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従業員の人権の尊重

 公正・公平な採用・雇用
採用・雇用にあたっては、ヤマハグループダイバーシティ&インク
ルージョン方針に基づき、いかなる差別も行わず、公正な選考によ
る多様な人々への就労機会の提供に努めています。従業員の評価・
処遇については、各人の職務遂行能力や仕事の責任・成果などに
基づき、公正なルールに沿って決定します。なお、公正・公平な評価
ができるよう、評価に携わる管理職層を対象とした評価者研修も
実施しています。

 3-5 公正な評価と処遇
 4-1 人権の尊重と差別の禁止

 ダイバーシティの推進とインクルージョン
 人材育成

 ヤマハグループダイバーシティ＆インクルージョン方針

 労働者の権利の尊重
ヤマハグループは、国際条約や法令に基づき、従業員の結社の自
由、組合への加入または非加入、団体交渉、平和的集会などへの参
加の権利を尊重します。従業員が差別、報復、脅迫、またはハラスメ
ントを恐れることなく経営陣と率直な意思疎通を図れる労使対話
を確保し、労働協約その他の取り決めを守ります。

 従業員との対話 

 適正な給与および労働時間
従業員に対する給与額の設定にあたっては、各地域の最低賃金お
よび生活賃金水準を維持することをグループ規程で定めています。
また、労働時間や休日は法令で定められた基準を順守するととも
に、長時間労働・過重労働の防止に向けて総労働時間の短縮に取
り組んでいます。

 ワークライフバランスの推進 

人権・労働慣行
ヤマハは「人権尊重」を責任ある企業活動の基盤ととらえ、グロー
バルコンパクトの「人権」「労働」分野の原則を順守するとともに、
雇用や人材活用において多様性を尊重し、ワークライフバランスの
推進やさまざまな人材育成プログラム、労使間のコミュニケーショ
ンを通じて、ともに働く人々が感性・創造性を十分に発揮できる環
境整備に努めています。

人権の尊重

人権尊重に関する方針について

ヤマハグループの人権尊重に関する方針および行動基準は「ヤマ
ハグループ人権方針」「コンプライアンス行動規準」に定められてお
り、全てのグループ会社に対し、人権を尊重した誠実な事業活動を
行うことを求めています。
また、取引先に順守を求める「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」
に、人権の尊重、適正な労働慣行を確保することを定めています。
なお、ヤマハグループ人権方針は、専門家からの助言や、全グルー
プ会社からの意見徴収、ヤマハ（株）の経営会議での審議を経て、
代表執行役社長が承認しています。
加えて、ヤマハ（株）は人権尊重を原則とする国連グローバル・コン
パクトにも署名しています。

 ヤマハグループ人権方針 
 コンプライアンス行動規準

（3-7 強制労働・児童労働の禁止、4-1 人権の尊重と差別の禁止） 
 ヤマハサプライヤーCSR行動基準 

 国連グローバル・コンパクトの支持 

人権デューディリジェンスの推進

ヤマハグループは、自らの企業活動による人権への影響に責任を
持って対応するために、人権デューディリジェンスを推進しています。
バリューチェーン全体を視野に、人権に関する国際的な規範やグ
ローバル・コンパクトのセルフアセスメント項目に照らした点検、ス
テークホルダーや有識者との対話を通じて人権リスクの抽出・特定
を行っています。2019年からCRT日本委員会のステークホルダー・
エンゲージメントプログラムに参加し、業界ごとに重要な人権課題
の特定作業を行っています。これらを通じて、原材料調達に関わる人

権（違法伐採問題など）、サプライチェーンも含めた労働者の人権、お
客さまの人権（製品・サービスの安全性確保、個人情報保護）、事業
拠点の地域住民の人権などのテーマが抽出されています。
また、こうした課題を中心に、グループ内のルール整備状況を点検
し、規程・ガイドラインなどに人権視点で必要な要素の組み入れと、
順守状況をモニターすることにより包括的な人権アセスメントを進
めています。2022年2月より、専門家の協力を得て、ヤマハグループ
の人権デューディリジェンスおよび重要な人権課題の特定におい
て、時勢や事業特性に応じたさらなる改善に着手しています。
なお、2021年に全社委員会であるサステナビリティ委員会に常務
執行役を部会長、主要所轄本部を部会メンバーとする「人権・
DE&I部会」を設置し、人権デューディリジェンス実施状況の監督
を行っています。

 ステークホルダーとの対話やコミュニケーション

 相談・通報窓口の設置
各電話窓口やウェブサイトに設置したお問い合わせフォームより
広くご意見・通報を承るとともに、社内および社外双方に従業員

（契約社員、アルバイト、派遣社員、委任・請負契約者を含む）が利
用できるコンプライアンス相談・通報窓口を設置し、ハラスメントな
ど人権問題を含む相談・通報に対応しています。
相談・通報窓口の運用にあたっては、通報者が不利益な取り扱いを
受けることがないよう、通報者保護を定めた社内規程を整備してい
ます。窓口への相談・通報に対しては、相談・通報者に加え、その行
為者（加害者）のプライバシーも確保の上、公平かつ速やかに事実
調査を実施し、問題が認められた場合は指導などの是正を行いま
す。相談・通報者や被害者が強く秘匿を希望し事実調査が困難な
場合でも、可能な限り職場環境の改善を図るなど、是正や再発防
止の措置を講じています。
海外に関しては、さまざまな国・地域からの通報が受けられるよう、
多言語対応のウェブ受付フォームを整備し、連絡先をコンプライア
ンス行動規準冊子ほか社内刊行物に掲載するなどして周知徹底を
図っています。2021年には、海外グループ企業の窓口の実効性向
上のために、各グループ企業独自の社外窓口設置を進めるととも
に、各グループ企業の責任者に対して従業員への窓口の周知徹底
を指示し、状況をモニタリングしました。
また、性的マイノリティに関する専用窓口も設置し、当事者が抱え
る困難な状況の改善・解消に向けた相談に対応しています。

 コンプライアンス相談・通報窓口の運用 

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#3-5
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#4-1
https://www.yamaha.com/ja/csr/diversity_and_inclusion_policy
https://www.yamaha.com/ja/csr/human_rights_policy
https://www.yamaha.com/ja/csr/governance/compliance
https://www.yamaha.com/ja/csr/governance/compliance
https://www.yamaha.com/ja/csr/supplier_code_of_conduct
https://www.yamaha.com/ja/csr/global_compact
https://www.yamaha.com/ja/csr/governance/compliance/#05
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人権教育

ヤマハグループは、一人一人が「人権」を自分ごととして捉え、企業
の人権尊重責任を実践するための人権教育を進めています。2019
年に作成した「ヤマハ人権ガイドブック」（日・英2カ国語）を用いて
世界人権デーおよび日本の人権週間の時期にあわせ、国内グルー
プ企業でガイドブックの内容を元にしたe-ラーニングを実施し、業
務上起こり得る人権侵害と防止策について、一人一人が学び、考え
る機会としています。（2022年3月期：4,950名実施）

ヤマハ人権ガイドブック（抜粋）

また「労働と人権に関する規定」にて、実施すべき人権教育の内容
について定め、国内外のグループ企業がそれぞれ主体性をもって
人権教育に取り組むことを推進、モニタリングしています。
このほか、人権尊重への意識を高めるために以下の教育・啓発を
実施しています。
• イントラネットを使った企業を取り巻く人権課題に関する情報発
信やe-ラーニング

• イントラネットを使ったクイズ形式のハラスメント防止啓発情報
発信

• 業務に関連した人権テーマの研修・勉強会（購買担当者向けの
CSR調達セミナー、広告担当者向けの人権侵害予防に関する勉
強会）

• 広告表現における多様性への配慮について理解を深めるガイド
ブックの発行（日・英）

• 役員を含む全社規模セミナー

 ハラスメントの防止
ヤマハグループでは、「コンプライアンス行動規準」で、人権侵害行
為であるハラスメントを禁止しています。ヤマハ（株）および国内グ
ループ企業では、ハラスメントが懲戒および公示の対象になること
を就業規則に明記し、人権侵害行為に対する厳格な対応を示して
います。
ハラスメントのない職場環境づくりを進めるために、コンプライア
ンス相談・通報窓口を設置・運用し、研修やセミナーなどにより啓
発活動を行っています。パワーハラスメントをはじめ、あらゆるハラ
スメント行為を防ぐため、ハラスメントに関する知識や部下の指導
法の習得、上司・部下間のコミュニケーション改善などを図る管理
職を対象とした研修を展開しています。
また、行動規準のより一層の浸透を図るための研修ツール（ヤマハ
コンプライアンスエッセンシャル）の制作や月次の情報発信（コン
プライアンス便り）の強化など、従業員向けの啓発コンテンツの拡
充を進めています。2022年3月期は、3年に一度実施している国内
従業員向けのコンプライアンス・アンケートを実施しました。ハラス
メント発生のリスクを診断し、組織別に分析することで、課題解決、
風土改善の取り組みに反映させています。

