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環境⽅針（抜粋）

■トヨタ⾃動⾞九州（以下トヨタ九州）では、環境保全の取り組みを経営の最重要課題と位置づけ、
「基本理念」「トヨタ地球環境憲章」に基づいて「環境⽅針」を制定し、全社を挙げより良い地球環境
の実現と地域の繁栄に取り組んでいます。

環
境
⽅
針

（1）豊かな21世紀社会への貢献
⾞両の開発段階から積極的に参画し、⽣産から廃棄の全ての段階で
ゼロエミッションに挑戦します。
（2）環境技術の追求
トップレベルの新技術の開発と定着に積極的に取り組みます。
（3）⾃主的な取り組み
環境法規の遵守と地域の環境課題を踏まえた⾃主的な改善を継続的に
取り組みます。
（4）社会との連携・協⼒
関係会社・地域社会と連携・協⼒で環境保護に積極的に取り組みます。

ト
ヨ
タ
地
球
環
境
憲
章

Ⅰ.基本⽅針
●豊かな21世紀社会への貢献
●環境技術の追求
●⾃主的な取り組み
●社会との連携・協⼒

Ⅱ.⾏動指針
●いつも環境に配慮して
⽣産・使⽤・廃棄の全ての段階でゼロエミッションに挑戦
（1）トップレベルの環境性能を有する製品の開発・提供
（2）排出物を出さない⽣産活動の追求
（3）未然防⽌の徹底
（4）環境改善に寄与する事業の推進
●事業活動の仲間は環境づくりの仲間（関係会社との協⼒）
●社会の⼀員として社会的取り組みへの積極的な参画
（1）循環型社会づくりへの参画
（2）環境政策への協⼒
（3）事業活動以外でも貢献
●より良い理解に向けて積極的な情報開⽰・啓発活動

Ⅲ.取り組み体制
●経営トップ層で構成するコーポレート企画会議による推進



TOYOTA MOTOR KYUSHU 2016
4

重点取り組み

◆地球環境にやさしいクルマづくり
Ⅰ.トヨタグループを牽引できる環境モデル⼯場の推進
Ⅱ.循環型社会への貢献及び地域との共⽣

モノづくりを通じて
｢社会、地球の持続可能な発展への貢献｣

②循環型
社会の構築

①低炭素
社会の構築

③環境保全と
⾃然共⽣社会の構築

④環境マネジメント

【環境変化】

【2016年 環境の⽬指す姿】

◆トヨタ九州ロードマップ◆トヨタ⾃動⾞⽅針

◇トヨタ九州
☆環境モデル⼯場として期待⼤
・福岡県、関係企業、九州⼤学と連携した⽔素活⽤（再エネ利⽤＝CO2ゼロ）
モデル事業への参画

・TMK2025Visionで環境モデル（お⼿本）⼯場へ

◇トヨタ⾃動⾞
☆⼯場CO2削減⽬標を具体的に宣⾔
・トヨタ環境フォーラム2015「トヨタ環境チャレンジ2050」

⇒2050年⼯場CO2排出ゼロ

◇社会情勢
☆グローバルでのCO2削減、環境保全の推進が加速
・気候変動枠組み条約COP21「パリ協定」にて世界196カ国のCO2削減枠組み合意

⇒⽇本のCO2削減⽬標︓2030年に2013年⽐▲26%
・⽣物多様性条約COP12⾃然資本創出と経営の統合⇒持続可能な社会の構築

Ⅱ.循環型
社会への貢献

Ⅰ.画期的な
CO2低減
施策推進

Ⅲ.地域共生
CSR向上

地球環境に
やさしい
車づくり

環境マネジメントシステム

＜環境モデル工場＞
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環境取り組みの状況

取り組みの実績
2016年度の活動

項⽬ 2015年度実施事項

Ⅰ．環境違反・苦情のゼロ活動
1.徹底した感覚公害
防⽌活動の継続
〔重点活動〕

1.環境違反･苦情ゼロ継続に向けた未然防⽌の推進 1.環境ヒヤリ低減に向けた取組み強化
1)関係仕⼊先への環境違反教育推進
2)再発防⽌、横展によるヒヤリ総件数低減
活動

