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　「社会貢献」は、昭和 50 年 1 月の創業時から掲げている企業理念です。個々の利益の

追求ではなく、社会全体の利益を追求するという考えなくして、企業は存在しないという

創業者の信念を表した言葉です。私たち三笠特殊工業は、これまでも、そしてこれからも

この理念のもと、企業活動をつづけてまいります。

　「お客様の快適な環境づくり」と「誰もが暮らしやすい生活環境づくり」を実現するため、

我々は常に「質の高いサービス」を提供し続けます。これこそ、会社と地域が発展して

いくことにつながり、社会に貢献するということにつながっていきます。それは、社員

の充実した人生と社員を取り巻く豊かな環境づくりの実現にもつながっていきます。

企業理念Philos0phy

「 社会貢献 」

企業理念

WITH CUSTOMER（お客様とともに）

WITH COMMUNITY（地域とともに）

TOP MESSAGE

WITH EMPLOYEE（社員とともに）

01

11

05

03

13

目次COntents

01



　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は、昭和 50 年 1 月の創業時より「社会貢献」を企業理念に掲げ、平成 26 年 5 月にＣＳＲ推進室を設置しました。
ＣＳＲの推進も 4 年が経ち、ＣＳＲレポートを継続的に作成できるようにもなり、次の中期計画を見据えた新たな展開に挑
む時期に来ていると考えます。持続可能な企業として、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）という世界の長期目標も視野に入れ
ながら、従業員満足を前提としたお客様満足を追求し、福岡の地に根ざした企業として、新しいかたちのＣＳＲの推進に取
り組んでまいります。

CSR推進室 室長  松﨑 裕二

行動指針　「三笠の 5 つの約束」

1. 水とみどり、すべての環境にとって健全で美しい状態をめざします

2. 快適で安全なまちを実現するため何事にも誠実に向き合います

3. 地域あっての企業であることを念頭におき地域と共に一体となって成長します

4. 日々進化する先端技術へのあくなき探求を行います

5. ともにビジョンの達成に向かう職員を大切にします

企業理念　「社会貢献」

CSRレポートによせて

PhilosOphy
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TOP MESSAGE トップメッセージ

代表取締役

社員一人ひとりが
　　　　ミカサのブランド

三笠特殊工業株式会社

Kazuo Kurashige
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　会社創業より 4 0 年以上経ち、会社も大きく変わろうとしています。これからは「ミカサ」
というブランドを築く時期になっていきます。その根本にあるのは、社員一人ひとりです。
お客様と最初に接する瞬間が、まさにブランドとなっていくのです。
　これからの「ミカサ」は、社員だけではなくすべての人々との関わりの中でつくられてい
くのです。

　社員の皆様は、自分なりの一歩を踏み出してみて下さい。
　踏み出すと、そこには価値ある「何か」があります。視点を少し変えるだけで、社会課題の
解決や、新たな事業へつながる可能性もあるのです。特に私たちが持つ、水処理やビルメンテ
ナンスの技術は福岡だけにとどまるものではないと考えています。日々の中で培った技術力・
信用力が、いつの日か世界で必要とされるだろうと思っています。

TOP MESSAGE

　当社は、創業以来「社会貢献」を企業理念とした業務を行ってきました。また、2 0 1 4
年の CSR 推進室の設立により、その取り組みは新しいものへと変化しつつあり、今後は
社員の家族も巻き込んだものにしていきたいと思っています。家族とは最も小さな社会で
あり、その家族に「どんな会社で働いているのか」を、知ってもらうことも CSR の一つ
だと考えています。私たちの事業活動や思いに共感していただく事で、社員が会社により
強い誇りを持つ一つのきっかけになると考えています。
　また、CSR の社内浸透も今一度取り組みなおす時期に来ています。これからは、CSR
推進室が率先してきた活動を、社内全体へ広げることが必要です。そのためには、ゆとり
を持って CSR 活動を行える土壌作りが必要です。人財育成はもちろん、業務の効率化や
多様な働き方など環境の整備を推進していきます。
　誇りを持ち、一体感をさらに感じることができる。そんな好循環を生み出すことの
できる CSR を目指しています。

一歩踏み出した先の価値ある未来

「ミカサ」というブランド

新しいかたちでの社会貢献を目指して
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コミセンわじろ職員による公民館への定期訪問

WITH COMMUNITY 地域とともに

　福岡市東区和白地域の公民館で、毎月１回、地域交流のためのカフェが開かれています。コミセンわじろ
では職員がカフェに参加し、運動やお喋りをして、地域の方々とともに楽しい時間を過ごしています。

　地域住民の暮らしに深くかかわる企業として、
地域貢献は欠かすことができない活動です。
地域の健康づくりや、環境美化、環境活動など
様々な取り組みを地域で行っています。
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with COMMUNITY

地域の健康促進 ～トレーナーの出張体操～　

　福岡市和白地域交流センター（コミセンわじろ）では、開館前に施設周辺の清掃と朝の挨拶をおこなってい
ます。この朝活を通して、さまざまな地域の方との交流をはかっています。

　指定管理物件である福岡市地域交流センターや東体育館・西体育館では、体育館・トレーニングジムが
備わっており普段から地域の健康づくりに関わっています。更なる地域の健康促進を目指し、地域のお祭
りでは誰でも楽しめる音楽に合わせた運動を、公民館などではニーズに合わせた健康教室を行っています。

