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編集方針
　HIOKI は 1999 年に初めて「環境報告書」
を発行しました。しかし、現在の企業は、
環境の側面以外にも地域社会や投資家と
いった多様なステークホルダーに、どのよ
うに向き合っているのか、説明することが
求められています。そうした認識に基づき、
今回は社会的側面の説明を加えた「社会･
環境報告書」として新たに発行することと
しました。報告書では、分かりやすさに留
意しながら、幅広いステークホルダーに対
応した情報開示に努めました。
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　HIOKI は下記の品質方針のもと、多様なニーズに
お応えできる製品の開発、生産、販売・サービスを提
供することを目指しています。1993 年に品質保証の
国際規格 ISO9001 を認証取得し、この方針を実現す
るため様々な取り組みを行ってきました。いわゆるバ
ブル崩壊後の長期景気低迷等、経済活動を取り巻く大
きな変化に対して、品質マネジメントシステムの構築

を行い、品質方針を実現するための基礎をつくること
ができました。また、製品の高付加価値化にともなう
設計・生産の標準化を進め、国内外の各種法規制等へ
の対応も整えました。
　近年、多様化する測定ニーズに応えるため、ステー
クホルダー（お客様・お取引先様他）の皆様の協力を
いただきながら、当社の各部門が密接に連携して同時
並行的に開発を進めるコンカレントエンジニアリング
を推進しています。信頼性の高い設計を通じて高品質
の製品を提供し、社会へ貢献していきます。

品質方針：
　「顧客の満足と信頼を得るために、高品質の製品と最高のサービスを提供する」
　　
　　上記品質方針を実現するために、以下が重要であることを認識する。
　　　1. 顧客要求事項に適合すること。
　　　2. ＱＭＳ（品質マネジメントシステム）の有効性を継続的に改善すること。
　　　3. 法令・規制要求事項を遵守すること。
　　　4. この方針に基づいて、品質目標を設定し、見直すこと。

　予想される製造工程での問題や、お客様の使用中に
問題となる点を設計段階で洗い出し、解消に向けて全
社で取組みをしています。この際に活躍するのが、3
次元映像やモックアップ製作品です。特にモックアッ
プ試作は熟練作業者によって図面データを正確に立体
再現しなければなりません。
　写真は、LR8400 メモリハイロガーのモックアップ
による試作品です。（右は販売品）組立て性の考慮は
もちろん、安全設計実現のため部品や基板の配置をこ
のモックアップで確認します。

LR8400 のモックアップ ( 左 ) と完成品 ( 右 )

社会編

　HIOKI は、 お客様が安心して製品をお使いいただけるよう、 さまざまな取り組みをしています。 ここでは、 その具

体的な取り組みをご紹介します。

お客様との関係

お客様の満足と信頼を得るために
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設計品質向上のために



　HIOKI の製品は、工場やビルメンテナンス・保守
点検等、さまざまな現場で使用されています。
　計測の現場では、安全で分かりやすい操作性、身体
的負荷を軽減するコンパクト性、製品本体と作業に必
要なオプション類を手間なくしまえる収納性などが求
められ、新製品設計ではこれらの要求に配慮した独創
性のあるデザイン提案を常におこなってきました。
　その成果として、1985 年の当社初のグッドデザイ
ン選定商品を皮切りに、以降多くの製品が受賞を重ね、
その数は現在 52 製品となっています。

部品加工課　依田秀穂

社員の声

　各パーツを真空注型で製作するため、均一な仕上がりになり難く、
仕上げの技能が重要になってきます。前ページのモックアップ品の
写真は、約 20 点のパーツから製作しましたが、正確な寸法、質感を
再現することは難しく、毎回がチャレンジです。このモックアップ
の出来が、製品設計・ライン設計に反映するため、一品一品を慎重
かつ丁寧に製作していきます。

開発推進課　尾沼誠司

社員の声
　「デザイン」は単に「モノ」の外観を設えるのではなく、商品の存
在意義やあり方を通じてユーザーや環境に対してどのようなメリッ
トを提供できるか？そのための「コトづくり」だと、私たちデザイ
ングループは考えます。
　企画の初期段階から開発に参加し、スケッチ、3 次元 CAD、3 次
元プリンタなどのツールを駆使して様々な提案をおこない、商品コ
ンセプトを具現化していきます。プロセスにおいては「機能美」「ユ
ニバーサルデザイン」といった視点からの評価も取り入れ、「ヒトが
使う道具」であることを第一に考えたものづくりを心がけています。

社会編 / お客様との関係
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使用時の操作性向上のために

歴代のグッド・デザイン商品選定証



　当社は 2000 年頃から、お客様の声を社内の情報ネ
ットワークを通じて、全社員で共有するシステム構築
を進めてきました。
　使用方法・機種選定・修理サービス・苦情等に関す
る様々なお問い合わせが全部署に入るため、これらの
声を一旦集約し関係する部署から回答をしています。
　右のグラフは、お問い合わせの電話とメールの年別
件数です。この声を情報データベースとして整理し、
増加するお問合せに迅速で適切な回答ができるよう全
社員で取り組んでいます。現在、コールセンターでは
15 分以内のお客様への回答を目標に対応を進めてい
ます。
　また、ホームページを利用し、ソフトウエアのバー
ジョンアップやアプリケーションソフトの提供、会員

（e- 友の会）への各種情報提供、重要な不具合のお知
らせ等、お客様視点に立った情報開示を心がけていま
す。
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総務課　戸塚静子

社員の声
　私たち総務課は、お客様からのお問合せの電話をまず最初に受け
付けています。
　お客様の中には、回答をお急ぎの方もいらっしゃいますので、お
待たせしないように対応を心がけています。HIOKI には、200 種類
を超える多くの製品があり、またお客様の業種も多岐に渡っていま
す。製品の問合せ窓口のコールセンターにスムースに対応してもら
えるように、お客様がどのような製品を使い、困りごとは何なのか
を正確に把握できるよう努めています。

社会編 / お客様との関係
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お客様とのコミュニケーション

( 年 )



　HIOKI は 1991 年に株式を店頭公開して以来、 投資家の皆様のご支援をいただいてまいりました。 投資家の皆様

への当社の取り組みをご紹介します。

投資家との関係

情報開示方針

　株主・投資家の皆様に対する情報開示の基本方針に
ついて、HIOKI は次の通り定めています。「当社は、
株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダ
ーの皆様が、当社に対する理解と信頼を深め適正な評

価をしていただくために、適切な企業情報を適時・公
平に開示していきます」( 基本方針から )。開示は、東
京証券取引所が定める「適時開示規則」に基づき、情
報の有利・不利を問わず株主・投資家の皆さまにとっ
て有益と思われる情報は、迅速にかつ正確に開示する
ように取り組んでいます。

