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　震災復興支援
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。



　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（制定：1993 年 6 月　改訂：2012 年 2 月）
　「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. 国際又は国家標準で裏づけされた校正技術の確立と共に信頼性の高い校正活動を
　　　　実施することを目指す
　　　4. 法令・規制要求事項を遵守すること。
　　　5. 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、実用化が進んで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利便
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 55 製品となっています。

高品質の製品を効率良く開発

2011 年グッドデザイン賞受賞の電源品質アナライザ PR3198（左）
とメモリハイコーダ MR8880

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、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。これらの販売拠点を中心
に販売網を再構築し、販売およびアフターサービスの
充実を図り、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

インド有数の都市バンガロールでの展示会の様子

HIOKI SINGAPORE PTE. LTD.　丸山 英剛

社員の声
　2010 年 11 月に HIOKI SINGAPORE PTE. LTD. が設立され、東
南アジア地域での市場拡大を目的として活動をしています。
　複数の国から成るこの地域は、場所によって製品に対する要望も
様々あります。これに応えるために技術者を同行させての市場把握
や、国ごとにエンドユーザへの訪問を実施して、新製品への反映、
既存製品の改良の提案といった取り組みをしています。販売拡大に
加え、マーケティング的な役割も海外拠点の担う役割と考えます。
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HIOKI SINGAPORE の開所式の様子



開発推進課デザイングループ　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検証をおこない、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 3 次元 CAD を用いた 3
次元設計です。
　これにより、2 次元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
質の課題を早期に把握し、より高い製品品質を確保す
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 年から実施されています。

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、お客様へ最適な回答
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、近年は会社ホームページに「HIOKI インタ
ーネットショップ」を開設しました。これを通して製
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、より使いやすいページを目指していきま

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
がけています。

メールによるお問合せの件数

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

当社初の技能五輪全国大会出場
　2011 年 12 月、技能五輪全国大会に長野県代表選
手として当社社員が初めて電子機器組立て競技に出場
しました。大会に出場する選手は満年齢 23 歳以下で、
技能五輪全国大会地方予選で優秀な成績を収め、都道
府県職業能力開発協会から中央職業能力開発協会に推
薦される必要があります。長野県代表は当社社員を含
め、2 名が選ばれました。
　静岡県で開催された同大会では、電子機器組立て競
技が 2 日間で計 10 時間をかけて行なわれました。競
技では回路設計、基板設計、試作、プログラム、故障
解析などの幅広いスキルが求められています。全国大
会に参加するにあたり、経験豊富な技術、製造部門の
社員が大会本番まで出場社員を指導し、能力向上に努
めました。
　技能五輪全国大会は、若者の技能レベル日本一を競

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。

う大会で、将来の日本を支える技能者を育てることや
「モノづくり」の大切さを知ってもらうことを目的に開

催されています。

技能五輪 大会中の様子



　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方針説明会の様子

資材調達方針（制定：2005 年 11 月）
　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。
　そのために、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。

取引先様との関係

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

　2011 年に取引先様に実施した満足度調査結果から、
全 23 項目の設問に対し、右に示した 7、9、14、19 項
について、当社の取り組みの弱さが表面化しました。

7 項：受入れ環境 ( スペース、駐車場、台車等 ) は
　　   適切か
9 項：有償・無償の部品支給に対して適正に対応し
　　　ているか
14 項：EDI（注）で提供される部品使用予定は参考
　　　になるか

　19 項：特定有害物質の含有情報提供を迅速にして
　　　　いるか
　このような結果を受け、2011 年は下記のような取
り組みにより改善を進めています。
・駐車スペース確保、物流課による受け入れ態勢強化
・無償・有償支給部品の支給日、数量管理
・使用予定部品を毎月月初での見直し実施
・有害物質調査について再度趣旨説明と協力をお願い

企業内展示会を開催し、仕入先様と意思疎通の場に 取引先様の要望から確保した取引先様専用の駐車場

 　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。
　2011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　　第 1 位　株式会社キョウエイ様
納期部門　　第 1 位　神田電子株式会社様　
コスト部門　第 1 位　株式会社ユニタス様
特別賞　　　　　　　岡本無線電機株式会社様

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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取引先満足度 調査結果

EDI：受発注や見積もり、入出荷などの情報をあらか
じめ定めた形式で電子化し、専用回線で送発信する
仕組みのこと。Electronic Data Interchange の略。



