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　当社は、創業以来一貫して電気計測器をお客さまに
ご提供し、お客さまの開発、生産、メンテナンス等に
ご活用いただくことにより、産業の発展に貢献すべく
努めてまいりました。

　快適な社会の実現に欠かせないエレクトロニクス産
業は、近年の飛躍的な進歩とともに、ますます高度な
計測技術を必要としています。こうした時代の要請に
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社長ごあいさつ

迅速にお応えしていくことが、計測器メーカーである
私たちの最大の使命であると考えております。
　これからもお客さまに新しい価値を提供できるよう
な信頼性の高い製品づくりと、きめ細かいサービス体
制の構築に一層尽力することで、快適で安心して暮ら
せる社会の実現に寄与してまいります。
　その前提として、当社は「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。
　報告書の中でご紹介している取り組みは、すべてこ
の理念をベースに展開しております。
　さまざまな活動を通して、当社が目指す理想の姿は、
すべてのステークホルダーの皆さまとの信頼関係のも
と、「HIOKI があって良かった」と感じていただける
ような存在になることです。その原動力となる「人づ
くり」をベースに、これからも積極的に活動をしてま
いります。
　今後とも皆さまからのご支援、ご鞭撻をいただきま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長　町田正信

　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。
　なお、本報告書は 2012 年 4 月から 2013 年 3 月までを対
象期間としています。ただし、個別の取り組み事例の中には、
上記期間以外のものも含みます。

編集方針
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　長野県上田市の緑豊かな自然環境に抱かれて建つ、
HIOKI の本社工場を「HIOKI フォレストヒルズ」と
呼んでいます。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」という試みでもあ
り、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

HIOKI フォレストヒルズ

緑豊かな工場公園に開発、生産、販売・サービスが集結
世界に向けて計測の先進技術を提供しています。

はグラウンド、テニスコート、ランニングコース、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、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。
　また、本社工場には開発、生産、販売・サービスを
担う全部門が集結しています。三位一体となって、世
界に向けて計測の先進技術を提供できる環境を構築し
ています。

HIOKI フォレストヒルズ全景

HIOKI フォレストヒルズの森
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　企業が発展していくためには、私たち一人ひとりが
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。
　私たちは、「人間性の尊重」と「社会への貢献」と
いう企業理念を全社員共有の価値観として、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。

経営ビジョン

オンリーワンへ挑戦し、
高付加価値企業を目指しています。

全社員で価値観を共有する「HIOKI の約束」(2009 年発行 )

　私たちは、何のために存在しているのか、何に向かっていこうとしている
のか･･･。1986 年に策定された「HIOKI の理念」をベースに、私たちの行動
の拠りどころとなる基本的な価値観、使命、ビジョンを改めて整理しました。
これをもとに、どのように行動すれば「HIOKI の理念」の具現化につながる
のか、一人ひとりが考えて実行できるようにまとめたものが、冊子「HIOKI
の約束」です。
　これには、ステークホルダーの方々に対する「約束」という意味が込めら
れています。

　そのために、私たちはすべてのステークホルダーか
ら信頼される人となるよう努力するとともに、高品質
の製品と最高のサービスを提供できるよう、常にオン
リーワンへ挑戦し高付加価値企業を目指しています。

経営

ビジョン オンリーワンへの

挑戦

高付加価値

企業

経営指針

HIOKIの理念

七つの経営方針

最高の顧客サービス　先進の製品開発

利益の確保　個人の尊重　自主的な目標管理

地域社会への貢献　自主的な成長発展

人間性の尊重 社会への貢献

能力開発と

個性・適性の尊重

環境経営

次世代育成
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　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

