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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。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、お伝えすることが求め
られています。そうした認識に基づき、社
会的側面の説明を加えた「社会･環境報告
書」として 2010 年から発行することとし
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。

　近年は、お客様ニーズの急速な変化にも対応するた
め、ステークホルダー ( お客様、お取引先様他 ) の皆
様のご協力もいただきながら、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。

　産業のマザーツールと呼ばれる電気計測器。自動車
や携帯電話、パソコンのように表舞台に出ることはあ
りませんが、これらの機器が開発、生産される過程で、
必ず「計測器」が使われる場面があります。
　近年は、自動車の動力がガソリンエンジンのみから
電気モーターとの併用や電気モーター単独での使用に
移行しつつある、大きな転換期にあります。当社はこ
れに対応してモーターのエネルギー効率向上に向けた
研究開発用途の電力計や搭載されるリチウムイオン電
池の品質検査に使われる高電圧対応のバッテリテスタ
といった関連製品を開発しています。さらに、今後ま
すます注目を集めている太陽光発電など再生エネルギ
ーが普及していく過程でも電気計測器は不可欠です。
　また、急速に普及しているスマートフォンやタブレ
ット型電子機器。これらに搭載されている電子部品の
小型化、高精度化、量産化に対応し、安定した品質を

電気計測器　活躍のフィールド（一例）

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。

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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電気計測器の果たす役割とは

保証するため、計測器も高精度化と検査スピードの向
上を図っています。このように、電気計測器はさまざ
まな場面で重要な役割を担い続けています。



　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。

高品質の製品を効率良く開発

歴代のグッド・デザイン商品選定証

社会編 / お客様との関係

　外国のお客様のニーズを把握することを最大のテー
マとして、南アジア、および東南アジア地域における
販売網の再構築に着手しています。2010 年 4 月には
インドに、11 月にはシンガポールに販売子会社を設
立し、活動を開始しています。
　このように、外国の販売網については、従来の一国
一代理店制の方針を見直し、販売拠点の設立を中心と
した展開を加速しています。これらの現地拠点を中心
に販売網を再構築し、販売およびアフターサービスの
充実により、お客様の満足度の向上を目指します。
　そして、外国のお客様の計測ニーズを間近でつかみ、
開発にフィードバックすることで、市場に合った商品
開発につなげていきます。

顧客視点の製品開発

HIOKI INDIA の開所時の様子

HIOKI INDIA PRIVATE LIMITED 副社長 中山宏

社員の声
　2010 年 4 月 に、 イ ン ド 現 地 法 人 HIOKI INDIA PRIVATE 
LIMITED を設立しました。HIOKI が目指す世界戦略（グローバル
化）の一環です。インドは、2020 年に世界経済のトップグループに
参入することを目標に、毎日、驚異的な高度経済成長を続けていま
す。文化的にも多民族・多宗教・多言語でカオス的なムードのただ
よう不思議な国です。日本文化のルーツとも言えるこのインドで、
HIOKI 製品が、インドの発展にどのように貢献できるのか、現在、
あらゆる角度から検討中です。
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HIOKI INDIA の本社



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

　さらに、HIOKI の設計チームは、“高品質の製品を
お客様に”を第一に掲げて取り組んでいます。その重
要な役割を果たしているのが 3DCAD を用いた 3 次元
設計です。
　これにより、2D では不可能であった検証がコンピ
ュータ上で可能となり、開発時間の短縮にもつながり
ました。具体的には、落下シミュレーションや熱流体
解析を行っています。こうした検証により、設計品質
の確認を早期に把握し、対処することが可能になりま
した。

　当社の社員である大峡国昭 ( おおば　くにあき / 製
造部 ) が、長野県内の高度技能保有者を対象とした平
成 22 年度卓越技能者知事表彰「信州の名工」※を受
賞しました。当社では初の受賞者となります。
　受賞者の大峡は、国家試験である技能検定の電子機
器組立特級および 1 級、電子回路組立単一等級の有
資格者であり、電子回路接続の技能競技会で長野県 1 
位となり県知事賞を受賞しました。また、技能検定の
社内講師として電子機器関連の技能検定に 75 名の合
格者を、技能競技会では 20 名以上の受賞者を輩出し、
後進の育成に努めています。
　※ 「信州の名工」 ( 長野県卓越技能者知事表彰 ) 

