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目

発表周期

本レポートは年間レポートであり、一汽トヨタの CSR レポートとしては三本目
となる。

対象期間

本レポートの対象期間は 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日であるが、内容
によってはこの期間以外も含まれる。

対象範囲

本レポートは、「一汽トヨタ」を中心に一汽トヨタの各事業体をカバーしている。
また、記述のしやすさや読みやすさを考慮し、本レポート中では「一汽トヨタ」の
代わりに「当社」や「私たち」などの呼称も使用している。
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ステークホルダーの皆様へ

ともに幸せを量産しましょう
ステークホルダーの皆様へ
平素より一汽トヨタへご支援とご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
挑戦に満ちた 2020 年、私たちは中国一汽の業務における社会的責任を果たすため、トヨタ自動車の推進する国連
の持続可能な開発目標（SDGs）に合わせ、合弁自動車企業として最先端の社会的責任体制を構築することを目標
とし、100 万台生産へ向けて飛躍的発展を遂げる決意とともに、社会的責任を果たすための戦略的展望を開きま
した。そして「顧客、従業員、社会」の角度から「豊尚（豊かで格調高い）」をテーマにした行動計画を策定し、局部か
ら体系へ、短期から長期へという社会的責任についての新しい理念を体現し、全バリューチェーンにおけるエコ
ロジカルで持続可能な発展により創造された価値を社会とわけあい、
「共創共有、幸せの量産」という企業の使命
を実践してきました。
この一年間、私たちは光に向かって進んできました。
私たちは習近平総書記が中国一汽を視察した際の重要な講
話を真剣に学習し、党中央、グループ企業の意思決定を貫徹させ、今年度の「生産と販売のスピードアップ、目標必
達」というテーマに集中し、しっかりと着実に前進してきました。2020 年、私たちの生産・納付台数は 78.15 万台、
STD の販売台数は 78.2 万台、納税額は 149.24 億元となり、逆境をはねのけてさらなる成長を達成しました。
この一年間、私たちはイノベーションの実現に向けて、品質をさらに高めてきました。
私たちは QDR
（品質、耐久
性、信頼性）という自動車製造の理念を堅持し、研究開発から調達、生産にいたるまで、全ての過程を厳格に管理
し、開発開始から生産製造、さらには品質管理にいたるまで、製品の品質向上に努めています。これと同時に、私た
ちは QDR の高い製造基準を販売やサービスにまで適用し、販売店への来店から運転にいたるまで、顧客の皆様
により良い体験をお届けしています。
この一年間、私たちはエコ社会の実現に向けて、環境保護に努力してきました。地球上の貴重な環境資源をさらに
保護できるように、私たちは製品の高性能化と環境への負荷低減の統一を目指し、また経済活動と環境保護の両
立を絶えず推し進めてきました。私たちは環境保護についての責任を自覚し、「カーボンニュートラル」戦略を推
し進め、新エネルギーの開発に資源投入を行い、
「エコ、クリーン、スマート」な新しい工場を建設し、エコカー、エ
コ社会の実現に貢献してきました。
この一年間、私たちは共同で発展するために、パートナーと協力してきました。私たちは「志を同じくするパート
ナーを尊重、信頼し、ともに事業を推進することを通して協力関係を深化させる」という考えに基づき、仕入先、販
売店と手を取り合い、誠意によって相互信頼を増進し、責任によって共通認識を達成し、協力によってウィンウィ
ンを促進しながら、業界内外で共生、互生、再生のパートナーシップを育んできました。私たちはパートナーと利
益、責任そして運命を共有する共同体として、幸せな未来を創造していきます。
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総経理

党委書記・常務副総経理

この一年間、私たちは心をひとつにし、従業員の権益を拡大してきました。私たちは「人を
もって本となす」の理念に基づき、企業の未来はひとりひとりの従業員の態度と能力にか
かっていると信じています。私たちは従業員の基本的な権利を保障し、従業員の成長に注目
し、従業員への教育を重視し、また従業員の健康と安全を守り、従業員の達成感と幸福感を高
めるべく努力しています。私たちにとって、従業員は最大の財産であり、手を取り合ってとも
に幸せを創っていきます。
この一年間、私たちは慈善を通して社会への還元を行ってきました。私たちは高度な社会的
責任感と使命感に基づき、また自動車製造業という特色を活かし、交通安全、環境保護、人材
育成と社会支援の４つの領域において、積極的に社会的公益活動を行ってきました。思いや
りで社会にぬくもりをもたらし、行動で力を結集し、さらに広い範囲と領域で、さらに高いレ
ベルで、慈善事業の推進に微力を尽くしていきたいと考えています。
中国一汽とトヨタ自動車の合弁事業の模範として、一汽トヨタは中国市場においてすでに
800 万以上の顧客と家庭の支持と信頼を勝ち得ています。新しい歴史の起点に立ち、私たちは
中国一汽代表取締役徐留平の「美しい生活、美しい外出」、また日本トヨタ社長豊田章男の「幸
せを量産しよう」という理念を行動指針とし、世界一流の、環境にやさしい、消費者の信頼を
得ることのできるサービスを提供し、自動車産業に従事する従業員、顧客の皆様、地域社会の
皆様のために美しい生活をお届けし、新しい時代の中国自動車産業のモデル転換という新た
な枠組みを切り開いていきます。
一汽トヨタは全力で前進し、皆様の期待に応えます。
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企業理念
中国の法律・文化・風俗習慣を守り、現地で公正な企業活動を行うことで、社会

出会いにとどまらず お互いを知る

に信頼され、愛される企業市民となるよう努力します。

中国の幅広いユーザーに高い品質の車を提供し、中国の車社会の発展に貢献し
一汽トヨタの事業は 2002 年に始まり、中国一汽と日本のトヨタ自動車によって設立されました。

ます。

傘下には部が 11 部、直属室 1 つ、完成車生産基地 3 か所、エンジン基地 2 か所、販売会社 1 社、技
術開発会社 1 社、物流会社 1 社の計 8 事業体を有しています。2020 年、78.15 万台を生産・納付し、
STD 販売台数 78.2 万台、販売収入 1,076 億元、納税額 149.24 億元を達成しました。

一汽トヨタは健全な企業活動を通して、現地と中国の経済発展に貢献します。

長年にわたり、当社は「中国のユーザーに、もっといいクルマづくりを」というコンセプトで、トヨ
タの先進的な生産方式と一汽の優秀な管理理念を融合させ、ヴィオスシリーズ、カローラシリー

人材育成を業務の重点とし、現代化された人材を育てるとともに、中国に根ざし

ズ、クラウン、プラド、コースター、RAV4、イゾア、アバロンなど卓越した品質の製品を生み出して

た経営の基礎を築きます。

きました。

企業構成

天津一汽トヨタ自動車有限会社（略称「TFTM」）

天津一汽トヨタ自動車有限会社
四川一汽トヨタ自動車有限会社
長春豊越会社

前

身：天津トヨタ自動車有限会社

設
製

立：2000 年 6 月 | 生産能力：62 万台
品：ヴィオスシリーズ、カローラシリーズ、クラウン（生産停止）、
アバロン、イゾア

完成車

天津

一汽トヨタ技術開発有限会社（略称「FTRD」）
設

立：2012 年 11 月

天津一汽トヨタエンジン有限会社（略称「TFTE」）
天津一汽トヨタエンジン有限会社
一汽トヨタ（長春）エンジン有限会社

設
製

エンジン

立：1996 年 5 月 | 生産能力：54 万台
品：NR エンジン、
ZR エンジン、1.2T エンジン

同方環球（天津）物流有限会社（略称「TFGL」）
設

一汽トヨタ技術開発有限会社

一汽トヨタ

研究開発

立：2007 年 7 月

長春豊越会社（略称「SFTMCF」）

長春

設
製

立：2003 年 7 月
品：RAV4

|

生産能力：10 万台

一汽トヨタ（長春）エンジン有限会社（略称「FTCE」）
一汽トヨタ自動車販売有限会社

設
製

販売

成都
同方環球（天津）物流有限会社

物流

北京

四川一汽トヨタ自動車有限会社（略称「SFTM」）
前

身：四川トヨタ自動車有限会社

設
製

立：1998 年 11 月 | 生産能力：5 万台
品：プラド（生産停止）、コースター

一汽トヨタ自動車販売有限会社（略称「FTMS」）
設
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立：2003 年 7 月 | 生産能力：10 万 8,000 台
品：TNGA2.0 エンジン、6ZR エンジン

立：2003 年 9 月

06

一汽トヨタ 2020CSR レポート

組織図

製品概要

一汽トヨタは傘下に 12 の職能部門、8 社の事業体があり、天津・成都・長春・北京の 4 か所に位置
しています。

天津拠点

一汽トヨタ

紀律検査工作部

党群工作部（労働組合）

情報システム部

生産効率向上
プロジェクト推進室

品質保証 部

生産管理部

調達部

財務管理部

経営企画部

総務人事部

会社総経理室

生産・製造技術部

ヴィオス

カローラ

イゾア

アバロン

2ボックス

ガソリン

ガソリン

ガソリン

3ボックス

ハイブリッド

純電気

ハイブリッド

クラウン（5月生産停止）

プラグインハイブリッド

長春拠点

RAV4
天津

成都

ガソリン

北京
一汽トヨタ自動車販売有限会社

四川一汽トヨタ自動車有限会社

一汽トヨタ（長春）エンジン有限会社

長春豊越会社

同方環球（天津）物流有限会社

一汽トヨタ技術開発有限会社

天津一汽トヨタエンジン有限会社

天津一汽トヨタ自動車有限会社
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長春

ハイブリッド

成都拠点

コースター

輸入車

プラド（5 月生産停止）

ヴェルファイア
ハイブリッド
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沿革

2002

2007

2011

天汽と一汽が合併

新型コースター発売

一汽とトヨタが人民大会堂で提携調印式

カローラ発売

一汽とトヨタが戦略的協力協定を締結

ランドクルーザー（LC200）発売

2018

2014
新型カローラ発売

新型プリウス発売

イゾア（初代 TNGA 車）発売

2020

ヴィオス（初代乗用車）発売

2004

2009

2012

RAV4 発売

カローラ発売

2016

一汽トヨタ体系資本統合完了
一汽トヨタ新エネルギー支社プロ

新型 RAV4 発売

新型カローラ発売

ジェクト始動

新型クラウン発売

2005

イゾア EV
（初代純電気自動車）
発売

2008

2015

2019

新型クラウン発売

カローラプラグインハイブリッド E+（初代

レイツ発売

プラド 2.7L 発売

新エネ車）発売

プリウス（初代ハイ

カ ロ ー ラ（ハ イ ブ リ ッ ド

アバロン＆ハイブリッド（TNGA フラッグ

ブリッドカー）発売

カー）発売

シップカー）発売

クラウン発売

新型ヴィオス発売

新型カローラ＆ハイブリッド発売

2003

天津一汽トヨタに社名変更
プラド発売
ランドクルーザー発売
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2010

新型プラド発売
新型レイツ発売

2013

新型 RAV4 発売

2017

新型 RAV4＆ハイブリッド発売

ヴィオス FS（初代ハッチバックセダン車）発売

新型ヴィオス発売
トヨタスポーツカー 86 を輸入・販売
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CSR特集

製品の受賞

特集１ 栄誉から2020年CSRの歩みを振り返る

製品

授与機関

アバロン

中国2020年年間車種

自動車族

アバロン

年間ノミネート車種

中央広播電視総台

アバロン

年間中・高級車

北京青年報

アバロン

年間中・高級車

北京晩報

アバロン

年間最も期待できる新車

当代自動車報

アバロン

2020年期待できる乗用車賞

経済観察報

アバロン

2020年中国新車品質研究（IQS）市場カテゴリー
第３位

J.D.パワー

アバロン

2020年自動車ユーザー満足度（CACSI）評価市場
カテゴリー第1位

中国品質協会

アバロン

人民匠の心製品賞

人民網

アバロンハイブリッド

SCA 2020ベスト10車種

新浪網

カローラ

年間ベストセラー乗用車

中国自動車報

カローラ

年間コンパクトカー

中国自動車報

カローラ

2020年度高品質ハイブリッド乗用車

新京報

カローラ

2020年度技術成績最優秀コンパクトカー

情報時報

カローラ

紫檀賞・2020中国自動車残価率ランキング

58自動車

新型カローラハイブリ
ッド

年間スーパー自動車

新京報

イゾアEV

年間イノベーション安全大賞

自動車・運転メンテナ
ンスメディア

プラド

2020年自動車ユーザー満足度（CACSI）評価市場
カテゴリー第1位

中国品質協会

RAV4

鋒睿技術大賞

自動車時尚報

RAV4

年間人気の中型SUV

都市快報

天津一汽トヨタ自動車有限会社が国家級「グリーン工場」認証の称号取得

RAV4

合弁会社コンパクト型SUV第1位

車質網

天津一汽トヨタ自動車有限会社が中国社会的責任（CSR）100 人フォーラム「公益慈善賞」受賞

RAV4

年間最優秀中型SUV

自動車生活

一汽トヨタが中国赤十字基金会「人道公益事業パートナー感謝状」
（新型コロナ肺炎根絶寄付金への感謝状）授与

RAV4

年間コンパクトクラスSUV大賞

捜狐自動車

RAV4

紫檀賞・2020中国自動車残価率ランキング

58自動車

ヴィオス

紫檀賞・2020中国自動車残価率ランキング

58自動車

ヴィオス

2020年自動車ユーザー満足度（CACSI）評価市場
カテゴリー第1位

中国品質協会

企業の栄誉

トヨタ世界カスタマーサービス
スキルコンテスト特別金賞

多国籍企業地域本部

中国品質協会販売満足度、アフターサービス
満足度2冠

常務理事企業

天津市製造業トップ100企業
第２位

グリーン発展指数優秀企業

天津市トップ100企業
第４位

「トヨタ世界カスタマーサービススキルコンテスト特別金賞」
（6 年連続）
アフターサービス満足度（CSI）第 1 位
販売満足度（SSI）第 1 位
「2020 年自動車企業グリーン発展指数優秀企業」
多国籍企業地域本部
中国自動車工業協会第９期理事会常務理事企業
天津市製造業トップ 100 企業第 2 位
天津市トップ 100 企業第 4 位
四川一汽トヨタ自動車有限会社および長春豊越会社が中国発明協会「発明創業賞－プロジェクト賞」銅賞受賞

一汽トヨタが中国赤十字基金会「天使に感謝・傑出した人道貢献」賞受賞
一汽トヨタが天津市人民政府「節水型企業」に選ばれる
一汽トヨタが中国一汽「2020 年増収・節約攻略戦の先進企業」となる
一汽トヨタが 2020 年度「平安一汽」建設先進企業となる
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賞/栄誉
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「中国は国の自主的な貢献の力を強め、より有力な政策と措置をとり、2030 年までのカーボンピークアウ

特集2

グリーンで未来をリード、
新しいエコロジーで
「カーボンニュートラル」
をサポート

ト達成と、2060 年までのカーボンニュートラル実現を目指しています。各国はイノベーション、協調、グ
リーン、開放、共有という新たな発展理念を確立し、新たな科学技術革命と産業変革の歴史的なチャンスを
つかみ、コロナ後の世界経済の『グリーンな復活』を推進し、持続可能な発展の強大な力を集めなければな
りません。」

「双炭」
（脱炭素化に向けた 2 つの目標）計画の下、CO₂排出のピークアウトとカーボンニュートラ
ルは世界の重要な共通認識となっています。中国のカーボンニュートラルの目標達成の考え方は

2020 年 9 月 22 日

次第に明確になり、注目を集める焦点となっています。気候変動への対応は、自動車業界の持続可

第 75 回国連総会における習近平総書記の一般討論演説での談話

能な発展のための内側からの要求であり、自動車メーカーが自主的に担うべき、人類という運命
共同体を構築するための責任でもあります。一汽トヨタは行動によって社会的責任を明らかに
し、CO₂排出削減の先頭に立ちます。

全面的に統率し、
CO₂排出削減の方向性を示す

全面的な推進で、CO₂排出削減の実施を保障
「第 13 次 5 か年計画」期末から、当社の各事業体は引き続きグリーン電力プロジェクトの導入を行い、天津地区
15％、長春地区 22％、成都地区 80％となりました。2021 年初めに、自主的な CO₂ 排出検査を行い、一汽トヨタの
2020 年 CO₂排出総量は約 62 万トンで、2025 年にピークアウトを実現すると予想されます。

2020 年、
「双炭」計画に対し、一汽トヨタの双方の株主は同時に行動し、カーボンニュートラルの
タイムスケジュールを提出して、前倒しでの目標達成に取り組みました。当社は「双炭」計画を積
極的に手配し、CO₂排出業務グループを設置し、
「３期発力、2 消１購」という方針によって、法規・
標準、グリーンエネルギー利用、工程・技術路線などの面から研究を行い、CO₂排出削減のルート
を設定しました。技術の刷新から入り、ソーラーパネル発電、排出権取引などに着手し、全面的に
「双炭」業務を効果的に実施し、長期目標の予定通りの達成を確保しました。

中国におけるトヨタ自動車のカーボンニュートラル初期プラン

グリーンエネルギーの使用
ソーラーパネル発電プロジェクトを行い、2020 年末現在、新
一工場（11 MW）、泰達工場（11 MW）、天津一汽トヨタエン
ジン有限会社（7.4 MW）、一汽トヨタ（長春）エンジン有限
会社（4.6 MW）、一汽トヨタ技術開発有限会社（1 MW）、合
計 35 MW を発電し、年間発電量は 4200 万 kWh となり、毎
年電力費 252 万元を節約し、CO₂排出量を 3.1 万トン削減し、
標準炭換算で約 5200 トンを削減すると予想されています。

