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人とクルマと自然が共生する未来づくりへのチャレンジ

新車CO₂
ゼロチャレンジ

Challenge 1

ライフサイクル
CO₂ゼロ
チャレンジ

Challenge 2
工場CO₂
ゼロチャレンジ

Challenge 3

人と自然が共生
する未来づくり
へのチャレンジ

Challenge 6

循環型社会・
システム構築
チャレンジ

Challenge 5
水環境インパクト
最小化チャレンジ

Challenge 4

トヨタ環境チャレンジ
2050

環境負荷ゼロチャレンジ

もっとよくなる・
ネットポジティブ社会への

貢献

ゼロへのチャレンジ

プラスへのチャレンジ

“オールトヨタ”のプロジェクトとして
国内・海外各地で活動の輪を拡げる
３つのプロジェクトを展開

Challenge 6　人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ

Ⅰ

生物多様性のチャレンジⅡ

●    Green Wave Project → 地域をつなぐ自然共生活動

●    ESD Project → 未来へつなぐ環境教育

●    Today for Tomorrow Project → 世界とつなぐ環境助成活動

環境の為に、私達ができること。

オールトヨタ 環境の取り組み ： トヨタ環境チャレンジ2050

環境負荷を限りなくゼロにし、さらに「プラスの世界」を目指す為、成し遂げるべき6つのチャレンジ。
2050年に向けて、社会とともに持続的に発展できるよう取り組みを着実に進めていきます。
その中でチャレンジ6は、「プラス」を目指すチャレンジの重要な柱のひとつです。
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1. 社会の課題認識
各地域で経済発展により生息域の分断化・生物多様性の損失が進んでいる

2. プロジェクトの狙い
工場の森や生息域保全などの活動の輪をみんなで拡げていく

１年間で日本の国土面積の
14%相当の森林が喪失

早急に断片化を「つなぐ」ことが重要

Ⅲ

■森林の減少が目立つ地域　
■森林の増加が目立つ地域
■森林にわずかな増減がある地域（年間 -0.5％～+0.5％）
『環境省Global forest resources assessment』より

森林・草原・水辺・湿地帯などの開発により
生息域が縮小・分断化

この活動によって、結果として生息域が広がって生態系保全につながり、さらには人と共生できる
サステイナブルな社会づくりを目指します。自然や生き物があふれ、子ども達が輝く社会の為に、
動きだしましょう。

Green Wave Project （グリーンウェーブ プロジェクト）
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生物多様性「愛知ターゲット2020」と
グリーンウェーブ プロジェクトの関係
活動の定義 ＝ 「生物多様性・生態系の回復・増加に資する活動」
特に、「愛知ターゲット2020」 の20の目標のうち、
チャレンジ６に関係のある10項目に沿った活動を中心に進めていきます。
グリーンウェーブ プロジェクトに関するターゲット ＝ 1 ・ 5 ・ 7 ・ 9 ・ 10 ・ 11 ・ 12 ・ 14 ・ 15 ・ 19
（その他：自動車産業に関係するターゲット ： 2 ・ 4 ・ 8 )

「生物多様性」が
もたらす自然の恵み

生物多様性ってなに？Ⅳ

1
生物多様性とは、動物、植物、微生物など地球上の
生物が、バラエティに富んでいること.. .複雑で
多様な生態系そのものを示す言葉です。私達の
暮らしは、生物多様性とそれがもたらす自然の恵み
（生態系サービス）によって成り立っています。地球に
生命の多様さがあるおかげで、人はその土地と
生物に合わせて食物や衣服、住居、薬などを得て、暮らし
ているのです。森が二酸化炭素を吸収したり水害から
守り、虫の受粉で果物がなり、ミミズが土を豊かにし、
地球上の生物は直接的にも間接的にもお互いを支え
合い関わりあって、生命を育んでいるのです。

愛知ターゲットとは？3

「生物多様性」の危機2
利益を求めるあまり、いま私達が生物多様性を脅かして
います。生物多様性が損なわれれば自然環境のバランス
も壊れ、私達の暮らしを維持できなくなります。原因は
『資源の過剰利用』『土地改変』『外来生物』『気候変動』
『汚染』など。この危機的状況を変える為に1992年に
「生物多様性条約」（締約国会議）がつくられました。

