
LLC Yokohama R.P.Z.（YRPZ）CSRレポート

社長ご挨拶

LLC Yokohama R.P.Zは2012年にロシアの
首都モスクワの南約450kmにあるリペツク地
区で生産を開始しました。
お陰様で2017年5月に操業5周年を迎えます。
私たちは以下の目標で事業運営を行っています。
・ お客さまが安心して私たちの製品を購入して

いただける、クリーンで高品質な工場を作り
ます。

・ 従業員が誇りを持って働ける、魅力的な会
社をつくります。

生産開始から約4年、私たちは安全（S）、環境（E）、品質（Q）、デリバ
リー（D）、コスト（C）を重要事項として位置づけ、その中でも安全（S）

は最重要事項として取り組んでおり、全従業員が安全に日々の業務を終え、
帰宅できる事を切願しています。
2014年度にはTS16949の認証を取得し、そのシステムの運用と改善を
進めています。
2016年の12月には環境マネジメントシステムISO14001を取得しました。
YRCの千年の杜活動として、2013年度より
毎年植樹を実施してきましたが、2016年度は一旦植樹を見送り、ロシア
の厳しい気候環境でも高い生存率で生育する植樹法を模索しています。
更に我々は2014年度よりグリーンウェーブ活動へも取り組み、地元の若
い世代に対して環境への啓蒙活動を行っています。
私たちは、お客さま、従業員、地元のコミュニティに信頼される会社を目
指して事業運営を進めています。

川田　一夫

事業内容：
敷地面積：
従業員数：
所 在 地：

乗用車用タイヤの製造
29ha
768名（2016年6月12月末）
YOKOHAMA plant, SEZ "Lipetsk", Kazinka village, Gryazi district , Lipetsk 
region,Russia,399071

人権

当社の活動において、人権侵害の事例はありません。国籍、民族、宗
教、性別、年齢、容姿に関わらず、採用活動、および就労条件におい
て、すべての従業員に対して、平等且つ公平な待遇で接しています。

相談・苦情などの受付窓口：
HR　and　Administration Dept.
TEL：+7（4742）72-7800　FAX：+7（4742）72-7900

組織統治

コンプライアンス

私たちは業務に関わるすべてのロシア法令を遵守する会社となるべく取
り組んでいます。
法務、コンプライアンス、内部統制部門を通じて、ロシアの法令事情
を定期的にチェックし、新規法令や法令改定の情報は、速やかに経営
陣や関連部署に通知して対応しています。
コンプライアンス教育の為に毎4半期に、法務・内部統制部門が全従
業員向けへの教育メッセージを配信しています。

2016年7月にはコンプライアンス遵守活動の一環として匿名内部通報
ツールであるWhistle Blowing Systemを開設しました。
わが社はロシア法令を遵守するクリーンな企業として現地労働局から認
められ、その証明書を受領しました。



環境マネジメント

「環境（E）」は、「安全（S）」に次いで重
要な課題であります。当社は環境に関
わるロシア法令の遵守はもとより、環境
に十分に配慮した会社となるべく努力し
ています。
当 社 は2016年 度にISO14001（ 環 境
マネジメントシステム）を取得しました。
今後とも継続的に環境への取り組みを
推進していきます。

環境

当社は安全（S）、環境（E）、品質（Q）、デリバリー（D）、コスト（C）
の順位で業務に優先順位をつけています。

労働の安全

当社において「安全（S）」は最優先であり、下記のような継続的な努力、
方策に取り組む事で、安全の維持と改善に努めています。

1）従業員への安全教育
新人安全教育、現場教育、4半期教育、安全目標の設定、不定期
教育

2）安全知識アセスメント委員会
ロシアの安全法令に基づき、3名以上のマネージャークラスのメンバー
で構成される社内安全知識アセスメント委員会を設置しています。
委員会メンバーはリペツク州の健康安全管理局による安全に関する
講習を受講し、履修試験に合格しています。この資格は3年ごとに
新たな講習受講と試験合格によって更新されます。
これにより法令に従って外部の安全教育機関に社員を派遣するので
はなく、自社の安全知識アセスメント委員会が社員の安全知識の確
認と評価をする事が管理局によって正式に認められており、定めら
れた頻度で社員の安全知識の教育および評価を行っています。

