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三建産業は1949年創業以来、“熱とエネルギー”についてのあらゆる課題
に挑戦し、お客様に導かれながら、社員の努⼒と精進によって、それをひと
つひとつ成し遂げてまいりました。
それは、三建産業にかかわる全ての⼈々の愛情と信頼に⽀えられ、育てら
れながら、⽌まることのない時代の荒波に敢然と挑戦してきた社員の知恵
と勇気の歴史でもあります。
2020年度は世界的に新型コロナウイルスの感染収束の兆しが⾒られな
い中、当社も企業活動に様々な制限を受けておりますが、在宅勤務や
Web会議をはじめとしたリモートワーク活⽤など感染防⽌に努めながら、社
員、パートナーと⼀丸となって奮闘を続けております。

三建産業株式会社
代表取締役社⻑

⼤⽥ 公⽣

代表挨拶
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● 事業所名 三建産業株式会社

● 代表者 代表取締役社⻑　　⼤⽥　公⽣

● 所在地と認証範囲

● 環境管理責任者⽒名及び担当者連絡先

環境管理責任者 秋⽥　康次（常務取締役　管理本部⻑）
事務局 ⼤野　麗（管理本部　安全品質管理室）
連絡先 電話　082-849-6790

FAX　082-849-6890
e-mail　　onor@sanken-sangyo.co.jp
URL       http://www.sanken-sangyo.co.jp

● 事業内容

● 設⽴ 1949年 8⽉17⽇

● 事業の規模
資本⾦ 95,000,000円
全社従業員数 168 ⼈（2020年3⽉31⽇現在）
売上⾼ 9,847,453,000円（2020年4⽉1⽇〜2021年3⽉31⽇）

● エコアクション21認証・登録⽇
2006年 3⽉31⽇
（広島県内第⼀号の認証取得事業者）

⼯業炉ならびに周辺設備の設計、製造、施⼯、メンテナンス等、エ
ンジニアリングの事業

事業所名 所在地 ⼈数 延床⾯積
本社/⼯場 広島県広島市安佐南区伴⻄3丁⽬1-2 137 5,886 ㎡
東京⽀社 東京都千代⽥区岩本町2丁⽬6-2 11 147 ㎡
中部⽀社 愛知県安城市三河安城本町1丁⽬1-1 9 116 ㎡
⼤阪営業所 ⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島4丁⽬12-15 3 117 ㎡
北海道営業所 北海道苫⼩牧市元中野町3丁⽬9-19 3 149 ㎡
北陸営業所 富⼭県⾼岡市駅南⼀丁⽬1丁⽬8-34 4 80 ㎡
安来営業所 島根県安来市安来町754-9 1 50 ㎡

会社概要
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三建産業の事業内容

三建産業は、「⼯業炉」という設備の 企画・設計・施⼯・万全なメンテナンスを⼀貫して
⾏うプラントメーカーです。
1949年の創業以来、広島から⽇本全国、今や世界30カ国以上のお客様へ
ご満⾜いただける商品・技術・サービスを提供している、グローバルカンパニーです。

⼯業炉の必要性

⾦属製品・部品を製作・加⼯するためには、材料を加熱して溶かす⼯程、熱処理する⼯程
が⽋かせません。⼯業炉はその⼯程において必要不可⽋な設備です。
例えばアルミホイールといった⾃動⾞部品、携帯電話などに使われる電⼦部品、アルミサッシ
のような建築材料、発電所のタービン部品、タンカーといった⼤型船舶のクランクシャフト、ビル
建築に使われる建築材料など、⽣活する上で
⽋かせない⾦属部品は⼯業炉から製造されます。

⼯業炉は、私たちの⾝の回りのみならず、社会全体を
⽀える製品を製造するために必要不可⽋な存在です。
「⼯業炉の存在なくして、私たちの⽣活は成り⽴たない」
といっても過⾔ではありません。

