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編集方針

1999 年｢環境報告書｣の初版を発行し｢環境・社会報告書｣を経て

2010 年に｢ＣＳＲレポート｣と改題し本版で 14 回目の発行となり

ます。

本年は、テーマごとに、ＣＳＲ活動の特徴ある取り組みをわかりやす

く、よりコンパクトにお伝えできるように構成しました。

更に深く知りたい方には本文中から詳細データを閲覧できるように

しました。

最終頁に電子アンケートを記載していますので皆様の忌憚のないご

意見をお寄せくださいますようお願いいたします。

本レポートの対象範囲と期間

対象範囲 トヨタ車体と連結対象会社

対象期間 2011 年 4 月～ 2012 年 3 月を原則としますが、
進捗のあった項目で活動の理解を深めると思われる
ものは期間を超えて報告しています。

表紙のクルマ

ハイエース特別架装
（当社オリジナル :ロングワイド車ワゴン5ドア 10人乗り

ロングスライドシート4席搭載）

超小型電気自動車“コムス コンセプト”
（東京モーターショー2011出展）

「ハイエース 特別架装」 「コムス コンセプト」

http://www.toyota-body.co.jp/products/customize/hiace/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/products/life/ev/coms/index.html
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■会社プロフィール

会社概要

社 名

本 社 所 在 地

設 立

代 表 者

資 本 金

売 上 高

従 業 員 数

事 業 所

トヨタ車体株式会社

愛知県刈谷市一里山町

金山 100 番地

1945 年 8 月 31 日

取締役社長　網岡　卓二

103 億 7 千 1 百万円

1 兆 6,270 億円

(2011 年度実績･連結 )

17,445 名

(2012 年 3 月末現在･連結 )

本社／富士松工場、

いなべ工場、吉原工場、

刈谷工場、寿新規開発センター

主要製品

ヴェルファイア エスティマ ヴォクシー

ランドクルーザー200 プリウスコースターハイエース

冷凍車車いす仕様車 サイドリフト
アップシート車

ウェルキャリー
（フレンドマチック
取付用専用車）

ノアアルファード

ランドクルーザー70
ピックアップ (輸出モデル )

スロープタイプ
車椅子仕様車

ミニバン

商用車・コミューター SUV セダン

特装車福祉車両

会社概要

製品ラインナップ

開発から生産までの流れ

関
連
情
報
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http://www.toyota-body.co.jp/corporate/profile/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/products/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/corporate/flow/index.html
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■会社プロフィール

主な事業所

生産拠点
本社・富士松工場
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HV
ヴォクシー、ノア、
プリウス

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」

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、ヴェルファイア
ハイエース、レジアスエース
欧州ハイエース（輸出専用モデル）

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
レクサス LX570（輸出専用モデル）
ランドクルーザー70（輸出専用モデル）
コースター

開発拠点
開発センター

生産技術センター

寿 新規開発センター
愛知県豊田市寿町1丁目 36番地 1

本社・富士松工場内

本社・富士松工場内

国内・海外　子会社

国内 子会社 /生産会社

岐阜車体工業 (株 ) ( 株 ) 東海特装車

エース産業 (株 ) 東海部品工業 (株 )

トヨタ車体精工 (株 )
（岐阜県各務原市） （愛知県安城市） （愛知県高浜市）

（愛知県刈谷市） （愛知県刈谷市）
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■会社プロフィール

国内子会社 /その他
ＴＡＢＭＥＣ(株 ) ( 株 ) トヨタ車体研究所 (株 )エル・エス・コーポレーション

(株 ) イナテック ライフクリエイション (株 ) ( 株 ) ライフサポート

（愛知県刈谷市）

（三重県いなべ市）

（鹿児島県霧島市）

（愛知県豊田市）

（愛知県刈谷市）

（愛知県安城市）

海外子会社 /生産会社
スギティー
クリエーティブス (株 )

春翔欣業 (株 )

トヨタオートボデートーカイ
エクストゥルージョン ( 株 )

トヨタオートボデー
 マレーシア ( 株 )

タイオートコンバージョン (株 )

オートパーツ
マニュファクチャリング
ミシシッピ (株 )

（インドネシア） （中華民国（台湾）） （タイ）

（インドネシア） （マレーシア） （アメリカ）

海外子会社 /その他

嘉興 豊実福祉汽車部件
有限公司
（中国）

きあしん ほうじつふくしきしゃぶけん

国内子会社

海外子会社

関連
情報

http://www.toyota-body.co.jp/corporate/network/domestic.html
http://www.toyota-body.co.jp/corporate/network/overseas.html
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■トップメッセージ

お客様の期待にお応えする
クルマづくりを通じて、社会に貢献します

自動車業界は、新興国の台頭をはじめとする世界経済の構造変化や地球規模での環境意識の高まりにより、新興

国市場での事業強化と環境技術開発で生き残りをかけた厳しい競争を繰り広げています。

トヨタ車体が今後も成長・発展していくためには、こうした時代の変化に迅速に対応できることが不可欠であ

り、常に社会やお客様の視点に立ち、環境技術をより一層磨き上げ、市場が求める商品をグローバルにご提供でき

る事業基盤を早期に構築することが経営の最重要課題であると考えております。

トヨタ車体は2020年ビジョンに 「ミニバン・商用車・ＳＵＶをコアとして、特装・福祉事業を加えた完成車両

メーカーを目指す」 ことを掲げ、その実現に向けてトヨタ自動車㈱と連携し取り組んでいます。トヨタグループの

中で開発・生産を主に担当するこれらの商品領域は国内では強みを発揮し一定のシェアを確保できていますが、

海外ではまだまだ手がつけきれておらず、将来的に成長が期待できる地域が多く存在しています。

こうした課題に対応するには、市場に合った商品をトヨタ車体が主体的に企画・開発し、素早く事業展開する

ことが必要であり、そのための体制強化として2012年1月からトヨタ自動車㈱の100%出資子会社となり新たな

スタートを切りました。2012年度は、この2020年ビジョンの実現を加速する大きな一歩を踏み出す重要な年で

あると認識しています。

トヨタ車体が進むべき方向性

2011年 3月に中期実行計画である第５次 「トヨタ車体環境取り組みプラン」 を策定し公表しました。

トヨタ車体の環境保全活動の原点である 「地球環境と調和したクルマづくりと商品の提供を通じ、社会・地球の持続

可能な発展に貢献」するため、2011年度から2015年度までの5年間に実施すべき活動を取りまとめ、その達成に

向けた取り組みをスタートしております。

このプランでは、これから取り組む環境活動について「低炭素社会」「循環型社会」「環境保全と自然共生社会」

の構築を 3 大重点テーマとして掲げて、中長期環境規制強化に対応する画期的な車両軽量化やリサイクル設計を

推進するとともに、地域と共生し自然と調和する工場づくりなど全社の総力を挙げて取り組んでまいります。

地球環境保全に全力で取り組む

トヨタ車体株式会社
取締役社長
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■トップメッセージ

また、次世代電気自動車の開発にも取り組んでおり、2011年 11月～ 12月に開催された東京モーターショーに

超小型ＥＶ 「コムス」 のコンセプトカーを出展しました。近い将来には、ごく近距離の用途は超小型ＥＶの領域とな

り、中距離はＰＨＶ、長距離は燃料電池車にというように、すみわけされてくるのではないかと考えております。

現在、この新型コムスをお客様へ一刻も早くお届けできるよう準備を進めており、2012年の夏頃には国内販売を

開始する予定です。トヨタ車体オリジナルの「クルマ」として大事に育ててまいります。

2012年 5月

トヨタ車体は、高齢者や障がいを持つ方にも 「快適な移動の自由と喜び」 をご提供するため、福祉車両・機器の

開発から生産・販売に力を注いでおり、国内では約７割の販売シェアを確保しております。

これまで培ってきた技術を活かし、今後は高齢化が進む中国や米国など海外のお客様にもご提供できるよう、福祉

車両事業をグローバルに展開してまいります。

具体的には、中国に福祉機器の架装・販売を担う合弁会社 「嘉興 豊実福祉汽車部件有限公司」 を 2011年 5月に

設立しました。同年 10 月に開催された中国パラリンピックにこの合弁会社と合同で協賛し、聖火リレーの伴走車

をご提供させていただくとともに、同年 11 月に開催された北京福祉展にハイエース等の福祉車両を出展するなど、

中国での周知・普及活動を始めています。

トヨタ車体の福祉車両・機器を世界中のお客様に広くご提供できるよう、グローバルな事業基盤を構築してまい

ります。

福祉車両事業のグローバル展開を目指す

企業は社会の公器と言われますが、社会に役立ってこそ存在するものであり、世界のお客様が期待されるクルマを

今後もご提供し、社会から必要とされる企業であり続けたいと考えております。

当社が取り組むＣＳＲ活動を一人でも多くの方にご理解いただけるよう、このＣＳＲレポートに取りまとめまし

た。皆様からの忌憚の無いご意見をお待ちしております。

トヨタ車体オリジナルブランド「コムス」コンセプトとともに
（東京モーターショー2011出展）
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■企業理念
基本理念

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.