Ⅱ．第6次環境取り組みプラン（2016〜2020）
1.低炭素社会の構築に
向けた取り組み

1.既存設備の徹底した使いこなし
1)省エネ投資による改善
2)⾮稼動ｴﾈﾙｷﾞｰ低減

2.中⻑期戦略の構築
1)将来エネルギー（⽔素の率先利⽤検討）
2)エスコ満了に伴うエネルギー費⾼騰対応
3)テクニカルセンターCO2低減アイテムの織り込み

1.既存設備の徹底した使いこなし
1)最新省エネ設備、技術、制御の導⼊に
よる省エネ活動の推進
2)⾮稼動エネルギー低減活動の横展と強化

2.中⻑期戦略の構築
1)将来エネルギーの検討
2)CO2低減テーマ推進計画と実践

2.循環型社会の構築に
向けた取り組み

1.廃棄物処理費低減活動︓定例MTG開催 1.CO2削減を狙ったリサイクル⽅法の再検討

3.環境保全と
⾃然共⽣社会の構築

1.品質向上活動でのムダロス低減によるVOC削減
2.⾃然共⽣活動
3.テクニカルセンター環境アイテム導⼊

1.洗浄シンナー回収率の維持/向上継続
2.ボランティア活動を通じた⾃然共⽣、サス
ティナブル活動

Ⅲ．環境経営
1.環境マネジメント
システムの充実

1.環境法令改正社内展開、運⽤検討
2.従業員啓発活動、環境⽉間イベントの実施
3.ISO14001外部審査（更新審査）認証継続と
改定準備

1.⽣産、⼯程変更、⼯事等での環境法令
の確実な順守

2.環境保全活動を通じた従業員エコマイン
ド向上

3.ISO14001社内マニュアル改訂

2.CSR向上への
取り組み

1.TMK環境取り組み展開
2.PR館リニューアル環境展⽰設置計画⽴案

1.社内外への積極的な環境活動PRと啓発
2.PR館リニューアル環境展⽰コーナー設置
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I．環境違反・苦情のゼロ活動
■環境ヒヤリ未然防⽌活動等を継続して取り組んでいます。

【関連会社との環境連絡会 ― 環境保全事務局】

⼯事作業、納⼊作業で⽴ち⼊りする関連会社の皆様へ環境に対する⽅針や取り組みを展開し、各種
情報を共有することで環境異常やヒヤリの撲滅にご協⼒頂いております。
2015年度はのべ299名の皆様にご出席いただきました。

【物流連絡会 ― ⼯務部】

輸送各社様を対象に物流連絡会を開催し、環境講話を実施しました。
各輸送メーカーの環境意識の共有と、⾞両点検の強化、油漏れ等の
早期異常処置の対応等について相互研鑽のいい機会となりました。

・油運搬時の流出を想定した訓練を実施しました。慣れた作業に潜む危険を想定し、こうした訓練を
繰り返すことで異常発⽣時に速やかに対処することができます。
幹部職や環境保全事務局も参画し有効性を確認し、更なるスパイラルアップに繋げていきます。

油流出発⽣ 油回収実施
【異常処置訓練 ― ⾞体部】
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II．第6次環境取り組みプラン推進

《既存設備の徹底した使いこなし》
CO2低減⽬標達成の為、計画的な省エネ投資を⾏っています。
全社共通・部署別にそれぞれ推進テーマを⽴案し、改善に努めています。

【実施例２】
コンプレッサー︓台数制御改造による⾼効率運転化

【実施例１】
空調熱源︓⽼朽更新に伴なう蒸気レス化（廃熱利⽤）

・⽼朽更新に伴ない蒸気式機器の廃⽌と
廃熱利⽤による⾼効率機器の導⼊

▲470
ton-CO2/年

▲560
ton-CO2/年

対策後現状

原
単
位

7.11
7.61

①統合台数制御の導⼊
コンプレッサー全体で⾼効率になる運転制御

②ターボ機吸⼊弁制御
ターボ機は負荷流量に追従した統合容量
制御を導⼊

③連絡管制御
連絡管で⾼圧から低圧へエアーを融通し、
⾼効率運転になる制御 効率UP

⾼圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
TA5基,SDS1基

Nm3/kWh

低圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
TA1基,SDS2基

③連絡管

①統合台数制御盤②吸⼊弁(IGV)制御

ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ

電⼒式 ターボ

LNG式 冷温⽔器

蒸気式 吸収式

蒸気式 ヒータ

現状

電⼒式 ターボ

LNG式 冷温⽔器
（ｼﾞｪﾈﾘﾝｸ型）

蒸気レス化更新

ジェネリンク型冷温⽔発⽣器
LNG

ガスエンジン 熱交
冷却⽔廃熱

冷房

暖房

廃熱利⽤

1.低炭素社会の構築に向けた取り組み
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II．第6次環境取り組みプラン推進

