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Message

ごあいさつ
代表取締役社長　町田正信

　当社は、創業以来一貫して電気計測器をお客さまに提供し、

お客さまの開発、生産、メンテナンス等の用途でご活用いただ

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。

　さらに当社は現在、事業のグローバル化を進めており、米国

や中国、東南アジア、韓国において販売子会社を通じてお客さ

まに電気計測器を提供しております。本年 5 月にはアラブ首

長国連邦のドバイに中東駐在員事務所を開設しています。

　これからも国内外のお客さまに新しい価値を提供できる信頼

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「HIOKI の理念」を全社員の基本的価値観として共有し、

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。

　昨年、当社は創業 80 周年という節目の年を迎え、5 月には

最新鋭の研究・実験設備を導入した HIOKI イノベーションセ

ンターが稼動を開始しています。この信州上田の地から世界に

向けて、HIOKI でしか成し得ない新技術の創出、そして新製

品の開発を強く推し進めることで、企業理念の実現に取り組ん

でまいります。

　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。

　HIOKI は 1999 年に初めて「環境報告書」を発行し、

2010 年からは「社会環境報告書」として発行することと

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。

　本年からは、さらに多面的な内容とすべく、社会的責任に

編集方針

関する国際規格である ISO26000 を踏まえて、記載内容

を見直しました。

　なお、本報告書は原則として 2015 年 4 月から 2016

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。
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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

の本社工場一帯を「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、その敷地一帯を指し

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

なって失われた自然を復元させ

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 123,500 ㎡、外周延べ約 2km にわたり、45 種類約

92,200 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。

　2015 年 5 月には最新鋭の実験研究設備を導入した HIOKI

イノベーションセンター（研究棟）が稼働をはじめました。研

究棟と本社工場には開発、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。また、2016 年

4 月から独身寮兼ゲストルームである日置ロッジの第 2 棟の

建設工事が始まりました。2017 年 4 月入社の新入社員が入

居できるように、現在工事を進めています。この HIOKI フォ

レストヒルズは、現在も成長を続けています。

　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、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。

HIOKI フォレストヒルズ全景

HIOKI フォレストヒルズ

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
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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皆さまに対する「約束」とい

う意味が込められています。

　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。

　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

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

HIOKI が目指す企業像
HIOKI が大切にしている価値観です

HIOKIの約束
H I O K I ' s  P r o m i s e

経営
ビジョン

経営指針

HIOKI の理念

高付加価値
企業

オンリーワンへの
挑戦

8 つの経営方針

人間性の尊重 社会への貢献

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　崇高な倫理観

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。自動車やスマー

トフォ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。

　現在は、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（パワーアナライ

ザ）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

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、将

事業内容

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

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、インバータ、
　バッテリなどの開発・性能評価
■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

来的に自動車の自動運転技術の推進に伴って、各種センサの開

発が促進されます。こうしたセンサの良否検査には当社のイン

ピーダンスアナライザが役立ちます。

　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、どのような時代でも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。

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

インピーダンスアナライザ　IM7581パワーアナライザ　PW6001
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企業価値向上のための経営体制の確立を追求し、

すべてのステークホルダーの皆さまに対して社会的な責任を果たします

コーポレート
・ガバナンス

基本的な考え方
　当社はコーポレート・ガバナンスを企業価値

向上のための経営体制の確立と認識していま

す。コンプライアンスを最重要視し、経営の効

率化に取り組み、適正な利益を確保すると同時

に、経営情報の積極的な開示により経営の透明

性を高め、株主・投資家、お客さま、社員など、

すべてのステークホルダーの皆さまに対して、

その社会的な責任を果たしてまいります。

コーポレート・ガバナンス体制の概要
　当社の取締役会は取締役 6 名（うち 2 名は

社外取締役）で構成されています。取締役会は

経営に関する重要事項を決定する機関として毎

月 1 回開催し、必要に応じて随時、臨時取締役

会を開催しています。

　当社は監査役会を設置しています。監査役会

は監査役 4 名（うち 2 名は社外監査役）で構

成されています。監査役は取締役会をはじめと

して重要な会議に出席し、また監査役会におい

て取締役の業務執行を監査しています。

　当社は執行役員制度を採用し、取締役会にお

ける経営の意思決定および取締役の業務監督機

能と業務執行機能を分離しています。執行役員

は業務執行機能を担い、経営の意思決定に基づ

く業務執行を迅速に行なっています。

　当社では取締役会の諮問機関として社外取締

役を含む経営諮問委員会を設置し、経営の意思

決定の透明性、公平性を確保しています。

株 主 総 会

監 査 役 会
監 査 役 4 名

（うち社外 2 名）

取 締 役 会
取 締 役 6 名

（うち社外 2 名）

会 計 監 査 人
監 査 法 人

経 営 諮 問 委 員 会

代 表 取 締 役 社 長

経 営 会 議

執 行 役 員

事 業 部 門

監

査

室

選任・解任 選任・解任 選任・解任

会計監査

答申諮問

報告報告

報告

監査

監査
選任・監督

指示

指示

指示

HIOKI のコーポレート・ガバナンス体系図

監査
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役員報酬について
　役員報酬については、2007年2月28日開催の第55期定時