（1995年制定、2004年改定） CSR方針
「社会・地球の持続可能な発展への貢献」

2009年度よりトヨタ自動車㈱とCSR方針

を共有。トヨタ車体は、連結子会社とこ

れを共有・行動し、取引先に対しても

CSR方針の趣旨の支持とそれに基づく行

動を期待しています。

CSR方針

「CSR方針」

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方
当社は、オープンでフェアな企業行動を基本理念に掲げ、

事業の持続的成長と競争力強化により企業価値を向上さ

せていくとともに、社会から信頼され社会に貢献する企業

をめざしております。これらの実現のためにはコーポレー

ト・ガバナンスの充実・強化が重要であると考え、健全な

企業風土の醸成、業務執行の適正を確保するしくみの継続

的な改善、それらを実践する人材育成に努めております。

経営の透明性を高める仕組み
事業戦略展開の迅速な意思決定およびオペレーションの

スピードアップを期し、執行役員制度を導入しています。

また、社会的責任を果たしつつ経営の透明性を高めるた

め、社内に各種委員会を設置し、経営や企業行動のあり方

について審議・モニタリングを実施しています。

監査役会

（過半数の社外監査役

内、独立役員1名）

会計監査人

監査

連携

会計
監査

株　主　総　会

選任・監督

監査室

各　部　門

内部監査

執行役員

取締役会

指揮

報告 報告

・CSR委員会

 ・企業行動倫理委員会

 ・製品環境委員会

 ・生産環境委員会

 ・社会貢献委員会

・中央安全衛生委員会

・防災委員会 等

報告

コーポレートガバナンス体系図

コンプライアンス

コンプライアンスの徹底と意識の向上
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・方向付けを実施するなど、トヨタ車体グループの企業行動全般に関する統括をしています。

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（Ｇ行動指針）」を教育・研修などの場で継続的に徹底を図ってい

ます。

 「私たちの大切にするもの」 の改訂と浸透・定着活動
日常の仕事をする時の心構えを示した 「私たちの大切にするもの」（’10

年改訂）を浸透・定着させるために、経営トップが実体験を通じて「私た

ちの大切にするもの」の精神を伝える「トップ講話」の開催やＰＣ起動時

のメッセージ発信、職場マネージャーによる日常の行動宣言などを展開

しました。

「企業倫理相談窓口の設置
労働問題、コンプライアンスの相談や疑問で上司や同僚に相談しにくい案件について、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、適切な対応ができる体制を整えています。

｢私たちの大切にするもの」
(2010.12 月改訂発行 )

トヨタ車体グルーブ行動指針
(2005.3 月発行 )

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/csr_houshin.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/BasicMap.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/TYG_houshin.pdf
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■企業理念

リスク管理

基本的な考え方
多様化するリスクを最小化すべく、内部統制の一環としてリスク管理の充実強化にトヨタ車体グループとして取り組み、

経営に影響があるリスクを評価・特定し、未然防止・初動対応の整備を進めています。

機密管理リスク対応の強化
オールトヨタ機密管理強化月間活動に合わせ、震災リスク対策と情報管理を

セットにした点検活動に加え、外部講師による情報漏洩事故を題材とした疑

似体験と対応演習を実施する「機密管理セミナー」を開催しました。

セミナーでは外部講師による情報漏洩事故を題材にした、ディスカッション

形式で機密管理の大切さとチェックポイントについて理解を深めました。

内部統制に関する研修会を開催
2011年 7月、全役員と子会社トップ、各部長を対象に「内部統制研修会」を開催し

ました。

研修会では「内部統制の強化と経営者の役割」について、ＫＰＭＧの小見門 恵氏を

講師としてお迎えし、過去の不祥事例の紹介と対応を示しながら、内部統制の重要

性や経営者としての責任について、講演いただきました。

大震災を踏まえた総合防災訓練を実施
2009 年から全事業所一斉の総合防災訓練を実施してきましたが、今年は大震災による津波被害が想定されるトヨ
タ車体精工（株）と完成車を生産する当社各工場と同じ機能をもつ岐阜車体工業（株）も加えた総合防災訓練を実施し
ました。

今回の訓練では、
・通勤距離２０㎞以上の社員を帰宅困難者として登録し、災害発生時の対応について実地訓練を実施
・沿岸部に工場を構えるトヨタ車体精工（株）では津波被害を想定した高台避難訓練と炊き出し訓練を実施
・完成車ラインを持つ岐阜車体工業（株）では初めての夜間避難訓練を実施
などの、より実践的な訓練を新たに実施しました。

外部講師との対話方式による情報漏洩防止セミナー

ＫＰＭＧ小見門氏による内部統制研修会

帰宅困難者対応訓練 炊き出し訓練 津波被害に備えた捜索・
救助用ボートの設置

夜間避難訓練

トヨタ車体精工株式会社 岐阜車体工業株式会社
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■トピックス

トヨタ自動車の完全子会社化（2012年１月）

7月 13日、株式交換により当社が2012年 1月 1日をもってトヨタ自動車の100%

子会社になることについて両社が合意し、株式交換契約を締結しました。

同日に記者会見も実施し、網岡社長より「今回の体制見直しで、ミニバン、商用車、ＳＵ

Ｖについて、企画・開発から生産までを一貫して担当し、当社が主体的な役割を果たす

ことになる。海外事業についてもトヨタのグローバル戦略の中で、アジア、新興国を中

心に従来以上に拡大していくことになる。 

これは、当社が2020年ビジョンで掲げた将来像に向け、大きな１歩を踏み出すことで

あり、これを機にさらに企業体質に磨きをかけ、トヨタ自動車と一体となってグローバ

ルビジョンの実現に向けて邁進したい」と決意表明しました。

契約締結後の握手

当社初の北米拠点 (APMM) 
2011年 11月生産開始

2011年11月18日、当社

初の米国での部品生産拠点

であるオートパーツマニュ

ファクチャリング　ミシ

シッピ(APMM)で、生産開

始セレモニーが行われまし

た。

APMMではカローラのバン

パーやサスペンションの板

金部品などの部品を生産

し、トヨタ・モーター・マ

ニュファクチャリング・ミ

シシッピ(TMMMS)に供給

しています。
生産開始セレモニーで

挨拶する水嶋会長

中国に福祉ユニットの販売、架装事業の
合弁会社「嘉興 豊実福祉汽車部件（株）」設立
（2011年 5月）

売買・技術支援契約を締結（ Minth 秦董事長と網岡社長）

中国パラリンピック協賛（2011年10月）

2011年 10月に開催された第8回中国パラリンピックに、合

弁会社嘉興 豊実福祉汽車部件有限公司と合同でハイエースの

福祉車両を貸与し、当社製品が聖火リレーの伴走車として使用

されました。
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■トピックス

東京モーターショー2011（11/30 ～ 12/11) に、
「人に地球にやさしいクルマ」超小型EV「コムスコンセプト」を初出展

2000年に当社オリジナル製品として発売を開始し、宅配を中心としたビジネスの場で活躍してきた1人乗り EVのコムス。

そのコムスの次世代モデルとしてパーソナルユース仕様のP・COMと、大きなデリバリーボックスを備えたビジネスユース仕様の

B・COMの２台のコムスコンセプトを東京モーターショーに出展し、大きな反響を得ました。

コムスの魅力とコンセプトについて説明する網岡社長
P･COM

B･COM

「東京モーターショー2011　特設サイト」

男子ハンドボール部が全日本総合で初優勝

2011年12月、第63回全日本総合ハンドボール選手権大会

が開催され、当社のハンドボール部が初優勝しました。

これは創部45年目にして初の快挙です。

「スポーツクラブ　ハンドボール」

女子バレーボール部が天皇杯・皇后杯
全日本バレーボール選手権で準優勝

2011 年 12 月、天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権

で準優勝しました。昨年 V リーグ王者を破っての 3 年ぶり決

勝進出。堂々の準優勝です。

「スポーツクラブ　バレーボール」

メーク・ア・チェンジ・デー*1

東日本大震災特別奨励賞を受賞

当社は震災直後に従業員ボラ

ンティアを募集し、集まった

約 200 名の中から 20 名が、

陸前高田市の避難所を起点

に、6 月から 7 月にかけて計

15日間、買い物や仮設住宅へ

の引っ越しなどの支援を行い

ました。この当社のオリジナ

ルな活動が評価されメーク・

ア・チェンジ・デーに「東日

本大震災特別奨励賞」を受賞

しました。

*1：１年に１日、全国各地（海外
も可）で一斉にボランティア・
市民活動を行う日のことです。

愛知県民大会で「トヨタ車体地域支援隊」
（吉原工場 青パト隊）が知事より表彰）

「トヨタ車体地域支

援隊」は、地域にお

ける防犯活動を目

的に結成された、約

70 名からなるボ

ランティア隊で、吉

原工場周辺地区の

方と協力して、主に

深夜のパトロール

を実施しています。

http://www.toyota-body.co.jp/tms2011/
http://www.toyota-body.co.jp/handball/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/queenseis/index.html
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■環境側面

将来にわたり、豊かで住みやすい社会であり続けるために
トヨタ車体は基本理念に“環境との調和”を掲げ、1993年に「トヨタ車体環境基本方針」を制定し
て以来、5年単位の実行計画を示した「トヨタ車体環境取り組みプラン」を策定し ,具体的な活動
を展開しています。
2011年度からは『第5次トヨタ車体環境取り組みプラン』がスタートし、「低炭素社会の構築」「循
環型社会の構築」「自然共生社会の構築」を柱に活動を推進しています。

