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ドライン」にそって編集しました。この環境
レポートは、当社の環境活動を広く様々な方
に理解していただけますよう、ホームページ
に公開しました。
今後も当社の環境保全活動が皆さまに正確に
伝わるように、具体的かつ充実した活動内容
を報告できるよう努めてまいります。対象期間：2008 年度

　　　　　（2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日）
　　　　　当該年度以外の内容も一部掲載しています。
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	 地球環境の保全は、人類共通の重要課題である。

	 この “ かけがえのない地球 ”を健全に維持することは、我々一人ひとりの責務である。

	 当社は、すべての企業活動を通して、常に環境保全に配慮し、

	 人に、社会に、地球に、優しい製品及びサービスを提供することにより、

	 国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すると共に、人類の福祉に貢献する。
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2009 年 11 月

代表取締役社長　井上 清恆

TOP MESSAGE
トップメッセージ

　「リオン環境レポート 2009」を発行するにあたり、皆さまの日ごろのご支援とご愛顧に対し、
改めて心よりお礼申し上げます。

　当社は 1944 年の創業以来、本年 6 月の創立記念日をもちまして、お蔭様で会社創立 65 周
年を迎えることができました。これも、ひとえに皆さまの絶大なるお引き立ての賜物と、従業
員一同深く感謝申し上げる次第でございます。
　その間、戦後の高度経済成長時代を経て大量消費社会となり、地球環境は日々破壊され続け
てまいりました。地球温暖化防止への取り組みは、社会の環境への意識が高まる中、もはや猶
予ならないところまできていると認識しております。当社では、1999 年より ISO14001 に基
づく環境マネジメントシステムを構築し、各部門において積極的に環境管理活動を推進してお
りますが、これは事業の継続的発展にとっても、経営の最重要課題の一つとして位置づけられ
るものであります。

　これからも、社会から常に信頼を得て発展し続ける企業グループとなるべく、制定した環境
理念、環境方針に基づき、環境配慮型製品の開発、製造、サービスを提供することにより、地
球に負荷をかけない環境経営に取り組んでまいります。

　皆さまからの温かいご支援とご理解を引き続き賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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環境方針

当社グループの目指す姿は、「社会の発展と快適な生活の実現および地球環境問題の改善に貢献し、
社会から常に信頼を得て発展し続ける企業グループ」となることであり、そのためにも環境管理活
動は、経営の最重要課題の一つとして位置づけられるものである。

１．環境負荷の低減
環境負荷の少ない製品の開発を推進し、部品調達から生産、販売、サービス、廃棄に至る全て
の事業活動において、環境影響を適切に認識、評価し、社内外の環境負荷を低減する。

２．環境管理活動の充実・強化
定量化された環境目的、環境目標を制定し、施策、責任、期限を明確にした実施計画を策定し
実行する。また、これらを適宜見直し、環境管理活動を継続的に改善する。

３．法規制の順守
環境関連法規制及び当社が同意するその他の要求事項を順守する。

４．地球温暖化の防止
廃棄物の再利用（reuse）、廃棄物排出の抑制（reduce）、廃棄物の再資源化（recycle）に取り組み、
資源の有効な利用を進め CO2 排出量等の削減に努める。

５．地域の環境保全
地域の環境活動への参加、近隣清掃、構内樹木の剪定等、緑の資産を良好な状態で維持し、地
域社会を含めた環境保全に尽くす。

環境方針は当社で働く全ての人々に周知徹底すると共に、グループ会社及び取引先、外部利害関係
者に対しても公開し、当社が行う環境管理活動に対する協力をお願いする。
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環境に対する姿勢と 2008 年度環境活動

