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編集方針

今年度のＣＳＲレポートにおきましては、環境や社会を中心としたレポートに、当社のビジョンや目指す姿と事業活動を加え

て、当社のことを幅広く知っていただけるようにいたしました。

また、取り組みをより分かりやすくお伝えするために、本紙では活動のポイントを紹介し、更に深く知りたい方には、本文中の

　　　　　　マークから詳細情報を閲覧できるようにいたしました。

尚、最終頁にアンケートを掲載していますので皆様の忌憚のないご意見をお寄せいただき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 2013 年 4月～ 2014 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

(2014 年１月新型発売） (2014 年１月新型発売）
（T-COM)
（2013 年東京モーターショー出展）

ヴォクシー ノア　スロープタイプ車いす仕様 超小型電気自動車
2人乗りコムス・コンセプト
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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

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 7,920 億円

(2013 年度実績･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

冷凍車リフトタイプ
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

コムス

ミニバン

商用車・コミューター SUV セダン

特装車福祉車両 小型EV

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/auto/
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、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
コムス
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

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

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）
ＴＡＢＭＥＣ(株 )

（愛知県刈谷市）
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■会社プロフィール

国内子会社
(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

（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）
( 株 ) ジー・アイ・サービス

（岐阜県各務原市）

＊子会社の岐阜車体工業㈱の
100%子会社

海外子会社
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）

トヨタオートワークス ( 株 ) レジンプラッティング
テクノロジー ( 株 )

（タイ） （インドネシア）

嘉興 豊実福祉汽車部件
有限公司
（中国）

じあしん 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

「もっといいクルマづくり」を通じて
豊かな社会づくりに貢献します

当社は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、お客様が求める商品を主体的に企画・開発し、市場にタイムリーに提供できるよう、取り組ん

でいます。

2014年1月に発売した新型ヴォクシー・ノアは、

当社が企画開発段階から主体的に取り組んだクル

マであり、この開発にあたっては、独自の市場調査

や、直接お客様の声を聞く活動を展開し、形にした

クルマです。

また、環境にやさしい超小型電気自動車「コムス」

は、「子どもや仲間と乗りたい｣というお客様の声を

もとに、東京モーターショーに２人乗りコムスのコ

ンセプトカーを出展するとともに、一部の地域では

実証実験もスタートしています。

お客様の声を反映した「もっといいクルマづくり」

トヨタ車体株式会社
取締役社長

 Breakthrough　２０２０

〔参考〕Breakthrough（ブレークスルー）：突き破る､躍進､打開､隠れていたものが現れる

◇ 国内から世界へＢreakthrough

◇ 技術をＢreakthrough

◇ 一人ひとりのマインドをＢreakthrough

次代への飛躍に向け、意識変革と技術の革新を

トヨタ車体　2020年　ビジョン

「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めざす」

１．地球環境、社会と共生し、価値提供を世界に広げる

２．ミニバン・ＳＵＶ・商用車を核として、モノづくりの技
術を磨き事業を進化させる

３.マネジメントを変革し、グローバル企業としての
経営体質をつくる

目指す姿
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■トップメッセージ

2014年 6月

当社は、1945年にトヨタ自動車工業㈱（現トヨタ自動車）か

ら分離独立し設立されました。

したがって、「いいクルマづくり」にかける情熱は、トヨタ時代

から脈々と引き継がれてきた当社の DNA であり、今までもこ

れからも大切にしていかなければならないと考えています。

「もっといいクルマづくり」は、「人づくり」が基盤であり、

その取り組みの1つとして、初代ライトバス(現コースター)

の復元に取り組み、この活動を通じて、当時のクルマづくりに

かける情熱 (DNA) を知るとともに、技能伝承や職場の活性化

につなげることが出来ました。

「いいクルマづくりは、人づくりから」

地域社会とのつながりを大切に

当社は、事業を通じた社会貢献と地域と一体になった活動を

通じた豊かな社会づくりに取り組んでいます。

このＣＳＲレポートは、当社が取り組むＣＳＲ活動を一人でも多くの方に理解いただけるよう、整理しました。　

皆様からの忌憚の無いご意見をお待ちしております。

独立当時 (昭和 20年 ) の事務館

その一環として、社員や地域の皆さんが、「自然とのふれあい」や「人とのふれあい」によるコミュニケーションの場と

して活用できる「ふれ愛パーク」を完成させました。

ぜひ、地域の方々とのふれあいの場となればと考えています。

初代ライトバス復元プロジェクトメンバーたち

初代ライトバス復元車

トヨタに始まり、トヨタ車体へと引き継がれてきた自動車創りの
歴史と、人々の情熱がこの石に刻み込まれている。

この石は、昭和 20 年 (1945)8 月 31 日、当社がトヨタ自動車から
分離独立する以前、昭和 11 年 (1936)、豊田自動織機自動車部・組
立工場が現在の当社の刈谷工場に設立された時から既にその事務所前
に敷かれていた。昭和49年(1974)現在の本社事務本館建設の際に、
2 階玄関に移設された。平成 14 年 (2002) 本社事務本館の改修工事
にあたり、「礎」とした。

「礎」
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■経営理念

■コーポレート・ガバナンス

基本理念
1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

（1995年制定、2004年改定）豊田綱領

我が社は　国際的視野にたち研究と

創造とにはげみよい製品によって社

会に貢献し社業のたゆみない進展を

めざす

開発：つねに時流に先んじアイデア

と時間を尊重する

和親：誠実と信頼により 明朗と協

調とをはかる

感謝：反省を進取の糧とし勤労のよ

ろこびに生きる

(1935年制定 ) 社 是 (1963年制定 )

「CSR方針」

経営の透明性を高める仕組みの強化
経営の意思決定と監督機能を担う取締役会と業

務執行を担う執行役員とに分離しています。

さらに業務執行に関しては全部門横断的な委員

会等で審議する体制を構築してきました。

また、過半数の社外監査役を含む監査役の監査な

らびに会計監査人による会計監査のほか、各部門

から独立した監査室が、財務報告の信頼性及びコ

ンプライアンスの領域を重点に内部監査を実施

しています。

経営環境の変化への迅速・適確な対応
2005年から導入した執行役員制度を、更に強化すべく、2013年より副社長以下を全て執行役員とし、取締役数を絞り込むこ

とによって、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図っております。

（過半数の社
外監査役）

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）

 ・企業行動倫理（委）

 ・製品環境（委）

 ・生産環境（委）

 ・社会貢献（委）

・中央安全衛生（委）

・輸出取引管理（委） 等

報告

コーポレートガバナンス体系図

会計監査人

監査役会

CSR活動体制
企業倫理､コンプライアンス、リスク管理､社会貢献および環境に関する活勤をよリ充実させるため､全役員および監査役で構成す

る「CSR委員会」とその下部組織として4つの委員会を2009年 5月に設置し、重要課題について審議・対応しています。

当社の社是は、豊田綱領を受け継いだものであり、トヨタ車体で働く者全員が、めざすべ
き姿を示したものであります。これを全ての世代に分かりやすく伝承しやすくしたものが
当社の基本理念であります。更に、基本理念をステークホルダー毎に切り分けて整理し、
ＣＳＲ方針として全社で共有し、活動を推進しています。

当社は、基本理念の実現に向け、コーポレートガバナンスが重要と考え、その充実・強化
に取り組んでいます。

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/csr_houshin.pdf
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■もっといいクルマづくり

当社は、お客様の笑顔を思い浮かべ、感動とワクワク、どきどきするよう
な、期待を超えた、商品の開発に取り組んでいます。
そのためには、開発技術者が国内のみならず世界各国地域に行き、自らの
目と耳でお客様の声や現地での使われ方を実感し、開発へとつなげる活
動を推進しています。

「もっといいクルマづくり」を通じて、
　　　　　　　お客様に笑顔を提供します。

開発本部統括
大橋　副社長

取り組みの基本的な考え方

１．お客様の声に真摯に耳を傾け、お客様目線で、

期待・要望を超えた、商品を提供する。

２．デザイン、商品性、性能と、品質・安全を両立さ

せた商品を提供する。
安全・安心 品質

環境 便利・快適

お客様第一
使い
やすい

かっこいい

地球に
やさしい

乗り心地
の良さ

お手頃
価格

乗って
安心

丈夫さ

"こんなクルマがほしい！”

当社は、企画、開発から生産までトータルに手がける

完成車両メーカーであり、開発本部は、「もっといい

クルマづくり」に一体となり取り組んでいます。

製品開発の位置づけ

安全・安心な良い
品質のクルマづくり

安全(車両実験部) 品質(品質保証部)開発(企画、デザイン、設計)

お客様の声に応えて

もっといいクルマづくり

開発
～

品質保証
まで

製品企画 デザイン 設計 試験評価 品質保証

お客様の使い方・
要望等調査

市場調査等から企画
を練りあげる

空想力のあるデザイン

モデルメイキングで
イメージを再現

デザインをベースに
設計

CAE によりデザインと
強度の両立を設計
（例：衝突シミュレー
ション）

実車を製作して、安全性能
を確認
（例：衝突試験）

使用・環境条件を想定し、
実車での性能を確認
（例：悪路耐久試験）

お客様に良い品質をお届け
する「作業のしやすい工程
づくり」
（例：フロントガラス組付機）

【お客様の評価】
米国 JDパワー社の IQS
（初期品質アンケート評価）

“プ ラ ン ト
別”評価で、
吉原工場が
ワールド 2
位、アジア1
位を獲得

表彰盾

「開発～生産までの流れ」

http://www.toyota-body.co.jp/corporate/flow/index.html
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■もっといいクルマづくり

お客様の志向及び使われ方を徹底的に調査し、「こんなクルマがあったら」のお客様の声を
大切にし、商品開発を行ってきました。（2014年１月　新型ＶＯＸＹ/NOAH 発表）