　株主の皆様に対する利益配当については、1 株あた
り年間 20 円の配当を安定的利益還元のベースとした
上で、連結配当性向 30% を目途として、業績向上に

　機関投資家の皆さまに当社業績を説明する場とし
て、年に 2 回 ( 本決算と第 2 四半期 ) 決算説明会を開
催しています。説明会には、社長と関係役員が出席
し、業績の概況から今後の企業戦略などを説明してい
ます。HIOKI は、機関投資家の皆さまから直接ご質
問やご要望をお聞きするコミュニケーションの場とし
て、決算説明会を重視し、なじみの薄い電気計測器事
業をわかりやすく説明するように努めています。さら
に、総務課には専任の IR 担当者を置き、機関投資家
や一般株主の皆様からのお問い合わせに対応し、当社
への理解を深めていただくよう取り組んでいます。

決算説明会の様子

よる一層の利益還元を実施してまいりたいと考えてい
ます。
　当社は、中間配当と年間配当の年 2 回の剰余金の配
当を行なうことを基本方針としています。

配当政策

決算説明会などの取り組み

社会編 / 投資家との関係
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　毎年 2 月末に開催される株主総会には、100 名超の
株主様がいらっしゃいます。当社では、本社工場にお
越しいただいた機会を活かし、総会終了後に会社の近
況報告会と懇親パーティを開催しています。報告会で
は、社長と専務から、1 年間のトピックスや今後の事
業戦略、事業計画達成のための施策などを中心に説明
しています。また、懇親パーティには、HIOKI グル
ープの日置フォレストプラザが腕によりをかけた料理
をお出しし、当社役員と株主の皆様との懇親を深める
機会となっています。

近況報告会 ( 上 ) と懇親パーティ ( 下 ) の様子

　2004 年度から株主優待制度を実施しています。こ
れは、日ごろ当社をご支援いただいている株主様への
感謝の気持ちを表すために始めました。信州上田の地
に本社工場を置いていることを踏まえ、地元の信州り
んご「サンふじ」を毎年 12 月に各株主のご自宅にお
届けしています。信州の大地の恵みを受けて、みずみ
ずしく紅く育ったりんごは、全国の株主の皆さまから
非常においしいと評判で、今後も美味しいりんごをお
届けしていきたいと考えています。

優待品の信州りんご

社会編 / 投資家との関係

株主総会の開催

株主優待制度の実施

総務課広報担当　高田博之

社員の声
　毎年 10 月から 11 月頃になると、株主の
皆さまに信州りんご「サンふじ」をお送り
する準備をはじめています。台風が近づく
季節なので、無事収穫できるのかと、内心
ひやひやすることもありますが、これまで
無事りんごをお届けすることができました。
年明けには、株主の皆さまから、おいしか
ったと多くの声が寄せられます。これを励みに、今年は昨年以上に
おいしいりんごを送れるように、がんばっていきたいと思います。

毎年届くお礼状
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　株主･投資家の皆さまに当社を知っていただくツー
ルとして、ホームページの「投資家情報」を充実させ
ています。このページでは、社長の挨拶をはじめ、中
期経営計画や達成のための経営戦略と施策、また決算
短信や有価証券報告書といった財務書類など、多くの
情報が掲載されています。信州上田に本社を置く企業
として、全国の株主・投資家の皆様に有益な情報を、
今後より一層発信していきたいと考えています。
　なお、こうした取り組みが評価され、2009 年には
大和インベスター・リレーションズ㈱から「2009 年
インターネット IR サイト優秀企業賞」を受賞しまし
た。
　投資家情報 URL：
　http://www.hioki.co.jp/jp/finance/index.html

投資家情報のサイト

社会編 / 投資家との関係

投資家ホームページの充実
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　2009 年から毎年 1 回、取引先様に対し資材調達方
針説明会を実施。調達方針とともに、会社の近況や重
点施策、部品品質状況なども報告し、パートナーとし
ての信頼関係の構築を図っています。
　また、取引先様に Q（品質）C（コスト）D（納期）
S（サービス / スピード）に対する評価基準を明確にし、
上位にランクされた取引先様には感謝状を贈呈してい
ます。
　さらに、取引先満足度調査を実施。私たちの行動が

資材調達基本方針に則っているか、取引先様に対し満
足度調査を実施しながら、今後の活動へ反映していま
す。 

HIOKI ホールで開催された資材調達説明会の様子

資材調達方針
　1. オープンで公平・公正な取引
　　資材調達に当たっては、国内・国外を問わずすべての取引先様とのオープンで公平・
　　公正な取引を推進します。
　2. 相互発展
　　取引を通じて、パートナーとして相互発展できる関係を目指し、取引先様とのコミ
　　ュニケーションによる、優良かつ信頼関係の維持できる取引を推進していきます。
　3. 社会への貢献
　　｢社会への貢献 ｣の理念に基づき、法律、社会規範を遵守し、資材調達活動を通じ
　　て地域社会に貢献していきます。
　4. 環境への配慮
　　グリーン調達をはじめ、地球環境に配慮した資材調達活動に努めます。

　HIOKI はお客様の望む納期で高品質の製品と最高
のサービスを提供していくこと目指しています。多品
種少量生産の HIOKI 製品。これを最小限の在庫で、

いかにお客様の希望納期に応えていけるかが課題で
す。
　これを解決するためには、取引先様にも HIOKI の
考え方を理解していただき、パートナーとして強固
な信頼関係を築いていく必要があります。お互いが
Win-Win の関係ができあがるようなサプライチェー
ンを目指しています。

　HIOKI 製品には、 多くの取引先様から供給される資材が使われています。 ここでは、 当社に資材を納入いただい

ている取引先様への当社の取り組みをご紹介します。

取引先との関係

資材調達方針

調達方針説明会の実施

社会編 / 取引先との関係
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　HIOKI の発展は、 社員が生き生きと働くことが前提になります。 働きやすい環境を作るには何が必要なのか、 当

社の取り組みをご紹介します。

社員との関係

企業理念

　企業が発展していくためには、社員一人ひとりが自
分の能力を最大限に発揮していくこと同時に、良き企
業市民であることが必要です。HIOKI では、「人間性
の尊重」と「社会への貢献」という企業理念を全社員

の基本となる価値観として、これを具現化することが
企業の使命、すなわち社会的責任であると考えていま
す。
　「人間性の尊重」の理念のもと、社員が心身ともに
健康で、仕事に生きがいや喜びを感じることができる
自由闊達な環境づくりに重点を置き、能力開発と個性・
適性を尊重した人材育成のしくみづくりを推進してい
ます。

育児 ・ 介護休暇制度

・育児休暇制度　（開始日：1992 年 4月 1日）
　子育てと仕事を両立できるよう、満 3 歳までの育児
休暇を取得でき、休暇後の復帰率 100％を実現してい
ます。男性社員も配偶者の産後期間中にこの休暇を利
用することができるほか、小学校 3 年生終了まで 1 日
に 2 時間以内の時間短縮やフレックスタイムの適用が
可能です。 0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(人) 育児休暇取得者数

