豊田合成グループ社会貢献活動レポート
Toyoda Gosei Group Report on Social Contribution Activities

思いやりの心を、
私たちの未来へ。
Bearing Our Considerate Spirit toward a Bright Future.
豊 田合 成は「社会福祉」
「環境保全」
「青 少 年 育 成 」
「 地 域 防 犯 」の4つを柱とした
社 会貢 献活動を地域住民のみなさまと共に進めています。現 在では世 界 18カ国 、
地 域 に73の活動拠点を設け、世界各国における社 会 貢 献 活 動の輪も広げています。
これからも私たちは、思いやりの心を持ち、ハートフルな社会づくりに取り組んでまいります。
We focus our social contribution eﬀorts, together with our neighbors, on four areas: “Support for the
Vulnerable,” “Environmental Protection,” “Youth Development”, and “Community Crime Prevention.”
At our 73 bases, established in 18 countries and regions, we are working to spread our social
contribution activities more widely around the world. We will continue to bring our considerate
spirit to all our activities in order to build a warmer society.

環境保全
Environmental
Protection

社 会 貢 献・ボランティア活動の4 本柱
The four areas of our social contribution and volunteer activities

社会福祉
Social Welfare

経営理念

Management Philosophy

限 りな い 創 造 社 会 へ の 奉 仕

Boundless Creativity & Social Contribution

1 .社会への貢献

1. Good corporate citizenship

2 .適正な事業活動

2. Proper business operation

3 .持続的な成長

3. Sustainable growth

4 .お客様の満足

4. Customer Satisfaction

of global
5 .地球環境・資源の保全 5. Conservation
environment and resources
6 .人間性の尊重
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6. Respect for the individual

ご あ い さ つ M essag e fro m t h e Presi d en t
豊田合成グループは、世界のお客様に喜ばれる製品開発や、
環境保全・社会貢献を含めたすべての事業活動を通じて、
「社会から信頼される企業」の実現をめざし、
グローバルに展開
しています。社会に貢献する製品を絶え間なく提供すること。
それは、すべての事業活動において礎となる私たちの大切な
考え方です。そのためには、社会貢献活動を通じて、社員一人
ひとりが「思いやりの心」と人を動かすために必要な「熱意・
誠意」を学ぶこと、実体験による「出会い」
「感動」
「発見
取締役社長

宮﨑 直 樹
P r e s id e n t

N a o k i M iy a z a k i

（気づき）」で新たな成長につなげていくことが重要と考えま
す。全社員が相手のことを考えて仕事をすることで温かい職場
づくりにもつながっていきます。全員参加型の社会貢献活動
を通じて、当社で働く人々が地域のみなさまと手を取り合い、
よりハートフルになってほしい、
そのように願っています。

We at the Toyoda Gosei Group aim to earn the trust of society worldwide by developing
products that give customer satisfaction, and through all our business activities, including
environmental protection and social contribution. Our business philosophy is to

地域防犯
Community
Crime Prevention

continuously provide products that contribute to society. To achieve this, it is vital that
our employees participate in social contribution activities (volunteer activities); through
these activities, they will cultivate a considerate spirit, as well as the passion and sincerity
needed to motivate others. They can also grow through the interpersonal encounters,
emotional rewards and fresh discoveries based on actual on-site volunteer work. When all
employees care about others as they go about their tasks, we can build a warmer
workplace. I hope that by engaging in social contribution activities, our employees can
forge stronger bonds with the community to build a brighter and more caring society.

青少年育成
Youth
Development

ボランティア支援体制
社会貢献教育

Volunteer Support System

Education on Social Contribution

新入社員をはじめ、社員がボランティア活動を通じて思いやりの心を
育む「社会貢献教育」を実施しています。
We implement Education on Social Contribution, in which new employees and
others engage in volunteer activities and cultivate a considerate attitude.