環境管理活動におけるこれまでの経過

1998 年　4 月 ISO14001 の認証取得が経営指針に示され、エコプロジェクトチーム

（環境管理委員会）を発足

1998 年 11 月 環境管理マニュアル初版発行

1998 年 11 月 廃棄物置場（現リサイクルセンター）を設置

1999 年　1 月 環境管理委員会の常設機関として、化学物質専門部会を発足

1999 年　7 月 ISO14001:1998 の認証取得（JQA-EMO488）

2001 年　8 月 環境報告書初版発行

2003 年　4 月 環境管理委員会の常設機関として、鉛フリー専門部会を発足

2003 年　6 月 有機溶剤の再生化により、廃棄量の削減を開始

2006 年　5 月 グリーン調達システムの構築を開始

2006 年　6 月 外部監査機関 TÜV による ISO14001:2004 移行審査を受審、認証取得

2006 年 10 月 グリーン調達調査開始

2007 年　6 月 ISO14001:2004 認証範囲を国内全事業所に拡大

2009 年　7 月 グリーン製品（振動分析計 VA-12）の販売開始



Environmental Report 2009　7                     

： 管理統括部長
： 環境管理責任者
： 部課長代表
： 総務部総務課長

原則的に毎月会議を開催
し、環境方針の推進およ
び具体的な課題の設定と
推進を行う

環境管理委員会
委 員 長
副委員長
委 員
事務局長

経 営 会 議

社　　長

管理統括部長

環境管理責任者
副環境管理責任者

フロア担当部長

環境管理推進者

各部署部課長

（指導・支援）

構内常駐会社

産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物管理責任者
防火管理者
危険物保安管理者
危険物取扱者

法的管理者

取　引　先

主任内部環境監査員
及び内部環境監査員

環境管理委員会の決定事項に
対する実務課題を推進

専門部会

経
営
者

取 締 役 会

（協力）

INPUT

OUTPUT

研究開発

設　計

資材調達

製　品

補聴器
医用検査機器
音響・振動計測器
微粒子計測器

販　売

サービス

エネルギ
電　　力
都市ガス

水
水　　道

2,996
54,688

千 kWh
N㎥

27,726 ㎥

化学物質
PRTR 対象
化学物質 170.6 kg
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大気への排出
CO₂ 1,228 t-CO₂

環境に対する姿勢

推進体制
環境活動を全社で推進するため、1998 年に環境管理委員会を
設置して以来、現在まで取り組み体制の強化を進めてきました。
環境活動の統括機関である環境管理委員会を中心に、専門部会
を設置しています。この体制のもと、全社を挙げて環境活動に
取り組んでいます。

事業活動と環境への影響
様々な資源を投入して部品や製品を製造し、エネルギや水等の
地球資源を活用して事業活動を行っています。
それぞれの工程における環境負荷低減への積極的な取り組みを
行うように努めています。

環境監査
環境マネジメントシステムが適正に機能している事を確認するために、年
一回の内部環境監査の実施及び年一回の第三者機関による外部審査を行っ
ています。
2008 年度は、新たに新設した東京営業所を含む内部環境監査を実施し、
2009 年５月に外部環境審査を受審しました。



8　Environmental Report 2009

分　　　類 指　　　標 ( 単位 ) 2008 年度 2007 年度 前年度比

事業活動に投入する資源に関する効果
電力使用量 (Mwh) 2,996 3,250 △ 254
都市ガス使用量 (m3) 54,957 54,490 467
上水使用量 (m3) 27,726 26,616 1,110

事業活動から排出する環境負荷及び
廃棄物に関する効果

電力使用量 (t-CO2) 1,108 1,196 △ 87
都市ガス使用量 (t-CO2) 120 119 1

( 注 ) t-CO2 の換算において、電力は電気事業連合会公表の換算係数、都市ガスは環境省「二酸化炭素排出量調査報告書」の換算係数を使用。

単位 : 千円

内　　　容 2008 年度 2007 年度 前年度増減 経済効果

省エネルギによるエネルギ費の節減
電気使用料 53,589 50,867 2,722

4,228ガス使用料 4,746 4,054 691
水道使用料 19,502 18,687 815

省資源又はリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減 1,311 3,207 △ 1,896 △ 1,896
( 注 ) 実質的効果のみで、みなし効果は含んでいない。 合　計 2,332

単位 : 千円

分　　　類 主　な　取　り　組　み　の　内　容
設備投資額 保全費用額
2008 年度 2008 年度 2007 年度

事業エリア内コスト 0 11,454 15,479

内　訳
公害防止コスト 大気、水質、騒音等 　（0） （1,984） （2,975）
地球環境保全コスト 温暖化防止、オゾン層保護等 （0） （3,728） （4,079）
資源循環コスト 資源の有効活用、廃棄物の減量化等 （0） （5,742） （8,425）