開発支援課　森田美穂

社員の声
　私は、育児休暇制度を利用して 1 年間仕事をお休みしました。実
家での静養を終えて元の生活に戻るときは、主人（同会社勤め）も
1 週間休暇をいただき、不安を抱えることなく生活リズムを整える
ことができました。
　復帰の際は、休暇前の部署で仕事内容も変わらなかったので、ス
ムーズに社会復帰できました。現在はフルタイムで働いていますが、
急に帰らなければならないときなどは、フレックスタイムが適用で
きるのでとても助かっています。

・介護休暇制度　（開始日：1992 年 4月 1日）
　配偶者、父母、子供、配偶者の父母、祖父母、兄弟
姉妹および孫までを対象として、要介護状態にある対
象者を介護するために、休暇（通算して 365 日まで）や、
勤務時間の短縮（2 時間 / 日やフレックスタイムなど

組み合わせて利用が可能）ができます。少子高齢化が
進む現代では、いっそう介護の機会は増加していく傾
向にあり、育児休暇制度同様、家族との時間を大切に
する有意義な制度となっています。

（年）

社会編 / 社員との関係
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　定年は 60 歳としていますが、本人の働く意欲と当
社の求める人材が一致すれば、さらに 65 歳まで毎年
更新の再雇用となります。2010 年 4 月現在で 39 名が
継続しており、「シニアスタッフ」と呼ばれています。
　これまでの経験、実績を若手に継承していく目的と、
本人の健康維持のために、引き続き働く幸せを感じら
れる制度をめざしています。
　定年からシニアスタッフへの切り替えの際は、再雇
用の区切りとして、１か月の特別有給休暇が付与され
ます。

シニアスタッフが講師の品質研修の様子

定年再雇用制度

社会編 / 社員との関係

日置フォレストプラザ㈱　臼沢雄一

社員の声
　定年までの 38 年間は主に外国営業課で、外国の代理店との窓口と
して輸出業務に携わりました。
　その間ニューヨークで 7 年間駐在員としてアメリカのビジネスと
文化を学び、それを肌で感じることができました。定年後の現在は、
日置フォレストプラザでスポーツ関連事業部の仕事を持ちながら、
夕方と週末に少年硬式野球の指導者として、会社の社会貢献事業に
参加しています。
　小学生と中学生から若いパワーをもらい、シニアライフを満喫し
ながら働いています。

社員満足度調査を実施

　働きやすい環境づくりによる社員満足度向上を目指
して、全社員 ( パート社員、嘱託社員、シニアスタッ
フ含む ) から意見を聞く「志向調査」を 1989 年から
毎年 1 回実施しています。

　HIOKI の強い面 / 弱い面をトレンドで把握してい
くことで、弱い面は改善し、強い面はさらに伸ばして
いくための施策立案の機会としての意味も持ちます。
　無記名による回答で回収率は 100％、「働きがい」
を多方面から調査し分析します。
　定型の設問以外に、自由意見も書くことができ、そ
れらの質問、提案に関しては、全社に向けて経営層よ
り回答が示されます。
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　企業が成長する原動力は社員です。その社員が健康
で生き生きと働けるように、人間ドック検診を社員の
配偶者 (35 歳以上 ) や、パート社員 (35 歳以上 ) にも拡
大して実施しています。社員がやり甲斐をもって働く

には、家族の支えが必要不可欠であり、その家族が健
康に暮らしていけるよう、サポートしていくことが重
要と考えています。また、正社員・パート社員間で隔
てが生じることなく、健康増進を図っていきたいとも
考えています。こうした取り組みは、企業理念である

「人間性の尊重」に基づいており、社員やその家族の
健康維持に役立っています。

健康第一の施策



ワーク ・ ライフ ・ バランスの推進

　心身の健康を維持し、充実した会社生活を送るには、
家庭や地域での活動を充実させることも大切と考えて
います。それには、業務の効率化を進め、一人当たり
の労働時間を短縮できるように、「ワーク・ライフ・
バランス」の推進に取り組んでいます。現在は、人事
課が主体となって、毎週火曜日と木曜日の始業前に本
社構内に放送するなど、定時の帰宅を呼びかけていま
す。

定時退社を呼びかける社員通用口の看板

　日置ロッジは 1993 年に完成しました。HIOKI の独
身社員用の寮として、また遠方から来社されるお客さ
まの宿泊施設として利用されています。5 階建のロッ
ジは 2 階から 4 階を独身社員が、5 階をお客さまが利
用しています。洗濯機や乾燥機などがロッジ内に設置
されていて、社員は少ない家財道具で入居が可能です。
　当社は、若手社員が緊密なコミュニケーションを通
じて一体感を得る場として、ロッジの役割を重視して
きました。居住する社員の意見を聞きながら、今後も
環境改善に努めていきます。

日置ロッジ 1階のレストラン

独身寮 「日置ロッジ」 の充実

社会編 / 社員との関係

技術本部長付　森角拓郎

社員の声
　ロッジでの生活は非常に充実しています。朝食・夕食はボリュー
ム満点で、栄養バランスがしっかり考えられているので、偏りなく
美味しい食事がとれます。部屋の広さもちょうど良く、空調設備が
整っているので、快適な生活を送ることができています。
　また、同期や先輩社員がそばに居るのも心強いです。同期とは毎
日一緒に食事をしたり、飲み会を開いたりして絆を深めています。
入社した直後は不安な毎日でしたが、ロッジでは先輩社員の方々に
相談したり、アドバイスをもらったりできるので、今では安心して
仕事に取り組めています。
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専門家によるカウンセリング

　近年、社会問題になっているメンタルヘルスについ
て、2004 年に「健康相談室」を開設し、専門家によ
る相談制度をはじめました。
　現在、専門のカウンセラーによるメンタルヘルス相
談と看護師による健康相談・保健指導を週に 1 度行な
っています。当社グループの社員であれば、心や体に
ついて心配なことがあるときは、誰でも気軽に相談室
を利用できるようになっています。
　このほか、2010 年 3 月にはメンタルヘルスの第一

人者で、横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター
長の山本晴義氏による講演会を開くなど、社員への啓
発活動も行なっています。

健康相談室でのカウンセリングの様子

　現在、製造部門を中心に、パート社員が大きな戦力
となっています。限られた時間の中で最大限の成果を
生み出す努力は並大抵のことではありません。多様性

を認める社会情勢とも相まって、パート社員から正社
員への登用制度を創設しました。当社にとっては、保
有するスキルを高め、より付加価値の高い業務を担っ
てもらうことでさらなるパワーアップが図れ、本人に
はより安定した生活基盤が形成されることで、よりや
りがいと意欲をもって仕事をしてもらうことができま
す。

