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■ 代表挨拶

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。

いまや地球温暖化防止策は、全人類の課題となり、工業炉分野は

その課題解決が大きな使命となっております。私たち三建産業は、

脈々と息づく創業精神と使命感に燃え、これからの世代に誇れる

企業となるべく、全社一丸となって努力してまいります。

三建産業株式会社

代表取締役社⾧

大田 公生
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● 事業所名 三建産業株式会社

● 代表者 代表取締役社⾧  大田 公生

● 所在地と認証範囲
事業所名 所在地 人数 延床面積

本社/工場 広島市安佐南区伴西3丁目1-2 142 5,886㎡

東京支社 東京都千代田区岩本町2丁目6-2 10 147㎡

大阪支社 大阪市淀川区西中島4丁目12-15 4 117㎡

中部支社 安城市三河安城本町1丁目1-1 7 116㎡

北海道営業所 苫小牧市元中野町3丁目9-19 3 149㎡

北陸出張所 富山県高岡市駅南一丁目8-34 アラヤビル 4 43㎡

安来営業所 鳥取県安来市安来町754-9 1 50㎡

● 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 管理本部⾧）

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 171 人（2019年3月31日現在）

売上高 9,822,854,000円（2018年3月期）

■ 会社概要

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
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▶

▶ 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・環境方針

熱とエネルギーにかかわる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。

《経営基本理念》

《環境方針》

１.

２.

３.

４.

５.

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。

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

営理念の実現に努めます。

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。

 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。

「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。
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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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■ 三建産業とSDGs  ～三建の使命～

⾧年、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、その具体的な活動の一つとして、エコアクション21を推進して

まいりました。

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。これは、三建産業の経営基本理念の一つ

「熱とエネルギーにかかわる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。」と合致

しています。

三建産業は、SDGsに賛同し、これからも、工業炉技術の開発・商品

開発、そしてエコアクション21を通じて、国際的で持続可能な社会

発展に貢献してゆきます。
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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（2018年度）
ｴｺｱｸｼｮﾝ21取組推進委員会 事務局

2018/4/1

社⾧

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

管理本部製造本部開発本部技術本部営業本部

第一営業部

第二営業部

安来営業所

北海道営業所

東京支社

中部支社

大阪支社

北陸営業所

第一技術部

第二技術部

技術計画ﾁｰﾑ

制御ｼｽﾃﾑ部

ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ

開発推進部 工務部

工事部

本社工場

調達部

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 環境推進者

支社

北海道：近藤 由美子

東京 ：三浦 恵美

中部 ：林 有香

大阪 ：山本 真弓

北陸 ：川縁 弥生

本社

大野 麗

河原 伸枝

西田 理恵

茶井 克美
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注2：CO2排出量計算値

ガソリン ：2.32kg-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 ：関西電力
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)

■ 環境負荷と目標達成状況

注3：2017年度末から、全車のガソリン利用料把握を開始したため(2016年度は本社・中部・北海道のみ)、

今期の使用量は基準年2016年度を大幅に上回っています。

0.677kg-CO2/kWh

0.474kg-CO2/kWh

0.472kg-CO2/kWh

0.418kg-CO2/kWh
0.678kg-CO2/kWh

0.574kg-CO2/kWh

注１：工場での実験炉等の製造・施工で使用する電力及びガスは、目標値設定が出来ないため、参考値を計

上した

単位 2016年度 評価

基準年 削減率 目標 実績
kWh 225,056 220,555 218,838 ○

kg-CO2 144,268 141,382 140,841

基準年比 - 98% 97%

N㎥ 1,863 1,826 2,008 ☓

kg-CO2 3,929 3,850 4,337

基準年比 - 98% 108%

L 14,253 13,968 33,697 ☓
kg-CO2 33,091 32,429 78,178

基準年比 - 98% 190%

kg-CO2 181,287 -2% 177,662 223,355 ☓

t 6,488.5 6,358.7 5,301 ○

基準年比 - 98% 82%

実績比率 17% - 10%以下 9.0% ○

実績比率 84% - 80%以上 75.6% ☓

工場電力使用量 kWh 314,102 - - 313,977 -

kg-CO2 212,647 - - 212,563 -

工場ガス使用料 N㎥ 164 - - 79 -

kg-CO2 346 - - 171 -

温室効果ガス排出量 kg-CO2 212,993 - - 212,733 -

参

考

値

グリーン購入の推進

スクラップ率の低減

一般廃棄物の削減

温室効果ガス総排出量

注3

-2%

2018年度

-2%

-2%

-2%

ガソリン使用量の削減

ガス使用量の削減

電力使用量の削減

環境目標
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■ 環境活動計画
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1）環境配慮商品技術の開発と拡販

① 鍛造加熱炉の省エネルギー化

② オール電化アルミ溶解炉S-MICの販売促進

③ CFRP熱分解炉の開発

■ 環境活動計画の取組結果と評価 次年度の取組内容

昨年度より継続中の鍛造熱処理炉の省エネ化改善工事において、最新高断熱材の採用に

よる断熱強化、熱放散面積の減少のための構造変更により省エネ化を実施しました。

高効率浸漬ヒータ（SAヒータ）を活用した、オール電化アルミ溶解炉”S-MIC”の販売を

促進することで、温室効果ガス削減に貢献します。

また、S-MICのおよそ8年の基礎研究の積み重ねの上、2018年11月のパシフィコ横浜ダ

イカスト展で“Super S-MIC ”のコンセプトを発表し、多くの関心を集めました。

カーボン繊維は、軽量・高強度の素材として、航空機を始め多くの用途に使われており

ますが、リサイクル可能な素材としてもしられております。

三建産業は、所有するキルン技術を利用した省エネルギータイプのカーボン繊維リサイ

クル設備としてCFRP熱分解路を開発し、カーボン繊維リサイクルと製造エネルギー低

減に大きく貢献しました。
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2）温室効果ガス排出量削減 ：目標 基準年から−２%