事業内容

HIOKI は科学技術の発展を支える
電気計測器の専門メーカーです。

電気計測器の果たす役割

 ～私たちが安全で快適な生活が送れるよういろいろな分野で活躍しています～

自動車分野

電子部品分野

その他

環境・新エネルギー分野

■スマートフォンなどに使われる

　電子回路基板、タッチパネルの良否検査

■抵抗器、コンデンサ、コイルなどの

　電子部品の性能評価

■ハイブリッドカーや

　電気自動車のモータ、

　バッテリなどの開発・性能評価

■走るコンピュータとして

　電子制御化が加速する自動車の

　電子回路や通信機能の評価

■建設・設備関連

■家電・OA・通信関連

■化学、食品、薬品関連

■医療関連

■その他

■電気機器や設備の

　電力使用状況を把握し省エネ推進

■太陽光や風力発電などの

　新エネルギーの品質・効率評価

■分散した工場や店舗などの

　電力使用状況を無線や

　通信インフラを利用し

　一元管理

電気モータ

コントローラ

インバータ

バッテリ

車載充電装置

品質検査に使われるバッテリテスタといった関連製品
を開発しています。また、太陽光発電などの再生エネ
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。さらに、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
質を保証するため、計測器も高精度化と検査スピード
の向上が求められています。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。

インピーダンスアナライザ IM3570 電源品質アナライザ PW3198
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　HIOKI と関係する主なステークホルダー（利害関
係者）はお客さま、取引先さま、株主・投資家、そし
て社員ですが、地域社会との協調や環境保全も重要な
活動であると認識し、関係する方々と真摯に対話しな
がら、期待に応えていきたいと考えています。

すべてのステークホルダーの皆さんと、
迅速・適切 ・誠実なコミュニケーションで、
ともに発展していきたいと考えています。

お客さま

取引先さま環境

地域社会 株主・投資家

社員

ステークホルダーとの関係
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　当社は「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、お客さまニーズの急速な変化に対応する
ため、ステークホルダー ( お客さま、お取引先さま他
) の皆さま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。製品コ
ンセプトを全組織が共有し、信頼性の高い設計を通じ
て高品質の製品を提供することで、社会へ貢献してい
きます。

お客さま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しています。

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. 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

制定：1993 年 6 月　改定：2012 年 2 月

お客さまとの関係

お客さまの満足と信頼を得るために
■コンカレントエンジニアリングの製品開発

開発

販売
サービス 品質

生産

コンセプト
の共有

　　　　　    お客さまとの関係



7

　将来に向けたさらなる成長のために、創業 80 周年
を迎える 2015 年完成を目指した研究棟の建設を決定
しました。
　コンセプトは「人と環境と未来を育む先端技術創造
拠点」。
　新製品を次々と生み出していくことが成長の原動力
と考える当社では、開発効率の向上とともに、何をど
のように開発していくか、ということが大きな課題と
なります。開発環境のあり方を見つめ直し、複数階に
分散していた技術開発人員を同フロアに集結させるこ
とで、自然な交流の中から新しい発想を喚起し、アイ
ディアが湧き出てくるような環境づくりを目指してい

ます。
　建設にあたっては、自然の恵みを充分に生かし、環
境に配慮した設計を進めています。
　例えば、自然採光を取り入れ、日中は照明をつけな

　昨年の秋より、HIOKI USA Corporation に駐在しています。HIOKI USA
は今年で設立から 15 年を数え、その市場はアメリカ合衆国にとどまらず、北
米全域、中米、南米へと拡大しています。
　こちらには広大な市場をカバーできる販路があり、市場に精通した現地営業
員とともに、日々お客さまの声に耳を傾けています。先進国と新興国、両方の
お客さまの要望を集約できる環境であり、広く世界に通用する製品を開発する
ための、重要な情報源となっています。
　現地の声を体験することで、技術者の視野は広がります。海外研修制度によ
る派遣者はもちろんのこと、日本国内の技術者も国外と密に連絡を取ることで
製品開発へのフィードバックを重ねており、HIOKI の技術力全体が世界の市
場に沿って展開するよう、取り組んでいます。

技術部長付 HIOKI USA 駐在　大沢丈明

社員の声

研究棟建設による開発環境の充実

HIOKI KOREA 開所式

グローバル視点での製品開発

　製品の拡販と、真の計測ニーズをつかむことを目的
に、アジア地域を重点に販売網の再構築を推進してい
ます。近年では、2010 年にインド、シンガポールへ
の販売会社の設立に続き、2012 年に韓国 ( テジョン )
に販売 ( 一部生産 ) 会社設立、台湾に駐在員事務所開
設、2013 年に韓国 ( ソウル ) に駐在員事務所を開設し
ています。
　これらの拠点を中心に、販売とアフターサービスの
充実をはかり、お客さまの満足度向上を目指します。
　また、こうしたグローバル市場を直接肌で感じ、今
後の製品開発やビジネス展開に生かす目的で、技術者
を一定期間アメリカ、中国などの拠点に派遣する取り