3）健康・安全・環境に対する社内活動
a）危険な製造設備の監査

4つの危険な製造設備を設定し、年間に3度の定期安全監査を実
施しています。

b）工場内の見廻り確認（毎週）
木曜日を安全曜日と設定し、毎週木曜日に健康、安全、環境の
観点で工場内の見廻り確認を実施しています。

4）安全会議（毎月）
社長以下、関連課長、およびスタッフ参加のもと、課題・対応につ
いて会議を実施しています。

5）ニアミスレポート
現場での報告の推奨活動。全ての報告に対してのフィードバック

6）防火訓練
2016年度には全社向け防火訓練を2度実施、更に26の作業工程で
の個別の防火訓練の実施しています。

7）作業場の環境改善
2013年度よりロシア法律に基づく作業場環境評価を実施し、その
結果に基づき、作業員への特別手当を支給。2016年度には新規作
業場についても同様の評価、および特別手当を支給しています。

8）防災装備の支給
安全作業に必要な防災装備の漏れのない支給を実施し、その装着
状況を管理しています。

健康促進

従業員の健康促進は「安全（S）」を維持するには必要不可欠であり、
下記対応をしています。
・採用時の健康診断、および結果に応じた健康証明書の発行
・診断データの厳重保管
・定期的な健康診断の実施、および診断データの更新。
・ロシア平均よりも手厚い医療保険の付与
　（治療内容、適用医療機関の数等）

教育と研修

従業員の専門技能や知識を増進するために、当社は社内外のさまざま
な研修を実施しています。
社内研修では主に業務における安全と健康に関わる研修、社外研修
では外部のコンサルタント会社の協力も得て、知識やスキルの専門化、
高度化を目的として実施しています。
加えて希望者に対して業務時間外に外部から講師を招いて英語クラスを
開講しており、一定の成果が見られた社員には特別給を支給しています。

障がい者の雇用

2014年に雇用を実施し、2016年度末には3名の障がい者を雇用して
います。
各人の適正に見合った業務を担当し、会社に貢献していただいています。

労働環境の改善

年に一度、全社員に対して労働アンケートを実施し、社員の満足度、
ロイアリィティ、モチベーション、問題点を調査しています。
その調査結果を分析の上、労働環境の改善に努めています。

労働慣行

ISO14001登録証

環境データ

項　目 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

廃棄物発生量（t） 958.8 1052.9 717.1 1344.4 1196.4

埋立率（%） 0 0 0 0 0

エネルギー使用量
（原油換算：kl）

電力 842 1,373 1,144 4,843 4,530

燃料 6,643 10,430 9,343 5,271 4,838

合計 7,486 11,803 10,486 10,114 9,368

温室効果ガス排出量（千t-CO2） 11.5 17.9 16.2 19.9 19.1

水使用量（千m3） 68.6 93.6 63.4 73.2 54.8

※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。2017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。



産業廃棄物への取り組み

工場から排出される全ての産業廃棄物はリペツク州から承認された廃
棄物処理業者によって適切に処理されています。
当社は継続的に産業廃棄物の排出量の削減に努めています。
2016年度の全体排出量は1,196トンと、前年度の1,387トンから約
14%削減しています。
タイヤ製品一本当たりから排出される廃棄物重量も2015年度の
0.95kg/pcから、2016年度の0.89kg/pcへと約6%削減しています。

廃タイヤのリサイクル活動

ロシアでは2014年末に廃タイヤに関するリサイクル法が施行されました。
この法令ではタイヤ生産者および輸入者はロシア政府が設定した廃タ
イヤのリサイクル重量の目標値を達成するか、未達成分の重量に対して
エコロジー税を納付せねばなりません。
この法令は諸外国と比べても前進的であり、まだ不明瞭な部分もある
ものの、1社でできるリサイクル活動には限界がある為、ロシアの業界
団体であるロシアタイヤ生産者協会と共同して取り組む事とし、2016
年末には廃タイヤのリサイクル団体を設立しました。
このリサイクル団体と地場の廃タイヤ業者が協業する事で、業界として
のリサイクル活動を推進する事を計画しています。

水使用量の削減

当社は水使用量の削減に努めています。
2015年度の水使用量73.2千M3に対して、2016年度は54.8千M3に使
用量を削減する事ができました。使用量の削減の為に下記活動を実行
しました。
・エアレーターの設置
　（シャワー室およびトイレ。15-20%の削減効果）
・ ポンプステーションのフィルター洗浄頻度の削減 
（3日に一度から5日に一度に変更）

排水の管理

当社では、工場各所から排出された水は下水道に排水される前に、信
頼できる方法で管理しています。
ロシア法令に基づき、4半期に一度、排水監督局は工場からの排水を
サンプリングして水質チェックを行いますが、当社は排水監督局のサン
プリング調査に平行して、自社でのサンプリング調査を行い、水質の
ダブルチェックを行っています。

省エネルギー

使用エネルギーの削減は当社の重要課題として取り組んでいます。
2016年度には下記の省エネ対策を実施しました。
・蒸気配管および配管バルブの断熱カバーの設置
・加硫プレス（上段）の断熱カバーの設置
・換気モーターの回転数を低下
・温水加熱回路の変更
・事務所棟の照明をＬＥＤに変更