　「信州の名工」とは、卓越した技能を持ち、その道
で長野県下の第一人者と目されている人物を知事表彰
するものです。技能者の技能向上意欲の増進、技能水
準の向上、および技能者の社会的評価の高揚を図るこ
とを目的として、昭和 45 年に第 1 回表彰が実施され
たのが始まりです。

高品質の製品づくりを後進へ

表彰式の様子（右は長野県の和田副知事）
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熱流体解析の図
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　当社では、お客様の声を社内の情報ネットワークを
通して全社員で共有するしくみを構築し、迅速で的確
な対応に役立てています。
　電話やメールでいただくお問合せには、製品の使用
方法、機種選定、修理サービス、苦情等さまざまあり
ますが、情報を共有することで、担当者から最適な回
答ができる体制を取っています。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、近年は HIOKI インターネットショップを通
して製品をご購入いただく件数が増加しています。さ
らに利便性を高め、より使いやすいサイトを目指して
いきます。ホームページの情報については、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。

販売企画課　石井 晃

社員の声
　私たちの担当するコールセンターでは、毎日電話やメールで直接
お客様からのお問合せをいただきます。
　製品の操作説明の依頼や技術的な相談、購入検討の仕様確認など
はもちろん、納期確認やお見積のご依頼もあります。
　お問合せのメールをはじめ、最近はホームページからアクセスし
ていただくお客様が多くなったため、製品カタログや技術資料の提
供、あるいはフリーソフトや製品バージョンアップ対応のダウンロ
ードサービスなどユーザサポートの内容も充実させています。
　また、HIOKI インターネットショップをご利用いただくお客様に
は、製品や保守パーツを迅速にお届けしてご満足いただけるよう心
掛けています。

メールによるお問合せの件数

( 年 )

お客様とのコミュニケーション
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社会編 / お客様との関係



　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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社会編 / 取引先との関係

　そして、2009 年に取引先様に実施した満足度調査
結果から、全 20 項目の設問に対し、右に示した 9、
10 項について、取り組みの弱さが表面化しました。

9 項：パートナーとしての関係構築ができているか
10 項：仕入先様へのコミュニケーションが積極的
　　　 に働きかけられているか

　このような結果を受け、2010 年は下記のような取
り組みにより改善を進めています。
・春、秋の年 2 回実施している企業内展示会の充実
・商談ルームの充実
・半期 QCD 実績結果を公表送付
・資材調達方針説明会でさらに詳細な方針を説明

取引先満足度

多くの取引先様が出展した企業内展示会の様子 取引先様への要望事項が掲示されている商談スペース

 　資材調達説明会では、取引先様に品質(Q)、コス
ト(C)、納期(D)、サービス(S) 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を表彰してい
ます。
　2010 年は次の取引先様に感謝状を贈呈させてい
ただきました。

　品質部門　　   太陽ゴム工材株式会社　様
　VA/VE 部門　  安長電機株式会社　様
　納期部門　　   株式会社キョウエイ　様

日ごろの感謝を込めて

感謝状贈呈後の記念写真
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　HIOKI は 1991 年に株式を店頭公開して以来、 投資家の皆様から温かいご支援をいただいており、 投資家の皆様に

対して、 さまざまな取り組みをしています。

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 )。
　また、開示については、東京証券取引所の定める「適
時開示規則」にもとづいて開示しており、これに該当
しない情報であっても、ステークホルダーをはじめ広
く社会の皆様に役立つ情報については、当社にとって
有利・不利にかかわらず、可能な範囲で迅速かつ正確
に開示します。