株主総会の決議により、取締役および監査役の報酬限度額を決

定しており、その範囲内で取締役会の決議により決定していま

す。

　なお、取締役の賞与は2007年12月期から利益連動給与と

して支給しています。

内部統制システムについて
　会社法および会社法施行規則に基づき、「内部統制システム

構築の基本方針」を定め、当社グループの業務の適正を確保す

るための体制の整備に取り組んでいます。内部統制の整備運用

状況の把握にあたっては、内部監査部門である監査室が当社お

よび子会社に対しての内部監査を実施し、監査結果は取締役会

および監査役会に報告されています。また、監査役監査、会計

監査人監査と連携して日常的な監視を行なっています。

　2015年12月期の連結会計年度の末日時点における、当社

グループの財務報告にかかる内部統制報告書は、会計監査人に

より有効であると評価されています。

コンプライアンスに向けた取り組み
　HIOKIの理念「人間性の尊重」「社会への貢献」に基づき、

社員が法令、定款および社会規範を遵守した行動を取るための

指針として、当社は「社員行動規範」を制定しています。当社

グループの取締役および部長・室長は自ら率先してこれを遵

守、実践して社員の模範となるよう努めています。

　また、内部監査部門である監査室は総務部と連携して当社お

よび子会社のコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締

役会および監査役会に報告しています。

　社員の声が直接会社に届けられる仕組みも設けています。当

社は年に1回、社員の意見を聞くために志向調査を実施し、社

員の声をダイレクトに聞く取り組みをしています。さらに外部

の弁護士を窓口とした内部通報制度を構築・運営し、法令上疑

義のある行為などについて社員が直接情報提供を行なえる環境

を整えています。

　当社グループの関係者による当社株の売買に関しては、「イ

ンサイダー取引防止規定」を定め、本規定を遵守するように定

期的に周知しています。

リスク管理体制について
　各種リスクの対応の仕方によっては企業経営の根幹に大きな

影響を及ぼす恐れがあるとの認識のもと、当社はリスク管理を

きわめて重要なものと捉えています。そしてリスクに対する未

然防止手続き、発生した場合の対処方法等を定めた「リスク管

理規定」を制定しています。各部門はこの規定に従って業務を

遂行し、当社グループ全体のコンプライアンス、環境、災害、

品質、情報セキュリティーなど、さまざまなリスクの把握と予

防に努めています。

　さらに安全衛生、環境対策、輸出管理などについて全社横断

的な委員会組織を設けるとともに、関連規定および要領などを

全社的に整備するなど、当社および子会社を取り巻くさまざま

なリスク要因に対応するのに必要な体制を整えています。　

■役員（2016年7月1日現在）
　取締役

　　代表取締役社長　町田正信

　　　　　　取締役　細谷和俊（兼 専務執行役員）

　　　　　　取締役　岡澤尊宏（兼 執行役員営業本部長）

　　　　　　取締役　巣山芳計（兼 執行役員製造部長）

　　　　社外取締役　中神靖雄（三菱重工業株式会社　元常務取締役（代表取締役））

　　　　社外取締役　中谷朔三（日信工業株式会社　元代表取締役社長）

　監査役

　　　　常勤監査役　田口公明

　　　　常勤監査役　竹内繁弘

　　　　社外監査役　小川直樹（小川直樹会計事務所　所長）

　　　　社外監査役　弓場　法（弓場会計事務所　所長）

コーポレート・ガバナンス
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ステークホルダー 取り組みの概要 紹介ページ

　　　　お客さま
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。

P.8 ～ 12

　　　　取引先さま
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。

P.13 ～ 14

　　　　株主・投資家
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。

P.15 ～ 16

　　　　地域社会
「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。

P.17 ～ 20

　　　　社員
「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。

P.21 ～ 26

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

P.27 ～ 34

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

すべてのステークホルダーの皆さまと、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

ステーク
ホルダー
との関係

　HIOKI と関係する主なステークホルダーは、

お客さま、取引先さま、株主・投資家の皆さま、

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、期待にお応えしたいと

考えています。

Contents
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お客さまの満足と信頼を得るため、環境への影響を低減し調和を図り、

高品質の製品と最高のサービスを提供していきます

■

お客さま
との関係　

　当社は企業理念「社会への貢献」に基づき、

「品質・環境方針」を定め、魅力的な製品の開発、

生産、販売 ･ サービスを提供することを目指し

ています（「品質・環境方針」は P.28 に掲載）。

 　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。

改善活動の取り組み
　当社では、品質管理に TQC（Total Quality Control：全

社的品質管理 ) を導入した 1977 年に改善提案の取組が制定

されました。その後、バブル経済の崩壊を経て、各企業の小集

団活動も二極化するという流れのなか、時代に合った体制に見

直し、現在の「ACE21 活動」として再スタートしました。

　当たり前の品質を魅力的品質にかえるため、適合の質から顧

客満足、そして顧客歓喜（感動）を得るために、その実現に向

けて一人ひとりのアイデアに富んだ活動（P-ACE 活動）と、

そしてもっと大きなチームとしての改善・改革ができる、部署

を超えた活動（T-ACE 活動）の仕組みを制定し活動しています。

　直近３年間の活動状況はチームでの活動に重きを置き、年間

約 1,500 件のチーム登録が行われ活動しています。今年は前

年比 10％ UP の活動目標を掲げ取り組んでいます。

　この改善活動の成果は、毎年全社員が一堂に会して行われる

全社発表会の場で選抜チームの発表が行われます。発表会は「新

しいアイデアの泉」です。社員一人ひとりがアイデアの泉で心

を満たし、また新たな改善の糸口を見つけて取り組んでいます。

ACE２１ 活動概念図

HIOKIの理念
人間性の尊重
社会への貢献

HIOKIの成長発展 自己実現

顧客満足 達成感

能力
（ABILITY） 創造性

（CREATIVITY）
挑戦

（CHALLENGE）

喜び
（ENJOYMENT）

職場横断活動職場内活動 自主的勉強会

ACE21活動
製品・サービス
仕事、企業の質

（QUALITY）の向上

開発

生産

品質販売
サービス

コンセプト
の共有

コンカレントエンジニアリングの製品開発

ACE 活動　概念図
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　「お客さまの声」を製品開発に反映させるために、お客さま

とのコミュニケーションを重視しています。

　特に市場調査や技術セミナーなどを通して、技術部門の社員

が全国各地のお客さまを訪問する機会を増やし、お客さまの困

りごとや要望を直にお聞きし製品開発に展開しています。

　セミナーは、測定の必要性や操作方法、電気計測器の校正・

修理に関する内容など、お客さまに計測器を有効に活用してい

ただけるよう、さまざまな情報をお伝えする機会となっていま

す。

　また、各種展示会は、お客さまのビジネスにお役立ていただ

けるような、当社の最新計測技術をご紹介する機会としていま

す。特に 2015 年の 80 周年に本社で開催した「HIOKI イノ

ベーションフェア」は、1,600 名を超えるお客さまにご来場

いただき、創業以来培ってきた計測技術、最新テクノロジーを

ご紹介する機会となりま

した。

 今後もこうした取り組

みを強化し、お客さまと

のコミュニケーションを

より緊密なものとしてい

きます。

お客さまとの関係

グローバル視点での製品販売と開発

　

　製品の拡販と、真の計測ニーズをつかむこと目的に、中国、

韓国、東南アジア地域の販売会社を中心に販売網の構築を推進

しています。これらの拠点では、販売とともにアフターサービ

スの充実を図ることで、お客様の満足度向上を目指しています。

また、国内で展開している顧客密着型営業を外国販売にも取り

入れ、現地の販売代理店とも緊密な関係を構築しながら、広大

なエリアに向けブランド浸透を推進しています。

　2016 年 5 月には、アラブ首長国連邦（UAE）に中東駐在

員事務所を開設、また年内をめどにヨーロッパにも拠点開設を

予定しており、これまで手つかずの地域へも販売網の拡大を進

めます。

　製品開発面では、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活かす目的で、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始めています。

2016 年 1 月には、中国販社内に技術部を設置しました。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、市場に合った製品開発

につなげる活動を一層加速させていきます。

お客さまとの

コミュニケー

ション

ドバイ駐在員事務所の開所式
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　上海に赴任して 3 か月が経とうとしています。当社はこれまで日本以外での製品開発をし

てきませんでしたが、このたび現地での製品開発という大きな任務を受け、はるばる長野か

らやってきました。計測器は使っていただいているお客さまとのコミュニケーションが非常

に大切です。お客さまの仕事の支援をするのが私たちの仕事ですから、そのお客さまの仕事

を知らなければ本当に喜んでいただける製品をご提供することができないためです。

　これまで知っていた中国と実際に住んでみてわかった中国は少し違いました。お客さまの

現場を見させていただくと、日本のそれと同じではありません。私たちは日本人の感覚で作

った計測器を世界の人に押し付けていた側面はなかったのか？良いと思っていた機能や性能

は本当に喜ばれていたのだろうか？自問自答する毎日です。そして中国はとにかく広いです。

一つの国の中でもいろいろな要望があるでしょう。エンジニアのグローバル化とはそういっ

た多様性に対して、制約のある中で対応していくことだと思います。

　　　　　　　　　　　　　 日置（上海）商貿有限公司　技術部長　小林健二 

研究棟建設による開発環境の充実

HIOKI イノベーションセンター（研究棟）

技術部門を 1 フロアに集約

　将来に向けたさらなる成長のために、HIOKI イノベーショ

ンセンター（研究棟、C 棟）を建設し、2015 年 5 月から稼

働しています。

　コンセプトは「人と環境と未来を育む先端技術創造拠点」で

す。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っていました。開発環

境のあり方を見つめ直し、複数階に分散していた約 270 名の

技術開発人員を同一のフロアに集結させました。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たものです。

　さらに同センターでは、最新鋭の実験研究設備を導入しまし

た。これにより、お客さまの期待に応える商品の創出とそれに

向けた要素技術の開発を推進してまいります。

　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

した設計としました。例えば、自然採光を取り入れ、日中は照

明をつけなくても仕事ができる光環境を確保しています。また、

風により自然開閉する換気窓とするほか、地下を通して温度の

安定した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。

社員の声
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思いを

カタチに

「German Design Award 2016 Special Mention」
を受賞した電圧センサ PW9020

利便性の高いデザインの提案
　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ます。新製品設計で

は、これらの要求に配慮して利便性の高いデザインを提案して

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ています

（2015 年までに 63 件の受賞）。

　特に、世界初の金属非接触型電力計「クランプオンパワーロ

ガー PW3365」の「電圧センサ PW9020」は、ドイツデザ

イン賞「German Design Award 2016 Special Mention」

を受賞するなど、国際的にも高い評価をいただいています（な

お、PW9020 は 2014 年グッドデザイン特別賞のひとつ、「未

来づくりデザイン賞」を受賞、来

るべき社会の礎を築くデザインで

あると認められました）。

　さらに、PW3365 は日刊工業

新聞社主催の第 45 回機械工業デ

ザイン賞「審査委員会特別賞」に

も輝き、各方面から高く評価され

ています。

　作業者の安全性と測定値の正確性を追求し、これをカタチと

して実現した代表的な製品となりました。

機械工業デザイン賞に輝いた PW3365
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新ロゴのメッセージ
人を育み、新しい価値を生み出す

