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品　質

　三建設備工業では、1999年（平成11年）に北は北海道支

店から南は九州支店に至る全ての事業所において、同じ品質

システムによる ISO9001の認証を取得いたしました。当時、

全社同一の品質システムにより認証を取得することは極めて

例外的でかつ困難なことでした。しかし、この活動の結果、

全国のお客様に三建設備工業として同じ品質の製品・サービ

スを提供することが可能となりました。

　その後、2017年（平成29年）に改定規格であるISO9001-

2015品質マネジメントシステムとして移行審査を受審し、認

証を受けました。今後も品質を中核とした「統合的品質管理」

体制を維持するとともに、お客様の高度なニーズにお応えす

べくシステムの完成度と社員の技術力向上を図ってまいります。

ISO 9001認証取得

　設計・積算・施工などの複数のプロセスを同時に行うコンカ

レントエンジニアリングによるフロントローディングの推進で、

生産効率と品質の向上を図っています。初期段階から設計と施

工を並行して進めることで、早期に問題点や改善点を捉えるこ

とができ、初期段階に工程を前倒しし、現場における手戻りや

変更を減らします。現在各支店のモデル物件にて運用を進めて

います。建設時の上流過程から下流を通じて共通の認識を得

られ、多くの検討を重ねることで品質の向上が期待できます。

　三建設備工業は、全ての品質業務プロセスにおいて、お客様のニーズに応えるべく組織力と人間力で邁進していきます。

品質方針

社会
Social

1.  関連法規を遵守すると共に、営業・開発・設計・施

工・サービスの全ての活動において、お客様の要求

にお応えする価値の向上を規範として行動します。

2.  当社品質マネジメントシステムを遵守し、責任ある品

質を提供します。

3.  業務の見える化を推進し、手順遵守と品質確保に取

り組みます。

4.  お取引先の他全ての関係者と情報共有し、共通の認

識・意識のもと、品質活動に努めます。

5.  当社CSR調達方針による適正な調達活動を継続し、

お取引先の皆様とパートナーシップを構築し、共存

共栄を図ります。

6.  働き方改革による技術力向上・業務効率化を進め、

品質確保と同時にワークライフバランスの改善に努

めます。

より高い品質をお届けするために

フロントローディングによる高品質な製品の提供

　実際のリアル（物理）空間の情報を、デジタル技術を用い

てサイバー（仮想）空間に再現するデジタルツインによる各

種検討を通じて品質と安全の向上を図ります。

　3Dスキャナーを活用し、既存の建築や既存設備の情報を

効率よく入手し、現場調査から現状の図面作成およびリニュー

アル検討をより効率的に行います。現在各支店のモデル物件

にて、3Dスキャナーからの画像データを利用した、施工図作

成に取り組んでいます。

3Dスキャナー画像データをもとに機械室の施工図を作成

デジタルツインによる品質と安全の確認

品質向上のための取組み

　全支店、全物件にて品質パトロールを実施し、品質事故

の防止を図っています。品質パトロールでは施工についての

問題点や注意事項を確認する施工検討会の実施状況確認や、

その他、施工計画の確認を行います。また、現場の施工管理

担当者以外のクロスパトロールによる複数の視点でパトロー

ルの形骸化防止を図ります。内容が形式的にならないように

施工管理担当者とコミュニケーションを密に図り随時改善を

行うとともに、各支店の品質パトロールによる指摘傾向の分

析により事故発生防止に努めています。

品質パトロールの形骸化防止
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社会  Social

安　全

1.  職場における災害ゼロを目指し、安全最優先の作業

計画の立案、実施、確認、改善のPDCAサイクルを

実施します。

2.  健康経営宣言に基づく健康経営推進計画を作成し、

活動を継続的に実施します。 

