
では、以下の3つに重点をおき、レポートをしていきたいと思います。 

甘木工場の概要について 

環境への取り組みについて 

地域貢献活動について 

地域のためにどのような取り組みが行われているのでしょうか？ 
みなさんも一緒に参加してみませんか？ 

工場から出される大気や水は、地域住民の生活や健康を 
おびやかすものではないのでしょうか？ 
 
 
 

甘木工場ではいったい何が作られているのでしょうか？ 
 
 

p3へ 

p4-5へ 

p6へ 
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地域住民のみなさま、こんにちは。 

突然ですが、ブリヂストン甘木工場では何が

製造され、どのような活動が行われているか

ということはご存知でしょうか。 

工場によって、周辺環境が破壊されていない

かなど、不安なことも多いと思います。 

そこで、みなさまの視点に立ち、工場における

環境保全への対策や、地域貢献活動について

調査をし、みなさまにお伝えすることにしま

した。 

このレポートによって、少しでもブリヂストン甘木工場の取り組みを理解していただけ

れば幸いです。 

株式会社ブリヂストン　2008年度インターンシップ生　山本淳美 

ブリヂストン 甘木工場 環境レポート2008

ブリヂストン甘木工場 
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甘木工場長へのインタビュー 

2008年9月に、甘木工場の秋池工場長に、

環境に対する取り組みや、地域活動への

思いについてお話を伺いました。 

Ｑ．環境への意識・取り組

みについて教えてください。 

 

Ａ．今、世の中で急速に環境

のことが主張されるように

なってきましたよね。そこで、

甘木工場としても、自信を

もって環境に対して活動を

していきたいと思っています。環境活動として

は、リスクの低減などマイナスの環境側面の改

善と、地域活動などを推進するプラスの環境

側面の改善の両面があると考えています。 

まず、マイナスの側面として、臭気の問題があ

ります。ゴムの臭いは、人体には無害ですが、

苦痛を感じる人もいます。だから、地域の方に

迷惑をかけないよう、できるだけ夜間に生産

を行った上で、定量的な臭いを把握するなど、

より安全でリスクの少ない生産活動を目指し

ています。 

次に、カーボンの問題ですが、タイヤの色とな

るカーボンは、万が一、外に飛散すると大気を

汚染したり、車などの塗装を変色させたりする

おそれがあります。したがって、徹底的に漏洩

のないように発生源対策を行うとともに、万

が一漏れても飛散しないよう、周りを囲うなど

といった工夫をしています。 

最後に排水対策としては、

工場からの排水で川を汚

さないよう、浮上油回収装

置を設置しています。 

 

 

 

Ｑ．甘木工場の特徴や独自の活動などがあれ

ば教えてください。 

 
Ａ．環境対策のプラスの側面として、地域貢献

活動に積極的に取り組んでいます。 

独自の活動としては、カブトムシプロジェクト

があります。甘木工場は「緑の工場」をコンセ

プトとしており、１６万本の木があるんですよ。

その木の下の腐葉土で育つカブトムシを、生

物の成長の過程を知ってもらうきっかけとな

れば、と地域のこどもたちにプレゼントしてい

ます。 

また、クリスマスに工場周辺に数多くのイルミ

ネーションを施したり、夏休みにプールを開放

したり、夏祭りを開催したりし、地域の方との

積極的なコミュニケーションを目指しています。

そのほか、工場の外周清掃を行ったり、毎年５

月に敷地内で茶摘みを行い、地域の方に配っ

たりしています。 

 

Ｑ．地域の方と、今後どのように 

コミュニケーションを図っていきたいですか。 

 

Ａ．地域活動を実施することによって、地域の方々

に同じ目線でいろいろなことを共感してもらい、

あたたかく見守っていただきたいと思ってい

ます。 

来年からは、雨水を利用したホタルプロジェク

トの実施を計画しています。 

これからも、地域の方々にバックアップしてい

ただきながら、環境や、地域のためにさまざま

な活動を展開していきたいと考えています。 

 