環境に対する基本的な考え方

トヨタ車体環境基本方針　（1993年制定　2004年改訂）

開発・設計

生産・物流

・電気エネルギーを利用した
次世代車の開発・推進
・燃費向上に寄与する軽量化
技術の開発と製品化

・リサイクル設計の一層の推進
部品取外し性の向上
材料分離・分別性への取組み
・リサイクル材の使用拡大

・製品含有化学物質の管理充
実
・環境負荷のより少ない物質
への代替え技術開発推進

環境マネジメント
(環境経営)

・グローバル連結環境マネジメントの強化・推進
・グローバルなCO2マネジメントの推進
・仕入先と連携した環境活動の一層の推進
・トヨタEco-VASへの積極的参画

・サスティナブルプラント活動の推進
・環境教育の充実と推進

低炭素 社会の構築 循環型 社会の構築 自然共生 社会の構築

社会との連携

・省エネ活動の徹底と
温室効果ガス排出量の低減
・物流活動における輸送効率の
追求とCO2排出量の低減

・排出物の低減と資源の有効利
用歩留り向上等の発生源対策
・梱包資材使用量の低減

・生産活動における環境負荷物質
の低減
塗装工程　塗料・洗浄シンナー
削減等によるVOC低減

・循環型社会の構築に資する
新規事業の推進

・国内外での植林活動
・地域と共生、自然と調和する
工場づくりの推進

第5次「トヨタ車体環境取り組みプラン」 （2011～ 2015年）

「環境取り組み体制」

第5次「トヨタ車体環境取り組みプラン」

「環境取り組みプラン」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/environment/system/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/environment/plan/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_5th_plan.pdf
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■環境側面
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

電気エネルギーを利用した次世代車の開発と軽量化技術、
省エネルギー技術を駆使した活動の推進
エネルギー・温暖化問題は人類や生態系への影響が懸念される重要な環境問題と位置づけ､環境
製品（小型EV・燃料電池関係部品）をはじめ、クルマの開発・設計、生産、物流のあらゆる段階で
省資源、省エネルギー、CO2排出量の削減に取り組んでいます。

低炭素社会構築に向けた取り組み

電気エネルギーを利用した次世代車の開発と製品化

開発・設計

超小型ＥＶコムス *1は、環境に優しい、電気自動車走行時

ゼロ・エミッション・省資源・省エネルギー省スペースに

優れ、人と地球にやさしいエコカーです。

コムス コンセプト

コムスが誕生して10年。
さらに使いやすく、スタ
イリッシュになって生ま
れ変わります。
日々の業務やちょっとし
たおでかけまで様々なお
客様に、ゼロ・エミッシ
ョンと新しいライフスタ
イルの創造につながる次
世代車です。

製品企画センターＺＥ
西村 久彦

*1：コムスは、ミニカー（普通自動車）のカテゴリーに属し、
道路運送車両法上では原動機付自転車扱いとなります。

搭載した電池エネルギーを最大限に有効利

用出来るよう、実用域で高効率のモーター

を開発しました。

EVシステム

電気の流れ
電気の回収(回生ブレーキ)
動力の流れ

コムスの魅力

100%電気自動車な
ので、CO2や窒素酸
化物の排出ゼロ。

100Vコンセントに
つなぐだけで充電可
能。約6時間で満充
電でき、市街地走行
で約50㎞の走行が可
能。

減速時に電気エネル
ギーを回収する回生
ブレーキの採用もあ
り、電気代は、たっ
たの約2.4円/㎞。満
充電しても約120円
/回。
(23円/KWhで算出)

交通の流れに乗れる最高速度60㎞/h
のトルクフルでスムーズな動力性能。
優れた操縦安定性と4輪独立懸架のサ
スペンションにより快適な乗り心地を
両立。

大型デリバリーボックス（容
量約370ℓ）を備えた仕様
は、乳製品やピザの宅配など
で威力を発揮。

ゼロエミッション 自宅で手軽に充電 優れた経済性

優れた運動性能と快適な乗り心地 ビジネスユースにも配慮

より多くのお客様にコムスを体
感していただきたいとの思いか
ら、従来のコムスよりもお求め
やすい価格をめざして開発して
います。
（2012年7月発売予定）

より多くのお客様にコムスを。
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■環境側面
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

低炭素社会構築に向けた取り組み

超小型EVコムスの要素部品開発

開発・設計

超小型EVコムスの性能を左右するインバータ、

モータ充電器、車両ECU等の要素部品の開発を通

じて、EVの普及に貢献するためのコストダウン

と商品力の向上を進めてきました。

当社オリジナルブランドであるコム
スを自分達の技術で商品化したいと
の想いから、要素部品開発に取り組
み、技術力の蓄積による商品力の向
上を図ってきました。

EV・電子開発室
近藤　諭

車両 ECU

インバーター

ディファレンシャル
ギア

充電器
モータ

取組みの基本的考え方

燃費向上に寄与する軽量化技術の開発と製品化

軽量材料への置き換え（高ハイテン化、樹脂化）、樹脂薄肉化・高発泡化、CAE活用による構造効率化、板厚最適化を実施。

プリウスαのルーフスポイラーの軽量化
ルーフスポイラーの振動溶着部分の形状を線からドット（点）に変更及び樹脂の流動､剛性解析により、品質を損なわずに

アウター、インナーの板厚を薄くし約25%(約0.5kg)の軽量化を実現。

振動接着部

＜アウター板厚ダウン＞

%

50

25

0
従来 今回

▲25%
100

75

ルーフスポイラー質量

事例

＜インナー板厚ダウン＞

振動溶着リブを線からドット（点）に変更する
ことにより、外観品質に対する影響をおさえ
板厚▲１４％ダウンを実現。

意匠面に影響のないインナーは樹脂流動、
剛性解析による形状最適化で板厚▲４２％
ダウンを実現。

インナー板厚 約▲42%

アウター板厚 約▲14%

《プリウス系の燃料消費率》

ハイブリットシステムと空力性

能を追求したボデー形状と軽量

化の相乗効果でクラストップの

燃費を実現。

km/L

20

10

0
プリウス A車

30.4

15.8

40

30

プリウス
α

26.2

プリウス
PHV

31.6

※プリウス系はSグレードの場合
※A車：同クラスガソリン車

JCO8モード燃費
（国土交通省審査値）

「製品への環境織り込みデータ」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_products_data.pdf
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■環境側面

低炭素社会構築に向けた取り組み

3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

省エネ活動の推進と温室効果ガス排出量の低減
低CO2生産技術開発の推進、工場改装・設備更新での最新省エネ技術導入、設備のきめ細かな運転管理を推進しています。

2011年度は､いなべ工場塗装水性化設備への新技術導入や生産設備の機器単位での設定条件適性化などに取り組みました。

原単位は目標を達成し前年度比約２％の改善ができましたがCO2総排出量は下期生産台数の増加、厳冬による空調エネルギー量

増加等により計画に対し増加となりました。

生産・物流

ファン ファン

加温 冷却

温水加熱に
廃熱を利用

ヒートポンプ

ベース塗装(水性塗料) プレヒート工程 クリア塗装

冷水

温水
電
力

冷・温水同時利用塗装空調システム

最高効率ヒートポンプの冷・温水同時利用による省エネ技術
自動車塗装の水性化切替に合せ高効率ヒートポンプを応用した冷・温水同時利用する空調システムの構築、導入により

大幅な省エネを達成

従来は冷水、温水を
個別に製造供給

9.2

8.4

▲9%

(▲0.8 千 t)

( 千 tCO2)

導
入
前

導
入
後

ブース空調エネルギー使用量

ドアシーラー乾燥の省エネ技術
ドア鋼板接合部の防水処理として塗布しているシーラーの乾燥を温風による対流伝熱方式から遠赤外線によりシーラーの直接

加熱と鋼板加熱を同時に行う乾燥装置を開発し、乾燥効率の向上により省エネを図りました。

給気

● ●● ●

ファン

シーラー
温風乾燥

電気ヒーター

対流伝熱のため加温
エネルギーが大きい

遠赤外線加熱により
シーラーを直接乾燥

シーラー

（鋼板接合部の断面）

ドアシーラー乾燥システム〈従来〉 遠赤外線乾燥システム〈今回〉

放熱防止、
赤外線反射カバー

▲45%

開
発
前

開
発
後

シーラ乾燥エネルギー使用量

指
数

328

317

0

250

300

350

〜〜〜

グループ連結

トヨタ車体

連結 296

単独 283

’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ( 年度 )’01

(kgCO2/ 台 )

284

276

286

282

282

273

293

295
280

279

11年度目標

〜〜
〜〜

〜〜

台当りCO2排出量 CO2総排出量

201
217

205 200197
208

6568 66 58 62
43

0

100

200

300

'90 '11'07 '08 '09 '10

トヨタ車体単独

連結グループ会社
11年度
目標

(千t-CO2)

〜〜
( 年度 )

199

※対象範囲：生産工程+オフィス等

事例

「生産､物流、オフィスにおけるCO2低減の取り組み（節電活動など）」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_co2_teigen.pdf