3.  安全衛生関係法令及び当社安全衛生関連規定を遵

守すると共に、職場環境に合わせた安全衛生管理手

順を策定し、安全衛生管理レベルの向上を図ります。  

4.  リスクを見える化し、危険源の除去・リスクの低減

を図り、関係者が共有することで労働災害の防止を

図ります。 

5.  年度毎の安全衛生目標の計画、実施、評価を行い、

効果的な改善を継続します。

6.  お取引先の事業主を含めた職場で働く人 と々のコミュ

ニケーションを積極的に進め、安全衛生活動の推進

と安全衛生意識の向上に努めます。

7.  すべての従業員と職場で働く協力会社の人々に対し、

労働安全衛生に関する継続的な研修・教育を実施し

ます。

労働安全衛生方針

　安定した技術をご提供するため、全ての品質事故に原因と

要因分析を行っています。分析により品質事故が多い事象に

ついては繰り返しの要因で事故の発生率が高いため、それら

の事象に対して明確な全店品質方針を立て、それに準じて各

支店で品質目標を設定し、再発防止を図っています。

　一つの原因に対してもさまざまな観点からの複数の要因が

存在します。多角的に深く分析することにより、真の原因を

明確にし、的確な再発防止策を策定します。

品質事故再発防止のためのプロセス

　品質検査のフロントローディングとして、工事着手前検査

の実施率を向上させています。施工における問題点の抽出に

対し、解決方策が立案できているかどうかを検査・確認。施

工管理担当者の品質管理を支援し、現場での生産性向上と、

品質事故のリスクマネージメントで高い品質意識の向上を目

指します。着手計画段階で潜在化する品質不具合を情報共有

し、早期に危険な芽を摘み取ることで大きな品質事故発生を

予防しています。検査後のフォローは、定期的な品質パトロー

ル、中間検査、完成検査のサイクルで行われ、最終的に顧客

の満足度を得られる品質を目指しています。

工事着手前検査の実施

　三建設備工業は、労働安全衛生マネジメントシステムを活用し、安全衛生の基本を遵守し、的確な管理活動と、安全・

快適で、楽しく働き自己実現できる職場作りを進め、災害ゼロと健康の確保を目指し、組織全体でフォローし、「持続す

る安全衛生管理」に取り組みます。 

協力会社との技術情報の共有

協力会社向けの品質教育資料

　全事業所の技術情報を共有し、有効的に活用することで持

続可能な技術伝承を目指します。すべての現場の品質向上の

ために工夫している内容や、品質不具合を遅延なく全社員に

情報共有し、同事象の事故再発を未然に防ぐ運用をしていま

す。また、当社ホームページにて、協力会社向けの品質教育

資料を提供し、自ら技術向上できるよう、分かりやすい資料

の提供を行っています。社内品質パトロール時で実際に改善

要望を出した技術内容を「正しい施工・悪い施工」で対比し、

写真により視覚的に分かる工夫をしています。またワンポイン

トで解説することで、より理解しやすい資料としています。

　協力会社の優良な職長を表彰する制度として「三建設備工

業優良技能者顕彰制度（Skilled Expert Awards Program）」

を設けています。協力会社の人材育成を支援し、優良な職長

を有する協力会社との良好な関係を築き、共存共栄を目指し

ます。この制度により、未来の建設業界全体の担い手確保と

育成に貢献し、建設業の就業者数の減少防止を図っています。

優良技能顕彰制度

　現場ごとに配管やダクト、機器などを一つ一つ手作業で設

置していた従来工事に対し、標準化・モジュール化の推進に

よる施工プロセスの変革に取り組んでいます。より効率的な

ワークフローとすることで労働力削減や高品質な施工、安全

性の向上などが期待できます。現在はモデル物件においてプ

レカットやユニット化などのプレ加工を実施。将来的に工業化、

物流倉庫+加工の生産拠点の整備を目標とし、現場施工から

生産拠点への「オフサイト化」を目指します。

※  ICT（Information and Communication Technology）  
インターネットのような情報技術を活用してコミュニケーションを行うこと
の総称