 3-2 嫌がらせ（ハラスメント）の禁止 
 人権教育 

 労働に関わるコンプライアンス違反などの状況
2022年3月期のヤマハグループにおけるコンプライアンス相談・通
報案件のうち、労働に関する法規制などの違反およびそれらに該
当する重大なコンプライアンス違反はありませんでした。

サプライチェーンにおける人権配慮

サプライチェーンにおいて人権尊重を徹底していくために、以下の
取り組みを行っています。
• サプライヤーの選定要件に人権などのCSR取り組みを設定
• サプライヤーに対し、人権や労働慣行などについて定めた「ヤマハ
サプライヤーCSR行動基準」の順守を要請（契約書に明記）。人権
デューディリジェンスの一環として、同行動基準に基づくアセスメ
ントを実施（必要に応じ是正要請）

 バリューチェーンにおける社会的責任の推進 
 ヤマハサプライヤーCSR行動基準 

強制労働・児童労働の禁止

ヤマハグループでは、「コンプライアンス行動規準」で、あらゆる形
態の強制労働および就業の最低年齢に満たない児童を就労させ
ることを禁止し、強制労働と児童労働を防止するために、社内規程
に基づき定めた「グループ労働・人権規定」に以下の項目を定めて
います。
• 外国籍労働者の労働許可証の確認
• 強制労働を招くような手数料を労働者が負担させられていない
かの確認

• 従業員に対するパスポートなどの身分証明書の引き渡し要求や
使用制限の禁止

• 休憩中や就業後の自由な移動やトイレなどの基本的なアクセス
の不適切な制限の禁止

• 適切な事前通達による自由退職の承認
• 年齢を確認できる有効な身分証明書の写しなどの台帳管理
• 18歳未満の若年労働者への健康と安全を危険にさらすような労
働に従事させないなどの配慮

また、「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」にも強制労働と児童労
働の禁止を定め、取引先に順守を要請しています。併せて、取引先
に対してアンケート形式の自己点検を依頼し、回答をもとに必要に
応じて改善対応を求めています。

 3-7 強制労働・児童労働の禁止 
 ヤマハサプライヤーCSR行動基準 

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#3-2
https://www.yamaha.com/ja/csr/supplier_code_of_conduct
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#3-7
https://www.yamaha.com/ja/csr/supplier_code_of_conduct
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ダイバーシティの推進とインクルージョン
ヤマハグループダイバーシティ&
インクルージョン方針について

ヤマハグループは以下の方針に基づいて、多様性包摂の取り組み
を進めています。

ヤマハグループ
ダイバーシティ&インクルージョン方針

ヤマハグループは、人材の多様性（年齢、性別、性的指向・
性自認、障がい、国籍、人種、文化・価値観、ライフスタイ
ル、経験など）を新たな価値創出の源泉と考え、それぞれ
の個性を尊重し、活かしていくことで、さらなる企業競争
力の強化・成長・発展を目指します。
※ 国により法令や慣習が異なるため、各国ごとに法令順守を前提とし、

文化慣習に適切に配慮して対応します

推進体制および行動計画

2016年以降、ヤマハ（株）人事部門の主導により、3カ年の「ダイ
バーシティ＆インクルージョン行動計画」を国内グループ企業ごと
に策定・推進し、企業間で好事例を共有することにより、活動を促
進してきました。2021年に代表執行役社長の諮問機関であるサス
テナビリティ委員会に「人権・D&I部会」（現在は人権・DE&I部会
に改称）が設置され、ヤマハグループ全体のDE&I推進のビジョン、
中長期目標や施策の方向性を定め、グループにおける推進状況を
モニターしています。各グループ企業における行動計画は、2023年
3月期からは海外のグループ企業も策定対象とし、それぞれの企業
の状況や地域文化・風土に根差したDE&Iの推進を行っています。

 〈ヤマハ（株）DE&I行動計画〉

女性の活躍推進

ヤマハグループは、ダイバーシティ・マネジメントの一環として、女
性が活躍できる職場環境づくりや制度の整備を推進しています。
2025年に管理職の女性比率をグループ平均19％とするなどの目
標と行動計画を策定し、女性活躍の施策を実施しています。2021
年には代表執行役社長の諮問機関である人材開発委員会に女性
活躍推進部会を設置し、女性リーダーの継続的育成・創出により
経営層／管理職層の多様性を高めるためのさまざまな施策提言
と実行を主導し、代表執行役社長に答申しています。また同年、取
締役会やマネジメントチームなど、企業の意思決定機関における健
全なジェンダーバランスを実現することを目的とした世界的なキャ
ンペーンである「30% Club」の趣旨に賛同し、「30% Club Japan」
に加盟したほか、女性のエンパワーメント原則（Women’s 
Empowerment Principles）の趣旨に賛同し、同原則に基づき行
動するためのステートメントに署名するなど、トップコミットメント
のもと一人一人がその可能性を最大限発揮できるよう、さらなる
取り組みを進めています。

ヤマハ（株）では、女性従業員の積極的な雇用や登用、能力開発機
会の拡大、働きやすい環境整備や、これらを推し進めるためのアン
コンシャスバイアス研修などの啓発活動に取り組んでいます。現在
は2022年3月に策定した女性活躍推進法に基づく3カ年の「行動
計画」（第三期目）を運用しています。なお、国内グループ企業にお
いても同法に基づく行動計画を策定し、取り組みを進めています。

ヤマハ（株）行動計画
従業員一人一人の力が発揮できる風土醸成・環境整備に向け、
下記の通り行動計画を策定する。
1.計画期間
2022年4月1日～2025年3月31日
2.当社の課題
課題1：女性従業員の採用
30代後半～40代前半の女性社員や女性技術者が少なく、次世
代を担う女性従業員を確実に採用する必要がある。
課題2：女性リーダーの育成
従業員の男女比に対し女性の管理職比率および役員比率が低
く、高めるための取り組みが不可欠である。
課題3：意識改革と風土醸成
ライフイベントを中心に女性従業員の活躍の場が限定されない
よう、女性従業員・上司・職場の理解を高める必要がある。
3.数値目標　※2025年3月末時点。（　）内は2021年度末時点の実績
採用者に占める女性の割合　25％以上（15.3％）
管理職に占める女性の割合　9.5％以上（7.1％）
4.取り組み内容と実施時期
取り組み1：女性従業員の採用比率向上
• 2022年4月～　選考基準の見直しを行い、面接官の共通理解を深める。
• 2022年9月～　中長期のインターンシップで門戸を広げ、理系女性のエ
ントリーを増やす。

• 2023年6月～　業務特性に応じた実践研修を行うなど、入社後の教育を
充実させる。

取り組み2：個の状況に応じた育成支援、キャリア形成支援
• 2022年6月～　女性管理職候補者育成のため、社内メンタリングプログ
ラムを導入する。

• 2022年6月～　女性管理職への社外メンタリング・コーチングプログラ
ムを導入する。

• 2022年8月～　全従業員を対象とした、自律的なキャリア開発を促進す
る枠組みを導入する

取り組み3：職場の意識改革と女性の社内ネットワーキング支援
• 2022年5月～　部門長、リーダー層向けワークショップを開催する。
• 2022年5月～　全従業員を対象に無意識バイアス研修を実施する。
• 2022年5月～　女性管理職の社内ネットワークを構築し、運営を支援する。

https://www.yamaha.com/ja/csr/human_rights_and_labor_practices/diversity/pdf/de_and_i.pdf