スポーツ交流と
ものづくり教室を実施
Social sporting events and
skilled manufacturing
workshops

ボランティア表彰制度

Volunteer Award System

社員のモチベーションをいっそう高め、ボ ランティアの輪を広げる
きっかけづくりを目的として実施しています。
This system aims to boost employee motivation and widen the circle
of volunteers.
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グローバル一斉社会貢献活動

Worldwide Social Contribution Activities

世界に広がる、
思いやりの輪。
A circle of consideration that encompasses the entire world.
グローバル一斉社会貢献活動として「Worldwide Day Action in October」を設け、
地域の清掃活動や地域住民を招いた工場見学会、恵まれない子どもたちへの各種寄附など、
国や地域の状況に応じた社会貢献活動を進めています。
On “Worldwide Day of Action in October,” we carry out activities tailored to the circumstances of speciﬁc countries and
regions, such as community cleanups, factory tours for local residents, and the collection of various donations for
underprivileged children.
豊田合成（張家港）科技有限公司［張家港TGSS］
Toyoda Gosei(Zhangjiagang)Co.,Ltd.

Toyoda Gosei UK Ltd.［TGUK］ ＄
Toyoda Gosei Europe N.V.［TGE］

＄

豊田合成（張家港）塑料製品有限公司［張家港TGP ］
Toyoda Gosei(Zhangjiagang)Plastic Parts Co.,Ltd.
豊田合成（上海）管理有限公
Toyoda Gosei (Shanghai)

天津豊田合成有限公司［天津TG］
Tianjin Toyoda Gosei Co., Ltd.
天津星光橡塑有限公司［天津星光］
Tianjin Star Light Rubber and Plastic Co., Ltd.
Toyoda Gosei Czech, s.r.o.［TGCZ］

＄

Toyoda Gosei Minda India Pvt.Ltd.［TGMIN］
Toyoda Gosei Haiphong Co., Ltd.［TGHP］

TG Kirloskar Automotive Pvt. Ltd.［TGKL］

＄

Toyoda Gosei Asia Co.,Ltd.［TGAS］

海外

P.T. Toyoda Gosei Safety Systems Indonesia［TGSSI］＄

Overseas

TGTX

TGAS

張家港TGSS/TGP
Zhangjiagang TGSS/TGP
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地域活動への参加、恵まれない人
たちへの食糧寄附

地元での植樹活動（マングローブ
1,000本）

工場周辺地域のごみ拾い・
清掃活動

Participation in community activities and
donation of food to the underprivileged

Local tree planting(1,000 mangrove
trees)

Trash pickup and cleanup in the
vicinity of the plant

＄

豊田合成光電貿易（上海）有
Toyoda Gosei Optoelec

国内

その他の活動

Domestic

Other Activities

豊田合成（本社地区）

海洋ゴム

Toyoda Gosei (Headquarters Region)

Kaiyo Gomu Co., Ltd.

本社周辺地域のごみ拾い・
清掃活動

事業所周辺地域のごみ拾い・
清掃活動

Trash pickup and cleanup in the
vicinity of our headquarters

Trash pickup and cleanup in the
vicinity of business locations

募金、収集ボランティア活動
Collection of money and other donations

国内外参加人数

＄
弱者支援

環境保全

青少年育成

寄附

Support for
the Vulnerable

Environmental
Protection

Youth
Development

Donations

Number of participants from
both Japan and overseas

国内：2,613 名
Japan : 2,613

海外：2,234 名
overseas : 2,234

合計：4,847名
Total : 4,847

Waterville TG Inc.［WTG］ ＄
司［上海TG］
Co., Ltd.

TG Minto Corporation［TGMINTO］

限公司［上海オプト］
tronics(Shanghai) Co., Ltd.
本社
Headquarters

＄

Toyoda Gosei North America Corporation
［TGNA］ ＄

TG Kentucky, LLC［TGKY］

TGR Technical Center, LLC
［TGRTC］ ＄

TG Automotive Sealing Kentucky, LLC
［TGASK］

TG Fluid Systems USA Corporation
［TGFSUS］＄

＄

豊裕股份有限公司［豊裕］
Fong Yue Co., Ltd.

TG Missouri Corporation
［TGMO］

豊晶光電股份有限公司［TE オプト］
TE Opto Corporation
Toyoda Gosei Texas, LLC［TGTX］

豊田合成（佛山）橡塑有限公司［佛山TGR］
Toyoda Gosei (Foshan) Rubber Parts Co., Ltd.
豊田合成（佛山）汽車部品有限公司［佛山TGP］
Toyoda Gosei (Foshan) Auto Parts Co., Ltd.