■環境側面
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

資源の有効利用（リサイクル）と排出物低減
あらゆる資源は有限であるという認識のもと、3R（Reduce,Reuse,Recycle）を推進、解体、リサイク
ルしやすいクルマの開発・設計や、生産段階を含めた資源有効利用の推進に取り組んでいます。

循環型社会構築に向けた取り組み

リサイクル設計の一層の推進

開発・設計

車両の開発段階では、DA（Digital Assembly）による解体性のシュミレーションを実施し、図面段階での解体性能予測技術を用

いて、解体しやすい構造に取り組んでいます。

エキゾーストパイプや触媒の

取り外しのために、油圧カッ

ターを使用して解体が実施出

来るよう挿入スペースを確保

した設計を実施しています。

インストルメントパネルの取り

外しには、ホイストを使用した

フックでの取り外しを推奨して

おり、フックのセット性と効果

的に解体できるポイントをＤＡ

で確認しています。

エキゾーストパイプ

油圧カッター

油圧カッターの挿入スペース確認

インストルメントパネル

ホイストフック
ホイストフックのセット性と
解体ポイントの確認

杉の間伐材を利用した材料の開発
軽量で剛性・耐熱性の強い植物繊維の特徴を活かした植物材料の開

発と自動車部品への適用拡大を目指しています。杉の間伐材と樹脂を

融合させた材料を用いた自動車補給部品を初めて実用化しました。

今後は量産車へ展開を検討しています。

フォグランプブラケット

排出物の低減と資源の有効利用
生産・物流

資源循環型社会に向けた資源の有効利用を一層推進するため、再資源化技術開発の推進、歩留り向上等の発生源対策による社外

排出物の低減に取り組んでいます。

廃棄物低減の主な取り組み

・吉原工場排水処理場の汚泥発生量低減

排水処理プロセスの運転条件の適性化

加温減水機の導入　

水性シンナー廃液の膜脱水による廃棄物低減
塗装吹付け機の水性シンナー洗浄廃液は､これまで回収後社外にてリサイクル処理していました。水の浄化等で利用される分離

膜を塗装廃液処理に応用するためメーカーと協業で実験・トライを進めてきました。技術的な目途が立ち、廃液を水性シンナー

と水分に分離し水分は工程内で再利用するシステムを実ラインへ導入しました。

事例

塗料吹付けロボット

洗浄廃液を回収
社外で処理

洗浄廃液

分離膜

シンナー
(外側)(内側)

分離膜0.4nmの穴
水分のみ通過

水

水

水
〈従来〉

洗浄廃液

濃縮廃液

水性シンナー廃液分離処理システム

（社外処理）
水分を分離
工程内再利用

▲60%

廃棄物処理量低減

指
数

従来 年間
効果予測

100

40

0

15

20

’08 ’09 ’10 ’11 ( 年度 )

(kg/ 台 )

15.4

13.6
14.9

13.7

〜〜〜

11年度目標
13.8

廃棄物排出量

対象：焼却物+埋立物+逆有償リサイクル物

「生産工程における資源有効利用の取り組み
（梱包資材使用量低減、水使用量低減）」

15

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_shigen_yuukouriyou.pdf
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■環境側面
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

「製品」と「生産」の両面での環境負荷物質の低減
原材料・部品サプライヤーなど取引先と連携し、環境負荷物質に対して「製品」「生産」の両面で
環境負荷物質の使用把握とリスクを評価し、より環境負荷の少ない物質への転換を進めています。

環境保全と自然共生社会構築に向けた取り組み

製品含有化学物質の管理充実

開発・設計

化学物質規制への対応
欧州ELV指令の環境負荷4物質（鉛・水銀・カド

ミウム・六価クロム）の廃止完了。

(2006年に全廃）

化学物質規則「欧州REACH」*1など増加してい

く環境負荷物質に対応し、グローバルな化学物

質管理の充実と製品に含有する環境負荷物質の

削減のためにトヨタおよび取引先と協力し進め

ています。

2012年4月には取引先への化学物質管理の充実

について説明会を実施しました。

*1：REACH：Registration,Evaluation,Authorisation 
and Restriction of Chemicals
化学物質による人や健康や環境を保護
するとともに化学物質管理の企業責任
の明確化を狙いとする規則

車室内VOCの低減
新車の内装部品から揮発するVOC*2（揮発性有

機化合物）の素材、加工法、接着剤を見直しト

ルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなどの含

有を低減しています。

2011年度発売の新型・フルモデルチェンジ車

（プリウスα）としては自工会自主目標をクリ

アしています。

*2：VOC：Volatile Organic Compounds

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

●’12/4
化学物質管理の説明会開催

化学物質規制への対応状況

欧州 ELV指令
4物質全廃

欧州REACH規則
第 1回要認可物質
6物質決定

内4物質は車両への使用が
確認され、1物質は切替え済み。
残り3物質の切替推進

欧州REACH規則
第 2回要認可物質
8物質決定

内7物質の切替推進

禁止物質の拡大

‘00/10 発行

‘06全廃

‘07/6 発行 ‘11/2 公表

‘12/2 公表

‘15/1 切替期限

‘15/1 (1 物質 )
‘15/4 (5 物質 )
‘15/7 (1 物質 )

切替期限

切替期限の1年前目標

生産工程におけるVOC排出量低減活動

生産・物流

自動車の塗装時に使用する塗料、シンナーからはＶＯＣ（揮発性有機化合物）を排出しており、塗料の水性化切り替え、

洗浄シンナーの使用量・廃棄量の低減を順次推進しています。

VOC低減の主な取り組み

・ボデー塗装のベース塗料水性化への切替

富士松､吉原工場の水性化切替（～’07年度完了）

11 年度は､いなべ工場 #1 塗装ライン水性化の設備

改装を実施しました

・洗浄シンナー使用量低減

同色色替え洗浄頻度の適正化

・洗浄シンナー廃棄量低減

吹付け工程のシンナー回収装置設置

ボデー塗装面積当りVOC排出量

100

0

40

50

100

〜〜〜
’07 ’08 ’09 ’10 ’11 年度’98

(g/m2)

42
40

36 35 33
11年度目標

30

35

〜〜

〜〜
〜〜
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■環境側面
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

地域と共生、自然と調和する工場づくりの推進
人も、地球の空気、水、生態系などの自然の循環中のひとつとして存在しています。
地球環境を持続するため、地域の皆さんと連携し自然と調和する工場をめざして取り組んでいます。

環境保全と自然共生社会構築に向けた取り組み

本社・富士松工場 周辺散策路　『富士松　池と花　四季の小径』*1 を整備
当社は２００９年度より、富士松工場周辺の４つの池を散策しながら自然環境とふれあい、学習、歴史を学ぶ散策路『富士松　池と

花　四季の小径』を地域の皆さんと一緒になって整備しています。２０１１年度は、散歩しながら学習できる敷き絵を、近隣小中学

校の生徒や地域の皆さん、当社の従業員および家族が描き、散策路コースにある４つの池の周りに設置しました。２０１２年４月

には､敷き絵の完成お披露目をかねたウォーキングイベントを開催しました。

今後は散策コースの拠点となる自然環境施設「エコパーク（仮称）」の整備も進めていきます。

むずかしい絵もありましたが、
地域・社員の皆さんに上手に
描いてもらいました。
都道府県の鳥など、いろんな絵
がありますので是非見に来て
ください

PE環境部　川隅 栄志

本社
富士松工場

散策コース

吹戸池

花池

南池

間野四郎池

エコパーク

「富士松 池と花 四季の小径」*1 散策コース
*1：社員、地域の方から散歩道のネーミングを

募集し、'11年 6月に決定
全　　周：約8km
所要時間：約2時間

従業員・家族で歩道に
カンツバキを植樹
（2009年度）

４つの池のほとりに
案内看板の設置（2010年度）社員ボランティアで伐採した

間伐材を活用し既存ベンチの
補修 (2009年度）

〔エコパーク整備構想〕
ビオトープ（生物生息空間）の整備や農業体験場、
多目的広場やフットサル競技場などを整備し、地域
の環境学習と憩いの拠点に育てることを計画

*2：整備した施設等は刈谷市へ寄贈

散策路コース整備：敷き絵の設置*2　（2011年度）

スポーツゾーン

ふれあい広場

農業体験場

ビオトープ

カブトムシの森

花畑

田んぼ野菜
栽培

陶板に絵付けする
富士松小学校四年生の生徒

ウォーキングイベントで
クイズに答える参加者の皆さん

自分の絵といっしょに

“僕の書いた絵が
あったよ！”

テーマ毎に四つの池の
歩道に敷き絵を設置

〔都道府県の鳥、花〕

〔花〕 〔生物：昆虫・魚・鳥〕

〔野菜、果物〕

吹戸池

花池 南池

間野四郎池
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■環境側面

環境取り組みを経営の重要課題の一つに位置づけ、開発・設計、生産・物流のすべての段階で環境
対策を進めています。国内・海外グループ、仕入先、地域と連携したマネジメント体制を整備し、各
国・各地域でトップレベルをめざし取り組んでいます。