上・下流コスト グリーン調達、リサイクル等 0 13,715 7,142
管理活動コスト 環境教育等 0 17,782 14,763
研究開発コスト 環境調和型製品開発等 0 9,125 3,380
社会活動コスト 緑化、情報開示等 0 284 284
環境損傷対応コスト 土壌汚染修復等 0 0 0

合計　 0 52,360 41,048

環境会計
環境会計の手法は、環境省の環境会計ガイドラインに準拠した環境会計を 2003 年度から実施し、
環境保全にかかるコストとその効果を把握するための取り組みを進めています。 環境会計の導入に
よって、環境保全活動を活発化し、継続的な環境対策を行い、その効果を向上させること、さらに
情報の開示により、環境保全活動の透明性を高め、環境に対する姿勢を明確にすることを目指して
います。
対象期間：2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日、集計範囲：本社工場
参考：「環境会計ガイドライン 2005 年度版」

１．環境保全コスト

2008 年度は新たな設備投資額はなく、保全費用額は 52,360 千円となり前年度比 11,312 千円の
増加となった。環境管理活動の取組みを従来の「紙・ごみ・電気」から、事業活動における環
境負荷の低減にシフトしたことにより、製造技術部門での上 ･ 下流コスト（グリーン化活動関連）
及び研究開発コスト（鉛フリー関連）を保全費用として新たに計上したことによる。

２．環境保全効果

３．環境保全対策に伴う経済効果　－実質的効果－
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2008 年度の環境活動

化学物質専門部会の活動
化学物質専門部会の 2008 年度における主な活動は、有機溶剤
および有鉛はんだに含まれる鉛の使用量把握と、有機溶剤（ア
セトン、イソプロピルアルコール、メチルアルコール、トルエ
ン、ラッカーシンナー、ファイントップ S005 を対象）の再生
使用による、購入・廃棄量の削減および危険物倉庫の管理、化
学物質廃棄管理、安全な使用方法の啓蒙です。

●危険物倉庫の管理はイントラネットにより在庫数が分かる状
態になっており、化学物質の廃棄に関してはリオングルー
プの依頼分も含めて処理しています。

●安全な使用方法の啓蒙に関して今年度は、｢毒物｣ ｢劇物｣ の
取り扱い方法および表示方法について化学物質委員・管理
者に講習会を行いました。

● 2003 年に有機溶剤の再生装置を購入後、当社をはじめリオ
ングループで使用した有機溶剤も回収し、その再生活動を進
めています。2008 年度の実績は 422.5kg を回収し、401.5kg
再生 ( 再生率 95％ ) となっています。

　このように地球汚染を最小限にとどめるほか、有機溶剤から
水溶性溶剤へ転換の使用可否評価を積極的に進めています。

　やむを得ず再生溶剤を使用した場合には、ガスクロマトグラ
フによる分析および品質確認 ( 維持 ) を行い、製品に影響を
与えないよう配慮しています。

● 2008 年度の当社の主要有機溶剤の使用量は以下の通りとな
り、合計 201.1 kg となりました。これは再生装置購入前の
2002 年度実績 448.6 kg に対し 55.2％の削減となります。

　　アセトン　…………………………………　50.2 kg
　　イソプロピルアルコール　………………　42.4 kg
　　メチルアルコール　………………………　57.8 kg
　　トルエン　…………………………………　47.6 kg
　　ラッカーシンナー（トルエン換算）　 … 　3.1 kg

現実的には大気中への放散比率が約８割と高くなっており、
再生利用による減量活動に限界の兆しがあります。今後は、
製造工程、作業工程の見直し、改善が必須であると考えて
います。

●はんだ付け作業は鉛フリーはんだへの転換を図っております
が、鉛換算で 2007 年度 29.3 kg に比べ 36.5％削減の 18.6 kg 
の有鉛はんだの使用となりました。

鉛フリー専門部会の活動
音響・振動計測器部門で 10 機種、補聴器部門ではプリント回
路板組み立てで 20 機種、本体組み立てまでの完全鉛フリー化
はその内の 11 機種で移行が完了しました。
センサ製造技術部門は補聴器用トランスジューサ 10 機種すべ
てと、振動計測器用トランスジューサ 2 機種で鉛フリー化が
完了しました。

「2008 年度新製品から鉛フリー化する」と言う会社方針に沿っ
て作業を進めました。
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製品の環境配慮と生産活動における取り組み
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振 動 分 析 計