情熱をもって高品質の商品を世界に届ける

　当社は2016年1月1日にコーポレートロゴマークのカラー

を20年ぶりに刷新しました。

　グローバル化が加速する中、計測市場においても海外でのブ

ランド認知度をより一層高める必要性が増しています。

　こうした背景から、1996年以来使用してきた現在のロゴ

マークから、HIOKIブランドの認知度を高めることを目的とし

て、グローバルで通用する「分かりやすさ」「強さ」を意識し

たデザインに変更することを決定したものです

　今回採用したコーポレートカラーの青色（HIOKIブルー）

は、2006年から製品に展開している青色で、「真摯に顧客

と向き合い、ひた向きな情熱でものづくりに取り組み、信頼や

愛着を感じていただける高品質な製品を世界中のお客様に提供

する」という情熱と想いが込められています。

　このHIOKIブルーをコーポレートロゴタイプに使用する色に

統一し、より明快なブランドイメージの発信により、グローバ

ルでのブランドイメージの浸透を目指します。

お客さまとの関係

保証期間内の修理を無償実施

東日本大震災復興への支援

　「計測器を修理したいが、計測器を HIOKI へ送ってから戻さ

れるまでの期間が長すぎるのは困る」。お客さまのこんな声に

対応して、当社は 2013 年 12 月 2 日から修理に関する新サ

ービス「ワイド保証サービス」を開始しました。ワイド保証サ

ービスとは、保証期間内に実施する有償修理を一回に限って無

償で行なうというものです。

　従来は修理費用の見積もり作業のために一定の日数を要して

いました。新サービスによりこの見積もり作業の必要がなくな

ります。そのため、修理完了までの期間を短縮することができ、

修理のためにお客様が計測器を使用できない期間（ダウンタイ

ム）が短くなります。お客様には購入後も安心して HIOKI 製

品をご使用いただけます。

　東日本大震災の復興支援として、インターネットショップの

売り上げの一部を義援金として日本赤十字社を通じて継続的に

寄付してまいりましたが、より HIOKI らしい形で支援継続を

すべく、2014 年 6 月で一旦区切りをつけました。そして、

新たな支援として、被災地の学校に当社が製造販売する電気計

測器を寄贈し、その計測器の使用方法や電気計測器全般につい

ての講習会を開催することにしました。

　2014 年の宮城県登米市の宮城県立米
ま い や

谷工業高等学校に続

いて、2015 年には福島県小高工業高校へ現場測定器一式約

20 台を寄贈、講習会を実施しました。小高地区から南相馬に

避難しプレハブの仮設校舎での授業が続いており、実習室も運

送会社の倉庫を借り、冷暖房のない部屋での授業を行っている

そうです。厳しい環境での学校生活にもかかわらず生徒さんは

皆元気で礼儀正しく、また真剣に受講していただきました。

　また、4 月に発生した平成 28 年熊本地震では、被災により

弊社製品の点検が必要なお客様に無料点検サービスを実施する

とともに、被災者の皆様の支援および被災地の復興にお役立て

いただくために 200 万円を寄付いたしました。

　被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

福島県小高工業高校での寄贈（上）と講習会（下）の様子

コーポレートロゴマークのカラーを 20 年ぶりに刷新

新ロゴ（上）と旧ロゴ（下）
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●グリーン調達ガイドラインは、当社ホームページの「資材調達」ページをご参照ください。

取引先さまとの関係

取引先さまと Win-Win の関係となる

サプライチェーンを目指しています

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。

取引先さま
との関係

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

取引先様とのコミュニケーションの場に

年に 2 回、社内で部品展示会を開催
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満足度の低い項目 改善内容

11 項：当社から仕入先様へ積極的にコミュ
ニケーションが働きかけられているか？

取引先さまから提案のあった発注予定情報のメール配信を 2015 年 3
月から開始し、精度の高い情報提供が可能になりました。 
1 か月単位の発注予定を毎週 1 回配信（2015 年 3 月の開始時点。
2016 年 1 月以降は新基幹システムの稼動に伴い、EDI での確認が可
能になったことから、メール配信は終了） 
1 週間単位での発注予定情報を毎月 1 回配信（2015 年 6 月から開始）

14 項：当社からの EDI ※による部品使用予
定情報は参考になるか？

取引先さまとの関係

資材調達方針説明会の開催

3.50

4.00

4.50

5.00
1

2
3
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1213

14

15

16
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19

20

21

22

満足度比較 2016平均

2015平均

2014平均

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

　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）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。 

　満足度調査で毎年評価の低い 11 項、14 項を改善すべ

く、取引先さまから提案のあった発注予定情報のメール配信

を 2015 年 3 月から開始し、継続的に行なってきました。こ

れは従来の EDI 部品使用予定を、サプライヤー様向けに部品

発注予定といった形に変更して分かりやすくしたものです。

2015 年 3 月の開始時点では 1 か月単位の発注予定を毎週 1

回配信していましたが、これに並行して 2015 年 6 月からは

1 週間単位での発注予定情報を毎月 1 回配信しています。こ

れにより、精度の高い情報提供が可能になりました（1 か月単

位の発注予定情報は 2016 年 1 月以降は新基幹システムの稼

動に伴い、EDI での確認が可能になったことから、メール配信

は終了）。

　今後も当社は、取引先さまへ積極的に発注情報の開示を行っ

てまいります。

　資材調達説明会では、取引先さまに品質（Q）、コスト（C）、納期

（D）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。

　2015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　 株式会社エムピー様

　VA/VE 部門　株式会社東特上田販売店様

　納期部門　 コムパックシステム株式会社様

日頃の感謝を込めて
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　当社は 2016 年 4 月

1 日付で取締役会の諮

問機関として経営諮問

委員会を設置しました。

経 営 諮 問 委 員 会 で は、

経営の透明性と健全性

を高めるため、社外取

締役 2 名を含む各委員

に対して重要な経営課題を諮問します。企業経営に深い見識と

豊かな経験を持つ各委員からの助言・提言を活かすことで、コ

ーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図り企業価値を向

上させてまいります。

なお現在、当社は社外取締役として三菱重工業株式会社　元常

務取締役（代表取締役）の中神靖雄氏と日信工業株式会社　元

代表取締役社長の中谷朔三氏の 2 名を選任しています。

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、

投資家との関係

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

経営諮問委員会の設置

決算説明会などの取り組み

情報開示方針

配当政策

　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、連結配当性

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、連結配当性向 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。

       中神氏                 中谷氏

株主様とのコミュニケーションの場に

株主総会後の懇親パーティ
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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

　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、社長と専務から 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。

　2016 年 2 月の株主総会では来場された株主の皆さまを対

象にアンケートを実施させていただきました。アンケートでは

「株主になったきっかけ」や「総会への出席理由」「懇親パーティ

の感想」「当社へのご意見・ご要望」などをお聞きしました。

出席された株主さま 250 名中、約 150 名の皆さまにご回答

いただきました。アンケートでは当社への応援メッセージや株

主優待へのご要望などをいただきました。これらご意見・ご要

望を今後の総会運営などに活かしていきます。

　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。

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、昨年 4 月に機関投資家をはじめとするステークホル

ダーとの対話を強化すべく、総務課から広報・IR グループを

独立させ、広報課を新設しました。これにより、従来以上に当

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

株主総会

　本日、みずみずしい「長
野サンふじ」を頂戴しまし
た。早速長野の自然を味わ
いました。また孫達にも、
おすそ分けです。有難うご
ざいました。御礼申し上げ
ます。
（株主様のお手紙から抜粋）

優待品への株主さまの声
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「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

地域の皆さまとのコミュニケーションの場に

毎年開催、HIOKI 祭り

HIOKI 祭りの開催

　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、40 店舗以上の屋台村、子供たちに人気のキッズ

広場、本社工場を開放しての電気工作、会社見学ツアー会社見

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。　2015 年の祭りのテーマは、

『80th　ANNIVERSARY ～感謝～』でした。創業 80 周年

を迎え、当社を支えてくださった全てのステークホルダー、地

域社会の皆さまに感謝の気持ちでおもてなしをしたい、昨年の

テーマにはそのような思いを込めました。当日は約 5,000 名

（当社推計）の方々にご来場いただきました。

2015 年に稼動した研究棟のピロティをステージで、

来場者と当社スタッフが一体に
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青少年の

育成支援

少年硬式野球の支援

　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。

　リーグ設立以来、これまでに幾度となく全国大会に出場して

います。これまでの出場歴を次ページにまとめました。

　僕は 4 年間上田南リーグでプレーしました。その 4 年間の中で一番思い出に残る試

合があります。それは夏の信越の飯田戦です。あの試合は本当に忘れることができませ

ん。制限時間が迫っている中、2 アウトまで追い込まれていた時に打席に立った僕は今

まで練習してきたこと、チームみんなで頑張ってやってきた練習、そして親の顔が頭に

浮かびました。きっとあの時あきらめていたらヒットは打てていませんでした。そして、

全国大会を 3 大会出場し 6 勝をあげることができました。

　ここまで自分が成長できたのは、監督をはじめ、指導者の方々、日置電機の方々、そ

して毎日僕のために朝は早く、夜は遅くまで頑張ってくれたお父さん、お母さんのおか

げです。野球のことでたくさんぶつかったけれど、それも僕を成長させてくれました。

本当にありがとう。親元を離れて野球に打ち込むけれど、まだまだ未熟すぎる自分を厳

しく、時には優しくよろしくお願いします。必ず恩返しをします。それまで待っていて

ください。そして、ずっと僕の 1 番のファンでいてください。ありがとうございました。

卒団生の声

HIOKI のグラウンドを使用し、日々練習
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　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。

南ジュニアスポーツクラブの支援

　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。

地域社会との関係

グラウンド・テニスコート・ランニングコースの利用

上田南リーグ全国大会出場一覧表
年 クラス 大会名 場所 戦績 備考

1995 シニア 第 1 回全国選抜大会 大阪 1 回戦 　

　 シニア 第 21 回日本選手権大会 東京 ＊ 2 回戦 ＊初戦

1996 リトル 第 30 回全日本選手権大会 東京 ベスト 8 　

1997 シニア 第 25 回日本選手権大会 東京 1 回戦 　

　 シニア 東海連盟全国選抜大会 愛知 ベスト 8 　

1998 シニア 第 4 回全国選抜大会 大阪 1 回戦 　

　 シニア 第 26 回日本選手権大会 東京 1 回戦 　

2000 シニア 第 6 回全国選抜大会 大阪 1 回戦 　

2001 シニア 第 7 回全国選抜大会 大阪 1 回戦 　

　 シニア 第 29 回日本選手権大会 東京 1 回戦 　

2005 リトル 2005 全国選抜大会 上田 1 回戦 推薦出場

2006 シニア 第 12 回全国選抜大会 大阪 1 回戦 　

2012 リトル 第 46 回全日本選手権大会 東京 1 回戦 　

2013 リトル 第 47 回全日本選手権大会 東京 ベスト 8 　

2014 シニア 東北連盟全国選抜大会 宮城 1 回戦 　

2015 シニア 九州連盟全国選抜大会 宮崎 ベスト 8 　

2015 シニア 第 43 回日本選手権大会 東京 2 回戦 　

2015 シニア 第 9 回全日本中学野球選手権大会 東京 ベスト 8 　
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リサイタルや公開講座の開催

　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。過去には、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、テノール歌手の錦織健さん

といった方々によるリサイタルを行いました。また、タレント、

ラジオのＤＪと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による公開

講座を開催しました。

　2015 年は HIOKI 祭りの開催日に、バロック時代に製作さ

れた楽器を使用し、美しい音色と、緻密なアンサンブルを奏で

る新ヴィヴァルディ合奏団によるコンサートを行いました。ま

た、ジャーナリストの池上彰氏、海洋冒険家　白石康次郎氏、

元日産 GT-R プロジェクト総責任者　水野和敏氏を迎え、80

周年特別企画公開講座を開催しました。

　　　　　　地域社会との関係

ジャーナリスト　池上彰氏の講演会

「世界地図から世界が見える」

理工系学生への奨学金

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 名に増員し、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ました。

　2015 年までに、フォレストヒルズ奨学基金で 128 名、

HIOKI 奨学・緑化基金では 142 名、合計（延べ）270 名の

理工系大学生を支援しています。

　また 2016 年度奨学生の募集開始にあたり、若い技術者育

成と地方企業の成長発展のため、募集地域を長野県全域に拡大

し、あわせて募集人員も 20 ～ 30 名に増員することを決定し

ました。

学生の職場体験受入れ

　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。

　大学で貴社の説明を聞いた時よりも、より細かな仕事

についても知ることができてよかったです。テスターの

分解は初めての経験でしたが、内部まで見ることができ、

また古い製品と新しい製品を比較することで、技術の進

歩や使いやすさの追求などを実感することができまし

た。

学生の声

新ヴィヴァルディ合奏団による

コンサート
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「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