グローバル化に対応した環境マネジメントの推進
環境マネジメント

連結環境マネジメントの強化､推進
グループ各社への第5次環境取り組みプラン取り組み項目・目標展開と

対策事例の情報交換を継続的に実施しています。

2011年度は国内・海外生産会社を対象に環境取り組み状況の監査、現

地での漏洩リスクの点検を実施しました。レベルアップの必要な部位に

ついては改善計画を立案し推進しています。

「トヨタ車体グループ会社の取り組み」
プレス工程の地下ピット油水分離槽の
管理状態を点検（春翔欣業：台湾）

2005年から Eco-VAS を導入し、
環境配慮設計をさらに強化

環境教育の充実
環境経営の推進は、社員全員が高い環境意識を持ち、自らの業務の中で

常に環境織り込みができる能力を持つことが重要です。トヨタ車体では

グループ会社を含めた社員の環境教育・環境啓発活動を人材育成の柱と

位置づけ、推進しています。

「環境教育・啓発活動の実施状況」

新入社員配属前教育

本社・富士松工場地域懇談会の様子

トヨタEco-VASへの積極参画
トヨタ自動車および素材サプライヤーと連携し、クルマの「素材製造」

「生産」から「廃棄」のライフサイクル全体を通し、CO2排出量、大気

汚染環境負荷物質排出量などを評価、それぞれの排出量低減活動に取り

組んでいます。

「製品開発における環境マネジメント Eco-VAS の推進」

環境情報開示と双方向コミュニケーションの充実
当社の各工場に隣接する地域の役員および団体の代表者の方々をお迎え

し、当社の環境取り組みや社会貢献活動を中心とした「地域懇談会」を

毎年定期的に開催しています。工場から排出される大気や水質に関する

環境データ等も積極的に開示するとともに、生産ラインの見学等もして

頂き、地域環境について意見交換を行っています。

「環境情報の積極的開示」

その他の環境関連データ

「仕入先と連携した環境活動の一層の推進」

「事業活動における資源投入量と排出量」

「環境会計」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_group_torikumi.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_kyouiku.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_Eco-VAS.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_information.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_shiiresaki.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_kaikei.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kankyou_shigen.pdf
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■社会側面

私たちは、お客様に安全で安心して使って頂ける世界No.1 品質のクルマづくりを目指しています。
お客様の声を取り入れ、お客様の安全・安心確保に向けた改善・未然防止活動の推進と合せ、
「品質は企業の生命線」であるという考えを全社で共有しています。

お客様を第一に考え、良い品質の商品をお届けします
お客様とのかかわり

お客様の安全と安心確保に向けた新製品開発での品質のつくり込み
世界中のお客様の声を開発に取り組む活動
世界中のお客様の期待レベルは、ますます高く多様化しています。

お客様の期待に応える世界トップレベルの品質確保を目指し、現

地現物での調査や海外駐在員による世界中のお客様情報の早期入

手の強化などこれまで以上にお客様の使われ方・各地域の環境条

件を把握し、新製品の設計・評価へ反映しています。

モンゴル現地での路面調査

技術者による現地調査（モンゴル）
お客様の要望内容の詳細確認と合わせ、路面状況や使われ方データーが

少ないモンゴルで現地調査を実施

オーストラリアユーザーの
使用状況（ランドクルーザー70）

中近東の砂漠での調査状況
（ランドクルーザー200）

寒さや路面状況等の非常に厳

しい環境下で使用していただ

いているお客様の生の声・要

望を確認させて頂きました。

今後も更なる信頼性の向上に

努めていきます。

現地調査に参加した
車両実験部
梅村 俊文

モンゴルの鉱山で活躍する
ランドクルーザー７０

つくりやすいクルマづくりによる品質の向上
品質の良い車を安定して量産し続けるためには、開発段階からの「つくり

やすいクルマづくり」が重要と考えています。

当社は、開発段階から設計・生産技術・製造・取引先が一体となった「や

りにくい作業の改善活動」を、モデルチェンジ毎に更に進化させながら進

めています。

「やりにくい作業改善」
検討会

当社の社員

取引先の方

「やりにくい作業改善」事例

【従来の荷姿】

【改善後の荷姿】

製品の形に
合わせた受け材

仕切りのみ

複数の工場・ライン
生産者への展開

活動の前出し
（設計検討段階から実施）

活動ノウハウの蓄積
（IT 活用し、全設計者がノウハウ共有）

活動範囲の拡大
（荷姿～取り出し～組付の全作業要素に適用）

組付全作業要素で現地・現物の
徹底により、やりにくい作業の抽出と対策

エスティマ
ヴォクシー・ノア
ランクル200 アルファード プリウス～

モデルチェンジ毎に
レベルアップ・範囲拡大

’06 ’07 ’08 ’09 ( 年度 )’10～

■やりにくい作業改善活動の変遷■

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/sagyou_kaizen.pdf
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■社会側面

お客様とのかかわり

量産工程での品質確保への取り組み

品質不良“ゼロ”を目指した取り組み
標準作業による改善を基本とし、品質不良発生時には、なぜなぜ

解析による真因追究からの対策を進めています。

また、やりにくい作業等、潜在的にある問題に対しても改善を全

ラインで進め、つくりやすいクルマづくりによる品質向上に取り

組んでいます。

なぜ？ なぜ？ なぜ？ ・・・ (繰り返す)

問題

問題の本質部分
＝真因

品質の重要性に対する啓蒙活動
階層別の品質教育とともに、品質講演会・品質事例展示会を定期

的に開催し、全社員への「お客様第一」「品質第一」の浸透を継続し

て進めています。

また「後工程に迷惑をかけない」「自ら仕事の成果の良し悪しをそ

の場で判断できるようにする」ことで仕事の品質向上と意識啓蒙

をはかるために「自工程完結活動」を全社的に展開しております。

品質講演会での話に
真剣に耳を傾ける来場者 

社内自工程
完結事例展示会

お客様情報からの早い改善の推進
お客様の貴重な品質情報は、トヨタ自動車ときめ細かく連携し、

いち早く市場品質問題を発見し､直ちに問題を解決し、速やかに

改良・改善の結果をお客様にフィードバックする活動を展開し

ています。

量産車におけるお客様の情報に対して、開発部門に専任者を設置

し、より早い確認・改善と、次の新製品での再発防止を推進して

います。

リコール等への対応と体制
万が一商品に欠陥が発生した場合は、トヨタ

自動車との緊密な連携により「お客様第一」

の立場で処置の判断を行ない、必要な対応を

敏速に実施していきます。

当社独自の電気自動車･生活関連製品等に

ついても、同様の判断で進めています。

世界でトップクラスの評価
当社の品質確保の取り組みは、量産車全てに同様の考え方で進め

ています。

その結果、米国でのお客様評価を表す JD パワー社の IQS( 初期

品質アンケート評価 )では、吉原工場で生産しているレクサスブ

ランドの LX570が“ラージプレミアムクロスオーバーSUVセグ

メント”で、参考値※ながら1位レベルの良い評価を頂きました。

※参考値・・・アンケートのサンプル数が100個以下のため、

評価結果は参考値扱い

■米国ＪＤパワー社ＩＱＳ評価■

＜ラージプレミアムクロスオーバーSUVセグメント＞

（但し、LX570はサンプル数少のため参考値扱い)

不具合・不満
件数 /100台

レクサス
LX570

63

A社
a車

91

良

95

B社
b車

100

C社
c車
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■社会側面

｢安全」「安心」なクルマづくりの考えに基づき、事故の被害を最小化する｢衝突安全｣、事故を起こす
可能性を極力少なくする｢予防安全｣の視点で開発を推進し、各国でクラストップレベルの安全ボ
ディの実現を目指しています。各国の法規や第三者評価情報に加え、実際に市場で発生した事故分
析データを反映した安全性能に優れたボディの開発評価を行っています。

大きな安心感に包まれた安全性の追求
お客様とのかかわり

実際の事故分析に基づく安全なボディの開発評価
全方位からの車重・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

入れて開発をしています。従来の前面・側面衝突に加え、後方からの衝突にも耐えられるようキャビンを高強度化して乗員の保護

性能と生存空間の確保を目指しています。

*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。

前面衝突

側面衝突

後面衝突

万が一の時、お客様自身を守れる
頑丈な構造で､かつ相手ヘの加害性
も配慮したボディを造りたいとい
う想いで開発をしています。
『この車に乗ってて良かった！』
と一人でも多くの方に言って頂け
るよう頑張っています。

衝突安全実験室
成瀬勝浩

衝突性能評価 責任者の声

歩行者傷害軽減ボディ
万一の対人事故に備えて、

歩行者の頭部や脚部への衝

撃を緩和するためにバン

パー、フード、フェンダー、

カウルに衝撃吸収構造を採

用しています。

A

B

C

D

A

B

C C
D

衝撃吸収バンパー構造

衝撃吸収フード構造

衝撃吸収フェンダー構造

衝撃吸収カウル構造

「乗っている人をどう守るか」だ
けでなく、万が一の事故の場合、
歩行者の方が車から受ける衝撃を
如何に和らげ守るかを考え、日々
努力しています。

室内安全実験室
満留琢也

歩行者保護性能評価 責任者の声

トヨタ自動車と共同開発した LEXUS、CT200h が JNCAP 新・安全性能総合評価で
最高ランクの「ファイブスター賞」、「大賞」を獲得
自動車の安全性能を試験・評価する平成23年度

