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  わたしたちは、壊します。



わたしたちは、壊します。

老朽化した危険な建築物や、

環境への配慮に欠けた過去の遺物を。

わたしたちは、守ります。

人々の思い出や生活、

子供たちのこれからの笑顔を。

壊すからこそ、その先のことを真剣に考える。

壊すことは、ゼロから、

より良い未来へ挑むことだ。

解体で、快適や安心をビルドする。

解体で、美しい環境をビルドする。

解体で、新しい暮らしをビルドする。

解体で、明日への希望をビルドする。

解体で、未来をビルドする。

わたしたちは、三和建商です。

利益とは、企業活動を通じ
社会に貢献できた企業だけに与えられる、
社会からのご褒美。

代表取締役社長

経営者が日々 片時も忘れてはならないのが「社会あっての企業」ということではないでしょ

うか。当社は1956（昭和31）年創業以来一貫して「どうしたら企業活動を通じ社会の

発展に寄与できるか」だけを考え続けてきました。戦後の復興期には社会に欠かせない

紙の生産を支える木材チップ事業に乗り出し、次にモータリゼーションの到来を見据えて

自動車教習事業、また建築物の更新期に臨み解体工事業、さらにその延長線上に

建設廃棄物のリサイクル事業と、世の進展に合わせて社会が必要とするモノ、サービスを

提供してきました。社会が必要とするモノ、サービスを提供することで、ささやかながらも社会

の発展に寄与していきたい――これが当社設立の基本理念です。

わたしたちが「社会あっての企業」と考えるのは、こうした理由からです。提供したモノ、

サービスの価値を社会が認めてくれれば利益というご褒美をいただける。わたしたちは

そんなふうに考えています。

変革期だからこそ、変えてはいけない大切な価値。
誠実であること、真摯であること。
100年に1度といわれる大変革期が進行しています。米国で発生したサブプライム・ローン

破綻やリーマン・ショック。欧州に飛び火して信用不安の連鎖。最近では日米欧やアジア

太平洋の民主主義国家対中国、ロシアの専制政治国家の対立激化。さらには深刻化

する気候温暖化や新型コロナウイルス感染症の流行――動揺は年を追うごとに深刻さ

を増しているようにみえます。そして、わが国はこれに加えて少子・高齢化という大きなハン

ディ・キャップを抱えています。

この克服の過程で、わたしたちの社会には大きな変動がもたらされるでしょう。社会がわた

したちに求めるモノ、サービスの中身も当然、変化していくと思われます。わたしたちは耳を

立て、神経を研ぎ澄まして、未来からの声を敏感に感じ取っていかなければなりません。

そして、社会が求める変化に果敢に挑戦していく姿勢が大事だと考えています。

しかし、一方でこれだけは変化してはいけない大切な価値があると考えます。それは「人の

和」であり、決して人を裏切らない「誠実さ」であり、愚直なまでの「真摯さ」です。不祥事

を起こした企業経営者の常套句「想定外だった」「再発防止に努めます」。社会は

こんな言葉をきっと苦 し々い思いで聞いているに違いありません。

わたしたちはどこまでも社会的存在としての企業の道に固執し、邁進していきます。当社が

合言葉として高く掲げる“高品質、低価格、安全”のスローガンは、この道に邁進する

わたしたちの心意気でもあります。

代表あいさつ

妻 形 慎 也
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企業理念  ─ 三和建商が目指す目標 ─

ゼロから、よりよい未来へ。

時代を先取りする三和建商の挑戦にご期待ください。

商 号

三和建商株式会社

代表者

代表取締役社長　妻形慎也

設 立

1957（昭和32）年3月4日

資本金

6,200万円

事業内容

リサイクル（解体）工事、改修工事、
特殊工事（アスベスト除去／焼却施設／ワイヤーソーイング）、土木・外構工事、リサイクル処理

取引銀行

静岡銀行 流通センター支店／清水銀行 流通センター支店／
静岡信用金庫 竜南支店／商工中金 静岡支店

沿 革

1957年 3月 静岡チップ工業株式会社の商号で会社設立
1970年 4月 自動車教習事業を分離、株式会社清水自動車学校として別法人化
1977年 9月 株式会社網武を吸収合併
1980年 3月 商号を三和建商株式会社に変更
 4月 静岡チップ工業株式会社を新たに設立
1998年 4月 産業廃棄物処分業を分離、
  株式会社三和建商リサイクルセンターとして別法人化
2012年 8月 エコアクション21認証・登録を取得
2014年 6月 株式会社清水自動車学校を閉校、跡地を第三者に貸し出す
2014年 8月 優良産廃処理業者認定を取得
2017年 3月 創立60周年
2017年 6月 株式会社清水自動車学校の商号をオアシス株式会社に変更