1.低炭素社会の構築に向けた取り組み

《中⻑期戦略の構築》
太陽光由来の⽔素エネルギーを⼯場で活⽤する全国初の取組み

トヨタ九州、福岡県､九電テクノシステムズ､豊⽥通商と協同し､宮⽥⼯場で再⽣可能エネルギーより製造した
⽔素を利活⽤するモデル事業に着⼿しました。

この事業は経済産業省の⽀援を受けて実施するもので､宮⽥⼯場内に新たに設置する太陽光発電（再⽣
可能エネルギー）の電⼒を使って、⽔を電気分解した⽔素で、⽣産⼯程（⽔素フォークリフト）やPR館（燃
料電池）に⽔素を利活⽤するシステムの実証を⾏います。

⽔素は利⽤時に排出するのは⽔だけという、究極のクリーンエネルギーとして注⽬されているのみならず､⼤規
模かつ⻑期間にわたって電⼒を⽔素に変えて貯蔵できるため、季節や時間帯､天候に左右されやすい再⽣可
能エネルギーの導⼊拡⼤に役⽴つとされています。

地球にやさしいこの取り組みを、今後他⼯場にも広げ、⽔素エネルギー利⽤社会の構築と再エネの更なる導
⼊拡⼤を⽬指しています。

＜⼀次エネルギー消費量⽐較＞

0

500

1,000

1,500
(GJ/年)

電動FL（電⼒）

PR館（電・熱）

⽔素製造
（系統電⼒分）

▲53％

導⼊前 導⼊後

■導⼊効果
・従来⽅式の電動フォークリフト、
系統電⼒等と⽐較して、約53％の
省エネ・CO2削減効果を⾒込む。

・敷地内PR館で本事業状況・成果等の
⼀般への展⽰・PRを計画するとともに、
将来的に横展開・ネットワーク化により、
再エネ余剰電⼒等地域課題への対処にも
貢献する計画。



TOYOTA MOTOR KYUSHU 2016
9

Ｃｏ２排出量⽐較（オフィスエリア）

【採⽤している主なエコアイテム】

テクニカルセンター正⾯写真

テクニカルセンターオフィスイメージ図

■照明に関するエコアイテム
・ＬＥＤ照明
館内全ての照明にＬＥＤを採⽤しました。オフィス等
各所で⼈感センサー制御し、無駄な電気を消します。

・⾃然光活⽤
東⾯の⼤窓から⾃然光を取り⼊れ、届かない部分には
トップライトや光ボイドを活⽤し、昼間の照明を削減します。

■断熱・空調に関するエコアイテム
・ＬＯＷ－Ｅガラス
東⾯の⼤窓に断熱性能の⾼いガラスを採⽤しました。建物内部
への熱負荷低減と採光を両⽴させています。
・最適運転空調制御
広いオフィスにあるたくさんの空調機を各エリア別で熱負荷を感知
して、最低限の電⼒でムラ無く快適な温度環境を提供しています。

▲420
ton-CO2/年

II．第6次環境取り組みプラン推進

1.低炭素社会の構築に向けた取り組み

《中⻑期戦略の構築》
テクニカルセンター新築に伴うエコアイテムの採⽤
２０１６年３⽉、宮⽥⼯場敷地内にトヨタ九州の開発、⽣産技術部⾨が協業するテクニカルセンターが
稼動を開始しました。様々なエコアイテムを採⽤し、オフィスエリアでは⼀般的なオフィスビルと⽐較してＣｏ２の
排出量を約６０％削減させています。
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■ゼロエミの継続
社内で発⽣する廃棄物は種類ごとに計量し、分別を徹底
することでリサイクルを推進しています。
2001年2⽉のゼロエミッション宣⾔以降も徹底した分別と
減量化を推進し、ほぼ100％の廃棄物をリサイクル処理
（含む逆有償）しています。

II．第6次環境取り組みプラン推進

2.循環型社会の構築に向けた取り組み

3.環境保全と⾃然共⽣社会の構築

等覚寺の棚⽥保全

1992年に農林⽔産省から農村景観百選に
選ばれた苅⽥町の「等覚寺（とかくじ）」の景観保
全⽀援活動の⼀環として草刈を実施しました

環境保全を初めとした、地域のボランティア活動に
積極的に参加、⼜は⾃主的に取り組んでいます。
2015年度は54のボランティア活動に延べ5309⼈
がボランティア活動に参加しています。