社会編 / 社員との関係

パート社員の正社員登用制度

個人計画書を通じた自主的成長

　社員が自主性を発揮し、自らの意思で成長すること
が、社員が自己実現を図る上で重要なことだと考えて
きました。その考えに基づき、当社は個人計画書を通

じた自主的な成長を推進してきました。個人計画書の
中で、社員は会社目標、部門目標、所属部署目標を展
開し、個人の年間目標やスケジュールを立案、達成に
向けて進捗状況を記録していきます。
　個人計画書は、人事考課や個人面談の際にも利用さ
れるほか、自分が担当している業務を上司と共有する
計画書の役割も担っています。

研修制度の充実

　企業理念である「人間性の尊重」には、社員が生き
生きと働くことができる環境を社員自身が作り上げて
いくことが重要であると考えています。その理念に基
づき、社員が希望する研修への補助を積極的に行なっ

てきました。この「自己啓発支援制度」は、年間 5 万
円を上限に、受講料の 50% を会社が補助するもので、
2009 年には全社員の約 4 分の 1 が利用しています。
　また、当社が社員に推奨する通信教育講座も、時代
の要請に合わせて毎年講座内容の見直しを行なってお
り、電気・生産管理・ビジネススキル・語学など約
200 種類の講座を用意しています。
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　自主的な成長を尊重する HIOKI では、製造部門か
ら公的資格取得者を数多く輩出しています。各職場が

一体となってバックアップしたことで、「平成 21 年度
技能検定」では、前期・後期の累計で 16 名の社員が
合格しています。こうした取り組みが、生産現場での
品質と生産効率の向上に繋がっています。

自己啓発による技能士認定取得



　毎年、15 名から 20 名程度が新たに入社しています。
入社後は、ビジネスパーソンとして一人前になるため
に、長期研修を行なっています。入社直後の導入研修、
製造研修を経て、各部の専門研修へと進みます。
　特に技術部門配属者は、電気、機械等の基本的な知
識研修および課題研修を 11 月まで行い、基礎を学ん
でいきます。入社 2 年間は、配属先での OJT による
マンツーマン指導研修により、実践的な業務を通じ仕
事の流れを覚えていきます。これらは、教育こそが人
間に成長をもたらすという HIOKI の考えによるもの
です。

新入社員対象の集合研修

社会編 / 社員との関係

長期新入社員研修

技術本部長付　内海辰哉

社員の声
　入社してから 2 か月が経ちました。多くの講師の方から研修を受
けました。どの講師の方も丁寧に教えてくださり、ありがたく思っ
ています。講義の内容はさまざまですが、芯の部分は共通であると
思いました。それは、高品質の製品を提供するということです。そ
のために、各部署がどのような仕事をしているのかについて学びま
した。
　現在、私は製造研修で製品作りの技術を習っています。その中で
ムダな作業を発見し、改善に取り組んでいます。これからはムダだ
けでなく、良いところも発見したいと思っています。さらに良くす
るためにはどうすべきか、このような視点からも改善につなげてい
きたいです。
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職務発明制度

　HIOKI では、発明の届け出時補償・登録時補償・
実施補償・収入補償によって発明者への補償を行い、
発明への意欲向上に取り組んでいます。これらの補償
によって、社員の発明意欲、発明をより特許性の高い
ものにしようとする意識、新商品を多くの特許技術で
固めようという意識の向上につながっています。また、
開発担当者には職務発明の年間届け出件数の目標を定
め、常に発明意識を維持することにつなげています。
発明の件数は年々増加し、前ページのような状況とな
っています。（特許提案件数＝発明の件数）



　青少年の健全育成を通じ、地域の人々との交流を深
め、良き企業市民としての期待に応えるため、少年硬
式野球「上田南リーグ」を 1991 年に設立しました。
社員がボランティアで指導し、少年たちの夢を育んで
います。また、父母会も組織化され、試合の審判や運
営面で協力を仰ぎながら、少年野球をとおし交流の輪
が広がっています。さらに、韓国や台湾の遠征にも支

　小学校 1・2 年生を対象とした「南ジュニアスポー
ツクラブ」を運営しています。これは、子供達が外で
遊ぶ楽しさ、スポーツを通しての喜びを知ってもらう
ために、1997 年に発足したスポーツクラブです。
　毎週土曜日は、HIOKI テニスコートから元気のい
い声が響いてきます。社員がスタッフとなり、子供達
と一緒に遊んでいます。このような世代を超えたふれ
あいを通じ、時には子供達の努力や成長から、逆に教

　HIOKI は企業理念に 「社会への貢献」 を掲げています。 これまで信州上田に根ざす企業として、 さまざまな地域

貢献活動に取り組んできました。 その取り組みをご紹介します。

地域社会との関係

少年硬式野球の支援

援しており、国際交流を通じて少年達が大きく羽ばた
くことを願っています。

南ジュニアスポーツクラブの支援

参加者の声
①ぼくは、南ジュニアで楽しかったことは友達とコーチとあそんだことです。一番好きなことは
　みんなのえ顔です。しょうらいのゆめはおわらいげい人です。がんばります。
②ぼくの思い出は、ほかの学校の人とともだちになって、ドッジボールやサッカーができたこと
　です。ぼくのしょうらいのゆめは、大くさんになることです。　　　　 参加した子どもたちの声

　疲れました。とにかく疲れました。でも、なにかとても清々しい疲れでした。小学生と接する
ような機会は、普段皆無なので新鮮でした。小学生の相手をするというより、むしろ、小学生か
ら「いつの間にか失ってしまった大切な何か」を思い出させてもらった気がしました。
　私の生活の大半は、学校と家の往復の繰り返しで、精神衛生上決して良いものではありません。
太陽の下で、スポーツをして汗を流すということの必要性、大切さを強く感じました。地域社会
への貢献が HIOKI の理念になぜ繋がっているのか、実感することができました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南ジュニア活動に参加したインターンシップ学生の声

えられることや励まされることもあり、スタッフの成
長の機会ともなっています。

社会編 / 地域社会との関係
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HIOKI ホールで開催されたリサイタル

　地域との交流を深めるため、2000 年から毎年会社
を開放して「HIOKI 祭り」を開催しています。この
祭りは社員自らが企画し運営しているもので、祭りの
日は社員全員がホスト役となり、地域の皆さんをお迎
えしています。特設ステージでの踊りや音楽演奏のほ
か、30 店舗以上の屋台村、子供たちに人気のキッズ
広場、さらには会社見学会などが催されています。　
　企業と地域が一体となったこの祭りは、毎年来場者
が増え続けており、社員はもとより地域の皆さんにと
っても楽しみなイベントの一つになっています。