三建産業の使命

三建産業の⼯業炉を使って製造された⾃動⾞・船舶は、世界各地で物流を活性化し、私
たちの⽣活を快適な物へと変えてくれます。また、同じように⼯業を使って製造された発電所

のタービンやローターは、世界中の⼈々に電
気という⽣活に⽋かせない⼤事なものを⽣み
出してくれます。
三建産業は、⼯業炉技術開発・商品開発
を通じ、温室効果ガスの排量削減、省エネ
ルギーおよび省資源化の実現に取り組むこと
によって、地球環境の保全、⼈類社会の調
和的発展に貢献していきます。
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熱とエネルギーのエンジニアリング

経営基本理念

熱とエネルギーに係わる優れた技術と商品とサー

ビスの提供を通じて、地球環境の保全と人類社会

の調和のとれた発展に貢献する。

顧客にとって価値あるものを提供し、顧客の信頼

と満足を継続して高める。

社員の主体性と個性を尊重し、社員のやりがいと

満足を高める。

社外のパートナーとの信頼関係を大切にする。

常に誠実に考え行動する。

経営基本理念
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2020年4月1日

三建産業株式会社

代表取締役社長

大田　公生

環境経営⽅針

当社は経営基本理念「熱とエネルギーに係わる優れた技

術と商品とサービスの提供を通じて、地球環境の保全と

人類社会の調和のとれた発展に貢献する。」に基づき、地

球環境問題への取組が、当社が果たすべき重要問題で

あることを認識し、自ら責任を持ち、全社一丸となって、

環境への負荷軽減に努めます。

当社は、よりよい地球環境を目指して行動するため、以

下のとおり環境経営方針を定め、より一層環境への配慮

を心がけた活動を推進します。

より環境に配慮した工業炉の設計、製造、施工、メンテ

ナンスを推進し、経営基本理念の実現に努めます。

「エコアクション２１」に積極的に参加し、これを運用・維

持します。

省資源・省エネルギー・リサイクル・節水・グリーン購入

を推進し、快適な業務環境と調和したエネルギー消費

削減に努めます。

関連する環境法規制並びに環境条例を遵守します。

全社員に対して環境方針を周知し、環境保全意識の

定着・向上に努力します。

三建産業株式会社 環境経営方針

１．

２．

３．

４．

５．
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持続可能な開発⽬標（SDGs）とは，2001年に策定されたミレニアム
開発⽬標（MDGs）の後継として，2015年9⽉の国連サミットで採択
された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016
年から2030年までの国際⽬標です。

持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構
成され，地球上の誰⼀⼈として取り残さない（leave no one
behind）ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず，先進
国⾃⾝が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり，⽇本としても
積極的に取り組んでいます。

出典︓外務省「SDGsとは︖」

三建産業とSDGs

SDGsとは︖
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⻑年、三建産業は、⼯業炉技術の開発・商品開発を通じ、温室効果ガスの排出
削減、省エネルギー及び省資源化の実現に取り組むことによって、かけがえのない地
球環境の保全に貢献してゆくことを使命としてきました。

三建産業の⼯業炉を使って製造された⾃動⾞・船舶は、世界各地で物流を活性
化し、私たちの⽣活を快適なものへと変えてくれます。また、同じ様に⼯業炉を使って
製造された発電所のタービンやローターは、世界中の⼈々に電気という⽣活に⽋かせ
ない⼤事なものを⽣み出してくれます。

SDGsはすべての国々に対して、豊かさを追求しながら、地球を守ることを呼びかけ
ています。三建産業の経営基本理念にも同様の精神「地球環境の保全と⼈類社会
の調和のとれた発展に貢献する」が掲げられており、創業以来、脈々と受け継がれた
経営の根幹であり、成⻑の原動⼒です。