自動車アセスメントにおいて、トヨタ自動車と

共同開発したCT200hが最高ランクの車に与え

られるファイブスター賞（5★）を獲得。

さらに対象車のうち最も安全性能が高いクルマ

と評価され、「JNCAP大賞」も獲得。

平成23年度から導入された新・安全性能総合評

価に基づく同賞の受賞はCT200hが初。

JNCAP
ファイブスター賞受賞

JNCAP大賞受賞

「安全なクルマづくりの取組みの成果」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/anzen_seika.pdf
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■社会側面

福祉商品でより多くの方に「移動の自由」と「喜び」を提供し、
多様なニーズに応えた特装車でより多くの方の「生活に」貢献していきます。

福祉商品、特装車を通じて、より良い社会づくりに貢献し、
お客様の豊かな暮らしをサポートできる企業を目指します。

お客様とのかかわり

高齢の方や障がいを持つ方にも快適な移動の自由を提供

日本各地で開催される福祉イベントへの出展

や福祉施設を訪問し、お客様と直接ふれあい、

福祉商品の普及活動に取り組んでいます。

福祉商品についてお客様に説明
（国際福祉機器展2011）

瀬戸市のコミュニティバスとして活躍

福祉商品の普及活動
過疎地域での公共交通機関の代わりとして、地域の方の日常の買い物や

通院などに利用されています。

街の中で活躍

車いすのまま乗車できる
スイングアームリフト車

様々なシーンにてより多くの方の生活を支える

日本各地の販売店にて、実車を使用しての研修会を行い、

お客様により詳しい情報をお伝えできるよう取り組んで

います。また、交流を通じてお客様の声を聞き、よりお答

えできるように取り組んでいます。

特装車の普及活動
当社の 100% 子会社である東海特装車が開発・製造した移動販売

車が東日本大震災被災地の仮設住宅を中心とした出張販売に利用さ

れ、生活支援に貢献しています。

被災地で活躍

冷凍車を使用しての特装車研修会
（2012/2　大阪）

東日本大震災の被災地で活躍 荷室内にも陳列棚

被災地でお客様の声を直接お聞
きし、完成度を高めていきまし
た。被災地の皆さんが笑顔で買
い物をされる姿を見て、喜びと
やりがいを感じています。

(株)東海特装車
営業企画部　　山口　浩二「福祉商品ラインナップ」

「瀬戸市コミュニティバス」

「特装車商品ラインナップ」

「移動販売車」

http://www.toyota-body.co.jp/products/welfare/lineup/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/Community_bus.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/products/business/lineup/index.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/idouhanbaisya.pdf
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■社会側面

オープンでフェアな取引を推進し、取引先と相互信頼による
共存共栄をめざした調達活動の実践

取引先とのかかわり

取引先との情報共有
当社の１年間の調達活動の柱と考え方を取引先の皆さんと共有する

ために「調達方針説明会」を開催しています。

2012 年度は、ミニバン・商用車・ＳＵＶ・特装車・福祉車の調達に

おいて品質・コスト・納期で競争力確保をめざした取り組みを強化

していきます。

具体的には、車両のモデルチェンジごとに積極的な原価低減や品質向

上活動を推進するとともに、海外での車両事業展開に併せた、取引先

の皆さんとの連携強化を通じ、全世界のお客様に満足いただける製品

の提供に向けて、一体となった活動を推進していきます。

取引先に感謝を込め網岡社長より感謝状贈呈

また、毎年品質、コスト低減の取り組みにおいて成果のあった取引先

様には、感謝状を贈呈しております。

特に2011年度は、東日本大震災やタイの洪水など取り巻く環境は、

大変厳しい状況の中、品質及び原価改善活動に着実に取り組んだ31

社（延べ数）の取引先様に感謝状を贈呈しました。

合わせてオープンでフェアな取引の推進として、当社の活動を取引先

様から評価していただき、今後の調達活動と行動規範教育に反映して

おります。

取引先との共存共栄を目指した活動推進

我々が企業として担うべき社会的責任をまとめた「CSR方針」の中で、特に取引

先と共有して取り組む活動事項は、「仕入先CSRガイドライン」として明文化

するとともに、取引先にも提示し取り組みの共有をお願いしております。

相互信頼の前提となるCSR方針の共有

東日本大震災、タイの洪水は、当社の調達活動にも大きな影響を及ぼしました。

これを教訓に、取引先と一緒になり、部品・資材の供給網を従来の１次メーカー

把握から拡大して、当社の調達品約 1000 品目を材料メーカーにまで遡って

整理をしました。

今後は、素材の汎用化や代替生産拠点の整備などリスク対応策の検討を進め、

より安定的な調達体制の構築をめざしていきます。

震災を教訓としたサプライチェーンの見える化

仕入先ＣＳＲガイドライン

　

２００９年１０月

「CSRガイドライン」サプライチェーンの状況（イメージ）

品目1

品目 2

ASSY S/A 構成品 材料

A社 C社 H社 ha 社

D社 J 社
B社

E社

F社 G社 ga社

・1次メーカーのA社、B社から、

供給網を材料にまで遡り整理。

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/tysiiresaki_csr.pdf
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■社会側面

取引先とのかかわり

車体協和会での相互研鑚
当社は、協力会社117社の皆さんと任意団体である「車体協和会」を組

織化し相互信頼、相互研鑽をねらいとした活動を推進しております。

会員各社は、「部品」「設備」の各部会に属し、講演会の開催や優秀企業訪

問など様々な活動を通して会員相互の研鑽を図りながら見識を深めな

がらおります。

2011年度は、当社役員による経営課題講演会や合同部会では、今年の

重点テーマである「安全、品質、サプライチェーン」に対し、当社の取組み

事例の紹介なども行いました。

部品・設備合同部会では当社の取組みも紹介し
会員会社と共有

当社の役員による「品質」研究会での講演と
グループ別討議

会員会社や当社の役員および社員も多数参加し、
各社の活動事例を学ぶ優秀事例展示会

部会とは別にテーマ別の研究会を設けており、2011年度は、「経営」「品

質」「原価」の3つの研究会活動を行いました。

各研究グループには当社の関係部署も参画し、当社と会員による双方向

コミュニュケーションを通じて課題の共有化と解決策の立案に取り組

んでおります。

毎年、年度末には、活動の成果報告として、安全、品質、原価改善、技術開

発などの分野での「優秀事例展示会」を開催し、会員会社や当社から多く

の方が参加して、各社の取組みを研究し、相互研鑽を図っております。

2011年度は 1114人の方に見学いただきました。

部会活動による相互研鑽

研究会活動による経営課題の研究

優秀事例展示会による各社の取組みの相互研鑽

環境に配慮した調達活動の推進

当社は「低炭素社会」「循環型社会」「環境保全共生社会」の構築に向けて、

具体的な実施事項と、取引先様に推進していただきたい項目を「グリー

ン調達ガイドライン」として発行しております。

2012年 4月には、化学物質に関する国際的な法制度の整備と、管理の

規制動向への対応として、改訂版を発行し、取引先への説明会を行ない

ました。

グリーン調達ガイドラインの改定

「グリーン調達ガイドライン」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/guideline_201204.pdf
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■社会側面

地域とのかかわり

地域と共生し、良き企業市民としての社会的責任を果たすため、「環境」「福祉」「地域」の3分野を
軸に、社員ボランティアの地域参加による社会貢献活動をすすめています。
具体的には職場を通じた活動や社員有志のサークル活動を通して豊かな社会づくりに取り組ん
でいます。また、東日本大震災による被災地、被災者の方への支援は引き続き継続していきます。

地域と一体となった社会貢献活動を積極的に推進

職場を中心とした社会貢献活動
ブロック（事業所）毎に、地域に密着した特色ある活動を推進しています。

富士松ブロック 刈谷ブロック いなべブロック 豊田ブロック

地域、行政、企業が一体と
なったウォーキング＆美化

福祉施設での車いす清掃 社員家族も参加しての植樹
イベント

地域のニーズに応じて実施
した高架下の草刈り

社員有志のボランティア組織 「TABふれあいクラブ」サークル活動
組織の枠を越え、共通の趣味・関心を持つ仲間が集まり、地域でのボランティア活動に取り組んでいます。

「緑化活動サークル」 「施設慰問サークル」

「収集サークル」 「災害救援サークル」

「外出支援サークル」 「介護・福祉サークル」

「イベント支援サークル」 「IT 支援サークル」

地域と一体となった活動

授業で習うことが社会の中で役立っていることを伝えた

い、という学校の要望に応え、特別授業への講師派遣を通し

て青少年育成の一端を担っています。

本社に隣接する富士松中学校で、｢ベンハムの独楽｣と呼ば

れる錯視に関する理科の特別授業を行いました。授業では、

錯視のメカニズムだけでなく、魅力ある車づくりのために

錯視を活用しながらデザインの工夫をしていることも説明

しました。

近隣中学校への講師派遣

地域とのふれあいを大切にし、地域との共生を目指し活動

に取り組んでいます。

地域における防犯活動を目的に結成された「トヨタ車体地

域支援隊」約70名が、吉原工場周辺の若園地区の方と協力

し、主に深夜の地域防犯パトロールを実施しています。

また、バレーボール部、ハンドボール部による地域の子供た

ちへのスポーツ教室や大会なども行っています。

地域防犯パトロール、地域スポーツ指導など

これまで仕事で身に付けてき
たことが生徒たちに喜ばれ、
よい経験ができたと同時に自
分自身のプレゼン能力向上に
つながりました。

デザイン部
デザイン開発室
征矢野　務

熱心に資料画面を見る
中学生たち

吉原工場「トヨタ車体地域支援隊」 地域の中学生を対象とした
ハンドボール教室

http://www.toyota-body.co.jp/csr/contribution/topics/2011/20110714.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/contribution/topics/2011/20110416.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/contribution/topics/2011/20110611.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/contribution/topics/2011/20110507.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/contribution/topics/2011/20110916.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/contribution/topics/2011/20110728.html
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/circle_gaisyutsu.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/circle_kaigo.pdf
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■社会側面