電動化車種ラインナップのさらなる充実

CO₂排出削減技術の向上

回収と CO₂排出削減の推進

電動化車両（HEV を含む）は総販売量の 50％に達します。

地中熱ヒートポンプ、空気熱

電池のグリーン回収を推進

ヒートポンプ、余熱回収など

し、材 料 の 回 収 と 再 利 用 効

全ライフサイクルを視野に入れた CO₂排出削減の推進

の省エネ技術を導入し、効果

率 を 高 め、電 気 自 動 車 全 体

的にエネルギー消費を削減

の二酸化炭素排出を削減

し、確実に省エネ・CO₂排出

し、循 環 型 経 済 の 発 展 を 促

削減業務を推進しました。

進しました。

2025 年、トヨタは中国で電動化車両を 30 種以上導入します。その際、世界でのトヨタの

新工場および研究開発分野において、廃棄物の削減、グリーン電力の使用など CO₂排出
削減を促進します。使用済電池の回収再利用業務を発展させます。中核都市から、グリー
ン電力の使用推進を始めます。
より開放的な姿勢で中国企業と協力

2021〜2025 年は当社にとって技術蓄積期です。日常のエネルギー節約活動の推進を続け、工業生産技術革新の導

ハイブリッドおよび水素燃料電池システムの輸出を拡大します。さらに電動化車両の中

入、ソーラーパネル発電の全面的推進、余熱回収、ヒートポンプ技術、蓄エネルギー技術の導入などにより、CO₂

核部品の現地生産を実現します。

排出削減技術の備蓄に力を入れ、今後毎年 6 万トンの CO₂排出削減をサポートします。2021 年初め、一汽トヨタ
泰達工場、新一工場、長春豊越会社はエネルギー改善活動を行い、日常の非生産部門のエネルギー管理から、生産
部門のエネルギーの合理的利用と可視化管理などの面で、揮発・蒸発・流出・漏洩をなくし、エネルギー使用を

当社は国の省エネ・環境保護、新エネルギー、コネクテッドなどの政策に応え、カローラプラグイ

最適化しました。2021 年 6 月、日本のトヨタ生産技術部主導による省エネ技術の同時導入を実施し、会社の生産

ンハイブリッド乗用車とイゾア純電気 SUV を先頭に、全国で率先して「中華人民共和国工業情報

技術部門も同時に集中実施し、各工程内で実施可能性について全体調査を行いました。また、長春豊越会社、一汽

化部令」
（第 39 号）の求める新エネルギー車の生産資格を取得し、燃料電池バスの参入プロジェク

トヨタ（長春）エンジン有限会社の地中熱ヒートポンププロジェクトも、順調に実施中です。

トを進め、2022 年北京冬季オリンピックにクリーンエネルギー車を確実に提供するための準備

13

を行っています。アバロン、クラウン、新型カローラ、イゾアなど 25 種のハイブリッドまたは純電

遠い未来まで初心を守り、使命を真摯に実行する。今後、一汽トヨタは全ライフサイクル、全産業チェーンおよび

気自動車の先進技術を完成し、
「国６」
（中国最新の排ガス基準）の製品公告、
「3C 認証」
（中国強制

全エコシステムという多元的角度から、各方面と協力して「双炭」の目標に向けて邁進し続け、全社会が 1 日も早

性認証制度）などの要件を前倒しで満たしています。

く低炭素ないしは脱炭素の目標を果たし、グリーン発展を実現するよう、サポートします。
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交通安全

CSRマネジメント

環境保護

児童の交通安全に対する家庭・学
校・社会の関心を高め、より広範囲
に子どもに優しい外出環境を構築
し、子どもが安心して成長できるよ
うに、日々寄り添っていきます。

11

住み続けられる
まちづくりを

15

社会的責任を果たすことは、企業の持続可能な発展の重要な基礎で
す。一汽トヨタは「中国の幅広いユーザーに高い品質の車を提供し、
中国の車社会の発展に貢献する」という願いを胸に、引き続き CSR
マネジメントを強化し、企業の生産経営を有機的に融合させ、ステー
クホルダーの関心に確実に応え、CSR を質が高く、持続可能な企業

陸の豊かさも
守ろう

13

持続可能な発展を導く航路標識
人材育成

4

1

質の高い教育を
みんなに

人材育成に関する公益慈善活動に
力を注ぎ、学校建設や学校内の設備
を援助することで、実際の行動によ
り使命を果たしています。思いやり
ある学習のサポートを行い、経済的に困難な学生
の希望に光を灯します。
「留守児童（出稼ぎ家庭の
家に残された子ども）」を思いやり、愛のぬくもり
を贈ります。

の発展を導く航路標識とします。

経営と環境保護を両立させ、一連の環
境保護公益活動を実施すると同時に、
国連が掲げる持続可能な開発目標
（SDGs）に積極的に取り組み、陸上生物
の保護分野へも目を向け、特定区域内
生態環境を中心に、生物多様性保護活
動を行い、エコなコミュニティを守っ
ていきます。

気候変動に
具体的な対策を

社会支援

貧困を
なくそう

常に社会の公益事業に関心を持ち、社
会に還元するという意志を曲げずに
多くの公益慈善活動を継続し、切迫し
た困難に直面した方々のサポートを
行い、困難に直面した方々が引き続き上を向いて生
活できるよう、エネルギーを与えられるよう努力し
ます。

CSR組織と融合

実質的課題分析

当社は CSR マネジメントシステムを絶えず整備し、組織の保障を強化し、会社のトッ

当社は CSR と企業の生産経営を有機的に融合させ、国内外の CSR のマクロ環境を分析し、業界の先進的な経験

プがリードする CSR 推進組織を確立します。社会的公益に焦点を当て、交通安全、環
境保護、人材育成、社会支援の 4 大分野に着目し、内外のステークホルダーと手を取
り合い、責任を履行し、社会に貢献し、力を集め、ぬくもりを伝えます。

によるベンチマーキングに基づき、ステークホルダーと向き合い、CSR の実質的課題調査研究を踏み込んで行
い、議題の識別と選別を通じて、実質的課題分析の 2 次元マトリックスを作成し、会社が社会的責任事業を行い、
CSR レポートを作成するために、有力な参考となる根拠を提供しました。

一汽トヨタ2020CSRレポートの実質的課題分析
100%

外部のステークホルダーに対する重要性

CSR推進組織と体系
一汽トヨタ社会的責任業務指導委員会

一汽トヨタ社会的責任業務グループ

委員長：総経理、常務副総経理
委 員：各副総経理

業務グループは会社総経理室
に置き、委員会の事務機関とする
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30%
20%
10%

一汽トヨタ社会的責任メンバー企業

0%
0%

責任計画、意思疎通、指標管理、
成果評価などの業務に参加
2

一汽トヨタ各事業体

3
4
5
6
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9

15

20%

30%

40%
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60%

70%

80%

90%

100%

一汽トヨタに対する重要性
1

一汽トヨタ職能部門

10%

企業の社会的責任管理
党建設指導
誠実な経営
コンプライアンス
市場での成績
製品の高い品質
顧客体験の向上
顧客の権益保障
先進的製造技術

10
11
12
13
14
15
16
17
18

技術革新
ドライバーと乗客の安全保障
従業員の権益保障
安全な生産
労働安全衛生
従業員研修体系の整備
従業員の幸福感向上
環境とエネルギー管理
グリーンバリューチェーン

19
20
21

22
23
24
25
26

環境に優しい工場の建設
廃棄物管理
低消費エネルギー・
新エネルギー車の生産
環境に優しい事務作業
カーボンニュートラル対策
仕入先管理
仕入先の改善への支援・援助
販売店管理

27
28
29
30
31
32

販売店の能力向上支援
業界の発展推進
交通安全
環境保護
人材育成
社会支援
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CSR の意思疎通と伝達

意思疎通の橋を架ける

CSR の理念はすでに当社の企業文化に刻み込まれています。同時に、当社は定期的に
CSR レポートを発行し、CSR コラムを開設し、CSR 活動を組織・参加し、ステークホル
ダーに CSR の理念を伝え、社会からの関心に応え、無言のうちにステークホルダーと
ともに社会的責任を果たしています。

ステークホルダーの期待と関心に、速やかに効果的に応えるため、当社は情報開示関連管理制度体系
を整備し、情報公開度と透明度を拡大しました。
「 2 本並行」のコミュニケーションルートを確立し、オ
ンラインでは公式サイト、WeChat、ウェイボーを主体に、企業のリアルタイムの責任履行状況を公表
しました。オフラインでは従業員代表大会、懇談会、プレスカンファレンス、仕入先・販売店大会、定期
的な訪問など様々な形式の多様な交流活動を行い、積極的な行動とクイックレスポンスでステークホ
ルダーの信頼と支持を得ています。

CSR レポートの発行
2020 年、当社の CSR レポートの作成・発行は連続 2 年目になりました。レポートの内容は一汽

ステークホルダー

主な関心ポイント

主なコミュニケーション方式

主な対応措置

トヨタ各事業体の情報をカバーし、2019 年の一汽トヨタの CSR 分野における責任履行状況と実

株主

· 持続的で安定した投資リタ
ーン
· タイムリーな情報開示
· コンプライアンスに則った
経営

· 董事会
· トップ懇談会

· 業務レベルの向上、業界のトップ
としての地位を強化
· 定期的な情報開示
· 内部のコンプライアンス体系
を整備

従業員

· キャリアパスの構築
· 豊かな給与・福利厚生
· 健康・安全保証体系の整備

· サイト、公式アカウント、
内部刊行物
· 労使懇談会
· 従業員代表大会

· 従業員雇用、昇級などの内部
管理制度の整備
· 従業員に仕事と生活保障を
提供
· 従業員の暮らしを豊かにする

仕入先

· 公平・公正・公開された
調達プロセス
· 時間通りに契約を履行
· 企業の成長を牽引し、
ウィンウィンを実現

· 調達、入札募集公告と公示
· 定期的な意見交換による
品質への要求
· 仕入先総会

· 調達プロセスの透明度を保証
· 時間通りの支払いを保証
· 仕入先との意思疎通・交流を
促進
· 仕入先の成長を援助

販売店

· 質の高い製品とサービス
· 直ちに顧客の要求に対応

·
·
·
·

· 製品品質の管理を強化
· 全面的なサービス対応制度
確立
· 顧客クレーム処理手順の整備

消費者

· 製品の品質

· モーターショー、
プロモーション活動
· 満足度調査
· WeChat、ウェイボー

· クレーム・意見への対応
· クライアントレビュー
· 製品リコール

政府

· 地方と周辺の産業の発展を
牽引
· コンプライアンスに則った
経営
· 法に従った納税

· 政府会議
· 定期的訪問
· 政府の監督検査

· 職位の提供、税収への貢献
· 政府の監察業務への協力、
内部のコンプライアンス観察
制度の整備
· 法律法規の遵守

コミュニティ

· コミュニティの発展を支援
· 公益活動への参加

· コミュニティ代表との
意思疎通
· 公益ボランティア活動

· 密接なコミュニケーションを
維持
· 公益的な寄付とコミュニティ
への支援

· 交流協力
· 情報開示

· サイト、WeChat、
ウェイボー
· ニュースブリーフィング
· オフラインイベント

· 業界標準制定への参加
· 交流と協力
· ニュース発表と世論管理

績を振り返り、一汽トヨタの CSR の理念と実践を系統的に示し、各ステークホルダーとの意思疎
通を強化し、一汽トヨタの愛によって「ヒト · クルマ · 社会」の調和の取れた発展を目指す自動車
メーカーとしての責任を明らかにしました。
「中国 CSR レポート格付け専門家委員会」の評価によ
り、
このレポートは初めて 5 つ星の栄誉を獲得しました。

一汽トヨタ2018〜2019年CSRレポート

CSRの栄誉を振り返る

業界団体
社会団体
メディア
中国社会的責任
（CSR）
100 人
フォーラム 2020 CSR 金牛賞
「公益慈善賞」
受賞
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中国赤十字基金会「人道
公益事業パートナー感謝
状」
（新型コロナ肺炎根絶
寄付金への感謝状）授与

中国赤十字基金会「天使
に感謝・傑出した人道貢
献」賞受賞

定期的訪問
満足度調査
販売店大会
販売店研修

中国一汽「2020 年増収・節約攻略戦
の先進企業」に選定
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1

励まし合って前進
幸せの土台作り
行動する者は成功し、進む者は常に到達する。当社は常に党の指導を堅持し、党の建設
を強化し、政治的判断力、政治的理解力、政治的実行力を高め続け、企業の発展のため
に強力な思想的原動力を結集させます。同時に、当社はコンプライアンス経営の意識
を強化し、誠実な経営レベルを高め、企業の末永く、健全な発展のためにしっかりとし
た基礎を築きます。

SDGs·当社の対応

3

すべての人に
健康と福祉を

10

人や国の不平等
をなくそう

当社の実績

経営契約締結

契約履行率

党内事項実施率

11,939 件

100%

100%
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党建設によって
発展力を確保

テーマ教育で発展を指導
当社は常に習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想によって頭脳を武装し、実践を指導し、
業務を推進しています。
「第一議題」
「三会一課」などの方式で、習近平総書記が中国一汽を視察さ

初心を忘れず、党建設の礎を築く。当社は習近平新時代の中国の特色ある社会主義
思想を指針とし、党第 19 回全国代表大会と第 19 期第 2 回・第 3 回・第 4 回・第
5 回全体会議の精神を深く学習し、徹底し、常に党の指導と党建設の強化を重大な

れた時の重要講話の精神を学習し、貫徹実施し、年間の「生産と販売のスピードアップ、目標必
達」という業務のメインに焦点を当て、
「党建設業務は支部まで、思想業務は班まで」を堅持し、企
業の発展促進のために精神的支柱を強化しました。

政治原則として堅持し、企業改革と発展の実践に融合させ、質の高い経営躍進を実
現するために、堅実な思想を保障します。

事例紹介

党建設と経営との融合

一汽トヨタは合同で「テーマ共産党デー」活動を実施

当社は常に正しい政治の方向性を堅持し、政治建設をリードし、経済業務を中心に、
「 双輪駆動」

2020 年 8 月、党支部の凝集力、戦闘

「一方の手で党建設を実現してチームを率い、もう一方の手で経営を掌握して発展を目指す」こ
とを深化させ、合弁企業の特徴を踏まえて、科学的な計画、理性的な決定、確実な実施を行い、
「改革、イノベーション、自立、超越」という発展構想を確立し、
「合弁企業トップに躍進する」と

力、求心力をさらに強化し、末端党
組織の戦闘要塞としての役割をさ
らに発揮させるため、一汽トヨタ弁
公室党支部は財務管理部党支部と

いうビジョンを確立しました。

合同で、50 人以上の党員を集めて

党委員会
拡大会議

党委員会
中央精神の貫徹
グループ党委員
会の要求

大沽台砲口遺跡を訪ね、
「テーマ共
産党デー」
の活動を実施しました。
一汽トヨタで行われた「テーマ共産党デー」の活動

党建設に取り組み、
作風を転換する
党建設に取り組み
チームを率いる

経営を掌握し
発展を目指す

経営発展の研究

人心をつかみ、
指標を背負う
情勢と思考を重視する

業務実施の保証

方法と要求を重視する

厳格な党内統治で風紀を正す
当社は常に「厳」をメインの基調として強調し、
「廉」のよい風紀を深化させ、清廉な党風建設と反
腐敗闘争を全力で深化させ、
「4 つの意識」を強化し、
「4 つの自信」を確固たるものにし、
「2 つの保
護」を実施し、
「5 つの強化と 2 つの促進」という業務の考え方を提起・実践し、
「122」監督体系を
整備し、監督の職責を強化し、企業の廉潔な発展を確実に保証しました。

事例紹介

「5つの必須事項」で党建設と経営との融合を促進

監督体制の整備：同じ方向へ向かい、力強く徹底した日常の監督、監督の徹底、監督

2020 年、一汽トヨタ党委員会は「5 つの必須事項」活動を行い、党支部の経済業務の重点に焦点

の定着、監督の審査、職能の監督、地方観察委員会との共同監督など、多角的、立体的、

を当て、
「思想の指導、党員の役割、清廉な規律、人々への奉仕」という 4 つの角度から組織力を

ネットワーク化された監督体制を確立しました。

高め、党支部業務と生産経営業務の一体化計画、同時推進を実現しました。
特別ガバナンスの展開：調達、マーケティング、物流など重点分野での特別ガバナン
スを展開し、63 項目を新設、整備しました。

思想の
指導

巡回視察の推進：中央の巡回視察、中国一汽党委員会の巡回視察、内部の巡回視察に
よる全体改革の一体的推進を継続的に深化させ、内部巡回視察を 3 年でフルカバーし、

「5 つの必須事項」
「1＋4」理論図
1 が 4

に働きかけ

経営が党建設を促す
4 が 1

に働きかけ

人々へ
の奉仕

経済
業務

巡回視察の機能を効果的に発揮させました。

党員の
役割

党建設が経営を促す

清廉な
規律
一汽トヨタで行われた「テーマ共産党デー」の活動
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事例紹介

一汽トヨタが党風と廉潔な政治の建 一汽トヨタ党委員会が一汽トヨタ
設と反腐敗業務会議兼警告教育大会 自動車販売有限会社党委員会に対
を開催
する特別巡回視察を実施

精緻なガバナンス構造と組織の枠組み構築
傘下子会社の取締役会をなくし、意思決定レベルを減らし、意思決定の効率を向上
させました。
本部、支社（子会社）の機能の位置づけを改めて明確にし、製造型企業から研・産・管・
販の一体化企業への転換を実現しました。
戦略的計画、事業企画、生製準、スマート製造など業務の短所を補い、組織の職能
を強化しました。
組織の規模と管理の幅を最適化し、上下で機能が重複している機関をなくし、課レ
ベル以上の 31 機関を簡素化し、簡素化率は 10％に達しました。

一汽トヨタ技術開発有限会社が廉政教育を実施
廉政教育の要求を徹底実施するため、一汽トヨタ技術開発有限会社は延べ 50 人以上を対象に、オンラインで
内モンゴル自治区紀律委員会監察委員会サイトの 3D 廉政教育展示室を視聴し、参加者の清廉な自律意識と
腐敗拒否・変質予防能力を強化しました。