　労働安全衛生の内部管理機能の統一化を行うマネジメント

システムとして、国際標準化機構が策定した ISO45001の取

得を目標としています。現在マニュアルの作成に着手、全支

店へ展開していく予定です。PDCAを通じた管理体制の構築

により、労働安全衛生の改善を継続的に行い、働く人の労働

に関係する負傷や疾病の防止、安全で健康的な職場環境の

創造に取り組みます。

安心できるサービスと職場づくりを目指して

BIMとICT※を活用した現場施工のオフサイト化

労働に関する負傷と疾病の防止

品質事故再発防止フロー
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　度数率・強度率の活動目標を設定し、安心・安全、負傷・疾病ゼロを目指しています。

安全成績の目標設定

安全成績（度数率、強度率）（2022年3月末時点）

度数率：0.52（目標値：0.35以下）、強度率：0.018 （目標：0.010以下）

社会  Social

安全のための取り組み
　年2回、本社と各支店が合同で協力会社に対して安全衛生

教育を実施。研修会への参加が難しい場合は研修会で使用

する安全衛生教育資料を提供しています。また、安全e-ラー

ニングを利用して安全知識と安全ルールの周知を図っています。

安全に関する知識不足や当社独自の安全ルールの理解不足を

解消し、教育の仕組みづくりを行うことで、安心・安全な職場

環  境づくりを推進します。

安全衛生教育の実施

　三建設備工業の各支店と災害防止協議会の共催で「安全

大会」を開催しています。

　年に一度、全国安全準備月間である6月を中心に当社社員

と協力会社が集まり、年度の安全スローガンや重点方策を周

知すると共に、直近の安全成績や災害事例などの注意喚起、

安全表彰を行っています。安全管理を定期的に再確認する機

会として、安全に対する取組みの再点検を呼びかけ、安全衛

生の確保と災害防止の意識向上を図っています。

「安全大会」の開催

　当社の定める安全基準のうち、特に重要項目としている内

容を「三建ルール13」として設定しています。労働災害につ

ながりやすい低経験者の識別ベスト着用や、高齢者のヘルメッ

トへの識別シール取付け、脚立作業の原則禁止など、災害防

止のための13項目を設定し、各研修会などを通じて広く周知

しています。

「三建ルール13」の策定と周知

労働災害再発防止のための三建ルール13

　現場作業で直面する安全ルールの迷いや疑問を迅速に解

決するため、「安全の手引き」を発行しています。当社の定

める安全作業基準がイラストを用いて掲載され、ポイントを

押さえて理解し易いよう工夫されています。配布だけでなく、

実際に活用されて安全に繋げるため、内容の周知を継続的

に行っています。常に携帯可能とするため、ポケットサイズ

の製本版とデジタルデータ版を用意し、協力会社にも配布。

当社と協力会社が一丸となって災害ゼロを目指します。

「安全の手引き」の作成と配布・周知

1.  三建仕様ヘルメット

2.  低経験者見える化

3.  夏季屋外作業ルール

4.  ベビーサンダー持込禁止

5. カッターナイフ作業

6.  回転工具の注意喚起

7.  台車での資機材運搬

8.  6つの特定危険作業

9.  脚立作業原則禁止

10.  仮設資材の持込制限

11.  三建社員の作業制限

12. 圧力試験注意喚起表示

13.  高齢者作業員見える化

　2022年3月に竣工したさいたま技術センターは、建物コン

セプトの1つとして、社員や協力会社の安全意識の向上を目

指しています。1Fの実習スペースには、12種類の安全体感装

置を設置。建物を利用した「墜落制止用器具ぶら下がり」や

安全ブロックを使用した「はしご昇降」などがあります。建

設現場に潜む事故リスクを実際に体感することで危険性の認

識をリアルに再現し、事故を未然に防ぐことを図っています。

社員を初め、協力会社へ安全教育を実施する予定です。

さいたま技術センターでの社員および
協力会社への安全教育実施

　全国の現場で発生する災害を防止することが目的の「災害