これからも三建産業は、SDGsに賛同し、国際的で持続可能な社会発展に貢献し
てゆきます。

経営基本理念とSDGs

SANKEN GLOBAL PARTNERS MEETING
2019年11⽉28⽇三建グループ企業及びパートナー企業全12社はグロー
バルシップを発揮しSDGsに貢献することを覚書として署名しました。
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環境システム組織図

エコアクション２１実施体制（2020年度）
ｴｺｱｸｼｮﾝ21取組推進委員会　事務局

2020/4/1

社⻑

環境管理責任者
秋⽥ 康次

EA21取組推進委員会
事務局︓⼤野 麗

製造本部

⼯務部

⼯事部

本社⼯場

調達部

管理本部

⼈事総務部

財務経理部

安全品質管理室

エコアクション21 環境活動推進者

⽀社
北海道︓近藤 由美⼦
東京 ︓新垣 由佳⼦
中部 ︓林 有⾹
⼤阪 ︓⻑島 康⼦
北陸 ︓川縁 弥⽣

本社
技術本部︓三次 育美
製造本部︓河原 伸枝
営業本部︓⻄⽥ 利恵
管理本部︓⼤野 麗

営業本部

本社営業部

安来営業所

北海道営業所

東京⽀社

中部⽀社

⼤阪営業所

北陸営業所

技術本部

第⼀技術部

第⼆技術部

制御ｼｽﾃﾑ部

テクニカルセンター

開発推進部
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環境システム組織の役割

■ 社⻑（代表者）
1 エコアクション２１の取組の指揮、命令を⾏う。
2 環境経営⽅針を定める。
3 取組に必要な⼈材・設備・費⽤等を準備する。
4

5 エコアクション２１取組推進委員を任命する。

■ 環境管理責任者
1

2 「環境への負荷の⾃⼰チェック」より対象とすべき環境負荷の特定を⾏う。
3 「環境への取組の⾃⼰チェック」より今後の取組の評価を⾏う。
4 環境経営計画の取組、⼿順についての承認・否認を⾏う。
5 環境経営計画実施内容の評価し、環境経営の是正措置、予防処置の決定する。
6 エコアクション２１取組推進委員を任命する。
7 環境経営レポートの承認・否認を⾏う。
8 外部からの環境に対する苦情の対応を⾏う。

■ 事務局
1

2

3 環境経営⽅針案を作成し、環境経営⽅針を周知する。
4 「環境への負荷の⾃⼰チェック」及び「環境への取組の⾃⼰チェック」を⾏う。
5 「環境関連法規制等登録簿」を作成し、該当する法規の遵守評価記録を⾏う。
6 「環境経営計画推進表」を作成し、周知する。
7 エコアクション２１取組推進委員会の⼈選を⾏い、周知する。
8 環境教育資料を作成する。
9 環境経営レポートの作成及び公表を⾏う。

10 外部からの環境に関する苦情の受付、記録及び保存を⾏う。

■ 環境活動推進者
1

2 環境経営における問題点や改善案等を提起、提案する。
3 環境経営の評価結果に基づく是正処置、予防処置を実施する。

環境経営に対する取組を実施し、環境活動が適切に実施されるよう実施状況を確認し、問題があれ
ば社員の指導を⾏う。

社⻑に代わりエコアクション２１の要求事項を満たす環境経営システムを構築、構築、運⽤し、その状
況を社⻑に報告する。

エコアクション２１全体の取組状況の評価し、評価結果に基づき環境管理責任者へ指⽰を与える。

エコアクション２１環境経営システムの構築・運⽤に必要な書類や記録を⽤意し、社内に提供する。

環境経営⽬標が達成されるよう環境経営計画の実施状況を把握し、とりまとめ環境管理責任者への
報告や環境活動推進者へ指⽰を連絡する。

11 / 19



*CO2排出量計算値

ガソリン　︓2.32kg-CO2/L 灯油　︓2.49kg-CO2/L
都市ガス　︓2.16kg-CO2/m3

本社、安来営業所 ︓中国電⼒
東京⽀社 ︓東京電⼒
中部⽀社 ︓中部電⼒
⼤阪⽀社 ︓関⻄電⼒
北海道営業所 ︓北海道電⼒
北陸営業所 ︓北陸電⼒

*購⼊電⼒の温室効果ガス排出量は、各電気事業者が公表している調整後排出係数を使⽤
して計算しております。（平成29年度排出係数)