一汽トヨタで開かれた体系資産統合実務キックオフミーティング

オンラインでネット上の3D廉政教育を視聴

誠実な経営
発展の礎を築く

誠実に法を遵守し、コンプライアンス管理を強化
当社は法を遵守し、コンプライアンスを守ることを根本とし、コンプライアンスに則った経営理
念を堅持し、健全なコンプライアンス管理体制の確立を継続し、法律を尊重する企業の雰囲気を
醸成し、誠実と信用を重んじ、規範的で透明な経営環境を作り、企業の持続可能な発展実現のため
に絶えず努力しています。

当社は常に改革を深化させ、潜在能力を掘り起こし、企業ガバナンス体系を整備し
ています。誠実な企業経営を堅持し、コンプライアンスに則った企業として他の模

「1241」のコンプライアンス運営体系

範となっています。リスク管理を整備し、リスク予防を強化し、企業経営の防御線
をしっかりと築いています。

監督管理およびリスク予防管理委員会という 1 つの指導体制を確立。
業務と制度という 2 つの運営体系を健全化。

改革の深化、企業ガバナンスの整備
当社は常に改革を深化させ、資産統合を推進し、一汽トヨタという法人主体の連結業務を実施し、「4 能」改
革を推進し、「4 能 4 力」の飛躍を実現しています。管理の幅を規範化し、類似の職能を統合し、間接部門を

法務管理、リスク管理、内部統制、監査業務という 4 つの監督防御線を統合。
「心の中のコンプライアンス、行動の中の正義」という 1 つのコンプライアンス文化
を育成。

簡素化することにより、一体化機構改革を実現しました。
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事例紹介
内部統制組織体系建設

一汽トヨタ、法律知識研修を実施
2020 年 4 月、一汽トヨタ労働組合は「専門職労働組合幹部法律知識研修」を行い、弁護士事務所
のベテラン弁護士を招いて講義を受けました。今回の研修には 31 人が参加し、それぞれの法律の
知識を豊富にし、法律の意識と素養を重視する企業の雰囲気を醸成しました。

業務マッチング：本部は双方の親会社をマッチングし、各子会社に対して職能管理
を行っています。
体制メカニズム：重大なリスクとなる事件の報告メカニズムと、党委員会の重大な
経営決定事項のリスク評価メカニズムを構築しています。
業務実施：リスク管理制度と内部統制評価基準を制定し、効果的に各子会社の業務
実施を指導しています。
業務組織：本部がリードして各子会社のリスク識別、評価、対策および内部統制評
価と不具合是正などの業務を統一的に行っています。

事例紹介

一汽トヨタは重大なリスク評価とモニタリング業務を継続的に実施
一汽トヨタで行われた専門職労働組合幹部法律知識研修

一汽トヨタ、調達分野のコンプライアンス建設推進会議を開催

一汽トヨタは全面的なリスク管理、専門リスクの洗い出し、重大決定事項の事前リスク評価など
の業務を継続的に徹底しています。トヨタ自動車リスク管理グローバルスタンダードに基づき、
グループ会社の要求を踏まえ、一汽トヨタに適用するリスク評価方法を次のように作成しまし
た。まず、リスクの「影響度」を評価し、
「評判」
「コンプライアンス」
「業務の連続性」
「財務」の 4 方面
から評価を行い、点数の基準は 1 点から 5 点とし、点数が高いほど影響が大きくなります。次にリ
スクの「脆弱性」を評価し、
「対応組織」
「対策」の 2 つの要素から評価を行い、点数の基準は 1 点か
ら 5 点とし、点数が高いほど脆弱性が高くなります。最後に「影響度」
「脆弱性」の評価結果からリ
スクの「重要度」を決定し、非常に高い（VH）、高い（H）、中（M）、低い（L）の 4 ランクに分けました。

大

影響度

リスクコントロールで経営リスクを軽減
当社は「内部統制強化、リスク防止、コンプライアンス推進」を目標とし、内部統制制度体
系を重点的に整備し、重大リスクのモニタリングを強化し、同時に監督評価を強化し、評価
によって建設を進め、リスクの識別と管理能力の強化を継続しています。2020年、当社は企
業内部統制関連の要求に基づき、双方の親会社の内部統制基準を踏まえ、内部統制体系の有
効性評価を行いました。評価の結果、内部統制に重大な欠陥はなく、内部統制の有効性評価
の結論に影響する要素はありませんでした。
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VH

VH

VH

VH

VH

4

H

H

VH

VH

VH

3

M

M

H

H

H

2

L

L

M

M

M

1

L

L

L

M

M

1

2

3

4

5

小
低

脆弱性

高

「影響度」
「脆弱性」の得点と「重要度」の対応関係図
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磨き上げた高品質
顧客とともに幸せを創る
君子は基本を大事にし、根本が確立すれば道が生まれる。当社は顧客の視点と、当社に
期待を寄せる顧客の立場に立ち、現在の自分を超え、絶えず生産技術を改善し、自動車
技術を研究し、新しい製品を開発し、顧客へのサービスを最適化して、変革をリード
し、顧客に幸せを量産します。

SDGs·当社の対応

9

産業と技術革新の
基盤をつくろう

当社の実績

資産総額

通年販売台数

納税総額

販売額

583億元

78.2万台

149.24億 元

1076.2億 元

一汽トヨタ 2020CSR レポート

新手法で
新たな価値を創造

リーン生産方式による自働化
当社は「インテリジェント・リーン」の理念を中心に、トヨタ生産方式（TPS）を柔軟に運用し、プ

当社は技術分野では探求を怠らず、新しい手法で新しい価値を創造します。リーン
生産方式の運用を守り、一汽トヨタ全体の製造運営管理プラットフォームを確立

ロセス分析、作業分析、動作分析などを通して、生産リズムに基づいて生産作業を行い、ムダを減
らし、生産効率を高めています。

し、情報によってヒト、モノ、設備の循環を促し、スマート生産・製造・運営を実現
し、全面的なリーン生産方式による生産の自働化を達成します。

一汽トヨタ生産・製造システム：一汽トヨタ生産・製造管理システムは生産ニー
ズを踏まえて持続的な改善と刷新を行い、プロセスの見える化、製造の自働化、工
程のリーン化、品質のデジタル化を通して、生産能力の最高レベル更新を支え続け
ています。

当社の生産方式
当社は常に TPS
（トヨタ生産方式）
を揺るがずに実践し、推進しています。
顧客の視点から出発し、

一汽トヨタ全体の製造運営管理

「ジャスト・イン・タイム」
と
「自働化」
の 2 大理念を守り、生産・製造技術の改善を続け、顧客の
ために最大の価値を創造することに力を注いでいます。
高度な計画と
スケジューリングシステム

生産計画／生産スケジューリング

製造実施システム

リーン生産システム

生産計画管理／生産過程制御

リーン経営思想、PDCA

企業資産管理システム

環境健康安全管理

TPS
顧客満足度の持続的向上

品質管理システム－
情報検査／製品追跡／品質管理

最高品質、最低コスト、最短時間
自働化

(Just in Time)

(Jidoka)

必要な時に
必要な数だけ
必要なものを

2本柱

ジャスト・イン・タイム

工程制御および自働化
業務管理システム：受注に基づく計画編成に対し、生産制限、部品生産状況を組み

人の知恵を機械に賦与
合理化された人と機械
の協力
生産工程で品質を作る

合わせ、平準化された高度な自動スケジューリングを行うことで、一汽トヨタ本部
の統一計画管理を実現し、各子会社が計画実施を担っています。業務管理システム
の応用を通して、効果的な車両在庫削減を実現しました。

< 顧客 > < 販売店 > < 販売 >

< 生産 >

< 物流 >

< 販売店 >

< 顧客 >

販売整備

納車

基礎：平準化、標準的作業、改善
受注管理
在庫管理

受注ニーズ

生産計画

需給動態バランス

生産

完成車
物流

平準化生産

少ない在庫
大量在庫所有

他企業

高品質、低コスト、短納期

JIT

需給駆動
受注管理の精密化
需給リズム全体のマッチング

長春豊越会社100万台目オフライン
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平準化生産

自働化

標準作業

作業安定

一汽トヨタ

TPS

少量の必要在庫

改善

在庫1.6～2か月

在庫0.6～0.8か月

新一工場20万台目オフライン
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リアルタイムモニタリングシステム：中央制御室はリアルタイムで生産量、在庫、
滞留、1 時間当たりの生産バランス状況などのコアデータをモニタリングし、大型モ
ニター端末での表示により、作業エリアの各生産制御・管理専門担当者がすぐに、
正確に作業エリアの実情を判断し、生産異常をスピーディに解決し、生産管理のリ

新技術で
新たな体験を開拓

アルタイムとオンライン化、透明な管理、業務のスマート化に向けて全面的に発展
電動化、スマート化、情報化、共有化といった新業態に対し、当社は一流の技術研究開発体

させています。

系を構築し、新エネルギー車戦略、コネクテッドカー戦略を中心とし、自動車業界の技術革
新を絶えず推進し、顧客に高品質なスマートモビリティの新体験をお届けしています。

研究開発業務の重視
当社は高度に研究開発業務を重視しており、中国の消費者によりふさわしい自動車製品を生み出すこと
に注力しています。一汽トヨタ技術開発有限会社は研究開発拠点として、技術革新と現地化された研究開
発のために、強力なサポートとサービスを提供しています。
2020 年、特許 22 件（発明特許 7 件、実用新案
13 件、意匠 2 件）を申請し、2019 年の特許申請数から倍増しました。

一汽トヨタは 2020 年に車種（モデル）プロジェクトおよび工場建設（生産能力増加含
む）プロジェクト計 18 件を実施：
一汽トヨタリアルタイム監視モニタリングシステム

天津拠点：新エネルギー子会社プロジェクト建設、アリオン車種導入およびTNGA 1.5Lエン
ジンなど12プロジェクト。
長春拠点：RAV4 PHEV、TNGA 2.5Lエンジンなど4プロジェクト。

事例紹介

成都拠点：生産能力増加始動、消防改造の2プロジェクト。

一汽トヨタはスマート物流ロボットを導入

事例紹介

一汽トヨタは国内トップのスマート物流仕入先と協力し、共同で設計開発を行い、部品の入庫、検
収、保管、ラインへの運搬、ボックスの返却などの場面で、大規模にスマート物流ロボットを応用

天津一汽トヨタエンジン有限会社、TNGAエンジン生産開始式典を挙行

し、ロボットのハード、ソフト、利用面で最適化・グレードアップを継続し、企業のスマート化に

2020年12月21日、天津一汽トヨタエンジン有限会社は全く
新しいTNGAエンジンの生産開始式典を挙行しました。
TNGAエンジンは天津一汽トヨタエンジン有限会社のグリー
ン製造、リーン製造の特色を体現し、設計において「2低3
高」すなわち低排出・低エネルギー消費、高動力性能・高
効率・高コストパフォーマンスを実現しました。製造工程
ではさらに先進的に、環境にやさしく、柔軟に、エンジン
の混流生産を実現しました。

向けた産業発展という戦略目標の実現を加速しています。
2020 年、一汽トヨタ泰達工場はスマート物流ロボット 100 台あまりを導入しました。そのうち、
泰達工場 2 線に導入したスマート物流ロボットは約 1,000 種の部品を 100％の精度で輸送でき、
最終組立ラインの約 200 の作業ポイントに部品の自動供給を行っています。毎年、物流と人件費
コストを約 1,000 万元節約し、部品配送の正確度は 100％に達し、物流効率が大幅に向上しまし
た。2022 年までに、一汽トヨタ泰達工場をモデルとして工場で全面的にスマート物流を試行し、
スマート化物流生産ラインを構築します。

TNGAエンジン生産開始式典

事例紹介

一汽トヨタは自主開発能力を向上し続ける

一汽トヨタのスマート物流システム
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一汽トヨタは年間を通じて、トヨタ自動車から業務を受託し、10 車種あまりの開発を行いました。
そのう
ち、中国現地を主体として開発した
「アリオン」
プロジェクトでは、デザイン、構造設計、CV 車
（性能確認車）
試作、各段階の CAE（コンピュータ支援エンジニアリング）および試験評価などの業務を完了しました。
こ
のプロジェクトを通じ、一汽トヨタの研究開発は初めてホワイトボデーの自主設計を完成させ、初めて完
成車レベルの CAE 分析を実施し、
強度、
衝突時の安全性、
熱流体、
振動・騒音、
ライトなどの性能予測分析能
力を向上させました。
これは一汽トヨタが部分改造レベルの完成車開発能力を備えたことを意味します。
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モビリティの革新

事例紹介

当社は「新 4 分野（電動化、コネクテッド化、スマート化、共有化）」ブームに対し、モビリティ市場の潜在力を深
掘りし続け、市場の動向をフォローし、投入を拡大して IoV( クルマのインターネット ) 技術と AI 技術を発展
させ、モビリティ、AI、スマートシティなどの分野におけるイノベーションのチャンスを発掘し、科学技術イノ
ベーションを使って顧客により効率的、スピーディ、良質なモビリティサービスを提供しています。

基礎データセンター：IoV の対象車種は全て車載 DCM（データ・コミュニケーション・モジュール）
設備を、中・高級装備車種では MM（車載マルチメディア）を搭載し、コントローラ・エリア・ネット
ワークを通じて車両の状態情報を収集し、専用のデータセンターを構築し、様々な角度からの分析レ
ポートを生成して、顧客にメンテナンスのアドバイスを行います。
メーカーコールセンター：顧客は車載電話またはメーカーにつながるホットラインを使って、ワン
キーでコールセンターに連絡できます。いつでもどこでも専門・専属のカスタマーサービススタッ
フが顧客に救援、予約、各種案内などのサービスを提供しています。
IoV アプリ：リモート診断、車両状況レポート、APP 機能開発を含む IoV アプリによって、車両状態
情報をリアルタイムで販売店と顧客にフィードバックし、人と車の相互接続を実現します。

一汽トヨタは品質向上攻略戦活動を全面展開
一汽トヨタは徹底してグループ会社の「831」戦略を貫徹し、「3341」行動計画の実施を指針とし、「虎躍（猛虎飛
躍）」行動をしっかりと実現し、全面的品質向上攻略戦活動を踏み込んで展開し、3 ～ 5 年の時間をかけ、百万規
模に向け、
「良い製品を作り、卓越を追求する」によって、トヨタ中国事業体の品質第一を実現します。このため、
会社は全面的品質向上攻略戦業務指導グループを設置
し、メンバーは研究開発・生産・販売、人事、党群などの
アライアンス 14 部門を網羅し、
「顧客第一、品質第一」を
目標に、十分な指導力の発揮を保障し、品質責任制度の
徹底を突破口とし、全従業員を率いて困難を克服し、顧
客の満足できる、安心・安全で高品質な製品とサービス
を提供します。
一汽トヨタ全面的品質向上攻略戦活動

製品の安全を保障
当社は製品の高品質・安全という遺伝子を受け継ぎ、安全レベルを極限に到達させ、車両の安全に関わる顧客
からのフィードバックを高度に重視し、車両安全技術の研究開発と改善を継続し、あらゆる措置で製品の安全
性能を保障します。

新製品で
新たな突破を実現
自動車メーカーとして、当社は常に
「顧客第一、品質第一」
の理念を掲げ、全従業員・
アライアンス全体での品質意識を向上させ、年間を通じた品質活動循環メカニズム
と推進体制を確立し、従業員の品質に対する認識を高めています。
会社レベルでは、
事技職
（事務職・技術職）
業務の品質向上・改善課題を推進し、工場レベルでは、そ
れぞれ特色のある製品の品質向上活動を行い、たゆまずに製品品質を高め、製品の
安全性を保障し、
質の高い製品、
安全な製品に対する顧客のニーズに応えています。

レーザースクリューウェルディング（LSW）技術：一汽トヨタ TNGA 車種は LSW 技術を採用し、溶接
スポットを増やすことでボデーの剛性を高め、ボデー剛性は最高で 65％に到達しました。
高強度なホットプレス材：一汽トヨタ TNGA 車種の主なフレームは高強度なホットプレス材を採用
しており、現在トヨタのシリーズ中、最高強度の材料です。中核部分の構造の剛性を高め、衝突後の構
造変形や大規模な車体侵食のリスクを低減します。
第 2 世代 Toyota Safety Sense：一汽トヨタの新しい TNGA 車種は第 2 世代 Toyota Safety Sense
（アクティ
ブセーフティシステム）を搭載しています。主にプリクラッシュセーフティシステム、レーンディパー
チャーアラート、レーダークルーズコントロール、オートマチックハイビームの機能を持ち、衝突を回
避することで事故を減らします。

製品品質保証
当社は高い製品品質を優れた企業の基礎と考え、
厳格な態度で、工程内で生産される全ての製品の
品質を保証しています。小さな部分から着手し、
全面的な品質制御標準を推進し、合格しない・安
全でない製品を決して次の工程に流さず、信頼で
きる自動車品質を全力で作り上げています。
2020年、当社はグループ会社の全体要求に基づ
き、顧客を理解し、競合他社ベンチマーキング分
析をベースに、品質管理体系を引き続き整備し、
「一汽トヨタ全面品質向上攻略戦」活動を深め、
体系・意識・製造・新製品・市場という5つの次
元から、計画的・段階的に1つの体系完備、4つの
体制構築、18の重点品質向上の実現を後押しし、
一汽トヨタの品質保証能力を全面的に確実なもの
としました。
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泰達工場：品質マップの整理と重大な品質問題
への監査を踏み込んで実施し、完成車の品質保証
度を向上させました。
新一工場：工程内での完成車確認活動を継続し、
流出防止体制を強化しました。再度 QA ネット
ワークを整備し、重大な品質問題発生防止体制を
整備しました。
長春工場：品質管理・製造が連携して変化点お
よび風化防止の管理を強化し、工程内ゼロ不具合
の推進を継続しました。
四川工場：未然に防ぐことを中心に、品質保証体
系を整備し、新車種を迎えました。
エンジン工場：QA ネットワーク評価活動を徹底
し、工程の保証度を確保しました。