Yamaha Sustainability Report 2022 25

～国際女性デーへの取り組み～

3月8日の国際女性デーにあたり、音楽業界における女性たちの
活躍を称え、一人一人の中にある個性や多様性に光を当てたブ
ランドコンテンツ「Women Who Make Waves」を当社ウェブ
サイト内に開設しました。ヤマハグループがグローバルに展開
するこの企画では、日本、イギリス、サウジアラビアから3名の女
性アーティストを起用し、それぞれの音楽に対する思いや、音楽
業界に身を置く女性としてのメッセージを伝えています。
社内では、株式会社ポーラ代表取締役社長の及川美紀さんを
ゲストに迎え『経営戦略としての感性×ジェンダー』をテーマ
に、ダイバーシティ経営における女性活躍推進の重要性やさま
ざまな取り組み、ポーラの挑戦の歴史について講演いただき、
約300名が聴講しました。また、講演後に聴講した従業員同士
のオンライン交流会を開催し、ジェンダー平等やダイバーシ
ティ推進に関し日々感じている事など、意見交換をしました。

オンライン交流会

（株）ポーラの及川社長（右）
による講演会

Women Who Make Waves

ダイバーシティ・ワークライフバラン
ス情報を発信するイントラネット

 女性活躍推進に関する主な指標と実績（2022年3月期）

従業員の男女別構成（ヤマハ（株））

※ 2022年3月末時点

 平均勤続年数（日本全国※1とヤマハ（株）※2の比較）

ヤマハにおける女性の平均勤続年数は男性との差がなく、全国平
均に比べ10年程度長くなっています。

※1 全国の値は「令和３年賃金構造基本統計調査結果の概況」より引用
※2 ヤマハ（株）の値は2022年3月末時点

 女性従業員の育児休職取得率および復職率（ヤマハ（株））
ヤマハ（株）では産前産後休暇・育児休職の取得率、および復職率
はほぼ100%を維持しています。女性が妊娠・出産後も働き続けや
すい職場環境や制度を整備しており、次世代育成支援対策推進法
に基づく「プラチナくるみん」認定を受けています。

2022年3月期の状況

次世代特例認定マーク「プラチナくるみん」

管理職の女性比率（ヤマハ（株））※3

※3 各年度3月末時点

各データの経年推移については、社会性データのページに掲載し
ています。

https://www.yamaha.com/ja/about/initiatives/iwd
https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_social
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LGBTQ+への理解と支援

ヤマハグループは性的マイノリティ当事者が働きやすい環境づくり
や、多様性を尊重した企業活動を行うため、LGBTQ+への理解や
支援（Ally）の取り組みを進めています。
その結果、企業・団体などにおけるLGBTQ+などの性的マイノリ
ティに関する取り組みの評価指標「PRIDE指標」で3年連続最高位

「ゴールド」を受賞しています。

〈職場のLGBTQ+ハンドブック 抜粋〉 「ヤマハLGBTQ+」ロゴ

 社外からの評価

社外からの評価実績

 「PRIDE指標」において最高位の「ゴールド」を受賞
ヤマハ（株）は、任意団体「work with Pride」が策定する企業・団体
などにおけるLGBTQ+などの性的マイノリティに関する取り組み
の評価指標「PRIDE指標※9」で2019年から3年連続で最高位「ゴー
ルド」を受賞しました。LGBTQ+に関する全社セミナー開催や
LGBTQ+のAlly（支援者）であることを表明するロゴの制定やス
テッカーの配布、職場における理解促進ツールの作成などを通じ
て社内への理解促進に努めるとともに、LGBTQ+相談窓口の設
置、社内制度において家族の定義に同性パートナーを含めるなど、
就業規則や諸規程の改定を行うなどの各種取り組みが受賞につ
ながりました。2022年3月期には、世界各地でLGBTQ+の権利を
啓発する活動・イベントが実施されるPRIDE月間の6月に、ヤマハ
グループ全体でグローバルキャンペーンを展開し、SNSでの発信
を行うなど、性的マイノリティへのエンパワーメント向上に向けた
活動にも積極的に取り組みました。
※9 PRIDE指標とは、セクシャルマイノリティに関するダイバーシティ・マネジメン

トの促進と定着を支援する任意団体「work with Pride」が2016年に策定し
た、日本で初めての企業・団体などにおけるLGBTQ+などのセクシャルマイノ
リティに関する取り組みの評価指標。「行動宣言」「当事者コミュニティ」「啓発
活動」「人事制度/プログラム」「社会貢献/渉外活動」の5つの指標で採点され、

「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の3段階で評価される

グローバルな人材活用

ヤマハグループでは、グローバルな事業展開に対応した組織・人材
の開発／活用が不可欠と考えています。世界各地のヤマハグルー
プ拠点では、現地人材がグループ内の重要ポストを担っています。
米国法人のヤマハ・コーポレーション・オブ・アメリカの社長は米国
人で、ヤマハ（株）の執行役員です。また、M&Aによりヤマハグルー
プに加わった企業の社長はドイツ、フランス、オーストリア、米国国
籍です。グローバルな人材活用をさらに推進するため、経営の中核
となる重要ポジションをグローバルに一元管理するとともに、国籍
にとらわれない適所適材の実現に向けた後継者計画の仕組みづく
りを進めています。中期的な目標として役員に占める外国籍比率の
向上を目指すとともに、次世代経営・中核人材の戦略的育成を通し
てグローバルでマネジメントを担える人材を計画的に創出してい
きます。
なお、ヤマハ（株）では外国籍人材の採用を進め、2022年3月末現
在、44人の外国籍従業員が就業しています。外国籍人材採用の目
標設定や、英語での採用情報の発信を行い、幅広い人材獲得に努
めています。（外国籍従業員人数の経年推移については社会性
データのページに掲載しています。）

シニア従業員の活躍推進

ヤマハ（株）および国内グループ企業では、60歳定年以降も就労を
希望する場合には、希望者に対して就労の機会を提供する再雇用
制度を整備しており、最長65歳到達時まで在籍することが可能で
す。（2022年3月末現在188人。経年推移については社会性データ
のページに掲載しています。）
ヤマハ（株）では2020年4月に同制度を改定し、「意欲」と「役割」を
中心においたよりメリハリのある制度運用に変更。役割に応じた職
務ランク・定義を定めたほか、目標管理・評価・賞与制度の導入、手
当・休職制度の改定・新設を行いました。

障がいのある従業員の活躍推進

ヤマハ（株）では障がい者雇用と、障がいのある方にも働きやすい職
場環境の整備を推進しており、障がい者雇用制度の目的である「障
がい者の自立」と「共生社会の実現」を目指して、能力向上と社内の
啓発に取り組んでいます。2022年3月1日現在、ヤマハ（株）の障がい
者雇用数は78人です（うち41人（株）ヤマハアイワークス在籍）。雇用

率は2015年3月期以降2.3%以上で推移しており、障害者雇用促進
法における2021年3月改定の法定雇用率を達成しています。

障がい者雇用率 ※5・6・7

※5 各年度3月1日時点
※6 集計対象組織：ヤマハ（株）、（株）ヤマハコーポレートサー

ビス、（株）ヤマハアイワークス
※7 雇用率は、障害者雇用促進法における障害者雇用率制度の算

定式によるものです

特例子会社※8（株）ヤマハアイワークス

1989年に設立し、ヤマハグループ各社からデータ処理、印刷、
封入、封緘、経理事務、福利厚生関連事務、生産関連業務などを
受託しています。また、障がい者雇用に関する周知・啓発活動に
も力を注いでおり、社内外向けに職場見学会や障がい者雇用に
関する学習会を開催しています。

特例子会社の職場見学・学習会（2019年実施）

※8 特例子会社：「障害者の雇用の促進等に関する法律」で認められた子会
社。雇用されている障がい者の人数や全従業員に対する割合など、一定の
要件を満たして設立されます。ここで働く障がい者の数は、親会社の障が
い者雇用率に算入されます

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_social/
https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_social/
https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_social/
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過重労働の防止

ヤマハグループは、自律的で生産性の高い働き方に向けた意識改
革と仕組みづくりを通じて、過重労働につながる時間外労働・休日
労働の削減、休暇制度の充実と取得促進に取り組んでいます。
ヤマハ（株）では労使協議によって設定された時間外労働ガイドラ
インに沿って、総労働時間の短縮を図っています。毎月の状況をモ
ニタリングし、ガイドラインで設定した上限時間を超過しそうな部
門には早期の注意喚起を行っています。なお、これまでガイドライ
ンの月間上限時間を段階的に引き下げてきており、2022年3月期
からは60時間／月（年間上限は540時間）に設定しました。労働時
間を削減する取り組みとして、フレックスタイム制の導入や、毎週も
しくは隔週で定時退社日を定めるなどの施策を行っています。
また、年次有給休暇取得日数の目標を設定し、労使で計画的な取
得を積極的に呼びかけるほか、取得不足の本人および管理者への
働きかけや、個々人の業務事情に鑑みたフォローも行いながら取
得を促しています。併せて、確実な取得につながる一斉休暇制度も
導入しています。こうした年次有給休暇に加え、従業員のライフイ
ベント支援やプライベートの充実を図る目的で、忌引など慶弔に関
わる休暇のほか、節目年齢や定年、転勤時に付与される連続休暇
などの各種休暇制度も整備しています。これらの労働時間短縮や
休暇取得促進の取り組みは、国内のグループ企業各社も順次、導
入を進めています。