生物多様性に役立つ知識や技術を
豊かにしていこう。

生き物や自然にまつわる
伝統的な知識を大切にしよう。

［ 2015年まで ］
みんなで参加しながら作戦を立て、

みんなで実現しよう。

［ 2015年まで ］
生物多様性から得られる利益は、
国や地域を超えて公正に分配しよう。

傷ついた生態系を、15%以上回復
させよう。それによって気候変動や、

砂漠化の問題に貢献しよう。

生態系を守り、自然の恵みが
子どもや貧しい人々にも

届くようにしよう。

一つの種のなかでも、
多様さを大事にしよう。

絶滅危惧種を絶滅から防ぎ、
ふつうの種に戻していこう。

陸地の17% 、海の10%は、
なにがあっても

守る場所に決めよう。

みんなが、生物多様性は
大切なんだと知ろう。その
気持ちをもって、行動しよう。

国や地方は、生物多様性を
大切にする計画を立てよう。

生物多様性に悪い制度は、
やめよう。やめさせよう。
いい制度を進めよう。

環境に無理をさせず
続けられる生産と
消費を行おう。

森など、生き物が暮らす場所が
失われるスピードを半分まで
抑えよう。ゼロを目指そう。

魚や貝など水産資源は、
これからも無理なく
続けられるように漁獲しよう。

農業・養殖業・林業が行われる
地域を、長く無理なく
活動できるよう管理しよう。

化学物質・肥料・農薬は、
生物多様性に有害でない
範囲まで抑えよう。

環境に害をあたえる
外来種が増えるのを防ごう。
入ってこないようにしよう。

［ 2015年まで ］
サンゴ礁など、環境の変化に
特に弱い生態系を守ろう。

2010年愛知県名古屋市開催の第10回締約国会議
（COP10)で約180か国が加盟。2050年までに自然と
共生する社会の創造を目指し、2020年までに達成すべき
20の目標を定めています。生物多様性を守る為の
今後10年間の方向性です。

活動を支える為に
大切な人材と資金を、

協力を集め増やしていこう。

取り組みが

図 ： 国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）  提供
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水域保全

里山整備
緩衝帯整備

アニマル
パスウェイ作り

湿地の
生態系保全

森林保全
間伐支援

流域水質改善 工場の
森づくり

生態系の
モニタリング

外来種対策

草原を
つなぐ活動

希少動物
生態系保全

海辺の
生態系保全

ビオトープで
つなぐ活動

1. 活動の主目的
◎ 生物多様性・生態系の回復・増加に資する活動（単なる清掃・ゴミ拾い活動は含めない）
◎ 生物多様性に直接的関与する活動のほか、活動を他の主体とつなぐ活動・拡げるアクションも含む
　 (例：地域・行政・他企業と新協働プロジェクトを仕掛ける、活動を促進する技術やKPI開発など…）

2. 活動対象

グリーンウェーブ プロジェクトの活動ガイドⅤ

3. 参加会社（オールトヨタ ワーキング加盟会社23社）
愛三工業(株)、アイシン・エーアイ(株)、アイシン・エィ・ダブリュ(株)、アイシン精機(株)、アイシン高丘(株)
愛知製鋼(株)、岐阜車体工業(株)、三五コーポレーション(株)、(株)ジェイテクト、ダイハツ工業(株)
(株)デンソー、(株)東海理化、豊田合成(株)、トヨタ自動車(株)、トヨタ自動車九州(株)
トヨタ自動車東日本(株)、トヨタ自動車北海道(株)、(株)豊田自動織機、トヨタ車体(株)
(株)豊田中央研究所、豊田通商(株)、トヨタ紡織(株)、日野自動車(株)　　　　　　　　　[五十音順]

◎ 上記にもある通り、特定の生物を限定するものではない
◎ 生態系は、森・木だけではなく、草原、水辺の活動など
　 各地域の特色に応じた取り組みを行う
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各社の活動紹介 ［1］

アイシングループ
アイシン精機/アイシン・エィ・ダブリュ/アイシン高丘/アイシン・エーアイ 他 愛知ターゲットNo. 1・5・9・10・11・12

生物多様性への取り組みの考え方
①生物多様性に及ぼす影響の回避・最小化
②積極的な環境コミュニケーションの実施
③生物多様性に寄与する地域共生活動のアイシングループ
　会社横断展開

5次プラン～引き続き、国内拠点のある地域で、順番に活動を開始
⇒定着させる

統一性、グループで参加

希少種落種後の下草刈り（熊本県）

湿地保全活動（福井県）

アイシン精機(株) 愛知ターゲットNo. １・５・１２

三河 北陸 九州 北海道 東北
１１～１３年
１４年
１５年

１６年
　
２０年

継続 継続

継続
継続

継続

実施 実施 実施
実施

実施
計画

毎年継続しながら、国内に広げていく

水環境のコミュニケーション活動

〜

アイシングループでは、生産活動で多量の水資源を使用することから、湿地・池・川といった
水環境のコミュニケーション活動を通じて、地域へ貢献するとともに、そこにある生態系
から日常生活や事業活動との関わりを学び、考える機会とする活動をしています。

第6次連結環境取り組みプラン（2016～2020年）

地域との調和を図るため、工場敷地内に周辺に似たエリア
を設置。地域在来の生き物が生息できるオアシスです。
約3 ,0 0 0m 2のビオ
トープは生物98種・
植物173種の動植物
の生息が確認され
ています。

http://www.aisin.co.jp/pickup/ecoschool/

特徴 1
地域環境との調和を図るため、
知多半島在来種による植樹を実施

特徴 2
地元水族館との協働による
希少種『カワバタモロコ』の育成保全

特徴 3
社員手作りの生きもの採取による体験型
調査を実施し生物多様性を学ぶ機会を提供

特徴 4
専門家の定期的な生態系調査による
生産影響のモニタリングを実施
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愛三工業(株) 愛知ターゲットNo. １・５

愛知製鋼(株) 愛知ターゲットNo. １・５・７・１９

緑の工場づくり

工場排水を利用した水辺
2015年には隣接する当社排水処理場の排水を
利用した水辺をつくりました。ここには地域の魚
類を放流しています。生物にもやさしく、環境負
荷のない排水処理ができるよう活動しています。

地域コミュニケーション

工場南西部にある緑地

工場排水利用の水辺 地域小学生と環境学習

愛三工業安城工場は緑豊かで環境にやさしい工場づくり
を目指しています。1990年頃から従業員参加の緑化活動
を始め、常緑の広葉樹を中心に緑化を推進しています。
一部は地域の方にも利用して頂けるよう開放しています。

地域住民の方や小学生をお招きして、当社の
環境取り組みや排水処理の状況などを紹介して
います。地域の方にも親しまれる工場づくりを
目指しています。

森づくりボランティア活動
NPOと連携し、従業員・家族のボランティア
を募り、年2回長野県の木祖村・王滝村の森林
整備活動を実施しております。この地区は、
当社知多工場・鍛造工場・東浦工場が使用する愛知用水の水源に
あたり、その大切な水源保全の意味もこめ2005年から活動を継続し
ております。参加者は、すがすがしい自然の中で間伐・除伐作業を行ない、
森林の大切さを体得。また現地の方 と々の交流も深めております。

カブトムシのすむ森づくり
当社敷地内の約2万㎡の中新田緑地（東海
市）を、将来「カブトムシがすむ森」にする、
という目標を掲げ、2013年に従業員・家族
および関係者により約1,200本の植樹を行いました。その後も毎年、
知多半島生態系ネットワーク協議会・NPOの学生実行委員のメンバーと
協業にて、愛知製鋼グループの従業員・家族を対象とした「環境学習」・
「ドングリ拾いからの苗木作り～植樹」・「樹木手入れ」などの育成イベント
を開催し、自然共生・生物多様性への理解を深めております。
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岐阜車体工業(株) 愛知ターゲットNo. １・５