TAPEX Mexicana S.A. DE C.V.［TAPEX］＄
＄

TGＨＰ

TGCZ

Toyoda Gosei Automotive Sealing Mexico S.A. DE C.V.
［TGASMX］

TGMINTO

TGMIN

工場周辺地域のごみ拾い・
清掃活動

恵まれない子どもたちを招待し、
様々なイベントを開催

子どもたちへの
スポーツインストラクターを実施

献血活動

Trash pickup and cleanup in the
vicinity of the plant

Invitation of underprivileged children
to a wide variety of events

Sports instruction for children

Blood donations
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東日本復興支援活動

Support for Great East Japan Earthquake Restor

着実な継続力で、
思いやりの心を運ぶ。

国内

Conveying the spirit of consideration through
steady, persistent effort.
東日本大震災復興支援として「被災地で活動できること」
「豊田合成グループの拠点内で活動できること」の両面から、継続した復興支援に取り組んでいます。
The Toyoda Gosei Group addresses Great East Japan Earthquake relief eﬀorts on two fronts, “activities in the
earthquake-stricken area” and “activities at each Group business location,” and is steadily pursuing both.

支援内容

約1ヶ月間、支援部隊
（16名）
が現地
で活動

水・食糧、毛布、
LED懐中電灯など提供

A 16-member relief team does volunteer
work in the devastated area for about a
month.

Details of relief efforts

Supply of water, food, blankets,
and LED flashlights

オールトヨタ
第三期被災地復興
支援活動
Third stage of All-Toyota
Support for Great East Japan
Earthquake Restoration

オールトヨタ
第二期被災地復興
支援活動

義援金7,000万円
Donation of approximately
70 million yen

5月〜7月
May - July

Second stage of All-Toyota
Support for Great East Japan
Earthquake Restoration

8月〜11月

東日本大震災

4月〜5月

The Great East Japan
Earthquake strikes

April - May

August - November

2012年
2012

3月11日
March 11

2011年
2011
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5月〜7月

8月25日・26日

May - July

August 25-26

オールトヨタ
（トヨタグループ・関係会社の
従業員）
第一期被災地復興支援活動

岩手県大船渡市・陸前高田市の中
学校でバスケッ
トボール指導会を開催

First stage of All-Toyota Support for Great
East Japan Earthquake Restoration,
involving employees of the Toyota Group
and affiliated companies

Basketball instructors coach kids at
junior high schools in Ofunato and
Rikuzentakata in Iwate Prefecture

ation
岩手県庁や陸前高田市・大船渡市
の小中学校近隣に、LED防犯灯や
懐中電灯を寄贈

岩手県宮古市でヨット部主催による
セーリング指導会を開催
TGフェスティバルで、岩手県大船渡
市の「さんま祭り」
を再現

Donation of LED security lights and
flashlights to Iwate Prefectural
Headquarters and areas surrounding
elementary and junior high schools in
Ofunato and Rikuzentakata

Toyoda Gosei sailing team offers
coaching in sailing in Miyako, Iwate
Prefecture

A sanma (saury) fish fry ‒ a local
festival in Ofunato, Iwate Prefecture ‒
was recreated at the TG Festival.

12月4日
December 4

10月27日
October 27

9月1日
September 1

2013年
2013

9月〜11月
September - November

1月24日

オールトヨタ
第四期被災地復興支援活動
Fourth stage of All-Toyota
Support for Great East Japan
Earthquake Restoration

January 24

LED関連製品を宮城県へ寄贈

10月28日
October 28

Donation of LED-related products to
Miyagi Prefecture

宮城県利府高校でハンドボール練
習会を開催

10〜11月
October - November

Handball practice session held at Rifu
High School in Miyagi Prefecture

国内13拠点で東北物産展を開催し、
売上の一部を被災地に寄付
Fairs selling local Tohoku region
specialties are held at 13 business
locations in Japan, with a portion of the
proceeds going to the quake-hit region
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Support for the Vulnerable

弱者支援

温かな人間力で、
思 い や り の 心 を 届 け る。
Delivering the spirit of consideration through human warmth.
地域の福祉施設や病院を巡回する「車イスドクターズ」や障がい者
授産施設の物品販売サポートなど、地元住民のみなさまとふれあいながら
共に助け合い、生きる社会づくりを継続的に進めていきます。
Together with community residents, our employees promote mutual support and work steadily
toward a bright future society through activities such as repairing wheelchairs at local hospitals
and welfare facilities and providing support for sales of products made at vocational facilities for
the disabled.