家族みんなの満足を目指して

お客様の声に応えて

お客様の笑顔を目指して
ＶＯＸＹ/ＮＯＡＨの新型では、 ｢子育てファミリー｣

を中心に、実際の様々な使い方やお客様の声を聞き、

室内の広さ・乗降性・視界の良さなど諸々の点の向

上を目指して開発してまいりました。

お客様の声を実感するために 新型ヴォクシー 新型ノア

開発技術者が直接市場に出かけ、お客様の生の

声に触れ、開発を推進しています。

開発技術者が実感
することが大切

荷物を楽にたくさんつめること
（室内の広さ）

乗り降りがしやすいこと

室内モデルにお客様の声に応える

対策案を再現し、社内ユーザーや

お子さん、家族に参加いただき、検

証を重ね、もっといいクルマにす

べく取り組みました。

お客様の声に応えるために

購入重視点 TOP10

室内の広さ

車両価格

乗り心地のよさ

乗り降りのし易さ

運転のし易さ

視界のよさ

燃費のよさ

荷室の大きさ

スタイル外観

シートアレンジ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

＜高速道路サービスエリアでの使われ方調査＞

＜家族全員に来ていただいて、乗降性などの検討＞

製品企画
センター

石本　博

ヴォクシー・ノア開発担当者の声

お客様の声を聞くことによ
り、従来気づかなかった点に
気づいたりでき、ユーザー目
線でのクルマづくりの大切
さを改めて感じました。

家族にやさしい
（室内の広さ）

運転者にやさしい
（視界のよさ）

女性にやさしい
（乗り降りしやすさ）

子どもにやさしい
（小さい子の乗り降りしやすさ）
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■もっといいクルマづくり

お客様の声に応えて

新開発「低床フラットフロア」

「もっと運転しやすい、視界のよさ」の声に応えて

「もっと広い室内」 「もっと乗り降りのしやすい」の声に応えて
「トヨタ自動車と一緒に低床フラットフロアを

新開発することでお年寄りから子どもまで乗り

降りしやすいクルマを実現。

優れた乗降性

広い室内

360ｍｍ

1,400ｍｍ
（旧対比+60）

低床化
（旧対比- 86ｍｍ）

三角窓の拡大とピラーのスリム化とベルトラ
インを低く抑えることで側面の視界を大幅に
向上。

細径化
（旧対比-30mm）比-30mm）

ベルトライン
（旧対比-60mm）

三角窓拡大
（旧対比＋22％）

サードシートを室内側面にはめ込み、セカ

ンドシートのスライド量をロング化する

ことにより、お客様が望むシートアレンジ

を実現。

「もっと自由なシートアレンジを」の声に応えて

荷物の積載性向上

1100mm1100mm
（旧対比+200）（旧対比+200）

ラッゲージ部の掘り込み拡大
容量105L ( 旧対比 +27L)

荷室の床を掘り下げるとともに、サード

シートを跳ね上げた際に室内側面に無駄

なくはまり込むことで荷室の容量を大幅

に向上。

「もっと大きい荷室」の声に応えて

クラス初の超ロングスライドシート
スライド量810mm( 旧対比 +300)

サイドシートを室内側面にはめ
込んだ状態
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■もっといいクルマづくり

福祉商品を必要とされている身体の不自由な方に加え、介護者やご家族の皆さんの声に応
えて、お客様に喜ばれる商品の開発、普及に取り組んでいます。

全ての方に「移動の自由」と「喜び」を提供

お客様の声に応えて

介護者、家族にも優しいクルマであるために

利用環境の変化に応じ、後付けで設定できる

セカンドシートをオプション設定しました。

『普通の車』と同様の使い勝手の実現

新型ノア　スロープ車

後付けセカンドシート

ヴォクシー / ノア　スロープ車

開発担当の声

特装・福祉

製品企画室

特装・福祉センター

土方　隆文

車いすの方はもちろん、家族み
んなが便利に使える嬉しい車に
したい。
そんな福祉車両の「普通の車」
化というコンセプトのもと開発
しました。
今後もお客様に本当に喜ばれる
使い易い福祉車両を開発してい
きます。

車いすを乗せていない時後からの荷物の収納を楽に

できるよう、スロープ前倒れ機能を追加しました。

従来に加え、床に前倒れ収納を追加
（新開発）

直立 ( 従来 )スロープ展開

世界中の人の喜びを目指して

国内外での普及活動

福祉商品について特徴を実車でお客様に説明
（国内　ウェルフェアー）

中国でのお客様に福祉車両を紹介
（上海国際福祉機器展）

サウジアラビアのお客様に福祉
車両を紹介
（ジェッダモーターショー）

「福祉商品ラインナップ」 「特装車商品ラインナップ」 「中国 (TAMI) の活動」

http://www.toyota-body.co.jp/auto/welfare/lineup/
http://www.toyota-body.co.jp/auto/customize/lineup/
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/TAMI.pdf
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■もっといいクルマづくり

事故を未然に防ぐための「予防安全技術」と、事故発生時の被害軽減のための「衝突安全技術」
の両面から安全を追求しています

お客様の安全のために

お客様の声に応えて

事故を未然に防ぐ安全機能の強化を目指して（予防安全）
新型ヴォクシー・ノアにおいては、クルマを運転する

ときの、「車両周辺の認知」や、「車庫入れ操作」などのお

客様の行動を支援し、事故回避を図っています。

視認性の向上確認

巻き込み防止ゼロにむけて

お客様が危険に気付いて頂くため、三角窓拡大、ベルトライン
引き下げなどにより、視認性を向上しています。

インテリジェントパーキングアシスト機能

緊急ブレーキシグナル
様々なシーンでの安全性向上を目指して（衝突安全）

“車庫入れが苦手”なお客様のために車両がハンドル操

作をアシストします。ボタンひとつで駐車枠を認識し

てまっすぐ駐車できるように自動で操作を行います。

車両接触が起きないように

交通事故で最も多い追突事故を減らすために、急ブ

レーキをかけると、ハザードランプが自動的に点滅し

て停止する事をいち早く後続車に知らせます。

急ブレーキ時の追突ゼロを目指して

搭乗者の被害軽減を目指して
万が一の際にお客様の傷害を極力低減させるために衝撃吸収ボデーと高強度

キャビンの両立に取組んでいます。

事故調査結果をもとに、市場での樹木や電柱への衝突も想定しております。

歩行者の傷害軽減を目指して
車と歩行者が衝突の際に歩行者に与える傷害を軽減させるためにボン

ネット部、カウル部、フェンダー部、バンパー部に衝撃吸収構造を採用して

います。 フード
ダミー 歩行者保護性能評価　担当者の声

クルマの最新の予防安
全技術の取り込みや、
万が一のときの搭乗者
や歩行者の傷害軽減を
目指して技術開発を続
けています。

室内安全実験室
縣　嵩

頭部への衝撃を緩和

脚部への衝撃を緩和 フードにダミー (鉄球 ) を
落して衝撃を評価

フードが大きく変形すること
で、衝撃を吸収し歩行者を保護

側面衝突時の荷重分散させる衝撃吸収イメージ図

「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/2014/kurumadukuri.pdf
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■もっといいクルマづくり

世界の各国 /各地域でクルマがどのように使用されているかを「現地現物」の考え方で観察・
分析し、お客様の志向や使用環境を考慮して、最適な商品の開発に取り組んでいます。

世界中のお客様から求められる商品性、耐久性、安全性
を目指した　SUV、商用車　開発

お客様の声に応えて

世界中での使われ方から製品への反映
お客様の期待レベルは、ますます多様化して

います。

お客様の期待に応えるため、現地現物での調

査や海外駐在員によるお客様情報の早期入手

の強化など、きめ細かく、使われ方・各地域の

環境条件を把握し、商品開発へ反映してきま

した。

「こんなランクルがあったらいいね」の声に応えて

中近東ではバックドアは
荷物の積込み等に便利な
観音タイプの需要が高い
( ランドクルーザー 100
観音ドア )

ランドクルーザー70ダブルキャブピックアップの開発

赤十字に多くの
ランドクルーザー70
が活躍中

トピックス

ダカールラリー2014　市販車部門　優勝・準優勝

世界のお客様が乗っている市販車部門で、
ワン・ツーフィニッシュ !
ダカールラリーでも、ランドクルーザーの信頼性、走破性を実証

近隣地域の方々などから提供いただいた廃食油を精製した

環境にやさしいバイオディーゼル燃料を100%使用して

参戦しています。

モンゴル現地での
凍結路面の調査風景
( 技術者による現地調査 )

南アフリカにて、乗り合い
バスに使用
( ハイエース使用例 )

製品企画センター
　尾嶋　浩幸

世界には過酷な場所
が多く存在し、ラン
ドクルザーは多くの
国際機関で採用され
ています。
耐久性に加え、安全
装備を充実させ、お
客様の期待に応えて
進化を続けます。

現地調査担当者の声

豪州・モンゴル・中近東・アフリカにお

ける現地調査からお客様の声に応えて、開

発を行いました。

70シングルピックアップトラックをベー

スにキャビン部を 2 列に増やす（5 人乗

り）とともに、航続距離を伸ばすため燃料

タンクの容量も従来の 90 リットルから

130リットルに変更しました。

ランドクルーザー200観音ドア復活

中近東、オセアニア、アフリカにおける現

地調査から「バックドアが上下開きドアの

ため、乗降し難い、背面スペアタイヤ時は

室内から開けれない」の声に応え、観音

バックドアを復活させました。　　

キャビン2列

デッキ

ランドクルーザー70
ダブルキャブピックアップ

観音ドアを復活

「ダカールラリーHP」

http://www.toyota-body.co.jp/dakar/pc/index.html
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■もっといいクルマづくり

環境にやさしく、気軽に簡単に運転できる超小型EVという新しい概念のクルマ「コムス」。
お客様からご要望の多かった2人乗り仕様を新たに開発し、東京モーターショー2013に出
展、2014年 2月から豊田市のカーシェアリング実証実験に採用されました。

新しいクルマ社会の実現に向けて

お客様の声に応えて

「子どもを乗せたい」「ドアが欲しい」の声に応えて

お客様からの「子どもや仲間と乗りたい」 「ドアが欲しい」などのご要望を受け、

2人乗りコムスを開発、東京モーターショー2013に出展しました。

2人乗りコムスの開発

コムスを活用した新たな社会の創造

豊田市低炭素社会システム実証推進協議会が実施するカーシェアリング実証実験「Ha:mo RIDE

(ハーモライド)」でコムスが採用（2014年3月現在：1人乗りコムス 100台、2人乗りコムス 3台）

され、人にも街にも環境にもやさしいモビリティを実現しています。

同市をはじめ各地の自治体、法人でシェアリングや配送、観光客向けの新しい“足”として環境にやさ

しいコムスが活用され、低炭素社会実現に貢献しています。

カーシェアリング「Ha:mo RIDE( ハーモライド )」（豊田市）

東京モーターショー2013に出展
した2人乗りコムス

目目的地近くで乗捨て

超小型EVで狭い街中もスイスイ、もちろんエコ

公共交通から
乗り換えもラクラク

自宅
目的地

出典：豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト パンフレット

目的地近くで乗捨て

超小型EV型EVで狭い街中もスイスイ、もちろんエコ

公共交通から
乗り換えもラクラク

自宅
目的地

出典：豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト パンフレット

Ha:mo RIDE 利用イメージ

Ha:mo ステーション

豊田市内を走る
2人乗りコムス

◆活用事例

【配送】

店内商品の
自宅配送という
新サービスを実現
（セブンイレブン）

【営業】

「4輪の安定性」
「ヘルメット不要」
が評価され、営業
の足として好評
（名古屋銀行他）

「コムスのユーザーの声（動画）」

「コムスのあゆみ」

「当社HP コムス」 「You Tube COMS・F it Your Life !!」「Face book 公式ページ」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/coms_movie.wmv
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/coms_ayumi.pdf
http://coms.toyotabody.jp/
https://www.facebook.com/coms.toyotabody
http://www.youtube.com/watch?v=TjuHhou4zEo
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■もっといいクルマづくり