防止協議会」を協力会社と合同で運営し、現場ルールの周知

徹底、安全教育の実施や意見交換をしています。全店合同の

安全パトロールを実施し、高所作業や、資材の管理、工具の

運用状況、注意喚起など、多数の項目について詳細なチェッ

クを行っています。全店合同で開催することで、他支店の良

い点、悪い点を協議し、災害防止体制の評価・見直しを実

施します。情報伝達、広報活動の報告として年1回会報誌「か

きがら」発行し、協力会社と社員へ配付しています。

安全パトロールの実施

ルール1：三建仕様ヘルメット ルール12：圧力試験注意喚起表示 ルール13：高齢者作業員見える化ルール2：低経験見える化
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社会  Social

　当社は、全役職員（役員、執行役員、社員、顧問、及び嘱託・雇員等）がお互いを尊重し、人種・国籍・民族・性別・

年齢・宗教・政治的見解・性的指向・性自認・心身の障がいの有無などのあらゆる差別を排除し、人としての尊厳を傷

つけ心身に対する暴力であるハラスメントを行わず容認しない企業文化の醸成に取り組みます。また、結社の自由と団体

交渉権を尊重し、あらゆる形態の強制労働・児童労働は決して認めません。

　この人権尊重に関する取組みを確かなものとし、推進していく指針として「ビジネスと人権に関する指導原則」を基に、

「三建設備工業 人権方針」を制定しております。

1. 適用範囲

  　本方針は、三建設備工業の全役職員に適用します。

また、サプライチェーンに対しても本方針を支持し、

協働するよう働きかけを行います。

2. 国際基準の尊重と適用法令の遵守

  　三建設備工業は、「国際人権章典」、「労働における基

本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言」、「国連

グローバル・コンパクトの10原則」などの国際規範に示

された基本的権利に関する原則などを人権の基本であ

ると理解し、すべてのステークホルダーの皆様と共に基

本的人権を尊重することを前提として事業活動を行います。

  　また、日本国内法はもとより、事業活動を行う国に

おける法律等を遵守するとともに、その施行によって

人権が適切に保護されていない国・地域では、国際

的に求められている人権を尊重するよう努力します。

3. 人権尊重の責任

  　三建設備工業は、自らの活動を通じて人権に負の

影響を引き起こしたり、助長もしくは加担したりするこ

とを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに

対処することで、人権尊重の責任を果たします。

  　たとえその影響を助長もしくは加担していない場合

であっても、取引関係によって企業の事業、商品又は

サービスと直接的につながっている人権への負の影響

を防止又は軽減するように努めます。

4. 研修・教育

  　三建設備工業は、自らの全役職員に対し人権に関

する正しい理解と判断が行えるよう継続的に研修・教

育を行います。

5. 人権デューデリジェンス※

  　三建設備工業は、人権への負の影響（人権リスク）

を特定して防止と軽減に取り組み、そしてどのように対

処するかというプロセスを構築し、継続的に実施します。

　　※ 人権デューデリジェンス  

人権への負の影響とリスクを特定し、リスクを分析・評価して適
切な対策を策定・実行するプロセス

6. 救済メカニズム

  　三建設備工業は、自らの事業活動が人権に負の影

響を与えたこと、または助長したことが明らかになっ

た場合は、適切な負の影響の是正に努め、人権侵害

の状態からの救済に取り組みます。

7. 対話・協議

  　三建設備工業は、人権に対する実際の及び潜在的

な影響に関する対応について、ステークホルダーとの

協議を行い、取組み状況について定期的に情報開示

を行います。

人権方針

人　権

国連グローバル・コンパクト（UNGC）への署名
　当社は、国連が提唱する「国連グローバル・コンパクト」に署名し、参加企業として登録されています。同時に、日本のロー