 2022年3月期実績
ヤマハ（株）における一人当たりの年間総労働時間は1940.7時間
でした。年次有給休暇の取得については、年間の取得目標を2017
年3月期から15日としており、その結果、年々取得率が向上し、
2022年3月期実績は、目標値に近い14.8日となりました。
総労働時間など各データの経年推移については、社会性データの
ページに掲載しています。

「PRIDE指標」の「ゴールド」マーク

 （株）ヤマハコーポレートサービスが女性活躍推進法に基づく
「プラチナえるぼし」企業に認定

（株）ヤマハコーポレートサービスは、えるぼし認定企業※10のうち、
一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組
の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に
認定される「プラチナえるぼし」企業に2021年より認定されていま
す。 また、同社は、次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく

「プラチナくるみん」の認定も受けており、子育て世代の働きやすい
環境づくりにも積極的に取り組んでいます。
※10 女性活躍推進企業認定「えるぼし」認定

2016年4月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
（女性活躍推進法）に基づき、女性の活躍推進に関する行動計画を策定し、そ
の取り組みが優良な企業に対して厚生労働大臣が認定を与える制度。（株）
ヤマハコーポレートサービスは2018年7月に最上位の「えるぼし」三段階目
に認定。

「プラチナえるぼし」認定マーク

 社外からの評価

ワークライフバランスの推進

基本的な考え方

私たちは、さらなる事業の発展と個人の充実した生活の両立を実
現するため、多様な価値観・ライフスタイルを尊重したワークライ
フバランス支援を積極的に推進します。
仕事の質や生産性を高めることで生み出された時間を個々の多様
性に合わせて有効活用することは、生活全体を充実させ、心身の活
力につながります。
その活力こそが、新たな価値創造の原動力となり、永続的に良い仕
事をしていくための、ひいては企業価値の向上と個人の豊かな生
活のための源泉となります。私たちは、こうした好循環を作りあげ
ていきます。

 推進体制
労使による「ワークライフバランス推進委員会」を設置し、総労働時
間の短縮や両立支援制度の整備・拡充を進めています。また、部門
ごとに「ワークライフバランスアクションプラン」を策定し、自律的
で生産性の高い働き方を目指す活動を展開しています。

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_social/
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両立支援制度の整備・拡充

ヤマハグループは、個々の従業員の多様な事情に対応できるよう仕
事と生活の両立支援制度を整備・拡充し、従業員への周知により利
用促進を図っています。ヤマハ（株）では、「次世代育成支援対策推進
法」に基づいて行動計画を策定・実行した結果、2016年には「プラチ
ナくるみん※」の認定を取得しました。（社外からの評価実績を参照）
また、2021年3月期には「治療と仕事の両立支援制度」として、治療
を事由とした短日勤務、短時間勤務制度を導入しました。

 社外からの評価実績

育児・介護に関する制度（法定基準との比較）

制度 法定基準 ヤマハ（株）
産前産後休暇 産前42日（多胎妊娠98日）、産後56日 産前56日（多胎妊娠98日）、産後56日
妊産婦障害休暇 妊娠から出産後1年以内の期間で医師の指示する日数
出生支援休暇 配偶者の出産前14日、出産後14日以内の期間に5日間

育児休職 原則として子が1歳に達するまで（特別の事情がある場
合は1歳6カ月、2歳に達するまで）の間

子が2歳に達するまで（ただし4月生まれは2歳到達後の4
月末まで）

子の看護休暇 小学校就学前の子 小学校1年の3月末までの子
育児短時間勤務 子が3歳に達するまでの間 子が小学校3学年修了までの間
育児のための
時間外労働の免除制度 子が3歳に達するまでの間、所定外労働を制限 子が小学校3学年修了までの間、必要な期間時間外労働

を免除

ライフサポート休暇 家族の看護、育児、不妊治療などの目的で取得可。1時間、
半日、1日単位で取得可

介護に関する制度の
対象範囲

配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹およ
び孫 二親等以内の親族

介護休職 対象家族1人につき通算93日まで（3回までの分割取得
可） 対象家族1人につき通算1年間の範囲（半年の延長有り）

介護短時間勤務 介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上 介護終了まで
介護短日勤務 週1日勤務免除、介護終了まで
介護のための休暇 対象家族1人につき年5日、2人以上で年10日 対象家族1人につき年5日
治療短時間勤務 治療の終了まで
治療短日勤務 治療の終了まで

育児休職制度などの利用状況については、社会性データのページ
に掲載しています。なお、女性の育児休職の取得率および復職率
は、近年9割以上を維持しています。

 事業所内保育施設の整備
ヤマハ（株）は、本社敷地内に事業所内保育園（おとのいえ）を設立
し、運営しています。
2019年の設立以来、ヤマハグループ企業で働く従業員が利用して
おり、「音との出会い・ふれあい」を大切にしたヤマハならではの独
自プログラムを提供しています。従業員にとって職場復帰がしやす
く、子どもが近くにいる安心感からより仕事に集中できる環境を実
現することを目指しています。

事業所内保育施設（おとのいえ）

 再雇用制度の整備
ヤマハ（株）では、従業員のライフイベントに柔軟に対応できる再雇
用制度を整備しています。

 海外赴任帯同者の再雇用制度
ヤマハ（株）は、配偶者の海外赴任に帯同するために退職する従業
員を、帰国後に再雇用する制度を2008年度から運用しています。
2017年3月期には、それまでヤマハ（株）従業員である配偶者に
限っていた運用をヤマハグループ従業員にも拡大しました。
また、ヤマハグループ従業員以外の配偶者の海外赴任への帯同の
場合も、退職後5年以内であれば再雇用を可能としました。
2009年3月期の運用開始から累計37人が同制度の申請をして退
職し、その中から20人が帰国後、再雇用されています（2022年3月
末時点）。

 介護離職者の再雇用制度
ヤマハ（株）では、従業員が親族の介護のために退職した場合、退
職日から再雇用までの期間を5年以内として、再度勤務できる制度
を2016年7月に導入しました。

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_social/
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働きがいと働きやすさ向上の取り組み

ヤマハ（株）では自律的で生産性の高い働き方を目指した制度や仕
組みの見直しを行うとともに、従業員の働きがいと働きやすさの向
上に取り組んでいます。全従業員を対象としたテレワーク制度、育
児・介護との両立支援制度拡充、職場単位での業務プロセス改善
や会議の効率化など、従業員が心身の健康維持と仕事・プライベー
ト双方の充実を図りながら能力を発揮できるよう、個別の事情に
寄り添った柔軟な制度や職場環境の整備を行っています。2021年
10月には、単身赴任者や介護事由者の個別の事情に配慮し従業員
の持続的な能力発揮を後押しするべく、遠隔地への赴任や親族の
介護に際して通勤圏を拡大する制度を開始しました。
ヤマハ（株）における働き方改革の取り組みはイントラネットなどを
通じてグループ企業に共有され、国内のグループ企業では同様の
取り組みが展開されつつあります。

社外からの評価実績

ヤマハ(株)は「次世代育成支援対策推進法」に基づいた行動計画
の策定と実行により、2008年に「くるみん」認定、2016年には「プラ
チナくるみん」認定※を取得しました。
また、(株)ヤマハコーポレートサービスも2018年に「くるみん」認
定、2020年に「プラチナくるみん」の認定を取得しています。

次世代育成支援に関する認定※取得状況

認定 取得時期 主な実行施策

「くるみん」

2008年8月

• 育児休職期間の延長 など
• 育児短時間勤務制度の柔
軟化

• 一斉有給休暇導入 など

2014年8月
• ワークライフバランスセミ
ナー開催

• 一斉カエルDay導入 など

「プラチナくるみん」 2016年6月
• 男性の育児休職取得促進
• 労働時間短縮 など

※ 厚生労働省が「次世代育成支援対策推進法」に基づき事業主を認定する制度。
同法に基づく行動計画と実績をもとに審査を受け、認定された企業は次世代認
定マーク「くるみん」を取得します。「プラチナくるみん」は、くるみんマークを取得
している企業のうち、一定以上の水準で両立支援の取り組みが進んでいる企業
を認定する制度です