V A - 1 2

　

製品の環境配慮

音響・振動計測器

振動分析計 VA-12 は加速度、速度、変位の同時測定に加え、
FFT 分析機能も備えており、携帯可能で現場での使用に最適な
振動計測器です。本体には視認性に優れたカラー液晶、操作性
を考慮したメンブレンスイッチ、さらに本体の緩衝性能向上の
ためプロテクトカバーを装備しています。
振動分析計 VA-12 は、以下のような環境に配慮した設計を行
いました。

●グリーン化設計
当社のグリーン調達ガイドラインに基づき、全ての構成部品
に対して有害化学物質（15 種類の禁止物質）の調査確認を
行い、有害化学物質を含まない環境にやさしい設計をしてい
ます。

●廃棄量の低減
従来機種よりも約 20％の重量減を達成し、廃棄物の低減に
寄与しています。

●分解容易性
プリント基板、ABS 樹脂部、液晶部、信号入力部など、部分
ごとに分解しやすい構造設計を行っています。また、従来機
種に比べ、全体組み立て工数を 12％低減しました。

●電磁環境性能の向上
筐体のシールド性能強化、プリント基板の放射ノイズ低減設
計を行い、放射電磁界エミッション、無線周波電磁界イミュ
ニティそれぞれについて、最新の規格に適合しており、従来
機種に比べ、電磁環境性能が向上しました。

リオングリーン製品ロゴマーク

 「みどりの葉」は自然環境を表現します。その自然環境を
守るように囲んだ「みどりの輪」は、有害物質削減を続け
てゆく活動の「輪」であり、有害物質「ゼロ」への取り組
みを表現しています。

当社基準である「グリーン調達ガイドライン」に則り、有
害化学物質を含有しない製品にリオングリーン製品ロゴ
マークを表示しています。
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健 診 用 オ ー ジ オ メ ー タ

ＡＡ - ５７

液中パーティクルカウンタ

K L - 3 0 A

医用検査機器

当社の医用検査機器は、耳鼻咽喉科を中心とした病院や医院な
どの医療現場や、健診用として企業や学校など様々な場面で活
用されており、用途や使用される環境などによって機器に求め
られる性能は様々です。医用検査機器では当社のグリーン調達
ガイドラインに基づき、有害化学物質を使用しないための調査
を推進すると共に、2008 年度に開発された健診用オージオメー
タ AA-57・AA-58 は以下のような環境に配慮した設計を行いま
した。

●分解容易性
機器を構成する部品点数を低減することにより、分解容易性
が向上しました。

●廃棄分別・低減
筐体ケースの成形時に金属インサートを使わないことで分別
廃棄が容易になりました。

微粒子計測器

半導体工場では微細化が進み、最先端デバイスの生産で使用さ
れる超純水の清浄度は 0.05 μｍ以上の粒子が 1mL 中に 1 個以
下となっております。この超純水の粒子濃度管理に用いられる
液中パーティクルカウンタ KL-30A は次の環境に配慮した設計
を行いました。

●計数効率を従来機種の 10 倍に向上
計数効率とは、微粒子計のセンサに導入する試料液の量に
対して、実際に測定する試料液の量の割合です。従来機種
の計数効率は 1％であり、実際に 1mL の量を測定するに
は 100mL をセンサに導入する必要がありました。液中パー
ティクルカウンタ KL-30A の計数効率は 10％であり、実際に
1mL の量を測定するためにセンサに導入する量は従来機種
の 1/10 の 10mL で済みます。
半導体工場ではセンサから排出された試料液は廃液として処
理されます。超純水は、膜濾過やイオン交換、殺菌という多
くの工程を経て精製されるため、非常に高価なものです。

液中パーティクルカウンタ KL-30A はこの貴重な超純水の測定
において、測定せずに廃液とされる無駄を従来機種の 1/10 と
大幅に削減しました。
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リオネット補聴器

補聴器の主要部品として 2006 年度までにマイクロホン・イヤ
ホンの鉛フリー化、2006 年度にハイブリッド IC の鉛フリー化
を行いました。2007 年度には医療機器としては規制対象外と
なっている RoHS 指令への適応、当社のグリーン調達ガイドラ
インに基づき、有害化学物質を使用せずに製品を生産するグ
リーン製品としての設計も行いました。
2008 年度は、新規設計したリオン販売製品全てにおいてグリー
ン製品設計を行い、生産工程においてもグリーン化を実現した
製品の販売をしました。
今後においては、新規設計する製品はグリーン化を実現し、既
存製品についても順次グリーン化に取り組みます。