事例紹介

一汽トヨタ「5 つ星セーフティファミリー」が「安行中国」プロ
ジェクトを応援
2020 年 6 月、国内唯一の「カーセーフティ」をテーマとする大型公益
プラットフォーム・安行中国がスタートしました。
一汽トヨタはアバ
ロン、
RAV4、
カローラ、
イゾアなどの人気車種とともに登場し、
「5 つ星
セーフティファミリー」
が
「安行中国」
プロジェクトを応援しました。
今回、一汽トヨタは
「安行中国」
の一連の活動において、展示ブースを
専門的に設置し、現場の参加者に車内・車外 360°の安全を体感し、一
汽トヨタ 5 つ星の高い安全性を知っていただきました。
バランスカー
を使って、参加者の皆様に自ら第 2 世代 Toyota Safety Sense を体験
し、
一汽トヨタの安全の魅力を直接感じていただきました。

一汽トヨタが「安行中国」プロジェクトを応援
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新サービスで
新たなニーズを満たす

事例紹介

当社は
「専門知識で車に向かい、誠意で人に接する」
というサービス理念を守り、心を込め
たサービス、真心のサービス、新しいサービスを行っています。
顧客の声を聞き、顧客の
ニーズをつかみ、顧客の体験を向上させるなど様々な対応で、全バリューチェーン体系を
絶えず深化させ、サービスの刷新を進め、ユーザー満足度を高めています。
当社はトヨタ世
界カスタマーサービス金賞を 6 年連続で受賞し、中国品質協会販売満足度、アフターサー
ビス満足度の 2 冠を達成しました。

マーケティング新モデルの強化
当社は顧客を中心に、デジタル転換を手がかりに、全面的にマーケティングの刷新を進め、直接顧客に届くよう運営してい
ます。
地域担当者ツール、サービスプラットフォーム、調達管理システム、A-DMS、
「一豊拍」
アプリという 5 つのデジタル製
品を一度にリリースしました。
2020 年の新規会員は 122 万人、累計で 350 万人となり、会員アクティブ度は前年から 4％
上昇して 42％となりました。

一汽トヨタ自動車販売有限会社5Qサービスチーム、サービス品質
の向上を継続
5Q サービスチームとは、一汽トヨタ販売有限会社が作る専門サービスプロジェクトグループで、その目的は、全国販売
店 5 大サービス項目であるクイックメンテナンス（QM）、クイック修理（QR）、クイック板金塗装（QP）、クイック予約
（QB）、クイック救援（QA）を統合し、継続的改善を行って、顧客のアフターサービスにおける待ち時間を短縮し、サービ
ス品質を向上させるというものです。
2020 年、プロジェクトメンバーは販売店の最前線の現場に入り、全国の販売店とともにサービス効率と品質向上を改善
しました。QM クイックメンテナンス 2 人作業基準、QM クイックメンテナンス 1 人作業基準、新エネルギー車クイック
メンテナンス作業基準、QR クイック修理作業基
準を定め、また新メディアを利用して 5Q サービ
ス実況活動を行いました。2020 年 10 月末、5Q サー
ビスによって修理のために来店した車両は延べ
226 万台となり、現場の作業効率は 3.2％向上し、
3,300 万元以上のコストを削減し、メディアでの
拡散は延べ 2,200 万回を超えました。
QM新ツールは修理をよりスピーディに

事例紹介

アフターサービス新体験の構築

一汽トヨタがTNGAスマートファイナンスフォーラムを実施、顧客
との情報交換を強化
2020 年 7 月、一汽トヨタスマートファイナンスフォーラムが上海で開か
れました。一汽トヨタと金融・保険プラットフォームが「汎保客」マーケ
ティング体系を構築し、異なる分野の協力パートナーとの連携により、顧
客との情報交換と正確なマーケティングを実現しました。「汎保客」プ
ラットフォームのビッグデータにより、顧客の乗り換え意向の高さを手
がかりにして深掘りし、協力パートナーとのオフライン協力により、有効
な手がかりによる来店と成約実現の新たなモデルを実現しました。

当社は誠意で人に接し、顧客にアフターサービスの新体験を作ります。
情報安全防護レベルを絶えず向上させることによって、顧客のプライバシーを確実に保護します。
欠陥商品のリコール基準と制度を整備し、製品の安全リスクをなくし、顧客の安全を保障します。
クレーム・苦情の解決メカニズムを全面的に実施し、ユーザー満足度を向上させます。

顧客のプライバシーの保障
当社は厳格な情報審査・等級分け制度を設定し、顧客情報の安全を確実に保障します。定期的に販売店および関連業
務部門を対象に顧客プライバシーの安全研修を行い、全販売サイクルのプロセス制御を最適化することで、情報シス
テムのプライバシー保護をモニタリングし、潜在リスクについて直ちに審査と改善を行い、顧客のプライバシー保護
体系を確実に定着させます。
一汽トヨタTNGAスマートファイナンスフォーラム

サービス新モデルの最適化
当社はサービス方式を絶えず最適化し、誠実なサービスブランド活動を通じて、顧客との意思疎通を強化しています。
また、アフターサービス活動を実施し、顧客のニーズをつかんでいます。さらに、顧客への思いやり活動を通じて、ユー
ザー体験を向上させています。
誠実サービス活動：サービスカーニバルを 20 回実施し、参加者は延べ 7.8 万人、情報発信量延べ 40 万回、通
年のサービス活動でオーナーの口コミ 2,700 万あまりが生まれました。
アフターサービス活動：車両の全面的健康診断、車両クリーン優待サービスを通して、顧客の固定ニーズを満
たし、冬春夏の点検整備促進活動では、利用率 110％以上を達成しました。災害被害地域のオーナーには特に
配慮し、華南地域でコロナ特別思いやり活動を行い、対象車は 6,000 台になりました。
顧客思いやり活動：店頭テーマデー、カローラデー、年末オフライン体験、休日高速道路思いやり活動などを
行い、ユーザー体験を向上させました。
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5Q 実況はアフターサービスをより透明に

欠陥品のリコール
当社は常に「顧客第一」の指導方針を堅持し、「欠陥自動車製品リコール管理条例」
「欠陥自動車製品リコール管理条例
実施方法」などの関連要求を厳格に実施し、リコールの登録と実施の関連業務を積極的に進めています。リコール対象
車両のできるだけ早い修理を完了させ、リコール活動実施率を向上させるために、関連部門と協力して一連の改善措
置をとり、リコール通知の内容を厳格に遵守して徹底し、リコール活動終了後も引き続き関連する欠陥の無料修理を
行っています。

クレーム低減とクレーム対応体制の実施
当社はクレーム低減体制と「111」クレーム対応体制を構築し、クレーム・苦情の解決メカニズムを全面的に実施し、
ユーザー満足度を向上させています。
「保 2 争 1」を必達目標に設定し、各部門と販売店の協力・努力により、2020 年 5
月以降、販売・サービスのクレーム発生率は減少し、目標を達成するとともに、引き続き改善の効果を維持しています。
販売 / サービス満足度（SSI/CSI）：オンライン・オフラインの顧客の声に基づく満足度調査を改良し、顧客の声
に基づいて改善の FG 活動、すなわち総経理 CS-DAY を継続しており、活動は工場から店舗まで共同で実施して
います。工場側の「100 都市 100 店舗総経理 CS-DAY」活動によって、会社の経営管理指導者と顧客が「顔を合わせ
て」交流する場を確立しました。店舗では同時に店舗 FG 活動を実施し、販売店の自主改善メカニズムをさらに強
化しました。2020 年には、合わせて 1,300 回実施しました。
製品満足度（IQS/PQS）：「研・産・販」一体化推進体制を強化し、企画段階の商品性向上と新車種設計段階の再
発防止を進め、競合品とのベンチマーキングを実施し、確実に顧客のニーズをつかみ、さらなる改善の基礎を築
きました。
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エコを目指し
ともに幸せなコミュニティ
を描く
当社は環境と社会の持続可能な発展を目指し、製品の高性能化と環境への負荷低減の
統一に取り組み、経済活動と環境保護活動の両立を促進しています。また、グリーン管
理を展開し、低炭素モデルを構築し、全生産過程で高効率・クリーン・低炭素・循環
のエコ理念を堅持し、低炭素・グリーン経営を実践し、企業と自然の調和の取れた発
展を実現しています。

7

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

総エネルギー
消費量低減

3%

12

つくる責任
つかう責任

生産高1万元
当たりのエネルギー
消費量低減

3.5%

13

気候変動に
具体的な対策を

節水量

30万トン

SDGs·当社の対応

当社の実績
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グリーン管理
低炭素モデルの構築

環境保護技術開発
当社は環境保護技術開発に力を入れ、環境保護の新技術・新材料などの研究を行い、汚染防止新技
術、
スマート設備などを開発し、
環境保護マネジメントの実現のために技術的な基礎を築きました。

当社はグリーンな発展の長期的メカニズムを構築し、ISO14001 環境管理体系、
自動昇降フローラック：自動・半自動で手作業を代替し、作業強度を下げ、動作のムダ

ISO50001 エネルギー管理体系などの確立により、国家標準と業界規範が相互補完
する一汽トヨタ標準体系を構築し、環境エネルギー管理業務の着実な推進を指導し

をなくしました。2020 年 11 月 19 日現在、すでに作業時間を 0.5 時間 / 日、配送頻度を

ています。
環境管理組織を整備し、環境保護技術と方法を研究・実施し、企業の環境

3 回 / 日節約し、耐荷重作業を 1,120kg/ 日なくし、作業効率を効果的に高めることがで

保護・低炭素モデルを模索し、
環境保護業務への責任履行能力を向上させています。

きました。
プロペラシャフト専用搭載装置：「無動力」により重力でプロペラシャフトをロック、固

環境マネジメントシステム

定することによって滑落を防ぎ、動滑車装置とガイドレールを用いて省力化を実現しま

当社は一汽トヨタ環境エネルギー委員会を設置し、環境保護業務の統一的指揮と協調を強化し、

搬中の安全リスク、運搬効率が低い、作業時間が長いなどの問題を解決します。

す。また、台車の移動とプロペラシャフトの移動によって、作業者の作業強度問題や、運

環境管理方針・戦略・目標を制定・実施し、環境保護の競争優位性を高めて、グリーンで持続可
ボルト自動仕分け計数器：近距離組立、自動計数、1 台あたりの使用量仕分けなどの措

能な発展のできる企業を建設しています。

置によって、作業者のムダ歩行と作業困難をなくし、手作業でのボルト計数に費やす時
間を 196.8H/ 年減らし、1 台当たりの使用量を 100％保証できました。

委員長
総経理、
常務副総経理

副委員長

環境事務局

生産副総経理、その他関連部門の副総経理

局長

事例紹介

生産管理部長

グループ長 安全室長、課長
メンバー

環境グループ担当、エネルギーグループ担当

四川一汽トヨタ長春豊越会社の塗装技術を改善、危険廃棄物排出
を大幅に削減
塗装現場で塗装中に発生する危険物と揮発性有機化合物を減らし、環境に優しい企業を建設する

開発設計（車内 VOC）
業務グループ

生産物流業務グループ

仕入先業務グループ

販売回収再利用
業務グループ

社会貢献
業務グループ

事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

一汽トヨタ技術開発
有限会社開発支援部

一汽トヨタ生産管理部
安全室

一汽トヨタ調達部

一汽トヨタ自動車販売
有限会社

一汽トヨタ会社
総経理室

制御を実現し、新型微細粒化技術を採用して、塗装ノズルとボデーとの距離を近づけ、また、より

メンバー

メンバー

メンバー

メンバー

精確な塗装幅の制御により、塗料の付着率を 83％にまで高め、これにより確実に揮発性有機化合

完成車会社
エンジン会社
物流会社

全仕入先

全販売店

一汽トヨタ会社
総経理室

メンバー
一汽トヨタ技術開発
有限会社各部門

ため、四川一汽トヨタ長春豊越会社の塗装現場では、ドライブースと IX 塗装技術改造を行いまし
た。ドライブースの危険物排出量は従来から 80％削減され、環境保護の実績を著しく向上させま
した。同時に導入された IX 塗装技術は、塗装ロボットの塗装ルートの精密化、塗料噴出量の精密

物の排出量を低減しました。

環境管理体制の徹底実施：政府と中国一汽の要求に基づき、環境保護情報システムを構築
し、オンラインモニタリング設備を導入してネットワーク化し、常に環境保護情報を更新して
います。
考査賞罰制度の構築：環境保護アイデア改善提案奨励制度を設置し、改善効果に基づいて
インセンティブを与えています。環境保護ポイント制度を構築し、年末に環境委員会から年
間ポイント上位 20 位までの従業員を表彰します。

ポップサイエンスミニ知識

ドライブース

IX塗装技術

【ISO150001 エネルギー管理体系】国際標準化委員会の作成する世界共通標準で、その目的は
システム化、データ駆動、事実に基づいたプロセスの提供を通じて、組織がエネルギー効率・エ
ネルギー使用・エネルギー消費など、エネルギー使用実績の継続的な改善に必要なシステム
とプロセスを確立できるようにするというものです。
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グリーン生産
環境保護のボトムラインを守る
高効率・クリーン・低炭素・循環というグリーン生産の理念の下、当社は製造の研究開発、
生産技術などの面から踏み込んだ研究と分析を行い、自働化率向上、TNGA の新規導入、
無害化原料への転換、新エネルギー拡大などから着手して、エネルギー最適化管理を強化
し、自動車の全生産過程において環境への影響を減らし、グリーン生産の実現、グリーン
産業構築に貢献しました。

グリーンサイクル
当社は環境のニーズ、時代のニーズ、未来のニーズを十分考慮し、環境保護の理念を製品の全ライフサ

事例紹介

一汽トヨタが新エネルギー支社プロジェクトを始動
産業のイノベーションとレベルアップを牽引
2020 年 6 月 29 日、一汽トヨタ新エネルギー支社プロジェクトが中国－シンガポール天津生態城で始動しまし
た。
このプロジェクトは、一汽トヨタが双方の親会社の電動化発展戦略を実現するための重要な措置であり、一
汽トヨタが新エネルギーに本腰を入れ、モデル転換とレベルアップ、発展加速の新しい時代に入ったことを意
味します。
新エネルギー支社プロジェクトは 2022 年 6 月に完成・稼働の予定で、高自働化・高フレキシブル化・高品質で
スマート製造を保障し、省エネ・CO₂排出削減、グリーン環境保護でグリーン製造を実現し、最高の生産工程と
技術でイノベーション製造を推進します。
新エネルギー支社プロジェクトの始動により、年間工業生産額 500
億元増、納税額 30 億元増を見込んでいます。
同時に、新エネルギー産業クラスターを徐々に形成し、天津ないし
全華北地域経済の質の向上とスピードアップのための強力なエンジンとなります。

イクルに一貫して適用しています。製品の品質と環境への効果が高いというダブル設計基準に従い、低
汚染で再生可能な材料を選び、健康・省エネ・環境保護型の製品を生産し、環境性・機能性・経済性の
統一を実現しました。

グリーン設計
当社は製品のコンセプト設計段階からグリーン理念を取り入れ、研究開発・調達・製造・物流の各段
階で、グリーンで生態環境に配慮した設計能力を向上させています。
一汽トヨタ新エネルギー支社プロジェクトが始動

グリーンサプライチェーン
当社はサプライチェーンにおいて環境と資源効率の責任ある管理を総合的に考慮し、製品の材料取得・
加工・保管・使用から廃棄処理までの全てのプロセスにおいて、環境への影響が最も少なく、資源効率
が最も高くなるようにしています。

グリーン製品
当社は常に製品の環境への影響に注意し、エネルギーの低炭素化を支援するという前提で、視線をより
長期的な未来における環境に優しいクリーンエネルギーに向け、スマート化されたコア技術の育成と
産業配置を加速させ、グリーン製品の生産のスピードを上げています。

事例紹介

一汽トヨタ純電気自動車イゾアEVオフライン
2020 年 5 月 11 日、イゾア EV が一汽トヨタ新一工場で正式にオフラインしました。これはトヨタブラン
ドが中国で販売する最初の純電気自動車で、また一汽トヨタが新エネルギー市場に進出する最初の車種
でもあります。このオフラインは、一汽トヨタ新エネ

省エネ・CO₂排出削減
当社は気候変動に積極的に対応し、省エネ・CO₂排出削減業務をより深く展開し、環境マネジメントを強
化し、環境マネジメント業務と生産の全過程・生産経営管理とを結合させ、様々な措置によって各段階の
エネルギー消費削減、汚染物質排出削減、ムダの解消に取り組み、環境マネジメントシステムの運営効率
を全体的に向上させました。
2020 年、当社は汚染防止、省エネ・エネルギー消費削減に関する政府の政策・法規に厳格に基づいて業
務を行いました。全社の積極的な取り組みにより、1 年間の省エネ・CO₂排出削減 KPI はグループの年初
の設定目標を達成しました。そのうち、COD は目標より 15％、VOC は 13％、危険廃棄物は 13％、エネル
ギー消費は 13％削減することができました。

2020年、一汽トヨタは環境保護に5,681万元を投資
環境改善プロジェクト投資

1,029 万元

処理施設運営費

1,040 万元

危険廃棄物処理費

3,186 万元

環境モニタリング費

142 万元

環境「3 同時」評価プロジェク

225 万元

環境保護税

59 万元

ルギー戦略実施の重要な成果であり、一汽トヨタが新
しい発展段階に進んだことを意味します。
イゾア EV はトヨタの成熟した「三電技術」に基づいて
作られ、軽量で効率の高いパナソニック角形リチウム
イオン大容量電池とアイシン永久磁石同期高出力
モーターなどのコア技術部品を搭載し、高い操作性と
同クラスをリードする性能を持ち、ユーザーに安全・
安心なモビリティ体験をお届けします。
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環境保護とエネルギー消費削減を促進