次世代特例認定マーク「プラチナくるみん」

 社外からの評価
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「働きがいと働きやすさに関する意識調査」の実施

昨年度、国内を対象に実施した調査を海外にも拡大し、2022年
3月に、国内外ヤマハグループ企業の従業員約12,000人を対象
に「働きがいと働きやすさに関する意識調査」を実施しました

（回答率89％）。これは、組織・従業員の実態を把握し、課題を明
らかにすることで、組織風土の活性化につなげるとともに、働き
やすさと働きがいの向上により、従業員と会社双方の成長を実
現することが目的です。
働きがいの観点では、従業員がヤマハで働くことの誇り、仕事を
通じた成長実感など、働きやすさの観点においては、チームメン
バーとの関係性や、同僚・上司の協力、組織の風通しの良さなど
についての現状を調査しました。
今後これらの結果を活用し、より良い会社・組織になるよう、さ
まざまな活動を引き続き展開していきます。

従業員との対話

基本的な考え方

ヤマハグループは、国際条約や法令に基づき、従業員の結社の自
由、組合への加入または非加入、団体交渉、平和的集会などへの参
加の権利などを尊重します。従業員が差別、報復、脅迫、またはハラ
スメントを恐れることなく経営陣と率直な意思疎通を図れる労使
対話を確保し、労働協約その他の取り決めを守ります。そして、十
分な話し合いのもとに、労使が協力して企業理念の実現に向けて
努力していきます。

 3-3 良好な労使関係 

労使対話

ヤマハグループは「健全な労使関係の維持・構築」をグループ規程
に定め、各社で設立された労働組合や社員会との労使対話を行っ
ています。
国内グループ企業各社では、労使協議会または連絡会を定期的に
開催し、業績・労務の状況や経営課題について話し合うほか、安全
衛生やワークライフバランスの向上を目指し、よりよい労働環境づ
くりを共同で行っています。海外グループ企業においても、各国の
労働法制に応じて労使の対話を実施しています。
ヤマハ（株）では、重要な経営課題について話し合う「経営協議会」
などの労使協議・委員会を開催し、労働組合から業務の現況を踏
まえた提言を受け、活発に議論しています。人事・労務関連の諸制
度の運用・改定に際しても、労使双方の課題認識をもとに十分協議
しています。
これらの協議結果は会社および組合が発行するレポートにより従
業員へ周知されるほか、組織や職制変更、配置転換を伴う異動な
ど従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の変更につい
ては、組合への速やかな通知もしくは労使協議を実施すべき事項
として労働協約に定めています。また、従業員への影響が大きい企
業年金基金や健康保険組合、共済会や持株会などの運営について
も労働組合の役員が参画しています。
ヤマハ（株）人事部門は、グループ企業各社が良好な労使対話を図
れているかをグループ規程に沿ってモニタリングし、必要に応じて
是正を要請しています。

なお、グループ企業の管理職などマネジメントを行う者が労働者の
権利を正しく理解し、健全かつ安定した労使関係を構築できるよ
う、「労務および労使関係に関する教育ガイドライン」を整備し、ガ
イドラインに沿った管理者教育がなされているかも併せてモニタリ
ングしています。

ヤマハ（株）における労使協議・委員会

名称 開催頻度 出席メンバー 主な議題

経営協議会 2回／年（8月、2月） 会社：社長、各事業担当役員（本部長）他
組合：本部役員 全社経営テーマについて

全社生産販売委員会 毎月
会社：労政担当役員、

人事部門（部長・労政担当）
組合：本部役員

月次仮決算報告や労務状況

事業所労使委員会 毎月 会社：事業所長、事業所内部門管理責任者
組合：支部執行部（本部役員）

各部門の月次生産販売状況・労務
状況の報告

配分委員会 2回／年（5月、11月） 会社：人事部門（部長・処遇担当）
組合：本部役員 昇給、賞与配分について

ワークライフバランス
（WLB）推進委員会 適宜年1回以上レポート発行 会社：人事部門（労政担当）

組合：本部役員

長時間労働、深夜労働の削減、休暇
取得推進や両立支援制度の改善・
構築をはじめ、WLBに関するさまざ
まな取り組み

※ 上記のほか、海外勤務委員会、年間稼働日協議、会社・部門施策に関する労使協
議、ユニオンミーティングで顕在化した課題対応に向けた労使協議、各部門の
事業概況報告会などを実施しています

労働組合の組織率※1、2（2022年3月末現在）

ヤマハ（株）（出向者を含む） 77%

国内ヤマハグループ※3。 50%

※1 算定の母数に管理職を含みます
※2 労働組合に対し団体交渉権を認めています
※3 集計対象組織：（株）ヤマハミュージックジャパン、（株）ヤマハミュージックリテ

イリング、（株）ヤマハミュージックマニュファクチュアリング、ヤマハファイン
テック（株）、（株）ヤマハコーポレートサービス

過年度のデータについては、社会性データのページに掲載しています。

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#3-3
https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/
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 ファミリー工場見学会
ヤマハグループの国内外の各生産拠点では、従業員のご家族に向
けた「ファミリー工場見学会」を開催しています。職場や工程の見学
のほか、工場で製造される製品の体験会や従業員によるミニコン
サートなど、ご家族にヤマハへの理解や関心を深めていただく機会
となっています。

会社紹介や工場見学の様子（天津ヤマハ（上）、蕭山ヤマハ（下）／中国）

製造製品の体験会（YMMI（上）、YI（下）／インドネシア）

労使コミュニケーション

 労使間の情報交換・交流
労使が率直な意思疎通を図れる風土づくりとして、グループ企業
各社において労働組合や社員会とのコミュニケーションを推進し
ています。国内においては、各社の労働組合や社員会の連帯組織で
あるヤマハユニオン協議会※4とも、定期的な労使連絡会の開催な
どを通じて情報交換・交流を図っています。
※4 ヤマハユニオン協議会（1990年9月設立）：ヤマハグループで働く人たち相互の

連帯感を深めるとともに、各組織の発展、職場環境の整備、労働条件の維持向
上、社会貢献活動の展開、個々の豊かな生活の実現に向けた幅広い情報交換
が行われています

 社内広報活動の推進
Employee Relation（社内広報活動）の一環として、社内広報誌や
イントラサイト、サイネージによる情報発信を行っています。
ヤマハ（株）広報部門が発行・配信するグループ報では、経営や事業
に関する方針や戦略を速やかに伝達するとともに、グループ企業・
部門のさまざまな取り組みを紹介することで、グループ全体での情
報共有を図っています。また、生産拠点を置く中国、東南アジア地
域では、中国語およびインドネシア語でのエリア社内報を発行して
います。グループ全体の情報に加え、各生産系グループ企業におけ
る業務改善や安全衛生活動など、さまざまな取り組みを掲載し、相
互発展やグループ企業としての一体感づくりに役立てています。
2021年10月には、これまで社内に各種あったイントラサイトを統
合・再整理し、新たにヤマハグループのポータルサイト「Yamaha 
Portal」を立ち上げました。
重要な経営情報の即時発信のほか、通達や部門サイトなど社内向
け情報の集約、国内外の活動の紹介、ヤマハグループ従業員のコ
ミュニケーション促進などを目的としています。
こうした情報発信の取り組みに加え、設立記念日の時期に行うグ
ローバルイベント「Yamaha Day」や社長表彰、Web会議システム
を活用した社長と従業員との対話などを通じて、社内コミュニケー
ションの活性化と従業員エンゲージメントの向上を図っています。

ヤマハグループポータルサイト
「Yamaha Portal」

社長表彰『Yamaha Awards』

リモートによる社長と従業員との対話

グローバルイベント『Yamaha Day』

グループ報『PASSION』（左）エリア社内報（右）
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 ISO 45001認証サイト
• ㈱ヤマハミュージックマニュファクチュアリング
• 杭州ヤマハ楽器
• 蕭山ヤマハ楽器
• 天津ヤマハ電子楽器
• ヤマハ・エレクトロニクス（蘇州）
• ヤマハ・ミュージック・マニュファクチュアリング・インドネシア
• ヤマハ・ミュージック・マニュファクチュアリング・アジア
• ヤマハ・ミュージカル・プロダクツ・インドネシア
• ヤマハ・ミュージック・プロダクツ・アジア
• ヤマハ・エレクトロニクス・マニュファクチュアリング・インドネシア
• ヤマハ・ミュージック・インディア
＊ 楽器・音響機器製品の生産拠点15拠点のうち、11拠点（73.3％）が認証取得