　株主の皆様への利益配当については、従来、１株当
たり年間 10 円を安定的利益還元のベースとした上で、
配当性向 30％を目途として、業績向上による一層の

　機関投資家や証券アナリスト向けに、当社の業績を
説明する場として、年に 2 回 ( 期末・第 2 四半期 ) 決
算説明会を都内で開催しています。説明会には、社長
および関係役員が出席、業績の概況から今後の企業戦
略などを説明しています。当社は、機関投資家の皆様
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、こうした決算説明会を重視するほか、
個別取材にも随時対応し、一般的にはなじみの薄い電
気計測器事業を分かりやすく説明するよう努めていま
す。
　また、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合せに対応し、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

利益還元を方針としてまいりました。2009 年より、
１株当たりの安定的利益還元のベースを年間 20 円に
変更し、配当性向 30％を目途として、業績向上によ
る一層の利益還元を実施していく方針です。
　また、配当は中間配当、および年間配当の年 2 回の
配当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、HIOKI ホール ( 上田市本社内 ) を会
場に株主総会を開催しています。
　2011 年 2 月 25 日に行われた第 59 期定時株主総会
の終了後には、退任役員を代表して会長の日置勇二

（現：名誉顧問）から株主の皆さまにご挨拶をさせて
いただきました。株主様からは暖かい労いの拍手をい
ただき、改めて日頃のご支援を感謝するとともに、新
執行体制の下、気を引き締めてご期待に応えていきた
いと思いを新たにしました。
　また、例年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、社長から 1 年間のトピックスや今後の
事業戦略、計画達成のための施策などを中心にご説明
し、質疑応答の時間も設けています。
　立食形式の懇親パーティは、オープンな雰囲気の中
で株主様と当社役員がコミュニケーションをはかる場

総会での退任挨拶の様子 ( 上 ) と懇親パーティの様子 ( 下 )

　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

として定着しつつあります。日頃の感謝の気持ちを込
め、ピアノ演奏や関連会社の日置フォレストプラザ (
株 ) が手がける料理を楽しんでいただいています。

ご来場の株主様の声
　3 年前から毎年参加しています。長野県内の企業を応援したくて、複数社の株を保有しています。
近況報告の社長さんの話を聞いて、グローバル化を推進するために様々な施策を打たれているこ
とが分かりました。期待しているのでがんばってください。
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　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、野球の技術向上はもち
ろん、マナーやチームワーク、さらには学力向上も含
め、少年たちの「夢」や「人間力」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、韓国や台湾への遠征の支援もして

　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
えられることや励まされることもあり、スタッフの成

　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

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

長の機会ともなっています。

卒団選手の声
　僕はこの上田南リーグに 1 年のときに入団し、8 年間お世話になりました。入団した時は野球の
ことよりもまず挨拶や返事、道具を大切に扱うなどの礼儀というものを学びました。それから野
球の基礎基本を教えていただきました。（中略）シニアでは、バットが重くなったりグラウンドが
広くなったり大きく変わったことがありました。一番変わったと思うのは練習のきつさだと思い
ます。もうアップからとてもつかれるし冬に入ると地獄のような練習になりました。けどこの練
習のおかげでとても成長することができたと思います。（中略）
　この上田南リーグに入団して、精神面から技術面まで成長することができました。熱心に指導
してくださった監督、コーチの方々、陰で支えてくださった父母の方々、今まで本当にありがと
うございました。

社会編 / 地域社会との関係
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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

　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、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。
　記念すべき第 10 回目を迎えた 2010 年の祭りのテ
ーマは、『ありがとう！』でした。このテーマには、
HIOKI 祭りが開催できることを、HIOKI を支えてく
れる全ての方々に感謝しようという思いが込められて
いました。

HIOKI 祭りの開催

来場者の声
　「とにかくここの屋台はいろいろなものがあって、安くて、おいしい！」「自分たちもこのステ
ージに出演してみたい！」「キッズ広場もあり、子どもたちも毎年楽しみにしています！」「会社
の中も見学できるんだ！」「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！」