　社員の成長には日常業務の枠にとらわれない、創造
力を高める感性教育もまた必要であると考えていま
す。当社では、2006 年に完成した収容能力 700 名超
の HIOKI ホールを利用し、リサイタルや公開講座を
開催しています。
　これまでバイオリニストの千住真理子さん、ピアニ
ストの仲道郁代さんといった方々によるリサイタルや
元 NHK アナウンサーの西田善夫氏、などによる公開
講座を開催しています。社員はもちろんその家族、取
引先、および地域の皆様へ公開しています。

　大学から毎年 10 名程度インターンシップの学生を
受け入れ、2 週間にわたり技術者と一緒に仕事をしな
がら研修をしています。また、高専や工業高校の生徒
を年間数名受け入れ、技術指導の一端を担っています。
　さらに、地元の中学校から各 3 名程度を受け入れ、
はんだ付けのスキル実習やテスタの組立て実習などで
職場体験をしていただいています。そのほか、上田市
が主催する「春休み・夏休み企業見学会」も積極的に
受け入れています。

社会編 / 地域社会との関係

HIOKI 祭りの開催

来場者の声
　いろいろな屋台があったり、ステージの出し物が思った以上にすごかったり、会社見学もでき
たり、とにかくにぎやかで楽しかった。来年以降も是非続けてほしい。この祭りを毎年楽しみに
しています。また来ます。

リサイタルや公開講座の開催

学生の職場体験受入れ

お祭りの屋台の様子

地元中学生に半田ごての使い方を指導する様子
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　当社の 70 周年記念事業の一環として、上田市を通
じ会社周辺の学校へ楽器を寄贈しました。楽器は高価
で、購入や修繕に苦慮している学校が多く、楽器を持
てない生徒児童もたくさんいます。そんな事情を知り、
生徒児童の教育支援の一助として、チューバ、マリン
バ、ビブラフォンなどの楽器を寄贈させていただきま
した。 HIOKI 祭りで演奏する中学生の皆さん

　1989 年から公益信託「フォレストヒルズ奨学基金」
を設立して、技術立国日本を支える技術者育成の支援
と、地域社会への貢献を目的に、奨学金の給付を始め
ました。同制度では、４年制大学の理工学系に進学す
る地元の上田市・坂城町出身の学生を対象に、毎年 8
名を奨学生として選考。奨学生には、毎月 4 万円を 4
年間支給。返済義務や拘束条件はありませんでした。
　この奨学金による理工系学生への就学支援事業を拡
大するため、2005 年に財団法人 HIOKI 奨学・緑化基
金を設立。2010 年からは公益法人の制度改革にとも
ない、公益財団法人として、給付対象者数を年間 8 名
から 15 名に増やし、募集対象地域も長野県の東北信
地域まで拡大して支援しています。

参加者の声
　今回インターンシップに参加した第一の目的は、会社というものの雰囲気を感じることでした。
僕は性格上、環境が変わる際に不安を感じてしまう質なので、今後待ち受けている就職という大
きな環境の変わり目に向けて、どういったものなのかを予め知っておきたいと思っておりました。
　それに次ぐ第二の目的としては、将来自分が技術者として働く可能性が高いと思うので、技術
者が具体的にどのようにして仕事をしているのかを知ることでした。
　2 週間という短期間でしたが、どちらの目的も達成できたと思います。就職に対する不安も軽減
しましたし、製品開発や製品の評価について勉強できました。今回の経験を糧にし、今後はそれ
を活かして何事にも取り組みたいです。　　　　　　　  　　　　　 インターンシップの学生の感想

楽器の寄贈

理工系学生への奨学金

社会編 / 地域社会との関係
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   HIOKIは、電気計測器の開発、生産、販売・サービスという活動と自社製品による
環境影響を認識し、企業理念である「社会への貢献」に基づき、地域環境やかけがえ
のない地球環境への影響軽減と調和をはかるため、全社をあげて環境に配慮した企業
活動をする。

環境マネジメントシステム（EMS）の確立
　①ＥＭＳを構築し継続的に改善する。
　②技術的・経済的に可能な範囲で目的・目標を設定し見直しする。

法規制の順守と未然予防
　適用する法規制や、当社が受け入れたその他の要求事項を順守するとともに、環境
影響を及ぼすリスクを未然に防止することに努める。

環境配慮製品の提供
　環境配慮製品を提供するために、以下を推進する。
　①環境に配慮した製品を設計する。
　②環境に配慮した部品を調達する。
　③環境影響の少ない生産工程を構築する。
　④お客様へ製品の環境影響についての情報を提供する。

サイト活動のパフォーマンス向上
　資源の有効活用と、汚染の予防に取り組む。
　①省エネルギーと省資源に取り組む。
　②Reduce（削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）の３Ｒを推進する。
　③環境に負荷を与える物質を削減する。

環境保全活動
　地域の環境保全活動を実施する。

周知・情報提供
　全社員およびサイト内で活動する関係者に、環境方針や環境保全活動の情報を周知
するとともに、広く社会にも公開しコミュニケーションを図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997年10月制定、2006年1月改定

HIOKI の環境活動

　HIOKI は 「人間性の尊重」 と 「社会への貢献」 の企業理念のもとに、 地域社会の一員として、 環境保全と地

域の文化 ・ 教育の発展を目指した活動を積極的に展開しています。

　当社は 1997 年に ISO14001 を認証 ・ 取得し、 環境負荷軽減活動を展開してきました。 2005 年にはこの規格が

2004 年版として改定され、 これにもとづき当社も環境マネジメントシステムを見直し、 新たな環境方針のもとで、 さ

らなる環境負荷軽減への取り組みを進めています。

環境編

環境方針
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　HIOKI は電気計測器の開発、生産、販売・サービス
の事業展開にあたり、環境に配慮した製品を提供して
いくことはもちろん、環境負荷物質の低減を目指した
活動を展開しています。

( ※ )

( ※ )Reduce：廃棄物の削減　
　　Reuse   ：再利用
　　Recycle：再資源化

環境活動の概要

　また、これらは当社単独だけでなく長野県環境保全
協会の一員として地域と連携を図りながら環境保全活
動に取り組んでいます。
　さらに、地域社会の一員として、積極的に環境保
全活動を進めることも企業の使命と考え、財団法人
HIOKI 奨学・緑化基金との協力で植樹活動も推進し
ています。

　環境編 /HIOKI の環境活動
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　環境マネジメントシステムの運営は下図のとおり
EMS推進組織が担当し、業務組織が実行部門として
行動しています。

環境方針と目的

環境保護推進体制

環境方針 環境目的(期間2010年)

環境配慮製品の提供
環境配慮製品を提供するために、以下を推進する。
①環境に配慮した製品を設計する。
②環境に配慮した部品を調達する。
③環境影響の少ない生産工程を構築する。
④お客様へ製品の環境影響についての情報を提供する｡