　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きました。 ここでは投資

家の皆様へ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 )。
　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。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、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。
　また、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
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。

株主総会の様子 ( 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

優待品への株主様の声
　今年は気候が異常の中、さっそく果実を賞味。今年も、美味しくいただき、ありがとうござい
ました。また、期末にあたり、何かとお忙しいことと思いますが、好決算が得られますよう、祈
念しております。
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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、少年野球を通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試合の支援も

　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
長の機会ともなっています。

　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

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

卒団選手の声
　僕は小学校 2 年生の時に、上田南リーグに入団し 7 年間お世話になりました。今考えると、と
っても早くて短い 7 年間だと思えます。しかし、この 7 年間で僕はここでしかできない経験をさ
せてもらい、大切な仲間たちがたくさんできました。試合では、自分たちより格上のチームに力
を合わせて勝ったときの喜び、負けられない大会で負けた時の悔しさ、努力が結果に表れた時の
達成感、野球の難しさや厳しさなどたくさんの経験をさせてもらいました。（中略）
　これからも僕はこの南リーグで培った経験を生かし、高校へ行っても野球人生一番の目標であ
る甲子園目指して頑張りたいと思います。後輩の皆さんも一つでも上に勝ち進めるように、チー
ム一丸となり精一杯頑張ってください。

社会編 / 地域社会との関係
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参加者の声
参加した子どもたちの声

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。

南ジュニア活動に参加したインターンシップ学生の声　　　　 
　南ジュニアのスポーツ活動に参加させていただきました。小学校 1 年生とドッジボールやキャ
ッチボールをして、普段は絶対にできない貴重な経験になりました。子供への対応に困る場面も
ありましたが 、きょうだいも兄だけで、従兄弟も年上しかいない私にとっては、そんなことも新
鮮でした。
　小学 1 年生は隣のコートで遊んでいた 2 年生にくらべると、幾分幼く、好き勝手な行動をして
しまう部分も多く見られました。その一方で、自分のような年上に対しても友好的で躊躇なく接
することができるのは、とても好ましいことだと思いました。

　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。
　2011 年の祭りのテーマは、『つなげよう　心と心』
でした。東日本大震災と長野県北部地震の復興を支援
する企画も実施しました。来場者の皆さまの募金や各
屋台からの収益の一部を日本赤十字社に寄付したほ
か、県北部地震で大きな被害を受けた長野県栄村の特
産品を販売しました。

HIOKI 祭りの開催

来場者の声
　「人が多くて驚いた」「いい会社だと思った」「賑やかで楽しかったです」「子供向けの屋台が多
くて良い」「店員さんがフレンドリーで良かった」「地域密着のいい会社」「屋台の品質がいい」「見
学会で業務内容が分かった」「いす、机が少ない」「かわいい雑貨がほしい」

上田第六中学校による演奏

社会編 / 地域社会との関係

お祭り会場の様子
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インターンシップ参加の学生の声
　問題点を洗い出す方法を学ぶことができました。具体的には、まず理想を自分で定め、その理
想と現状を比較して、2 つの差を埋めるためには何を解決すればいいか考えていくという手順です。
学校では、問題点はもとから与えられていて、どうやって解決していけばいいか考えるのが主で
したから、「何を解決すべきか」を考えるというのは初めての経験でした。
　このプロセスの面白いところは、ゴールである「理想」を決めるのも自分という点です。上か
らこれを作りなさいといわれるだけではなく、自分が何をやりたいのかということが常に問われ
ているという部分に、仕事ならではの面白さを感じました。この問題点の見つけ方と、他の人に
質問・相談をしながら解決策を探していく方法の 2 点を学べたのが一番大きな収穫でした。
　これらのことを学ばせていただいたおかげで、開発のプロセスを学びたいという当初の目的は
達成できたのではないかと思います。

長野茂氏による健康講座の様子

　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。
　2011 年は、第 11 回 HIOKI 祭りの開催日に合わせ
て「鮫島有美子ソプラノリサイタル」の歌声を楽しみ
ました。
　また、社員への健康増進啓発の意味を込めて、長野