品質は開発・生産技術・生産・取引先様等の連携からつくり出されます。「お客様第一」「品質
第一」を社員全員が共有・実践し、一人ひとりが常に高い改善意識を持って、各分野が連携する
ことでお客様の安心と満足度向上に取り組んでいます

お客様を第一に考え、良い品質の商品をお届けします

安全安心な良い品質のクルマづくり

お客様第一を全社員で持ち続けるために
全社員への「お客様第一」「品質第一」の浸透のために、

階層別の品質教育とともに、品質講演会・品質事例展

示会などを定期的に開催しています。

13年度講演会では、’10年に米国で発生したトヨタ車

大規模リコール問題の教訓を忘れないよう、テーマに

取り上げ実施しました。

お客様に良い品質をお届けするために
開発段階から、生産時の品質を大切に考え、「つくりや

すいクルマづくり」に取り組んでいます。

新型ヴォクシー・ノアにおいても、開発段階から開発・

生産技術・生産・取引先様が連携して、つくりやすさ

にこだわった作業の追求を進めてきました。 

現場のオペレー
ターの声を元に、
現地現物にこだ
わった調査から真
因を見つけまし
た。
これからもお客様
に良い品質の車を
お渡しできるよう
がんばります。

製造技術員室
　加納 良弘

量産工程技術スタッフの声

開発・生産技術・生産・取引先様が一体
になったつくりやすいクルマづくり

製造現場では、標準作業を守り作業することを基本と

し、標準作業を守っていても発生する品質問題につい

て、工程や製品設計まで遡って改善しています。

人にやさしい工程づくり

＜品質講演会＞

トヨタ車米国品質問題の話を聞き、お客様第一の大切さを実感

＜お客様に良い品質をお届けする為に (新型ノア ヘッドランプの例 )＞

( 従来 )

ヘッドランプ
裏側

ヘッドランプ

( 今回 )

配線コネクタが裏面にあ
り、ランプを支えながら
裏側で接続作業し、ラン
プを取り付け

配線コネクタを
正面に変更

＜ピラーガーニッシュはめ込み時の樹脂クリップ引っ掛り対策＞

ピラーガーニッシュ

①
③

②

ピラーガーニッシュはめ込
み (①→②→③) 時に、標準
通りに作業しているのに、③
の樹脂クリップが時々入り
にくくなる ( ガーニッシュ
浮きになる）

＜真因＞ ＜対策＞

パネル

クリップ
型合わせ部

クリップ先端の型合せ部
エッジとパネル穴エッジが
時々引っ掛り

クリップ

型合せ部

クリップの型合せ構
造を改造し､エッジ位
置を変更

⇒他の類似部位に
も展開

両手でランプを取付けて
から、配線コネクタを正
面から接続

作業がやりやすくなり、
コネクターはめ込み不良
や擦りキズの発生がなく
なる
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■もっといいクルマづくり

お客様を第一に考え、良い品質の商品をお届けします

安全安心な良い品質のクルマづくり

お客様に良い品質をお届けするために

お客様からの評価

製造現場だけでなくスタッフ業務においても、「お客様

（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、仕事の質

向上をはかる「自工程完結」の考え方を全社に展開して

います。

洩れ・失敗のない仕事のやり方改善と標準化

＜自工程完結の事例展示会＞

お客様の声からの早い改善の推進

具体的には、それぞれの仕事を下記の観点で整備して

実践し、継続して改善していくことです。

①まず仕事の目的・目標を明確にする

②仕事の細部手順を明確にする

③良品条件（品質ポイント）を明確にする

④実践し問題・遅れがあれば、即上司に

　連絡し（アンドンの紐を引く）、改善を重ねる

車を購入されたお客様からの貴重な品質情報を一日でも早く

入手し早く改善するために、トヨタ自動車ときめ細かく連携し

て、業界最速を目指した「EDER※」活動を進めています。

海外のお客様情報に対しても、お客様現地現物での早い原因調査、

早い展開のために、各地域に駐在員を置いて活動しています。

＜自工程完結のテーマの
グループ討論＞

数名のグループで仕事のやり方改
善案を討議

各部活動事例を展示し
良い取り組み方を 皆で共有し実践

＜海外のお客様情報を調査・展開する駐在員の配置＞

★

★

★

★

※EDER : Early Detection and Early Resolution

EDER とは､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ことです｡ ：トヨタの海外駐在所

★：当社の海外駐在員配置

■米国ＪＤパワー社ＩＱＳ評価■
製造不具合
件数 /100台

良

■日本ＪＤパワー社ＩＱＳ評価■

78
7068

ヴォクシーヴォクシー d車 e車

96
9086

プリウスプリウス ｆ車 g車

不具合・不満
件数 /100台

良

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、日本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、お客様から高い評価を頂きました。

【米国】 ”プラント別“評価で、

吉原工場がワールド２位、

アジア１位　を獲得

（吉原工場では、ランクル

LC200、レクサス LX570

を生産）

【日本】 ”セグメント別“評価

で、ヴォクシー、プリウスが

１位　を獲得

23232118

吉原工場 ａ工場 b工場 c工場

＜ミッドサイズセグメント＞

＜生産工場ライン別：アジア地区＞

＜ミニバンセグメント＞

＜表彰盾＞
トヨタ車体
１位

C社
4位

D社
2位

トヨタ
１位

G社
3位

E社
3位

B社
3位

F社
2位

A社
２位

トヨタ
１位
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■人づくり、職場づくり

お客様に“喜び”と“満足”を感じていただける「いいクルマ」を提供す
るためには、社員一人ひとりの持続的な成長と、働きやすい環境、活力
ある職場で、いきいきと働くことが大切であると考えます。
当社では、この考え方にもとづいた人づくり、職場づくりに取り組んで
います。
人づくり、職場づくりの原点は個人の意識改革であり、当社では、日常
の仕事をする上での「心構え」を『私たちの大切にするもの』としてまと
め、その浸透・定着をはかり、仕事を通じた自己成長につなげています。

「いいクルマづくり」に向けた人づくり、
職場づくりを目指して

コーポレート本部統括
企業行動倫理委員会 委員長

市川　副社長

職場風土、意識改革
「私たちの大切にするもの」 の浸透・定着活動
大切にするものの心の理解を深めるために、日常の行動宣言や eラーニングを

実施し、浸透・定着をはかっています。

ｅラーニング画面の例
(パソコン起動時に確認)

３３

実行改善

５

(D)(A)

１

お客様第一

２

４

挑戦

現地現物

(P)

(C)

８

安全・健全な職場

６ ７

人材育成 チームワーク

【Ｂasic MAP：私たちの大切にするもの】

お客様第一
モノづくりを通じてお客様に喜びと満足を感じ

ていただける商品・サービスを提供するために、

常にお客様を第一に考えて行動

業務のプロセス
常に 1 ランク高い目標を設定し、現状に満足

することなく、自ら新しい課題に積極的に挑戦

業務のプロセス（ＰＤＣＡ）を確実に回す

活力ある職場
従業員一人ひとりのしあわせと

安全で健全な職場をつくる

人材育成・チームワークといっ

た人と組織のベースとなる部分

をしっかりさせる

1.お客様第一
■全てはお客様の満足のために
■自工程の役割を完結する

2.挑戦(P)
■ベンチマーク　　■チャレンジ

3.実行(D)
■役割を自覚する
■スピーディーに最後までやり遂げる

4.現地現物(C)
■現地現物で観察する
■なぜなぜを繰り返す

5.改善(A)
■絶え間ない改善
■失敗を糧とする

6.人材育成
■人を育てる　　■自らを高める

7.チームワーク
■役割を自覚し協力し合う
■正直・バッドニュースファースト
■聞く耳を持つ

8.安全・健全な職場
■安全意識　　■ルール遵守
■倫理観

「私たちの大切にするもの」
(2010.12 月改訂発行 )

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/BasicMap.pdf
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■人づくり、職場づくり

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
育成に取り組んでいます。また、グローバルに活躍できるプロ人材の育成も推進しています。

世界に目を向けチャレンジ精神あふれる自律的な人材づくり

人づくり

人材育成の基本的な考え方
当社は、社員一人ひとりが将来の目指す姿・目標を

持ち、主体的にいきいきと働く「自律型人材」の育成

に力を入れ、社員の育成を計画的にサポートするこ

とを目的とした「キャリアサポートプログラム」に

より個人の育成を促進しています。

会社・上司・本人が一体となり個

人の育成をサポートする仕組み。

育成計画、育成基準、育成施策から

構成され長期・中期・短期の視点

から育成を図っている。

〔キャリアサポートプログラム〕

教
育
の
機
会
提
供

仕事を通じた成長

能力開発

業務経験

専門教育

階層別教育

ローテーション

採用
・
入社

MBO
（目標管理制度）キ

ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

個人の成長を促進・サポートする仕組み

技術開発教育は、講義ルームと教育展

示場、CAD教育場を使って、実務に即

した教育を現地・現物で、体感しなが

ら実施しています。

1年目の新人教育後、職場OJT と 3年

目の初級教育、5年目以降の中級教育、

グループ長のマネージャー教育へと、

ステップアップする教育により、開発

力強化を目指しています。

技術開発のプロ人材

新入社員教育 ( 車両分解 )

新人 CAD * 教育
* CAD：Computer Aided Design

専門技術を学ぶ中級教育現物を使った新人教育

中堅社員教育 (制御技術 )