地域とのかかわり

地域の自然環境保全を目指して、社員とその家族、地域の

方の参加による事業所近隣の森林整備ならびに環境教育

活動に取り組んでいます。

拠点各地の森林整備活動

国内では、本社のある愛知県の「企業の森づくり｣の趣旨に

賛同し、新たに 2012 年からトヨタ車体グループ 7 社 *1

で県有林32haの整備活動に参加しています。今後3年間、

森林ボランティア団体の協力のもと、森林環境調査や下草

刈りや間伐等整備活動、自然観察活動を実施します。

海外では、2011年からインドネシアの当社現地法人（ス

ギティークリエーティブス(株)、トヨタオートボデートー

カイエクストゥルージョン ( 株 )）近隣のジャカルタ沖で、

100ha のマングローブ林の再生を目指した植林活動を開

始しました。5 年間で 100 万本のマングローブの植樹に

取り組みます。

「愛知県森林整備」

「三重県森林整備」

「鹿児島県森林整備」

「岐阜県森林整備
（岐阜車体工業（株））」

*1：当社、(株)東海特装車、トヨタ車体精工(株)、
エース産業(株)、TABMEC(株）、東海部品工業(株)、
(株)エル・エス・コーポレーション

「海外森林整備」

当社生産の福祉車両を活用して、被災により避難所生活を

余儀なくされている方を対象に、当社の福祉車両と社員運

転ボランティアによる買い物や温泉等への移動などの送

迎ボランティアを実施しました。

東日本大震災 被災地支援活動
（岩手県陸前高田市）

当社の拠点がある三重県で、9/16、22の2日間、25名の

社員ボランティアが、特に甚大な被害を受けた紀宝町の

復旧作業に参加しました。

台風12号復旧支援活動（三重県紀宝町）

そして、被災地で、いち早く、自社の特徴を活かした活動を

展開したことが評価され、第 3 回「Make a CHANGE 

Day*」で東日本大震災特別奨励賞を受賞しました。

*「Make a CHANGE Day ｣とは、１年に１日、全国各地
（海外も可）で一斉にボランティア・市民活動を行う
日のことです。

「企業の森づくり」協定を締結した
トヨタ車体グループの代表者

インドネシアのマングローブ林の
再生予定地での記念植樹

石黒専務 (写真右 )、スギティー
クリエーティブス (株 ) 安藤社長
(写真中央 )による記念植樹
（インドネシアにて）

開始記念のノコ入れ式

福祉車両2台を使用し送迎

受賞式の様子と記念の盾

床下の泥出し 用水路の泥出し

・活動日数　15日間

（6/13 ～ 7/15）

・利用者　 のべ119名

・ボランティア　20名

＜被災地送迎サービス＞

http://www.toyota-body.co.jp/ps/qn/usr/db/d_file5-0001-0304.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/environment/activities/domestic.html#kagoshima
http://www.toyota-body.co.jp/csr/contribution/topics/2011/20120318.html
http://www.gifubody.co.jp/cgi-bin/news/view.cgi?unit_id=default&id=20111011133142
http://www.toyota-body.co.jp/csr/environment/activities/foreign.html
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■社会側面

社員とのかかわり

社内のみでなく、当社敷地内で発生する休日外来工事やトラック輸送・荷役に関わる取引先全て
において災害ゼロを目指し活動を推進しています。

相互啓発型の対話活動で｢安全・快適な職場｣づくりを推進

全社員での災害ゼロの誓い
全社安全大会（7月）にて｢安全ルールの理解と遵守｣をス

ローガンに社内役員・部課長および関連子会社トップを

含め全員で唱和し、作業者一人ひとりが主役の安全活動を

全員で実践し、災害ゼロの実現を誓い合いました。

全社安全大会の様子

安全専念タイムと安全リーダー会活動
日々、管理･監督者による安全専念タイムを設定し作業者

の観察・指導や本音の意見吸上げ活動を推進しています。

オペレーターとの対話充実や安全意識向上を図る為、各課

に安全リーダー会（オペレーター）を発足させ危険予知コ

ンテストなど、オペレーターを中心とした全員参加型活動

を推進しています。

安全リーダー会によるリフト作業危険予知コンテスト

事務・技術スタッフへのヒヤリ体感活動
危険予知にはまず怖さを知る事が重要との考えより、

従来行ってきた技能系職場に加え、2011年は新たに

事務・技術スタッフ約 1500 人を対象に安全体感教

育を実施しました。

「安全体感道場（TABMEC)」

あわや転倒
ビックリ！

滑り体感 足を乗せた瞬間に
前側に動くしくみ

「労働災害発生状況」「安全衛生基本方針」

敷地内での休日工事やトラック輸送・
荷役における災害ゼロ活動

当社敷地内、当社に関わる輸送における災害発生をゼ

ロにしたいとの考えのもと、外来工事業者や輸送業者

と連携した安全管理のレベルアップ活動を推進して

います。

長期連休前の工事安全決起集会
（ゼロ災唱和）

輸送安全研究会相互研鑚活動
（成果発表会）

http://www.tabmec.jp/simulation/
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/anzen_eiseikihon.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/rousai_2012.pdf
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■社会側面

社員とのかかわり

社員の健康は個人と会社双方にとって最大の財産と考え、健康企業の実現に向けて様々な施策を
実行することで社員一人ひとりが生活習慣を改善し、継続的に健全な生活習慣を身に付けられる
よう取り組んでいます。

社員の心身両面の健康をめざして

健康状態の確認・指導
労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施し、健康診

断で異常が見つかった社員には、社内診療所で医師から

個別指導や相談を実施しています。

生活習慣チェックや血管年齢

測定など様々な測定を行い社

員の健康意識を喚起

内容

健康フェスタ (労使協業 )

衛生月間

講演会
・
展示会

富士松

いなべ

吉 原

健康意識の喚起
10月を労働衛生月間と位置付け、メンタルヘルス、メタ

ボ予防についての講演会、展示会を工場単位で開催し、社

員が自律的に健康づくりを実践していくためのきっかけ

づくりを推進しています。

「心の健康だより」一人で出来る手軽なストレス解消法の紹介

社員の悩みへスピーディーに対応
各診療所へメンタルヘルスの専門家である臨床心理士が

常駐することで、社員から寄せられる 様々な相談に迅速

に対応し、社員の心の健康度アップを推進しています。

毎月 15 日には社内ホームページへ心の健康だよりを

アップしメンタルヘルス活動の周知や一人で出来る手軽

なストレス解消法の紹介など啓蒙活動を積極的に展開し

ています。

生活習慣改善指導
健康保険組合と協業してメタボ対策を重点

とした食事や運動等、生活習慣改善指導に

取り組んでいます。

35 歳以上の健康診断でメタボ判定を受け

た社員へ保健師などから個別の生活習慣改

善指導を6ヶ月間実施しています。

（人）

‘09年度

3,645

2,198

2,837

‘10年度 ‘11年度

10,000

7,500

5,000

2,500

0

（累計：8,680人）

メタボ個別指導の様子

生活習慣改善指導実施者数

禁煙支援活動
喫煙者の禁煙挑戦へのきっかけづくりとし

て毎月 22 日に全社一斉禁煙デー設定して

禁煙を呼びかけています。

健康保険組合と協業して、禁煙治療を社内

診療所で実施するなど一人でも多くの社員

が禁煙できるよう活動を推進しています。

（人）

‘09年度

38

300

141

‘10年度 ‘11年度

500

250

0

（累計：479人）

禁煙治療成功者数

タバコをやめて
仕事への意欲が
一層、増しまし
た

禁煙外来 卒煙生
経営企画部
山本　勝三
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■社会側面

中長期的な視点から人材育成するしくみを構築し、自ら考え、自ら行動できる『自律型人材』の育
成に継続的に取り組んでいます。また、新たな成長に向けた海外人材の育成、専門技術教育の強化
を重点に進めており、「モノづくり力の強化」にも継続的に取り組んでいます。