0.677kg-CO2/kWh
0.474kg-CO2/kWh
0.472kg-CO2/kWh
0.418kg-CO2/kWh
0.678kg-CO2/kWh
0.574kg-CO2/kWh

単位 2018年度 評価
基準年 削減率 ⽬標 実績

kWh 227,918 223,359 194,455 ○
kg-CO2 146,053 143,132 123,561
基準年⽐ - 98% 85%
N㎥ 2,008 1,968 2,564 ☓
kg-CO2 4,337 4,250 5,538
基準年⽐ - 98% 128%
L 33,697 33,023 30,398 ○
kg-CO2 78,178 76,614 70,524
基準年⽐ - 98% 90%
L 3,181 3,117 4,257 ☓
kg-CO2 7,920 3,117 10,599
基準年⽐ - 98% 134%

kg-CO2 236,487 -2% 231,757 210,223 ○

kg 5,301 5,195 5,463 ☓
基準年⽐ - 98% 103%
実績⽐率 17% - 10%以下 18.2% ☓

⼯場電⼒使⽤量 kWh 313,977 - - 291,020 -
kg-CO2 212,563 - - 197,021 -

⼯場ガス使⽤料 N㎥ 79 - - 1,712 -
kg-CO2 171 - - 3,698 -

温室効果ガス排出量 kg-CO2 212,733 - - 200,719 -

-2%

2020年度

-2%

-2%

-2%

-2%

参
考
値

環境⽬標

電⼒使⽤量の削減

ガス使⽤量の削減

温室効果ガス総排出量

⼀般廃棄物の削減

スクラップ率の低減

ガソリン使⽤量の削減

灯油使⽤量の削減

環境負荷と⽬標達成状況
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環境経営計画（⽬標と活動内容）

01.環境配慮商品技術の開発と拡販

02.温室効果ガス排出量削減︓基準年から▲２％

03.産業廃棄物排出量削減︓基準年から▲２％

04.総排⽔量削減

05.化学物質使⽤量の適正管理

06.スクラップ率の低減︓スクラップ率10％以下

07.環境関連法規等の遵守

08.環境保全意識の定着・向上

▶⼯業炉のより環境に配慮した商品技術開発を⾏い、お客様へ提供する

▶電⼒使⽤量の削減
無⼈スペースの消灯、不要電⼒の節電、定時退社⽇実施による節電
空調温度の適正化（冷房28℃ 暖房20℃）、 夏季軽装期間（5⽉〜10⽉）の実施

▶ガス使⽤量の削減
ガス使⽤量の把握とガス機器の適正管理

▶ガソリン使⽤量の削減
エコドライブの推進

▶⼀般廃棄物の削減
ゴミ分別の徹底、コピー⽤紙の裏紙使⽤による再利⽤、書類の電⼦化
安全衛⽣委員会５Sパトロールによる社内美化

節⽔の励⾏とポスター掲⽰

塗料、シンナー等の購⼊使⽤量の記録管理

鋼材を効率よくカットし、無駄部分を最⼩にする

環境関連法規制等登録簿による遵守状況評価
緊急事態対応訓練の実施

環境⽅針・⽬標の周知、環境ポスターの掲⽰
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1）環境配慮商品技術の開発と拡販

■アルミUBCリサイクル⽤ IDEX⽴ち上げ
三建産業の直接契約では海外初となるアルミUBC(使⽤済み飲料⽸)リサイクル⽤IDEXの⽴ち上げを
SIFT(タイ)と共に⾏いました。IDEXでUBCのデラッカリング(塗料除去)を⾏います。コロナ影響で⽴ち上げが
⼤幅に遅れましたが､リモート試運転を実施し、無事⽴ち上げることが出来ました｡

