
空港での草刈り作業デモの様子

タブレットによる操作イメージ

関連する主なSDGs

VISION-02の社会を実現するために貢献できる主な製品・サービス

後方超小旋回
油圧ショベル

本体の後部が車幅から
出ないため小回りがき
き、壁際での作業も後
ろを気にせずに作業が
できる後方超小旋回機。
狭小現場での安全性や
快適性を高めています。

非常用発電システム

非常用発電システムは、自然災害などによる停電時に、さまざまな設備への電
源供給を担うことで、人命の安全確保や財産の保護、復旧工事などに貢献します。

ヤンマーアグリジャパン株式会社

人手不足や時間的制約を解決する
ロボットトラクター「YT488A」で
空港着陸帯の草刈り作業を自動化

空港には、滑走路を中心として所定の長さと幅をもった着陸帯と呼ばれる区域があります。航空機
の離着陸時における安全確保を目的として設けられており、地表面には植生が施されています。草刈
りなどの定期的なメンテナンス作業が必要となるなか、近年の人手不足で作業者の確保が難しいこと
に加えて、航空機の運行時間外での作業が中心となるなど時間的な制約も課題となっていました。ま
た、着陸帯の維持管理費に占める草刈り関係の割合は41％※を占めており、コスト面でも大きな負担
になっていました。

空港でのロボットトラクター採用により、これまで有人の操縦による草刈機（トラクター）で行って
いた着陸帯などの草刈り、集草作業を自動化することで、作業者の人手不足解消が期待されています。

ヤンマーアグリジャパンは、興和ビルメンテナンス株式会社と
共同で、空港での草刈り作業におけるロボットトラクターの活用効
果を検証し、国土交通省が推進する「空港における草刈の自動化
施工の導入」において、鹿児島空港にYTトラクター「YT488A ロ
ボット仕様」を2台納入。その後、興和ビルメンテナンスを通して、
国が管理する丘珠空港、北九州空港、八尾空港、那覇空港の4カ
所にも計8台のロボットトラクターを順次納入しました。
当社は、農家の担い手の確保や、ノウハウの継承が課題となっ

ていた農業の省力化・自動化の実現に向けて、2018年に
SMARTPILOT®（スマートパイロット）シリーズの第一弾としてロ
ボットトラクターを発売しました。GNSSなどの位置情報を元に作
業区域・ルートを登録し、タブレットによる操作指示のみで設定
ルートを自動走行して作業を行います。

●専用のタブレットで、複雑な入力をすることなく自動作業の設定、
開始/停止が可能。
●事前に設定した経路において、ステアリング操作、作業機昇降、
前進・後進切替え、停止、PTO入・切、車速調整などを自動で実施。

●レーザーや超音波で物体との距離を計測する安全センサーを搭載
し、人の接近や障害物を検知すると条件に応じて自動で減速・停止。

VISION-02に関連し解決すべき社会課題

グローバルイシュー

● 危険な仕事からの解放

● 作業の省力化、効率化

● 新たな価値創出による安定的な収入

● 災害に強いまちづくり

個別テーマ

ソリューション

提供価値

顧客の課題

※ 出典：国土技術政策総合研究所資料「建設残土地盤上の空港着陸帯の植生技術に関する研究」

推定児童労働者のうちの

7,300万人 が
健康や安全を損なう危険な仕事に従事
出典：ILO, World Day Against Child Labor 2018 （2018）

OECD加盟国の相対的貧困の割合は

出典：OECD, OECD data, Poverty rate （2019）
11.8％平均 （2019年）

ViO20

ATG500 AY20

厳しい労働を、快適な労働へ。誰もが気持ちよく働いて
安定した収入を得ると同時に、自然とともに心豊かに暮らせること。

人権
問題

貧困
問題

目指す姿

ロボットトラクターの主な特長

関連する主なSDGs

事業を通じた貢献02
VISION

安心して
仕事・生活ができる社会
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ホテルアンビア松風閣に設置したコージェネレーションシステム