社員一人ひとりが創造性を発揮し、仕事を通じた
自己実現の達成をめざす 「人材育成とキャリア支援」

社員とのかかわり

人材育成の基本的な考え方
社員一人ひとりが創造性を発揮し、仕事を通じ

た自己実現を達成していくことが重要であると

考えています。そのため、自ら考え自ら行動でき

る『自律型人材』の育成をねらい、個人、会社、上

司の３者が一体となって、中長期的に人材育成

するしくみとして「キャリアサポートプログラ

ム」を構築し、個人の育成を促進しています。

キャリアサポートプログラム概要

個人の気づき

めざす
目標の
明確化

育成
計画
策定

個人の努力 成長・達成感

期待値明示
すり合わせ 支援・OJT

計画策定の話合い・
動機づけ

フィードバック・
動機づけ

必要能力・基準明示

育成計画 育成 評価・見極め

育成施策
育成計画
ツール提示 評価・見極め

会
社

上
司

個
人

計画的に育成
するための

ツール・場の提供

本人との話合い・
指導を通じた動機
づけ・支援

自ら気づき、
成長しようとする
姿勢・努力

グローバル人材育成の充実
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。

2011 年度より海外の関連会社と連携をはかり、育成を

主目的とした出向制度を導入しました。異文化に触れな

がら実戦で使える語学力を向上させるとともに、自らの

力で業務をやりきるタフさを身に付けることを狙ってい

ます。

一方、海外関連会社からは研修生を受入れ、将来の会社の

核となる管理・監督者を育成するため、日本で実践教育

を実施しています。

車両開発・生産技術専門教育の強化
車両開発・生産技術等の各分野ごとに教育体系

を構築し、最先端の技術開発ができる人材を育

成するための教育を実施しています。

特に若手人材に対しては、「車両組付け作業」体

験やものづくり実習など現地現物による教育

と、メカニズムや理論を学ぶ講座を組み合わせ

ることで、理解力を高め早期戦力化を目指して

います。

「開発部門教育体系」

「生産技術部門教育体系」

海外関連会社研修生の実践教育

こちらでは四六時中英語漬けで、毎日悪
戦苦闘しています。最近やっと少しずつ
英語を英語のまま理解し話せるように
なってきました。

人事部からアメリカへ出向中
鬼頭和宏

開発専門基礎技術教育 生産技術専門基礎技術教育

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kyouiku_kaihatsu.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/kyouiku_seigi.pdf
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■社会側面

社員とのかかわり

モノづくりのプロの育成
お客様の安心と信頼を得る品質を作りこむべく、「モノづくり力」の強化のため、

入社から中堅層にかけて技能修得研修・教育に取り組んでいます。

新人教育
専任トレーナーによる「基本技能・知識教育」を実施。

将来、職場の核となる人材の早期育成を目指し、「高技能伝承（技能五輪挑戦）」を

実施しています。

中堅社員教育　〔技能修得研修〕
プレス・ボデー・塗装・成形・組立・保全など

技能系 8 職種を対象に専任講師により、資格に

応じた「技能・知識教育」を実施しています。

特に保全職種は、近年の設備の高度化・複雑化

などにスピーディに対応でき、更なる生産性向

上を図るために、搬送設備制御やロボットなど

の教育を充実し実施しています。

さらに、自らの努力の成果を確認する場として

「技能検定」「技能コンクール」を実施し、更なる

知識・技能の向上とチャレンジ意欲向上に繋げ

ています。

モノづくりに長年にわたり精進し、熟練技能者として

『あいちの名工、三重の名工』に選出される社員もおり、

社員のモチベーション高揚につながっています。

（2011年度愛知県3名、三重県1名が名工を受賞）

職場改善力向上に向けた取り組み
（ＱＣサークル活動）

ＱＣ活動を通じて、自己の成長と達成感を味わうととも

に、明るく活力に満ちた生きがいのある職場づくりや、

お客様の満足の向上と社会への貢献を目指しています。

2010年より『トヨタ車体グループＱＣサークル大会』と

命名し、国内外の協力会社の皆さんにも参加をいただき、

「共に学び・共に成長」の場としています。

2011年は、５３３サークル活動をベースに、 「サークル

改善」「管理監督者」「国内外関係会社」のジャンル毎に工

場別選抜、全社選別大会を開催し優秀賞を選び、サークル

改善の上位３サークルは、全日本選抜大会へ挑戦します。

社外発表成果（全日本選抜ＱＣ大会）

11 年度は、社外 QC 大会で 15 件の優秀受賞を

受賞しており、特に、全日本選抜大会で『本部長賞 

金賞』を2サークル同時に受賞しました。

「QCサークル活動とは」

2011年度技能五輪全国大会
（自動車板金職種）の様子

金賞受賞のガラス屋サークル
（富士松工場 組立部）

金賞受賞のゼロサークル
（いなべ工場 塗装部）

技能コンクール
保全職種　ロボットティーチング技能

技能コンクール
ボデー職種　ハンドワーク技能

技能を高めるには自分で考え試行錯誤
することが大事。
コンクールは自分のレベルが分かり、
モチベーションアップに繋がります。

技能コンクール塗装職種
最優秀賞（上技3級）受賞者
富士松工場塗装課
　畠山吉和

発表者：長野　楓

一生懸命活動

“個”の成長・感動を全員で共有し
皆で一緒に成長して行きます！

サークル改善発表風景

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/QC_circle.pdf
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■社会側面

風通しのよい職場風土をつくるため、全社的なものから職場単位のものまで大小さまざまな取り
組みやイベントを通じ、また労使で協力しあいながら、「健康で活力ある職場づくり」と「コミュニ
ケーションの活性化」「会社としての一体感の醸成」を図っています。

社員一人ひとりの幸せと会社の発展を支える風通しのよい
職場づくりと一体感を醸成

社員とのかかわり

双方向コミュニケーションの場

全社的なコミュニケーション促進、職場活性化の

しくみとして、『Cミーティング』があります。これ

は毎月1回 1時間、各職場単位で、人権、安全、コ

ンプライアンスなどのテーマについて意見交換を

行う場です。職場内で上司と部下、同僚間の垣根を

越え、双方向でモノが言い合える、何でも話し合う

ことができる風土の醸成を目指しています。

Cミーティング

職場の活性化、明るい職場づくりをめざして、各部

門が自主活動をしています。季節の節目ごとのイ

ベントや職場対抗のスポーツ大会、家族に対する

職場見学会を開催するなど、部門ごと工夫をこら

し、職場のタテ・ヨコ・ナナメ、家族のコミュニケー

ションの活性化を図っています。

職場単位で活性化イベントを企画

事務部門家族職場見学会開発部門駅伝大会

生産技術部門ひな飾りづくりCミーティング風景

ハッピーフェスタ（本社・富士松工場地区）

全日本総合ハンドボール選手権 応援風景

仕事を離れたコミュニケーション活動の充実
社員とその家族および近隣地域の方々のふれあい

の場として、年1回各事業場ごとにフェスティバ

ルを開催しています。会場内で社員による模擬店

や職場対抗のアトラクションを行うなど、親睦を

深め共感し合う機会づくりを行なっています。

また、ハンドボール、バレーボール、トライアスロ

ンの各スポーツクラブの試合会場では、チーム、自

職場所属の選手を応援することを通して、職場の

一体感の醸成をはかっています。
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■社会側面

人権意識の深化や交通安全意識の徹底など、良き社員であるとともに良き社会人であるための意
識づくりに努めています。また、社員の様々な立場やライフスタイルを尊重しながら働きやすい
環境をつくるため、諸施策の充実に取り組んでいます。

良き社会人であるための意識づくりと働きやすい環境づくり
社員とのかかわり

良き社会人であるために

「個人の尊重」の実現に向けて、各職場における啓蒙活動や新

入社員、役職者を対象とした人権教育を実施しています。 ま

た社内人権啓発活動における指導的人材の育成をねらい、外

部機関の研修・講座や「愛知人権啓発企業連絡会」に参画し、

人権課題の解決に取り組んでいます。

社内人権教育ではセクハラ、パワハラなど、日常の会社生活

における具体的な人権侵害事象を取り上げ、社員の人権感覚

の研鑽に努めています。

障がい者の社会参加促進の点では、法定雇用率を達成するだ

けではなく、手話講座を開催するなど障がい者・健常者の相

互理解を深めるため取り組みも実施しています。

人権意識の深化

自動車メーカーとして、社員の交通安全に対する意識づくり

には重点的に取り組んでいます。交通３悪撲滅に関する講演

会やビデオ上映会、若年ドライバーに対する運転適性チエッ

ク・指導、職場メンバーによる立哨や募金活動など、幅広く

継続的に啓蒙活動を実施しています。

交通安全意識の徹底

多様な働き方を支える環境づくり

妊娠期における女性社員の就業のため「妊娠期休職制度」を

導入し、出産時の母性の保護をはかっています。また、出産か

ら子育ての各ステージにおいて、育児と仕事の両立を可能に

するため、勤務時間帯や働き方について法定を上回る配慮を

行い、ワークライフバランスの実現に取り組んでいます。

１１年は電力量平準化のため業界全体で勤務日変更に取り

組む中、共同託児所の曜日変更や休日育児費用増への補助等

を行いました。

子育てサポートの充実

「妊娠・出産から子育てにわたるサポート」

共同託児所
「たっちっちハウス富士松」

社内人権教育 福祉教室～手話講座

交通安全立哨 交通安全ちかいのことば

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2012/ikuji_support.pdf


皆様のご意見、ご要望を是非お聞かせください。

アンケートはこちらから（CSRレポート　トップページにも記載しています）

発行

本社

お問い合わせ

発行

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

2012年5月（次回発行2013年夏予定）

https://www.toyota-body.co.jp/csr/contacts/enquete2012.html

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

https://www.toyota-body.co.jp/csr/contacts/enquete2012.html
http://www.toyota-body.co.jp/
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