状況� ●労使労働時間適正化委員会での取り組み成果�

年休取得状況�

40.2

37.9

36.1

事技員�

38.0
38.6

36.9
18.4 20.0 18.8

'04年� '05年� '06年�

（日/人）�

所定外労働時間�
（H/月）�

技能員�

0 0

35

40

5
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'04年� '05年� '06年�

個人の価値観の多様化、女性の社会進出など、労働市場を取り巻く環境が変化する中で、人材の多様化（ダイバーシティ）
を活かしたマネジメントは、企業の社会性と共に競争力を高める大きな課題の一つであるととらえています。こうした考え
のもと「障がい者雇用」「高齢者再雇用」「育児支援」の拡充にも積極的に取り組んでいます。�

多様性の尊重、機会均等の推進�

■障がい者雇用�
2007年4月現在、153名の障がい者がさまざまな職場

で業務に従事しています。当社では、障がい者も健常者と
同じく充実した会社生活を送れるように職場や寮を改善
するなど、魅力ある生活の場づくりを進めています。�

■高齢者再雇用（キャリアパートナー制度）�
満60歳での定年退職者について、会社ニーズと本人の
希望から、会社で培った豊かな経験や高い技能を意欲的
に生かしてもらうため、『キャリアパートナー制度（2001
年度～）』を導入しています。さらに、2006年4月からの「高
齢者雇用安定法」施行に対応して、60歳以降における社
員一人ひとりの多様なライフスタイル・就労意識を尊重し、
その実現に向けた自助努力をサポートする制度へ拡充し
ました。�

手話は使わなくても、筆談や口の動きで�
スムーズにコミュニケーション�

塗装工程で働く青山高幸�

障がい者の雇用及び就業に関しての支援内容�

①受入れ体制の整備�
　●担当職制への受入れ前教育の実施�
　●呼び出し用パトライトの工程への設置�
②コミュニケーション�
　●筆談用ノート、ホワイトボードの準備�
　●配属職場代表者の手話講習会への出席�

高齢者再雇用制度概要�

法定1.8％�

障がい者雇用人数の推移�

1.87 1.93 1.95

116
136 144

本人×上司の話し合いの場の設定�1
60歳以降を視野に入れた、キャリアプラン・健康に関
する本人と上司の話し合い�

ライフプランセミナーの拡大�2
定年後を含めた生活設計を自ら考え、実践していくこ
とをサポート�

キャリアパートナー制度�3
当社で再雇用�

オープンキャリア制度（社外就労）�4
関係会社10社による雇用�

※55歳以上の者を対象に、60歳以降の就労希望を毎年確認�
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高齢者再雇用人数の推移�
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私は聴覚障がい者であることをみんなに知ってもらい、積極的
に筆談や身振りなどで話しをしてきました。そのため、みんなと
交流ができてよかったと思い
ます。仕事は、不良品を出さ
ないように1台1台集中して
頑張っています。やりがいが
あり、楽しく充実した日々を
毎日送っています。�



社員のために�

仕事と育児の両立支援�

たっちっちハウス富士松（イメージ図）�

妊
娠
・
出
産
〜
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に
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で�
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①妊娠中の残業 
　深夜業制限�

�
②産前産後休暇�

③妊娠中・�
　出産後の�
　母性保護措置�

�
④育児時間�

⑤育児休暇�
　（期間）�

�
⑥深夜業の制限�

⑦残業の制限�
　（一定時間以内）�

�
⑧子の看護休暇�

⑨残業制限�
　（残業なし）�

�
⑩短時間勤務�

�
⑪フレックスタイム制�

妊娠中は残業・深夜業を�
させない�

妊娠中又は出産後１年間は�
医師の指導に基づいた�
母性保護措置をとる�

1日30分×2回の�
育児時間を与える�

事技系…～子が2歳未満�
技能系…～子が3歳未満 �

�
深夜業をさせない�

一定時間以上の残業をさせ
ない�

小学校就学期までの子が病気・
けがをした場合、1年間に5日
までの看護休暇を取得できる�

�
残業をさせない�

１日の所定労働時間を�
2Ｈ短縮する�

始終業時間をフレキシブル
に選択できる�

産前6週間�
（多胎妊娠は14週間）、�
産後8週間は働かせない�

1か月：24H、1年150Hを超えない�

（事技）� ～2

（技能）�

（1年間に5日まで）�

～8

～8

内容�

6週�8週�

（ 期 間 の 定 め な し ）�
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技
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事
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�

育児支援制度�

■育児支援制度�
当社では、社員からの育児や介護に対する会社の支援を求める声から、「意欲と才能のある女性社員が活躍できる環境づ

くりは会社の責務の一つ」と考え、従来より社員の育児と仕事の両立を支援してきました。�

■刈谷５社共同託児所�
社員が安心して仕事と育児の両立ができるように2007年10月、トヨタ系刈谷5社＊の社員向け託児所「たっちっちハウス」
を開設します。社員のニーズに合わせた利用日、利用時間、保育環境を提供するとともに、5社で共同運営することによりさら
なる利便性の向上をはかります。�
＊デンソー、豊田自動織機、ジェイテクト、トヨタ紡織、当社�
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■ 経済性パフォーマンス�
主な経営指標の推移�

主要事業所�

国内・海外　連結子会社・関連会社�

■ 第三者意見�

�
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�

経済性報告�



経 済 性 報 告 �

売上高・売上台数� （ 億円・千台 ）� 売上台数の内訳�

利益� （ 億円 ）�

（ 年度 ）�

（ 年度 ）�

（ 年度 ）�

（ 年度 ）�

（ 年度 ）�

（ 年度 ）�

１株当たり当期純利益・配当金� （ 円 ）�

（2006年4月1日から2007年3月31日まで）�

総資産・純資産� （ 億円 ）� 設備投資� （ 億円 ）�

従業員数� （ 人 ）� 単独・連結別の経営指標（2006年度）�

2006年度の業績は、売上高が1兆4,327億円と前期に比べ1,418億円（11％）の増収となりました。�
経常利益は、売上高の増加や当企業集団あげての合理化活動の成果もありましたが、原価償却費の増加や新製品準備
費用の増加などが影響し、208億円と前期に比べ19億円（6.3％）の減益となりました。�

売上高�

売上台数�

経済性パフォーマンス�

■ 主な経営指標の推移（連結）�
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単　独� 連　結�
売上高�
経常利益�
当期純利益�
１株当たり当期純利益�
総資産�
純資産�
総資本当期純利益率（ROA）�
株主資本当期純利益率（ROE）�
設備投資額�
従業員数（2007年3月末）�

13,867億円�
202億円�
131億円�
117.52円�
4,161億円�
1,965億円�

3.2％�
6.8％�

403億円�
11,325

14,327億円�
208億円�
132億円�
118.97円�
4,473億円�
2,122億円�

3.0％�
6.4％�

506億円�
14,448

227

208

141

132

180

186

186

325

111

181

12,909

9,297

8,924

9,926

719

14,327745

537

523

570

4,436

4,473

3,062

3,100

4,106

2,071

2,122

1,315

1,506

1,951

124.6932

34

213.78

375.20

109.85

22

24

26

ハイエース  24%

プリウス  21%

ランドクルーザー  18%

ノア・ヴォクシー  17%

アルファード  8%

エスティマ  7%

その他  5%

13,436

14,448

9,858

10,036

12,702

543

118.97

506

317

284

276

詳細な情報につきましては当社ホームページ「株主・投資家の皆様へ」をご参照下さい。 http://www.toyota-body.co.jp/

売上台数�
745千台�

経常利益�

当期純利益�

総資産�

純資産�

１株当たり当期純利益�

１株当たり当期配当金�

※
,
06年度より純資産を記載しています。（

,
06年度以前もさかのぼって見直し）�

（ 2007年3月末）�

本社・富士松工場�

■ 主要事業所�

■ 国内・海外  連結子会社・関連会社�

主　な　事　業　内　容�会　社　名�

愛知県刈谷市一里山町金山100番地�

〈主要製品〉�
エスティマ、エスティマハイブリッド、ヴォクシー、ノア、�
イプサム、プリウス�

いなべ工場�

三重県いなべ市員弁町市之原10番地�

〈主要製品〉�
アルファード、アルファードハイブリッド、ハイエース、レジアスエース、�
グランビア�

吉原工場�

愛知県豊田市吉原町上藤池25番地�

〈主要製品〉�
ランドクルーザー200、ランドクルーザー70（輸出専用モデル）、�
レクサスLX470（輸出専用モデル）、コースター�

刈谷工場�

愛知県刈谷市昭和町2丁目1番地�

�
〈主要製品〉�
福祉車両「ウェルキャブ」�

寿新規開発センター�

愛知県豊田市寿町1丁目36番地の1

特装車の製造・販売�

シート関係を中心とした機能・精密部品などの製造・販売�

自動車部品、設備機器、リニアモータ製品およびオゾン製品の製造・販売�

プレス・板金部品の製造・販売�

自動車部品の製造・販売�

自動車部品の製造・販売�

自動車車体および同部品の製造・販売�

建物および付帯施設の総合メンテナンス�

自動車部品の設計・試験�

事務・福利厚生施設管理・警備保障業務代行�

環境分析および計量証明�

オフロード施設・オートキャンプ施設の運営�

介護用品販売、ホームヘルプサービス�

インドネシアにおいて自動車、産業車両および付属品の製造・販売�

インドネシアにおいてゴムおよび樹脂の押出し成形部品の製造・販売�

台湾においてプレス部品・板金部品・金型などの製造・販売�

台湾において特装車の製造・販売�

タイにおいて自動車車体および同部品の製造・販売�

マレーシアにおいて大物樹脂部品の製造・販売�

タイにおいて自動車車体および同部品の製造・販売�

東海特装車�

トヨタ車体精工�

エース産業�

東海部品工業�

豊臣機工�

コベルク�

岐阜車体工業�

三河設備�

トヨタ車体研究所�

エル・エス・コーポレーション�

イナテック�

ライフクリエイション�

ライフサポート�

スギティークリエーティブス�

トヨタオートボデートーカイエクストゥルージョン�

春翔欣業�

台湾豊田車体特装車�

タイオートコンバージョン�

トヨタオートボデーマレーシア�

タイオートワークス�

子会社�

子会社�

子会社�

国 

内�

海 

外�

生
産
会
社�

生
産
会
社�

そ
の
他�

持分法適用関連会社�

持分法適用�
関連会社�



経 済 性 報 告 �

第三者意見�

トップメッセージにてＣＳＲを基軸とした“グッドカンパニー”への取り組みを唱われており、この「環境・社会報
告書2007」では従来の“企業としての環境情報報告”から“読者の知りたい情報提供”への変化が読み取れます。�
最初の部分で製品の紹介やトピックスを入れて企業の顔が見える報告書になっていると同時に、環境や社会

との関わりをわかりやすく紹介しており、報告書の「理解容易性」への努力がうかがえます。�
�
昨年度設定された「2010年ビジョン」と共に「第4次環境取り組みプラン」が策定され、2006年度からの新

たな中期計画が紹介されています。特にエネルギー・温暖化問題や環境負荷物質、ＶＯＣ、ＰＲＴＲ対象物質低減な
ど自動車の抱える環境課題に対して、2006年度の達成状況が豊富な事例と共に紹介されていますが、2010
年度目標値への達成進度を含めて報告されるとより理解しやすいものと思われます。　　　�
環境データについては単独、子会社及びグローバル連結などの結果が混在して随所に報告されていますが、

「比較容易性」の観点も含めデータのまとめ方には工夫が望まれます。�
また、車両開発における環境評価システムとＬＣＡへの取り組みも自動車メーカーとしての持続的な発展に不
可欠なものとして評価できますが、もう少し内容説明が欲しいところです。�
�
グローバルな社会貢献活動や地域コミュニケーションも広く実践されています。また、今回“社員のために”と

いう独立した項の設定は、社員の安全衛生、教育や活力づくりを通じて企業としての社会的責任を果たす意思
表示として好感が持てます。�

“グッド カンパニー”を目指して�

原油価格の高騰、温暖化問題の進展など自動車を取り巻く環境は厳しいものがありますが、“環境技術のあら
ゆる可能性追求”を通じて「第4次取り組みプラン」を達成すると同時にグローバルな視点での連結環境パフォ
ーマンスの向上を期待しています。�
�
自動車は総合産業でありグループ企業だけの活動だけでは不十分です。グリーン調達活動についても取り組

まれていますが、取引先の環境マネジメントの状況も含めサプライチェーンとしての環境活動状況が見えるよ
うにしていただきたいと思います。�
�
トヨタ車体はトヨタ車の一翼を担うリーディングカンパニーとして環境・社会・経済のトリプルボトムラインが
バランス良くマネジメントされているようです。�
グローバル化とサプライチェーンマネジメントを基軸に今後のさらなる発展を期待しています。�

今後に期待すること�

山科 謙一�
有限会社システム経営研究所  代表�

特定非営利活動法人  日本環境管理監査人協会  副理事長�
CEAR登録 ISO14001主任審査員、厚生労働大臣登録  労働安全コンサルタント(機械)�

環境、労働安全の教育・コンサルティングに従事�

トヨタ車体に期待すること�

■ 発行�

本 社 �

�

お問い合わせ�

�

発 行 日�

トヨタ車体株式会社�

〒４４８ー８６６６  愛知県刈谷市一里山町金山１００番地  TEL.０５６６ー３６ー２１２１�

経営企画部�

TEL.０５６６ー３６ー７５１０　FAX.０５６６ー３６ー９１１３　E-mail  TY.KANKYOU@mail.toyota-body.co.jp.�

２００７年９月（次回発行２００８年夏予定）�

本報告書はホームページでもご覧いただくことができます。�

トヨタ車体は、地球温暖化防止の国民運動である「チーム・マイナス6％」に参加。�

①冷房温度は28度の設定、②夏季の軽装の奨励など、CO2排出量抑制に努めます。�

地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6％」に参加�


