
Yokohama Tire Philippines, Inc.（YTPI） CSRレポート

YOKOHAMA TIRE PHILIPPINESは今年で
設立20年を迎えます。20年間、事業を続け
てこられたのはお客さま・従業員・地域社会
の方 ・々サプライヤーをはじめとする全てのス
テークホルダーの方々のサポートがあったお
陰です。
こうしたサポートに対して少しでも恩返しを
するために私たちはYTPIが所在するClark
周辺を中心にMedical Mission、Feeding 
Program、Forever Forest等の社会貢献活

動・環境貢献活動に取り組んでまいりました。

こうした活動を継続していくためには安全・品質・環境に常に配慮し利
益を出し続ける健全な企業体質を維持していくことが不可欠であると考
えております。
今後も横浜ゴムグループの一員として高品質な製品を供給し、世界中の
お客さまから信頼される企業として更なる成長を目指し、また社会貢献
活動・環境貢献活動に積極的に取り組んでまいります。

事業内容：
敷地面積：
従業員数：
所 在 地：

タイヤ生産
452,019ｍ2

2,326名（2015年12月）
IE 5, Clark Freeport Zone, Philippines

相談・苦情などの受付窓口：
TEL: +63 (45) 599-3603　FAX: +63 (45) 599-3613
メールアドレス：angelina.casasola@ytpi.com

組織統治

企業理念

高い品質のタイヤを製造することは私たちの最大の誇りです。
私たちが生産したタイヤがお客さまの厳しいニーズと高い基準を満たし
ていることに対して、誇りと達成感を持っています。我々は環境と地球
の資源を保護し、維持するために、人材育成・能力開発を行い、最大
限の効率性と生産性で工場を稼動することにより、すべてを達成する
ことを目指しています。

ビジョン

“We will be number 1.”
創業以来YTPIはこのビジョンを掲げ、Exporting Standard（輸出標
準）をつくってきました。
そして、世界のYRC工場の中で一番になることは、最高のタイヤを届けると
同時に環境への思いやりと持続可能なコミュニティへの責任を放棄しないこ
とで、顧客のニーズと高い水準を満たす義務を果たすことです。
ここで要求されることは、YTPIが以下の基本的価値観を共有化することです。
“Dedication, Sincerity and Excellence”

「献身、誠実、優秀」
私たちは人の技術・潜在能力の開発と最大の効率と生産性を持つ設備
の採用を続けています。
これらの哲学により、私たちはステークホルダーの満足と国の経済発
展に貢献すると確信しています。

社長ご挨拶

人権

YTPIでは、長期的な社会コミュニケーションとCSRプログラムの開発
のため、持続的な生活改善の施策について検討を行っています。
貧困世帯の減少に寄与するため、すべての家庭に就業の機会が得られ
るような意見を募っています。

黒川　泰弘

 

“We have to continue 
making profit, to continue 

our CSR programs, to 
support our society.” 



2015年安全実績

従業員は、当社の最も重要な財産であり、人命の保護に努めています。
この目的を達成するために、安全管理部門（SMS）はトップマネジメン
ト、安全コアチームと一緒に各種の活動を通じて休業災害（Incident）
ゼロ達成を目指しています。
2015年度は休業災害の発生はありませんでした。

安全文化

2015年は安全において基本に立ち返ることがスローガンでした。
安全文化の構築のために以下の10の原則を掲げています。
1. Achieve zero monthly incident.
 （ゼロ災害の達成）
2. On time submission of risk assessment findings. 
 （危険個所の迅速な情報展開）
3. Zero forklift incident.
 （ゼロフォークリフト災害）
4. Compliance to wearing hardhat with chinstrap.
 （安全なヘルメット着用（あごヒモ着用））
5. Compliance to proper tucked-in shirt and cap on head.
 （安全な身だしなみ（Tシャツの裾をしまうこと、帽子を着用すること））
6. Zero case on non-cfo driving of forklift.
 （ゼロフォークリフト不安全運転）
7.  Compliance to use of property maintained and registered 

bicycle units.
 （安全な自転車運用（適切なメンテナンスと登録））
8. Zero idle hand-related incident.
 （ゼロ遊び手災害）
9.  Compliance to use of property maintained cassettes of 

material carriers.
 （安全な材料台車運用（適切なメンテナンス））
10. Zero work incidents due to human error.
 （ゼロヒューマンエラー災害）

＜年間活動＞

1. Search for ‘Safe Man of the Day’（安全マン育成）
YTPIでは不安全な部分を見つけるのではなく、より前向きに安全な人
を見つける活動にシフトしています。
そうすることで幸せで安全な職場づくりを進めることができます。

2. Forklift Driving Competition（フォークリフトコンテスト）
YTPIでの日常業務ではフォークリフト作業が欠かせません。
そのため、フォークリフトのトレーニングとテストを兼ねてこの活動を
推進しています。

3. Night Earthquake Drill（夜間地震避難訓練）
YTPIでは夜間に災害が発生した場合が最も危険であると考え、夜間に
防災訓練を実施しています。
マバラカット市の防火局も指導と評価のためにこの活動に参加してい
ます。

4. Firefighting（自主消防団スキルアップ）
YTPIは10年以上にわたり緊急事態への準備と対応に不可欠な消防のス
キルを磨いてきています。
2015年の第一四半期に開催された地域の消防競技会では３つのカテ
ゴリーにおいて１位をとることができました。

5. Emergency Preparedness Response（緊急事態のための準備）
YTPIの安全管理システムは全国防災意識月間にあたり、パンパンガ州
周辺の学校や大学に対して緊急事態対応準備のためのセミナーとベン
チマークとなる活動を開始しています。

労働慣行

消防隊

フォークリフト技能コンテスト

救助訓練

夜間地震避難訓練

従業員構成

私たちは雇用の機会均等と従業員の多様性の促進に留意して採用活動
を行っています。従業員2,326名の多くは生産現場、技術で働く男性

（94％）で、女性（6％）はほとんどが総務、事務的な仕事を担当して
います。管理職44名の中で、女性は10名（23％）です。

Workforce by Gender
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労働慣行

YTPIのキャリア開発
チームメンバーからトップマネジメントまで人材育成の強化を推進して
きました。これは従業員のキャリア開発に大きく貢献しており、働く場
所における、知識、スキル、仕事に対する姿勢の最適化に資するもの
で、会社のビジョン、ミッションの達成を支えています。
以下の表は従業員の研修実績を示したものです。
これらの研修は、当社が認定したトレーナーが社内外で従業員に対し
て行う社内研修、外部の研修機関が社内外で実施する外部研修として
位置づけています。
＜研修時間＞

Type Training Hours/Employee/year

Intrenal 51

External 105

Total 156

健康意識の向上
健康なライフスタイル推進を継続的に努めています。医療チームは心
臓病のリスク低減と肥満の防止のためのプログラムの紹介や、各種健
康診断や相談、救急救命講習などを実施しています。
また薬物依存を根絶するため、毎年検査を行い、啓発に努めています。

機能研修は、特定のプロセスにおける専門分野の技術スキル、知識や
技能などの機能領域の学習を中心に行っています。行動研修は身体を
使って、能力、態度、習慣、性格特性、個人の属性、ソフトスキルの
体験学習型の研修です。
＜研修種別の時間＞

Classification Training Hours/Employee/year

Functional 42

Behavioral 40

Organizational 74

Total 156

なお、新入社員に対する研修は、9種、計297時間です。



環境

この環境方針の実現のため、当社は高品質のタイヤを生産するときの
エネルギーやその他資源を適正に管理・使用を行っています。
2015年度の目標値は、燃料の使用450,000L、電力の使用3,000,000
ｋWh、水の使用15,000m3を設定しました。

環境方針

「地球温暖化の防止と天然資源の保全に貢献します」

環境データ
項　目 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

廃棄物発生量（t） 1,991 1,167 1,594 2,871 4,023

埋立率（%） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

埋立量（t） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

エネルギー使用量
（原油換算：kl）

電力 11,159 12,017 10,502 16,799 18,113

燃料 14,333 12,170 11,632 15,018 17,020

合計 25,492 24,187 22,134 31,817 35,133

温室効果ガス排出量（千t-CO2） 62.7 58.9 54.1 77.0 85.5

水使用量（千m3） 459 424 377 514 545

※年度：1月～12月
※ 温室効果ガス排出量の算定は、日本国の環境省・経済産業省発行の温室効果ガス排出量算定・報告マニュ

アルを使用しました。2015年度は、海外拠点の算定では、GHGプロトコルを使用しました。

エネルギー効率の向上

さまざまな取り組みによって、エネルギー使用量を削減し、環境保全
に寄与しています。

燃料の使用は、250,285Lで目標に対して46.6%削減できました。

電力の使用は3,095,093kWhとなり、3.17%のアップとなりました。

水

YTPIの雨水回収施設は2014年に建設され、同じ2014年の末までに運
用が開始されました。この結果、2015年は水使用量の目標削減量であ
る15,000m3を遥かに上回る60,484m3の使用量削減を達成することが
できました。

雨水回収施設

廃棄物管理

2015年度の廃棄物発生量は、39.22％の増加となりましたが、ゼロエ
ミッションは継続しています。さらに、原材料の梱包材の管理にも着手
し、再使用または再利用を行う割合が増えました。