環境配慮製品の提供
欧州・アジア・米国の各地域の環境規
制に対応できる製品を提供する。

実施中

サイト活動のパフォーマンス向上
 資源の有効活用と、汚染の予防に取り組む。
①省エネルギーと省資源に取り組む。
②Reduce（削減）、Reuse（再利用）、
Recycle（再資源化）の３Ｒを推進する。
③環境に負荷を与える物質を削減する。

サイト活動のパフォーマンス向上
①2020年までにCO2排出量を売上原単
位で1991年比の75％以下に抑える｡
（1,080kgCO2／10百万円）
②HIOKIゼロエミッションを推進する｡

実施中

環境保全活動
 地域の環境保全活動を実施する。

環境保全
地域環境を保全する。 実施中

環境編 /HIOKI の環境活動
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　EMS推進組織は「環境調和型製品開発部局」と「
サイト活動部局」および「法規制部局」の3つに分か
れて、それぞれ製品、サイト（工場）全体の環境負荷
軽減と汚染の予防、およびコンプライアンスへの取り
組みにより、活動のPDCAを回しています。



(1) 環境マネジメントシステム
　特定有害化学管理・エコデザイン・廃棄性向上の
観点から 1997 年 12 月に環境マネジメントシステム
の国際規格 ISO14001 を認証取得しました。
  現在に至るまでの歩みは、右記のようになります。
　この環境マネジメントシステムによって、廃棄物
対策、省エネルギーや化学物質管理の推進を行い、
一定の成果を得ることができました。
　今後は、複雑化した「製品の環境規制」に対応す
るため、ISO9001（品質マネジメントシステム）と
融合した効率的な運用を目指していきます。

(2) 安全衛生マネジメントシステム
　2009 年 4 月に安全衛生マネジメントシステム（略
称：SHMS）を導入し運用を開始しました。
このマネジメントシステムによって、社員の労働
安全意識を高めることができ、ISO14001 とともに、
開発、生産、販売・サービスをサポートするシステ
ムが揃いました。

【第1期】1997年～2000年

2000年
　地域清掃活動「ごみゼロ作戦」開始
1999年
　生ごみ処理機を導入
1998年
　製造工程で温暖化に影響の無い洗浄を開始
1997年
　ISO14001認証取得

【第2期】2001年～2003年
2003年
　特定有害物質全廃プロジェクトをスタート
　NEDOの補助による高効率エネルギーシステムの導入
2002年
　発砲スチロールの自社でのリサイクル化開始
2001年
　鉛フリーはんだの実用性評価開始

2006年
　新工場竣工。空調システムを重油から都市ガスに転換
　環境方針を改定
2005年
　電子機器の個別回収を指示するWEEE指令に対応
2004年
　鉛フリーはんだ実装装置の導入	 	 	 	

【第3期】2004年～2006年

欧州・アジア・米国の環境規制に対応できる製品を提供。
ピーク電力の抑制対策により基本契約電力の値下げに成功
リサイクル率98％に到達

【第4期】2007年～

　環境編 /HIOKI の環境活動

マネジメントシステムの足跡
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　現在、 世界的に環境への意識が大きく変わり、 企業と個人は省エネへの取り組みが一層求められています。

HIOKI は、 省エネ活動をサポートする製品およびサービスの提供を行なっていますので、 以下ご紹介します。

環境ビジネスの推進

省エネをサポートする製品･サービス

　現在、CO2 の削減が世界的に強く求められていま
すが、電気計測器は各企業が進める CO2 の削減を裏
方で支えています。一例として、遠隔計測システムが
あります。これは、大規模な工場を操業したり、店舗
のチェーン展開を進めたりする企業の使用エネルギー

量を把握するシステムです。計測地が分散していても、
各箇所に設置したセンサからデータを取り込み、現時
点の全社のエネルギー消費量が一目でわかります。
　この消費エネルギーの「見える化」により、解決す
べき問題がどこにあるのかがわかるので、省エネ推進
の足がかりにすることができます。
　さらに、当社は、2009 年に「環境事業推進グループ」
を設置し、各企業が省エネを積極的に進められるよう
に、計測器の提案やコンサルティングサービスを展開
しています。

「COMPAS」 のご紹介

　地球温暖化防止に向けた活動は世界的な広まりを見
せ、2010 年 4 月に国内初の強制力を持った温室効果
ガスの総量規制「東京都環境確保条例」が施行され、
今後他の自治体も個別の条例を施行する予定がありま
す。
　これに先立って、HIOKI では CO2 排出量削減対策

（カーボンマネジメント）を支援するためのシステム
をソフトウェア開発の ( 株 ) ラプラス・システムと共
同開発し、環境活動において先進的、かつユニークな
取り組みをされている富士レビオ株式会社八王子事業
所様に導入いただきました。
　このシステムは、事業所がエネルギー消費によって
直接的・間接的に排出する CO2 の量をリアルタイム
で表示し、日・月・年内での目標値に対してどのレベ
ルにあるのかが一目でわかるものです。
　「CO2 見える化ビジョン　COMPAS」として発表し
たところ、大口のエネルギー需要家、および建設業界
のお客様から引き合いをいただいています。

「COMPAS」の表示画面

環境編 / 省エネをサポートする製品･サービス

「COMPAS」を導入した富士レビオ株式会社様
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　かけがえのない地球を守るために、 何ができるのか。 HIOKI はそうした視点で、 さまざまな取り組みを行なってき

ました。 以下に、 地球温暖化防止に向けた取り組みをご紹介します。

地球温暖化防止に向けた取り組み

子どもたちへの省エネ啓発

　地域の子どもたちを対象に企業見学会を積極的に受
け入れ、ものづくりのおもしろさに触れながら、地球
環境保全に興味を持ってもらう活動を行っています。
　見学会では、「地球が温暖化するとどんな影響があ
るのだろう？」「なぜ CO2 排出量を減らさなければな
らないの？」「身の回りでできる省エネ活動には何が

本社工場の消費エネルギーをモニタで紹介あるのだろう？」、このようなテーマを子どもたちに
投げかけ、一緒に考えるセミナーなども行っています。
　また、計測器を使って実際に電気を測定してみるこ
とで、目に見えない電気の変化がわかり、「無駄な電

気を消すことが省エネにつながる」といった効果を実
感してもらいます。

HIOKI の CO2 排出量
売上原単位でのＣＯ2排出量
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　HIOKIはこれまで売上原単位のCO2排出量の算出を
してきました。2009年度は売上が前年度に比べ35%減
少したために、売上原単位が上昇していますが、排出
量自体は減少しています。

　環境編 / 地球温暖化防止に向けた取り組み
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省エネルギー部会長　小林健二 （商品企画課担当課長）

社員の声
　HIOKI は CO2 削減に向け、業務中の省エネ活動に取り組んでい
ます。その一例が当社の遠隔計測システムを用いたデマンド監視で
す。
　気温が上がる夏場は、工場のラインに加え、エアコンも稼動させ
ますので、消費エネルギーは増大します。その際に、消費量が一定
の上限を超えた場合に、本社工場の全館に一斉放送を行ない、必要
最小限を残し蛍光灯を消すなどして、消費エネルギー削減に取り組
んでいます。
　かけがえのない地球を守るため、省エネ部会では、社員への啓発
活動も行っています。