●リオネット ロゼ　シリーズ
2009 年 2 月に、世界でも独自の機能「サウンド・スペクトル・
シェイピング（SSS）」機能を搭載した補聴器としてオーダー
メイド補聴器（CIC、カナル）及び耳かけ型補聴器を発売し
ました。
これらに使用している部品は、環境に対する配慮として、設
計・生産工程にて完全グリーン化を実現しています。

●リオネット ロゼ ミュー
2009 年 8 月に、リオネット ロゼ シリーズに、補聴器装用が
非常に目立ちにくい S（スリム）チューブを採用した「リオ
ネット ロゼ ミュー」を発売しました。本製品では、設計・
生産工程でのグリーン化はもちろん踏襲し、さらにプラス
チック部品を生産する際に発生する廃プラスチックを減少さ
せる設計を行っています。効果は部品により異なりますが、
従来同等部品と比較して廃棄重量が約 20％程度減少した部
品もあります。

「世界でひとつ」を作り上げるリオネット夢
ゆめ

耳
じ

工房

リオネット夢耳工房は、人それぞれに異なる耳型の形状をレーザーで三

次元測定し、そのデータに基づいてオーダーメイド補聴器をCAD/CAM

生産する先進のシステム。高い精度と安定した品質、そして優れた装用

感を実現しています。

●それぞれに異なるシェル内のスペースを、シュミレーションを基にした効率的な補聴器ユニットの配列が可能になりました。

●高精度三次元測定で安定した精度が実現。耳への適合性が向上し、ハウリング（ピーピー音）が起こりにくくなりました。

●耳型形状が電子保存されますので、補聴器の紛失や将来買換えをする際にも、データをお役立ていただけます。

まずリオネットのお店で
正確な耳型を採取しま
す。

採取した耳型を独自の
スキャニングアルゴリ
ズムでレーザー走査し、
忠実に三次元データ化
します。

独自のトリミングアル

ゴリズムで、最適なレ

イアウト設計と形状定

義を行います。

最適化設計されたシェ
ルデータは、光造形装
置で紫外線レーザーを
用い立体的に造形され
ます。

軽く、薄く、強度も優れ
たシェルに最適チューニ
ングされたアンプ等の内
部部品が組み込まれ、補
聴器になります。

聞こえの性能をはじめ、
表面の仕上げ等、細部に
わたって品質を検査し、
リオネットのお店に届け
られます。
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環境項目 環境目標 実績