廃棄物指導

省エネ月間、環境月間

５月に省エネ月間、６月に環境月間の活動を行いました。テーマは「省
エネルギー：低炭素社会と持続可能な地球に向けての活動」です。
ポスターやスローガンなどのコンテストを実施しました。



環境

また、清掃活動、グリーンカーテンづくり、そして、苗の提供や第８回
の千年の杜植樹会を開催しました。

清掃活動

エコパークオープニング

千年の杜と生物多様性
第8回千年の杜の植樹会を行い、45の在来種からなる4,735本の苗木
を525名の従業員や外部のボランティアで植樹しました。
これまでで、54樹種が、現在YTPIの周囲に植えられています。
また、生物多様性保全の調査を行うため、セミナーを3回開催しました。
2008年以降に植えた木の数は、36,849本に達し、年間で二酸化炭
素を約800トン固定できています。

生物多様性保全活動では、以下の生物種を確認しました。

除草活動

公正な事業慣行

国内産業力の強化プロジェクト

日本国際協力機構（JICA）と貿易産業局（DTI）が協力して、フィリピン
国内の特に中小規模の産業力を強化するプロジェクトが進められていま
す。
YTPIは、天然ゴム原料の現地調達の推進に参画しています。
2015年は５月、10月、12月に天然ゴム生産者や加工者を招き、性能
や製造に対する要求について意見交換を行いました。

今後、天然ゴムの生産者と加工者と連携を取り、フィリピン産の天然ゴ
ムの採用を進めていきます。



顧客満足向上の活動

私たちは最高のタイヤだけを提供することが最終目標です。
市場からの要求は多岐にかつ複雑であるため、品質、技術、製造、そ
の他の計８部門のメンバーでチームを構成し、課題解決の活動を行って
います。

消費者課題

清掃活動の強化：2Sから3Sへのレベルアップ

日本文化は5Sを通じて職場の効率的かつ効果的な統治を行っており、
YTPIはその中で2S（整理と整頓）に注力しています。
2015年は高い品質と高い生産性を達成するための鍵として、2Sに”清
掃”を加えた3Sへのレベルアップを実施しました。
3S活動は各工程がお互いに活動内容を評価する仕組みを取り入れ、他
工程の改善案を工場全体に展開できるようにしています。

原材料スキャニングシステムの導入

原材料の投入はこれまで全て作業者の目視確認で行われてきましたが、
この場合どうしても「ポカミス」と呼ばれるヒューマンエラーが発生して
いました。
この「ポカミス」を防止する「ポカヨケ」のために、QRコードのスキャ
ニングによって原材料の投入を管理するシステムを導入しました。
スキャニングシステムの導入により正しい原材料のみ投入されるように
なり、また、在庫管理や使用期限管理も同時に行うことができるよう
になりました。

お客さまの監査

お客さまとの良好な信頼関係の構築のため、私たちの操業状態を直接
見ていただき、ご意見・要望をいただいています。
2015年３月と10月にクライスラーさま、８月にいすゞさま、９月にトヨ
タ自動車さまの監査を受け、良い評価をいただきました。

表彰

環境への取り組み、輸出や輸入への貢献に対する表彰を受けました。
・ E3（Excellence in Ecology and Economy）Awards（フィリピ

ン商工会議所）
・ Environmental Contribution Award（トヨタ自動車フィリピン）
・ DepEd Adopt-a-School Program Recognition
・TUV Nord Excellence Award

Awards



コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

奨学金プログラム

ヨコハマタイヤディーラーとも協働して、5大学15名の学生に奨学金プ
ログラムを実施しています。

工場見学

YTPIの企業文化や企業価値を伝えることを通して、国内の学生の技術
教育の向上やYTPIの取り組みの理解を目指しています。2015年度は
871名（大学生747名、その他124名）を受け入れました。

職業訓練

学校とは異なる環境の下、技能習得だけでなく、どのような職業を選
択するか、卒業までの準備について考える機会として職業訓練を行って
います。

トイレ建設

安心して学ぶためには、トイレ・給水施設の整備が欠かせません。
子どもたちには、衛生教育を正しく学ぶ権利があり、実施することで将
来の生活環境の向上につながります。YTPIは2012年度からトイレや
給水施設の建設に協力してきました。
これまでに完成したトイレは５カ所あり、3,144名の高校生が利用して
います。

医療ミッション

地域において基本的な健康管理が行えるよう、YTPIが保有している医
療設備を使って、２地区で計651名の健康診断を行いました。

給食プログラム

栄養不足の児童に対して健康を促進し、よい学習環境を作るために、
今年は、Sitio Pader小学校で実施しました。
毎週月曜から金曜までの60日間、60名に対して行い、何らかの問題
がありましたが、実施後は、100％が改善されて、正常な体重になり
ました。