（2022年4月末現在）

安全衛生に関わる労働協約

ヤマハ（株）は、労働組合との正式な協定である労働協約で「会社
は常に工場事業所の安全、保健衛生上必要な措置を講じ、作業環
境の改善を図り、組合員は安全衛生に関する諸規則を守らなけれ
ばならない。組合員の安全および衛生知識の向上については会
社、組合相互に協力する」旨を定めています。その他に「安全衛生委
員会」「危険有害業務」「健康診断」「災害補償」などについても、同
協約の中で規定しています。

安全と健康

基本的な考え方

ヤマハグループは、ともに働く人々の安全と健康を経営の最重要課
題の一つと考えています。以下に示す「グループ安全衛生規程 基本
方針」に則した安全衛生活動を推進し、安全衛生レベルのさらなる
向上を目指します。

グループ安全衛生規程　基本方針

グループ企業は、ヤマハの事業活動に係わりを持つ全ての
人々の健康と安全を確保することが「全ての仕事に優先す
る」ことと認識し、全従業員と一体となって健康で安全かつ
快適な労働環境の形成を促進する。　

【2022年3月期の活動方針および目標・実績】

 活動方針
（活動のポイント） 抑止目標 実績

労働
安全

拠点・エリアの
自律化

• 全災害54件以下
• 死亡・障害災害ゼロ

• 全災害64件
• 死亡災害ゼロ、障害
災害 3件

交通
安全

加害事故（過大事故）
の抑止

• 全事故48件以下
• 業務上過失率大事
故ゼロ

• 全事故60件
• 業務上過失率大事
故 8件

健康
管理

2022年4月～ 国内グ
ループ“敷地内全面
禁煙”各拠点の準備
実行

• 定期健康診断受診
率100%継続

• 定期健康診断受診
率100％（4年連続
達成）

 安全衛生管理体制
ヤマハグループは、すべてのグループ企業における安全と健康を管
理する健康安全推進本部会を設置しています。
ヤマハ（株）取締役常務執行役を統括責任者として、各事業所長、
主要グループ企業の代表、統括産業医などで構成され、年2回、安
全衛生に関わる施策の進捗確認や総括を行い、方針や活動計画を
審議・決定しています。また、毎年期初となる4月には「ヤマハグルー
プ安全衛生大会」を開催し、代表執行役社長と労働組合委員長に
よるメッセージ、統括責任者による前年度総括と当年度活動方針・
目標を、国内外の従業員に向けて配信しています。
大会で発信されるメッセージでは、「安全と健康は全てに優先す
る」の基本方針、安心して働くことができる職場の追求に向けた

「安全と健康」の重要性を改めて強調しています。

代表執行役社長によるビデオメッセージ 本部長による前年度総括と今年度方針
の説明

 労働安全衛生マネジメントシステム認証の取得
ヤマハの事業活動に関わりを持つ全ての人々の健康と安全を確保
することを「グループ安全衛生規程」に定め、必要なルール、活動な
どの仕組み化、統一化を図っています。
正社員、契約社員、派遣社員、社内外注などヤマハで働く全ての
人々を含んだ労働安全衛生マネジメントを行うとともに、特に、楽
器・音響機器製品の生産拠点においては、労働安全衛生マネジメン
トシステムの認証取得を進めています。また、労働安全衛生マネジ
メントシステムで求められるルール、活動などが適正に行われてい
るかを監査する内部監査員についても研修を通じて継続的に養成
を行っており、現在約60人の内部監査員が活躍しています。
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 安全衛生セルフ診断
国内非生産系グループ企業では、従業員数の規模に応じて、コンプ
ライアンスを中心とした安全衛生セルフ診断を実施しています。診
断結果に基づいてヤマハ（株）安全衛生担当からフィードバックを
行い、改善活動をサポートしています。2022年3月期は46拠点で実
施しました。
実施件数については、社会性データのページに掲載しています。

 安全衛生教育
ヤマハグループの国内拠点では、毎年期初に安全衛生、交通安全、
健康管理に関する知識を深めてもらうため、国内グループ企業に
配属される新入社員を対象に安全衛生教育を実施しています。
2022年3月期は、127名に対して約2.5時間（2回に分けて）実施し
ました。
また、海外生産拠点（中国、インドネシア）では、ルールや活動の共
有および標準化を目指すために安全スタッフによる情報交流共有
会議を行っています。2022年3月期は、中国では毎月、ISO45001
認証取得のための進捗確認のほか、ヤマハグループで発生した労
働災害情報の横展開の仕組み化、また災害抑止のための各種活動
統一のための議論を重ねてきました。インドネシアでは、新型コロ
ナウイルス感染症の感染状況や感染拡大防止のための各拠点で
の対策の共有などについて議論しました（3回/年実施）。今期は新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から全ての会議をリモー
トに変更し、各拠点間の情報共有などを行いました。

リモート会議での情報共有会議（インドネシア）

労働災害の抑止

国内グループ企業および海外製造拠点における労働災害は全災
害件数目標54件以下に対して、2022年3月期で64件（うち休業災
害件数は36件）でした。なお、業務上の死亡者はありませんでした。

労働災害発生率の推移（度数率）

ヤマハグループの職場、特に生産業務では、切り傷・擦り傷のほか、
機械・設備などへの挟まれ・巻き込まれ、転倒などが発生する可能
性があります。
これらの労働災害を未然に防ぐために、機械・設備の安全審査のほ
か、リスクアセスメントや安全パトロール、安全衛生セルフ診断※1、
施設・設備の監査や化学物質管理など職場の安全性向上、従業員
への安全衛生教育・訓練、安全に関するグループ標準ルールの整
備・運用を進めています。また、業務内容によっては腰痛、頸肩腕障
害や、塗装や研削・研磨工程における中毒、じん肺などの疾病リス
クも考えられます。職業由来疾患予防の観点から、特定の業務従事
者に対して行う特殊健康診断の確実かつ効果的な実施に努めてい
ます。
異動や作業内容の変更による実施もれを防ぐために年2回の対象
者確認を実施するとともに、特定化学物質健康診断においては対象
物質を追加し法定基準に上乗せした内容の健診を実施しています。
※1 安全衛生セルフ診断：約80の診断項目に対して、自己評価をすることで適合の
可否を把握し、改善自助努力を促すものです

 機械・設備の安全審査
ヤマハグループでは、生産職場に新たに導入される機械・設備や更
新、改造、移設される機械・設備について、稼働前に審査委員による
安全審査の実施を義務付けています。ここでは、機械・設備における
不具合箇所のみならず、従業員の作業動作や扱う材料の加工方法、
溶剤・薬品等の取り扱いについても是正指導を行っています。

 リスクアセスメント
ヤマハグループでは、作業に潜む危険を未然に防ぐためにリスクア
セスメントを中核的な活動と位置付け、労働災害防止につなげて
います。作業内容および作業環境に対してリスク評価を行い、リス
クの程度に応じた対策を講じています。新たな工程の導入に際して
は、事前に災害に至るおそれのあるリスクを洗い出し、危険の除去
や作業負荷の低減を図ります。現在、国内外の生産拠点ほかグルー
プ企業に向けて、リスクアセスメントを普及・啓発しています。

リモートでのリスクアセスメントチェック（YMPA）

 安全モニタリング
ヤマハグループでは、ISO45001認証サイトにおける現場の監査に
加え、グループ全体の安全衛生管理を主管するヤマハ（株）人事部
門の主導による、グループ企業を対象とした安全モニタリングを実
施しています。安全衛生に関わる専門技術・資格を有するスタッフ
が安全衛生管理体制に対するチェックや現場の巡視を行うもの
で、数年で一巡するサイクルで、対象拠点を選択し実施しています。
実施件数については、社会性データのページに掲載しています。