廃水管理：廃水管理業務を重視し、廃水の高度処理を行い、基準に達した廃水の排出

当社は、環境保護とエネルギー消費削減の緊急性と重要性を深く認識しています。環境保護面で、

を確保しました。四川一汽トヨタ自動車有限会社は、中水再利用改善を継続実施し、

天津一汽トヨタ自動車有限会社と天津一汽トヨタエンジン有限会社は、
「国５」に対応した物流車

できる限り水資源の消費を減らしました。生産や暮らしで生まれる廃水は、会社の汚

466 台と電気フォークリフト 13 台に切り替えました。各完成車工場では主な塗料、洗浄剤、接着剤

水ステーションで処理し、国の排出基準を上回ってから排出し、一部はROフィルター

などを調査し、より環境に優しい低 VOC 塗料に切り替えました。エネルギー消費削減の面で、一

濾過で生産や緑化に再利用し、中水再利用能力は30％に達しました。

汽トヨタはエネルギー消費総量削減を重点に、省エネの技術と方法を総合的に活用し、省エネ設
備の使用、省エネ措置の実施、エネルギー消費削減管理、エネルギー消費削減の取り組み改善など
により、省エネとエネルギー消費削減を促進しました。

廃ガス管理：生産過程で生まれる廃ガスを全面処理し、継続的な資金投入で技術をレ
ベルアップし、VOC処理技術を導入し、生産過程での廃ガス排出を効果的に削減しま
した。四川一汽トヨタ自動車有限会社は積極的に低NOXボイラーの改良を行いまし
た。以前のボイラー16台を廃棄し、低NOX蒸気ボイラー9台、低NOX熱水ボイラー3台

事例紹介

を導入しました。以前の熱水ボイラー3台全てを低NOX燃焼器に交換し、最終的に廃ガ
ス排出目標を達成しました。

一汽トヨタ泰達工場で「3 改 6 化」エネルギー管理を実施
一汽トヨタ泰達工場はエネルギー管理面で
「3 改 6 化」
業務の考え方を打ち出しました。
つまり、エネル

廃棄物排出：各種廃棄物の分類処理と総合利用を行い、危険廃棄物を処理資格のある
企業に引き渡して処理しました。長春豊越会社は先進的な塗装技術を導入し、塗装Aラ
インワニスラインのドライブース改造を行い、新たにBラインドライブースを設置し、

ギー使用構造の改変、エネルギー使用設備の改良、管理体制の改革と、熱除去化、
グリーン電力化、
シ

超高度塗装ロボットに交換しました。これにより危険廃棄物処理量は1台あたり80％低

ステム化、
高効率化、
情報化、
精密化です。
この他、
実践の模索を通じて、
エネルギーコスト管理の
「7 文

減されました。

字の心得」
を導き出しました。
つまり、関
（閉じる）
、停
（停止する）
、併
（合併）
、転
（変更）
、収
（回収）
、省
（低
減）
、
修
（修理）
です。
2020 年には 63 項目に取り組み、
エネルギーコスト2,140 万元を削減しました。

循環利用の促進
国家エネルギー
グリーン発展戦略

「3 改 6 化」

TMC2050
CO₂ゼロ排出

TFTM
エネルギー計画

当社は循環経済の発展をサポートし、生産過程で生まれる廃棄物の循環再利用を推進し、資源を
節約し、経済効果と環境効果の両立を実現しました。

事例紹介

一汽トヨタ泰達工場研究開発余材の再利用
一汽トヨタ泰達工場はカローラ

構造

技術

エネルギー使用
構造の改変

エネルギー使用
設備の改良

のサイドフレーム余材の再利用

管理

をきっかけに、余材再利用課題

管理体制の改革

を設定し、日本の設計部門と技
術者から認められました。余材
再利用後、1 台あたりのコスト
を 16.28 元、1 年で 667 万元削減

熱除去化

グリーン
電力化

しました。
システム化

高効率化

情報化

精密化

「3 改 6 化」エネルギー管理

「3 廃」管理の実施
環境管理の全体要素に対し、当社は重点的に廃水・廃ガス・固形廃棄物の面で厳しい管理手順を
制定し、
「3 廃」
管理の実施によって、
「3 廃」
排出が環境に与える影響を低減しました。

一汽トヨタ泰達工場余材再利用実験

事例紹介

余熱回収技術の利用を徹底して実施
一汽トヨタ（長春）エンジン有限会社はヒートポンプ技術を利用して地表の熱エネルギーを熱交換に
よって取得し、冬季の暖房のクリーンエネルギーにしています。
天津一汽トヨタ自動車有限会社は空
気熱ヒートポンプと汚水熱ヒートポンプ技術を導入し、高温の空気と排出する廃水から熱エネルギー
を取り出し、
効果的に余熱を利用してエネルギーのムダをなくしました。
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グリーン運営
グリーン発展を推進

事例紹介

四川一汽トヨタ自動車有限会社が様々な措置で
環境保護人材を育成

当社は産業と資源環境の調和の取れた発展を目指し、環境保護知識の理解活動から
環境保護活動の展開まで、全面的にグリーン経営モデルを提唱・実施し、環境に優
しい事務作業を継続し、エネルギー消費と二酸化炭素排出を最大限減少させ、グ
リーンな発展を推進しています。

四川一汽トヨタ自動車有限会社は、人間的な思いやりに富み、創造力を備えた環境教育と環境保護
公益活動によって、従業員の心にグリーン・環境保護の種をまきました。
各従業員は新たに入社し
た時にみな企業・作業場・班という 3 レベルの環境教育を受け、環境への意識を高め、環境の知識
をマスターします。
この他、環境保護行動ポイント制を実施し、従業員の家庭での節水、節電、ガス使
用節減や、自転車通勤、コミュニティの環境保護活動参加など環境保護行動をポイントとして加算
し、
年末に獲得ポイントによって年間の
「環境保護人」
を選び、
表彰しました。

環境保護意識の向上
当社は持続可能な発展という未来の構築を自己の責任とし、環境保護月間の設定、様々な環境
保護テーマ活動の実施により、全従業員の業務における環境保護理念を徹底し、暮らしに導入

環境に優しい事務作業の継続
当社は環境に優しい事務作業を提唱し、
「事務エリア空調・照明管理規定」を制定し、事務エリ

し、全社会の環境保護活動に当社の力で貢献しています。

アの照明設備を個人でコントロールできるようにして、1 人 1 人が責任を負っています。空調
は冬季 20±2℃、夏季 26±2℃の要求を厳格に守り、過度な浪費を厳禁しています。作業場では作
業の性質に基づき、エリアやニーズに応じて照明と空調を提供しています。小さなことから着

事例紹介

手し、従業員の環境に優しい事務作業を実行する理念を奨励し、点からスタートして環境に優

環境月間テーマ活動を実施、環境保護実践を豊富に
従業員の環境保護意識を高めるため、一汽トヨタは毎年 8 月を環境月間とし、従業員を集めて
環境知識の理解活動、環境整備技術の研修などを行い、また様々な環境保護実践活動を通じて、

しい事務作業を作り上げています。

事例紹介

実際の行動で多くの人の環境保護の意識を呼び起こし、力を結集して、ともにエコなコミュニ

一汽トヨタによる省エネ宣伝ウィーク活動の実施

ティを守りました。

2020 年 6 月、国家発展改革委員会は
「2020 年全国省エネ宣伝ウィークと全国低炭素デーの活動に関
する通知」を公布しました。
一汽トヨタは積極的に応え、すぐに各事業体を集めて理解活動を展開
し、
「事務エリアの空調 1 日ストップ」
「圧縮空気を対象とした省エネ点検、非稼働時間省エネ点検実
践」
「省エネ知識オンライン Q&A と省エネ提唱」
などの活動を実施し、従業員の環境保護意識を高め
ました。

環境月間テーマ活動実施で環境保護実践を豊富に
一汽トヨタが省エネ宣伝ウィーク活動を実施
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パートナーと手を取り合い
ともに幸せな業界を

10

人や国の不平等
をなくそう

17

パートナーシップで
目標を達成しよう

SDGs·当社の対応

1 本の木では林はできず、全ての川は最後に海に注ぐ。当社は「志を同じくするパート
ナーを尊重、信頼し、ともに事業を推進することを通して協力関係を深化させる」とい
うパートナー精神を守り、戦略的共有メカニズムとプラットフォームを構築し、誠実な
行動によって相互信頼を深め、責任によって共通認識を獲得し、協力によってウィン
ウィンを促し、利益、責任そして運命を共有する共同体を樹立しました。当社は責任を
指針とし、多角的・多元的に業界の発展を推進し、仕入先の社会的責任を強化し、販売
店の責任能力を高め、バリューチェーンにおける共鳴を実現します。

部品仕入先

553
社

販売店と
サービス拠点

865
社

仕入先
社会的責任研修

6
回

販売店研修
（オンライン・
オフライン）

延べ 77,668
人

当社の実績
人次

一汽トヨタ 2020CSR レポート

業界のウィンウィン発展
を目指す
当社は共商、共建、共有の原則を守り、外部との協力を積極的に行い、政府・企業・
業界団体など各界のパートナーと戦略的パートナーシップを結んでいます。経験の
交流を強化し、それぞれ個別の優位性を発揮し、互恵とウィンウィンを実現し、1＋1
＋1＞3 の効果を生み出し、自動車業界の質の高い発展のためにプラスのエネルギー
を集めます。

事例紹介

一汽トヨタが中国自動車企業グリーン発展レポート発表会に参加
国の呼びかけに応えるため、国家工業・情報化部は、中国自動車業界内でブランド優位性を有し、コア
技術力の高い環境に配慮したトップ企業に要請して、定期的に企業グリーン発展レポートを発行してい
ます。
2020 年 12 月 15 日、一汽トヨタは「2020 年中国自動車企業
グリーン発展レポート発表会」で成果発表を行いました。
全ライフサイクルの設計、省エネ・CO₂排出削減に配慮した
製造、販売店の環境リスクモニタリング、完成車および部品
のグリーン輸送、電池のグリーン回収という 5 つの視点か

事例紹介

ら、「第 13 期 5 か年計画」期間に一汽トヨタが行った各種
の環境保護活動を重点的にシェアし、同時に「第 14 期 5 か

一汽トヨタ技術開発有限会社は、
標準によって業界の発展をリード

年計画」の一汽トヨタのグリーン発展ビジョンを紹介しま

業界の健康な発展を指導し、自動車業界の国家標準体系を整備するため、一汽トヨタ技術開発有

選ばれ、主催者組織に認められ、また業界内の注目を集め

限会社は積極的に標準の制定・改訂業務に参加しており、同社が中心となって編成した「自動車
主要寸法測定方法」国家標準が 2020 年 5 月 1 日に実施されました。標準の効果的実施を保証する

した。この活動で、一汽トヨタのグリーン発展は 3 等賞に
ました。

一汽トヨタは2020年中国自動車企業グリーン
発展レポート発行会に参加

ため、全国自動車標準化技術委員会の委託を受け、全業界に向けて「自動車主要寸法測定方法」国
家標準の周知会を開催し、業界の高い評価を得ました。
2020 年、一汽トヨタ技術開発有限会社はさらに「自動車アクセルペダル位置寸法測定方法」国家
標準の改訂作業を担当し、標準を全業界の発展要求に適応させることを保証するため、中国一汽、
宇通集団、汎亜自動車、金龍集団、東風集団、奇瑞集団、江汽集団、CATARC などとともに、標準の適
用範囲、操作可能性、先進性、協調性などについて意見交換し、最終的に標準草案を作成して立案
申請し、2020 年 11 月 23 日に認可を得ました。
この他、「バス正面衝突の乗員保護」
「長距離バス内空気の質要件」
「長距離バス内空気の質検査測
定方法」
「バス座席およびその車両固定部品の強度」などの法規業務グループに参加し、会社の意
見を積極的にフィードバックしました。

仕入先と手を携え
共創共有
当社は公平、公正な調達原則を守り、仕入先の独立性を尊重し、仕入先との協力関係の
強化を進めています。当社は仕入先に先進的な経営理念を伝え、企業CSRの理念を仕入
先管理の各段階に導入し、仕入先のCSR履行を指導し、絶えずサポートを提供して責任
あるサプライチェーンを構築しています。

仕入先管理の最適化
当社は仕入先と長期的な戦略パートナーシップを築くことに力を入れ、仕入先の審査を厳格化し、仕入先
の管理を強化し、科学的・効果的で、市場競争力を持った責任あるサプライチェーンの構築を続けており、
仕入先とともに成長し、ウィンウィンのために協力しています。

「自動車主要寸法測定方法」標準周知会

「自動車アクセルペダル位置寸法測定方法」
標準起草の意見交換会

サプライチェーンの体質強化：CASE（コネクテッド、スマート、共有、電動）分野のニーズに伴い、
仕入先を開拓し、さらにサプライチェーン体系を充実させ、整備しています。新しい仕入先に対し
ては現場視察を増やし、公平・厳粛な審査と評価によって、仕入先の CSR 履行を促します。
調達プロセスと要求の厳格化：候補となった仕入先のプランとオファー価格を総合的に考察・
評価し、仕入先の提供する製品または材料の質、サービスが要求を満たすことを保証しています。
仕入先コストの最適化：重要な仕入先に対して生産性向上活動、競合品とのベンチマーキング、
VC（新バリューチェーン）活動を行い、効率的で安定した仕入先群を確保しています。
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仕入先の発展をサポート

事例紹介

当社は仕入先に的を絞ったサポートを提供し、責任あるサプライチェーンのインセンティブ体制

一汽トヨタは全面的に調達分野のコンプライアンス建設を推進

を確立し、仕入先の製品とサービスの質向上を助け、仕入先の管理状況改善を援助し、仕入先のグ
ローバルな競争力を強化しています。

一汽トヨタは、調達体系の組織統合とコンプライアンス建設を積極的に推進し、事業体の調達事
務の統合管理を完了し、統一された制度を確立して、特別調達システムなどのデジタル化された
方法で業務を行い、調達全過程のリアルタイムモニタリングとスマート報告の確立を推進してい

事例紹介

ます。グループ会社の 4 条の要求と 6 項目の規定を踏まえ、
「運営、決定、監督、生態」の 4 方面から
調達分野のコンプライアンス建設改善の構想を提出し、合弁企業の調達分野におけるコンプライ
アンスコントロールモデルを刷新し、
「コンプライアンス、清廉、高効率」な調達文化を築き、清廉
公正で、明るく透明な調達の雰囲気を作り出します。

一汽トヨタのリーダーシップにより仕入先自身の競争力を強化
2020 年、一汽トヨタ党委員会の
「3 本の矢を同時に放つ」
業務方針を指針として、一汽トヨタ調達
党総支部は敢えて厳しい挑戦をする
「ミツアナグマ」
精神を発揮して、
「呼ばれればすぐ来る、来れ
ば戦える、戦えば必ず勝つ」
という調達チームを作り上げました。
仕入先の基盤強化と競争力向上
の面では、主要仕入先と共同で競合品のベンチマーキング、現地・現物のコスト査定、サプライ
チェーン最適化活動を行い、仕入先による効果的なコスト改善案制定を援助し、同時にトヨタの
設計部門とも協力し、三位一体となって提案の採用を促進し、仕入先の実質的なコスト改善を実
現しました。

一汽トヨタ調達分野コンプライアンス建設プランと実施要綱の紹介

事例紹介
サプライチェーン最適化会議を開催

一汽トヨタデータ通信モジュールに現地仕入先を導入

事例紹介

一汽トヨタは学習交流において、中国一汽データ通信モジュールの仕入先体系について学びました。
国内の別の主機メーカーの情報を踏まえ、対象となる仕入先 4 社を選定し、交流と訪問によって
「現地
現物」
方式で仕入先の研究開発能力、製造レベル、品質保証体系を評価・比較しました。
その後、対象仕

一汽トヨタ、仕入先特別支援活動を展開

入先の日本での技術交流と、日本トヨタの設計者による対象仕入先工場の実地視察に協力し、要求に

2020 年、一汽トヨタは既存の品質改善活動をベースとして、仕入先に対して全面的な特別支援活

基づいて改善・向上させるよう仕入先を指導し、最終的に新しい仕入先の認定に合格しました。
これ

動を行いました。国内の現地仕入先に対し、一汽トヨタは関連部門との協力により、全面的に診断

は、一汽トヨタのデータ通信モジュールに、技術力が高く、通信特許を多く有し、コストの優位性が高

し、重点を攻め、不足を補い、各仕入先の特徴を踏まえ、先進的な管理理念と管理方法を運用して、

い優秀な現地仕入先を正式に導入したことを意味します。

的を絞った改善計画を制定して仕入先における徹底実施を指導・監督しました。特別支援活動に
より、仕入先は品質に対する意識についても、現場監督についても改善が見られ、全てが品質目標
に達しました。

一汽トヨタデータ通信モジュール調達現地化の報告会
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仕入先品質支援キックオフミーティング

現場で仕入先の品質改善を指導
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販売店と協力し
互恵を実現

販売店の発展を援助
日増しに激しくなる市場競争に対し、当社は販売店の現状に注意を払い、デジタルトランス

顧客と直接対面する最初の窓口として、販売店は常に当社の発展にとって重要な参加
者であり、同行者であります。2020年、当社はしっかりと販売店とともに立ち、手
を携えて歩みました。特殊な時期におけるマーケティング管理戦略を絶えず制定・調
整し、販売店の経営圧力を最大限に軽減し、コロナウイルスによる損失を最小限に抑
えました。販売店を率いて積極的にオンラインマーケティングなど新しい販売方式を
展開し、販売店の増収の道を開き、販売店とともに困難に立ち向かいました。

フォーメーション、新技術応用、新ルート開拓などの手段によって、販売店が発展の考えを打開
し、経営の視野を広げることを支援し、販売店の急成長に有力なサポートを提供しています。2020
年、販売店の自信を高めるため、当社は業績評価、資金援助、従業員研修、経営安全の 4 つの面を調
整し、パートナーの士気と闘志を鼓舞しました。
評価制度の調整で経営圧力を軽減：各種の評価指標は 100％達成で評価を行いますが、正
常に業務が行えないため、免責と評価軽減を実施し、販売店の運営圧力を効果的に軽減し、