三五コーポレーション(株) 愛知ターゲットNo. １・５

各社の活動紹介 ［2］

企業の森活動で森林保全

「Y2グリーンサポーターズ」のメンバー

しいたけの菌打ち 昼食の朴葉寿司づくり

2006年11月 ECO35植樹祭

5月 地域小学生の田植え

2015年5月 ECO35の森

9月 ハサミを使った稲刈り

三五の森づくり
森づくりは名古屋市熱田区のECO35で
2006年からスタ－トしました。その土地本来
の樹種を調査し地域住民と一体となった
植樹活動を広げています。生態系調査や
ホタルも飼育しています。世界各国の生産
拠点で、森づくりを展開しています。

米づくり体験授業ESD

2010年5月に水源林の保全、里山の保全
などの生きた森林づくりを進めることと、
社会貢献及び地域との交流を図ることを
目的として、白川町と岐阜県との協働に
よる水源の森づくり協定を締結しました。
白川町の森林4.7haを「岐阜車体の森」、
活動メンバーを「Y2グリーンサポーターズ」
と名付け、年3回ほど森林整備活動を実施
しています。昨年度、協定を5年間延長、
2期目の活動が始まりました。私達はこの
森林保全活動を通じ、水源保護や地球温
暖化防止に貢献するとともに、この場所を
社員の憩いの場とし「いきいき」※と活動
を続けていきます。

※当社の基本理念である「ときめきをカタチに、
　個性豊かな、いきいき企業」から引用

名古屋の都会の児童に田植えから稲刈り、
刈りいれた米での五平餅づくりまで、一貫
した体験授業の場を提供しています。
三五は森づくりや米づくりを通して未来を
築く子ども達の為に、ひとづくりを応援し
ています。
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(株)ジェイテクト 愛知ターゲットNo. ５・７・１５

ダイハツ工業(株) 愛知ターゲットNo. ９

抜き取り作業の様子

とくしま協働の森づくり事業への参画

生物多様性への貢献

植樹
伐採した樹木と同種の苗木を植樹することで生態系の
維持を行っています。また防災林としての機能の維持にも
貢献しています。

2015年 協働の森活動

植樹作業

ジェイテクト徳島工場は2011年より徳島県及び徳島森林
づくり推進機構とパートナーシップ協定を結び、森づくり
事業に参画しています。

猪名川の原風景「オギ原」の再生を目指して
猪名川河川敷では、在来植物「オギ」が広がる「オギ原」が
原風景でした。しかし、近年、外来種に「オギ」の生育が
阻害され｢オギ原」の姿は見られなくなっていました。
ボランティアメンバーは「オギ原」の再生を目指し、2012年
から外来植物｢アレチハナガサ」を抜き取る活動を開始
しました。現在、活動エリアでは「アレチハナガサ」が激減。
メンバーの地道な活動は、「オギ原」再生に貢献しています。

本社(池田)工場の西側を流れる猪名川河川敷において、
社内ボランティアメンバーが地元NPOと連携し、外来植物
「アレチハナガサ」を駆除する活動を行っています。

条件不利地の為、未整備になっている森林で間伐、伐採や
植樹を行うことで健全な森林環境を整え、生物の多様性を
保全するとともに、県が認証するCO2吸収量により、気候
変動の緩和にも貢献しています。

猪名川生態系保全の取り組み
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(株)デンソー 愛知ターゲットNo. １・５・１０・１２

ビオトープ

ウシモツゴ
（碧南水族館のご協力により善明ビオトープに分散保護が実現）

(株)東海理化 愛知ターゲットNo. １・５・１５・１９

植樹

周辺地域に生息する自然植生種の苗木を用いた
植樹を行い、「社員にやすらぎを与える緑地づくり、
植樹による従業員のエコマインド醸成」という
コンセプトのもと工場緑化を推進しています。

2014年より本社地区及び音羽工場にて計5回の植
樹会を開催。社員とその家族約500名が参加し、
計30種、約7,000本の苗木を植樹しました。30cm
程度だった苗木は、現在2～3mに成長し、植樹後の
緑地にはヒヨドリやツグミなどが飛来しています。