安全モニタリングの内容

• 「安全衛生管理診断表」によるレベルチェック（安全衛生管理体
制、規程・基準の整備度合いを中心に約80項目を診断）

• 職場巡視による安全衛生面でのチェック、不具合箇所の是正・指導

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data
https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data
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ら社内診療所での定期健康診断（誕生月健診）を行い、受診者全員
に対し、受診日の午前中に健診結果に基づいた医師診察、保健指
導、集団健康教育を実施しています。健診結果のフィードバックの
速さや、毎年テーマを変えて行う集団健康教育が従業員の健康意
識、知識向上に寄与しています。また、診断結果に基づく事後措置
の徹底にも取り組んでおり、2022年3月期のヤマハ（株）および国
内グループ企業の定期健康診断受診率、ならびに産業医による就
業区分判定※2の実施率はいずれも100％でした。

※2 就業区分判定：労働安全衛生法第66条の4および5に準じ、医師の意見に基づ
いた、健診有所見者に対する就業区分の判定

 メンタルヘルスケア
従業員の心の健康のため、厚生労働省の指針に基づいたメンタル
ヘルスケア活動を推進し、疾患予防に努めています。また、休職者
へのケアとして、2009年より産業医・看護職・契約精神科医・社外
EAP（Employee Assistance Program）※3カウンセラーが連携し
た職場復帰支援プログラムを導入しました。2012年にはカウンセ
リング体制拡充や管理職への休職者対応研修の実施など、プログ
ラムを大幅に強化し、現在は初回精神疾患病欠者の復職率は80%
以上を維持しています。

主な取り組み

• 社内産業医・産業カウンセラーによる管理監督者および新入社員
向けの研修実施

• 産業保健スタッフ・管理監督者・人事部門が連携した職場復帰支
援プログラムの運用

• 外部医療機関の精神科医・臨床心理士による相談窓口の運用
• 社外EAPによるカウンセリング窓口の運用
※3 社外EAP：主にメンタルヘルスに関する従業員・家族のカウンセリング、精神疾

患により休職している従業員の職場復帰支援、ラインケアのための管理監督
者教育などを行う社外の専門家による従業員支援プログラム

 生産拠点の施設・設備の安全管理
国内外の生産拠点では、ヤマハ（株）の施設管理担当による生産設
備などの施設安全監査を実施し、拠点の事故・災害防止、安全レベ
ル向上につなげています。また、災害発生などに備え、避難訓練お
よび緊急事態対応訓練を定期的に実施しています。

インドネシアでの施設監査

 化学物質への対応
生産工程には、人体に影響を及ぼす可能性のある化学物質を取り
扱う作業があり、職場環境や設備の改善、作業従事者への法定検
診、保護具の支給など、疾病防止のためのさまざまな施策を講じて
います。
また保護具を正しく着用できるよう、作業従事者に対する教育を
実施しています。加えて、化学物質を取り扱う職場におけるリスクア
セスメントを実施し、リスクの低減を図っています。
2022年3月期、化学物質の取り扱い作業における労働災害の発生
はありませんでした。

 ルールの整備と標準化
ヤマハ（株）では、安全衛生に関する従業員の心得や基本的な行動
基準、設備基準など人・モノに関する安全ルールを順次制定し、手
帳や携帯用カードなどのツールを整備、運用してきました。現在は、
グループ企業間でのギャップを解消し、グループ全体で安全衛生
のレベルを高めていくためのグループ標準ルールの展開に向け、
各種ツールの多言語化を進めています。

従業員の健康保持・増進

ヤマハグループは、従業員とその家族の健康が第一であり、従業員
の健康は、生産性や働きがい向上による組織の活性化をもたらす
との認識のもと、従業員の健康保持・増進のための諸施策に取り組
んでいます。2018年には、ヤマハ（株）代表執行役社長が「ヤマハグ
ループ健康宣言」を発布し、この宣言のもと、より安全で快適な職
場づくりのため、健康診断や保健指導の実施、メンタルヘルスケア、
喫煙対策など健康経営を推進する諸施策を推進しています。

ヤマハグループ健康宣言

"Sound Minds + Sound Bodies = Sound Living"

• 社員と家族の健康は、充実した生活の基本であり、会社に
とって最も大切な財産です。

• 会社は、社員の健康への取り組みを積極的に支援すると
共に、安全で快適な職場を実現させます。

• 社員と家族は、心身の健康に関心をもち、健康増進の取
り組みを自ら実行します。

2018年4月
代表執行役社長　中田 卓也　

 健康診断
「定期健康診断はゴールではなくスタートです」のスローガンのも
と、法定の健康診断を確実に実施することに加えて、健康診断を生
活習慣病や作業関連疾患などの予防につなげています。2002年か



Yamaha Sustainability Report 2022 35

 海外駐在者への健康支援
2022年3月期も新型コロナウイルス感染拡大による、駐在者の行
動が制限される状況が続きました。制限が長期化することによる
心身への負担に対するケアが必要と考え、帰国できない駐在者に
対しては医療スタッフによるWeb健康相談なども実施しました。

ヤマハ（株）保健師による駐在者対象のWeb健康相談の様子（YMPI/インドネシア）

 海外駐在者の健康管理のサポート
新型コロナウイルス感染症対策として、昨年から海外駐在者を対
象に個別のWeb健康相談を実施しています。これらを定着化させ
るため、現地管理者と医療スタッフによる情報交換・情報共有を行
い、現地の状況把握および定期健診の受診状況を確認しました。
また、一時帰国時に定期健診の受診を希望する駐在者には、効率
よく帰国時の定期健診受診を受けられるような体制構築、サポー
トをしています。

海外駐在者向けのWeb健康相談

初回精神疾患病欠者の復職率の推移（ヤマハ（株））

 喫煙対策
ヤマハ（株）では、喫煙対策を従業員の健康を守るための最優先課
題と位置づけ、1998年から定期健康診断などでの禁煙指導や希
望者に対する個別禁煙サポートなどの取り組みを継続しています。
環境面では2020年4月から本社地区を敷地内全面禁煙としたの
に続き、2022年4月からは国内グループ企業全体で敷地内全面禁
煙を実施しています。こうした長年の取り組みの結果、全従業員の
喫煙率は1998年の36.2％から2022年3月期は11.1％に低下しま
した。

喫煙率の推移（ヤマハ（株））

敷地内全面禁煙開始後も喫煙者に対する禁煙指導や希望者に対
する個別禁煙サポートの継続などを通じて、SDGsの目標3（全ての
人に健康と福祉を）達成にも貢献すべく、さらなる喫煙率低下を目
指しています。

グループも含めた喫煙率の数値については、社会性データのペー
ジに掲載しています。

ヤマハグループ禁煙対策スローガン

 感染症への対応
HIV/エイズ、結核、マラリアなど社会的、経済的に大きな影響を及
ぼす感染症の蔓延を防ぐことは世界共通の課題です。ヤマハグ
ループの海外拠点の中でも、特に東南アジア地域の生産拠点で
は、職場や食堂、休憩スペースの衛生管理や害虫防除などの環境
整備を行っています。また、海外出張者や駐在者、家族に対しては、
現地における感染症の流行情報を通知するほか、渡航前の感染症
予防対策として、A型肝炎、B型肝炎、破傷風、狂犬病、麻疹・風疹な
どのワクチン接種を推奨しています。
2022年3月期は、世界的規模で感染拡大した新型コロナウイルス
感染症対策として、感染症対策基本行動、テレワーク勤務推奨など
を継続しました。また早急なワクチン接種を実現するために、7月か
ら社内医療所にて希望者（約3,500人）に対して職域ワクチン接種
を実施。またインドネシアでは現地行政との協力のもと、従業員の
ほか家族や事業所内で働く請負業者の方 （々生産工程、清掃、食
堂、社用車運転など）まで対象を拡大して接種を実施しました。こ
れらの活動および必要な情報はイントラサイトなどを通じて国内
外のヤマハグループ内で常に共有され、『One Yamaha！』として世
界中の拠点へと活動に広がりをみせています。

 リスクマネジメント

虫の侵入を防ぐエアカー
テンの設置

食堂に設置の飛沫感染予
防パーテーション

インドネシアでのワクチン
職域接種の風景

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data
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人材育成

基本的な考え方

ヤマハグループは人材の多様性を新たな価値創造の源泉と考え、
あらゆる人材に対し、能力開発およびキャリアアップの機会を公平
に差別なく提供します。「意欲を持って、自らの『役割』を果たし、常
に一歩先を目指す人を応援する」という考えのもと、従業員一人一
人が存分に能力を発揮し、自己実現を図りながらプロフェッショナ
ルへと成長するための施策を講じます。