社員が HIOKI の財産

ダイバーシティ、女性活躍推進について
　現在、当社は米国、中

国、シンガポール、韓国

に販売子会社を置き、グ

ローバルな事業展開を行

なっています。そして、

これらの販社では現地の

人材を採用しており、日

本から赴任した社員とと

もに勤務しています。人

材の多様性（ダイバーシティ）に配慮した環境づくりを進めて

いく必要があります。こうした認識に基づき、当社は 2016

年 1 月に各部門の社員で構成される「ダイバーシティ推進プ

ロジェクト」を発足させました。同プロジェクトでは、2016

年 1 月から 2018 年 3 月までを活動期間とし、当社にとって

必要なダイバーシティの施策を議論立案し、推進していきます。

　また、2016 年 4 月施行の女性活躍推進法に基づく行動計

画案も同プロジェクトチームにおいて議論し、

　目標 1：新卒の女性採用率を 25% 以上にする

　目標 2：活躍する女性リーダーを育成する

といった 2 つの目標で構成される行動計画を立案しました。

　今後、2 年かけて具体的な取り組みを進めてまいります。

ダイバーシティ推進プロジェクト

　「ダイバーシティ推進プロジェク

ト」では、だれもが活躍できる職場

環境づくりを目指して、まず、女

性活躍推進法に基づく行動計画を

立案しました。

　行動計画の実施により、女性が自

分の持つ力を最大限に発揮できる

環境の整備に取り組んでいきます。

　また、現在、当社ではさまざまな国籍の社員が働いて

います。個々人の「違い」を受容し、尊重し合い、付加

価値生産性を向上させることが、これまで以上に求めら

れていることは言うまでもありません。

　ダイバーシティを推進する目的として、「個」のもつ

力を最大限に引き出し、その相乗効果やそこから生まれ

る活力を組織の成果につなげていくことが挙げられま

す。社員ひとりひとりが「働きがい」を持ち、生き生き

と仕事をすることで、お客さまへより良い製品やサービ

スを提供するための橋渡し役として努めていきます。

ダイバーシティ推進プロジェクト

委員長　塩崎あすか

社員の声
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採用・雇用方針について
当社は社員行動規範において、企業理念「人間性の尊重」に従い、

人種・性別・国籍・信条・身体的条件などを理由とする差別行

為を行わないことを定めています。この方針に基づき、選考過

程では試験や面接などを判断材料とし、差別のない雇用・採用

に努めています。

　また、当社は障害者の雇用を積極的に進めています。2016

年 4 月時点での雇用率は 1.8％となりました。今後、法定雇

用率（2.0％）を目指して、さらに取り組みを強化していきます。

継続再雇用制度と定年延長
　HIOKI では定年後、希望者全員を対象に 65 歳まで毎年再

雇用の契約をしています。2016 年 4 月現在で 23 名が継続

再雇用制度を利用しており、「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

実施しています。引き上げは公的年金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、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。

パート社員の正社員登用制度
　　現在、製造部を中心に、パート社員の比率が高く、大きな

戦力となっています。当社は 2008 年に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。2016 年 4 月現

在の登用者数は 34 人です。

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

この休業を利用することができ取得実績もあるほか、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。

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。

　就業規則と育児介護

休業法を最大限に活用

させていただき、第一

子に対し 2 回目の育児

休業を取らせていただ

きました。

　「親バカ」なんて言

われてしまいそうです

が、今の私にとって、

家族でいる時間が一番

幸せな時であり、家族

の笑顔が何よりも私を

元気にしてくれます。また、育児で体調を崩しかけた妻

にもしっかりと寄り添うことができました。

　自分や家族の幸せのために、堂々と有意義に制度を活

用し時間を作れる。そんな働き方を許される HIOKI の

文化、風土、理念の素晴らしさを本当に実感した育児休

業でした。本当にありがとうございました。

精密技術課　古市雅志

社員の声

社員との関係
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研修制度の

充実

■製造部での取り組み
　当社の社員教育は、資格によって全社横断的に受講する階層

別研修と、部門ごとに策定されるスキルアップを中心とした教

育訓練があります。

　製造部では、「モノづくりマインド研修」「作業スキル研修」「公

的資格挑戦」「技能五輪挑戦」の 4 つを軸とした研修カリキュ

ラムが策定されています。例えば、作業スキル研修を受けて社

内の認定に合格して初めて生産ラインの工程で作業ができる、

といった基準を設けています。

　こうした教育カリキュラムの策定や研修は、2010 年に長

野県卓越技能者知事表彰『信州の名工』に選ばれた社員が責任

者として担当しています。確かな技術と指導面でも評価をいた

だいている第一人者のもとで、計画的・体系的な技術者の育成

に取り組んでいます。

■「ものづくり継
けいそうじゅく

創塾」
　モノづくりで守るべき基本を永続的に継承することと、新た

な知識や技法の創造を目的として、2013 年から「ものづく

り継創塾」を開始しました。『継創』とは、継承と創造を意味

する造語です。この塾では、製造部の社員やパート社員全員を

受講対象として、少人数制でモノづくりの原理原則を学んでい

ます。

自動化が進み、本来あるべきプロセスを知ることなく生産され

ていく現代、改めて原点に立ち返ることで、「ないものは自分

で創る」「創意工夫」といった、モノづくりマインドを育てる

ことも、技術の継承とともに重視していきます。

■事業のグローバル化に向けた研修
　HIOKI Global Study Program を実施
　グローバルなビジネスに興味をもつ若手社員を対象に、自ら

設定した課題に取り組む研修制度を 2013 年から導入してい

ます。

　研修では、販売子会社社長によるビジネス体験談の聴講、英

会話教室のほか、海外マーケットについて理解を深めたうえで、

自主的に設定した研究課題をもとに実際に海外視察をして提案

を経営層へ発表する、といった内容で構成されています。導入

3 年目は、6 名が受講し、研修終盤にはアラブ首長国連邦や台

湾、ドイツ、スウェーデンなど選定したエリアをメンバーで分

かれて訪問、現地代理店との意見交換や展示会の視察、セミナ

ーの開催をしました。

　こうした取り組みをベースに、より多くの社員がグローバル

に活躍できる人材となるよう、研修制度を充実させていきます。

社員との関係

　お客さまに高品質の商品と最高のサービスを提供するためには、社員の能力を絶えず高めていく必要

があります。そのために各部署では社員の育成に力を入れています。具体的な事例をご紹介します。
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各種ハラスメント研修の実施
　各種ハラスメントは各人の尊厳を不当に貶める行為であり、

当社の「人間性の尊重」という理念の対極にある許されざる言

動と考えています。そうした言動を当社社員が行わないように、

就業規則や社員行動規範等で各種ハラスメントの禁止規定を盛

り込んでいます。管理職に対しては座学形式の研修を定期的に

行っているほか、社内報でも啓発記事を掲載し、ハラスメント

を行なわない風土づくりに取り組んでいます。

　また上記取り組みを行なっている人事課では、各担当者が人

権に関する研修会やセミナーに定期的に参加しています。

社内報での啓発ページ

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。

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。

良好な労働組合との関係構築
　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 では会社と組合の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、