エ
ネ
ル
ギ

省エネルギ

空調設備の中間期における運転見直しにより全電力消費量を
前年度比 5.0％以上削減する 8％減

各フロアにおける電力消費量を前年度比 0.5％以上削減する
各営業所については、電力消費量の把握をする 4％減

資
源 省資源

什器については極力グリーン購入とし、ＯＡ機器については啓蒙活動を
実施する 啓蒙活動の実施

文房具のグリーン購入率を 60％とする 55％（未達成）

ＯＡ用紙使用量（Ａ４換算枚数）を前年度以下とする 17％減

再生紙を使用した印刷物の比率を 97％以上とする 100％

展示会の装飾品、販売促進用品等は、環境を配慮したものとする
（主として啓蒙活動）

繰返し使用可能な展示
ブースを採用

廃
棄
物

廃棄物の再資源化、
排出の抑制

再資源化 ( リサイクル ) を促進するための分別廃棄を徹底する 90％以上

食堂のゴミのリサイクル化を促進する 毎月 1 回の排出状況確認
及び年 1 回の視察

再生化学物質

再生対象化学物質について、廃液の再利用（リユース）を進め､
2008 年度の廃棄量を 30㎏以下とする 13.5㎏

有機溶剤の使用量の削減を目指すため、製造工程の見直し及び選定を行い、
洗浄の非有機溶剤化を推進する

非有機溶剤の洗浄液を選
定した

環
境
適
合
製
品

製品の環境配慮

リオングリーン調達ガイドラインに従い、2009 年度新製品の有害化学物質
非含有を推進する 全機種にて実施

2008 年度は、有害化学物質を含有する製品を特定し、リオングリーン調達
ガイドラインに従い、その該当製品の有害化学物質の非含有化を推進する 全機種にて推進中

リオングリーン調達ガイドラインに従い、製品に使用する部品・材料の
グリーン調達を実施する グリーン調達を実施中

景
観 緑の保全

樹木の定期的剪定を実施する 延べ 60 人にて実施

本社工場周辺の清掃 ( 月 2 回 ) を実施する 214 人にて実施

環
境
汚
染

騒音 ･ 振動
騒音規制基準 60dB 以下を順守する　( 目標基準 57dB 以下 ) 44 ｄＢ

振動規制基準 65dB 以下を順守する　( 目標基準 60dB 以下 ) 22 ｄＢ

大気汚染 アイドリングストップ運動と､ 週 1 回ノーカーデー ( 主として啓蒙活動 ) を
実施する 啓蒙活動の実施

水質汚染 食堂から排出される雑廃水の水質保全に努める
グリストラップ、バイオ
自動注入装置の稼動確認
を毎月 1 回実施

管理

特定管理化学物質の排出量を正確に管理する 各フロア、化学物質管理
者を設け管理

駐車場にアイドリングストップ運動の看板を設置・管理し、啓蒙活動を
実施する

構内駐車場に掲示板を 5 ヵ
所設置・管理し社内イン
トラネットも活用

生産活動における取り組み

2008 年度活動実績
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省資源 OA 用紙
環境目的 2008 年度の OA 用紙使用料の実績値以下を維持する
環境目標 両面コピー、裏紙使用、電子メール化を積極的に推進する

実績 17％削減

電力消費量の推移

OA 用紙使用量の推移

省エネルギ 電力
環境目的 2009 年度末までに、全社電力消費量を 2000 年度比で 27％以上削減する
環境目標 空調設備の中間期における運転見直しにより全電力消費量を前年度比 5％以上削減する

実績 電力：2008 年度　2,996 千ｋＷｈ
　　　2007 年度　3,250 千ｋＷｈ比 8％減（達成）
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社会に対する取り組み
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ＣＳ活動
当社グループ各社共通の理念「お客さまが必要とされるものを
提供し、お客さまの期待に応え、さらにそれを上回る価値を提
供することでお客さまに喜ばれ、その結果としてお客さまに選
ばれ続けることこそ、信頼を得て発展し続ける企業グループで
あること」を命題に、経営者をはじめ社員一人ひとりに至るま
で、【常にお客さまを企業活動の中心に置く】ことを最優先事
項に、お客さまからの信頼の確立を目指して、リオングループ
ＣＳスローガンを掲げ活動しています。

リオングループＣＳスローガン

「ありがとう」といわれる仕事が誇りです！

お客さまからの、感謝の言葉が私達の活力です
当社グループ各社に属する全社員は、最終ユーザーや販売店を
はじめとするサポートしてくださるすべてのお客さまから、「あ
りがとう」といわれる仕事をしていきます。そして、自信を持っ
たサービスの提供を通して、お客さまの喜びが私達の喜びであ
ることを誇りとして、前進していきます。

労働安全衛生
働くすべての労働者の安全と健康に配慮し、快適な職場環境を作ることは重要な課題であると認識して、様々な労働安全衛生への
取り組みを実施し、経営者をはじめ社員一人ひとりが積極的に活動へ参加しています。

安全衛生委員会の活動
総括安全管理者のもとに、安全管理者、衛生管理者、防火管理者、更には産業医を含む各職場からの代表で構成される安全衛生委
員会では、年度毎に安全衛生管理計画を策定し以下の活動を行っています。

・救急救命講習会の実施
AED の使用法を含めた講習会を実施しています。

2006 年 2007 年 2008 年

6 月 11 月 6 月 11 月 7 月

25 名 35 名 43 名 17 名 41 名

・各種法定検診の実施
健康保険組合による定期健康診断をはじめ、本年からは特定
保健審査も開始しました。

・心の健康づくりへの対策
新入社員に対するメンタルヘルス教育、管理職向けメンタル
ヘルス研修を毎年実施、外部機関によるメンタルサポートシ
ステムを法人契約し、従業員の家族も含めたメンタルヘルス
ケアへ取り組みも積極的に行っています。

