
防府市75周年！       防府工場35周年！

1976年に国内タイヤ工場の中で9番目に操業開始
塩田跡地に建てられた工場では、最新の環境対応商品を生産している
また山口県エコ・ファクトリーに認定されるなど、環境分野に力を入れている工場のひとつである

環境サイトレポート 2011
ブリヂストン 防府工場

このレポートをご覧になる方へ
このレポートは、地域の方々と防府工場がお互いに理解しあえる方法の一つとして作成しました。
防府工場のことをより詳しく知っていただき、関心を持ってもらうため、工場に関する基本的な情報や
工場長へのインタビューを掲載しております。

ブリヂストン  2011年度インターンシップ生　藤原  史明

防府工場について
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ブリヂストン 防府工場 環境サイトレポート 2011

インタビューの様子

工 場長へのインタビュー

防府工場を知るために工場長にインタビューを行いました。
防府工場のこと、環境への取組み、地域コミュニケーションについて、
防府工場の考え方を聞きました。

工場長　多胡 和徳防府工場では何が生産されていますか？
また工場の特徴を教えてくださいQ

Q

Q

Q

A 防府工場では1日に乗用車用タイヤを約12500本、建設・鉱山車両用タイヤを約700本生産しています。
乗用車タイヤについては「POTENZA」、「REGNO」などの超高性能ラジアルタイヤをはじめ、環境
に貢献する商品である「ランフラットタイヤ」を生産しています。
また防府工場は生産工場という役割の他に、試験センターという役割も持っています。巨大な建設・
鉱山車両用タイヤの耐久テストなどを行える試験センターを併設しているのも、防府工場の大き
な特徴です。

防府工場の生産工程における環境への意識と取り組みを教えてくださいQ
A 防府工場では地球温暖化対策のひとつとして、2005年にコ・ジェネレーションシステム（5ページに

詳細説明）を導入しました。また同じく2005年には産業廃棄物の最終処分量を継続的にゼロとする
「完全ゼロ・エミッション※」を達成、継続しています。産業廃棄物は全てほかの分野の原材料とし
て活用（リサイクル）されています。また、防府工場では廃棄物削減のため3R（リデュース、リユー
ス、リサイクル）を積極的に展開し、これらの活動が評価され、2011年に山口県エコ・ファクトリー
に認定されました。
更に防府工場ではタイヤを生産する過程にも着目しています。一例として、タイヤを生産する上で
ゴムを練る工程（精練工程）ではかなり電力を消費します。製品として使用できるゴムになるまで
3~4回のプロセスを経る訳ですが、このプロセスを1回でも減らすことができれば、この工程の中
で約25％も電力を削減することができるのです。防府工場ではこの様な工程の中での省エネル
ギーにも着目しています。
※すべての産業廃棄物について品目ごとに再資源化の委託契約の締結を完了することを条件にしています。

防府工場では地域の方々とのコミュニケーションにどの様な意識をもって
取り組んでいますか？Q

A 防府工場では常に「防府にブリヂストンがあってよかった」と
思ってもらえる様に一人ひとりが心掛けて活動しています。
活動の一例として、毎月1度、工場内外における清掃活動を
行ったりしており、また、地域イベントへの積極的な参加に
よって、地域の方々との交流を図っています。さらに、2009年
の大雨による土石流で大きなダメージを受けた防府の森の
復旧にも力を注いでいます。（活動の詳細は6ページに記載）
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防 府 工 場   環 境 方 針

環境保全が、「企業の果たすべき社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）」の中で極めて重要である
ことを認識し、当工場は、環境宣言の「未来のすべての子どもたちが『安心』して暮らしていくために…」をモットーに、
臨海工場であり、又住宅地に隣接する工場として、地球の環境汚染を未然に防止すると共に、地域社会との融和を
図りつつ、“環境にやさしい工場づくり”に向け、下記の通り環境方針を定めています。

１. ブリヂストングループとして、TEAMS（Total Environmental Advanced Management System：
グローバル統一環境経営システム）活動に全員参加で取り組みます。

２. 環境に関わる法律、規則、協定等を遵守するだけでなく、より厳しい自主基準を設定し、積極
的に地域の環境活動・社会貢献活動に貢献します。

３. 以下に示す環境目的・目標を設定し、その達成を図り、工場長方針と共に定期的に見直すこと
により、環境マネジメントシステムの継続的な改善を積極的に推進します。
①適正な操業を常に心掛け、環境汚染の防止を徹底します
②産業廃棄物の適正処理、発生量の継続的削減、3R（リデュース、リユース、リサイクル）の向上に
努めるとともに、完全ゼロ・エミッションを継続させます