❶食べる
Eat

と
「ハートフルメニュー」
の連携
「車イスドクターズ」

で1 食
「ハートフルメニュー」
10円の募金を積み立て

for
n Charity Meals 10 yen is collected en
Cooperation betwee
eat
al
me
rity
cha
h
eac
rs programs
ria
and Wheelchair Docto
in the company cafete

ハートフルメニューの導入
Introduction of Charity Meals

気 軽に参 加できる社 会 貢 献 活 動として、
７事 業
所の食堂において１食ごとに１０円が募金される
「ハート フルメ ニ ュー」を２０１０年４月から導
入しています。集められた募 金で車イスを購 入
し、地域の福祉施設や図書館へ寄贈しています。
In April 2010, we introduced the “Charity Meals
program” at our seven business locations,
where 10 yen is collected for each meal served
in the company cafeteria. This makes it easy for
employees to contribute something to society.
The collected funds are used to purchase
wheelchairs to donate to community welfare
facilities, libraries and so forth.
バレンタインデーに
車イスを寄贈
Wheelchairs are donated
on Valentineʼs Day
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❷寄贈する
Don ate

タイ
集まった 募金でバレン
寄贈
スを
ンデーに車イ
Co llec ted fun ds are
use d to purchase a
on
wheelchair donated
y
Da
ʼs
ine
Valent

❸アフターケア
Ma inta in

が車イス
「車イスドクターズ」
う
の修理やメンテナンスを行
Volunteers with the
Wheelchair Doctors
program maintain and
repair wheelchairs

車イスドクターズ
Wheelchair Doctors

社員有志のボランティアサークル「車イスドクター
ズ」。1 9 9 6 年に結 成して以 来 、地 域の老 人 福
祉 施 設や病 院などを毎月訪 問し、年 間 3 0 0 台
以上を修理・メンテナンスしています。今後は、対
象エリアを拡大し、対象施設を増やしていく予定
です。
Wheelchair Doctors, a volunteer group of
our employees founded in 1996, visits
nursing homes and hospitals every month,
and performs repairs and maintenance on
more than 300 wheelchairs a year. In the
future, the group plans to cover a larger
area and serve a greater number of
facilities.
ベテランメンバーが初参加者を
サポートしながら活動を実施
Longtime members provide
support to ﬁrst-time participants

障がい者授産施設の
物品販売

Sales of goods produced by
people with disabilities

障 がい者 授 産 施 設に通う方 々の自立を支
援するために、８つの授 産 施 設が毎月７事
業所の食堂にて販売する場を提供していま
す。収益金は授産施設の運用資金として活
用されています。
To help the self-support of the disabled
community members attending
vocational facilities, we provide eight
such facilities with places to sell products
in our cafeterias at seven business
locations every month. The revenue is
used to help ﬁnance the operation of
vocational facilities.
手づくりのパンやマドレーヌ、
クッキーなどを販売

Handmade bread, madeleines
and cookies are sold
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Environmental Protection

環境保全

大きな団結力で、
思いやりの心を育てる。
Cultivating the spirit of consideration through powerful unity.
「エコ先端工場」
「工場の森づくり」
「地域の清掃活動」など、
全員参加型の環境保全活動を進めることで、
人と自然が共生できる社会をめざします。
By carrying out environmental protection activities in which all employees participate, such as
the Cutting-Edge Green Factory” project, Plant Aﬀorestation Project, and community cleanups,
we are working to create an environment in which humans and nature can coexist.