千年の杜プロジェクト

当社は2013年から千年の杜プロジェクトに参加し、宮脇先生の植樹法
に従い、これまでに7,246本の植樹を実施してきました。
従来は苗木を市場から購入して植樹するものと、毎秋自社で全社員が
近隣の森から団栗を採取し、専用のポットで育苗する手法を取っていま
した。
しかしながらロシアの厳しい気候条件の下では、植樹後の生育状況が
芳しくなく、生存率向上の為の抜本的な改善に取り組む必要性があり
ました。
従い2016年度は苗木の外部購入を廃止し（比較的若い苗木しかない）、
自社で十分に育てた苗木のみを植樹する方針に切り替えました。
千年の杜プロジェクトは、当社の生産活動が環境に与える負のインパク
トを軽減する為の重要な活動として位置づけており、今後とも植樹後
の生存率の向上させる為に、様々な改善を取り入れるべく検討をしてい
ます。

生物多様性への取り組み

当社は同じく、生産活動に起因す
る生物多様性の損失を減らさねば
ならないと考えています。
2014年度から参加しているグ
リーンウェーブ（国際的な生物多
様性保全キャンペーン）に2016年
度も継続して参加しています。
UNOが国際生物多様性の日として定める5月22日に、ロシアでは唯一
の参加企業として当社は参加しています。
グリーンウェーブの活動趣旨に従い、地元小学校から子ども達や従業
員家族を招いて、生物多様性についての啓発プレゼンテーション、およ
び植樹を行いました。

環境

内部統制

契約、購買、決済等における社内の承認プロセス、および社内規定を
確立し、担当マネージャー、法務、経理による確認、および最終決裁者
による承認を経て、不正の発生しない管理体制のもと業務を行っています。

ビジネスパートナーの選定

ロシア国内の新しいサプライヤーからの原料調達に関しては、横浜ゴム
の購買部門との連携を行いつつ、公平な選定をしています。

公正な事業慣行



品質マネジメントシステム

2014年度に品質マネジメントシステム（ISO/TS16949）を取得以降、
継続して品質マネジメントの改善に取り組んでいます。
2016年6月にはISO/TS16949の履行遵守、および2018年9月までの
延長が監査機関から認められました。
同じく2016年には中国、およびインドネシア向けのOE供給に関する認
証も取得しました。

ＯＥメーカーへの納入

2014年に日産自動車（ロシア工場）向けのOE納入を開始して以来、販
売会社であるLLC Yokohama Russiaとの密なる連携のもと、ロシア
でのOEビジネスの拡大に努めています。
2016年度には三菱自動車、トヨタ自動車、Volkswagenのロシア工場
向けのOE納入も開始する事ができました。
自動車メーカーからは工場への定期監査を受けていますが、改善が指
摘された場合には、確実にその対応を実施しています。

消費者とのコミュニケーションの強化

消費者との直接の窓口は販売会社であるLLC Yokohama Russiaです
が、同社との連携のもと、商品の市場での評価の情報収集に努めてい
ます。
また消費者とのコミュニケーションを深める支援活動として、LLC 
Yokohama Russiaの顧客（小売店）向けに工場見学ツアーを実施して
います。

消費者課題

社内活動

当社は継続して社員内でチームスピリット、およびロイアリティの醸成
に心がけています。

（誕生日会）
2016年度は全社員の誕生日会を
社長主催で実施しました。社長
とのフランクな直接対話を通じて、
社員達が日頃感じている疑問や
問題点や心配事、要望を汲み上
げると共に、ヨコハマファミリー
の一員としての意識作りを図って
います。

（チームビルディング活動）
夏場のバーベキュー企画や、冬場の野外でのチーム対抗企画とパーティ
を開催して、経営陣と社員、および社員同士での親交を深めています。

（サッカーチームの活動）
当社のサッカーチームは練習を継続する事でレベルアップしており、各
種大会では好成績を収めています。特に観衆からはそのエキサイティン
グなプレイスタイルに好評価を受けています。

社外活動

地元コミュニティとの共生、および近隣企業や団体との関係を強化す
る為に、当社はこれまで数多くの工場見学ツアーを実施してきました。
またリペツク経済特区のパイロット企業としてロシアの連邦当局やリペ
ツク州政府の関連部門からの工場視察も受け入れています。
地域コミュニティに対しては、当社の活動をより良く理解して頂ける為
の広報物（説明資料や紹介ビデオ）も用意しています。
加えて定期的に開催される各種フォーラムやセミナー、コンファレンス
といった社外イベントにも積極的に参加し、地域社会との共生を目指し
ています。

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展