組みを開始しました。
　現地ユーザーへの直接訪問、市場調査、ヒアリング
等から感じ取ったニーズを開発にフィードバックし、
市場にあった製品開発につなげていきます。

研究棟外観（完成予想図）

　　 お客さまとの関係
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　2012 年 10 月、第 50 回技能五輪全国大会が長野県
で開催され、予選を勝ち抜いた当社社員が「電子機器
組み立て」競技に県代表として出場しました。当社か
らは前年に続き 2 人目の出場となりました。
　2 日間、延べ 10 時間の制限時間で競われた課題は、
電子回路や基板設計、プログラムから組立、測定、故
障解析・修理といった、電子機器の設計・試作作業や

製品製造過程で求められる多彩な内容。大会参加にあ
たり、経験豊富な技術、製造の先輩社員が大会本番ま
で、出場社員を指導し、能力向上に努めました。大会
当日は社員応援団が揃いのジャンパーで駆けつけ選手
を激励するとともに、大会会場に漂う気合と緊張感を
ともに体験する機会ともなりました。
　同大会は青年技能者 ( 職種によるが原則満年齢 23
歳以下 ) の技能レベル日本一を競う大会で、2013 年開
催の技能五輪国際大会 ( ドイツ ) の予選も兼ねていま
す。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も、開催の大
きな目的となっています。

社員の育成

技能五輪全国大会に出場

断面図

3F ワークプレイス

くても仕事ができる光環境を確保します。また、風に
よる自然開閉する換気窓とするほか、地下を通して新
鮮な外気を取り入れることで空調熱源動力の削減を図
るなど、森に囲まれた環境を生かした工夫が施されて
います。
　このような研究・開発施設の充実により、お客さま
の期待にお応えする製品の創出、要素技術の開発をよ
り一層推進してまいります。

　技能五輪ではさまざまなスキルが要求され、選手はそのためのスキ
ルを日々の練習の中で磨いていきます。その中で困難にぶつかりなが
らも、解決していくことを通して「モノづくり」の難しさを知り、そ
の中で「モノ」を「創る」ということの楽しさを得ることができたと
感じています。
　また、私にとって技能五輪は昔からの目標であり夢でした。そのよ
うな大会に出場することができたことは大変嬉しいことであり、誇り
でもあります。
　最後に、HIOKI には数多くの職種において高い技術力を持ってい
る先輩社員が多くいます。少しでも早く追いつけるよう日々精進し、
今後の HIOKI の「モノづくり」に貢献していきたいと思います。

製造１課　北沢孝太

社員の声

　　　　　    お客さまとの関係
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　近年、地球温暖化防止を目的とした環境保全の取り
組みが、世界的な課題として先進国を中心に進められ
ています。さらに 2011 年の東日本大震災により発生
した福島第一原発の事故により、原子力に替わる安定
的エネルギー確保への模索が続いており、再生可能エ
ネルギーへの期待が一層高まっています。

太陽光発電設備の保守管理に PV 推定発電量計を提供
　再生可能エネルギーの普及を目指した再生可能エネ
ルギー特別措置法の成立により、2012 年 7 月から再
生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートしま
した。これにより、太陽光発電設備の増設が進められ
ており、設備の保守管理に対するニーズも高まってい
ます。

　当社が開発した製品は、太陽光発電設備が本来発電
すべき発電量を推計するとともに、実際の発電量も測
定します。この両者を比較することで、適正な発電が
なされているかを把握できます。また、設備の故障が
予想される場合には、その箇所を特定することも可能
です。
　本製品は、太陽光発電システムメーカーや電気設備
保安会社などの保守管理ご担当者の作業効率向上にお
役立ていただくことを想定して開発されました。