エコ先端工場

“Cutting-Edge Green Factory” Project

平和町工場を拠点として2011年10月から、
「生態系調査」
「浄化活動」
「エコ体験学習」などと連携した、新しい発想のエコサイクルが始まっています。
エコの先端をいくモデル工場として、地域を巻き込んだ活動へと広がっています。
In October 2011 we designated the Heiwacho Plant as a base for an innovative eco-cycle project
incorporating an ecosystem survey, cleanup activities and hands-on green learning. As a model
factory at the cutting edge of environmental protection eﬀorts, the Heiwacho Plant is promoting
activities that involve the local community as well.

❶
調べる
Study

❸
体験学習
Hands-on
learning

河川の状態や生態系などを調査し、浄化計画を立てる

Researchers survey the status and ecosystem of nearby
rivers and formulate cleanup and purification plans

❷
浄化活動
Cleanup

地域の方とEM菌の入った「EM団子」を投入するなどの浄化活動

Employees and local residents place “EM balls” (balls containing
“effective microorganisms” that purify the water) in the rivers
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近隣の小学生を招いて、エコ意識を高める「LED体験教室」などを開催

Local elementary school students are invited to the plant for
workshops, such as a hands-on LED class, that boost their
environmental awareness.

工場の森づくり

Plant Aﬀorestation Project

２００９年６月の会社創立６０周年を機に「工場の森
づくり」をスタートしました。国内外約６０拠点に６０万
本 の苗木を１０年かけて植 樹 することを目標にして
います。社員や地 域 住 民のみなさまが自らの手で植
樹を行い、環 境 意 識の向 上や社 内 外のコミュニケー
ションを図り、人と自然が共生できる社会づくりを進
めています。
In 2009, the 60th anniversary of our company, we launched the
Plant Aﬀorestation Project. The project aims to plant
approximately 600,000 trees at about 60 bases worldwide over a

国内では、平和工場、尾西工場、みよし物流センター、春日工場、
稲沢工場で実施し、約8,000名が参加

In Japan, approximately 8,000 people took part in tree-planting
at the Heiwacho, Bisai, Haruhi and Inazawa plants and the Miyoshi
Distribution Center

10-year period. Employees work together with neighbors to plant
the trees by themselves. This serves to heighten environmental
awareness and promote communication both inside and outside

稲沢工場（日本）

Inazawa Plant（Japan）

みよし物流センター（日本）

the company, and helps to build a society in which humans and
nature can coexist.

尾西工場（日本）

平和町工場（日本）

Bisai Plant
（Japan）

Miyoshi Distribution Center（Japan）
Heiwacho Plant（Japan）

春日工場（日本）

Haruhi Plant（Japan）

天津TG（中国）

Tianjin Toyoda Gosei Co., Ltd.（China）

張家港TGSS（中国）

Toyoda Gosei（Zhangjiagang）Co., Ltd.（China）

張家港TGP（中国）

Toyoda Gosei（Zhangjiagang）Plastic Parts Co., Ltd.（China）

佛山TGR（中国）

Toyoda Gosei（Foshan）Rubber Parts Co., Ltd.（China）

佛山TGP（中国）

Toyoda Gosei（Foshan）Auto Parts Co., Ltd.（China）

豊裕（台湾）

Fong Yue Co., Ltd.（Taiwan）

TGHP（ベトナム）

Toyoda Gosei Haiphong Co., Ltd.（Vietnam）

天津TGで実施（参加人数2,500名）

TGT（タイ）

Tree planting at Tianjin Toyoda Gosei
(2,500 people participated)

Toyoda Gosei（Thailand）Co., Ltd.（Thailand）

［2012年度末現在］
国内外13拠点で約18万本を植樹

TGハイフォンで実施（参加人数2,800名）
Tree planting at Toyoda Gosei Haiphong
(2,800 people participated)

の「 苗 木センター 」で、
平 和 町 工 場・尾 西 工 場
ドングリから
地 域の方と一 緒に集めた
います。
苗 木を育てる活 動をして
nts,
Bisai pla
at the Heiwacho and
At Seedling Centers
by
ed
her
gat
rns
aco
from
seedlings are grown
.
nts
ide
res
nity
mu
employees and com