環境経営計画の取組結果と評価 次年度の取組内容

三建産業のリサイクル技術は“CAN to CAN”で循環型社会の⼀翼を担っています。

▶デラッカリング(塗料除去)装置 IDEX ▶アルミ多⽬的溶解炉
アルミ⽸リサイクル時に発⽣する有害物質を最
⼩限のエネルギーで除去する装置
アルミ⽸の表⾯参加料を最⼩限に抑えることで、
効率的なリサイクルが可能になります

アルミ⽸を再⽣溶解するときに発⽣する
CO2を最⼩限に抑え、世界最⾼レベルの
歩留まりで溶解します
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2）温室効果ガス排出量削減　︓⽬標　基準年から－２%

【参考】2018年度〜2020年度の⽉別電⼒使⽤量推移
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《取組評価》
全社の温室効果ガスの総排出量は、⽬標値を下回りました。
ガス、ガソリン、灯油の使⽤量はオーバーしてしまいましたが、電⼒使⽤量は⽬標値を⼤きく下回りました。
2018年から徐々に実施していた、本社事務所・⼯場事務所照明のLED化が完了した効果が出ています。
三建産業の温室効果ガス排出量の内、約６割が事務所の電⼒使⽤によるため、LED化の効果が⼤きくで
ました。

CO2排出量
（kg-CO2)

CO2排出量
（kg-CO2)

CO2排出量
（kg-CO2)

本社 178,433 kWh 120,799 169,353 kWh 114,652 146,046 kWh 98,873
東京⽀社 14,449 kWh 6,849 15,320 kWh 7,262 14,065 kWh 6,667
⼤阪⽀社 9,450 kWh 3,950 8,517 kWh 3,560 8,494 kWh 3,550
中部⽀社 9,228 kWh 4,356 8,684 kWh 4,099 9,137 kWh 4,313
北海道営業所 4,152 kWh 2,815 3,790 kWh 2,570 4,330 kWh 2,936
北陸営業所 9,509 kWh 5,458 8,722 kWh 5,006 11,272 kWh 6,470
安来営業所 2,697 kWh 1,826 2,605 kWh 1,764 1,111 kWh 752

⼩計 227,918 kWh 146,053 216,991 kWh 138,912 194,455 kWh 123,561
33,697 L 78,178 34,818 L 82,335 30,398 L 70,524

灯油 3,181 L 7,920 3,590 L 8,939 4,257 L 10,599
2,008 m3 4,337 2,119 m3 4,576 2,564 m3 5,538

CO2排出量 合計 236,487 234,762 210,223

⼯場電⼒使⽤量 313,977 kWh 212,563 262,264 kWh 177,553 291,020 kWh 197,021
⼯場ガス使⽤料 79 N㎥ 171 1,027 N㎥ 2,218 1,712 N㎥ 3,698

CO2排出量 合計 212,733 179,771 200,719

2020年度

使⽤量

2019年度

使⽤量

参
考
値

電
⼒

都市ガス(本社・⽀社)

ガソリン

2018年度

使⽤量
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【参考】　節電の取組み

　　■本社事務所　証明のLED化(2018年度から徐々に実施し、2020年度に完了)

　　■各部 定時退社⽇を設定し、周知することで、定時退社を促す

　　■夏季軽装期間(5⽉〜10⽉)の実施とエアコン適正温度の表⽰

《次年度の取組》
引き続き、省エネ活動を実施し、更なる電⼒使⽤量の削減に努めていきます。

90
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3）廃棄物排出量削減︓　⽬標　⼀般廃棄物量　基準年度から－２%