　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さまから
お問い合わせをいただきます。
　製品の操作説明や購入前の仕様確認など内容はさまざまですが、お問い合わせ
いただいたお客さまの真のご要望は何かを常に考えながら対応することを心がけ
ています。
　また、ホームページには Q&A（よくあるご質問）を公開し、計測に関するお
問い合わせの内容で、他のお客さまにもご参考になる情報を掲載しています。
　お客さまがホームページで確認すればいつでも問題を解決できるよう、内容の
充実を進めています。

販売企画課　北沢美穂

社員の声

省エネをサポートする製品･サービス

履歴やお得な情報もご覧いただけるなど、さらに充実
した内容となっています。今後もさらに利便性の高い
ページ作りと、お客さま視点に立った情報発信に心が
けてまいります。

　当社では、お客さま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、お客さまへ最適な回
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 分以内のお客さまへの回答を目標に対応を
進めています。
　2012 年にホームページを全面リニューアルしまし
た。特に、製品の検索性を高め、アプリケーションの
充実をはかるなど、お客さま視点で全面的に見直しを
しました。また会員に登録していただきますと、購入

お客さまとのコミュニケーション

PV 推定発電量計 LR8400-92　
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　　 お客さまとの関係
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資材調達方針説明会の開催

　2009 年から毎年 1 回、取引先さまに対し資材調達
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、取引先さまに 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、

HIOKI は、取引先さまとも Win-Win の関係が
できるようなサプライチェーンを目指しています。

取引先さまとの関係

資材調達基本方針

　私たちは、お客さま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を目指しています。
そのために地球環境・地域社会に配慮し、公正な取引
を基本とした取引先さまとの協力・信頼関係を大切に

しています。そして、国内外の取引先とのつながりを
強化するため、サプライチェーンマネジメントを積極
的に運用し、頻繁にコミュニケーションを取りながら、
ともに成長するための活動を行っています。
　お取引先の皆さまには、パートナーとして当社の調
達基本方針についてご理解いただき、CSR 活動への
取り組みにご協力をいただいています。

●グリーン調達ガイドラインを発行しました。当社ホームページの「資材調達」ページをご参照ください。

資材調達基本方針

　1. 公平・公正な取引
　　資材調達に当たっては、国内・国外を問わず全てのお取引さま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、
　　お取引先さまとのコミュニケーションにより、信頼関係が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
　　「グリーン調達ガイドライン」を設定し、かけがえのない地球環境に配慮した資材調達活動に努めます。

2005 年 11 月制定、2013 年 5 月改定

説明会後に開催された、
当社常勤監査役　中谷朔三氏による講演会

　　　　　 取引先さまとの関係
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日頃の感謝を込めて

　資材調達説明会では、取引先さまに 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
先さまを表彰しています。
　2012 年は次の取引先さまに感謝状を贈呈させて
いただきました。

品質部門　　　関東通測機器株式会社さま
納期部門　　　株式会社キョウエイさま
コスト部門   　富士エレクトロニクス株式会社さま

感謝状贈呈後の記念写真

上位にランクされた取引先さまには毎年感謝状を贈呈
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、取引先さまに対し
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。 
　2012 年に取引先さまに実施した満足度調査結果か
ら、全 22 項目の設問に対し、右に示した 11、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。
　このような結果を受け 2013 年は改善を進めていま
す。各項目の内容と改善に向けた取り組みは以下の表
の通りです。

満足度比較

※ EDI とは、受発注や見積り、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
線で受発信する仕組みのこと。Electronic Data Interchange の略

（表）取り組みの弱さと改善内容について

　　 取引先さまとの関係
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株主・投資家の皆さまの当社に対する理解促進と、
信頼関係の構築に向けた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・投資家の皆さまに対する情報開示の基本方針
について、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
さまが、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」に基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
社会の皆さま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。

　株主の皆さま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

　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
さまから直接ご質問やご要望をお聞きするコミュニ 決算説明会の様子

層の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、および期末配当の年 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

適時に情報を発信する投資家向けホームページ

　　　　　　　  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
で株主さま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
㈱が手がける料理を楽しんでいただいています。
　懇親パーティにご参加いただいた株主さまからは