③地球温暖化防止のため、省資源・省エネルギー活動とオフィスエコ活動を通じ、CO₂を中心とし
た温暖化ガスの排出削減に努めます

④職場環境問題を明確化し、その改善に努めます
⑤環境負荷の少ないエコ製品 及び 原材料の購入促進と共に、有害化学物質の使用量削減に努
めます

⑥環境イベント、環境広報、社会貢献活動を通じ、地域社会とのコミュニケーションの充実を図り
ます

4. 従業員が環境宣言及び防府工場環境方針を理解し、一人ひとりが環境活動の意識をもつこと
で、これに沿った行動が出来るように教育を行います。

5. 常に行政・市民の声に耳を傾け、一般の人が希望する場合は、「防府工場環境方針」を提供
します。

ブ リ ヂ ス ト ン の

環 境 宣 言

2011年5月にブリヂストンは「環境宣言」をリファインしま

した。「自然と共生する」ために、「資源を大切に使う」技術

を開発・活用し、喫緊の課題である地球温暖化に対して

「CO₂を減らす」ことに誠実に取り組んでいきます。
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1. パンクしても走行できるため、
 タイヤ交換をせずに安全な場所まで移動できます
 ・路上でタイヤ交換を行う必要がないので二次災害を回避できます

2. スペアタイヤが不要になります
 ・ほとんど使われることなく廃棄されるスペアタイヤやホイールが不
要になり省資源化に貢献できます

3. トランクスペースに余裕が生まれます
 ・スペアタイヤが不要なため、トランクスペースに余裕が生まれたり、
クルマのデザインの自由度が増すなどクルマの機能向上にも貢献し
ます

防 府工場で生産されている商品
「パンクしても走り続けることができる※タイヤ」
ランフラットタイヤ

ブリヂストンのランフラットタイヤは、1980年代前半に身体障害者用車両向けに空気圧が
失われた状態でも安全な場所まで走行可能なタイヤとして開発されたのが始まりです。
量産車向けとしては、1987年にポルシェ959の標準装着タイヤとして納入が開始されまし
たが、通常のタイヤにくらべてどうしても乗り心地が硬くなる傾向にありました。その課題の
克服に取り組み続け、2005年に乗り心地を改善した第2世代へと進化。さらに新技術の採
用を進め、2009年には通常のタイヤと比較しても乗り心地に遜色のない第3世代へと進化
させました。

ブリヂストンのランフラットタイヤは、パンクしても走れる※タイヤです。
パンクした時にタイヤ側面にあるサイド補強ゴムが荷重を支え、走行を可能にします。
※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、所定の速度で一定の距離を走行可能。

製品展示
スペース

環境保全課　田中さん

ランフラットタイヤの仕組み

安全・環境に優しいタイヤで車社会への貢献を目指します

通常
タイヤ

ランフラット
タイヤ

走行不可走行不可

走行可能走行可能

4



ブリヂストン 防府工場 環境サイトレポート 2011

環 境 への取り組み

コ・ジェネレーションシステムに詳しい従業員へ
のインタビュー風景

タイヤを生産するにあたって多量の電力と熱が必要となってきます。
そこでブリヂストングループでは省エネルギー支援サービス事業
（ESCO事業）との共同事業として2005年にコ・ジェネレーションシ
ステムの導入を行いました。そのため防府工場にもコ・ジェネレー
ションシステムが設置されています。

コ・ジェネレーションシステムは大きくガスタービン、排ガスボイラで構成されています。よってこのシステムでは
都市ガスを使用し発電できると同時に、発電時に発生する廃熱を利用し蒸気も生産できるシステムなのです。
電気エネルギーと熱エネルギーを同時に生じさせることによりCO₂排出量削減が期待できます。また発電には
都市ガスを使用するため、重油を用いることによるSOx※の発生が無くなりました。
※SOx：硫黄酸化物、大気汚染や酸性雨の原因とされる排気物質

コ・ジェネレーションシステムとは？

防府工場が導入しているコ・ジェネレーションシステムでは約7000kWの発電が可能であり、これは工場で使用
する電力の約4割を賄っていることになります。また排ガスボイラでは約25t/hの蒸気を生成することが可能で、
工場で使用する蒸気のほとんどをこのコ・ジェネレーションシステムで生成しています。

防府工場のコ・ジェネレーションシステムについて

実際のコ・ジェネレーションシステムの様子

綺麗な排ガス

排ガスボイラ

ガスタービン

都市ガス

排ガス
コ・ジェネレーションシステム概略図

工 場

都市ガス

発 電

ガスタービン

排ガスボイラ

電 気

蒸 気

廃 熱

ガスを使
用する

だけで
、

電気も熱
も作る

ことが
できる

んだね
！

CO₂削減のための取り組み
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雨水排水路

臨海工場であるため排水にも気を付けています。排水を3つ（工場排水、雨水、生活系排水※）に分けそれぞれ排
水モニターを用いて水質をチェックしています。工場用排水、生活系排水には貯留槽を設けそれぞれ処理して
います。
※生活系排水：食堂やトイレで使用した排水