工場長  秋池 潔 

インターンシップ生 
山本 淳美 
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甘木工場  環境方針 

甘木工場は、環境を保全することが企業の社会的責任の中でも、たいへん重要であることを理解し、“未来

の子供達が「安心」して暮らしていけるために・・・”を基本理念として環境活動に取り組みます。 

「緑の中の工場」として工場構内に樹木を配し、農地と住宅地が混在している地域に隣接する工場として、地

域との連携を図り、環境問題を未然に防止するように努めます。また、環境に良い影響を及ぼす活動に取り

組み、“地域と調和した環境にやさしい工場”を目指します。 
 

1．ブリヂストングループとして、全員参加でTEAMS（Total Environment Advanced Management System: 

グローバル統一環境経営システム）活動に取り組みます。 

2．環境に関する法規制や地域・行政・お客様から求められる要求等を守るだけでなく、自主的な基準を設定し、

前向きに環境活動・社会活動を推進します。 

3．環境の保全・向上を図るため、「見える化」による環境活動の充実と迅速化を進め、従業員に環境活動の

重要性を継続的に教育し、一人ひとりの環境活動の意識を高めます。 

4．工場として、以下に示す環境目的・目標を設定し、環境活動の向上を図ります。 

5．行政当局および、地域の皆様を始め、全ての人の意見・要望に常に耳を傾け、一般の人が希望する場合は、

「甘木工場環境方針」を提供します。 

6．「もったいない」の考えを基に、資源の再利用・再使用を促進する循環型社会の実現に向けた活動を促進

します。 

2007年11月、「第50回朝倉地区環境衛生大会」
（福岡県朝倉保健福祉環境事務所主催）が開催
され、甘木工場は「エコ活動実践者」として表彰
されました。これは、小学生を対象にしたエコ
カーを用いたエコ総合学習の開催などの地域
社会への貢献が認められたものです。 
 
また、このほかに、 
1992年に「エネルギー管理優良工場」として、
1993年に「工業標準化実施優良工場」として、 
通商産業大臣賞を受賞しています。 

第50回 朝倉地区環境衛生大会で表彰 
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タイヤをつくっています 