関連する主なSDGs

ヤンマーエネルギーシステムは、東海ガス株式会社、I・T・O株式会社と共同で、BOS※1仕様の
マイクロコージェネレーション「CP25D1Z」と非常用発電機を組み合わせたシステムを提案。各社が
得意とする分野での強みを生かし、地域に密着したエネルギー企業である東海ガスが中心となって取
り組みを推進することで、ホテルアンビア松風閣への導入が実現しました。
マイクロコージェネレーションは、環境負荷の低い天然ガスやカーボンニュートラルなバイオガス
などのクリーンエネルギーを使ってガスエンジン発電機により発電し、その際に発生する熱を給湯や
冷暖房に有効利用することで、エネルギーロスを軽減することができます。本システムには
「CP25D1Z」を8台納入しました。
停電時には、「CP25D1Z」から40秒以内に給電し、避難スペースの照明や空調の稼働を実現します。

また、I・T・Oが提供する防災減災対応システム「BOGETS（ボーゲッツ）」※2により、都市ガス供給
が断たれた場合にはLPG災害対応バルクから都市ガスと同等の燃焼性ガスを生成し、「CP25D1Z」へ
のガス供給が可能となります。これらのシステムの組み合わせにより、3日間以上の非常電源を確保
しました。
この取り組みは、一般財団法人コージェネ

レーション・エネルギー高度利用センターが
主催し、新規・先導性、新規技術、省エネル
ギー性等において優れたコージェネレーショ
ンを表彰する「コージェネ大賞」2021年民生
用部門において「優秀賞」を受賞しています。

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

停電対応型コージェネと非常用発電機で
3日間以上の非常電源を確保し
ホテルで働く従業員とお客様の安全・安心に貢献

株式会社アンビ・アが運営するホテルアンビア松風閣（静岡県焼津市）では、重油焚非常用発電機
の老朽化が進んでおり、設備の見直しが課題となっていました。また、エネルギー消費の特徴として、
日中の電力使用量や熱需要が大きいことから、省エネルギー機器の組み合わせによる効率的な運用
が求められていました。

電力と熱を有効利用することにより、省エネルギーとCO2排出量の削減に貢献します。また、分散
型エネルギーシステムとして、災害による停電などの非常時にも電力とガスの供給が可能となり、3日
間以上の非常電源も確保します。これにより、ホテルで働く従業員とお客様の安全・安心に貢献します。

お客様

顧客の課題

ソリューション

提供価値

C S R 活動報告

※1 BOS： Black out Start（停電対応）の略
※2 「BOGETS（ボーゲッツ）」は
　　I・T・O株式会社の登録商標です

品質の向上と
安全の確保に向けた方針・体制

製品開発の各段階における
社内独自の品質・安全基準

ヤンマーは、製品の企画・開発、製造、販売、サービス
などの各段階では品質・安全確保に向けた体系的な活動を
行っています。特に安全に関しては独自の社内安全基準を定
め、国内外の法規制とともに遵守を徹底しています。新商
品開発の各段階でも事前に危険性を評価するリスクアセスメ
ント、複数の視点から設計を審査するデザインレビューなど
を実施し、品質・安全の両面から厳しくチェックしています。
カーボンニュートラルに対応した新商品における製品安全基
準の制定や、「食」の安全強化にも取り組んでいます。

品質保証における一貫した体制の確立

ヤンマーは、各事業体の品質保証部門が窓口となって製
品の企画・開発から製造、販売、サービスまで一貫した品
質保証の体制を確立しています。中央研究所品質解析セン
ターでは、電装品における標準化（認証）機能の強化と、当
社グループでの電装品単体評価機能の強化に継続して取り
組んでいます。さらに、製品の安全確保のため各事業体に
製品安全委員会を設置し、全社品質保証委員会を通じてグ
ループ全体を統括しています。また、品質問題のグループ
横断での未然防止・早期解決の取り組みや、品質技術者の
教育・育成により、品質基盤強化に努めています。

品質への取り組み

リコールへの対応

製品に問題が発生し、処置が必要と判断した場合には、お
客様の安全と被害の拡大防止を最優先に製品回収ならびに製
品の交換、改修（点検、修理等）を迅速に実施しています。
製品リコールに関しては関係機関※1に報告するとともに、ヤ
ンマーのホームページ上に情報を開示し、必要によっては新
聞紙上にリコール社告を行い、実施率の向上を図っています。