・安全運転教育の実施（年２回）
・春、秋の全国交通安全運動
・春、秋の火災予防運動
・全国安全週間
・全国労働衛生週間
・年末年始無災害運動

労働災害の報告　
2008 年度の労働災害は 5 件発生しました。

・防災教育の実施
秋には消防署の協力のもと、本社消防避難訓練を実施してい
ます。また、自衛消防隊を編成し、日頃の訓練により 2008
年国分寺消防署自衛消防訓練審査会では 3 位の成績を修めま
した。
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クールビズ・ウォームビズの奨励
地球温暖化防止の一環として、クールビズとウォームビズを奨
励し、環境運動に取り組んでいます。
2008 年クールビズは、6 月 1 日から 9 月 30 日まで期間を設け、
各フロアの室温が 28 度になるよう冷房温度を調整し、従業員
が「ノーネクタイ・ノー上着」のスタイルで、接客・執務する
ことを奨励しました。

近隣清掃
本社工場では、毎月 2 回、8 時 30 分より近隣清掃を実施して
います。毎回 8 人のメンバーにより会社前の都道をはじめ、近
隣の道路上のタバコの吸殻、落ち葉、その他の廃棄物の収集を
行っています。2008 年度は延べ 214 人が参加し、近隣住民の
皆様とのコミュニケーションを深めています。

また、ウォームビズについても、2008 年 12 月 1 日から 2009 
年 3 月 31 日までという期間を設け、各フロアの室温が 20 度
になるよう暖房温度を調整しました。勤務中の服装については
個人の判断により、作業服の下は暖かい服装にするよう奨励し
ました。
なお、「クールビズ・ウォームビズ奨励」のポスターを来客受
付のある守衛所等に掲示し、来社される皆さまにもご理解とご
協力をいただいています。



Environmental Report 2009　19                     

新入社員・環境セミナー
新入社員教育の一環として、4 月 15 日に環境セミナーを開催
し、現在、地球がどういう方向に進んでいるのか、その問題に
対し企業は今なにをしなければならないのかを学び、新入社員
それぞれの心に問いかけることができました。

国分寺環境まつりへの参加
2008 年 12 月、国分寺市民の環境に対する意識を高めること
を目的とした「国分寺環境まつり」が国分寺清掃センターで開
催されました。
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テュフズードは、あなたの安全・健康・
地球環境を見守っています。
ドイツで生まれ、140年の歴史を誇る高い技術力、確かな信頼性
そして、プロフェッショナルとしての誇り。テュフズードは世
界の安全性をリードする第三者認証機関です。

テュフズードジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿4-33-4　住友不動産西新宿ビル4号館8階

Tel：03-3372-4821　Fax:03-3372-4163　Email:info@tuv-sud.jp　

製品安全試験認証サービス

マネジメントシステム

EMC/ テレコム

インダストリーサービス

セミナー・研修

地球温暖化ガス・京都議定書

モビリティ/ オートモーティブ

スマートカード試験サービス

医療機器に関する総合サービス

機能安全認証サービス

私どもテュフズードジャパン株式会社マネジメントサービス部は
2004 年度より国分寺市にあるリオン株式会社・本社工場サイトの
ISO 14001 の認証を行ってきました。これは同時に、同サイトにおけ
る環境活動の変遷を間近に観察するということでもありました。同社
の環境マネジメントシステムにかかわりを持つ第三者としての立場か
ら環境レポートに私共の意見を記したいと思います。

まず、1999 年に最初の ISO 14001 認証を得てからそれを維持しなが
ら改善活動をするプロセスおよびその成果が環境レポートという形で
内外の利害関係者に広く紹介されるに到ったことは企業の社会的責任
がクローズアップされる近年の状況を鑑みて、感度良く社会の要請に
応える取り組みとして高く評価したいと思います。
2004 年度からの ISO 14001 審査を振り返りますと廃棄物の削減、消
費天然資源の低減、化学物質等の管理活動が多くの社員の積極的な参
画に支えられており、その結果多くのよい成果が出ています。また、
組織活動としての意識の高さが窺うことが出来ます。