カルネットワークである「グローバル・コンパクト・ジャパン」にも加入しています。人権・環境・労働・腐敗防止の4分野に関

わる10原則に賛同し、トップ自らのコミットメントのもと、サステナビリティへの対応力を強化し継続的な取組みを進めています。

人材教育活動

人　材

各種社内研修

毎年昇格者を対象に階層別研修を実施し、それぞれの役

職が果たすべき役割、必要な知識やスキルを学びます。

＜研修の種類＞
●  キャリアデザイン研修
●  新任主任研修
●  新任係長研修
●  新任課長代理研修
●  新任管理職研修
●  考課者研修

若手社員研修 階層別研修

現場代理人研修5年目

若手技術社員研修4年目

フォローアップ研修（3年目）3年目

フォローアップ研修（2年目）2年目

新入社員研修（4カ月間） 
フォローアップ研修（1年目）1年目

　三建設備工業の財産は「人」です。社員が個性を発揮し目

的に向かって道を切り開いていくこと、それが会社を動かす

原動力だと考えています。自ら手を挙げ積極的に取り組む「自

走能力」を持った社員をバックアップし、自らを成長させよう

とする意欲に対しては積極的に支援を行い、本人の実力にふ

さわしい、より高いステージを用意します。

　各事業所において、技術資格取得のための勉強会や講習

会の実施および希望者を対象とした語学力向上のための支援

など、社員のスキルアップに向けたあらゆる支援を行っています。

　また、技術系・営業系社員を対象としたフロントローディ

ングの推進に向けた技術提案能力の向上を目指した社内セミ

ナーの開催や、社員の ICTのスキル向上に向けた社内教育も

実施しています。

スキルアップ支援

　若手技術系社員を対象に、入社5年で1億円以上の現場代

理人を任せられるようエンジニアの育成を行っています。

　現場代理人になるために必要とされる要素を一覧にした業

務遂行基準を作成し、年2回自身の習得状況を確認して上長

と共有することで、育成のための指標としています。

　入社5年目までの集合研修と現場OJTを行い、若手社員の

成長を支えています。

エンジニアのための人材育成方針
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　三建設備工業は、すべての従業員が心身ともに健康で、安