環境学習
環境に対する知識を深めてもらう為に植樹会と
併せて環境学習を実施しています。クイズ大会
や生物多様性に関するパネルを展示し、社員や
子ども達が環境について学べる場としています。 子ども向けの環境学習 パネルの展示

各社の活動紹介 ［3］

植樹による生物多様性保全

従業員による植樹 本社植樹エリアの生育状況

木立に囲まれた自然の森の復元 ビオトープ

生物多様性への貢献
デンソー善明のビオトープは人の手を加え過ぎず、自然の
力を借りた「里山」の復元を目指しました。ウシモツゴは
善明町地内のため池で保護された絶滅危惧種のコイ科
の淡水魚です。善明で見つかったウシモツゴの子孫の
里帰りと、分散保護もビオトープ建設の目的のひとつです。
その他にメダカ、水生昆虫5種以上、トンボ20種以上、
蝶類10種以上が確認されています。また、野鳥も多く
飛来しています。このようにして、鳥類・魚類・昆虫類・
植物が調和しながら生息する豊かな生態系を取り戻す
ことに貢献しています。

デンソーは1998年に善明製作所内に3,300m2のビオトープ
を造成しました。ここには里山や農村のような人と自然が
触れ合える魅力的な環境がつくりだされており、地域の
皆様にも親しまれています。

2015年12月

2014年6月
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トヨタ自動車九州(株) 愛知ターゲットNo. １・５

豊田合成(株) 愛知ターゲットNo. １・５・１２

「工場の森」2009年11月 2015年5月

豊田合成ビオトープ （右上）田字草 （右下）イトトンボのヤゴ

Let’s plant trees together !

工場の森づくり
2009年に会社創立60周年記念行事として「工場の森づくり」に取
り組み、森づくりの提唱者として知られる宮脇先生の指導のもと
平和町工場からスタートした森づくり活動は国内だけでなく海外
にも活動の輪を広げ、植樹本数は約27万本に到達しました。当時
20～30cmのポット苗が現在では4m以上の高さに成長しています。
そして「命の森」として生物種の棲家としても成長しています。　

生物多様性への貢献
新たな活動として、2015年4月に美和技術センター内にビオトープを
造成しました。「工場の森」に隣接して設置したビオトープに、かつて
この地域にいたとされるホタル、メダカを放流し育成しています。
イトトンボの飛来も確認でき、更なる生物種の増加を期待しています。

わたしたちは、自然や緑を大切にする気持ちをみんなで持ち
行動するために、ＴＧグループの従業員、ご家族、地域住民の
方々にも参加いただき国内外で「工場の森づくり」を続けています。

4m30cm

環境モデル都市北九州市の環境首都100万本植樹プロジェクト
2011年、北九州臨空産業団地内の緑地公園にて、北九州市と連携した植樹祭を実施。市長をはじめ
周辺地域の方々と一緒に、地域の環境保全や防災力向上につなげるイベントとして開催しました。

従業員の会社周辺地域に対
する愛着や、環境保全に対
する意識向上を目的として、
当社からも400名が参加し、
総勢約800名で7,0 0 0本の
苗木を植樹しました。 当社も
北九州市へ苗木を寄付して
おり、市長より感謝状が授与
されました。 
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http://www.toyota-kyushu.com/work/em.html
http://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/mori/


各社の活動紹介 ［4］

トヨタ自動車東日本（株） 愛知ターゲットNo. １・５・１２

トヨタ自動車北海道(株) 愛知ターゲットNo. １・５・１５

トヨタの森（夏季） トヨタの森（冬季）

植樹祭風景 社内のソメイヨシノ

宮城県  千年希望の丘植樹祭への参加

地域との共存・共生を目指した工場緑化

「トヨタの森」について
2004年に「トヨタの森」を敷地内につくり、
従業員の憩いの場として、また工場見学等で
訪れた方の休憩の場として活用しています。

植樹活動について
専門家の指導のもと、土地本来の自生種で
あるコナラ、ミズナラなどの苗木を、従業員
とその家族による植樹祭を通じて、これま
で延べ3万本植樹してきました。また近年は
ソメイヨシノの桜並木を整備し、一般の方に
も楽しんで頂ける環境を目指しています。