松本蟻ヶ崎高校　書道ガールズ OG によるパフォーマンス

社会編 / 地域社会との関係

子ども達に人気の「ひおきちくん」
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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

佐々木常夫氏による講演会

　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 750 名の
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。
　2010 年は、「こけももブラスクインテット」の皆さ
んによる金管楽器のコンサートと、地元小学生（約
300 名）への楽器の演奏指導が行われたほか、第 10

　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、高等専門学校や工業高
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 名程度の学生を受け
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・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

リサイタルや公開講座の開催

学生の職場体験受入れ

地元中学生に半田ごての使い方を指導する様子

回 HIOKI 祭り記念コンサートとして「カスタムウイ
ンズ木管五重奏団」の演奏を楽しみました。また、「そ
うか君は課長になったのか」著者の佐々木常夫氏によ
る公開講座「さらば長時間労働」が開催されました。
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　当社は、上田市へ移転して 20 年以上になります。
この間、地域の皆さんに多大なるご支援ご協力を賜っ
ています。そこで、感謝の気持ちを込めて、次の時代
を担う子どもたちへの支援として、地元自治体を通じ
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多くいます。そんな事
情から、当社の 70 周年・75 周年の記念事業として、
チューバ、マリンバ、トロンボーンなどの楽器を寄贈
しています。

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。
　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

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

　当社グラウンドの南側に新駐車場と併せ、1 周 450
ｍのランニングコースが 2010 年 9 月に完成しました。
同ランニングコースは、国際陸上連盟の規格に適合し
た、透水型陸上トラック専用弾性舗装材でできており、
非常に走りやすいコースです。
　コース開きには、佐久長聖高等学校駅伝部の高見澤
コーチ（現監督）と 1 年生部員 9 人を特別ゲストとし
てお招きし、長野県縦断駅伝大会で初優勝を果たした
上田東御小県チーム監督のビル・レッティ氏による号
砲を合図に、参加者全員でランニングコースを走りま
した。
　同コースは、地域住民の皆さまに開放しています。

ランニングコースの開設

コース開きの様子

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。

予約なしでいつでも自由に使用できるため、地元のラ
ンナーの練習場所として、また、ウォーキングにも利
用されています。
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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。

社会編 / 社員との関係

育児休暇取得者数
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っています。



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。

社会編 / 社員との関係

　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

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。
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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。

人間ドック
　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。

チャレンジウォーキング
　ウォーキングは、体に負担をかけずに、いつでもど
こでも気軽にできる運動です。しかも、心肺機能を高
め、肥満を予防し、リフレッシュできるなど、体にも
心にも良い効果がいっぱいです。このような楽しく歩
いて健康づくりに励むウォーキングを当社は推奨して
います。
　年 2 回、春と秋に行われるチャレンジウォーキング
は、3 か月間で 1 日平均 1 万歩（60 歳以上は 8 千歩）
以上を目指すものです。1 日平均 8 千歩（60 歳以上は
7 千歩）以上を達成すると、健保組合や当社の健康づ
くり推進委員会から達成賞として全国の名産品が贈呈
されます。

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 年から「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。

健康第一の施策

社会編 / 社員との関係
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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

　現在、当社にはスポーツ系 11、文化系 3、計 14 の
クラブがあります。「クラブ活動」は、体を動かした
り好きなことに没頭したりすることで、仕事上のスト
レスや気持ちを切り替えられる「リフレッシュ効果」
があります。また、完全に業務とは離れた課外活動で
すが、そこで培った親近感や仲間意識は、人と人との
距離を縮め、信頼感のある対人関係を実現させてくれ
ています。趣味や健康づくりを兼ねた「クラブ活動」
で得た経験が、うまく仕事にもフィードバックされて
いけば、職場のギスギスを解消して「楽しい職場づく
り」にも効果があります。