Approximately 180,000 trees planted at
13 bases both in Japan and overseas as
of the end of FY2012

❶どんぐり拾い
Collect acorns

❷育てる

Raise seedlings

❸植える

Plant seedlings

TGオリジナル苗木ポット▶

Original Toyoda Gose

i seedling pots
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青少年育成

Youth Development

豊かな創造力で、
思 い や り の 心 を 伝 え る。
Communicating the spirit of consideration with
boundless imagination.
未来を担う子どもたちに「ものづくり」の感動を伝える「一宮少年少女発明クラブ」の
支援をはじめ、小・中学校でのスポーツ指導や工場見学の受け入れなど
青少年の夢や創造力を育む活動を積極的に進めています。
We provide support for the Ichinomiya Boys and Girls Invention Club, which enables children to experience
the joy of making things, and carry out a variety of other activities that foster ambition and creativity in our
youth, such as factory tours and sports instruction at elementary and junior high schools.

一宮少年少女発明クラブ

The Ichinomiya Boys and Girls Invention Club

２００７年に発足した「一宮少年少女発
明クラブ」は、子どもたちに「ものづくり」
の楽しさの場を提供し、創造性豊かな人
間を育成する教室です。豊田合成はクラ
ブの立ち上げ当初から全面的なサポート
を行い、企画・運営への参画、教室の場の提供、当社OBを含めた指導員
派遣などを実施しています。
The Ichinomiya Boys and Girls Invention Club was founded in 2007 to enable children to
enjoy making things and help them grow into creative human beings. Toyoda Gosei has
fully supported the club since its establishment, taking part in their planning and
operation, providing venues for classes, and dispatching instructors that include retired
Toyoda Gosei employees.

スポーツ支援活動

Sponsorship and Support Activities for Sports

地域の小中学生を対象にスポーツ指導
を行い、体 力づくりとスポーツの楽しさを
知ってもらう活動を行っています。
We oﬀer sports instruction at local elementary
and junior high schools in order to promote
childrenʼs sound growth and foster a love of
sports.

11

Community Crime Prevention

地域防犯

確かな行動力で、
思いやりの心を広める。
Spreading the spirit of consideration through
determined effort.
各事業所周辺や広域エリアの巡回、LED防犯灯の寄贈による
防犯活動を実施しているほか、交通安全の啓発活動にも力を入れ、
安心・安全な住みよい街づくりに貢献しています。
In addition to crime-prevention activities such as carrying out neighborhood-watch anti-crime patrols
covering a wide area in the vicinity of business locations and donating LED security lighting, we are also
helping to raise awareness of traﬃc safety and otherwise working to promote safe, secure and comfortable
communities.

防犯活動

Dロードをつくる
防犯パトロールでLE
gh anti-crime patrols

Crime Prevention Activities

Creating an LED Road

各事業所周辺の防犯パトロール、青色防犯パト

❶ パトロール

LED防犯灯を寄贈する活動をしています。
In addition to carrying out neighborhood-watch anti-crime
patrols in the vicinity of business locations and patrolling
wider areas in blue anti-crime patrol cars, we also donate

寄 付 金を「 L E D 防 犯
灯寄 贈 」の資 金として
積み立てる

歩いた距 離1 kmあたり
100円を寄附金とする
100 yen is collected for
ed
each kilometer patroll

LED security lighting to communities.

❷ 貯める

❸ LEDロード
LED Road

Save

Patrol

ロール車による広域エリアの巡回のほか、

throu

d
Funds collected are save
toward the purchase of
LED security lighting for
donation

LED防犯灯を設置した
をつくる
「LEDロード」
An LED Road is being
created with the
donated LED security
lighting

防犯パトロール

青色防犯パトロール

LED防犯灯を寄贈

Anti-crime patrols

Blue anti-crime patrols

Donation of LED security lighting

2011年7月から各事業所周辺の防犯パト
ロールを社員が毎週実施しています。

2012年7月から、青色灯を備えた「青色パト
ロール車」で広域を巡回しています。

Since July 2011, we have been carrying out
weekly anti-crime patrols in which employees
patrol the vicinity of our business locations.