当社は、地域の人々や自然との共存・共生を目指し、
1992年の開業当初より、構内緑化活動に取り組んで
きました。

東北復興支援として、宮城・岩手の様々なボランティア活動に参画しています。その一環として、宮城県岩沼市
で開催される「千年希望の丘植樹祭2015」に参加。この植樹祭は、震災前にあった防潮林（クロマツ）の
あった海岸線一帯に、がれきを活用して丘を築造し、さらに、植樹することで津波の威力を減衰・分散させる
プロジェクトの一環で開催されたものです。当社からの参加者は、愛知県の子ども達が育てた宮城県産
どんぐりの苗60本を含む約1,000本を植樹しました。

14

http://www.tmh.co.jp/information/forest.html


トヨタ車体(株) 愛知ターゲットNo. １・５・１２

(株)豊田自動織機 愛知ターゲットNo. １・５・９

地域の自然の見本園 〈大府駅東ビオトープ〉

コンセプト

まちなかビオトープ

生きもの観察会

ふれ愛パーク内のビオトープ

植物の観察・学習会 植樹会

刈谷 ふれ愛パーク

生物多様性への貢献
刈谷北部地域に広がる水田、点在するため池など周
辺の水辺環境との繋がりを考えたビオトープです。
地域の方・学校・社員と協業し植樹会を実施。また多
くの生き物が生息、生育できる せせらぎ、湿地、畑、
果樹園、水田など多様な自然環境を育てています。

環境学習

絶滅が危惧される郷土種をはじめ、
様々な生き物が生息・生育できるビオトープ（約
5,000ｍ2）で、誰でも気軽に自然との共生を学べる
空間として創出。生態系ネットワークと環境学習の
拠点として地域の方・学校・社員に活用されています。

大府駅東ビオトープ 検 索

準絶滅危惧種ガガブタ

飛来したチョウトンボ

いつでも、だれでも、気軽に地域の自然と触れ合うことを
目的に、2012年9月、愛知県大府市内の遊休地に約1,100m2
のビオトープを整備しました。

愛知県が推進する生態系ネットワーク形成事業と連携し、
周囲の緑地や水辺とのつながりを生み出し、さまざまな
生きものを誘致するような設計です。

駅前に整備されたまちなかビオトープ。自然体験の場
として、地域の草木や生物に触れ合うことができます。
また、子ども会のイベントや、近隣住民の
憩いの場としても開放されています。

ビオトープを活用した環境学習を、官学等と連携しながら実施。学習プログラムはモノづくりから自然
観察まで子どもでも楽しめる内容となっています。

https://www.toyota-shokki.co.jp/csr/environment/biotope/

マップ
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各社の活動紹介 ［5］

(株)豊田中央研究所

社員と家族の手で20年後の森づくり
植樹

愛知ターゲットNo. １・５・１5

2010年に会社創立50周年記念行事として、長久手の環境に根付き
自生している「近隣神社の森」を参考に、樫(カシ)、椎(シイ)、
楠(クス)類を主体に多種多様な苗木50種類1,400本を選定し、
従業員とその家族約500人で構内植樹を行いました｡当時20～
30cmだったポット苗が､現在では4～5m程の高さに成長しています｡
会社周辺では区画整理による開発で敷地外の緑地は様変わりして
いますが、地域にとっての「緑の塊」として、今後も約13,000本の
構内樹木の維持・保全と積極的な緑化に取り組んでいきます。

2010年 植樹風景

成長してきた植樹林(手前)周辺環境の変化（左：1993年、右：2015年）

豊田通商(株) 愛知ターゲットNo. １・５

藤前干潟クリーン大作戦

豊田通商は、地球環境の保全は豊かな社会づくりの基礎であるとの考えから、地域
活動とのつながりを通じて生物多様性や生態系の維持・保全等に取り組んでいます。

NPO法人「藤前干潟を守る会」主催の「藤前干潟（愛知県名古屋市）クリーン大作戦」に
2013年より参加しています。藤前干潟は、伊勢湾奥の名古屋港の突端にあり、ラムサール
条約（ 水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）に登録されている広大な
干潟です。干潟には不法投棄や河川の上流からのペットボトルや空き缶、ビニール袋
などが大量に流れ、堆積し、水鳥をはじめとする干潟の生態系をおびやかしています。
クリーン大作戦ではこの漂着したごみ回収を通じて干潟の環境保全を図っています。