双方の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、双方の相互信頼を醸

成しています。 2016 年の昇給交渉

社員との関係

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。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。
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健康第一の施策

■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、社員の被扶養配偶者（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。

■専門家による健康相談・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。

■健康講座
　健康維持に対する社員の

関心を高めてもらうため

に、毎年健康講座を開催し

ています。2016 年度は東

京女子医科大学名誉教授の

大塚邦明氏をお招きし、「体

内時計と睡眠」と題した講

演会を開催しました。講演会

では、大塚名誉教授のお話を聴講者は聞き入っていました。

■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。

2016 年度健康講座

社員との関係

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 2012 年度から設け、運用を開始しました。この制度を利

用し、多くの社員が所定休日を含め連続 9 日間の休暇を取得

しています。

　この脳活休暇が脳を活性化させ、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

仕事ができるようになることを期待しています。

独身寮「日置ロッジ」　第 2 棟建設を開始
　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。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。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。また、本社外の社員が研修で訪れた際の宿泊施

設としても利用されています。

　2016 年 4 月からは日置ロッジ第 2 棟の建設工事がはじま

りました。今後、さらなる事業のグローバル化に向け、社員の

福利厚生施設としてより過ごしやすい環境を整備するととも

に、教育研修の充実も図ることを目的としています。2017

年 3 月の完成予定です。

第 2 棟のイラスト



26

レクリエーション行事の開催
HIOKI では、「社員の自己啓発、コミュニケ－ションの向上、

親睦等を図る」ことを目的に、レクリエーション行事（レク行

事）を会社と労働組合が共催の形で開催してきました。

　レク行事では、ソフトボール大会やマレットゴルフ大会など

のスポーツ行事のほか、趣味の成果を発表する文化趣味展、伝

統文化に触れる華道展やお茶会など、多様なイベントを企画

しています。2015 年度は 10 イベントを企画運営しました。

たとえば、本社（上田市）で開催するソフトボール大会には、

首都圏、北関東、静岡、大阪の各営業所からも出場し、大きな

盛り上がりを見せています。

　多くの社員が参加するレク行事は、社内の親睦を深めるよい

機会となっています。

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。

　2013 年秋には、当社敷地内に健康増進センターが完成し、

現在センター内にあるフィットネス設備で社員が汗を流してい

ます。

　また、2015 年には 6 月を「ワーク・ライフ・バランス月

間」と位置づけ、部署ごとに計画を立て定時帰宅できるように

取り組みました。この取り組みは 2016 年も継続されていま

す。各社員が個々人の仕事の効率化を進める機会とすることを

目的に、6 月 23 日（木）に労使共催で講演会を開催しました。

この講演会は、日本 IBM 株式会社ソーシャル事業部の河野英

太郎氏を講師に、「【99％の人がしていないたった１％の仕事

のコツ】～すぐに効果の出る、効率的な仕事の進め方～」とい

うテーマで行なわれました。

会社生活を潤すクラブ活動
　当社にはスポーツ系 10、文化系 3、計 13 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。

盛り上がるソフトボール大会

レク行事「クリスマス会」で演奏するフォークソング部

社員との関係

公開講座の講師　河野英太郎氏
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品質・環境方針

　HIOKIは、企業理念である「社会への貢献」に基づ
き、顧客の満足と信頼を得るために、環境への影響低
減と調和を図った高品質の製品と最高のサービスを提
供し、全社をあげて環境に配慮した企業活動をする。

1.顧客要求事項及び適用する法規制に適合した環境配
　慮製品及びサービスを提供し、環境影響を未然に防
　止することに努める。

2.リスク及び機会を考慮した業務改善・サイト活動の
　改善により、品質・環境パフォーマンスを向上させ
　る。

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。

4.品質・環境マネジメントシステムに関連するサイト
　内部および外部で活動する関係者とコミュニケーシ
　ョンを図る。

5.地域の環境保全活動を実施する。

6.品質・環境マネジメントシステムを確立し、実施し、
　維持し、かつ継続的に改善する。

7.この方針に基づいて、品質・環境目標を定める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2016年1月 1日制定

地域や地球環境への影響低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。
環境への
取り組み

環境への取り組み
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（※）

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

環境活動の概要

　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。

　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。

公益財団法人
HIOKI奨学・緑化基金
との協力による植樹活動

<顧客参加型植樹活動>
グリーンポイントマーク
製品の販売による植樹
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品質・環境方針 環境基本活動（2016年度）
リスク及び機会を考慮した業務改善・サイト活動の改善
により、品質・環境パフォーマンスを向上させる。

省エネルギー活動
サイト内の消費エネルギー量を原油換算で2015年
度比1％削減する。

廃棄物対策
廃棄（部品、半製品、製品）の金額および重量を把
握し廃棄削減につなげる。

 地域の環境保全活動を実施する。 環境保全活動
1回/年以上の植樹をする。
1回/年以上の地域清掃活動をする。

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

実行責任者

環境への取り組み

環境保護推進体制

品質環境方針と環境基本活動

　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。

　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。
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B 棟：HIOKI ソリューションファクトリー（工場棟）
C 棟：HIOKI イノベーションセンター（研究棟）

CO2 排出量削減に向けて

　HIOKI の 2015 年度の CO2 排出量は前年比で大幅に増加

しました。これは、HIOKI イノベーションセンター（研究棟、

C 棟）の稼動に伴う増分を反映しています。社内の省エネル

ギー部会では、C 棟中心に CO2 排出の観点で影響の大きい

箇所のデータを蓄積し、このデータに基づき方策を立ててい

きます。具体的には、C 棟に設置した降雪・氷柱対策の融雪

ヒーターの運用見直しなどを検討しています。

　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。2015 年度は新たに研究

棟が稼動しました。それに伴い、

当社製品の遠隔計測システムを研

究棟にも設置しました。

　従来通り、本社工場の各フロア

の使用電力だけでなく、生産設備

の導入の際に与える影響の大きい設備など、主要監視

場所を決めてデータの蓄積を進め、今後の活動に活か

していきます。

　また研究棟の屋根には太陽光パネルを設置しており、

間接的に省エネに貢献しています。

　かけがえのない地球を守るため、省エネ部会では、

社員への啓蒙活動も行っています。

省エネルギー部会長　桜井 稔（製造 5 課長）

社員の声

上田市主催の夏休み企業見学会

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。

研究棟に設置の太陽光パネルの発電状況をモニタ
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カレントセンサ用ディスプレイユニット比較 設計開発担当者から