プロ人材の育成

世界トップレベルのミニバン・商用車造り

を目指し、造り方技術をエンジニアリング塾

の中で教え込みます。

1 年目は車両分解教育など現地現物での教

育を行い、2年目以降は、先輩について仕事

の仕方、物の考え方を学び、早期戦力化を目

指します。また、実務を積んだ若手には中堅

社員教育を実施し、生産技術力強化を目指し

ています。

生産技術のプロ人材

新人 初級技術者（～３年） 中級技術者（～8年） マネージャー

マネージャーとしての
感度・感性を向上

部品屋から
車両開発へ

３年で1人立ち

新人教育

初級教育

中級教育

マネージャー教育

1,防錆設計
2,溶接・接合技術No.2
・・・等

1,振動騒音
2,衝突安全
3,人間工学
・・・等

1,グループ長ハンドブック
から学ぶ（新任時）

2,振返りから学ぶ
・・・等

開発技術者 教育体系　（階段登り育成図）
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■人づくり、職場づくり

人づくり
プロ人材の育成

お客様が満足する車づくり、品質をつくりこむスキルを身につける為に技能系教育訓練を実施し、

更に高技能を育む技能研鑽・技能伝承に積極的に取り組んでいます。

専任講師による「基本技能訓練・知識教育」を

実施しています。

また、将来、職場の核となる人材の早期育成を

目指し、「高技能伝承専門コース（技能五輪挑

戦）」に取り組んでいます。

新人教育

プレス・ボデー・塗装・成形・組立・

物流・保全・検査の８職種を対

象に資格に応じた「実践技能・知

識教育」を実施しています。

研鎖の場として技能コンクール

は国内・海外子会社も参加し、ト

ヨタ車体グループ全体の技能向

上を目指して取り組んでいます。

中堅社員教育

生産のプロ人材

専任講師による指導

ボデー職種：
(富士松工場ボデー課 )

物流職種：（国内子会社） 成形職種：
〔海外子会社 (インドネシア )〕

＜新人基本技能訓練＞

＜社内技能コンクールの様子＞

＜技能五輪＞

技能五輪全国大会　自動車板金
(2013年千葉大会 )

粘り強くや
り続けるこ
とで、技能の
奥深さを学
んでいます。

改善力、チームワーク向上に向けて

『トヨタ車体グループ QC サークル大会』 では、国内・海

外子会社からの参加も年々拡大し、「共に学び共に成長」の

場としています。

2013 年度は、556 サークルの活動をベースに選抜され

たサークルによる発表を行い、活動の 活性化に繋げてい

ます。

問題を解決できる人づくり、チームワークの良い職場づくりを目指し、職場力の強化に取り組んでいます。

社内ＱＣＣ大会（活動のグローバル化）

2013年度は、全日本選抜大会で『本部長賞金賞』を2サー

クルで受賞し、いなべ工場は3年連続の受賞となり、日本

初の快挙です。

社外QCC大会（全日本選抜QCC大会）

＜全日本選抜大会＞

AGVサークル
（いなべ工場組立部成形課）

サンシャインサークル
（富士松工場車体部車体物流課）

日本のモノづくりを海外にも浸透させるため、日

本から技能トレーナーを海外子会社に派遣し、現

地で職種毎の基本技能（プレス，板金部品の面検、

治具セット等）を教えることができる現地社員の

トレーナーを育成しています。

海外での人材育成のプロ

プレス部品の知識・技能の習得
（USA子会社研修生）

現地社員トレーナーによる
新人教育（USA子会社）
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■人づくり、職場づくり

人づくり
プロ人材の育成

オールトヨタ車体グループ全体の海外事業拡大のため、グローバル人材育成の充実に取り組んでいます。

海外事業展開に対応出来る人材の早期育成策として若手社員を対象とした育成出向制度を導入しました。これまでに 19 名の

若手社員を派遣してきました。帰任後は育成出向の経験を活かし海外関連業務に従事し、活躍の場を広げています。

海外育成出向

グローバル人材の育成

技能員の英語研修の様子ネイティブ講師と会話を通じて
英語力アップを図る

当社では、「グローバル要員認定制度」を導入

し、海外支援出張者全員が、直接現地スタッ

フと業務を進めることができるようにする

ための英語研修を行なっています。

今年度からは、現地ローカルを指導する技能

員にまで研修の対象を拡大しています。

海外コミュニケーション能力の向上

初めは自分のスキルが

研修先で通用するかと

ても不安でしたが、今で

は､会話にも慣れ､日本

とは異なる設備で精度

保証出来る工程づくり

を学んでいます。

ボデー生技部　橘　和男（タイ：TAW出向中）

＜2014年1月～研修中の3期生＞

＜帰任後の活躍（2013年：2期生）＞

ハイエースの現地調達化に向けた
打合せ（本人は一番左）

人事方針についてのミーティング
（本人は右から3番目）

初めは思い通りに意思

疎通ができず苦労しま

したが、今では、言葉の

壁を乗り越えることが

できました。今後は、日

本と北米の人事管理の

違いを、しっかり学び、

日本に持ち帰りたいと

思います。

帰任後すぐに研修先の

APMM へ業務として出張

に行きました。5ヶ月前ま

でいたためスムーズに仕

事が進み、改めて 1 年の

経験でついたスキルや人

間関係の大切さを感じま

した。

研修での経験・知識を

活かし、帰任後は工程

改善指導を担当してい

ます。どのようにした

ら目的を理解し、共に

仕事を進めてもらえる

かが自然と意識出来て

おり、自らの成長を感

じました。

人事部　安藤　毅（北米：APMM出向中）

経理部　鈴木夕香（北米：APMM出向’13/1月～1年間）
生産調査部　山本浩平
（インドネシア：SUGITY出向’13/1月～1年間）

北米へ監査業務で出張 工程改善の進め方確認会
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■人づくり、職場づくり

オープンでフェアな取引と相互信頼に向けた調達活動の推進

人づくり

オープンでフェアな取引を推進し、取引先様との相互信頼にもとづく共存共栄をめざした調達
活動の実践により、もっとよいクルマづくりに取り組んでいます。

調達の基本な考え方
当社はオープンでフェアな競争を図るため、当社との取引を希望される国内

外の全てのサプライヤー様に対して、国籍・企業規模・取引実績の有無を問

わず公正かつ公平な参入機会を提供しています。

そのために、当社では「調達の基本方針」を定め、調達活動をグローバルに展

開し、取引先様と一緒にお客様第一を推進しています。

当社の 1 年間の調達活動方針と考え方を取引先の皆さんと共有することが重要であ

り、「部品」「設備」「資材」の全ての取引先の皆さんを対象に、毎年3月に「調達方針説明

会」を開催しております。

方針説明会では、毎年 品質向上・コスト低減の取り組みにおいて成果のあった取引先

の皆さんに感謝状を贈呈しております。

また、取引先の皆さんへの期待を明確にするため、「仕入先 CSR ガイドライン」・「グ

リーン調達ガイドライン」を作成し展開しております。

取引先様との情報共有

モデルチェンジを向かえる車に対する展示会を開催して頂くことで幅広く取引様との

機会をつくるように努めています。

また、海外でも各国の法令や取引慣行を遵守しながら、質の高い製品づくりに取り組ん

でおり、現地サプライヤー様との取引の拡大に努めることで、地域社会の発展にも貢献

していきます。

新規取引先様に門戸を開いて

社会・取引環境の変化（贈収賄防止の明文化、カルテル防止の明文化、暴力団排除およ

び違反時に契約解除できることの明文化、サプライチェーンにおける人権尊重の明文

化）を踏まえ、取引先の皆さんへ説明会を実施し、ご理解を頂いたうえで契約書を締結

頂いています。

取引先様との取引基本契約の見直し

14年度の取り組み
（方針）を取引先様と
共有 取引先様に

感謝状を贈呈

サプライヤー様による新技術展示会
（三重県企業）

＜調達の基本方針＞

１.オープンでフェアな
企業行動に基づく
公正な競争

2.相互信頼に
基づく相互繁栄

3.良き企業市民を
目指した現地化の
推進

調達活動を支える取り組みについて

オープンでフェアな取引と相互信頼をより強化する為に、当社の調達活動を約350社の

取引先の皆さんに評価していただき、ご意見・ご要望をお聞きしながら、今後の調達活動

に反映しております。

取引先様へのアンケート調査による調達活動への反映

従業員一人ひとりがオープンでフェアな活動を実践するための勉強会や取引先様の協力

会である「車体協和会」においても研究会活動を通した啓蒙活動を実施しております。

全従業員および取引先様も参加しての勉強会による啓蒙活動

「安全研究会」による相互研鑽

「仕入先CSRガイドライン」
（2013年改訂）

「グリーン調達ガイドライン」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/tysiiresaki_csr.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/guideline_201204.pdf
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■人づくり、職場づくり

教育・訓練を通じた｢健全な職場づくり」を推進

職場づくり

全社員のコンプライアンス意識の向上を目指して
CSR委員会の下部組織として「企業行動倫理委員会」を設置し、法令遵守のしくみ充実、健全な企業風土の構築に向けた活動について審

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

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

企業倫理相談窓口の更なる充実
労働問題等、上司や同僚に相談しにくい案件について、Eメールな

ど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。

また、2013年 1月より、社内窓口で相談しづらい場合は、トヨタ

自動車に直接相談できる「トヨタ連結ヘルプライン」を設置し、更

にきめ細かい対応を行っています。

贈収賄防止への取組み
近年のビジネスがグローバル化している中

で、贈収賄やカルテルに関する競争法等が世

界的に厳しくなっていることを受け、贈収賄

への理解を深め、未然防止体制の強化を図る

ため、2013年 3月に「贈収賄防止ガイドラ

イン」を策定し、社内および国内外子会社・取

引先様へ展開しました

贈収賄防止ガイドライン
(2013年策定）

昨年の2列縦隊
避難

今年の小グループ避難

小グループ単位で行動
より実践的に訓練
スタート後に通路封鎖

小グループ単位全てが屋外避難場に集合
→安否集約し、結果を防災隊隊長へ報告
　　（安否集約パネルを屋外避難場近くに立てかけて実施）

社内報による周知・啓発 海外子会社でのポスターに
よる周知・啓発

＜贈収賄防止活動ツール＞

実践的なリスク管理を目指して
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。

大震災で本当に使える総合防災訓練の実施
2013年はより実践的な訓練にするため、「訓練時刻を知らせないこと」や「避難経路の一部が使用できないケースの想定」、「集まりや