九十九里浜海岸林再生プロジェクト
東日本大震災による津波は千葉県九十九里浜の海岸林にも大きな被害をもたらし
ました。「九十九里浜再生プロジェクト」はこの海岸林再生を目的に千葉県とNPO
法人「森のライフスタイル研究所」が主催するプロジェクトです。当社グループも
環境保全及び東日本復興支援の一環として参画しております。2015年10月未整理
エリア1.6haのうち0.1haの枯損木の伐採と地拵えを実施し、また2016年2月に
1,500本のクロマツの苗植樹を実施しました。今後5年間、復興の森づくりに向けて
植樹エリアの下草狩りを年に1回実施し、海岸林を守り育てていく予定です。

1993年 2015年
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岐阜県  加子母（かしも）

日野自動車(株) 愛知ターゲットNo. 1・5・9・12・15・19

トヨタ紡織(株) 愛知ターゲットNo. １・５・１２

インドネシア  ブロモ山

中国  内モンゴルアラシャン砂漠

トルコ  サカリヤ近郊

「トヨタ紡織グループ“環境の森”」森づくり活動

特　徴

植　林

生物多様性への貢献

「植林」「森林整備」「地域貢献/地域交流」
を柱に地域の状況に合った活動を推進。

地域在来種を植林、
グローバル累計植林数33万本。

森林の造成、保全を通じて生物が
定着しやすい環境を形成。

2006年よりCSR活動の一環として
スタート。植林や森林整備、活動を
通じた社員の環境教育などトヨタ紡
織グループ各社と周辺地域やNGO
が連携して、森林や自然環境の保全
を目指して活動を進めています。

地域、従業員と共に目指す生物多様性保全

子供たちとの水生生物学習イベント
子供たちと共に古河工場周辺河川における水生生物学習
イベントを2013年より毎年開催しています。メダカ、トウキョウ
ダルマガエルなど絶滅危惧種が多く確認される一方で、
アメリカザリガニ、ウシガエルなどの外来種も確認されるため、
駆除することで地域固有の動植物保全に貢献し、同時に
子供たちにも周辺生態系について考える場となっています。

従業員参加型の植樹イベント
青梅市の「日野自動車70周年の森」にて、2012年より従業員
とその家族が参加できる植樹イベントを開催しています。
単に苗を植えるだけでなく、専門家によるレクチャーにより、
森林の大切さについて学ぶ機会にもなっています。今後も
活動を続け、様々な命を育む立派な森林を目指します。

日野自動車は、地域住民の方々や従業員と実際の体験を
通じて、「生物多様性」について学ぶ機会を提供しています。

（右上）絶滅危惧種のトウキョウダルマガエル 
（右下）外来種のアメリカザリガニ
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各社の活動紹介 ［6］

トヨタ自動車(株) 愛知ターゲットNo. 1・5・7・10・11・14・15・19

トヨタの森づくりと地域に合わせた生態系保全

トヨタ各事業体の従業員・地域・各種団体との連携で活動

特徴
生物多様性を考慮し、地域に昔から生息してい
る樹木を調査し、土づくり、種から苗木づくりを
開始しました。

森の保全
各部で保全エリアを決め、定期的に雑草抜きや
倒木手入れ、ゴミ拾いなどを展開しています。

森・ビオトープの効果
社員の育樹により豊かな森に成長し、貴重な
鳥が飛来するようになりました。

http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/management/2014_activities_03/

サンショウクイ
絶滅危惧Ⅱ類(VU) 　 2016年2月現在

堤工場の森づくり
『トヨタ堤工場を森の中にある
工場に！』を合言葉に2008年に
従業員と家族、地域の方々、5,000人で5万本を
植樹。2020年10万本目指し継続しています。