販売店管理の最適化

販売店が早く正常な経営状態に戻れるようにしました。

販売店の経営業績を合理的に評価することをベースに、当社は業績評価制度を通して、会社の戦略の方向
性とその過程における新業務の徹底実施を強化しました。業績評価制度には責任履行、経営発展、顧客管
理、基礎管理の 4 分野 38 項目の指標が設定されています。2020 年は重点的に顧客運営（IoV 応用、会員運
営能力、販売店のクレーム対応評価）、デジタルトランスフォーメーション推進指標（ADMS 応用強化な
ど）を強化しました。

資金援助強化で経営の自信を強固に：グリーンロード開通、与信延長、期限延長、期限後の
罰則利子免除などのサポート措置を行いました。前期政策の支払周期と支払方式を調整す
ることにより、販売店のリスク抵抗力向上を助け、回転資金の圧力を緩和しました。
研修で未来を獲得し、経営力を向上：販売店の全業務に関するオンラインリモート研修を
素早く、系統的、実践的に実施し、第一線のスタッフを活性化し、リソースの優位性を十分

リスク管理：2020 年、正式に「金盾セキュリティシステム」を導入し、販売店に対してリスク早
期警報管理を行い、販売店の経営状況を直ちに把握しました。早期警報を基礎として、地域担当
者と協力して早期警報レベルの高い販売店に対してリスク登録管理を行い、できるだけ早くリ
スク要素を取り除けるよう改善し、通常の経営軌道に戻すよう販売店を促しました。
資本管理：より厳格な資本管理メカニズムを確立し、
「表彰資格取り消し」
「ブラックリスト制度」
の整備によって、
「変更済み、未連絡」
「転売認定資格」などの行為をさらに制限し、プロセスを最
適化し、改善プランを作成しました。

に発揮し、オンラインマーケティングの可能性を最大化するよう刺激しました。
防護材の提供で経営の安全を保障：販売店に必要な安全防護物資を輸送し、販売店従業員
と来店する顧客の安全をできる限り守りました。コロナ禍による制限期間中、様々な措置
で販売店パートナーの「安全・健康」
「コロナウイルス感染の不確定性」に対する不安をな
くしました。

事例紹介
事例紹介

一汽トヨタ自動車販売有限会社が販売店の経営能力向上を支援

一汽トヨタ、2020 年中マーケティング会議を開催

2020 年、一汽トヨタ自動車販売有限会社 PCM 体制（販売店の経営・能力管理体制）の業務重点は、

2020 年 7 月 16 日、一汽トヨタはクラウド方式で「豊かな波に
乗り、量と利益のウィンウィン」をテーマとする年中マーケティ
ング会議を開催しました。クラウド会議は 9 つの会場、48 サブ
会場を設置し、全国の 7 大区、298 都市から 600 社以上の販売
店と 700 人以上の一汽トヨタ従業員が参加し、2,800 人以上が
同時に視聴し、参加規模は一汽トヨタの歴代の大会で最高とな
りました。

標準徹底と実践の改善で、中・小規模店体系の能力を強化し、販売台数 100 万台を支える質の高

会議では一汽トヨタの上半期の成果を総括し、その中で販売店
の利益レベルは再び好成績を出しました。2020 年 1 ～ 5 月、一
汽トヨタ販売店で利益がプラスになった店は 87％に達しまし
た。この他、販売店の総在庫は 0.9 か月を超えず、良い状態でし
た。下半期の業務計画の中で、販売店に対しては、評価の緩和、物
資支援、資金援助、マーケティングサポート、政策面でのサポー
トなどを通じて困難を解決し、自信と能力を強化することを重
点としました。

1 年 2 回の自主評価と継続的改善をするよう指導し、販売店の体制整備、プロセスの最適化を助

いネットワークを構築しました。
標準徹底面では、経営分析レポートとベンチマーキングツールを開発し、販売店に定期的にベン
チマーキング分析を行うよう指導し、正確に弱点を診断し、改善の閉ループを形成しました。PCM
認証標準 108 項目を開発し、PCM 認証実施によって、安定した経営を保障し、管理効率を高め、組
織のパフォーマンスを強化しました。1 年を通じて販売店 7 社に対して PCM 総合認証を実施し
ました。中・小規模店に対しては、認証標準から 44 項目の重点管理基準を選び、中・小規模店に
け、自主評価の実施は延べ 507 店舗になりました。
精確な改善の面では、会社の方針を踏まえ、中・小規模店および新店舗（計 260 店）に対し、1 店舗
1 対策の実践指導を行いました。コロナ禍の期間中、201 店、延べ 525 回のリモート指導と延べ
556 店のオフライン指導により、販売店の問題解決を援助しました。

「豊かな波に乗り、量と利益のウィンウィン」
一汽トヨタ、2020 年中マーケティング会議を開催
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スタッフのスキルアップと
ハッピーカンパニーの共創

3

すべての人に
健康と福祉を

4

質の高い教育を
みんなに

5

ジェンダ一平等を
実現しよう

8

働きがいも
経済成長も

SDGs·当社の対応

功績は才能によってこそ成され、業績は才能によってこそ広がる。
当社は人材が第一の生
産力であると信じ、常に従業員の利益と発展が企業発展にとって重要であると位置づけ、
幸福の量産というバリューやコンセプトを提唱して実行し、生活、心、成長などの面から
従業員をケアし、従業員ためにバリューを実現するためのプラットフォームを作り上げ、
発展の成果を共有し、
ハッピーカンパニー、
ハッピーワーカーの達成を目指しています。

従業員数

20,877
名

少数民族
従業員数

1,004
名

安全生産に
関する重大
事故件数

0名

従業員の研修
への投入額

10,355

延べ

名

従業員の
職場健康診断
カバー率

100%

当社の実績
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人にやさしく
従業員の権益を守り抜く
当社は「労働法」
「労働契約法」などの法令を遵守し、雇用管理システムを改善し、国籍、
性別、文化的背景が異なる従業員を平等に扱い、合法的でコンプライアンスに則った
雇用を堅持しています。包括的な報酬制度を確立し、企業と従業員の利益を共有する
体制を整えようと努力しています。民主的な管理、民主的な参加、民主的な監督の機能
を重視し、企業の民主的な管理レベルを高めています。
2020 年、従業員の労働契約締
結率は 100％、社会保険加入率は 100％で、離職率は 5.7％です。

コンプライアンスに則った雇用
当社は終始一貫して「公平、公正、公開」という人事選考・採用体制を貫き、採用活動においても法令を遵
守しています。当社は採用ポジションの特徴に基づき、専門知識、能力、スキルの観点から審査し、
「人はみ
な平等」という基本理念を遵守し、性別、年齢、国籍、民族、宗教や信仰、肌の色、言語、戸籍地といった仕事
とは関係のない個人の特徴を採用の基準にすることはありません。
採用のルート：技能職の採用は、大学や専門学校での直接募集、求人サイト・市場での募集を行い
ます。事技職は、自動車業界の「新 4 分野」領域を対象に、新卒採用と中途採用の二本立てで求人活
動を行っています。
コンプライアンスに則った雇用：国の労働法や規制、地域の雇用関連政策や規制の要件を全面的
かつ徹底的に実行し、児童を働かせたり、労働を強制したりすることはせず、法に基づいて従業員
の労働を保護し、従業員の合法的な権益を保障しています。
保障制度：多様性と雇用の平等を貫き、強制労働を厳禁し、絶えず人材資源制度の充実化を図り、
従業員の採用、昇格や昇進、従業員の退職といった制度と手順を明確にしています。

事例紹介

一汽トヨタ従業員意識調査の実施
2020 年、一汽トヨタは事業体の全従業員を対象に「一汽トヨタ従業員意識調査」を実施しました。
マネジメントの 11 の視点から全従業員の献身度・活力度を可視化し、企業方針・人事方針の実施
の効果を評価するとともに、
改善活動に反映させ、
年度方針制定・実施の参考データとしました。

事例紹介

一汽トヨタ事技職改革を厳格に実施するための民主化プログラム
2020 年、一汽トヨタは事技職改革を推進する過程で、改革の民主化プログラムと関連フォームを
標準化するために、末端の 6 社に、法律法規に基づき事技職改革の民主化プログラムを実施する
よう指導し、改革プランに対する従業員代表の意見・提案を十分に聞くとともに、従業員の関心
事に答え、従業員の理解と支持を求め、一汽トヨタの事技職制度改革は円滑に実施されました。

成長のルートを構築し
従業員の発展をサポート
当社は、自動車関連人材育成を重視し、標準化された合理的な昇進ルートを構築する
ことで、優秀な人材を確保しています。全てをカバーした全方位的な研修制度の構築
を強化し、様々な発展段階にある従業員のニーズやキャリアプランに配慮し、従業員
が自らの価値を実感できるような幅広いステージを提供するよう努めています。

給与・福利厚生
当社は、包括的な報酬制度を確立し、従業員の給与を期限内に支払い、従業員の社会保険や住宅積立金
を法に則り支払い、国の有給年次休暇制度を実施し、従業員に祝日の祝金や奨励金などを発行して、従
業員の所得水準を絶えず向上させ続けてきました。

研修体制の刷新
当社は、従業員のキャリア開発と素質・能力の要求に基づき、能力研修体制とカリキュラム体制
を構築し、全従業員の能力レベルを向上させ、複合的人材を生み出すために、従業員のスキル交流

競争力のある給与待遇：従業員の能力レベル、ポジション、業績・パフォーマンスなどを基に、社内
では公平性に配慮し、社外に対しては競争力のある給与を提供します。
人へのやさしさにあふれた福利厚生制度：社会保険と五険一金（5 つの保険と 1 つの住宅積立金）
のカバー率は 100% であり、その他にも団体型傷害総合保険、補充型医療保険にも加入しています。
また、法定基準を上回る年次休暇の付与や年金補足（企業年金）制度があるほか、さらに祝日の祝金
や慶弔金、レジャーや健康づくりのための費用など様々な福利厚生制度を追加しています。

民主的なマネジメント
当社は従業員の要望が通りやすい環境を整え、民主的なマネジメント体制の構築を効率的に進めていま
す。従業員代表大会、セミナー等を通じて広く意見や提案を集め、関心事項にタイムリーに対応していま
す。2020 年には、技能職改革のための従業員代表大会を成功裏に開催し、
「競争力向上・従業員配置の民主
化プログラム実施プラン」や「競争力向上・従業員配置のリスク対応体制プラン」を策定し、技能職改革を
推進しています。
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を継続的に推進しています。2020 年には、総額 881 万人民元が人材育成に投入され、幹部 1,600
人、事技職 4,412 人、技能職 4,343 人、合計 10,355 人をカバーしました。

研修による能力向上
OJD、OFF-JT などの研修形式を効果的に活用し、リーダーシップ、汎用的能力、専門能力、
専門スキルなどの面から研修内容を的確に設計し、従業員の能力向上を全面的に実施し、
競争力のある人材を生み出しています。
自動車産業の状況分析、新エネルギー車、デジタル思考、AI、コネクテッドなどの専門知識
セミナーを実施し、従業員の能力向上に取り組んでいます。
研修事業のデジタル管理により、研修の運用効率を効果的に高め、研修体制のブランクコ
ンテンツを補完し、研修のカバー範囲をさらに拡大しています。
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人材交流

スムーズな昇進ルート

一気トヨタのスキルを紹介するプラットフォームを構築し、従業員の研修や応用スキ
ルの成果を展示し、従業員のスキルに関する切磋琢磨を促進しています。

当社は、従業員にキャリア開発のための大きな可能性を提供し、個人のバリュー実現を積極的に
支援しています。資格体系や能力チェック、昇進・任命、業績評価などの人事制度を標準化するこ
とで、従業員の成長と成功のためのメカニズムを構築し、業界全体の質の高い発展のために強力
な人材サポートを行っています。

ポップサイエンスミニ知識
【OJD】「仕事を通じて」従業員を育て、
「実践を通じて」学ぶ。
OJD で伝えられること：①専門知識・スキル ②トヨタ流の働き方。

役職・資格体系：幹部は 3 段階・9 等級、事技職は 5 段階・9 等級、技能職は 6 段階・

トヨタの従業員は皆、仕事の中で成長し、学んだ経験を次世代育成のモチベー

14 等級となっており、役職や資格との対応を明確化し、人事制度内での流動性を高め

ションとして、自社の社員を育てています。

ています。

【OFF-JT】 仕事に必要な基本的な意識や知識を学ぶ、職場外での研修やトレーニング
の機会のこと。

昇進へのルート：技能職課長補佐という役職を新設し、技能職の幹部昇進への道を開
きました。管理職と専門職の幹部への 2 つの道が用意されています。
「最優秀、優秀、
平均」という 3 つの昇進ルートを設定し、才能のある人のスピーディな昇進を実現し
ています。

事例紹介

一汽トヨタ、研修業務のデジタル管理を実施
2020 年 2 月、一汽トヨタはオンライン研修プラットフォームを正式に導入し、研修リソース管理、
研修プロセス管理、研修時間管理の機能を拡
張し、207 コースを開発・アップロードし、
WeChat 上で 965 の学習コンテンツを更新し、
合 計 延 べ 214,839 人 以 上 が 学 習 プ ラ ッ ト

安全防護を重視し
従業員の健康を守る
当社は、安全生産のレッドラインを厳守し、各種の安全生産の決定と展開を徹底して

フォームにログインし、20,000 人以上が日々

実行しました。新型コロナウイルスが突如発生した中で、一汽トヨタは安全生産管理

の学習のためにプラットフォームを利用し、

の強化と従業員の安全意識の向上を継続し、中国一汽から「2020 年安全生産先進企業」

714,000 時間の学習を行いました。
オンライン研修の操作説明会

という名誉ある称号を授与されました。

事例紹介

安全な生産
一汽トヨタ、生産スキル交流会を開催

従業員、家族、地域住民に安心していただける企業を目指し、安全責任の遂行、安全意識の強化、改

2020 年 7 月、一汽トヨタは生産スキル交流会を実施しました。8 つの職種と 19 のテーマを設け、
5 つの事業体から 143 名の選抜メンバーが生産スキルコンテストに参加しました。また、優れた

善活動の展開によって安全生産を促進しています。2020 年には、総額 1 億 1,000 万ドルを安全生
産のために投入し、重大傷害事故は 0 件でした。

スキルの実演とエンターテイメントスキル実演のセッションが行われました。各事業体の従業
員が各展示会場を訪れ、見学、体験、交流を行い、優れた経験を職場に持ち帰り、生産スキルの向

安全生産管理

上に役立てています。
組織・部門：安全生産委員会を設置し、全社の安全生産業務を一括して指導、調整し
ています。安全環境部は安全生産マネジメント部門として、専門の安全と消防の管理
者を配置しています。
安全制度：国の法律法規のルールに厳格に則り、安全生産責任制と安全生産規則制度
を構築し、絶えずその充実化を図っています。2020 年には、51 項目が改訂、改善され
ました。
一汽トヨタ生産スキル交流会の集合写真
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スキルトーナメントの最終組立工場の従業員
による生産スキル競技
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事例紹介

事例紹介

安全生産交流会を展開し、安全管理の向上を促進

一汽トヨタの安全月間活動実録

2020 年、一汽トヨタと一汽大衆・天津工場は、安全、火災、環境、エネルギー、トータルガバナンス

2020 年 6 月、
「隠れた危険を排除し、確実な安全ラインを構築する」というテーマで、安全月間活

の 5 つの事業分野で交流会を展開し、安全管理チームの能力向上や安全管理へのデジタル技術活

動を行いました。安全意識向上キャンペーン、シャトルバスの安全管理強化、安全知識コンテス

用などの課題について話し合い、双方が優れた経験を吸収し、安全管理レベルの向上を推進しま

トなど 12 の活動を実施しました。

した。

長春豊越会社、様々な方法で安全月間
活動を実施

四川一汽トヨタ自動車、歩行の
6ルール推進キャンペーン

天津一汽トヨタ自動車、安全で
文化的な乗車教育を実施

同じ業界の比較交流会

安全生産の実施

安全意識の強化
安全教育・訓練：国が定めた安全関連の資格教育に加えて、指名制業務や体感道場、

リスク洗い出し活動の継続的推進。会社レベル、工場レベル、部課レベル、チームレベ

自己安全管理などの 7 大項目で社内教育・訓練を実施しました。2020 年には、48 回

ルで「四位一体」のリスク洗い出しメカニズムを改善し、リスク洗い出し制度と

のオンライン研修を実施し、延べ 2,163 名が参加しました。

チェックリストを細分化し、
「5 つの実施」
（責任、対策、資金、期限、マニュアル）の是正

安全のための緊急訓練：安全生産総合緊急マニュアルと 5 つのテーマ別緊急マニュ
アルを策定しています。2020 年には、124 回の緊急訓練を企画・実施し、延べ 9,755

対策を確実に実行して、リスク修正率 100％というクローズドループ管理を確立して
います。
重要なリスク源のコントロールの継続的推進。シャトルバス、工場内車両、危険化学

人が参加しました。
安全知識の広報：安全生産月間や安全事例発表会などの活動を積極的に展開し、安全
生産の雰囲気作りに努め、全従業員の安全意識を高めています。

物質、工場の建物、天然ガスのパイプライン、従業員宿舎などの重要なリスク源をコ
ントロールしています。「一汽トヨタ重要リスク源管理チェックリスト」（6 分類 /89
項目）を改善し、日常管理に導入しています。同時に、主要なリスク領域について 109
回の緊急訓練を実施しました。
関係当事者の管理の継続的強化。中国の法律法規と日本のトヨタ式管理モデルに基
づき、関係当事者の管理を精緻化しています。作業現場のリスク評価と対策基準を制
定し、作業現場の危険作業レベル及び同エリアの作業者数に基づきリスクレベルを
高い方から順に S、A、B、C レベルと段階的に評価し、レベルに応じて異なる管理対策
を実施しました。2020 年には、関係当事者の 7 つのゼロ（ウイルス、安全、環境、大規
模火災、盗難、重大な違反、自然災害）を達成しました。