「パーティで役員と株主が一堂に会し、とても和やか
に懇談しているのに驚いた。来年も来たい」といった
感想もいただきました。

近況報告会 ( 上 ) と懇親パーティの様子 ( 下 )

　2004 年から株主優待制度を実施しています。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
まからご好評をいただいております。今後も美味しい
りんごをお届けしてまいります。

優待品の信州りんご

株主総会開催による株主さまとの
信頼関係構築

株主優待制度の実施

優待品への株主さまの声

　師走も早や半ば、お忙しい日々かと存じます。このたびは信州のおいしいりんごをお送りくだ
さいまして、ありがとうございます。いつも楽しみにしております。

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
株主の皆さま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。

　　 投資家との関係
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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
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。

「社会への貢献」の理念のもと、地域の文化・教育の
発展のための支援活動を積極的にしています。

地域社会との関係

卒団選手の声

　「感謝の気持ち」

　自分は、このリーグに入団し、まず礼儀を学びました。これはこれからの人生でとても重要なもので
あり、決して忘れずに心にとめておきたいです。そして一番は、この最高の仲間に出会いました。この
仲間との最後の大会では、チーム一丸となり優勝という最高の結果でしめくくることが出来ました。そ
してこれは、日々の練習でつちかった信頼感とこれまで支えてくださった人たちへの感謝の気持ちがつ
ないだ結果だと思います。これまで指導して下さった指導者、保護者の皆さまほんとうにありがとうご
ざいました。
　そして自分は、この感動をもう一度あじわうために高校野球をやります。このリーグで学んだ事は、
これからの野球人生にとても大きなものであり、さらにみがいていく必要があります。自分は、これま
でに積み上げてきたものを信じ最高のプレーヤーになりたいです。最後に自分は、何度も挫折しそうに
なりました。そんな時いつも助けてくれた、お父さんお母さんそして、いつも応援してくれた妹、本当
にありがとうございました。そしてこれからも応援よろしくお願いします。

　　　　　　地域社会との関係

上田南リーグの選手たち

少年硬式野球の支援

～一人はみんなのために、 みんなは一人のために～



　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、時には子供たちの努力や成長から、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。

南ジュニアスポーツクラブの支援

～外で遊ぶ楽しさ、 スポーツを通して喜びを知る～

　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、地域の皆さまをお迎えしていま
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まにと
っても楽しみなイベントの一つになっています。
　2012 年の祭りのテーマは、『広げよう　地域のわ』
でした。来場者の皆さまの募金や祭りの売上金の一部
は、東日本大震災、長野県北部地震で被害を受けた栄
村の復興支援、さらに火事で焼失した地元小学校に寄
付いたしました。

HIOKI 祭りの開催

HIOKI 祭り　キッズ広場（上）と社員の楽器演奏（下）

～地域の皆さんを社員全員がお迎えします～

HIOKI の森を探検する子どもたち
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　　 地域社会との関係



HIOKI ホールでの 「錦織 健 テノールリサイタル」

　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 ホールを会場に、リサイタルや公開講座を開
催し、地域の皆さまにもお楽しみいただいています。
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。
　2012 年は、第 12 回 HIOKI 祭りの開催日に合わせ
て「錦織 健 テノールリサイタル」を楽しみました。
また、公開講座としては、タレント、ラジオのＤＪと

　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「会社見学会」のイベントも積極的
に受け入れています。

　　　　　　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

して活躍中の三四六氏や東京スカイツリープロジェク
トの統括責任者で日建設計の亀井忠夫氏などを講師に
招き、開催しました。

～各界でご活躍の方々の生の声を聴く～

～現場で学ぶ大切さを知ってもらう～

～地域への感謝の気持ちを込めて～

　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、

楽器の寄贈
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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。



～上田市内小学校への楽器寄贈を評価～

　当社は、上田市内の小学校に楽器を寄贈したことな
どが評価され、2012年12月に紺綬褒章を受章しました。
　今後も、当社は企業理念の一つである「社会への貢
献」を具現化するため、地域社会の発展に寄与する活
動に一層取り組んでまいります。