■⾝近な改善活動
『創意くふう提案制度』
⼈財育成の⼀環として個⼈の着想制・独創性・努
⼒度 を醸成し、個⼈の成⻑と会社の利益に貢献
できる制度
◎2015年度提案数 28,067件(全体)
環境保全の取り組みに関する提案

442件(環境)
・作業環境改善
・照明スイッチの切り分け
・廃棄物の分別の明確化
・各種表⽰など
従業員⼀⼈ひとりのちょっとした気づきから
始まる⾝近な環境保全活動の⼀つとなっています。

宗像市 さつき松原にて、
⿊松(松くい⾍に強い)
植樹の様⼦
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環境保全組織体制

環境保全事務局

環境委員会

経 営 層

運⽤管理責任者

■トヨタ九州では、役員と部⻑級で構成する環境委員会を設けて、各種環境課題の検討を⾏い
全ての部署において環境保全活動の取り組みを⾏っています。

環境保全推進員 (⼯⻑・係⻑級)

内部監査員の養成研修

■ISO14001の認証取得から継続更新へ
1998年4⽉にISO14001を認証取得してから 環境マネジメントシステムのツールを活⽤して環境活動
を展開し環境保全と継続的な改善を積極的に取り組んでいます。
ISO14001:2015年版への移⾏準備を着々と進めており、環境変化に対応して戦略的な環境経営を
⾏っていきます。⼜、更新の発⾏とともに、⽣物多様性の保全、⾃然共⽣の取組みなどの地球環境の保全
に役割を果たすことで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

環境保全責任者 (部⻑級)

環境保全管理者 (課⻑級)

■環境監査
ISO14001規格の要求事項に対して当社の環境マネジメン
トシステムが適切に運⽤されているかを確認する為に定期的な
内部監査を実施しています。監査員の養成は社内環境規定
の教材を⽤いて、外部機関の講師による実績的な教育を実
施しています。

Ⅲ．環境経営

環境マネジメントシステムの充実

■環境データ
法令順守による環境測定を定期的に⾏い、法基準及び、
地域との⾃主基準値を遵守しています。
また関係省庁への確実な届出報告も実施しています。
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■環境教育の充実
従業員向けの各種教育の他に、構内に⽴ち
⼊る社外の⽅へもトヨタ九州の環境保全の取
組みを紹介し、ご協⼒をお願いする定期の教
育や、お取引先様との環境連絡会を実施して
います。

■環境⽉間⾏事の推進
毎年6⽉を『地球環境⽉間』と位置づけ、さまざまな⾏事を実施しています。

⾏ 事 内 容 対 象

環境委員⻑メッセージ 環境に対するトップの思いを表明 従業員

⾃然共⽣の認知・活動の紹介 自然共生、生物多様性の取組みを紹介 従業員

ライトダウンキャンペーン 家庭内の照明消灯による省エネ・CO2低減活動 従業員とその家族

環境講演会 外部講師による環境関連の包括的テーマで講演実施 幹部職

環境ヒヤリの防⽌活動 ⾞両運⾏前点検のミーティング実施 従業員

油モレ未然防⽌の啓発教育 社外輸送会社

環境教育受講者数

《環境講演会》
環境⽉間のメインイベントで⾏われた環境講演会は、幹部職の他に多数の従業員も聴講しました。
講師にトヨタ⾃動⾞㈱環境部の⽅をお招きして、「環境チャレンジ2050」と称して、３つのCO2ゼロチャ
レンジ、３つのプラスを⽬指すチャレンジなどについて講演いただきました。

Ⅲ．環境経営

環境マネジメントシステムの充実
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引用:トヨタ自動車㈱HPより
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■WING21※に環境コーナーを設置
２階に環境コーナーを設置しました。排⽔処理の流れや廃棄物のリサイクルの紹介、今後はCO２
低減に向けた取り組みも順次更新していく予定です。

パネルと動画にて当社での取り組みを紹介しています

※WING21
トヨタ⾃動⾞九州の取り組みを紹介するPR館

Ⅲ．環境経営

ＣＳＲ向上への取り組み

■産学連携
九州⼤学 産業⼯学コースの皆様へ会社紹介や環境
取り組みを紹介し、次世代の環境メンバーの育成に貢献
しています

見学のご予約は
会社ホームページよりご確認下さい