心して業務を遂行し、「環境創造企業」の一員として個々の力

を存分に発揮することに、生きがいと働きがいが生まれると

考えます。そのことが企業の発展にとって最大の原動力であ

るという信念のもと、会社・産業医・従業員および家族が一

体となった健康経営を推進してまいります。

健康経営宣言

ワークライフバランスの追求

目標

① 労働時間の適正化を図り、心身の負荷を軽減して疾病

のリスクを下げるとともに、ワーク・ライフ・バランス

を実現する。

② 健康情報を適正に収集、管理、活用して、適切で迅速

な健康管理を推進するシステムを構築する。

課題

① 労働時間の適正化に対する更なる意識改革と、ICTを

活用した更なる業務の効率化。

②健康情報の可視化とデジタル化。

課題解決への取り組み

① 現在実施している、当社独自の働き方改革推進プログ

ラム「働き方粋き生きChallenge」を推進するとともに、

業務のデジタル化を更に加速する。

② 健康情報管理システムを、社内ネットワーク内に構築

する。

健康経営方針

健康診断受診率・ストレスチェック受検率

2020年度 2021年度

定期健康診断受診率 99.0% 99.7%

ストレスチェック受検率 92.7% 94.1%

　当社では、従業員の心の健康を守るためにEAP（Employee 

Assistance Program）の専門機関と提携し、産業医と社内

の担当者が連携してメンタル不調者への対応を迅速に行って

います。階層別研修においては、メンタルヘルス講習を実施

しています。

　毎年、労働安全衛生法に基づいたストレスチェックを実施

し、ストレス度合いの高い従業員には、産業医によるフォロー

面談を実施し、職場環境の改善に役立てています。

メンタルヘルス対策

さまざまな働き方を支援する制度

　施工管理業務や設計業務に求められる能力が複雑化する

ことへの対応や、ワークライフバランス推進の一環として、よ

り公平感の高い評価・処遇の実現を目指し、将来の課題解

決に向けた「人づくりのためのしくみ」を再構築するために、

2020年4月に人事制度を改定しました。

　さまざまな価値観を認め、複線型のキャリアパスを拡充す

ることで、働き方の選択肢を用意し、時代にあった評価が可

能な体制を整備し運用を進めています。

人事制度

　当社は、すべての従業員が心身ともに笑顔でいきいきと働き続けられるようさまざまな取組みを行い、

健康経営優良法人※の認定取得も目指しています。

育児休業取得実績

2019年度 2020年度 2021年度

女性社員 7名 11名 13名

男性社員 0名 0名 0名

育児休業制度

法律 当社

育児休業
原則として1歳まで、
最長で満2歳まで延長することが可能

原則として1歳まで、
最長で満3歳まで延長することが可能

子の看護休暇
子が1名の場合は年5日まで、
2名以上の場合は年10日まで取得可能
（いずれも子が小学校入学前まで取得することが可能）

子が1名の場合は年10日まで、
2名以上の場合は年15日まで取得可能
（いずれも子が小学校3年生終了まで取得することが可能）

育児休暇 定められていない
年5日まで取得可能な育児休暇を設立
（男性の育児参加を推進する等、
ワークライフバランス推進のため）

　多様化する働き方に対応するため、さまざまな制度を設けています。

今後、制度を活用する社員はもちろん、それぞれの職場で理解を深め、全ての社員が働きやすい環境を目指しています。

介護休業制度

法律 当社

介護休業
対象家族1名につき、通算93日取得可能
（3回まで分割することが可能）

対象家族1名につき、通算93日取得可能
最長でさらに通算90日まで取得可能
（いずれも3回まで分割することが可能）

介護休暇
対象家族が1名の場合は年5日まで、
2名以上の場合は年10日まで取得可能

対象家族が1名の場合は年10日まで、
2名以上の場合は年15日まで取得可能

※ 健康経営優良法人認定  
従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として経済産業省が認定する制度

規程をわかりやすくまとめた
冊子を全社員に配布



目　標

①生活と仕事の「相乗効果」への実感
②長時間労働の削減目標達成

ビジョン

笑顔でいきいきと働ける創造性豊かな企業風土

目　的

業務変革による生産性向上
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休暇取得を促進する制度 さまざまな働き方への対応