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。

紺綬褒章を受章

理工系学生への奨学金

※紺綬褒章（こんじゅほうしょう）は「公益のため
私財を寄附し功績顕著なる者」に天皇が授与する栄
典です。

～技術立国日本を支える技術者育成の支援～

紺綬褒章の賞状

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
生への修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 名に増やしまし
た。さらに、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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　　 地域社会との関係



　　　　　　地域社会との関係

ランニングコース

　HIOKI フォレストヒルズには、ナイター照明付き
グラウンド 1 面と砂入り人工芝のテニスコート 4 面が
あり、地域の皆さまにも利用 ( 有料 ) していただいて
います。
　さらに、当社駐車場と併せ、1 周 450 ｍのランニン
グコースが 2010 年に完成。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、地域の皆さまに無料で開放して

グラウンド ・ テニスコート ・
ランニングコースの利用

～地域の皆さまも利用しています～

います。予約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。

ナイター照明付きグラウンド
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テニスコート



「人間性の尊重」の理念のもと、
社員が生き生きと働ける環境づくりを推進しています。

社員との関係

研修制度の充実

　企業理念である「人間性の尊重」のなかには、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いう考えがあります。
その理念に基づき、社員が希望する研修への助成を積
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ってお
り、電気・生産管理・ビジネススキル・語学など約
250 種類の講座を用意しています。

　新入社員から役員まで対象とする階層ごとの研修体
系も用意され、能力に応じた研修を実施しています。

脳活休暇制度の実施

　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
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
的に実施しています。2012 年度は 700 名を超える社
員が利用しました。

新入社員対象の集合研修の様子

脳活休暇制度でリフレッシュ
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　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。少子高齢社会
が到来した現代では、一層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。

シニアスタッフが講師の品質研修の様子

育児 ・ 介護休業制度

社員の声

　　　　　　　　　社員との関係

　HIOKI では定年を超えた場合でも、本人の働く意
欲と当社の求める人材要件が一致すれば、さらに 65
歳まで毎年更新の再雇用となります。2013 年 4 月現
在で 41 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
れる制度を目指しています。また、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。
　さらに、2013 年 4 月から定年年齢の引き上げを段
階的に実施しました。引き上げは公的年齢の支給開
始年齢引き上げと同期して行なわれ、2025 年 4 月に
定年年齢は 65 歳となります。引き上げを決めた背景
には、HIOKI が今後継続的な成長発展を遂げるには、

継続再雇用制度と定年延長

その原動力である社員が不安を持たず安心して働ける
環境を提供したいという思いがありました。そのため
には、1 年ごとに契約を更新する継続再雇用という勤
務形態ではなく、定年年齢の引き上げが最適と判断し
ました。

　私は定年年齢が 1 年引き上げられることになりました。年金の支
給開始年齢が引き上げられるため、収入面での不安はありました
が、今回の定年年齢の引き上げにより、不安を持たずに安心して働
くことができると思います。
　これからは、後進の育成のために、技能の伝承も進めていきたい
と考えています。

精密技術課　竹沢 繁

　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勤務が、小学校卒業まではフレ
ックスタイムや時差勤務の適用が可能です。
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パート社員の正社員登用制度

　正社員登用制度　（開始年：2008 年）
　現在、製造部を中心に、パート社員の比率が高まっ
ており、大きな戦力となっています。当社ではパート
社員から正社員への登用制度を創設し、個々人が保有

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、総力としてさらなるパワーアップが図
れるものと考えています。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。
　2013 年 7 月現在の登用者数は 11 人です。

社員の声

　私は、長男を出産後、1 年間の育児休業を取得しました。この期間、
育児に専念することができ、子どもが日々成長していく姿をそばで感じ
ることができました。また、仕事から離れてみて、今までの反省、今後
の仕事への姿勢を考える貴重な時間を持てました。
　職場復帰後は、2 年間の時短勤務を利用し、育児と仕事の両立が無理
なくできました。こうした制度を利用してみて、HIOKI の理念「人間
性の尊重」のすばらしさを改めて実感しました。

QE 課　　能道 愛

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。

健康診断と人間ドック
　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、毎年健康診断を行なって
います。特に 30 歳および 35 歳以上の社員は毎年人間
ドック検診を受けています。これは、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。社員がやりがいをもって働くには、
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。