今後の環境マネジメントシステム活動について一言申し上げたいこと
は、トップマネジメント以下すべての従業員の環境意識をさらに高め
られると共に国内のみならず全世界の製造部門、営業部門、物流部門
等リオングループ全体にこの素晴らしいリオン株式会社・本社工場サ
イトの EMS（環境マネジメントシステム）が拡大され、新たな地平が
切り拓かれることを期待しています。

テュフズードジャパン株式会社
代表取締役社長

Andreas. Stange

第三者レビュー
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http://www.rion.co.jp/

会社概要
本 社 〒 185-8533　東京都国分寺市東元町 3-20-41
代 表 代表取締役社長　井上清恆
創 立 1944 年（昭和 19 年）6 月 21 日
資 本 金 12 億 8,400 万円（平成 21 年 3 月 31 日現在）

事 業 の 内 容

以下の製品及びその製品の製作販売ならびに修理
補聴器
デジタル補聴器、耳あな型オーダーメイド補聴器、既製耳あな
型補聴器、耳かけ型補聴器、ポケット型補聴器、難聴者訓練用
機器、難聴者生活用関連機器、補聴器特性測定装置
医用検査機器
オージオメータ、インピーダンスオージオメータ、耳管機能検
査装置、眼振計、聴力検査室、耳音響放射検査装置、誘発反応
検査装置
音響・振動計測器
騒音計、振動計、周波数分析器、記録計、地震計、音響・振動
計測システム製品、粘度計、航空機騒音監視システム
微粒子計測器
気中微粒子計、液中微粒子計、微粒子計測システム製品

事 業 所 営 業 所
リオネットセンター、国分寺補聴相談室、新宿補聴相談室、
大阪補聴相談室、仙台営業所、東京営業所、東海営業所、
西日本営業所

海外駐在事務所 欧州、台湾

リオングループ

九州リオン株式会社、東北リオン株式会社、リオン金属工業株
式会社、関東リオン株式会社、リオンサービスセンター株式会
社、リオンテクノ株式会社、リオン計測器販売株式会社、東海
リオン株式会社、理音電子工業股份有限公司

21 世紀の安全で快適な環境づくりを目指して、私たちは躍進します。
当社は、物理学・音響学の研究を目的とする財団法人小林
理学研究所の研究成果を製品化するために 1944 年（昭和
19 年）に設立されました。それ以来、一貫して「音響学
は人生の安全と慰安に奉仕する学問である」を経営哲学と
し技術立社を貫いてまいりました。その中に脈々と流れて
いる経営思想「社会に奉仕し、世の中の人々が生活してい
く上で、安心と福祉のために役立つことができれば」とい
うことを念じつつ、製品開発を行っております。
事業部門は、補聴器や難聴者のための教育訓練機器等から
なる “ 補聴器 ”、主に耳鼻咽喉科で使われる “ 医用検査機
器 ”、音や振動に関する測定器や地震計等の “ 音響・振動
計測器 ”、気体や液体の中に浮遊する微粒子を測定する “ 微

粒子計測器 ” の 4 部門から構成されています。
音響を中心にした多岐にわたる当社の製品は、個人から諸
官公庁、学校、病院、サービス業、農林水産業、あらゆる
製造業等広い分野で使用され、国内はもとより世界六十数
カ国へ輸出され高い評価をいただいております。
当社は顧客ニーズに合った製品を供給し、業界のトップ
メーカーとしてその地位を維持していくと共に、全世界に
目を向け、豊かな 21 世紀を展望しつつ、「リオンはすべ
ての行動を通して、人へ、社会へ、世界へ貢献する」との
企業理念のもとに健康福祉の増進と安全な生活、快適な環
境づくりを目指してまいります。
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鹿威し（国分寺市南町二丁目）

都立殿ヶ谷戸庭園は、国分寺崖線の南側
斜面を利用し、湧水と植生を巧みに生か
した回遊式林泉庭園です。公園の名称は、
昔、この地が国分寺村殿ヶ谷戸という地
名であったことに由来しています。
もともとは大正 2 年（1913 年）に作ら
れた別荘で、昭和 4 年に三菱財閥の岩
崎家の所有となり、和洋折衷の回廊式庭
園となったもので、昭和 49 年に東京都
が購入し、都立公園として有料開放され
ています。平成 10 年 3 月には、東京都
指定文化財として「東京都指定名勝」に
選ばれており、また園内の「次郎弁天の
池」は東京都名湧水 57 選にも選ばれて
います。
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