安全のための緊急訓練

61

62

一汽トヨタ 2020CSR レポート

事例紹介

事例紹介

四川一汽トヨタ自動車有限会社、TMCグローバル安全事例審査会で
優秀賞を受賞

一汽トヨタ、リスク洗い出し作業の実施

四川一汽トヨタ自動車有限会社では、
「人をもって本となす」という企業理念を掲げ、
「意識・知識・スキ
ルの実践によるゼロハザード職場の実現」を目指し、主体的に考え、積極的に行動する安全人材の育成に
取り組んでいます。
「互いに尊重し合う」企業文
化をベースに、ゆとりのある職場環境を構築し、
組立課は屈んだ姿勢、体重負荷、姿勢異常などの
困難な作業を体系的に改善し、従業員の職場の
健康リスクをできる限り排除しています。トヨ
タが主催する 2020 TMC グローバル安全事例審
査会では、四川一汽トヨタ自動車有限会社の製
造部最終組立課が会社を代表して参加し、審査
リスク洗い出し作業のために現場に深く踏み込んでリスクを萌芽期のうちに排除する当社リーダー社員

員から満場一致で評価され、安全優秀賞を受賞
しました。
TMCグローバル安全事例審査会で優秀賞を受賞

職場の健康

事例紹介

従業員の福利厚生のための健康診断や、職場健康診断を企画・実施しています。2020 年、職場
健康診断受診率 100％、職業病 0 となりました。重要な職位の職業病被害モニタリングを実施
し、職位ごとに労働保護用品の着用基準を明確にすることで、従業員の職場の健康を確保して

四川一汽トヨタ自動車、従業員のメンタルヘルスセミナーを開催
2020 年の新冠コロナの大流行に伴い、従業員のコロナに対する心の健康を確保するために、四川一汽

います。
新型コロナの突然の発生に直面し、一汽トヨタは、早期計画、実施の徹底、厳格な予防・管理と
いう原則を堅持し、10 のワーキンググループを設置し、完全な緊急管理プランを策定しまし
た。防疫作業の各要件を厳格に実施し、確認された感染 0、感染疑い 0 の目標を達成しました。

トヨタ自動車有限会社では、健康月間活動を機に、「特別な時期・特別な状況下における心の問題に科
学的に対処する方法」をテーマとしたメンタルヘルスセミナーを開催しました。成都ハイテク区科学技
術協会管理委員会からメンタルコンサルタントを招き、コロナによる緊張や不安をいかに調整するか、
詳しく解説してもらいました。
この他、24 時間オンライン心理カウンセリングホットラインサービスを提供し、従業員の悩みや戸惑
いを聞き、気持ちを落ち着かせ、メンタルヘルスに関する問題を即時解決できるようにしました。こ
の活動により、従業員は自分のネガティブな感情をコントロールする方法を理解し、仕事や生活の中
で精神の安定と身体の健康を促進することができました。

職場健康診断

輸入部品に接触する従業員のPCR検査

メンタルヘルスセミナー会場
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従業員の生活への思いやり

企業としての思いやりある行いを実践し
従業員の力を結集

当社は、常に人にやさしい発展コンセプトを確立し、
「二重のケア、二重の成長」という目標を達成するた

当社は従業員の安全・安心を第一に考え、食事、住居、交通、日用品などの面で全面的な改

ム・ワンドリーム・ワンファミリー）」の文化を積極的に育成し、困難な状況にある従業員を気遣い、思い

善活動を行い、従業員を大切にするための心温まる「暖心プロジェクト」を展開していま

やり、企業の温もりを感じられるようにしています。

めに努力してきました。地域文化、民族文化を効果的に融合させるために、マラソン大会やスポーツ大会
などの大規模なイベントを通じて、合弁会社の特徴である「One Team・One Dream・One Family
（ワンチー

す。同時に、従業員がワークライフバランスを取り、従業員どうしの結束力を高め、従業員
の忠誠心を向上させ、快適な仕事と幸福な成長を実現するために、様々な文化・スポーツ

エキサイティングな従業員の活動

イベントを積極的に行っています。

事例紹介

当社は、
「エネルギー、感情、金銭を投資することを惜しまない」という「暖心プロジェクト」の原則に基づ

一汽トヨタ、「生産と販売のスピードアップで思いやりを」
キャンペーン実施

き、食事、住居、交通、日用品などの面で、全面的に「豊火暖心」プロジェクトを実施しています。従業員を大

一汽トヨタの労働組合は、「生産と販売のスピードアップで思いやりを」というキャンペーンを行いまし

切にする長期的なメカニズムを確立し、従業員の幸福度と満足度を継続的に向上させています。2020 年

た。従業員代表の民主的な監督、暑中お見舞いや高生産インセンティブ、チームビルディングイベントな

には、計 22 回の「暖心プロジェクト」が実施され、従業員からの好評を博しました。

どを実施することで、従業員への気遣いと思いやりを高めました。キャンペーン開始以来、各レベルの労

「暖心プロジェクト」の展開

働組合が多方面で協力し、
「二重のケア、二重の成長」というテーマを念頭に、豊かで活気ある活動媒体を

食事

メニューチェックの標準化、新メニューの検討、原材料の入出庫チェック、食
堂改善コミュニケーション会議の企画・立案、従業員からの意見の聞き取
りと改善策の実施を行っています。

生み出し、従業員の余暇や文化生活をエンターテイメント性のある形で充実させ、職場の雰囲気を盛り上
げ、従業員の幸福感、利益感、帰属意識を高めています。

食堂のデジタル管理を推進し、食事予約システムを導入し、正確な調理を
実現し、従業員の食事選択のニーズに応えています。
従業員宿舎のアップグレードを継続的に推進し、4 人用スタンダードルーム
の居住環境を完備しました。

住居

交通

日用品

同じ部署、同じ勤務当番の従業員が一緒に生活できるように、967 人を新天
祥マンションに移転させました。また、従業員がより快適で便利な生活を送
れるように、天濱マンション内で 1,013 人の部屋を調整しました。

暑中お見舞い・高生産イン
センティブキャンペーン

四川地方劇「変面」展示

「午間時光」が職場に登場

「廉潔」書画展示

老朽化したシャトルバス 152 台の更新が完了し、新車の比率が 53％に達し
たことで、従業員の快適性が大きく向上しました。
シャトルバスの IT 化を推進し、
乗車予約、
路線駅の AI 計算、
乗車時の顔認証、
セキュリティ管理などの機能要件を満たしました。
コロナ感染予防の要求や従業員のニーズに応えるため、454 件の浴室用仕切
りカーテンを追加設置しました。
使用済マスクを廃棄する従業員のニーズに応えるため、更衣室に 200 個以
上のダストボックスを追加設置しました。
事務所棟の美化のニーズに応えるため、40 本のグリーンプラントを追加設
置しました。

長春豊越の企業対抗
スポーツ大会

「トヨタ流の才能
オンラインクイズ」

「中秋節に思いを寄せて、
元気に研究開発」

西安マラソン大会開催

至れり尽くせり 従業員への思いやり

事例紹介

一汽トヨタのコロナ感染予防、従業員への思いやり
一汽トヨタは、責任を果たし、マニュアルを策定
し、システムを構築し、政府と積極的に調整するこ
とにより、開発区の企業のうち初めて、省外から従
業員が戻ることを認められました。
従業員の帰還
後、いち早く防疫に関する物資を発行し、3 食を配
膳し、気遣いと思いやりを実施しました。
消毒滅菌
新天祥マンションのアップグレード完了

新一工場の924人、無事に新居入居

を行い、3,426 名の従業員の隔離を実施して、コロ
ナ感染者ゼロを維持しました。
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食堂にパーティションを増設
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6

社会への還元
幸せな生活の共有
当社は高度な社会的責任と使命感で「常にゴールなき道を進む」という公益的思考を
持ち、自動車メーカーとしての専門的優位性と合わせ、交通安全、環境保護、人材育成、
社会支援の 4 つを起点として積極的に公益活動を行います。社会的責任を実践し、思
いやりで社会にぬくもりを届け、行動で力を集結し、微力ながらもより広い領域、より
高いレベルで社会の公益慈善事業に邁進します。

1

貧困を
なくそう

4

質の高い教育を
みんなに

実施した公益
プロジェクト
の累計件数

14
件

11

住み続けられる
まちづくりを

社会公益
イベントへの
累計投入額

1,183万
元

13

気候変動に
具体的な対策を

公益プロジェクト
に直接参加した
累計人数

117万人超

15

陸の豊かさも
守ろう

SDGs·当社の対応

公益プロジェクト
から間接的に恩恵
を受けた累計人数

1.33

延べ
億人

当社の実績
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交通安全
子どもに対する関心

事例紹介

当社は、安全体験教室の無償実施、
「夢のクルマアートコンテスト」、
「手をつなごう 私は
交通安全の小さな天使」と題した子どもの交通安全テーマ教育イベントなど、多彩な交
通安全教育イベントを継続実施しています。これらのイベントにより、児童の交通安全
に対する家庭・学校・社会の関心を高め、より広範囲において子どもに優しい外出環境
を構築し、子どもが安心して成長できるように、日々寄り添っていきます。

第 8 回全国児童交通安全テーマ教育イベント
「手をつなごう 私は交通安全の小さな天使」
2020 年 12 月 1 日、一汽トヨタ自動車販売有限会社は中国関心下一代工作委員会と共同で、
「手を
つなごう 私は交通安全の小さな天使」と題する第 8 回全国子ども交通安全テーマ教育イベント
を開催しました。子どもチームによる交通安全をテーマとした絵画やスピーチ、早口言葉、手作り
作品の独創的デザインコンクール、教師チームによる幼児交通安全教育講座やゲーム、舞台劇の
創作コンクール、またファミリーチームによる交通安全に関する演劇、ファミリードラマ型演劇

事例紹介

コンクールなどを内容とするエデュテイメント方式で、子どもや教師、保護者が気軽に楽しい雰

四川一汽トヨタ自動車有限会社における「安全体験教室」の実施

囲気で交通安全の基本常識を学びました。

2020 年 2 月 2 日、四川一汽トヨタ自動車有限会社は中国児童少年基金会と共同で第 6 回「四川一汽トヨタ
安全体験教室」
を成都教科院付属龍泉学校にて無償で実施しました。
安全体験教室は、交通安全、自然災害、
消防安全、応急処置と相互救助、社会安全など 5 つのテーマで、豊富な体験用施設と完備された安全学習カ
リキュラムを準備しました。
今後も「安全体験教室」を通して長期的、また体系的に子どもへの災害教育を
展開します。
子どもたちの危機に対する自己保護能力を高め、より多くの子どもと家庭が体系的に応急処
置や相互救助の実技能力を身につけられるよう支援します。

吉林ブロック授賞式

陝西ブロックでのイベントの様子

山西ブロック授賞式

雲南ブロック授賞式

安全体験教室公開授業の集合写真

事例紹介

一汽トヨタ自動車販売有限会社における
「夢のクルマアートコンテスト」の開催
2020 年
「六一児童節
（こどもの日）
」
を前に、一汽トヨタ自動車販売有限会社は全国の販売店と共同で、絵画
のコンテストを行い、
絵を書くことを通して、
子どもたちを夢のような車の世界の探検へと誘いました。
このイベントは、開始前に彩虹姐姐
（レインボーお姉さん）
がライブ配信で告知を行い、全国の子どもたち
は近くの販売店で参加申込を行いました。
コンテスト参加作
品は美術の専門家やインターネット投票、清華大学美術学院
の専門家による最終審査を経て、9 作品が優秀賞を受賞し、ま
たトヨタデザイナーの審査により、1 作品がトヨタデザイ
ナー賞を受賞しました。
2004 年に公益プロジェクト「夢のクルマアートコンテスト」
が始まって以来、一汽トヨタ自動車販売有限会社は多くの子
供のクルマに対する夢を広げ、子どもたちの心に交通安全の
種を撒いてきました。
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2020 年「夢のクルマアートコンテスト」開幕式
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環境保護
生態ガバナンス

人材育成 教育に尽力
知識は夢を実現するための力です。
当社は貧困地区の子どもたちに夢に向かって羽ばたくための翼
を届けたいと考えています。
当社は人材育成に関する公益慈善活動に力を注ぎ、学校建設や学校内

当社は経営と環境保護を両立させ、国連が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）に積

の設備を援助することで、実際の行動により使命を果たしています。
思いやりある学習のサポート

極的に取り組み、気候変動に対応する行動をとり、一連の環境保護公益活動を実施す

を行い、経済的に困難な学生の希望に光を灯します。
リーン生産方式イノベーションコンテストを

ると同時に、陸上生物の保護分野へも目を向け、特定区域内の生物多様性保護を中心

開催し、ものづくりの精神を宣揚します。
「留守児童」
を思いやり、愛のぬくもりを贈ります。
当社は思

に、豊富な環境保護プロジェクトにより、人々の自然生態環境に対する関心を喚起し、

いやりを実際の行動に移し、希望の火種を撒き、祖国とこの時代を生きる人々のために未来の夢を

ともにエコなコミュニティを守っていきます。

築き上げます。

事例紹介

事例紹介

環境保護絵画コンクール「一汽トヨタ杯」
2020 年 6 月、天津一汽トヨタ自動車有限会社は、天津経済技術開発区生態環境局と共同で「一汽トヨタ杯・
経済開発区小中学生環境保護絵画コンクール」を開催しました。コンクールに参加した児童、学生は豊か
な想像力で大自然への熱い想いとエコなコミュニティの構築に対する夢を表現してくれました。応募さ
れた作品はは学校内での選抜やオンラインでの投票を経て、天津一汽トヨタ自動車有限会社より受賞者
に賞品が贈呈されました。また、参加校には「子どもに贈る環境保護生態小百科」
「私は小さな環境保護戦
士」
「子どもに贈る環境保護グリーンペーパー」など環境保護に関する図書が贈られ、子どもたちの環境保
護分野に対する関心を高めています。

一汽トヨタが第三回工業工程とリーン生産方式イノベーションコンテスト
を開催
2020 年 11 月 29 日、一汽トヨタの名を冠した「一汽トヨタ杯」第三回中国工業工程とリーン生産方式イノベー
ションコンテストの決勝戦が天津大学で開催されました。コンテストは「よりスマートに、統合イノベーショ
ン」をテーマに、工業プロジェクトやリーン生産方式、また技術の普及と応用を深く掘り下げ、ものづくりの精
神を宣揚し、大学生の科学技術イノベーションに対する視野を広げました。

リーン生産方式コンテストの様子

事例紹介
絵画作品「呼吸するTOYOTA」

天津一汽トヨタ自動車有限会社提供の賞品

一汽トヨタ自動車販売有限会社、公益イベント「夢に光を—『留守児童」
の学習サポート』を開催

事例紹介

一汽トヨタ「ユキヒョウ活動」心を込めて生物の多様性を保護
2020 年、一汽トヨタは引き続き中国緑化基金会と協力し、ユキヒョウ単一種を対象にした活動から生物の
多様性保護にまで範囲を拡大し、
「千里を走る 滇西の境地まで－一汽トヨタ SUV ファミリー 生物多様
性の保護活動家」活動を開始しました。アジアゾウ、セイケイ、イリス・ブレヤナなどの希少動植物につい
て現地で見学を行い、このような動物の保護に関わる全ての環境保護活動家に対して、感謝の気持ちを伝
えました。また、3 年目の「99 公益日」にオンラインで「思いやり募金活動」を行い、社会に対し生物の多様
性を重視することを訴え、人と自然が調和しながら発展することを促進しました。

一汽トヨタ滇西生物多様性保護活動
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一汽トヨタ生物多様性生態保護活動開幕式

2020 年 12 月 13 日、一汽トヨタ自動車販売有限会社は鴻基金及び多くのゲストとともに、四川省南充市順慶
区双橋鎮龍桂小学校において、公益イベント「夢に光を——『留守児童」の学習サポート」を開催しました。
イベントでは思いやり図書館の建設や「留守児童」への本の寄贈を行った他、参加者は読み聞かせやおしゃべ
り、子どもたちとの楽器演奏、子どもたちの誕生日パーティなどの形で「留守児童」の「学習サポート」を行い、
文学や音楽、愛を通じて「留守児童」に夢の種を撒きました。
イベントに参加した一汽トヨタ自動車のオーナーは、
「今回のチャリティーイベントに参加できてとてもうれ
しい。一汽トヨタが企業の責任を全うしていることに感銘を受けた。チャリティーの実施方法や姿勢が素晴ら
しく、物質的なサポートのみならず精神面におけるサポートにも力を入れている」と述べられました。

公益イベント「夢に光を——『留守児童』の学習サポート」
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社会援助 貧困救済

事例紹介

当社は常に社会の公益事業に関心を持ち、社会に還元するという意志を曲げずに多
くの公益慈善活動を継続し、切迫した困難に直面した方々のサポートを行います。
貧困脱却との戦いにおけるサポートだけでなく、突発的に生じた災難にも向き合
い、当社はすぐさまサポートの手を差し伸べ、困難に直面した方々が引き続き上を
向いて生活できるよう、エネルギーを与えられるよう努力します。

事例紹介

一汽トヨタ、貧困脱却事業支援に注力
2020 年、一汽トヨタはグループ会社の貧困扶助への

一汽トヨタが武漢に 100 万元を寄付
新型コロナウイルスの感染爆発により、武
漢などの地区では医療物資不足などの困難
に直面しました。一汽トヨタは親会社と連
携して各事業体と共同で寄付を行いまし
た。2020 年 1 月 27 日、一汽トヨタは全国の
公益基金会を通じて、武漢市や全国その他
の感染状況が深刻な地域において医薬品、
医療機器、試薬キット、マスク、ゴーグル、防
護服など医療物資の購入のために 100 万元
を寄付するなど、積極的にコロナ対策のサ
ポートを行いました。