健康第一の施策

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あります。このような楽し

健康相談室で社員の健康をサポート
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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。
　現在、当社敷地内に健康増進センターを建設してお
り、社員が汗を流すフィットネス設備を導入する予定
です。

建設が進む健康増進センター（上）と完成予想図（下）

外国からのお客さまにお点前をする茶道部員

く歩いて健康づくりに繋がるウォーキングを推奨して
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。
　
専門家による健康相談・カウンセリングの実施
　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、保健師資格を有する当社社員が健康相談室に
常駐していますので、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、健康維持に対する社員の関心を高めても
らうために、年 1 回程度、健康講座を開催しています。
2013 年度はタニタ体重科学研究所所長を務める池田
義雄氏（医学博士）をお招きし、「タニタ式健康管理
のすすめかた『一無、二少、三多を中心に』」と題し
た講演会を開催しました。講演会では、生活習慣病と
メタボリックシンドロームを予防する方法を語ってい
ただきました。

　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」の実
現に繋がっていきます。

会社生活を潤すクラブ活動
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トを実施しています。
一定レベルを超えた
リスクは改善し、危
険ゼロの職場をめざ
し活動を進めていま
す。
　また、危険な作業
を行なう社員には事
前講習会を行なった
り、新しく入社した
社員には安全衛生教
育を実施したりして
います。
　 な お、SHMS 推 進
委員会以外にも、交
通安全部会や電気部会、健康づくり推進委員会が独自
の活動を進めています。

リスクアセスメントシート

労働安全衛生への取り組み

　お客さまに高品質の電気計測器を安定的に提供する
ためには、社員が安全に働ける環境が不可欠です。そ
のため、当社では安全衛生委員会が主体となって労働
安全衛生に関する取り組みを進め、事故や災害のない
安全な職場づくりを構築してきました。
　HIOKI は企業理念「人間性の尊重」をベースにし
た安全衛生基本方針を策定しています。方針の中では、
2009 年 4 月に導入した安全衛生マネジメントシステ
ム（SHMS）の運用で継続的に安全衛生水準を高める
ことを定めています。
　こうした方針をもとに、安全衛生委員会の下部組織
である専門部会が具体的な活動を進めています。例え
ば、SHMS 推進委員会では全職場を対象に HIOKI で
は危険性・有害性の事前評価であるリスクアセスメン

　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。1 階にはレストランが
あり、健康に留意したメニューが提供されています。
各階には洗濯機や乾燥機も設置されており、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、日置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
境改善に努めています。 お客さまも宿泊する日置ロッジ

独身寮 「日置ロッジ」

　　 社員との関係

安定した労使関係の構築

　企業が継続的に発展していくためには、長年にわた
って培われた信頼をもとに、会社と労働組合双方が健
全な関係を構築していくことが必要です。
　HIOKI では労使双方が忌憚のない意見交換ができ
る場として「経営懇談会」を毎月開催しています。こ
の場では、労使トップが顔を合わせ、経営状況や職場
環境の情報を共有し、その時々に生じる課題を協議し
ています。このほか、会社の課題や社員からの要望に
対する改善を審議する場として、「給与委員会」が設
置され、人事制度や福利厚生など幅広いテーマを議論

しています。こうした場を通じて、労使双方の相互信
頼を醸成しています。

経営懇談会の様子
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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お客さま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、2013年1月1日改定

　 環境への取り組み

地域や地球環境への影響軽減と調和を図るため、
全社を挙げて環境に配慮した活動をしています。

環境方針
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　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。
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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2013～2015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お客さま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
度比の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

 　　　　　  環境への取り組み
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環境事務局

実行責任者
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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。2012年度は排出量は前年並みでした

( 年 )

売上原単位での CO2 排出量の推移 CO2 総排出量の推移

社員の声
　CO2 排出量削減に向け、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。昨年同様、
電力不足への対応として 2013 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。

省エネルギー部会長　桜井 稔 （生産技術課長）

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）

が、売上高が減少したために売上原単位は増加となり
ました。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。
　当社は現在、本社工場の照明のLED化に向けて取
り組みを進めています。LED化により、対象施設の
CO2排出量削減を推進してまいります。