すく、迅速に行動しやすい小グループの屋外避難」を織込み、全事業所・全子会社で実施しました。

×× 避難経路を
遮断

企業倫理相談窓口の３つのパターン～社内調査まで

相談者
社内相談窓口

ホント・
コム・ネット 本人希望

で匿名

社 内 調 査
【パターン１】

相談者
弁護士による
社外相談窓口

企業倫理
ホットライン

【パターン２】

相談者

トヨタへの
直接相談窓口

トヨタ連結
ヘルプライン

原則顕名

【パターン３】

受
付

相
談

受
付

相
談

　
相
談

相
談
予
約

本人希望
で匿名

事
実
調
査

対
応
決
定
・
実
施

重要案件は
トヨタで実施

「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/2014/TYG_houshin.pdf
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■人づくり、職場づくり

相互啓発型の対話活動で｢安全な職場づくり」を推進

職場づくり

社員の一人ひとりや、取引先様、海外子会社全てで安全第一、ゼロ災害を目指し活動を推進して
います。

全社員の安全第一に向けて
全社安全大会で｢安全活動の基本を大切に｣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、災害ゼロの実現を誓い合いました。

更に、全職場に社長メッセージ入りの安全旗が配られ、社

員が自らの誓いを寄せ書きし、掲示しています。

上司と部下が本音の対話を通して
毎日 1 時間の全社統一安全専念タイムを中心に日

頃から基幹職～組長までが現場に出て実行動を観

察し対話しながら作業者の本音の意見を吸上げ改

善に繋げています。

全社をあげて相互に注意し合う職場風土づくり
交差点での指差呼称、階段昇降時の手摺り保持など

誰が見ても判り易い5つの基本行動を決めて、守っ

ていない人にその場で注意できる風土を醸成する

ことを目指し、｢ポ･ケ･手･な･し｣活動に取り組んで

います。

取引先様の安全第一に向けて
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

と連携して取り組んでいます。特に災害の発生しやす

い長期連休工事安全では、安全確認（決起集会）など安

全管理のレベルアップ活動を推進しています。

海外事業体の安全第一に向けて
各職場で想定されるケガを体感機で模擬的に体験す

ることで、危険を危険と感じる感性を高める訓練を、

海外子会社へも展開しています。

2013年 7月全社安全大会

クレーン作業者と
本音で対話

工機職場での安全専念タイム

周知・展開活動

長期連休前の工事安全決起集会

アメリカ（APMM) での安全体感教育の支援
（落下体感し怖さを実感）

全職場で社員が安全の誓いを
寄せ書き

15kg15kg

「安全衛生基本方針」 「労働災害発生状況」

「安全体感道場 (TABMEC)」

http://www.tabmec.jp/simulation/
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/anzen_eiseikihon.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/rousai_2014.pdf
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■人づくり、職場づくり

家族も含めた社員の心身両面で「健康づくり」を推進

職場づくり

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、および、その家族を含めて、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。

社員と家族も含めた健康のために
従業員一人ひとりが自立的に健康保持増進のできる人

づくりを目指して、メンタルヘルスの保持増進、生活習

慣改善（メタボ予防）、禁煙活動を３本柱として講演会、

職場へ出向いての健康教育、また労働組合や健康保険

組合ともタイアップして家族も参加できるイベントを

開催しています。

親しみの持てる心の相談室を目指して
富士松・いなべ・吉原の各工場にメンタルヘルスの

専門家である臨床心理士を配属し、安心して相談で

きるようにしています。

社員に安心して、相談に来てもらえるように、健康イ

ベントや職場別教育などで臨床心理士自ら窓口を紹

介し、相談しやすい雰囲気づくりを進めています。

家族参加型イベントで生活習慣改善の
きっかけづくり

生活習慣を見直すきっかけを与えるため、家族も参加

可能な形でウォーキングイベントを健康保険組合と共

同で開催しています。

また、全従業員へ健康づくりを意識してもらえるよう

健康支援ツール（健康づくりブック）を配布して、各自

の健康づくりに役立てています。

トップが率先垂範して禁煙を推進

トップ自らの禁煙体験談を基に禁煙と職場管理を絡

めた講演を実施してトップ自らが先頭に立ち禁煙活

動を盛り上げています。

また、いなべ工場では原則、建屋内を禁煙として分煙

環境を充実させています。

健康づくりブック
(全従業員へ配布 )

ウォーキングイベントの様子 ブック活用した個別指導

熱心に耳を傾ける聴講者
禁煙へ向けた段階的な
目標を決め自己管理を
徹底し禁煙に成功した
体験を語る岩瀬副社長

【分煙の進歩状況】

～12年度 ～ 14年度～ 13年度

建屋内禁煙化
富士松工場
吉原工場いなべ工場本社

臨床心理士のもと、真剣にメン
タルヘルス教育に取り組む

健康づくり3本柱活動 (メンタル・メタボ・禁煙 )

相談し易い雰囲気づくりに向けた窓口紹介
(健康イベント )
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■人づくり、職場づくり

「活力ある職場づくり」に向けたコミュニケーション活動

職場づくり

社員一人ひとりの幸せと会社の発展を支える活力ある職場風土をつくるため、さまざまな場づく
りを行い、職場や職位の枠を超えたコミュニケーションの活性化、一体感の醸成を図っています。

何でも話せる職場をめざして

日常の職場ミーティング・上司との面談や小集団活動など

を通じたコミュニケーションの充実を図っています。

（フォーマル活動）

国内トップリーグでのスポーツクラブの活躍

男子ハンドボール部 ：日本リーグ準優勝 (‘14年 )

女子バレーボール部：V・プレミアリーグ4位 (‘14年 )
黒鷲旗全日本男女
選抜大会優勝 (‘14年 )

男子ハンドボール部 女子バレーボール部

明るく楽しく元気良い職場をめざして

全社･事業所･部門毎に行なう仕事を離れたイベントを通

じ、コミュニケーションの充実や一体感の醸成を図ってい

ます。

（インフォーマル活動）

全社スポーツ大会
「トヨタ車体グループ フットサル大会」

全社スポーツ大会
「ビッグホリデイ予選会」

表彰式 大なわとび

【全社】 【オールトヨタ】

「オールトヨタビッグホリデイ」

本社・富士松工場イベント
「B級グルメコンテスト」

吉原工場イベント
「スリッパキャッチコンテスト」

【事業所別】

富士松工場部門イベント 
「三輪車耐久レース」

スポーツクラブ応援を機会
とした職場レク

【部門別】

<しくみ・ツール>

<活力ある職場>

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

風通しの良い職場

ラインによる人事管理の確実な運営

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

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

コミュニケーション活動を通じた活力ある職場づくり

「スポーツクラブ　ハンドボール」 「スポーツクラブ　バレーボール」

http://www.toyota-body.co.jp/handball/
http://queenseis-tab.com/


26

■人づくり、職場づくり

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」

職場づくり

人権意識の深化や交通安全意識の徹底など、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、社員の働きやすい環境をつくるための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に

「個人の尊重」の意識向上をねらい、同和問題や女性・

外国人の人権等、様々な人権課題についての社内教

育を、全社員に対して行なっています。

人権意識の深化

交通安全意識の向上をねらい、｢生命のメッセージ展｣

を開催し、交通事故で亡くなった方々の等身大パネル

に、交通事故の概要やご遺族からのメッセージを掲示

し、交通事故撲滅に向けた啓発を行ないました。

また、ご遺族による講演会も行ない、残された家族の

悲しみを､生の声でお話いただきました。

交通安全意識の徹底

多様な働き方を支える環境づくり

すべての人がいきいきと働き続けられることを目指し、

作業負荷の軽減に向けた｢らくらく工程づくり｣を推進

しています。

また、40才・50才を迎えた方々を対象に｢意識づけセ

ミナー｣を開催し、体力づくりの指導等を行っています。

高齢者の働き方支援

仕事と育児の両立を図るための支援策について、社内

託児所｢たっちっちハウス｣の開設や、短時間勤務制度、

育児休職制度など、法定を上回る制度により、ワークラ

イフバランスの実現に取り組んでいます。

子育てサポートの充実

役員を対象とした人権講演会 人権教育 (新任職制研修 )

作業しやすい高さに上昇（タイヤ取付工程）

意識づけセミナーでの
体力づくり指導の様子

共同託児所
「たっちっちハウス富士松」

交通事故ご遺族による講演会と命のメッセージ展

｢らくらく工程づくり｣
‥作業位置（高さ）に合せ
てボデーが上下し身体
への負荷を軽減

上
昇

「妊娠・出産から子育てにわたるサポート」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/ikuji_support.pdf
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■社会貢献を通じた地域連携

地域社会と人にやさしく

社会から必要とされる企業であるためには、企業、人として社会的責任
を果たし、地域の皆さんから信頼されることが大切であると考えます。
当社では、社会貢献を通じ、地域との共生を図るため、社会貢献活動の
活性化に向けた「人づくり」、「場づくり」、「活性化・継続のしくみづく
り」に取り組んでいます。

「社会から必要とされる企業、人を目指して」

 コーポレート本部統括
社会貢献委員会　委員長
　　 市川　副社長

人づくり

ボランティア活動の動機付け入門講

座から、活動リーダー養成講座まで、

年間60の講座を開設し、社会・地域

貢献に対する共感力を高め、喜ばれる

ボランティア活動のできる人材の育

成に努めています。

学びと実践の組合せによるスキルアップ・リーダー養成講座の充実

「先進企業に学ぶ」他60講座開設 「森林リーダー講座」
安全なチェーンソー操作を学ぶ

「森林リーダー講座」
山の民宿にて開催

世代別入門講座では、新入社員を対象

に講座を開設しました。

4 月には社会貢献について , 10 月にはボランティアについて学び、

その後自ら活動参加計画を立て、それぞれの活動に参加しました。

マラソンナゴヤ2014（ランナー受付）

● 日時 3/8（土）9:00～20:15
全日 9:00～20:15
前半 9:00～15:00
後半 14:15～20:15

● 場所 ナゴヤドーム・東スポーツセンター
● 活動内容 ナンバーカード引換え、

参加賞配布、会場案内など
● 集合時間

ボランティア紹介メニューから自らの活動計画立案

マラソンフェスティバル
でランナーの受付を担当
しましたが､大勢のボラン
ティアで支えられている
ことを実感しました。ボラ
ンティアのパワーを感じ
ながら、私も一員になれた
かなと思いました。