甘木工場は1973年にブリヂストンで8番目のタイヤ工場として誕生し、1977

年から、長距離・高速輸送時代に対応して、トラック・バス用ラジアルタイヤの

生産を開始しました。そして、その後トラック・バス用ラジアルタイヤの専門工

場となりました。 

現在では世界でも有数の生産能力を誇るグローバル供給基地として、日本国

内のみならず米州・欧州をはじめ、アジア・大洋州・中近東・アフリカ・ロシアなど、

世界の市場にトラック・バス用ラジアルタイヤを生産・供給しています。 

ラジアルタイヤとは… 
平坦の高速走行に最適とされたタイヤで、耐摩耗性、静粛性、などに優れ、乗用車からトラックなどの大型車まで、一般

的に広く使われている。 

こんな環境対応商品をつくっています 

「ECOPIA」シリーズは、その代表的な製品で、タイヤ寿命やグリップ機能を確保しなが

ら、製品使用段階での二酸化炭素排出量の削減に貢献する省燃費タイヤです。トラック・

バス用の「Ｍ891Ⅱ」では、従来品と比較して転がり抵抗を30%、小型トラック用の「Ｍ812」

では20%低減し、法人のお客様の環境負荷とコスト低減に大きく貢献しています。 

甘木工場では・・・ 甘木工場では・・・ 
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緑の中の工場 

コ・ジェネレーションシステム※を 
導入しています 

※コ・ジェネレーションシステム： 
燃料を用いて発電するとともに、その際に
発生する排熱をスチームなどの用途に有効
利用する省エネルギーシステムのこと 

カーボンが漏れて、大気を汚染することがないように、 
常にモニタで観測できるようになっています 

臭気濃度を自動的に測定しています 
また、2種類の消臭液を噴射することによって、 
臭いを抑えています 

工場からの排水で川を汚したりしないように、浮上油回収装置を設置しています 

カモがたくさんいました 

2008年12月にビオトープが完成しました 

～“環境にやさしい工場づくり”に向けた活動を行っています～ 

環
境
対
策
に
つ

い
てい
ろい
ろなお

話を伺いました

騒音が工場外に漏れないように、
動力施設を工場中央に配置し、
工場の周辺に16万本あまりの樹
木を15ｍ幅で植えています 

※ビオトープ：より自然に近い状態での生物の生息・生育環境空間 

廃棄物対策 

温室効果ガス
削減対策 

排水対策 

騒音対策 

臭気対策 

大気汚染対策
 

自然保護 

工場内の歩道はタイヤの屑で
できています 
これもリサイクル推進の一環
です 

分別収集をしリサイクルを行う他、焼却炉で発生した熱を回収し、 
その熱を加硫の熱源としています 
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甘木工場の地域貢献活動 甘木工場の地域貢献活動 

茶摘み 

工場外周清掃 

定期的に、工場の外周の清掃を行っていま
す。2008年6月に実施の際は、約40kgの
ゴミが集められ、工場周辺はとてもきれい
になりました。 

カブトムシプロジェクト 

2008年8月初旬に朝倉市内保育所7ヶ所に、
甘木工場内で捕獲したかぶと虫を配布し
ました。また、2007年7月末にカブトムシ
をプレゼントした黄金川保育園の園児より
心温まるお礼のカードが届きました。園児
達の心のこもったカードはみんなが通る
ところへ掲示しています。 

毎年5月に従業員全員参加で茶摘みを行っ
ています。地域の皆さんや工場見学のお土
産に配られ、周辺地域の福祉施設の皆様に
も味わって頂いています。 

こどもエコ学習 

近隣の小学校（福田小学校、三奈木小学校）
を対象にこどもエコ総合学習を実施しまし
た。こども達は講義や実験、電気燃料自動
車エコカー試乗「環境にやさしいクルマと
タイヤ」について学習しました。 

▲転がり抵抗の異なるタイヤ模型を使った実験 

▲カブトムシをのぞきこむ 
　こどもたち 

▲こどもたちからのお礼のカード 

ここでは甘木工場の地域貢献活動の一部を紹介します 
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工場環境データ 

CO2排出量原単位 廃棄物発生量原単位 水使用量原単位 

t-CO2／kton（新ゴム量） ton／kton（新ゴム量） 千m3／kton（新ゴム量） 
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※甘木工場における水質・大気に関する測定値については、国・自治体で定められた規制値を超えていません。 

甘木工場 
福岡県朝倉市小田2011　〒838-0051 
TEL : 0946-22-7111

環境推進部 
東京都小平市小川東町3丁目1番地1号　〒187-8531 
TEL : 042-342-6246 

http://www.bridgestone.co.jp

株式会社ブリヂストン 

※上記ホームページより、ブリヂストンについての情報が 
　さらに詳しく載っている「社会・環境報告書」をダウン 
　ロードしていただけます。 

今回、私はブリヂストンのインターンシップ生として、このレポートを作成させていただきま

した。作成にあたっては、ブリヂストン外部の人間として地域のみなさんに近い目線にたち、

客観的な立場で情報を収集するよう努めました。甘木工場がどのような環境対策を講じてい

るか、地域のためにどのような活動を行っているかということについて、少しは知っていただ

けたでしょうか。 

インタビューを通して、甘木工場では、周辺地域のみなさんのことを第一に考え、環境活動や

地域活動に取り組まれているということがわかりました。 

このレポートを通じて、甘木工場のことを理解していただき、身近に感じていただければ嬉し

く思います。 

また、わからないことがあれば、甘木工場の方へ聞いてみてくださいね。 

兵庫県立大学　環境人間学部 

3回生　山本 淳美 

お わ り に  

甘木工場の詳しいデータはWebに掲載しています 
http://www.bridgestone.co.jp/eco/ 
→社会・環境報告書→Web版→国内環境データ 

2008年12月発行 