CM7290（新製品） 3290（従来製品）

従来機の、半分の体積・質量のカレントセンサ用ディス

プレイユニットです。

　CM7290 は カ レ ン ト セ ン サ
CT7000 シリーズ専用のディスプ

レイユニットです。カレントセンサ

を接続して使用することで、電流値

の表示および記録計などに信号を出

力することができます。

　従来比約半分の体積 , 質量になり、

使いやすさの向上、省資源化に貢献

しています。

　CT7000 シリーズのクランプ電

流センサにはオートゼロカレントセ

ンサがあり、太陽光発電設備の保守

管理など、長期間の直流電流の測定

に適しています。

技術部
技術 5 課
安部 裕介

0.0
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50.0
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100.0

体 積

削減率

質 量

削減率

消費

電力

削減率

ウォーム

アップ

短縮率

廃棄材

削減率

CM7290削減率

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。

環境配慮項目の概要を挙げます。

1. 省資源化では、部品原材料削減の目安として、製品体

　積・質量の削減を挙げています。また、生産工程にお

　ける直行率の向上等も含めて、ムダの無い設計・生産

　に取り組んでいます。

2. 省エネルギー性の向上では、使用時の消費電力、充電

　可能な電池の採用、ウォームアップ時間の短縮等を実

　施しています。

3. 組立・分解性の向上では、一例としてネジ点数の削減、

　材料名の表記、異種材料一体成型部品の削減、簡単な

　内蔵電池の取外し構造等を実施しています。

4. リサイクル性の向上では、単一材質（プラスチック、

　金属、包装材）や再生材の使用を多くし、廃棄段階で

　より多くの部材が再資源化できるよう活動しています。

環境配慮事項への設計データを入力

削減効果等による評価ランク付け

低ランクに対する環境影響を確認

総合評価を行ない、合否判定

開発継続 再検討

左記の配慮項目による環境対応製品開発の進め方

否合



32環境への取り組み

HIOKI ゼロエミッション

　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 2013

年はリサイクル率 97.5％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。
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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

　なお、2004 年から 2015 年の取り組みにより、HIOKI ゼ

ロエミッションが継続的に達成されていることから、2016

年以降は新たな取り組みを開始します。2016 年からは部品

廃棄、製品廃棄の金額および重量を把握し、この廃棄を削減す

ることとしました。2016 年はその現状把握の年とし、定期

的に廃棄金額と重量を集計しています。

地域清掃活動の実施

　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。
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ている蝶、またハチ

ドリ、ミツバチなど

の花粉媒介者を保護

することも目的とし

ています。これらの

花粉媒介者は、人間

が普段食べている野

菜、果物の生育に大

きく貢献をしていま

す。

　 2 0 1 5 年 の

10 月 14 日 に は

タ イ の カ ン チ ャ

ナ ブ リ で HIOKI 

SINGAPORE を 中

心とする当社社員と

現地の子どもたちが

参 加 し、200 本 の

苗木を植樹しました。

参加者からは、「植樹により社会に貢献できたことを実感でき、

非常に貴重な体験ができました」「子供たちの楽しさいっぱい

の笑顔で、たくさん元気をもらい本当に気持ち良い汗を流すこ

とができました」というメッセージをいただきました。

環境への取り組み

地域緑化活動「ふるさとの森づくり」

　1988 年に社員の手により HIOKI フォレストヒルズに植

樹がはじまり、森がつくられました。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。2015 年までに、30 か所に 69,261

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 8,575 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

支援を継続的に行なっています。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

浜市立大学が中心となり展開している活動です。

タイでの植樹

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。

　2015 年度のキャンペーンと植樹実績をご紹介します。

1. 2015 年度グリーンポイント・キャンペーン実績

　国内：15,298 ポイント（植樹予定本数 1,530 本）

　外国：6,077 ポイント（植樹予定本数 610 本）

2. 植樹実績（2014 年のキャンペーン実績に基づく）

　国内：青木村ふるさと公園あおき　1,855 本

　　　　（うち 1,383 本はキャンペーン実績分）

　外国：タイ・カンチャナブリ　200 本を植樹

　　　　アメリカ・ニュージャージー州　650 本を植樹

　　　　中国　200 本の苗木金額を現地の中国緑化基金会

　　　　　　　に現地通貨で寄付

　現在、海外地域でも同様の取り組みをはじめています。

　アメリカではニュージャージー州のトンプソン公園で

2015 年 6 月 20 日に HIOKI USA 社員とボランティア

19 人が参加し、650 本の苗木を植樹しました。同地での植

樹ではラトガース大学の教授の指導を受けました。今回の植

樹では、駆除剤や殺虫剤使用のために絶滅の危機にさらされ

アメリカでの植樹

　1988 年 HIOKI フ ォ レ ス ト

ヒ ル ズ に 植 樹 さ れ た 苗 木 は 約

60,000 本 で し た。28 年 経 過

した現在、植樹された苗木の累

計は約 92,200 本に増えていま

す。これらの増加分は、毎年新た

に HIOKI の仲間となる新入社員

によって行われる、新入社員記念

植樹で植えられた苗木が含まれています。今年も新入

社員の手によって約 400 本の苗木が HIOKI フォレス

トヒルズの仲間入りをしました。植樹した苗木と新入

社員が、HIOKI の森とともに大きく成長することを願

っています。

地域環境保全部会長
武田 進（情報システム課長）

社員の声
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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 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）

　2014 年　泰阜村あいパークやすおか：1,500 本（園児、村職員など 30 名が参加）

　2015 年　青木村ふるさと公園あおき：1,855 本（保育園児、小学生、中学生から一般参加者まで 300 名が参加）

　　　　　（累計 30 か所に 69,261 本植樹、延べ参加人員 8,575 人）
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