　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

茂氏 （株式会社フィットネスビジネス研究所　代表取
締役）を講師に招き、健康講座「いつでも　どこでも
　すぐできる！　日常ながら運動でメタボを予防・改
善しよう」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。
　同コースは、地域住民の皆さまに開放しています。
予約も不要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。
　また、毎年 10 月に開催されている、上田古戦場ハ
ーフマラソンの練習コースとしても親しまれていま
す。

ランニングコースの開放

ランニングコース

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。
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社会編 / 地域社会との関係

　当社は、2011 年 11 月に平成 23 年度　上田市功労
者表彰式で特別表彰を受賞しました。これは、当社が
取り組んできました社会貢献活動について、教育・環
境保全・産業振興の面で市民に夢や希望を与えたと、
その功績が認められたものです。
　特別表彰を授与されるにあたり、上田市から下記の
取り組みが評価されました。 
＜教育に関する功績＞
　市内の小中学校に楽器を寄付し、音楽教育の一層の
充実に貢献。さらに、平成 3 年に少年硬式野球「上田
南リーグ」を発足させ、社内設備のグラウンドを練習
場として提供し、社員が積極的に野球の指導を行なう
など、青少年の健全育成に貢献した。
＜環境保全に関する功績＞
　上田市内の学校や公共施設へ苗木を寄付するととも
に、植樹活動「ふるさとの森づくり」を積極的に行な
い、子どもたちが安心して暮らせる地球環境づくりの
推進に貢献した。
＜産業振興に関する功績＞
　技術立国日本を担う人材育成を目的に、返還不要の

表彰式の様子

上田市特別表彰を受賞

奨学金制度を設け、理工学系の 4 年制大学に進学する
地元の学生を対象に奨学金を給付した、学生たちの将
来の夢を実現するための支援活動に貢献した。 
 
　今回の特別表彰を励みに、今後も上田市を中心とす
る地域社会の発展に貢献する活動に一層取り組んでま
いります。
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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 ・ 介護休業制度

・育児休業制度　（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
休業を取得でき、休業後の高い復帰率を実現していま
す。男性社員も配偶者の産後期間中にこの休業を利用
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。

左は冊子「HIOKI の約束」。
企業理念を自分の業務に反
映できるようにまとめられ
ており、全社員が持ってい
ます。

社会編 / 社員との関係
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総務部経営企画担当課長　山辺昌幸

社員の声
　私は、次女が生まれて 4 か月後に 3 週間ほど育児休業を使いまし
た。当時は外国赴任から帰国して間もないころで、引越し荷物が新
居に山積みとなっていましたが、私が次女の育児を担当したことで、
妻が一気に部屋の片付けや整理をすることができました。おかげさ
まで、私も休み明けからは家や生活に関する心配事がなくなり、仕
事に集中することができました。
　また、妻が感じている育児の苦労も共有することができたこと、
日々変化していくこの時期の子どもとの時間が持てたことは、非常
に貴重であったと思います。

・介護休業制度　（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、休業（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、育児休業制度同様、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。

　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、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

総務課　山崎誠一

社員の声
　定年の 60 歳は「還暦」と呼ばれ、生まれたとしに還るの意味で、
第二の人生の出発点ともいわれています。この時を機会に、いまま
でとは違った新しい人生をスタートするチャンスでもあったのです
が、私は定年再雇用という道を選びました。再雇用の 5 年間があれば、
自分のやり残したことをもう一度振り返り、実行できる時間やチャ
ンスがある、と思ったからです。
　幸い、1 か月の特別有給休暇で、気持ちの切り替えもできました。
仕事は今までの広報業務をベースに、後方から支援するカタチで、
いろいろな仕事を、楽しくさせていただいています。

　　　社会編 / 社員との関係
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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。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、日本金型工業健康保険組
合から達成賞として全国の名産品が贈呈されます。ま
た、当社の健康づくり推進委員会からも抽選で賞品を
贈呈しています。

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
談を週に 1 度行なっています。また、保健師による健
康相談・保健指導を随時行なっています。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

平成 23 年度厚生労働大臣奨励賞を受賞

　当社は、「平成 23 年度安全衛生に係る優良事業場、
団体又は功労者に対する厚生労働大臣奨励賞」を
受賞しました。
　今回の表彰は安全衛生に関する水準が優秀で、
改善のための取り組みが他の模範であると認めら
れる事業場に対してなされたものです。当社は安
全衛生施策全般に優れており、その中でも健康保
持増進対策に特に顕著であると認められました。 
　受賞理由としては 