事業所

本社 静岡市葵区流通センター12-7　
 TEL 054-263-2030（代表）
沼津支店 沼津市高島本町13-25　
 TEL 055-924-2523（代表）
藤枝営業所 藤枝市上青島460-1　
 TEL 054-645-1030（代表）

解体で、未来をビルドする。

COMPANY

INFORMATION 会社概要

1 2
困難の克服、成功の喜び、人と交わることの刺激、

忍耐力や謙譲心の涵養など、社員ひとりひとりが

仕事を通じて多くを学び、個人、家庭人、企業人、

そして社会人として成長していく糧となる、企業

活動をいたします。

企業活動を通じた
「人材の育成」

建設廃棄物リサイクル事業を
通じた「社会貢献」

都市の再開発、ビル・工場・住宅の建て替え、

土木・外構工事から発生する膨大な建設廃棄物

を、新たな資源として社会に還元したい。わたし

たちは「解体工事＝リサイクル工事」と位置づけ、

その実現により社会に貢献いたします。
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環 境 対 策

安全大会 事業主パトロール 特別教育

三和建商では設立以来「解体工事＝リサイク
ル工事」として、徹底した分別・解体・収集を
実現してきました。今では県内トップクラス
の実績を誇ります。木くずはグループ企業の
静岡チップ工業で、それ以外の廃棄物は
三和建商リサイクルセンターで処理・再資源
化し、社会に還元しています。この“一貫処理
体制”が三和建商の最大の強みです。

三和建商の強み 2

技術力で突破する「難しい解体」

三和建商の強み 1

ゴミを出さない「美しい解体」

多くの職員が難関の国家資格である一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士を取得。ほぼ全職員が解体工事施工技士（主任技術者資
格）を取得するなど、他社にはない充実した「資格取得助成制度」で“高品質・低価格・安全”を実現する知識や技術力を高め、ワイヤーソーイン
グ工法など、特殊技術による工事にも積極的に挑戦しています。技能向上のための研修会や日々のOJT活動なども含めた「人材育成力」が大
きな強みです。

三和建商の強み 4

長期間無事故を誇る「安全な解体」
三和建商では、毎日・毎週・毎月・毎年、それ
ぞれ行う「安全活動」があります。タームの違う
安全活動が重層的に効果を発揮し、長期に
わたる無事故の実績を重ねてきました。
職長教育や、アスベスト除去、足場、丸のこ、
クレーンといった特別教育にも力を入れて
います。
事故のない、安全で快適な工事の提供が三和
建商の強みです。

三和建商の強み 3

環境に配慮した「丁寧な解体」
｢粉じん｣｢アスベスト｣｢ダイオキシン｣｢PCB含有廃棄物｣などの飛散リスクを防止する丁寧な
解体。「騒音・振動」を極力おさえた静かな解体。工事現場周辺の生活環境保全と、環境に配慮
した施工方法を提案し、迅速に、適切に実施できることが三和建商の強みです。

職員の主要資格一覧

三和建商は、工事現場周辺の生活環境および地球環境の保全に努めるため、
環境省が定める「エコアクション21」の認証を取得しています。

エコアクション21
認証・登録番号0008627

・特別管理産業廃棄物管理責任者
・石綿作業主任者
・特定化学物質作業主任者
・石綿取扱い作業従事者
・廃棄物の焼却施設に関する業務
　（ダイオキシン類）

・解体工事施工技術講習  講師認定
・コンクリート造の工作物の解体等作業
　主任者講師研修
・職長・安全衛生責任者教育講師
・木造建築物の解体工事の作業指揮者等に
　対する安全教育講師
・振動工具取扱作業者に対する
　安全衛生教育インストラクター

・一級建築士
・一級建築施工管理技士
・一級土木施工管理技士
・監理技術者
・解体工事施工技士
・二級建築士
・二級建築施工管理技士（躯体）
・二級土木施工管理技士
・二級舗装施工管理技術者
・二級建設機械施工技士　第二種
・宅地建物取引士
・二級建設業経理士