グリーンポイントキャンペーン

　HIOKI は、2008 年 1 月から「グリーンポイント・
キャンペーン」を開始しました。これは、当社の「Eco(
エコ ) 支援製品」をご購入頂くことにより、1 製品 1
ポイントがお客様に付与され、10 ポイントごとに 1
本の苗木を、 HIOKI がお客さまに代わって植樹をす
るというものです。
　当社は、1995 年から地域の学校や公共施設への植
樹活動を支援する「ふるさとの森づくり」を展開して
います。昨年開始しましたこのキャンペーンは、この

「ふるさとの森づくり」活動をお客様とタイアップし、
植樹によって地球温暖化防止に少しでもお役に立てら
れることを願って企画しました。
　2009 年度の実績による 2010 年の取り組みをご紹介
します。

◆ 2009 年度実績

　ポイント数：10,763 ポイント　

　→ 2010 年の植樹予定本数：1,077 本

■植樹の概要

　日時：2010/5/15( 土 )

　場所：長野県千曲市　大池市民の森

　　千曲市主催の「協働の森づくり」活動に寄贈した

　6000 本の苗木のうち、1,077 本をグリーンポイント・

　キャンペーンの実績として、お客様に代わって植樹

　しました。

2010 年 5月　大池市民の森での記念写真

環境編 / 地球温暖化防止に向けた取り組み
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対象製品 内容

　温度計 　適切な温度管理に必用な製品 11 機種

　使用電力測定器 　工場やオフイスの電力管理に機動力を発揮する製品 7機種

　機器消費電力 ・待機電力測定器 　家電機器などの消費電力や待機電力測定に必要な製品 7機種

　照度測定器 　適切な照度管理に必用な製品 1機種

　ノイズ測定器 　電源トラブルのもととなるノイズなどを監視する製品 8機種

　複合 ・ベース測定器 　各種測定データの管理に必要な製品 13 機種

合計 47 機種

Eco 支援製品　一覧

　環境編 / 地球温暖化防止に向けた取り組み
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【使用電力測定器】
クランプオンパワーハイテスタ 3169

【複合・ベース測定器】
メモリハイロガー 8430

【照度測定器】
ルクスハイテスタ 3423

【温度計】
温度ハイテスタ 3442

【ノイズ測定器】
ノイズハイロガー 3145

主な対象製品



　HIOKI では、2004 年から廃棄物削減によるリサイ
クル率の向上に取組み、分別の徹底とリサイクルルー
トの拡大によって昨年はリサイクル率 97.6％を実現し
ました。
　現在リサイクルできないものは、焼却ゴミ（清掃ゴ
ミ等）・一部の金属や液体・薬剤等となり、ゼロエミ

ッションの目標設定とこの取組みによって、廃棄物対
策が大きく前進しました。

　リサイクルに取り組むにあたり、HIOKI ゼロエミ
ッションの定義を定めました。
HIOKI ゼロエミッション：リサイクル率 97％以上を
もってゼロエミッションとする。
リサイクル率＝リサイクル・リユース /（廃棄物＋リ
サイクル・リユース）× 100

　HIOKI ではリサイクルとともに、廃棄物の抑制に
力を入れています。
　オフィス古紙については、2006 年より稼動した新
生産管理システムによって、大幅なペーパーレスを実
現しています。また、近隣の業者の皆様に納品形態を
段ボール梱包から通い箱へ変更をしました。
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取引業者様へのポスター

　現在、企業には廃棄物削減への取り組みが強く求められています。HIOKIは自社内の廃棄物量の削減はもちろん、

自社製品がお客様の廃棄性に与える影響に配慮した設計に取り組んできました。 以下にその詳細をご紹介します。

HIOKI ゼロエミッション

廃棄物削減の取り組み

大幅なペーパーレス化を実現

環境編 / 廃棄物削減の取り組み

( 年 )
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通い箱ステーション ( 上 ) と発泡スチロール減溶化の設備 ( 下 )

　HIOKI のゼロエミッションは、リサイクル率の達
成で終了ではなく、ゴミそのものをなくすことです。
　今後もステークホルダーの皆様の協力を得て取り組
んでいきます。
　また、排出にともなう運搬回数の削減は、排出量の
削減とともに企業が自主的に行うべきことです。
　当社では、発泡スチロール排出の運搬回数削減のた
め、減溶剤に入れ液化させます。これにより運搬回数
が大幅に削減されました。　

環境に配慮した製品設計
　HIOKI は、自社製品がお客様に与えている製品寿
命終了後の廃棄の影響についても考慮し設計していま

　体積・質量の削減率が従来比約 1/2 となり、
大幅なサイズダウンを実現。同様に消費電力・
廃棄材も従来比 1/2 とし、使用者負担を大幅に
軽減しました。

　体積・質量の削減率が従来比約 1/2 となり、
大幅なサイズダウンを実現。

　　　　　 環境編 / 廃棄物削減の取り組み

す。環境配慮製品開発の活動によって従来品より改善
がみられた最近の発売製品を紹介します。
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　HIOKI は、 上田市に本社を移転して以降、 信州上田における植樹活動にも積極的に取り組んできました。 以下

にその詳細をご紹介します。

HIOKI フォレストヒルズ

環境貢献活動

環境編 / 環境貢献活動

　長野県上田市の緑豊かな自然環境に抱かれて建つ、
HIOKI の本社工場は「HIOKI フォレストヒルズ」と
呼ばれています。本社機能と工場を一体化したビルと、
その敷地一帯をさした総称です。
　当社は 1990 年に坂城町から現在の上田市に本社工
場を移転しました。その 2 年前の 1988 年に「工場建
設にともなう自然破壊を復元させよう」と、社員全員
で約 60,000 本の苗木を植え、HIOKI フォレストヒルズ
の森をつくりました。
　このプランは「人間が手をいれる前の、上田市にあ
ったふるさとの森を復活させよう」という試みで、横
浜国立大学の宮脇昭名誉教授の指導で、シラカシやコ
ナラなど約 40 種類の信州の木々が植樹されました。
　その後、毎年の植樹により、HIOKI フォレストヒ
ルズの敷地約 93,000 ㎡、外周延べ 2km にわたり、45
種類 82,000 本の樹木が植えられ、33,000 ㎡におよぶ広
大な森が造形されています。
　周囲には緑豊かな山々に囲まれた塩田平が広がり、
陽光をきらめかせて千曲川が流れています。敷地内に
はグラウンド、テニスコート、クラブハウスなどがあ
り、これらの施設は地域の方々にも利用されているほか、
敷地内は人々の憩の場として、自由に散策できるよう
になっています。
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　創業 60 周年の 1995 年から、緑豊かな環境を市民と
ともに創造していこうと、地域の学校や公共施設へ苗
木を寄贈し、植樹活動の指導もはじめました。私たち
はこの活動を「ふるさとの森づくり」とよんでいます。
　2005 年には植樹対象地域を拡大するため、財団法
人 HIOKI 奨学・緑化基金を設立（2010 年には県内第
1 号の認定で公益財団法人化）。対象地域を県内全域に
拡大しました。
　2009 年までに、19 か所に 53,150 本の苗木を植樹
してきました。この植樹活動に参加した延べ人数は
6,660 人におよびます。樹を植えることは、命の大切
さと、将来の楽しみという、人間の生物的な本能を活
性化してくれます。この活動が、次世代の環境を守る
と共に、次世代を担う子どもたちの環境教育につなが
ってくれることを、私たちは期待しています。
　ふるさとの森づくりの特徴は、その土地に昔からあ
るいろいろな樹種を、混ぜながら密に植えるところに