教育・研修制度の整備

人材育成を計画的に進めるために、ヤマハグループ全体に適用す
る人材教育に関するガイドラインを制定しています。このガイドラ
インに基づいて、グローバルに通用する人材の育成を軸に、能力向
上とキャリア開発を両輪とした教育・研修制度を整備し、目的や対
象に応じた人材育成プログラムを実施しています。
コロナ禍による制約を受ける中でも、動画を用いたe-ラーニングの
活用、オンライン会議ツールの特性を生かした対話中心の研修プ
ログラムなど、教育効果の高い研修が実施できています。

 主な教育・研修制度（日本国内）
• 階層別研修：キャリアステージに応じた個々のレベルアップ（新入
社員、管理職、部門長ほか）

• 選抜型研修：事業拠点のリーダー・管理職の育成
• スキル×パッション・マネジメント研修：状況対応型リーダーシッ
プスキルの習得

• ヤマハ高等技能学校、ヤマハ技術研修所：生産職場の監督者、核
となる人材の育成

• 役割機能強化研修：語学力や技術分野の強化を目的とした講座
• 育児休職サポート研修：休職（予定）者およびその上司を対象に
それぞれ実施し、スムーズな職場復帰とキャリア形成をサポート

• 海外・語学研修、TOEIC社内公開試験
• ヤマハビジネススクール：従業員の自発的な学習を支援する通信
教育

• セカンドライフ準備セミナー：60歳以降の生活と働き方に関する
情報提供

海外駐在者・海外出張者の安全確保

ヤマハグループでは、従業員の安全を第一に考え、海外駐在者や海
外出張者の事故・事件の未然防止と緊急事態発生時対応の両面か
らの対策を講じています。
外務省や民間セキュリティ会社、海外現地法人の駐在者や帰任者な
どから各国・地域の危険情報を収集・分析し、注意喚起や出張規制
の形で社内に展開しているほか、海外赴任者に対する赴任前研修と
同時に、帯同する家族を対象とした研修も別途実施しています。
また、初めての海外出張者などを対象とした海外出張オリエンテー
ションでは、海外安全のための基礎知識から緊急時の措置に至る
安全教育を行っています。

2022年3月期の研修実績

内容 対象者 実施回数 受講者数

海外赴任前研修
従業員 15回 44人

帯同家族 7回 32人

海外出張
オリエンテーション

初めての
海外出張者など 0回 0人

社外からの評価実績

 「健康経営銘柄」および「健康経営優良法人（ホワイト500）」の
認定

2022年3月、ヤマハ（株）は、東京証券取引所の上場会社の中から
「健康経営※4」に優れた企業を選定する健康経営銘柄」に初めて選
ばれました。これは、経済産業省と東京証券取引所が共同で、従業
員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に「健康経営」を実践
する企業を選定するものとして2015年から開始されたものです。
また、経済産業省・日本健康会議が主催する「健康経営優良法人認
定制度」においても、当社と当社子会社の（株）ヤマハコーポレート
サービスが「健康経営優良法人（ホワイト500）」に選定されまし
た。今回の選定においては、社内診療所での定期健康診断（誕生月
健診）の実施やメンタルヘルス対策、喫煙対策による喫煙者率の大
幅低下など、当社グループが実践する従業員の健康管理に関する
取り組みが評価されました。
※4 従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること

 社外からの評価
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技術者の育成・活躍推進

企業理念に掲げる「私たちは、音・音楽を原点に培った技術と感性
で、新たな感動と豊かな文化を世界の人々とともに創りつづけま
す」に基づいて、新たな価値創造につながるテクノロジーの探求と
技術者の育成・活躍促進に取り組んでいます。従来から、ヤマハグ
ループでは、コア技術であるDSP（デジタル信号処理）技術講座、ア
ナログ回路講座などにより商品開発を支える技術者育成に努めて
きました。2022年3月期には、生産技術講座として、木材塗装技術、
めっき、設備制御技術など合計7講座を商品開発部門の技術者向
けに新たに開講し、商品開発部門と製造部門の技術シナジーの強
化を図っています。

 主な技術者育成・活躍施策
• 各技術テーマの講座・アカデミー
• 組織横断の技術フォーラムなど技術者間の情報共有・交流の場
• 発明報奨制度

Technical Listening Training

音・音楽領域での事業展開にあたって、音の物理量を正しく理
解し他人に正確に伝えられる能力が重要です。ヤマハグループ
では技術者をはじめ音に関わる業務に携わる従業員に向け、九
州大学で約50年の実績がある教育課程「聴能形成」の技術移
転を受け「Technical Listening Training」として開講していま
す。音の物理量の変化と聴こえの印象の違いを系統立てて体験
し、聴いた音の特徴を物理量として正しく理解する能力の向上、
音に関する基礎知識の習得を図るもので、これまでにのべ
1,000名弱が受講しています。

2022年3月期の年間研修実績（ヤマハ（株））

研修 実績
年間総研修日数 768日
一人当たりの年間平均研修時間 38時間

成長と活躍の支援

ヤマハグループでは、従業員の意欲と専門性に寄り添った成果評
価と成長支援を行っています。
現状の仕事に対する適性や保有するスキル、キャリア志向を棚卸
し、本人と上司で対話する面談機会を年1回設けています。2022年
3月期には、本人と上司双方に、面談の進め方を示したサポート
キットやキャリア開発意欲を引き出し向上させるための情報を提
供しました。
加えて、ヤマハ（株）では若年層育成の一環として、入社2年目、4年
目、6年目の節目に、従業員本人と会社（人事部門スタッフ）が育成
目標に対する成長度合いやキャリアプランについて確認し、意見を
交わす面談を実施しています。社会人基礎力の醸成とともに、働き
がい向上や業務上の悩み・不安の解消にもつながるよう、会社とし
て全面的な支援を行っています。
また、これらの面談が適正な評価や効果的な成長支援につながる
よう、面談を行う管理職に対する評価者研修やOJT担当者を対象
者としたOJTトレーナー研修も実施しています。
キャリアの分断に繋がりやすい育児休職については、休職者本人
と会社の間での連絡・情報共有スキームを整えるとともに、本人お
よび上司双方への研修により、意識・スキル両面からのサポートに
よるスムーズな職場復帰を促しています。

マネジメント人材の育成

あらゆる人材に対し、能力開発およびキャリアアップの機会を公平
かつ差別なく提供することを基本に、事業活動の基幹となるマネジ
メント人材の育成に取り組んでいます。中でも次世代経営・中核人材
の創出については、中核となるポジションをグローバルで一元管理
し、後継者計画を推進するための仕組みづくりを進めています。
マネジメント人材の育成全般については、人材教育に関するガイド
ラインに基づいてグループ全体、グローバル規模で階層別研修を徹
底しています。ヤマハ（株）では階層別研修を通じてキャリアステージ
に応じた個々のレベルアップを図るとともに、2022年3月期は新たな
階層別研修として基幹部門長研修および部長職研修を立ち上げ、
経営の中核を担う幹部向け研修を強化しました。また、海外のロー
カル人材を含む選抜従業員を対象としてグローバル選抜研修YGMP

（Yamaha Global Management Plan）を実施し、グローバルでマ
ネジメントを担う人材を計画的に育成しています。2022年3月期は
YGMP第２期を開講、海外グループ企業のコアポジション人材を含
めすべてのプログラムをオンラインで実施しました。

ものづくりを支える人材の育成

ヤマハグループは、ものづくり領域の発展に資する人材創出に取り
組んでいます。
“Made in Yamaha”品質を維持・向上させるために各生産拠点の
機能・役割の明確化を図り、それぞれにおいてものづくりを支える
人材の育成を推進しています。高付加価値商品の生産拠点である
日本国内の各工場では、競争力のある製造技術開発を支える人材
育成、生産職場の中核人材育成（ヤマハ高等技能学校・ヤマハ技術
研修所）、楽器製造におけるコア技能の伝承（From to運動）に注力
しています。中国、インドネシア、マレーシア、インドの各工場におい
ては、日本から技術者・監督者を派遣し、日本で培われたものづく
りの基幹技術をベースに人材の育成を進めるとともに、製造拠点
共通の階層別研修により各工場の中核人材育成を行い、日本の工
場と同様の高品質な製造拠点としての基盤を強化しています。


	人権・労働慣行
	人権の尊重
	ダイバーシティの推進とインクルージョン
	ワークライフバランスの推進
	安全と健康
	人材育成