・災害発生率や特殊健康診断の有所見者率が極めて
低く、一般健康診断における有所見者率の低下も
顕著である点

・健康相談室の有効的活用
・ランニングやウォーキングの奨励策
・健康診断や人間ドックでの法定以上の検査項目の

独自追加や配偶者ドックなどの取り組み　などが
挙げられました。

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。
　毎週火曜日と木曜日は、定時帰宅しようと呼びかけ
ています。

定時後には社員が汗を流すナイター照明付テニスコート（4 面）

　今後ますます知恵勝負になっていくグローバル競争
の中で、社員が心身ともに健康で、良い仕事をするた
めには、ワンパターンになりがちな日常生活から脱却
することが必要です。
　そのためには、連続した有給休暇を取得して、「非
日常」を体験する機会を作ることが必要と考えていま
す。当社では、このような機会を自らつくることを後

脳活休暇制度を 2012 年から開始

HIOKI で活動する 15 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　ゴルフ部
・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、当社にはスポーツ系 12、文化系 3、計 15 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、
職場の雰囲気もより明るくなり、「楽しい職場づくり」
にも効果があります。

茶道部主催のレク行事「お茶会」の様子

会社生活を潤すクラブ活動

押しする「脳活休暇制度」を設け、運用を開始しました。
　1 週間続けて会社を休むためには、いろいろと準備
が必要となります。また、休みの間は今までに見たこ
ともない景色や、おいしい食べ物、家族との絆など、
多くのすばらしい感動を味わうことができます。その
ことが脳を活性化させ、仕事の上でも新しい発想が生
まれ、革新的な提案や生産性の向上につながる、つま
り良い仕事ができることが期待されます。
　休暇取得によって業務遂行に支障が出ないよう、職
場での協力体制を確立しながら、この取り組みを継続
的に実施していきます。



・正社員登用制度　（開始年：2008 年）
　現在、製造部門を中心に、パート社員が大きな戦力
となっていますが、当社では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ます。また、
本人には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。　2012 年 7 月現在の登用者数は 5 人です。

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、研修費の 50% を会社が補助するもので、
これまでに多くの社員が利用しています。
　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。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 階を社員が、5 階をお客さまが利用しています。
各階に洗濯機や乾燥機が設置されており、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、環境改
善に努めてます。

日置ロッジ 1 階のレストラン

独身寮 「日置ロッジ」

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）

社会編 / 社員との関係
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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。

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月改訂

　　 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。

環境方針
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環境編



　当社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 / 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。

　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

 　　　　　 環境編 / 環境活動
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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97％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～

マネジメントシステムの足跡

環境編 / 環境活動
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【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

　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。

中小電力需要家の省エネを支援

　当社が構成会社の一つであるコンソーシアム事業者
は、経済産業省から平成 23 年度「エネルギー管理シ
ステム導入促進事業費補助金」における BEMS アグ
リゲータ（エネルギー利用情報管理運営者）の採択通
知を受けました。当該コンソーシアムは、株式会社ヴ
ェリア・ラボラトリーズを幹事会社として、ユアサ商
事株式会社、加藤商事株式会社、株式会社石本建築事
務所および当社で構成されています。
　BEMS とは「Building and Energy Management
System（ビル・エネルギー管理システム）」のことで、
業務用ビルなどにおける設備全体の省エネ監視や制御
を自動的にかつ一元的に行なうシステムのことです。
BEMS アグリゲータは、中小企業等に対してこの
BEMS の導入をするとともに、クラウド等による集
中管理システムを設置し省エネを支援します。BEMS
アグリゲータによって BEMS を導入する中小企業を
中心とするお客さまは、費用の 2 分の 1 から 3 分の１
を国から補助されるという制度が活用できます。
　BEMS アグリゲータによる BEMS 導入が集中的に
実施されることによって、節電対策が実施途上にある
中小ビル等の抜本的な節電の実現、BEMS 価格の大