・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
・建築物等の鉄骨の組立等作業主任者
・足場の組立等作業主任者
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
・車両系建設機械（解体）運転
・車両系建設機械（整地等）運転
・玉掛業務
・小型移動式クレーン運転
・高所作業車運転
・ガス溶接業務
・型枠支保工の組立等作業主任者
・不整地運搬車運転
・フォークリフト運転
・木造建築物の解体工事の作業指揮者
・足場の組立等作業従事者
・研削といしの取替え等の業務
・伐木等（小径木70㎝未満）の業務
・振動工具取扱作業者
・丸のこ等作業従事者・安全衛生推進者養成講習

・職長、安全衛生責任者教育

SANWA

STRENGTH

壊します。美しく、丁寧に、安全に。

解 体 現 場

がれき類
廃プラスチック類
廃石膏ボード
混合廃棄物

木くず 鉄くず

（株）三和建商
リサイクルセンター静岡チップ工場（株） 提携スクラップ業者

創業以来こだわり続けてきた「高品質・低価格・安全」を実現しつづけるために。

建設廃棄物のほとんどをグループ企業内で処理・リサイクルする“一貫処理体制”。

全職員の技能向上をめざした研修会やOJT、資格取得助成制度の充実による人材育成。

最新の技術力を駆使した特殊工事への挑戦、環境・安全対策など三和建商の強みをご紹介します。

三 和 建 商の強み

免 許

安全衛生教育

環 境

講師資格

技 能

法律に基づいた安全な施工
「アスベスト」「ダイオキシン」「PCB含有廃棄物」
などの飛散防止

騒音・振動、粉じん対策に配慮
常に新しい技術を積極的に採用・提案

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物
の適切な処理
水銀などの有害物質を法律に基づき対応

汚染土壌対策

1 2

3 4
解体工事に伴う汚染土壌を法律に基づき
迅速に除去・処理

安 全 活 動

“毎日”行う「KY活動」（危険予知活動）
現場ごとにその日予測される危険作業を全員で確認・対策を話し合う。

1

“毎週”行う「５S活動」（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）
事故が起きにくい美しい現場をめざし毎週金曜に一斉に整理整頓と清掃を行う。

2

“毎月”行う「事業主パトロール」（第3水曜日）
現場の安全確保指導。月１回の安全衛生委員会役員会でその内容を検証し、全協力業者に水平展開して結果を共有。

3

“毎年”行う「安全大会」（7月）4
全職員、協力業者作業員全員が集まり、安全に対する意識向上を図る。
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市街地や密集地など施工しにくい場所でも対応可能な工法をご提案騒音・振動・粉じん対策に細心の注意を払い、工事現場周辺の生活環境を保全

特殊工事
アスベスト除去／焼却施設／
ワイヤーソーイング

解体工事＝
リサイクル工事
ビル／工場／住宅／公共施設 等

木造住宅、鉄骨、鉄筋コンクリート（RC）
のビル・工場、公共施設まで、ほぼ廃棄
物を出さない高品質な解体工事を行
います。

改修工事
ビル／工場／住宅／公共施設 等

浴室の改修など住宅リフォーム工事をはじめ、
小規模店舗・大型商業施設の安全性を高める
耐震・防水工事や、夜間・休日しかできない
テナント改修工事まであらゆる工事に柔軟に
対応。快適で活気ある街づくりのお手伝いを
いたします。

土木・外構工事
住まいの顔、家の雰囲気をがらりと変える
外構（門、車庫、塀、垣根など）工事や、土地
造成などの土木工事も承ります。
経験豊富な担当者が安全性・利便性を踏ま
えたプランをご提案、お客さまのイメージを
形にするお手伝いをいたします。

リサイクル処理
グループ企業の㈱三和建商リサイクルセン
ター、静岡チップ工業㈱との連携により、徹底
した分別解体・収集・処理を一貫体制で実現
しています。
“高品質・低価格・安全”をスローガンに、
グループ一丸となって環境保全や地域社会
の発展、人と地球に優しい循環型社会の実現
に寄与する企業活動をしています。