　時間や場所に制約を受けず、多様な働き方に対応するため、

テレワークを推進しています。育児・介護・自身の疾病など

により出勤が困難な場合や、大規模な自然災害・感染症など

が発生した場合のBCPを円滑に実施すること、生産性の向

上を図ることなど、さまざまな目的に応じて柔軟に対応でき

るようテレワークの環境を整えています。全ての事業所におい

て工夫を重ね、内勤者のテレワーク実施率 30%実現を目指

しています。

失効年休の再発効  失効した年次有給休暇の内、直近の

1ヶ年度分については、工事竣工後の

リフレッシュ休暇や業務外の疾病など

で利用することができます。

永年勤続休暇  勤続25周年を迎えた社員に10日間の

休暇を付与しています。

アニバーサリー休暇  記念日での休暇取得を推奨し、有給休

暇の取得を後押しします。

ワクチン休暇  新型コロナウイルスのワクチン接種に

おいて、1回につき2日間の特例休暇を

付与しています。

働き方改革

　2019年4月の働き方改革関連法の施行を受け、当社独自の

働き方改革推進プログラム「働き方改革粋き生きChallenge」

をスタートしました。“笑顔でいきいきと働ける創造性豊かな

企業風土” をビジョンに掲げ、働き方改革に取り組んでいます。

　各事業所の推進リーダーを中心に施策を展開し、取組み状

況を共有する場として、2021年度は全社員が視聴可能なウェ

ブ会議ツールを利用して中間報告会・最終報告会を開催しま

した。

　2024年4月からの残業時間上限規制のクリアがゴールでは

なく、社員が働きがいを持って、心身ともに健康で充実した

人生を過ごせることを目標に取り組んでまいります。

働き方改革の推進

　タブレット端末、クラウドによるデータ共有、書類の電子

化と電子ワークフローの推進など、積極的な ICTの導入と業

務支援により、DXの基盤整備に取り組んでいます。

　さらに、協力会社と連携する電子商取引システム（SANKEN 

Cloud EC）、電子契約システムの構築により、施工管理業務

の効率化、生産性向上を図っています。

　各事業所で実施した ICTに関する施策を報告会で発表し、

効果および課題を水平展開する活動をすることで、施工管理

業務の ICT化を推進しています。

　有給休暇の取得状況や就労状況の見える化、出退勤の打

刻状況の見える化なども行い、DXの推進と共に、働き方改

革への取組みも進めています。

＜ICTの活用事例＞
●  全社員へのスマートフォン支給
●  施工管理担当者へのタブレット端末支給
●  協力会社とのチャットツール利用
●  クラウド利用による社内書類の一元管理（Googleドライブ）
●   データのクラウド利用による協力会社との連携（DropBox）
●  経費精算システム（楽楽精算）の導入
●  書類の電子化による電子ワークフローの利用
●  有給取得状況や就労状況の見える化
●   出退勤の打刻状況などを見える化し、働き方改革を推進
●   タイピングのスキルアップチャレンジを実施

ICTの活用

　社員の健康・快適性・創造性・知的生産性の向上を目的

として、本社の一部やさいたま技術センター、つくばみらい

技術センターに働き手が自由に作業場所を選べるワークスタ

イルのアクティビティ・ベースド・ワーキング（ABW）を導

入しました。自然光・観葉植物などの自然要素を取り入れた

バイオフィリックデザインも導入しています。

　さらに、2021年8月より「ビジネスシーンに応じた服装の

多様化」を導入しました。スーツなどのビジネスウェアを前

提とした慣習を見直し、服装の選択肢を広げることで、社員

一人ひとりの多様性を尊重すると共に、各自が体質や体調に

合わせて服装を選択することにより、社員の健康維持、増進

を図っています。

オフィス環境改善の取組み

　パラスポーツの発展と障がい者雇用の促進を目的として、2020年4月よりパラアスリート採用を行い、

現在3名のパラアスリートを応援しています。

パラアスリートの採用

ダイバーシティ推進の考え方

　個人の能力を活かす人材管理システムであるタレントマネジメントシステムの運用を2022年7月より開始しました。

今後は、多様性を可視化し、分析を行っていくことで社員が能力に応じて活躍できる職場づくりを目指してまいります。

タレントマネジメントシステムの導入

　女性が活躍できる環境の整備を行うため、「女性活躍推進

法」に基づく一般事業主行動計画 (2021年4月1日～2026年

3月31日 )を策定し、当社の課題と目標を、厚生労働省「女

性の活躍・両立支援総合サイト」に公表しています。また、

えるぼし認定※の取得に向けて準備を進めています。

　一般職から総合職へ職務転換した女性社員の支援および意

識向上に向けて、2021年度より「キャリアデザイン研修」を

新たに実施しています。

＜目標＞
●   新卒採用における女性社員の比率を現行の8%から15%に

引き上げる。
●   社員が長く働ける環境整備を行い、女性の平均勤続年数を

現行の11年から13年に引き上げる。

女性活躍の推進

※ えるぼし認定  
女性の活躍推進が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度
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従業員との対話