人事部　森本　梓

体験研修　参加者の声

マラソンフェスタ･
ランナー受付ボランティア

活動の場づくり

一斉ボランティアの日、TABふれあいデーを、従来

の当社単独活動から、グループ各社に呼びかけ、森林

整備活動とともに、オールトヨタ車体の社会貢献活

動として、国内のみならず、海外においてもグループ

一体となって活動を行っています。

グループ会社を巻き込んだオールトヨタ車体グループ活動

TAB ふれあいデー
トヨタ車体グループ愛知企業の森整備活動
トヨタ車体グループ・霧島市との協働森づくり
インドネシアでのマングローブ植樹

当社＋グループ　4社
当社＋グループ　6社
当社＋トヨタ車体研究所
当社＋グループ　3社

東海部品工業3工場一斉地域清掃活動 霧島市との協働森づくり

トヨタ車体
研究所社長
も間伐に参加

岩瀬副社長 (写真左）、グループ3社社長も
参加してのマンングローブ植樹



28

■社会貢献を通じた地域連携

地域社会と人にやさしく
活動の場づくり

職場ブロックを中心に、地域の方々と一緒になった環境保全美化活動に取り組んでいます。

職場（ブロック）を中心とした場づくり

地域の青少年とのふれあいを大切にした活

動として、少年サッカー大会の支援ならび

にハンドボール・バレーボール部員による

スポーツ教室などを行ってます。

また、トヨタグループ、名フィルと共催で障

害のある方達を招待し、「福祉コンサート」

を開催しています。

次世代育成・福祉活動

トヨタグループでの支援活動として、運動場

が仮設住宅のままで、遊び場を失った子供達

との工作教室を通じての交流や、職制会の3

年連続での花壇造りで、地域の方に憩いの場

の提供活動に取り組んでいます。

東日本大震災　被災地支援活動

＜豊田＞
逢妻男川緑の回廊づくり植樹

＜いなべ＞
北勢線に乗車しての沿線清掃活動

＜刈谷＞
「池と花四季の小径散策路」清掃活動

トヨタ車体カップ優勝チーム 福祉コンサート

運動場が無くなった子供達と工作交流 花壇整備で憩いの場提供

活性化・継続のしくみづくり

社員や家族が、気軽に積極的にボランティア活動やエコ活動に参

加できるよう、活動内容に応じてポイントが付与される制度を当

社独自の社内制度として導入しています。活動によって貯めたポ

イントは、会社指定の環境商品やフェアトレード商品、福祉施設で

の就労促進などに貢献する品物と交換したり、希望する分野へ寄

付することができます。

 一定水準に達した社員に、会社より記念品（ネーム入り帽子とピ

ンバッチ）を贈呈しその活動を称えています。 

（71名 /2012年→90名 /2013年）

ボランティア活動を支援する 「ポイント制度」

上司から労いの言葉と記念品贈呈

「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」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/TAB_fureai_club.pdf
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■社会貢献を通じた地域連携

地域と共生、自然と調和する工場づくりの推進
私たちは、自然や多くの生きものと関わりながら生活しています。人と自然が共生、地域の環境
を維持するため 地域の皆さんと連携し、自然と調和する工場づくりに取り組んでいます。

地域社会と人にやさしく

ふれ愛パークを拠点に、周辺にある 4 つの池
を散策できます。池の周りでは、地域の皆さん
が描いた「敷き絵」を観ることができます。

N

本社
富士松工場

全 周
所要時間

:
:
約 8km
約 2時間

富士松東
小学校

吹戸池

花池

南池

間野四郎池

ふれ愛パーク

「富士松 池と花、四季の小径」

地域の方々に親しまれる 「ふれ愛パーク」 の整備
環境学習と憩いの拠点をめざした『刈谷 ふれ愛パーク』が14年 5月にオープンしました。

ふれ愛パークでは、『人と自然の調和』をコンセプトにした、自然とふれあい、環境学習やスポーツなど多目的に楽し

める場所です。里山の風景をイメージしたビオトープがあり、四季を通じて自然とふれあえる憩いの場として、地域

に開放しています。

①ビオトープ（せせらぎの森）

雑木林、せせらぎ、池、
湿地などがあり多く
の生きものがすめる
自然環境に育ててい
います。

②果樹園・畑

果樹園には､この地に
あった梨園の木を残
して、ミカン、ウメな
どを植栽しています。

③ふれあい広場
ふれ愛パークの全体
が見渡せ、みんなで遊
び、走りまわれる空間
です。

④水田
この地にあった水田
を残しています。田植
えや稲刈りが体験で
きます。

⑤太陽光発電施設
発電出力 27kw の太
陽光発電によりふれ
愛パーク内施設の一
部をまかなっていま
す。

⑥フットサルコート
トヨタ車体カップな
ど地域のサッカー競
技大会などに利用さ
れています。

全体面積　　:約 50千㎡
ビオトープ、ふれ愛広場
：約15千㎡

ビオトープ

約200m

約
１
０
０
ｍ

ふれ愛パーク 園内マップ

富士松 池と花 四季の
小路散策マップ

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/fureai_park_map.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/sansaku_map.pdf
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■社会貢献を通じた地域連携

地域社会と人にやさしく

①雑木林にコナラなどの苗木を植樹
4月 19日（土）地域の皆さんと社員で、大きな森になることを願

い、苗木320本を植樹しました。

〔5年後〕 〔10年後〕

②ビオトープに地域の魚を放流 

地域の幼稚園児（75名）が元気に育つように願い、モツゴ、ドジョ

ウ、ヨシノボリを放流しました。また、魚の特徴がわかるカードも

配布しました。

放流したモツゴ（いきものカード）

（14年 5月 12日オープニング式典後）

③多くの生きものが育つビオトープ
せせらぎ､池､湿地､水田がつらなる里山のような場所

です。トンボ､チョウ､カエルなど地域の生きものがす

める自然環境を育てていきます。

小学校の目の前に子供たちが学び遊
べる施設を作ってもらい感謝してい
ます。今後は、ビオトープでの生物観
察会や稲作体験など地域の方と連携
し利用していきます。

野村 校長

富士松東小学校の声

稲作は、水管理や草取りなど、苦労す
ることもありますが、みなさんと
いっしょになって田植え、稲刈り、脱
穀、餅つきなどを楽しみましょう。

井上さん

農業指導者の声

地域と共に育てて行くために
計画段階から地域の方と一緒に、近隣のビオトープ施設を見学し、

管理方法や環境学習利用などについて学んでいます。

13年 10月 豊田市 児ノ口公園で管理方法をヒアリング

「ふれ愛パーク」 のビオトープ
刈谷北部に広がる水田、点在するため池など周辺の水辺環境とのつながりを考えたビオトープ（生物生息空間）です。

多くの生きものが生息、生育できる雑木林、せせらぎ、湿地、畑、果樹園、水田などの多様な自然環境を地域の方と協働

で育てていきます。

水田

池・湿地・草地

果樹園

雑木林

せせらぎ

地域の湿地植物を育てま
す。草地は多くの昆虫など
の、すみかとなります。

カエルやトンボなど水辺の生きものが､す
める場所です。水田周りの水路は、冬季など
に生き物が逃げ込める場所となります。

ナシなどの花は昆虫の蜜源と
なり、ミカン類の葉はチョウ
の幼虫の食草となります。

地下水を水源とし、下流の池より
ポンプで循環させ、せせらぎで魚
類に必要な酸素を取り込みます。

地域の森にあるコナラ、アベ
マキを中心とした落葉樹林を
苗木から育てていきます。

NN
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■地球環境にやさしく

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
当社は基本理念に“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）

環境技術の追求
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。

社会との連携・協力
関係会社や関連産業との協力のもと

より、政府、自治体を始め、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。

豊かな21世紀社会への貢献

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目指し、事

業活動のすべての領域を通じて、ゼ

ロエミッションに挑戦します。

自主的な取り組み
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
境課題を踏まえた樹種的な改善計画
を策定し、継続的な取り組みを推進
していきます。

製品環境
（開発設計）

生産環境
（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

・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
・トヨタEco-VASへの積極的参画

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

・低CO2生産技術開発・導入
生産性向上の追及、省エネ改善活動
・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
・継続的な水使用量の低減

・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

・国の超小型モビリティ導入促進
事業等への参画

第5次「トヨタ車体環境取り組みプラン」 （2011～ 2015年）

「環境取り組みプラン」経緯 第5次「トヨタ車体環境取り組みプラン」

2013年度取り組み結果

http://www.toyota-body.co.jp/csr/environment/plan/
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/kankyou_5th_plan.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/kankyou_5th_plan_2013kekka.pdf
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■地球環境にやさしく
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

環境に負荷をかけない製品開発に向けて
お客様に喜んでいただけるクルマづくりはもちろんのこと、環境にやさ
しいクルマの開発を推進し、社会に貢献していきます。
設計段階から、「低炭素社会」「循環型社会」「環境保全と自然共生社会」に
貢献できるトップクラスの技術を開発し、実現していくと同時に、グロー
バルな視野での規制動向の先取り、製品監査等により法令を遵守してい
きます。

製品環境委員会　委員長
山﨑　専務

環境にやさしい製品開発

取組みの基本的な考え方
第5次「トヨタ車体環境取り組みプラン」に基づき、製品開発における

環境マネジメント Eco-VAS の推進。

Ⅰ.低炭素社会に向けたトップクラスの燃費性能に寄与する軽量化技術の開発

Ⅱ.循環型社会に向けた資源の有効利用に配慮したリサイクル設計の一層の推進

Ⅲ.環境保全と自然共生社会に向けた製品含有化学物質管理のグローバルな推進

の3大重点テーマに分類し、地球環境と調和したモノづくり、クルマづくりと

商品およびサービスの提供を通じて、社会、地球の持続的可能な発展に寄与します。

燃費向上

■軽量化
●燃費向上への寄与が最も高い軽量化の技術開発を
進めています

組織 取組みテーマ 実施内容

リサイクル・解体性

■空力
●燃費向上に寄与する空気抵抗低減の技術習得を推
進し、設計・評価への展開を検討しています。

化学物質対応

■市場廃棄材の使用拡大
●市場で廃棄される樹脂などの再資源化として、リサ
イクル材の適用拡大を検討・推進しています。

■コムスリサイクルの推進

●リサイクル性向上の一環として、解体しやすい設計
による解体時間短縮にも取り組んでいます。

■SOC *1 の監査活動

●廃棄されるコムスのリサイクルの仕組みづくりに向
けた取り組みを推進しています。

製
品
環
境
委
員
会

■解体性の向上

■化学物質規制に対する対応

■車室内 VOC *3 規則の対応

●規制環境負荷物質 *2 に対して、新製品・量産化での
非含有確認、及び管理体制の監査を推進しています。

●各国環境規制動向を先取りし、規制化学物質に対す
る代替え技術の開発と切替えを図っています。

●車室内で揮発する有機化合物を各国法規制値以内に
する新製品での技術の開発と量産化での管理の推進
を図っています。

＜開発の取り組み内容＞

*1.SOC:Substance Of Concern　環境負荷物質
（地球環境や人の健康に負荷を与える物質の総称）

*2.環境負荷10物質 : 鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、
アスベスト（石綿）など