　( 年 )

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

第 11 回 HIOKI 祭りで実施した省エネ講座
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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
感してもらっています。

人と地球生き生き

グリーンポイントキャンペーン

　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
客さまに付与され、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 年に開始したこのキャンペーンは、「ふ
るさとの森づくり」活動をお客さまとタイアップし、
植樹によって地球温暖化防止に少しでもお役に立てる
ことを願って企画しました。2012 年度のキャンペー
ンと植樹実績をご紹介します。

1. 2012 年度グリーンポイント・キャンペーン実績
ポイント数：13,405 ポイント（植樹予定本数 1,341 本）
2. 植樹実績
　日時：2013/6/21（金）
　場所：佐久市立切原小学校
　本数 ： 1,500本（うち1,341本はキャンペーン実績分）

2013 年 6 月　佐久市切原小学校での植樹

2012/1/1 ～ 12/31 までの期間に、
皆様から Eco 支援製品をご購入い
ただいたポイント数により、 HIOKI
は下記のとおり苗木を植樹いたしま
した。

公益財団法人 HIOKI 奨学 ・ 緑化基金 / 日置電機株式会社

植樹本数 : 1,341本
植  樹  日：2013 年 6 月 21 日 （金）

植樹場所 : 佐久市立 切原小学校

　2004 年から廃棄物削減によるリサイクル率の向上
に取り組み、分別の徹底とリサイクルルートの拡大に
よって 2012 年はリサイクル率 97.3％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り組みによって、廃棄物

対策が大きく前進しました。
　なお、HIOKI ゼロエミッションの定義は以下の通
りです。

　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 ゼロエミッション
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環境に配慮した製品設計
　自社製品がお客さまに与えている製品寿命終了後の
廃棄の影響について考慮し設計しています。
　以下の環境配慮項目と、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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メモリハイコーダ比較 抵抗計比較

LR8410( 新製品 ) LR8400( 従来製品 ) RM3544( 新製品 ) 3540( 従来製品 )

設計開発担当者から 設計開発担当者から

薄型化にこだわり、本体のみの比較で約 2/3 の
小型化を実現しました。

従来製品より高精度でありながら、ウォームア
ップ時間なしでの測定を可能にしました。また、
消費電力・廃棄材も削減し使用者負担を軽減し
ました。

　LR8410 は小型の測定ユニッ
トと、表示器を兼ねる本体との
間を無線化した製品です。こ
れにより、入力配線を長く引
き回す必要がなくなりました。
機構面では、本体のみの比較
で体積比約 60％と省スペース
化を実現、質量比約 70％、廃
棄材料も約 40％削減と省資源
化ができています。

　抵抗計 RM3544 は「手動ラ
インや自動ラインにフィットす
るシンプル抵抗計」というコ
ンセプトのもと、従来機 3540
と比較し同価格でありながら 1 
桁上の性能を実現しました。
　消費電力 8.3%、質量 11.4%
を削減するとともに、従来 30 
分必要であったウォームアッ
プ時間を 0 分とすることにより、
電源投入後すぐに測定でき環
境側面からも使用者に使いや
すい商品となっています。

技術部
技術 1 課
倉島孝行

技術部
技術 2 課
鳴沢知弘
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※ 3540 は AC アダプタ 9445-02 を含む
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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、市民とともに緑化を推進する「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。2013 年までに、28
か所に 65,906 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 8,245 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「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、
横浜国立大学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」

2013 年新入社員による植樹の様子

　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、近隣の業者の皆さまに納品形態
を段ボール梱包から通い箱へ変更をしました。
　HIOKI 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さまの協力を得て取り
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。　

取引業者さまへのポスター

ペーパーレスへの取り組み

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 )
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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。

財団事務局　都築弘子

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 3」：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）
　2013 年　佐久市切原小学校：1,500 本（生徒・保護者・教職員など 155 名が参加）
　　　　　（累計 28 か所に 65,906 本植樹、延べ参加人員 8,245 人）
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植樹活動の実績

　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 1km 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）
　2012 年　紺綬褒章を受章（日本国）

　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
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