日頃ランニング部員が汗を流すランニングコース

会社生活を潤すクラブ活動

ランニングクラブ員の声
　部員数は 65 名です。大会で活躍している人、健康のためにゆっくり走る人、何もしていない人、
それぞれの楽しみ方があります。人生と同じですね。
　走る ( 歩く ) というのはいいですよ。脳が活発になるし、体脂肪も燃やせるし。仕事をしている
とき、頭は使うけれど体は同じ姿勢のまま、ということがあります。そういうのってどう思いま
すか？
　私は良くないと思うんですよ。頭と体のバランスが取れていないからです。皆さんも日常的に
運動するきっかけを作ってみませんか。

HIOKI で活動する 14 のクラブ
・スポーツ系

　スキー部　硬式テニス部　ソフトテニス部　バレー部　バスケット部　バドミントン部　野球部

　サッカー部　エアロビクス部　カーリング部　ランニング部

・文化系

　茶道部　華道部　フォークソング部

社会編 / 社員との関係
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　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。

パート社員の正社員登用制度

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。

　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

職務発明制度

　当社では、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ています。（特許提案件数＝
発明の件数）
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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。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.環境保全活動
　地域の環境保全活動を実施する。

6.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、公益財団法人
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2010～2012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。

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｡
（1,080kgCO2／1千万円）
②HIOKIゼロエミッションを推進する｡

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。

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。

EMS推進組織 実行部門

環境調和型製品開発部局
●環境対応製品部会

サイト活動部局
●廃棄物対策部会
●省エネルギー部会
●地域環境保全部会

法規制部局

技術部門

製造部門

総務部門

内部環境監査員

社　長 環境管理責任者

環境事務局



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削減に成功
・リサイクル率96％以上を維持
・安全衛生マネジメントシステムを導入

【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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　近年、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。

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、時間
ごと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、環境ビジネス課を営業部門内に接
地し、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。

「でんき当番」 導入のご紹介

　2010 月 3 月、「機動戦士ガンダム」などの玩具で有
名な株式会社バンダイ様の本社ビルと第 2 ビルに、電
気料金削減コンサルタントサービスであるレッツエコ
ストを採用していただきました。バンダイ様のスタッ
フは ECO に関心を持たれる方が多く、ECO 検定（環
境社会検定試験）に 180 人（社員の約 15%）以上が
合格されています。電気使用量の見える化をするため
にデマンド監視装置「でんき当番」を設置し、中央監
視室で管理していただいております。
　改正省エネ法にも特定事業者として該当しているこ
ともありオフィスにおける無駄な電力の削減で効果を
上げています。 設備投資などの検証のため、電力測定、
室内温度測定などの測定サービスも提供させていただ
き、またレッツエコストについては、引き続き 2011
年もコンサルタントサービスの延長をいただきまし
た。今後も、バンダイ様の ECO 活動を支援していき
たいと思います。

「でんき当番」の表示画面

環境編 / 省エネをサポートする製品･サービス

「でんき当番」を導入した株式会社バンダイ様
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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

HIOKI の CO2 排出量

　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。2010年度は排出量は増加しています
が、売上原単位は減少しています。

　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 （販売企画課商品企画担当課長）

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。これを使用し、
本社工場の各フロアの使用電力を監視
しています。
　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、節電に取り組んでいます。とりわけ 2011 年は一層の省エネが求
められますので、各個人のパソコンの電源を昼休みには消すなどの対応も
徹底します。
　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。

本社各フロアの使用電力モニタ画面

（kgCO2/1 千万円） 　（指数）
　1991 年 =100

（kgCO2）



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」をご購入いただくことにより、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。2008 年に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。これまでの取
り組みと 2011 年の計画をご紹介します。
■ 2011 年の計画（このほか、現在計画中）

　日時：2011/6/4（土）

　場所：坂城町南条小学校

【参考】

◆ 2008 年度実績

　ポイント数：11,153 ポイント　

　→ 2009 年の植樹本数：1,116 本

　→長野市鬼無里の奥裾花自然園で植樹

◆ 2009 年度実績

　ポイント数：10,763 ポイント　

　→ 2010 年の植樹本数：1,077 本

　→千曲市大池市民の森で植樹

◆ 2010 年度実績

　ポイント数：11,852 ポイント　

　→ 2011 年の植樹予定本数：1,186 本

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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子どもたちへの省エネ啓発