あります。小さな苗木は時には我慢しあい、競いあい
ながら共に成長していきます。人間が手をかけなくても、
木々が自分自身の力で成長し森となる。そんな自然林
に近い森を再現するのが「ふるさとの森づくり」です。
　多様な生物が共存し、人間としての精神的な豊かさ
を保つために欠くことのできない緑の環境を、100 年
先の子供たちに伝えたい。HIOKI はそんな思いで、「ふ
るさとの森づくり」のお手伝いをしています。

地域緑化活動 「ふるさとの森づくり」

財団事務局　都築弘子

財団の声
　多くの方にご参加いただき、「ふるさとの森づくり」（植樹活動）
を実施することができました。一人ひとりが植えた苗木はちいさな
ものですが、やがて大きな森をつくり、そして皆さんの「ふるさと
の森」となることを願っています。今後も「ふるさとの森づくり」
を通して、緑豊かな地域環境を創造し、地球温暖化防止、環境保全
活動を推進してまいります。
　また、「土を掘り、木を植える」という楽しさを多くの方に体験し
ていただきたいです。雨の日も晴れの日も、それぞれに楽しさがあ
ります。そして自分の植えた苗木の成長も楽しみになります。
　お気軽に HIOKI の「ふるさとの森」におでかけください。日差し
も木漏れ日も森を通して感じることができる、緑豊かな空間が、そ
こにあります。

　　　　　　　　 　　 環境編 / 環境貢献活動
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植樹活動の実績（2005 年からは公益財団法人HIOKI 奨学・緑化基金を通しての活動）
　1995 年　上田市立神科小学校：1,900 本（5・6 年生 370 人参加）
　1996 年　上田市立塩田西小学校：2,350 本（3 年生以上 290 人参加）
　1997 年　上田市営プール「うえだアクアプラザ」：3,230 本（上田市職員・家族 360 人参加）
　1998 年　上田古戦場公園：2,520 本（上田市職員、施設利用者とその家族 240 人参加）
　1999 年　上田市立第一中学校：5,520 本（全校生徒・教職員、上田市職員など 420 人参加）
　2000 年　上田市立真田中学校：4,600 本（全校生徒 412 名・教職員・父母など 590 人参加）
　2001 年　上田市立塩田中学校：1,320 本（1 年生 210 名・教職員、上田市職員など 250 人参加）
　2002 年　上田市立川西小学校：2,000 本（全校児童・教職員、上田市職員など 360 人参加）
　2003 年　上田市立塩尻小学校：1,000 本（全校児童・教職員、上田市職員など 270 人参加）
　2004 年　上田市立川辺小学校：2,860 本（全校児童・教職員、上田市職員など 350 人参加）
　2005 年　上田市立神科小学校：2,170 本（全校児童・教職員、上田市職員など 770 人参加）
　2006 年　上田市立城下小学校：　840 本（全校児童・教職員、上田市職員など 360 名参加）
　　　　　 上田市立浦里小学校：　310 本（児童・PTA・教職員、上田市職員など 80 名参加）
　2007 年　白馬村立白馬中学校：7,030 本（全校生徒 300 名・教職員・父母など 560 人参加）
　2008 年　千曲市「大池市民の森 1」：5,000 本（小学生・一般参加者・千曲市職員など 400 人参加）
　　　　　 青木村保育園「あおきっこ広場」：1,000 本（保育園関係者・保護者など 160 人参加）
　2009 年　千曲市「大池市民の森 2」：6,500 本（小学生・一般参加者・千曲市職員など 350 人参加
　　　　　 長野市鬼無里「奥裾花自然園」：1,500 本（小学生・短大生・ブナの会など 230 人参加）
　　　　　 中野市立延徳小学校：1,500 本（全校児童・PTA・教職員など 250 人参加）
　2010 年　飯島町立飯島小学校：50 本（エノキ）の苗木寄贈
　　　  　  千曲市「大池市民の森 2」：6,000 本（小学生・一般参加者・千曲市職員など 350 人参加
　　　  　  小海町小海中学校：300 本（生徒・教職員 30 人参加）
　　　　　（累計 22 か所に 59,500 本植樹、延べ参加人員 7,040 人）
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　2000 年から毎年、「ごみゼロ作戦」として地域清掃
活動を実施しています。当初は、休日にボランティア
を募集して会社近郊の清掃活動をしていましたが、最
近は平日の業務終了後に、全社員が参加して自分たち
が通勤する会社周辺（会社を中心に半径 1 ｋｍ程のエ
リア）を清掃しています。

　1992 年　緑化センター会長賞（日本緑化センター・通産省）
　1995 年　緑の都市賞・緑化奨励賞（都市緑化基金、読売新聞社）
　1998 年　緑化優良工場として関東通産局長賞（日本緑化センター・通産省）
　2003 年　藤花賞受賞（上田市商工会議所）
　2003 年　上田市都市景観賞（上田市）
　2004 年　信州エコ大賞（長野県環境保全協会）
　2005 年　社会・環境貢献緑地評価システムで Excellent Stage2 を認証・取得
　2005 年　緑化優良工場として経済産業大臣賞（日本緑化センター・経済産業省）
　2008 年　子どもと家族を応援する日本功労者として内閣府特命担当大臣（少子化対策）賞（内閣府）
　2009 年　緑化推進運動功労者として内閣総理大臣賞（緑化推進連絡協議会）

　HIOKI は地域社会や環境への貢献活動の実績が評価され、以下の賞をいただいています。

地域清掃活動の実施

社会貢献活動への表彰歴

緑化推進運動功労者として内閣総理大臣表彰を受ける
( 第 3回みどりの式典 )

　　　　　　　　 　　 環境編 / 環境貢献活動
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〒386-1192　長野県上田市小泉81　TEL 0268-28-0555      http://www.hioki.co.jp/