世界中に植樹計 約860万本（内 工場の森づくり計85.5万本）

ヨーロッパ 6.5千本

アフリカ 14万本

アジア・オーストラリア 307万本

日本 23万本

中国 468万本 北米 42万本

中南米 5万本

堤工場植樹祭

「自然を活用し、自然と調和する工場づくり」を目的に、『工場の森づくり』が2008年にスタート。工場以外
にも、地域NPO等との協働で、周辺地域への生態系保全も進めています。森やビオトープの成長とともに、
周辺在来種の飛来や水生生物の増加など、豊かな自然環境を地域とつなげる活動をしていきます。
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http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/challenge2050/


生態域の分断化防止には横断的な協力が不可欠

オールトヨタで緑地をつなぐ第一歩を歓迎します。
生物多様性の保全に向け、生態域の分断化の防止は熱帯雨林などでも、また
都市部の緑でも課題となっています。2020年に向けた生物多様性条約の
愛知ターゲットにも、また都市にフォーカスした生物多様性指標でも分断化は
入っていることからもそのテーマの重要性は読み取れます。

世界でも日本でも分断化を防ぐためには、横断的な協力が欠かすことができ
ません。今回の事業体の壁を越えてオールトヨタで緑地をつなげていこうとする

第一歩を歓迎します。トヨタグループの動きによって、他産業や世界各地での波及効果も期待しています。

トヨタグループが得意とするカイゼンの精神で一歩一歩着実に歩みながら、将来的には愛知ターゲットの
ように、何をいつまでにどれだけ達成するのか、数値目標までを今後は設定できれば更なる前進と思います。

香坂 玲 KOHSAKA RYO    金沢大学 ［人間社会環境研究科 地域創造学］ 准教授
金沢大学准教授。東京大学農学部卒後、ドイツ・フライブルク大学森林環境学部で博士号（理学）を取得。国連環境計画の
生物多様性条約事務局の勤務、名古屋市立大学を経て、現職。また、2008年～2010年、名古屋でおこなわれた第10回生物
多様性条約締結国会議支援実行委員会アドバイザーを務めた。近著に「地域再生」「生物多様性と私たち」（岩波書店）など。

壮大な植樹プロジェクトに敬意を表します

私自身も参加できることにわくわくしています。
人と自然が共生する未来に向けた3つのプロジェクトのひとつ、グリーンウェーブ
プロジェクトに環境NGOの立場で参加できることを大変うれしく感じています。

植樹は誰でもでき、成果も目に見えるので、さまざまな企業や団体が取り組んで
います。オールトヨタが連携し、地域から世界に、そして未来世代へとつなぐ
壮大な植樹プロジェクトを始められることに敬意を表するとともに、その一員
として活動できることにわくわくしています。

これまでにオールトヨタで1,000万本もの木を植えられたことは大変な実績です。その成果をもとに、より
生物多様性に貢献する活動として世界を巻き込もうとするリーダーシップは、技術を通して持続可能な
社会の実現をめざすオールトヨタならではのコミットメントと期待しています。

鈴江 恵子 SUZUE KEIKO    バードライフ・インターナショナル東京 代表
企業でCSR活動、とくに国内の自然保護活動支援に関わったことを契機に農業を含めた広域な環境問題への関心を深めた。
現在は国際環境NGOバードライフ・インターナショナル（英国）の東京事務所代表として、熱帯雨林の保全、絶滅危惧種の
保護、生物多様性の保全など、グローバルな視点を生かした環境事業の実践をめざしている。

～ 有識者からのメッセージ ～Message

19



【発行人】 オールトヨタ自然共生ワーキンググループ   分科会②
 リーダー：アイシン精機（株） 安全衛生環境部 ／ 大谷 ・ 大脇
 メンバー：アイシン・エィ・ダブリュ（株） 安全環境部 ／ 藤井 ダイハツ工業(株) 環境室 ／ 中段
  （株）デンソー 安全衛生環境部 ／ 林 トヨタ自動車(株) 環境部 ／ 大石
  豊田通商（株） 安全・環境推進部 ／ 松浦 日野自動車（株） 安全環境推進部 ／ 田村  （※五十音順）

【事務局】 トヨタ自動車（株） 環境部

【発行日】 2016年6月