社会問題となっているアスベストの除去
工事、ダイオキシン飛散防止が必要な焼却
施設解体、低騒音・低振動が特徴のワイヤー
ソーイング工法など特殊工事に対応いたし
ます。

PLACEMENT

BUSINESS

主力事業である「解体工事＝リサイクル工事」は、ビル、工場、住宅、公共施設など、

広範にわたりご発注いただいています。 また、改修工事も年々増加傾向にあります。

その他にも、アスベスト除去や焼却炉などの特殊工事、土木・外構工事、リサイクル処理事業など、

さまざまなニーズに高い技術力でおこたえしたい。三和建商の得意分野は限りなく広がっています。

事 業 紹 介

壊します。還します。つくります。
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工事完了

安全な施工・現場管理

工事着工

近隣挨拶回り

施工計画・各種書類作成

お打ち合わせ

ご契約

見積作成（無料）

現地調査（無料）

見積依頼（無料）

無料でお見積り・ご相談・現地調査まで。
解体、改修、その他お気軽にお電話ください。
工期や工法などさまざまなご相談にも丁寧に
おこたえします。

契約後は、打ち合わせと説明を徹底的に。
必要に応じてお客さまを含めて現場打ち合わせ
を行い、入念な準備を経た上で具体的な計画
を進めます。

ご近所とのトラブル防止に努めます。
ご近所様へ工期や工事内容などを事前に
ご説明。工事期間中もご挨拶や道路清掃など
良好な関係を心がけます。

住宅解体の流れ

STEP 1

STEP 2

STEP 3

株式会社 三和建商リサイクルセンター
事業内容 産業廃棄物処理、リサイクル事業製品販売
代表者 代表取締役社長 宮内一雄
資本金 5,000万円
所在地 静岡市葵区東1034-1　TEL 054-247-6833（代表）
URL http://www.sanwa-rc.co.jp/

静岡チップ工業株式会社
事業内容 産業廃棄物処理、木材チップ等の生産・販売
代表者 代表取締役社長 妻形博史
資本金 3,000万円
所在地 静岡市清水区長崎1042-11　TEL 054-346-9611（代表）
URL http://www.s-chip.com

オアシス株式会社
事業内容 不動産賃貸業
代表者 代表取締役社長 妻形博史
資本金 3,500万円
所在地 静岡市清水区長崎69-1 イハラビル6階　TEL 054-388-9456

特定建設業 静岡県知事許可（特-28）第6091号
静岡県 産業廃棄物02201010962／特別管理産業廃棄物02251010962
静岡市 産業廃棄物06211010962／特別管理産業廃棄物06261010962
愛知県 産業廃棄物02300010962／特別管理産業廃棄物02350010962
三重県 産業廃棄物02400010962／特別管理産業廃棄物02450010962
岐阜県 産業廃棄物02100010962
神奈川県 産業廃棄物01403010962
山梨県 産業廃棄物01900010962
1級建築士事務所 静岡県知事登録（4）第6061号

優良産廃処理業者認定（静岡県・静岡市・愛知県・三重県・神奈川県・山梨県）
エコアクション21
静岡県次世代育成支援企業
静岡県介護マーク普及協力事業所
男女共同参画社会づくり宣言事業所
静岡市道路サポーター
暴力団追放不当要求防止責任者選任事業所
若者応援宣言企業

公益社団法人全国解体工事業団体連合会
一般社団法人静岡県解体工事業協会
建設業労働災害防止協会静岡県支部
公益社団法人静岡県産業廃棄物協会
一般社団法人静岡県環境資源協会
静岡商工会議所
一般社団法人静岡法人会
協同組合静岡流通センター

住宅の解体をお考えの方は、

その後、新築を予定されているケースも多いのではないでしょうか。

三和建商は、こんな思いにおこたえします。

「新築に先行して、住宅の解体費用をなるべくおさえたい。」

「思い出がたくさん詰まった大切な家だから、安心できる業者に頼みたい。」

「取り壊すからこそ、環境に優しく、なるべく廃棄物を再利用してほしい。」

「建て替え後も住み続ける場所だから、近隣に配慮してほしい。」

高品質な施工で、静岡県内トップクラスの工事実績がある

わたしたちにおまかせください。

壊します。守ります。つなぎます。
住宅の解体をお考えの方へ

HOUSE

DEMOLIT ION

グ ループ 会社

許  可

認 証・登 録

加 盟 団 体
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