*3.VOC : Volatile Organic Compounds　揮発性有機化合物
（常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化学物質の総称）

低炭素社会
の構築

循環型社会
の構築

環境保全と
自然共生社会の構築

環境マネジメント

第5次「トヨタ車体
環境取り組みプラン」

「Eco-VAS」6つの環境目標
・燃費・ライフサイクル環境影響低減
・リサイクル性向上・環境負荷物質削
・車外騒音・排出ガス

新型ヴォクシー /ノアとコムスの環境仕様

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/kankyou_products_data.pdf
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■地球環境にやさしく
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

トップクラスの燃費性能を目指し、燃費に寄与する
軽量化の技術開発
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考え、関係部署
と連携し環境にやさしいクルマづくりを設計段階から取り組み技術開発を進めています。

環境にやさしい製品開発

自動車の燃費向上に寄与する軽量化の技術開発を推進
軽量化技術の開発・採用に
当っては、設計・実験と生産
技術との連携が必要な課題も
多く、分科会の場で共同して
技術開発を進めています。

ステップ部の樹脂一体化

開発・生産技術部門の役員を交え鉄
板ステップ⇒ 樹脂ステップロアレー
ル一体化について討議

新型ヴォクシー /ノア

＜事例 : 新型ヴォクシー/ノア　ボデー・内張り部品の主な軽量化取組み＞
様々な軽量化技術を織り込むことで､よ
り効率的に剛性を高め衝突安全性能を確
保しつつ▲25kg の軽量化と高強度なボ
デーの両立を実現しました｡

*1 . ホットスタンプ：鋼板を高温加熱し軟質化さ
せた状態でプレス加工を行い、部品を加工す
る方法で､加工と同時に金型との接触による
冷却により焼入れ強化を行う。

従来技術 新型ヴォクシー/ノア

▲25kg

ドア

サイドメンバーの
ストレート化

縦壁面を通し
補強リィンフォース
の小型化

アンダ

アッパ

＜ボデーの取り組み＞
ステップ部の
樹脂一体化

1500MPa
（ホットスタンプ *1）

980MPa

590MPa

440MPa

高張力鋼板を18.5%増加

＜内張りの取り組み＞
基材の薄肉化 (▲0.2 ～ ▲0.5）

樹脂基材をより軽い
PP発泡化ヘ変更

リヤフロア嵩上げマットを軽い材質ヘ変更
RSPP → 硬質ウレタンフォーム

費用対効果を
検証し織り込み

開発初期より他設計と連携して、
低床ミニバンとして最適な骨格
構造（レイアウト・断面形状・材
料）について議論を重ね、軽量化
と低床化を両立させました。

ボデー設計部
浅田　祐介

新型ヴォクシー/ノアの開発　担当者の声
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■地球環境にやさしく
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

資源の有効利用に配慮したリサイクル設計の一層の推進
あらゆる資源は有限であるという認識のもと、3R(Reduce, Reuse, Recycle) を柱にして、
解体性向上、リサイクル材の使用拡大、植物材料の開発・設計に取り組んでいます。

環境にやさしい製品開発

車両解体性向上・リサイクル材の使用拡大に向けた取り組み推進
使用済み自動車の資源を有効利用するため、再資源化としてリサイクル材料の使用拡大や、解体しやすい車両構造に

取り組み、開発段階からリサイクル性を考慮したクルマづくりを進めています。

＜事例:HVバッテリー回収を安全にリユース・リサイクルしやすくするために（新型ヴォクシー/ノア）＞
使用済みハイブリッドバッテリーを、安

全かつ適正に取り外し出来るよう、重い

部品でもバランスよく吊り出せる位置に

解体性向上マークを設定しました。

解体性向上マーク
（作業の起点となる位
置を示すトヨタオリジ
ナルマーク）

バランスのよい吊り具
取り付け位置を検証し
マークを設定

リフト

吊り具

HVバッテリー

皆様が使用された
車両が、資源として
活かされる様、もっ
と地球にやさしい
クルマづくりを進
めて行きます。

試作部
石川 聡一郎

解体性評価　担当者の声

市場で廃棄される樹脂やフェルトのリサイクル材の使用拡大に向けた取り組み

1.導風板

5.ラジエータサイド
デフレクター

4.フエンダー
プロテクター
RH/LH

2.フロアアンダーカバーRH/LH

3.エアコン配管プロテター

6.ノズルASSY
デフロスター

7.サイレンサー

新型ヴォクシー / ノアではポリプロピレ

ンのリサイクル材や再生フェルトを使用

し、リサイクル性の向上を図りました。

1～ 6部品 :ポリプロピレン

（バンパー、他部品からのリサイクル材）

7部品　　 : 再生フェルト

杉の間伐材を利用した材料開発
間伐材を加工した木粉を樹脂に混ぜることで、強度と軽

量化を両立させた材料（TABWD *1) を開発し、ヴォク

シー・ノアの補給部品材料として採用されました。

今後も他車種、他部品への展開を進めていくとともに、

様々な間伐材活用技術を開発し、資源の有効活用と森の

再生に貢献してまいります。

0

木粉

樹脂
＋

ヴォクシー /ノアの
補給フォグランプ
ブラケット

*1.TABWD：Toyota Auto Body WooD plastic
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■地球環境にやさしく
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生環境にやさしい製品開発

3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

超小型電気自動車『コムス』のリサイクルに向けて

環境にやさしい超小型電気自動車『コムス』

にはリサイクル可能な資源が多く含まれて

います。

自動車リサイクル法適用外のコムスは 廃棄

段階でも、限りある資源を有効活用されるよ

う、資源循環型社会の実現に向けた取り組み

を自主的に始めました。

開発
設計

廃棄

生産

販売

使用

回収

ﾘｻｲｸﾙ トヨタ車体

お客様

コムスのめざすライフサイクル
やりやすい解体手順やリサイクル部位の明確化
に向け関係会社と一緒になった検討会

製品に含有する化学物質管理の推進
原材料・部品などの取引先様と連携し、製品に含有する化学物質の使用把握とリスクを評価し、
化学物質管理や環境負荷の少ない物質への転換など環境保全に努めています。

「REACH」をはじめとする世界の化学物質規制への確実な対応

2000 年代に入り、欧州の ELV 指令 *1 や REACH *2 を

はじめ、世界各国で化学物質への規制が強化されています。

このような化学物質規制への確実な対応をするため、法規

動向を睨みながら、製品に含有する環境負荷物質の代替技

術の確立と切替えを推進しています。

また、こうした国際的な化学物質規制を受け、当社ではトヨ

タおよび取引先様と協力のうえ化学物質管理の仕組みを構

築し運営しています。

2013 年度には車両新設部品に含有する化学物質情報収集

のため、取引先様へ IMDS *3 説明会を実施し、IMDS登録

を本格的に開始しました。

化学物質規制への対応

*1. 欧州 ELV 指令 : End-of-Life Vehicles
欧州連合による使用済み自動車に関する指令

*2. REACH : Registration,Evaluation,Authorization and 
Restriction of Chemicals
化学物質による人の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

*3. IMDS : International Material Data System
自動車産業界向けの材料情報システム

IMDSログイン画面

化学物質登録（IMDS登録）方法に
ついて関係する取引先様に訪問支
援して、規制への確実な対応をし
ています。

車室内VOC規制への対応
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなど、車の内装

部品などから揮発する VOC *4 は、健康に影響を与え

る可能性があります。こうした車室内 VOC の低減に配

慮した内装部品材料を使用しています。

ヴォクシー /ノア

2013年度発売新型車

・フルモデルチェンジ車
対応状況

自工会自主目標をクリア

*4. VOC : Volatile Organic Compounds
揮発性有機化合物

環境負荷の少ない製品を提供でき
るように、代替技術確立と切替推進
に取り組んでいます。
今後、いっそう取引先様と協力し、
製品の化学物質管理や環境負荷物
質の低減活動を推進していきます。

材料技術部
藤崎　月之介

環境負荷物質　担当者の声

グリーン調達ガイドライン
へのリンク

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/guideline_201204.pdf
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■地球環境にやさしく
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生環境に配慮した生産体制

地球環境にやさしく
自然と調和する工場づくりに向けて
地球環境と調和したクルマづくりを原点として生産活動での環境負荷
の一層の低減を進めてまいります。
（１）シンプル・スリムな省エネ型生産ラインづくり
（２）省資源・循環型の加工法の開発や再生可能エネルギーの活用
（３）きめ細かな設備の運転管理と日常改善
（４）ビオトープなどの自然とふれあう場づくりや工場緑化活動の推進
今後も、継続的な環境保全活動を通じて、社会・地球の継続的な発展に
貢献してまいります。

生産技術本部、生産本部統括
生産環境委員会　委員長

石黒　副社長

取り組みの基本的な考え方
環境マネジメントシステム (EMS) をコアに、「異状・苦情ゼロ」、「リスクの最小化」、「パフォーマンス向上」の3本柱

で推進

環境パフォーマンス
向上

リスクの
最小化

異常・苦情
ゼロ

EMS*

順法 未然防止

*: 環境マネジメントシステム

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

環境マネジメント

第5次環境取り組みプラン 生産環境活動 重点 3本柱
①自主基準値の設定・管理
②異常・苦情 /ヒヤリ事例の横展
③日常管理の徹底

①リスク低減活動の確実な展開
②漏洩防止等の未然防止対策の推進

①発生源対策による環境負荷低減
②設備運転方法改善によるムダの排除
③省エネ、省資源の革新技術開発と導入

異常・苦情
ゼロ

リスクの
最小化

環境
パフォーマンス

向上
（CO2, 省資源 , 他）

①生産性向上、設備運転方法の改善による環境負荷低減
②設備の日常適正運転及び維持管理

組織 実施事項

①モデルチェンジでの製品スリム化、加工法改善
②低CO2生産技術開発、工場改装等での省エネ型ラインづくり
③エネルギー供給効率の向上、再生可能エネルギーの導入

①全トヨタ車体グループでの環境取り組み活動の横展
②各事業活動でのCO2削減活動の展開
③各国、各地域の環境法令順守と環境リスク未然防止活動の徹底

生
産
環
境
委
員
会

（各工場）

工場生産環境委員会

省エネルギー委員会

トヨタ車体グループ
生産環境会議

（生産技術部）

（各生産系子会社）

＜生産環境取り組み体制と実施事項＞
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■地球環境にやさしく
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