4）総排⽔量削減

5）化学物質使⽤量の適正管理
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《取組評価》
⽬標値を上回りました。
当社の⼀般廃棄物は殆どがOA⽤紙等の書類・図
⾯です。今年度は古い図⾯のpdf化、書類の整理
等を⾏ったこともあり、シュレッダー・紙類の資源ごみが
多く出たことが原因です。

《次年度の取組》
不必要な書類を作成しない、書類の電⼦化等の取
組を継続して⾏います。

《取組評価》
本社は、地下⽔(井⼾⽔)を使⽤していること、事業
所⼈数に応じた認定使⽤量であること、⽀社・営業
所においても最低限の⽣活⽤⽔しか使⽤していない
ことから、数値⽬標を設定しておりません。しかしなが
ら、⽔道設備の適正な維持管理や節⽔ポスターの
掲⽰を⾏い、総排⽔量の削減に取り組んでおります。

《次年度の取組》
次年度以降も引き続き削減に取組んでいきます。
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《取組評価》
①⼯場で使⽤する塗料、シンナーの購⼊使⽤量を記録し、適正管理を⾏いました。
②MSDS制度に準拠して、⼯業炉製作に必要な調達品は、有害環境汚染物質を含んだ物品を購⼊しません
でした。
⼯業炉部品を販売する際には、国内はもとより海外へも⾮含有証明書をつけて輸出し、含有物品を使わざるを
得ないときは、注意喚起を⾏っています。
製作品の使⽤塗料に関しては、顧客要求に基づき製品安全データシートを提出しています。

《次年度の取組》
次年度以降も引き続き適正な管理を⾏い、取組んでいきます。
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6）スクラップ率の低減　︓⽬標　スクラップ率１０％以下

7）環境関連法規の遵守

8）環境保全意識の定着・向上

《取組評価》
最終的なスクラップ⽐率は１８．２％と、⽬標を上回りました。
資材の整理を実施し、不要鋼材を廃棄したことが⼀つの要因となっています。

《次年度の取組》
次年度以降も引き続き、効率的な鋼材のカットを⾏い、スクラップ率を低減させるよう取組んでいきます。

《取組評価》
当社の事業活動において該当する環境関連法規をチェックし、違反は0件でした。

《次年度の取組》
次年度以降も引き続き取組んでいきます。

《取組評価》
環境⽅針、環境⽬標の社内周知やポスター掲⽰により社員の環境保全意識の定着、向上をはかりました。

《次年度の取組》
次年度以降も引き続き取組んでいきます。
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　　当社の事業活動に適⽤される主な環境関連法規は、以下のものがある。
・廃棄物処理法
・騒⾳規制法
・振動規制法

　　定期的な遵守評価の結果、法違反はありませんでした。
　　また、当局からの違反等の指摘や訴訟もありませんでした。

以上

2020年4⽉〜2021年3⽉のエコアクション２１環境活動を実施した結果に対する代表者による評価
は以下のとおりです。

2020年度は新型コロナウイルスの感染拡⼤により、⼤きな社会的・経済的混乱を招き、世界経済が
⼤きく後退しましたが、同時に各国が相次いで脱炭素化の実現に向けた計画や取組にかじを切り、
SDGsに代表されるように世界的な脱炭素化が⼤きな潮流となってわが国にも押し寄せた年でもありま
した。
2021年度以降も脱炭素の流れがますます強くなると予想されることから、脱炭素・省エネに関する商品
開発（S-MICⅡ、S-MIC、SAヒーター等のCO2排出ゼロ対応設備）及び技術開発を加速させるとと
もに、リサイクル分野等の新規事業、新規技術分野の開拓に注⼒します。
また、事務所内での⼆酸化炭素排出量、廃棄物排出量の削減については、業績に応じ毎年度増減
があるものの、活動を通じて低減していけるよう、継続して取り組んでいきます。

環境関連法規への違反、訴訟等の有無

代表者による全体評価と⾒直しの結果
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