Since July 2012, we have been patrolling
wider areas in blue patrol cars outﬁtted with
blue lights.

「防犯パトロール」で積み立てた資金をも
とにLED防犯灯を清須市・稲沢市・一宮市
へ寄附しました。
The funds collected through anti-crime patrols
were used to donate LED security lighting to
Kiyosu City, Inazawa City and Ichinoiya City.
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地域防犯

Community Crime Prevention
交通安全の大切さを呼びかけるために、

交通安全の啓発活動

Promotion of traffic safety awareness

様々な場所で活動しています。
We carry out activities in many places aimed at communicating
the importance of traﬃc safety.

交通安全 立哨

愛のバレンタイン大作戦

Traffic Safety Patrols

Traffic Safety Presentation on Valentineʼs Day

毎月ゼロの日に社員が自主的に各事業所
周辺に立ち、地域住民へ交通安全を呼び
かけています。
Our employees volunteer to stand around
business locations on the 10 th, 20 th and 30 th of
every month to call for traﬃc safety among
people in the community.

事業所主体の活動

各事業所周辺の保育園や幼稚園14ヶ所に
社員約60名が訪問し、紙芝居や交通安全
ビデオを活用して交通安全を呼びかけてい
ます。
この活動は25年以上続いています。
About 60 employees visit 14 nurseries and
kindergartens to teach children the importance
of traﬃc safety using picture-card shows and
videos. We have continued this activity for over
25 years.

飲酒運転根絶パトロール
Anti-drunk driving patrols

飲酒の機会が増える年末・年始に向け、
社 有 車をパトロール車として出 動させ 、
「飲酒運転撲滅」を呼びかけています。
Around the New Year, when alcohol consumption
tends to rise, employees in company vehicles are
mobilized to encourage people to refrain from
drunk driving.

Activities led by individual business locations

各事業所でも地域社会に貢献する活動を積極的に行っています。
Various business locations are actively carrying out activities that contribute to society.

尾西工場

平和町工場

Bisai Plant

Heiwacho Plant

びさい
まつり

へいわさくら
まつり

Bisai Festival

Heiwa Cherry Blossom
Festival

森町工場

稲沢工場

Morimachi Plant

Inazawa Plant

もりもり
2万人まつり
＆産業祭
Mori-Mori 20,000-Person
Festival and Industry
Festival
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大里西
夏祭り
Ozatonishi Summer
Festival

TGグループでの支援活動

Toyoda Gosei Group Support Activities

重度障がい者の自立支援
Support for the independence of people with severe disabilities

大企業を中心に、障がい者雇用が増えるなか、
グループ企業のTGウェルフェアでは

自立支援のステップ

「重度障がい者の自立支援」を進めています。

Steps toward greater independence

就労定着だけでなく、社会人として
自立 するために、家族や母校などの
関係者と連携して、生活領域でのサポートを

❶雇用

Employment

行っています。
As hiring of the disabled grows, particularly at major
corporations, TG Welfare, one of our group
companies, is working to assist with the self-support
of those with severe disabilities. To achieve not only
stable employment but also social self-support,
TG Welfare cooperates with employeesʼ family
members and former schools to provide support
that extends to various aspects of life.

企業

家族

Companies

Families

連携

障がい者一人ひとりに合った仕事を提供し、雇用の場を創出
Providing jobs suited to each person and creating hiring opportunities

❷生活指導
Assistance with
daily tasks

就労支援センターと連携し、炊事、洗濯、入浴、お金の計算
などを勉強
Education about cooking, laundry, bathing, personal finances, etc.
in cooperation with Work Support Centers

Cooperation

母校などの
関係機関

❸自立した生計
Making an
independent living

Related institutions
such as former
schools

自分で生計を立て、自立できるように支援
With support, people with disabilities can be fully independent by working

特例子会社
Special subsidiary

障がい者雇用の取り組みが認められ、2010年9月21日付で豊田合成グループの
TGウェルフェアは「特例子会社」の認定を取得しました。
On September 21, 2010, TG Welfare, one of our group companies, obtained certiﬁcation as a special
subsidiary in recognition of its eﬀorts to promote the employment of people with disabilities.
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