防府工場では、3R活動や完全ゼロ・エミッションを積極的に行っています。
特にタイヤを生産する上で、生産量のうち約2.8％は廃棄物になります。
廃棄物の半分近くは福岡県にある工場などに送り、「熱の再利用」として
ボイラの燃料に使用されます。更にボイラでも燃やしきれなかったもの
については、セメントに混ぜて利用しており（※社外で実施）、「サーマルリサ
イクル」、「マテリアルリサイクル」を積極的に行っています。

生活系排水貯留槽 工場排水貯留槽

タイヤの屑を利用した歩道
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CO₂排出量原単位 廃棄物発生量原単位 水使用量原単位
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ブリヂストン防府工場は、平成22年度「山口県エコ・
ファクトリー」に認定されました。これまで取り組んで
きた3R活動や完全ゼロ・エミッションによる廃棄物削
減活動が評価されたことによる授与であり、今後も廃
棄物削減や身近な3R活動に積極的に取り組んでいき
たいと思います。

エコ・ファクトリー認定証

エコ・ファクトリー認定楯

エコ・ファクトリーに認定されました！

排水における環境負荷低減

廃棄物削減

環境データ
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防 府 工 場の地 域 貢 献 活 動

エコピアの森活動

清掃活動の様子

下草刈りの様子

エコピアの森に参加すること
で「山」も手入れが必要だと
感じました。また、山を手入
れしていくことで、森、水な
ど「自然」というものに直に
触れました。そして「自然」
の偉大さを改めて感じること
ができました。

環境保全課　田中さん

清掃活動
環境月間行事の一環として防府工場では「ク
リーン作戦」を行っています。工場内はもちろん
のこと、工場外もポイントを決めて清掃活動を
行っています。工場外では特に県道沿い緑地
帯の雑草除去や落ち葉の掃き掃除を行なって
います。実施後は緑地帯や歩道も非常に綺麗
になり、通行する車両や地元の皆様にも良い
印象を持って頂けたらと思います。

防府まつり総踊り大会の様子

防府まつり総踊り大会への参加
2010年から防府まつり総踊り大会では賞が設け
られました。その初年度にブリヂストン防府工場
の参加チームが「エレガント賞」をもらいました。
2011年の今年も参加人数は約130人と工場が
一丸となって総踊り大会に出場しましたが、残
念ながら賞は逃してしまいました。来年また何
か賞がもらえる様に、防府工場は全力で総踊り
大会に臨みたいと思います！！

アロマ・ブロック

エコピアの森
2009年の大雨により被災した森林の復興を防府市、山口中央
森林組合、ブリヂストンの三者で推進しています。下草刈り、間
伐などを中心に荒れた山の再生を行っています。

「幸せます」アロマ・ブロック（ヒノキ材）
エコピアの森の間伐材を使用したひのきブロックを配布しています。
「幸せます」には“幸いです”“うれしく思います”“幸せが増します”などの意味が含まれて
います。防府工場では「エコピアの森」活動に参加して頂いた方々に、この「幸せます」の
ロゴを入れたひのきブロックを配布することにより、森だけにとどまらず地域の方々とより
良い関係を築けたらと思っています。
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工場長　多胡  和徳

読んで頂いたみなさん、防府工場や防府工場の取り組みについて、何か感じて頂けましたで
しょうか。今回のレポートを通して、防府工場が常に地域住民の方々との関係を第一に考え、
様々な活動を行っていることが少しでも伝わればよいと思います。
「大きな敷地を使って、中で何を行っているのか分からない」といった、工場の“見えない部分”
を、インターンシップ生である私が、地域の方々により近い目線で見て、レポートしましたが、まだ
分からない点がありましたら、気軽に防府工場の従業員に聞いてみてください。時間が許せば、
直接訪れるのも良いと思います。

最後に

早稲田大学大学院　修士1年　藤原  史明

株式会社ブリヂストン

環境戦略企画部 
〒187-8531 東京都小平市小川東町3丁目1番地1号
TEL:042-342-6963 
http://www.bridgestone.co.jp 

防府工場 
〒747-0833 山口県防府市大字浜方100番地
TEL:0835-22-8111
防府工場の詳しいデータはこちら

http://www.bridgestone.co.jp/csr/eco/
→環境への取り組み→環境データ→国内拠点データ

防府工場では前ページに紹介した活動以外にも「愛情防府フリーマーケット」、「防府天満宮　裸坊祭
り」、「防府読売マラソン」などにも積極的に参加しています。更に地元の消防団員に参加している従業
員も多数いるため表彰を受けた事もあります。これらの活動を通して「地元に愛される工場」、「防府に
ブリヂストンがあって良かった」と感じて頂けることを、全従業員が願っております。
また、久留米工場の吹奏楽団によるコンサートでは、毎年1500～1600人の方にお楽しみ頂いております。
2011年は防府市75周年、ブリヂストン防府工場35周年という事もあり、防府市市長にもお越し頂きまし
た。官民一体となって同じ空間を、音楽を通して過ごせたらと思っています。

地域社会の一員として活動してきた結果、
防府工場では様々な受賞経歴があります。

地域社会の一員として・・・

防府工場受賞楯
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