朝活
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　福岡市営地下鉄大濠公園駅にて、植栽管理を行っています。春には、福博花しるべ事業の一環としてたく
さんのチューリップが咲き誇ります。花植えの際には、環境演出家®にご指導いただきながら花壇づくりを
行っています。今年で4年目を迎え、地域の方々との交流も増えてきました。また、この取り組みを通じて、
「福岡市緑のコーディネーター」も社内に誕生しました。これからも、美しいまちづくりを続けていきます。

花と緑のまちづくり
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福岡市営地下鉄大濠公園駅の植栽

with COMMUNITY
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　地域の方々よりいただいた、読まなくなった本を、どなたでも自由に選んで持ち帰ることができる本の
リユースイベントを行っています。小説や、実用書、画集や絵本など様々な本が揃うためいつも沢山の方々
でにぎわいます。大人から子供まで、自分の目で本を選ぶ楽しさを感じています。「大切に使えば、いつか
誰かに譲ることができる」。物を大切にする心と、本を読む楽しさをつなげる環境イベントです。

古本のリユースイベント ～BOOK BOOK 本市～
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企業やイベントへの協賛

周辺地域の美化活動

with COMMUNITY

　福岡市の取り組みや、スポーツチーム、イベントへの協賛など様々な応援をおこなっています。今年度は、
使用済み切手を公益財団法人ジョイセフへ送付しました。また、社員の提案が実現し、こども食堂に関する
イベントへの協賛をおこないました。

〔今年度の協賛実績〕

・博多・天神クリスマスマーケット　　・ライジングゼファーフクオカ CSRパートナー
・福岡トライアスロン2017　　　　   ・Dream Rugby福岡
・2017アビスパ福岡 オフィシャルスポンサー
・共育：フラワーアップスクール　フラワーアップ活動応援企業
・「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー in 福岡&九州サミット」企業協賛

　地域と関わることが多い企業として、環境美化活動にも力を入れています。地域の方々と一緒に清掃活動に
参加したり、地域の方々の利用の多い場所の草刈りをおこなっています。
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ISO 監査研修

with customer お客様とともに

　2 0 0 4 年に ISO1 4 0 0 1 を取得し、環境保全活動を推進してきました。内部監査の経験がある社員に対
しても積極的に研修を行い、また、内部監査員の養成も行なっています。

　お客様と接する機会が多いため、
様々な研修を行い、お客様満足へとつなげています。
また、資格や検定の取得にも力を入れており、
より深い知識の習得を推進しています。



with customer

　各事業所で業務に役立つ研修を行なったり、資格取得のための受験を推奨しています。
　そのひとつとして、今年度は、我々が管理する施設をより使いやすく、居心地の良いものにするために、
ユニバーサルデザインについての研修をおこないました。ユニバーサルデザインの考え方や実例をもとに
したワークショップを行いつつ、32 名がユニバーサルコーディネーター 3級を取得しました。

　指定管理物件では、年 1 回、利用者アンケートを実施しています。施設の使い心地や、要望などの声を
すくい上げ、より良い施設運営に活かしています。

〔保有資格　※一部〕
建築物環境衛生管理統括責任者 / 建築物環境衛生管理技術者 / ビルクリーニング技能士 / 空気環境測定実施者 / 防除作業監督者 
ダクト清掃作業監督者 / 清掃作業監督者 / 空調給排水管理監督者 / 貯水槽清掃作業監督者 / 防除作業監督者 / 高所作業車運転 
建築物排水管清掃作業監督者 / 消防設備士 / 第三級陸上特殊無線技師 / 防火管理者　甲種 / 防火管理教育担当者 / 冷凍機械責任者
産業洗浄技能士 / UDコーディネーター / 安全衛生推進者 / スポーツ指導者  / サービス介助士  / 准認定ファンドレーザー　　など

お客様へのアンケート

各種研修・資格の取得
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with employee 社員とともに

　女性だけではなく、社員全員が自分らしく、長く働ける環境づくりのために、「女性活躍推進委員会」を
立ち上げました。

　　「社員は財（たから）」という考えのもと、
社員一人ひとりが能力を発揮できる
環境づくりを推進してきました。

女性活躍や働き方改革などに向けて取り組みます。

女性活躍推進委員会
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安全衛生委員会

 世界では、発展途上国だけではなく先進国を含む国際社会全体で、様々な課題に取り組む動きが活発になっ
てきています。「SDGs」とは、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、「持続可能な開発目標（以下：SDGｓ）」であり、「誰一人取り残さない」
社会の実現を目指しています。この中には、「女性の活躍」や「雇用問題」、「子どもの貧困」など、私たちに
関係の深い目標も含まれています。何か特別な活動を行わないといけないものでもなく、すでにミカサが行
っている事業そのものが SDGｓに関連するものです。寄付や、ボランティア活動が主だと思われがちな
CSR活動ですが、社外だけではなく社内の「従業員」に対しても行われるべきものです。

with EMployee

　停止できない重要インフラの維持管理にあたり、いかに無事故・無災害を達成し続けるかを協議しています。
このほかにも、毎月実施の責任者会議にて安全衛生の事例や取り組みの情報共有を行なっています。

〔当社の事業と特に関わりがある目標〕

世の中の CSR ～SDGs について～



代表取締役

三笠特殊工業株式会社
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目16-14リファレンス駅東ビル 6F　
TEL : 092-431-3829

設　立

会社概要

: 昭和50年1月
資本金 : 3,000万円

: 倉重 一男

社員数 : 400人（平成30年5月現在）
I S O : ISO14001 （環境マネジメントシステム）

ISO27001 （情報セキュリティマネジメントシステム）

HP : http://mikasakk.co.jp
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三笠特殊工業（株）