生産活動における省エネ活動の徹底とCO2排出量削減
低CO2生産技術開発・導入、生産ラインでの生産性向上の追求、日常の徹底したムダ排除、設備
の適正運転を推進しています。また生産物流では輸送効率の一層の向上に取り組んでいます。

環境に配慮した生産体制

生産工程のCO2低減活動
① 非稼動時間帯における設備の徹底停止の推進

② いなべ工場へのガスエンジンコージェネ（7500kw）導入に着手、15年 1月稼動予定

③ 組立作業工程空調の省エネ、塗装ブース空調機の加湿器高効率化
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300

350
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グループ連結

トヨタ車体単独
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0

100

200

300

'90 '13'09 '10 '11 '12

トヨタ車体単独

連結グループ会社

(千tCO2)

〜〜
( 年度 )

※対象範囲：生産工程+オフィス等

＜組立工場の作業工程空調の省エネ＞
富士松・吉原工場の組立工程では、省エネと働きやすい作業環境づくりを両立させるため、建物や空調設備の省エネ診断を行

い、空調の外気熱負荷低減対策などによりCO2排出量を大幅に低減しました。今後は、他工場へも活動を展開していきます。

5.4

4.5

(千tCO2)

従来 対策後

▲0.9

(▲17%)

組立空調のCO2排出量
(富士松・吉原工場 )

窓

内部発熱

外壁
屋根

外気
48%

空調設備 熱負荷割合(夏季)

空調熱負荷の約半分
を占める外気負荷低
減を重点に診断、対
策しました。

①部品搬入口の冷気流出防止

②外気導入を内気循環に変更

③物流用シャッターの冷気流出低減

〔省エネ対策〕

①部品搬入口の冷気流出防止 ②外気導入を内気循環に変更 ③物流用シャッターの冷気流出低減

空調機空調機

組立工程

部品搬入

内部吸気
28～30℃

28℃

建物シャッター
クイックシャッター
(通過時のみ開)

冷気流出
低減

必要高さに
下げ固定

低温の内気
循環に変更

部品搬入部
囲い設置

冷気流出
防止

＜今回＞

32～36℃

高温の
外気を吸入

＜従来＞
搬入部を囲い込み構造に
改善しました。

空調吸気口の位置を
変更しました。

シャターを物流作業に必要な
高さに下げ開口面積を低減しました。
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■地球環境にやさしく
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

排出物の低減と資源の有効利用
生産時の歩留り向上、発生源対策や物流時の梱包材使用低減など資源の有効利用活動を推進
しています。

環境に配慮した生産体制

製品モデルチェンジでの排出物低減と資源有効利用
〈有価物 ： 鉄屑等のリサイクル物〉

①新型ヴォクシー・ノア生産におけるプレス鋼材、樹脂材料などの使用量低減

〈廃棄物 ： 焼却物､埋立物､逆有償リサイクル物〉

①生産活動における塗料カス、排水汚泥などの低減

②金属複合部品等の細分化分別とリサイクル化

0

15

20

’08 ’11 ’12 ’13 ( 年度 )

(kg/ 台 )

15.4

13.2 12.9 14.3

〜〜〜

‘13年度目標
(’08年比▲4%)

14.7

〜〜

〜〜

13.3

廃棄物排出量
対象：焼却物+埋立物+逆有償リサイクル物

排水処理場水槽底部の堆積物処理分を除く
（3～5年毎に必要に応じ実施）

＜富士松成形工場 新型ヴォクシー・ノア 樹脂材料の有効利用＞
新製品の外装部品バンパーの設計、生産において、製品板厚の低減や樹脂廃材のリサイクルなどにより樹脂材料の使用量を低減

しました。

新製品

バ
ン
パ
ー
質
量

従来

▲2.18kg/台

再生材
3%利用

(kg/ 台 )
バンパーの樹脂材料低減

① バンパーの板厚の低減、軽量化設計

② 薄板厚バンパーの成形加工

③ 樹脂廃材のリサイクル

〔資源有効取組み〕

樹脂バンパー
射出成形機

金型 樹脂注入

③樹脂廃材のリサイクル

混合装置

樹脂材料

樹脂注入ゲート材を回収、粉砕し再利用

購入材再生材

①バンパーの板厚の低減、軽量化設計 ②薄板厚バンパーの成形加工

バンパー板厚（平均）

▲0.46

従来 新製品

(mm)

剛性評価による徹底した軽量化設計に
取り組みました。

樹脂流動性・脱型シュミレーションにより
金型設計および成形加工条件を設定し、薄
い板厚の成形加工を実現しました。

金型注入部のゲート材などの廃材を回
収、粉砕し再利用しています。
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■地球環境にやさしく
3大重点テーマ： 低炭素 循環型 自然共生

生産活動における環境負荷物質の低減
原材料・部品等のサプライヤーと連携し、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や使用量の低減、大気環境をクリーンに保つためVOC（揮発性有
機化合物）低減を推進しています。

環境に配慮した生産体制

生産工程のVOC排出量低減活動
①ボデー塗装工程のベース塗装水性化

②塗着効率の向上、塗装膜厚の適正化による塗料使用量の低減

③洗浄シンナーの使用量低減、回収率の向上

ボデー塗装面積当りVOC排出量

100

0
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〜〜〜
’09 ’10 ’11 ’12 ’13 （年度）’98

(g/m2)

36 35
33 32 30

‘13年度目標

30

32
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〜〜
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（全ライン平均）

吉原工場

富士松工場

いなべ工場

2007 2010 2013 (年)

切替
完了

切替済

切替済

計画した水性化切替を完了

〈 上塗りベース塗装の水性化切替 〉

＜いなべ工場 第1塗装ラインのVOC低減＞
2012年度に開始した、ボデー塗装工程のベース塗装水性化は全色の切替が完了しました。

また、あわせて塗装吹付け時の塗着効率向上などを図り、VOC排出量を大幅に低減しました。

②塗装面の塗り幅制御による塗着効率向上
ボデーへの塗料吹付け部位別に、塗り幅を可変させることで、塗着効率の向上を図っています。2012年度に実施したクリア塗

装工程に続き、2013年度は中塗り塗装工程へ導入拡大しました。

従来

(g/m2)

いなべボデー塗装VOC原単位

今回

42

27 ▲36% ①ベース塗装水性化

②塗料使用量低減 塗装面の塗り幅制御による塗着効率向上

上塗りクリア塗装

上塗りベース塗装

中塗り塗装

電着塗装(水性)

ボデー鋼板

４
重
構
造

上塗りベース塗装に水性塗料を
採用､シンナー（有機溶剤）の揮発
成分がなく VOC の低減につなが
ります。

〔VOC低減取組み〕

2
0
0
m
m

シェーピングエアーを切替え

5
0
0
m
m

細長い部位は吹付け幅を
狭めて塗装します。

広い平面は吹付け幅を広
げて塗装します。
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■地球環境にやさしく

グローバル連結環境マネジメントの推進
国内・海外グループ、取引先、地域と連携したマネジメント体制のなか、新工場建設や新製品の
生産設備の設置に際しては、企画から操業まで環境対策を確実に織り込むエコファクトリー活
動を推進しています。
また環境教育では、知識向上と行動できる人材の育成に取り組んでいます。

環境マネジメント

生産工程での環境異常の未然防止活動
生産工程や薬品置き場での環境異常を未然に防ぐためチェック

ポイントを決め、グループ全体で現地点検を実施しています。

生産排水路の点検
（㈱東海特装車）

薬品防液堤の点検
（当社　富士松工場）

① 薬品防液堤などの機能点検

② 生産系排水路、雨水路の管理状態点検

③ 薬品貯蔵設備の日常、定期管理状況の点検

海外子会社との環境コミュニケーシュン
環境取組みの確実な達成に向け、従来の現地確認（1回 / 年）に

加え、海外連結会社と月1回の頻度で TV会議を開始しました。

タイムリーで確実な環境取り組みの展開、相互確認、環境対策事

例などの共有化などを行っています。

海外の研修生には、環境教育をカリキュラムに織り込み 2013

年度はタイ TAC、インドネシア S/C の研修生に排水処理場の日

常点検教育や環境ヒヤリ事例を用いた環境 KY 教育などを実施

しました。

排水処理場の点検教育
（インドネシア SC研修生）

TV会議による
環境取り組み状況確認
（インドネシア T-TEC）

インドネシア メッキ部品 新工場の環境作り込み
RPT（Resin Plating Technology： インドネシア ブカシ）の

メッキ部品生産工場建設では、工場の企画段階より現地事業体､

専門メーカーと連携しメッキ薬品の有効利用、薬品流出未然防

止など、環境に配慮した作り込み活動を実施しました。

① メッキ槽内の電極最適配置による過剰膜厚防止

② メッキ液の垂れ切り時間適正化による持ち出し量最少化

〈資源の有効利用〉

③ 薬品の小量タンク補給による手作業時の液漏れリスク低減

④ 工程、屋外雨水路漏洩時に備えた薬品緊急回収ピット設置

〈薬品流出未然防止〉

その他の環境関連データ
メッキ工場での環境配慮設計（インドネシアRPT）

雨水路遮断壁

①電極の
適正配置

④薬品緊急回収ピット

③少量タンク
薬品滴下補給

＜屋外道路＞

＜メッキ工場＞

②薬品垂れ切り
時間適正化

製品

従来20L
⇒2L

〔メッキ槽〕〔水洗槽〕

「事業活動における資源投入量と排出量」

「環境会計」

「環境教育」

「環境情報の積極的開示」

http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/kankyou_shigen.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/kankyou_kyouiku.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/kankyou_kaikei.pdf
http://www.toyota-body.co.jp/csr/report/pdf/2014/kankyou_information.pdf


みなさまからお寄せいただいたご意見をトヨタ車体のこれからのＣＳＲ活動や

レポートの改善に生かすために、アンケートに是非ご協力ください。

お寄せいただいたご意見・ご感想は、上記の目的のためにのみ使用させていただきます。

(個人情報の取り扱いについては弊社「　プライバシーポリシー　」に基づき、適性に管理します。)

アンケートはこちらからご回答いただけます。

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

2014年6月（次回発行2015年夏予定）

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

http://www.toyota-body.co.jp/privacypolicy/
https://www.toyota-body.co.jp/csr/contacts/enquete2014.html
http://www.toyota-body.co.jp/
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