方針、消費による貧困扶助及びイノベーション貧困
扶助の方針に基づき、食堂貧困扶助計画を策定しま

一汽トヨタコロナ対策への寄付に関する報道

した。1 年で貧困県から 14 の農副産物を購入し、そ
の金額は 238 万元を超えました。仕入れの過程にお
いては、グループ当社が先頭に立ち、支社や子 会社

事例紹介

も積極的に協力しました。2020 年 10 月までの間に、
一汽トヨタ食堂が仕入れた米及び油における貧困扶
助ブランドの割合はそれぞれ 69% と 71% に達しま
した。

一汽トヨタ、引き続き医療事業に関心
一汽トヨタ、貧困脱却事業支援に注力

コロナ禍において、一汽トヨタは企業リソースを用いてコロナ対応の第一線に防疫物資を送るだけでな
く、自主的に医療従事者家族へのサポートを行いました。これにより、第一線で活躍する防疫関係者の心
配を少しでも解消することができたのではないかと考えます。

事例紹介

「思いやりの服」の寄贈活動 一汽トヨタ技術有限会社が展開
2020 年、一汽トヨタ技術開発有限会社と天津経済技術開発区ボランティア協会は共同で陽光家園
啓智託養院（障害者施設）へ「思いやりの服」を寄贈する公益イベントを実施しました。
従業員の自

コロナ後も一汽トヨタは医療従事者の功績を忘れず、医療従事者へのサポートを継続してまいります。
2020
年 8 月 30 日、一汽トヨタは尤邁慈善基金会と共同で医療と看護に関する専門基金を設立しました。
一汽ト
ヨタは自動車販売 1 台毎に、自動車購入者名義で 200 元を医療看護専門基金に寄付し、これにより全国基礎
医療の構築をサポートします。
この基金の設立は業界初の取り組みとなります。
一汽トヨタは当社のみが公
益事業を行うだけでなく、
自動車のオーナーとともに国家の基礎医療構築に取り組んでおります。

宅にある清潔な衣服を集めて、
開発区陽光家園啓智託養院の子どもたちに寄贈しました。

一汽トヨタ技術開発有限会社による「思いやりの服」の寄贈イベント
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一汽トヨタ医療看護専門基金設立
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展望:

スピードをあげて、再び奇跡を

添付資料
主な実績
指標の種類 番号

蓄えた力を発揮し、夢に向かって出発するのはまさにこの時。
中国の自動車産業が
「大」
から
「強」
へと転換
するこの歴史的な時期において、一汽トヨタは業界の発展の方向を見定め、大きな情熱とエネルギーを
もって、デジタル経済の新時代の技術革新と産業変革に挑み、中国一流の合弁企業となるため力の限り前
進していきます。

1
市場関係の
実績

私たちは精一杯努力し、ともに幸せの礎を築きます。
党の指針を堅持し、理論的武装を強化し、基層におい
て党組織を着実に建設し、党の廉潔な風格をしっかりと根付かせます。
経営においては信用を重視し、コ
ンプライアンス経営を重視し、
リスク管理を徹底し、
高いレベルの発展の礎とします。
私たちはさらに品質を高め、ともに顧客に幸せを届けます。
リーン生産方式に注力し、スマート製造技術
を向上させます。
製品の品質管理を徹底し、中国本土における研究開発を強化し、自動車の安全技術の向
上とイノベーションに努めます。
サービスを向上し、顧客の権益を保障し、安心で快適な高品質の消費体
験を提供します。
私たちはエコに力を入れ、ともに幸せな世界を描き出します。
環境管理のシステムを構築し、環境保全技
術の研究をさらに推し進め、エコカーを開発します。
省エネ・CO₂排出削減を厳格に守り、環境に優しい
事務作業を実行し、環境保護の理解活動により力を入れ、簡単で快適な、エコで低炭素な仕事と生活の様
式を提案します。

社会関係の
実績

私たちはパートナーと手を取り合い、ともに幸せな業界にしていきます。
仕入先、販売店の管理を向上し、
キャパシティビルディングに努めます。
パートナーとの協力関係を強化し、コミュニケーションの空間を
構築し、持続可能な発展のためのパートナーシップを育くみ、ともに自動車産業の発展を推し進めていき
ます。
私たちは従業員の権益を保障し、ともに幸せな企業を創ります。
従業員の基本的な権利を保障し、人材採
用を拡大し、人材養成にさらに力を入れ、昇進をスムーズにします。
安全第一を徹底し、従業員の心身の健
康を守ります。
従業員の生活に関心を寄せ、
積極性と帰属感を高めます。
私たちは社会への還元を重視し、ともに幸せな生活を実現します。
交通安全、環境保護、人材育成、社会支
援の 4 つの領域について、引き続き多様な社会貢献活動を行い、実際の行動により社会の期待に応えてい
きます。
思いやりとぬくもりを伝え、
希望とエネルギーを届けます。
初心を固く守り、しっかりと未来へ向かいます。
目指すべき未来の新しい座標へ向かい、一汽トヨタは新
しい戦略、新しい目標を打ち立て、絶えず前進する覚悟のもと、行動と知識を一つにし、堅実かつ落ち着い
た行動で発展の確固たる礎を築きます。
感謝、尊重、責任、協力の態度と真心で内外のステークホルダーの
皆様の期待と信頼に応え、イノベーションの精神のもと、努力して前進していきます。
水を飲めばその水
がどこからきたのかに思いを馳せるように、同業者の皆様にぬくもりを届け、
「公民としての企業」
と自ら
を位置付け、責任感を持って社会への還元を行います。
顧客、従業員、パートナー、社会にとって、最も信頼
にたる企業となるよう努力してまいります。
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環境関係の
実績

名称
売上高

単位

2018年

2019年

2020年

億元

936.76

1,002

1,076.20
11,939

2

経営にかかる契約締結

件

5,106

5,213

3

契約履行率

%

100

100

100

4

製品の出荷合格率

%

100

100

100

5

販売量

台

724,505

737,797

782,000

6

市場シェア

%

3.1%

3.5%

4.3%

7

ローカルスタッフの雇用数

名

15,938

15,491

14,646

8

従業員数

名

20,450

20,917

20,877

9

少数民族の従業員数

名

995

1,106

1,014

10

女性職員の割合

%

14.4

13.7

13.3

11

労働契約締結率

%

100

100

100

12

社会保険カバー率

%

100

100

100

13

重大な安全生産事故件数

件

0

0

0

14

重傷以上の事故件数

件

0

0

0

15

火災事故の発生件数

件

0

0

0

16

従業員の職場健康診断受
診率

%

100

100

100

17

会社による研修のカバー
人数

名

9,275

11,172

10,355

万元

2,671

2,042

881

100

100

100

18

会社による研修への投入額

19

幹部向けの研修カバー率

%

20

暖心計画の件数

件

25

34

22

21

公益プロジェクトの件数

件

13

18

14

22

二酸化硫黄排出量

17.38

18.8

19.81

トン

23

窒素酸化物排出量

トン

23.88

25.2

46.15

24

VOC排出量

トン

1,122

1,118

1,063

25

廃水排出総量

キロトン

1,632

1,536

1,766
174.11

26

COD総量

トン

179.20

205.27

27

アンモニア態窒素排出総量

トン

4.10

4.64

3.63

28

一般産業廃棄物

トン

84,984

85,150

93,066
9,901

29

その他の無害な固形廃棄物

トン

9,868

9,702

30

廃油総量

トン

166

190

131

31

その他の危険廃棄物

トン

8,968

9,763

9,660
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指標索引

格付けレポート
目次

「一汽トヨタ 2020CSR レポート」
格付けレポート

レポートについて

P1.1, P1.2

01

ステークホルダーの皆様へ

P2.1, P2.2

03

企業理念

P4.1, G1.1

06

門家を選定して格付けチームを編成し、
「一汽トヨタ 2020CSR レポート」( 以下、
「レポート」) の格付け

企業構成
一汽トヨタへようこそ
出会いにとどまらず お互いを 組織図
知る
製品概要

P4.3, P4.4

06

P4.2

07

を行った。

P4.3

08

/

09

沿革

CSR特集

励まし合って前進
幸せの土台作り

磨き上げた高品質、顧客とと
もに幸せを創る

エコを目指し、
ともに幸せなコミュニティ
を描く

パートナーと手を取り合い、
ともに幸せな業界を

スタッフのスキルアップと
ハッピーカンパニーの共創

社会への還元、幸せな生活の
共有
展望:
スピードをあげて、再び奇跡を

添付資料

天津一汽トヨタ自動車有限会社の委託により、中国 CSR レポート格付け専門家委員会の中から専

特集１：栄誉から2020年CSRの歩みを振
P4.4
り返る

11

特集2：グリーンで未来をリード、
新しいエコロジーで「カーボンニュート E1.7 E1.9 E2.7 E2.11 E2.22 E2.25 E2.26
ラル」をサポート

13

CSR組織と融合
CSRマネジメント
持続可能な発展を導く航路標識 CSRの意思疎通と伝達

77

『中国 CSR レポートガイドライン レポート
自動車製造業（CASS-CSR4.0）』 のページ

G2.1, G2, 2, G2.3, G3.3, G4.1

15

G2.4, G6.1

17

党建設によって発展力を確保

/

21

誠実な経営、発展の礎を築く

M1.1, M1.3, M1.8, S1.1, S1.2

23

新手法で、新たな価値を創造

M2.1, M2.2

29

新技術で、新たな体験を開拓

M2.10, M2.12, M2.29

32

新製品で、新たな突破を実現

M2.6, M2.7, M2.8

33

新サービスで、新たなニーズを満たす

M2.1, M2.13, M2.14, M2.18, M2.20,
M2.21, M2.22, M2.23, M2.24, M2.25,
M2.27

35

グリーン管理、低炭素モデルの構築

E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E2.27

39

M2.9, M2.11, M2.12, E1.6, E1.7,
グリーン生産、環境保護のボトムライン E1.8, E1.9, E2.1, E2.2, E2.3, E2.6,
を守る
E2.11, E2.13, E2.15, E2.17, E2.24,
E2.25, E2.26, E2.28

41

一、格付け基準
中国社会科学院『中国 CSR レポートガイドライン（CASS-CSR4.0）－自動車製造業』および中国 CSR
レポート格付け専門家委員会『中国 CSR レポート格付け基準 (2020)』。

二、格付けプロセス
１．格付けチームが、「レポート」作成チームが提出した「CSR レポート作成プロセス関連資料確認
書」およびその証明資料を審査し、確認。
２．格付けチームが、
「レポート」の作成プロセスおよび内容について評価を実施し、格付けレポート
の原案を作成。
３．格付け専門家委員会副主席、格付けチーム長および格付けチーム専門家が、共同で格付けレポー
トを審査して署名。

三、格付け結果
プロセス（★★★★☆）
同社は CSR 業務指導委員会を発足している。総経理が委員長を務め、レポートの全体的方向を把握
し、またレポートの最終審査に責任を負い、会社総経理室がレポート作成チームを組成して具体的な

グリーン運営、グリーン発展を推進

E3.1, E3.2, E3.3, E3.6

45

作成業務を取り仕切っている。レポートを、CSR マネジメントを促進し、ステークホルダーの期待に応

業界のウィンウィン発展を目指す

M3.6

49

え、企業のブランドイメージを高めるための重要ツールとして位置付けており、機能的価値の位置付

仕入先と手を携え、共創共有

M3.10, M3.11, M3.15

50

販売店と協力し、互恵を実現

M3.18

53

人にやさしく、従業員の権益を守り抜く S2.2, S2.4, S2.7, S2.8, S2.10

57

成長のルートを構築し、従業員の発展を
S2.14, S2.15, S2.16
サポート

58

安全防護を重視し、従業員の健康を守る

S2.11, S2.13, S3.1, S3.2, S3.3, S3.4,
S3.5, S3.6, S3.7

60

企業としての思いやりある行いを実践
し、従業員の力を結集

S2.12, S2.17, S2.18

65

交通安全、子どもに対する関心

S4.12, S4.6

69

環境保護、生態ガバナンス

S4.10, E3.3, E3.4, E3.6

71

人材育成、教育に尽力

S4.9

72

社会援助、貧困救済

S4.10, S4.13

73

A1

75

けが明確である。国家の関連施策や業界のベンチマーク分析、企業の重大事項、ステークホルダー調査
等と結び付けてマテリアリティを特定している。
「一汽トヨタ CSR レポート指標体系表」を作り、レ
ポート作成の規範性を高めている。オフィシャルサイトでレポートを掲載する予定であるとともに、
電子版、印刷版、H5 版、映像版等の形式でもレポートが出ており、プロセス面での姿勢が優れている。
マテリアリティ（★★★★★）
「レポート」では、マクロ政策の徹底やユーザーのリレーションシップマネジメント、製品の安全性、
技術研究開発、製品リコール、従業員の健康管理、安全生産、新エネルギー車の研究開発および販売、省
エネルギー・省資源、旧設備の回収再利用等の自動車製造業における重要なテーマが体系的に披露さ
れ、詳細かつ十分に叙述されており、マテリアリティに関する表現が卓越的である。
完全性（★★★★☆）
「レポート」
の主な内容は、
「励まし合って前進、幸せの土台作り」
「磨き上げた高品質 顧客とともに幸
せを創る」
「エコを目指し、ともに幸せなコミュニティを描く」
「パートナーと手を取り合い、ともに幸せ

主な実績

M1.4, M1.6, M1.7, M2.3, M3.2, S1.6,
S2.1, S2.11, S2.15, S3.6, S3.7, S4.3,
S4.11, E2.12, E2.14, E2.16, E2.26
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指標索引

A5

77

格付けレポート

A4

78

フィードバック

A6

79

な業界を」
「スタッフのスキルアップとハッピーカンパニーの共創」
「社会への還元、幸せな生活の共有」
等の観点から、
自動車製造業のコア指標の 83.36% が披露されており、
完全性において優れている。
バランス（★★★★★）
「レポート」では、
「安全生産に関する重大事故件数」や「重傷以上となった事故件数」
「火災発生件数」

78

フィードバック

「職業病発症件数」
「内部統制における重大欠陥」の有無等のネガティブデータを掲載しているほか、企
業の重大なリスクに対する評価とモニタリングプロセスや改善状況についても簡潔に示されており、
バランスが優れている。
比較可能性（★★★★★）
「レポート」では、「販売額」や「製品の出荷合格率」
「ローカルスタッフの雇用数」
「公益プロジェクト
の件数」
「窒素酸化物排出量」
「廃水排出総量」等 31 項目の指標について、3 年連続で比較データを掲載
しているとともに、「天津市トップ 100 企業第４位」
「中国品質協会販売満足度（SSI）第 1 位」等のデー

尊敬する読者の皆様

タで他社との比較も行なっており、比較可能性の表現が優れている。

平素よりお世話になっております。

読みやすさ（★★★★★）
幸せの量産」をテーマとし、
「幸せ」というキーワードで全篇を

この度は本レポートをお読みいただきありがとうございます。
本レポートは一

貫き、当年における同社の重大テーマ下の責任履行状況を体系的に示している。枠組みが明確で、重大

「レポート」は、
「心の向かうところ

汽トヨタが発表する三本目の CSR レポートです。一汽トヨタの社会的責任に伴

テーマが強調されており、ステークホルダーの期待と要求に対応している。表紙と各章の見開きペー
ジでは実際のシーンとイメージシーンが融合し、幸せな生活のコンセプトと「クルマ」のイメージを結
びつけ、業界の特徴が突出するとともにレポートのテーマにも呼応し、レポートの識別性が強化され

う業務のさらなる向上と、企業による社会的責任履行の能力とレベルの向上のた
め、皆様から本レポートに対する客観的な評価をお寄せいただけますと幸いで

ている。章には叙述による前書きと重要な業績が提示され、要点がわかりやすく、読者が重要な情報を

す。
QR コードを読み取ってアンケートを記入いただき、今後の継続的な改善に向

すばやく理解することを助けている。各所に挿入された「ポップサイエンスミニ知識」が業界用語を解

けた貴重なご意見や提案などをいただけますようお願い申し上げます。

説し、レポートがさらにわかりやすくなっており、全体として読みやすさにおいても優れている。
斬新性（★★★★）

1

「レポート」では、冒頭で「栄誉から 2020 年 CSR の歩みを振り返る」
「グリーンで未来をリード、新し
いエコロジーで『カーボンニュートラル』をサポート」という 2 つの企業責任に焦点を当て、年間を通
じた CSR の成果と「双炭」目標達成のための実践を全面的に提示し、企業として負っている責任を明

とてもよい
2

総合評価（★★★★★）

よい

ふつう

悪い

とても悪い

本レポートは、一汽トヨタが経済、社会、環境へ与える重大な影響を反映
できていると思いますか？

らかにしている。また各章で国連の持続可能な開発目標（SDGs）に積極的に応え、レポートの同時代性
と企業の CSR 追求を示し、優れた斬新性を持つ表現となっている。

一汽トヨタ2020CSRレポートの全体評価はいかがでしょうか。

できている
3

格付けチームによる評価の結果、
「一汽トヨタ 2020CSR レポート」は 5 つ星の卓越した CSR レポー

ふつう

分からない

本レポートで示された情報、データ、指標の明確さ、正確さ、完全
度はどれくらいだと思いますか？

トであると認定する。

とても高い
4

高い

ふつう

低い

とても低い

一汽トヨタの社会的責任業務とCSRレポートの発表について何かございま
したらお願いいたします。

一汽トヨタ CSR レポートは２年連続で 5 つ星評価を獲得

四、改善提案
業種関連コア指標の掲載数増加によるレポートの完全性のさらなる向上。

QRコードをスキャンして
アンケートへの記入をお願いいたします

格付け専門家委員会副主席

格付けチーム長

格付けチーム専門家
QR コードをスキャンして

発行年月：2021 年 10 月 22 日
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企業の格付けファィルをご覧ください
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本社連絡先
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電話：86-22-66230666
郵便番号：300457
ウェブサイト：http://www.tftm.com.cn/
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