　地域の子どもたちを対象に、自治体が主催する企業
見学会を積極的に受け入れ、モノ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
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

本社工場の消費エネルギーをモニタで紹介

気を消すことが省エネにつながる」といった効果を実
感してもらっています。



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】
パワーハイテスタ 3333

【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 3447-01

【ノイズ測定器】
ノイズハイロガー 3145

主な対象製品
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　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。

総排出量とリサイクル率

取引業者様へのポスター

　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。

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
す。HIOKI が配慮する項目と、環境配慮製品開発の活

　　　　　 環境編 / 廃棄物削減の取り組み

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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　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・質量で従来比約 4 割弱の削減を実現。

　8870 は、省資源化、省エネ
ルギー性の向上という目標を
コンセプト（小型化・省電力
化）に取り入れて開発しました。
省資源化では、製品コンセプ
ト（小型化）を部品や機能を可
能な限り集約することで実現
した結果、従来製品 8807 に比
べて体積 約 60%、質量 約 45%
の削減に成功しています。　ま
たバッテリ駆動時間を伸ばすこ
とに取り組み、消費電力を約
50% まで削減しました。今後
も設計段階における負荷軽減を
目指します。

　PR8111 は小さく軽い、どこ
でも使えるシンプルなペンレコ
ーダを目標に開発しました。パ
ネルと記録送り機能を一体構
造にすることで構造が簡単に
なり、部品点数の削減ができま
した。その結果、従来製品　
EPR-3500 に比べて、体積比約
50％、質量約 16％減の大幅な
小型化と軽量化にすることが
でき、省資源化を図ることがで
きました。

※写真は PR8112

環境編 / 廃棄物削減の取り組み
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　HIOKI は、 上田市に本社を移転して以降、 信州上田を中心に植樹活動にも積極的に取り組んできました。

HIOKI フォレストヒルズ

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 83,500 本超の樹木が植えられ、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。

HIOKI フォレストヒルズ全景

全部門が集約されている本社工場
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　1988 年に HIOKI フォレストヒルズの森がつくら
れましたが、翌 1989 年からは、毎年新入社員による
記念植樹が続けられています。また、創業 60 周年の
1995 年から、地域の学校や公共施設へ苗木を寄贈し、
市民と共に緑化を推進する「ふるさとの森づくり」活
動をはじめました。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
域を県全域に拡大しました。2010 年までに、22 か所
に 59,500 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 7,040 人におよびます。　
　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。
　さらに、2007 年から公益財団法人　HIOKI 奨学・
緑化基金を通して「ケニア植生回復プロジェクト」の
支援をはじめました。乾燥地が拡大しているケニアの
大地に、浄水や保水機能をもつ森林を再生しようと、
横浜国大が中心となり展開している活動で、今後も継
続支援していく予定です。

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。
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ケニアでの植樹の様子

2011 年新入社員による植樹の様子



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。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 )
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　　東日本大震災および長野県北部地震により被災された地域の皆さまに、 心よりお見舞い申しあげます。 被災地の一

刻も早い復興をお祈り申しあげます。 当社では、 被災地復興支援として下記の取り組みを進めてまいりました。

震災復興支援

震災復興支援
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支援策概要

1. 義援金 1,000 万円を拠出
　当社は、被災地支援のため、社団法人　長野県経営者協会を通じて、日本赤十字社
に義援金 1,000 万円を拠出いたしました。
　さらに社員による募金活動を行ない、2,210,799 円を寄付しました。 

2. 地震災害による当社計測器の無料点検サービスを実施
　地震を原因とする浸水や落下などによって当社計測器の点検が必要になったお客さ
まに、無料で点検サービスをいたします。

3. インターネットショップの売上金の一部を寄付
　当社は、インターネットショップ売上金の一部を、被災地支援のため日本赤十字社
を通じ義援金として寄付させていただきます。
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