環境編 / 省エネをサポートする製品･サービス

BEMS に使用される遠隔計測システム

幅低減と事業終了後の自立的な導入拡大が期待されて
います。 HIOKI は、このコンソーシアムにおいて「エ
ネルギー管理システム（BEMS）」を提供し、BEMS
導入事業者として BEMS 導入支援・販売業務を担い
ます。中小ビル等の高圧小口の電力需要家に対して、
エネルギー使用の効率化および電力需要の抑制を図る
ことにより、無理のない節電を進め、10％以上の電力
消費量の削減を推進してまいります。
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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。2011年度は排出量、売上原単位ともに
前年並みとなりました。

環境編 / 地球温暖化防止に向けた取り組み

( 年 )

売上原単位での CO2 排出量の推移 CO2 総排出量の推移

省エネルギー部会長　桜井 稔 （生産技術課長）

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、必要最小限のもの以外は蛍光灯を消すなどし
て、節電に取り組んでいます。昨年は震災もあり、電力不足への対応と
して 2012 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）
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　なお、算出にあたっては、本社工場と厚生施設を対
象としています。

( 年 )



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 2012 年の計画をご紹介します。
■ 2012 年度実績

①日時：2012/5/30（水）

　場所：長野県千曲市立更埴西中学校

②日時：2012/6/16（土）～ 17（日）

　場所：坂城町立南条小学校

【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

2012 年 6 月　坂城町立南条小学校での植樹

環境編 / 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、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

第 11 回 HIOKI 祭りで実施した省エネ講座

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。

◆ 2010 年度実績

　ポイント数：11,852 ポイント　

　→ 2011 年の植樹本数：538 本

　　（648 本は 2012 年の植樹に繰り越されました）

◆ 2011 年度実績

　ポイント数：15,219 ポイント

　→ 2012 年の植樹予定本数：1,522 本

　　　（2011 年からの繰り越し分を含め

　　　　　　　　　　　　2,170 本を植樹しました）
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対象製品 内容

　温度計 　適切な温度管理に必要な製品 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要な製品 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 9 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 12 機種

合計 47 機種

Eco 支援製品一覧

【機器消費電力・待機電力測定器】
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

主な対象製品

2011 年夏　節電の取り組みと成果

　東日本大震災および福島第一原発事故の影響から、
2011 年は節電の夏となりました。省エネツールであ
る電力計を販売する当社も、高い目標を掲げて節電に
取り組んでまいりました。その内容をご紹介します。
当社は 2010 年の最大需用電力（デマンド）のピーク
値を 15% 削減した 890kW を 2011 年の目標ピーク値
としました。この目標を達成するために、5 月から 8
月にかけて当社は以下の施策を実施しました。

・社員がいないエリアの空調を停止
・冷温水発生機の運転台数を削減
・戸や窓、非常口を早朝に開放し、外気を導入し、
社内の室温を下げる
・パソコンディスプレイの輝度を落とす
・パソコンの使用制限時間を設ける

　上記施策の実施により、目標を上回る 867kW の実
績を残すことができました。2012 年も節電の必要性
が高いことから、当社は今後も節電に努めます。

環境編 / 地球温暖化防止に向けた取り組み
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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 97.4％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

( 年 )

　　　　　 環境編 / 廃棄物削減の取り組み
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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
38％、質量約 33％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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8870( 新製品 ) 8807( 従来製品 ) PR8111( 新製品 ) EPR-3500( 従来製品 )

設計開発担当者から 設計開発担当者から



　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 115,000 ㎡、外周延べ約 2km にわたり、
45 種類約 84,000 本の樹木が植えられ、約 40,000 ㎡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

環境編 / 環境貢献活動
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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。2011 年までに、23 か所
に 60,038 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 7,184 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

担当者の声
　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

ケニアでの植樹の様子

2012 年新入社員による植樹の様子
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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）
　2011 年　坂城町立南条小学校：538 本（生徒・教職員 144 人参加）
　2012 年　千曲市立更埴西中学校：1,600 本（生徒・教職員など 61 名参加）
　　　　　 長野市鬼無里「奥裾花自然園」：1,000 本（一般参加者など 147 名が参加）
　　　　　 坂城町立南条小学校：648 本（生徒など 152 名が参加）
　　　　　 駒ヶ根市赤穂東小学校：1,120 本（児童 546 名が参加）
　　　　　（累計 27 か所に 64,406 本植樹、延べ参加人員 8,090 人）

植樹活動の実績
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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）
　2011 年　平成 23 年度上田市功労者表彰式　特別表彰（上田市）

　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
(2009 年第 3 回みどりの式典 )
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