《取組評価》

温室効果ガスの総排出量は、目標値を上回りました。主な要因はガソリンの利用量にあります。

2017年度末から全車のガソリン利用量把握を開始し(基準年の2016年度は本社・中部・北海道の

み)、未把握であった利用量(東京・北陸)と、新規開所の安来営業所分が上乗せされ、ガソリン全

体の利用量が大幅増加となりました。

一方で、夏場は社用車を日陰に停める事でエアコンの効率を上げる工夫は行っており、来年度も

継続して実施し、効果を確認していきます。

電力使用量だけみると、2018年度末には基準年比97%となり目標達成です。

2018年度は猛暑日が続いたにも関わらず、7月～9月の電力使用量は基準年を下回っています。職

場内５Sパトロールにより空調温度を管理し、電力使用量増加を防止出来ました。

CO2排出量
（kg-CO2)

CO2排出量
（kg-CO2)

CO2排出量
（kg-CO2)

本社 182,758 kWh 123,727 194,036 kWh 131,362 178,433 kWh 120,799

東京支社 15,124 kWh 7,169 17,412 kWh 8,253 14,449 kWh 6,849

大阪支社 11,344 kWh 4,742 11,008 kWh 4,601 9,450 kWh 3,950

中部支社 9,566 kWh 4,515 10,292 kWh 4,858 9,228 kWh 4,356

北海道営業所 4,990 kWh 3,383 4,212 kWh 2,856 4,152 kWh 2,815

北陸営業所 1,274 kWh 731 462 kWh 265 429 kWh 246

安来営業所 - kWh - - kWh - 2,697 kWh 1,826

小計 225,056 kWh 144,268 237,422 kWh 152,196 218,838 kWh 140,841

14,253 L 33,091 15,430 L 35,824 33,697 L 78,178

灯油 - L - - L - 3,181 L 7,920

1,863 m3 3,929 2,095 m3 4,416 2,008 m3 4,337

CO2排出量 合計 181,287 192,435 231,275

工場電力使用量 314,102 kWh 212,647 310,337 kWh 210,098 313,977 kWh 212,563

工場ガス使用料 164 N㎥ 346 2,388 N㎥ 5,035 79 N㎥ 171

CO2排出量 合計 212,993 215,133 212,733

参

考

値

電
力

都市ガス(本社・支社)

ガソリン

2016年度

量

2018年度

量

2017年度

量
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【参考】2016年度～2018年度の月別電力使用量

【参考】 節電の取組み

  パソコンのデスクトップに定時90分前のお知らせを表示し、定時退社を促す

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

単位：kWh

2016年度 2017年度 2018年度

全体電力使用量 推移
夏季の電力使用量は過去2

年を下回っている。

《次年度の取組》

ガソリンの使用量は2018年度で全体把握が完了しましたので、2018年度を基準値とし、次年度以

降も、削減活動を継続していきます。

電力量についても、事務所内電灯のLED化等も検討し、更なる電力使用量の削減に努めていきます。

90

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
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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

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

2016年度 2017年度 2018年度

一般廃棄物処分量

再資源化 焼却 最終処分

《取組評価》

目標値を達成しました。

ただ、当社の一般廃棄物は殆どがOA用紙等の書

類ですが、目標は達成するものの、一方でOA用

紙の購入量は昨年度を上回る見込みとなっていま

す。社内留保の書類が増加している可能性があり

ます。

《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(井戸水)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。

0

200

400

600

800

1,000

2016年度 2017年度 2018年度

水使用量・総排水量

上水使用量・排水量 地下水使用量・排水量

《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）グリーン購入の推進 ：目標 事務用品のグリーン購入の割合を８０%以上

7）スクラップ率の低減 ：目標 スクラップ率１０％以下

8）環境関連法規の遵守

9）環境保全意識の定着・向上

《取組評価》

事務用品購入先から、グリーン購入対象品を優先的に購入しましたが、購入比率７５.６％(購入

品472品目中グリーン購入対象品357品目)と未達になりました。

《次年度の取組》

可能な限りグリーン購入対象品への変更を行ってきましたが、これ以上の変更は難しく、達成度

も購入量で左右される状況にあります。そのため、来年度からは目標値の設定は行いません。

グリーン購入対象品の積極的な購入は、引き続き取組んでいきます。

《取組評価》

工場の工業炉製作において鋼材を効率よくカットし、廃棄するスクラップ比率を１０％以下を達

成しました。

《次年度の取組》

次年度以降も引き続き取組んでいきます。

《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。

率10%以下
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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

■ 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

2018年4月～2019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。

当社の主力製品である工業炉の省エネルギー・省資源型化に、継続的に取り組んでいく当社の事

業活動が、エコアクションそのものであり、エコアクションに繋がっていきます。

特に省エネルギー効果は大きなものでなければ、設備需要も見込めません。当社には、省エネ、

省人効果の高い製品もあり、そのものが社会貢献に繋がるので、もっとアピールしていく必要が

あると考えています。

今後の、環境保護政策の強化、自動車EV化等を見据え、これらの環境変化をチャンスに変えるべ

く、高効率浸漬ヒータ（SAヒータ）を活用した設備拡販やアルミ・鉄・カーボン素材のリサイク

ル設備開発、拡販により、環境保護政策の強化を進めてまいります。

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、毎年度増減があるもの

の、少しでも低減していけるよう、継続して取り組んでいきます。

《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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