お客様との対話

ステークホルダーエンゲージメント

　従業員のやりがいやモチベーションを可視化・定量化する

ための従業員満足度調査を年に一度実施し、集計結果を社

内に公表しています。

　併せて、従業員の意見や提案、要望を集め、可能な範囲

で個別の改善、もしくは経営上の施策へ反映し従業員と経営

層とのコミュニケーションにより、働きやすい職場づくりを目

指しています。

従業員満足度調査の実施

　CS活動（カスタマーサービス）としてお客様の多様なニー

ズや課題を解決すべく、提案営業、メンテナンス、リニューア

ル工事などの営業活動を行っています。お客様のご要望（ZEB

化、省エネなど）に対し本社と支店が連携し、つくばみらい

技術センターへの見学やプレゼンテーションなどを実施。こ

れまで培ってきた技術力をもとに経験に裏打ちされた技術提

案を行いお客様の満足と信頼を得られるよう活動しています。

CS活動・提案営業の実施

　当社の技術・製品を各種展示会にて紹介し、来場されてい

るお客様の声を直接伺っています。既存のお客様をはじめ、

今までお取引のないお客様にも当社に興味を持っていただき、

さまざまな業種や職種の方々にご来場いただいています。直

接対面してコミュニケーションをとることで、課題やニーズの

ヒアリングを行うと共に、当社の技術や製品の情報提供を行っ

ています。

展示会への出展

　当社が技報として発行しているEuでは、お客様へのインタ

ビュー記事を掲載しています。

　施工させて頂いた中でも技術的に特筆すべき案件について、

建設工事に至った経緯やお客様の事業活動や社会貢献への

取組みについて深くフォーカスし、インタビューを行うことで、

我が国や世界が抱える課題について、お客様と共に技術的に

解決する方法を探っています。

技報「Eu」を通じたお客様との対話

　本社から講師を派遣し、各支店で協力会社の事業主を対象

とした事業主研修会を開催しています。安全・品質に関する

周知事項として、労働災害や品質トラブルの再発防止、三建

ルールなどの伝達を行うことで、安全管理を徹底し、施工品

質の維持・向上に努めています。

「事業主研修会」の開催

協力会社との対話

「三和会」の運営

　協力会社の皆様との情報共有手段として、当社ホームペー

ジに協力会社専用ページを設けています。各種情報を共有・

理解し、共通の認識・意識を持つことで、協力会社を含めた

グループ全体での当社マネジメントシステムに沿った品質確保

に取り組んでいます。

協力会社専用ページでの情報共有

社会貢献活動
　各事業所の清掃活動を中心に、全社員が参加意識を持ち

社会（地球・職場・生活）に配慮した活動を推進しています。

2021年度は社会貢献活動の目標55回以上に対し、75回実施

しました。

＜主な活動内容＞
●  事業所周辺の清掃活動
●   寄付活動（赤十字寄付金付自動販売機の設置、使用済切

手の寄付）

スポーツ支援活動
　スポーツ支援活動を通して、次世代の育成・支援を行い、

スポーツ文化の発展に貢献しています。

●  三建・30CLUB

　1998年に元全日本選手を中心に結成された社会人水球チー

ム。1999年より当社も協賛しチーム名を「三建・30CLUB」

としました。現在もスポーツ文化の発展のために活動を続け、

日本選手権にも出場しています。

　当社は調達方針の策定を機に、パートナーシップ構築宣言

として以下を宣言し、「パートナーシップ構築宣言」ポータル

サイト（https://www.biz-partnership.jp/index.html）に掲

載することで、取組みの「見える化」を行っています。
●  サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた

新たな連携
●  親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企

業振興法に基づく「振興基準」）の遵守
●  法令遵守・人権尊重・環境保全・安全衛生・情報セキュリ

ティなどに配慮した、適正で良識のある取引

　 　CSRおよびSDGsへの取組みは、三建設備工業が掲げる

「持続可能な社会づくり」には避けては通れない最重要課

題の一つとして、協力会社の皆様と共に進めてまいります。

パートナーシップ構築宣言

　当社が事務局となり、機器メーカーや販売代理店を含む協

力会社の方々を集め、相互が工事施工の円滑促進のために親

睦を深める場として「三和会」を運営しています。さまざま

な親睦活動を共に企画・実施することで面識を深め、連絡を

密にしコミュニケーションの円滑化を図っています。

https://www.biz-partnership.jp/index.html