毎年度、リコールの発生抑制に向けた取り組みを進めて
いますが、2021年度は5件のリコールが発生し、下記の重
点実施事項に取り組みました。
❶ 重要品質問題の早期抽出と解決を図るため、市場品質
情報システム（SEAQ）をグローバルに展開しました。ま
た本システムを活用しヤンマーグループでの再発防止展
開を行いました。

❷ 全社方針・事業方針に沿った実践的な品質教育を行うた
め、QC検定勉強会を企画・開催しています。2021年度は、
1級から3級まで合わせて154名が合格し、累計合格者が
1,648名となりました。

※1 国土交通省、経済産業省、農林水産省、日本舟艇工業会など
※2 国交省リコール・改善対策および消安法に基づく製品リコールの報告件数

社員の声

当社の品質保証部は、市場での品質問題をいち早く捉え、
原因を追究し是正する業務と、製品品質の向上に向けた商
品化段階での未然防止活動業務に注力しています。
海外市場の拡大により変化する市場環境要望への対応や、

ICTなどの先進技術を利用した農業機械の要望、市場拡大
に対応した生産現法の役割の増加など、多種多様な情報に
対応し、商品の品質確保に取り組んでいます。市場情報か
ら早期に重要問題を抽出するため、AI（機械学習）を利用し、
重要度を判定する取り組みも始めています。
私たちは、グローバル品質の確保に向けて、今後も新し

い要望に対応しつつ、自分たちの役割を全うしていきます。

変化するさまざまな要望に対応し
グローバル品質の確保に向けて業務に取り組んでいます

ヤンマーアグリ株式会社
品質保証部
企画グループ課長

石田　慎一郎

実績（2020年度／2021年度）※2

リコール件数 5件8件

2020年度実績 2021年度実績

https://www.yanmar.com/jp/about/csr/social/product_responsibility/

より詳しい情報はこちらからご覧いただけます

20YANMAR CSR報告書 202219 YANMAR CSR報告書 2022



従業員

健康経営

社員とその家族の健康保持・増進に向けた
取り組み

健康経営方針
社員の健康増進を通じ、社員がいきいきと働き、活躍す

ることがダイバーシティ＆インクルージョンの実現やエン
ゲージメントの向上、そして、生産性向上につながりヤン
マーグループの持続的成長を実現します。

推進体制と行動目標「KENKO11」はウェブサイトをご覧
ください（ページ右上のURL参照）。

重点施策
ヤンマーグループにおいては健康経営を進めていくうえで、
重点施策を以下の通り定め、さまざまな取り組みを行ってい
ます。 労働安全衛生

従業員の安全衛生の確保

ヤンマーグループでは、従業員が安全に働ける職場を確
保するため、安全衛生活動を行っています。各拠点では、
安全衛生委員会を設け、安全パトロールやリスクアセスメン
トなど安全衛生管理の強化を実施し、KYT（危険予知トレー
ニング）や安全体感訓練など各種安全教育を行い、安全意
識の向上による労働災害の防止に努めています。

人材育成

グローバル化に対応した
多様な人材育成の取り組み

ヤンマーグループは、柔軟かつ計画的な人材の配置と交
流を行っています。例えば、「ヤンマーキャリアチャレンジ制
度」は、グループ内で公募されたポジションに応募・異動が
できる「Yan-cha100（グループ人材公募制度）」に加えて、
2021年度からは就業時間の2割を自部門以外での業務を経
験できる「Yan-cha20社内“複”業制度」を新たに開始しま
した。
一方、業務に関して幅広くかつ高度な知識を有する人材

を計画的に育成する能力開発プログラム「キャリア・デベロッ
プメント・プログラム（CDP）制度」を導入しています。
また、将来の企業経営を担うべきグローバル人材育成の
ため、選抜研修を国内外の受講者を対象に実施しています
（2021年度は中止）。このほか、海外でのビジネスを成功
に導くための能力開発を支援しています。これらの研修は
すべて就業時間内に受講することができます。

仕事と家庭の両立支援

働きやすい環境整備を行い、
さまざまな制度を有効に活用

育児介護休業等の制度は、利用可能な条件や利用回数
など法定以上の内容で整備しています。さらに、積み立て
有給休暇制度の充実などにより、家庭と仕事を両立させ、
従業員が能力を十分に発揮し、安心して働き続けられるよ
うな職場づくりに取り組んでいます。
育児休業を取得し職場に復帰できるようにさまざまな支
援をしています。具体的には、女性社員には妊娠中から準
備しておくことやそのポイントを解説したハンドブックや、 育
児に参画する男性社員向けのハンドブック、介護に関心の
ある社員のためのハンドブックなども用意しています。また、
2020年度以降、ダイバーシティ西日本勉強会に参加する他
企業と合同で年1回程度「男性のための仕事と育児の両立
セミナー」をオンラインで実施しています。

2021年度はヤンマーホールディングスにおいて、育児休
業の利用者数が70名、短時間勤務者数が86名、産前産後
休暇取得者数が26名となっており、女性の育児休業からの
復職率は98.6％となっています。
また、ヤンマーでは多様な人材の活躍と生産性の向上を
目的として、2017年10月より在宅勤務制度を導入していま
す。2020年度には、利用対象者の拡大、在宅勤務制度と
フレックスタイム制の併用の実現など、従業員はワークライ
フバランスを考慮した、より柔軟な働き方を選択することが
可能となりました。
今後は、より多くの社員が活用できる制度へと改善を進

めていきます。
 

育児休業取得を希望する社員が当たり前のように、
育児休業を取得できる会社に変わっていけるよう、
各種活動に取り組んでいます。2021年度の男性の
育児休業取得者は32名で、年々増加傾向にあります。
2021年度には、男性育休取得事例を当社ウェブサ
イト「Y-media」と社内報に掲載し、情報提供を行い
ました。また、社内アンケートを実施し、育休取得
希望者が取得できない原因を分析することで、取得
しやすい職場環境づくりを進めています。

男性社員の育児休業

実績（2020年度／2021年度）
実績（2020年度／2021年度）

１.メンタルヘルスケアの促進

（1）メンタルヘルス不調の未然防止・早期発見、早期予防
（2）メンタルヘルス不調の重症化予防、再発防止
（3）療養からの円滑な職場復帰

以下を目的として、入社時のセルフケア教育、定期的な管理職へ
のラインケア教育を実施しています。また、産業医と連携しリハ
ビリ勤務を取り入れ円滑な職場復帰にも取り組んでいます。

3.生活習慣病予防対策

（1）定期健康診断実施（実施率100％）
（2）2次検診受診における健康管理
（3）コラボヘルスでの健康づくり体制の充実

ヤンマー健康保険組合と事業所とのコラボヘルスにより、以下3
項目の取り組みに重点を置き、健康づくり環境を社員に提供して
います。

４.ワークライフバランスの推進

（1）時間外労働の削減
（2）休暇取得の促進
（3）多様な働き方の促進

事業所の環境に応じて、ノー残業デーやライトダウンデーの設
定、一斉有休取得日の設定、在宅勤務の推進等の取り組みを行っ
ています。社員一人ひとりがワークライフバランスの意識を高め、
いきいきと働ける生活の基盤をつくることができるよう環境づく
りや情報を提供しています。

ヤンマーパワーテクノロジー（株）
〈旧ヤンマー（株）生産工場〉

ヤンマーグループ
〈生産系会社〉

※ 度数率：100万労働時間当たりの死傷者数
※ 各年の対象期間：1月1日～12月31日

2. 積極的な禁煙の促進

生活習慣病や循環器系疾患、肺がんなど、さまざまな疾病の原
因となるといわれている喫煙率を削減させるために、禁煙外来費
用の補助、毎月22日を禁煙デーとして、情報提供や教育に取り
組んでいます。

（1）受動喫煙防止環境の対策
（2）禁煙支援体制の強化
（3）禁煙教育

TOPICS

ヤンマーホールディングス、およびヤンマーグローバルエキス
パートでは、2020年度から健康診断実施率100％を継続してい
ます。また、健診結果を有効に活用し、産業医の意見聴取をも
とに2次受診勧奨を実施しており、2次検診受診率は2020年度
が70.6%、2021年度が94.0％と年々向上しています。今後も
疾病の早期発見・早期治療につなげられるよう取り組んでいき
ます。

育児休業
利用者数 70名

（うち男性32名）
69名

（うち男性15名）

2020年度実績 2021年度実績

労働災害度数率 2020年度実績 2021年度実績

0 0.26
0.41 0.44

https://www.yanmar.com/jp/about/csr/social/

より詳しい情報はこちらからご覧いただけます
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