
三菱ケミカル㈱三重事業所
の環境保護活動 保安防災、労働安全衛生、環境保護を意識した生産活動を行っている。

団体名：三菱ケミカル株式会社三重事業所

私たちは、製造会社です。ものづくりの基盤とし
て、安全や環境に配慮することは基本中の基本です。
ものづくりの安全や環境について様々な法律から厳
しい基準が設定されており、日々基準値を達成する
ために、担当の従業員をはじめ社員全員がさまざま
な職務（環境の仕事）に取り組んでいます。
この資料では、三重事業所の環境保護の取組につ
いて紹介します。

■ 事業所（工場）で常に意識していること

私たちは、化石燃料などの限りある資源を利用し、皆様の生活になくては
ならない多くの化学製品を生産しています。化学製品の生産過程では、危険
物・高圧ガス・毒劇物も取り扱います。また、生産に伴い排ガスや排水も発
生します。私たちは、生産に伴い発生する危険物を安全に取り扱うとともに、
発生する環境汚染物質を削減することに努めています。

「保安防災」（化学プラントにおける事故を起こさない）
「労働安全衛生」（事業所内で働く人の安全）
「環境保護」（空気や水を汚さない）

事業所の概要
・名称：三菱ケミカル株式会社三重事業所
・所在地：塩浜地区 四日市市東邦町1番地

川尻地区 四日市市川尻町1000番地
大治田地区 四日市市大治田3丁目3番17号
北大治田地区 四日市市大治田3丁目3番71号

・敷地面積：約200万㎡
・操業開始：1952年
・従業員数：1655名（2020年7月1日）

社員が職場の安全や環境保護のための施設管理、人材教育などを行っています

塩浜地区事業所入口

※事業所の業務（仕事）の中に、環境保護業務も含まれます。



工場が稼働や停止する際に、放出されるガスを安全に燃やして処理する設備です。
煙突に似た形のエレベーテッドフレアが３基あります。最上部では、いつも種火がついてい
て大量のガスを安全に燃やして処理することができます。点検や工場の運転、停止に伴いエ

レベーテッドフレアーから炎が上がることがあります。安全確保の措置です。

大気汚染物質の除去設備

排水中に含まれる有機物（汚れ）を
好気性微生物（空気を好む微生物）に
より微生物の力で分解処理する設備で
す。事業所から排出された排水をきれ
いにして、河川から海へと放流してい
ます。従業員は、微生物が活発に活動
できるよう監視したり、空気の量を調
整したり、各機械の点検や修理などを
行います。

①で処理した水の放流口です。川
に水を流す前に、水の濁りや汚れに
問題がないか24時間自動分析してい
ます。異常があった場合は、放流す
る水の流れを遮断し、緊急用のプー
ルに溜めます。

一般ゴミの分別集積所を塩浜、川尻、
大治田の各地区に設け、処理会社を経
由してリサイクルしています。

工場が稼働や停止する
際に、放出されるガスを
安全に燃やして処理する
設備です。煙突に似た形
のエレベーテッドフレア
が３基あります。最上部
では、いつも種火がつい
ていて大量のガスを安全
に燃やして処理すること
ができます。点検や工場
の運転、停止に伴いエレ
ベーテッドフレアから炎
が上がることがあります。
安全確保の措置です。

三菱ケミカル三重事業所の環境管理施設マップ

■新活性汚泥処理設備

①活性汚泥処理設備１ ②処理排水口２

エコステーション３

フレアー設備４

５

窒素酸化物や硫黄酸化物、ばいじん
の効率的な除去を行い、環境負荷の低
減を行っています。
※川尻地区は、硫黄分を含まないLNG
を燃料としたガスタービンのため、窒
素酸化物のみ除去しています。
※ボイラーとは、タービンで発電させ
るために蒸気を出す装置。湯沸機のよ
うなものです。

★高層煙突

大気汚染物質を
除去しており、煙
突から出ているの
は、ほとんどが燃
焼時の水蒸気です。
煙突の高さは、
175ｍです。名古
屋のルーセントタ
ワーとほぼ同じ高
です。

★排ガス
自動測定装置

排ガス中の窒
素酸化物、硫黄
酸化物や余剰酸
素を連続自動分
析計で監視して
います。

■ NOx計・SO₂計・O₂計

環境管理施設マップ

大治田・北大治田地区から出るガスは、
配管で送出し、川尻地区で処理しています。

環境管理施設の運営も大切な事業所の仕事です



農業を通して、地域の環境
や人のつながりを育てる

地域と農業をつなぐ架け橋

農業は、私たちの食や地域の暮らし、自然を支える仕事です。田んぼや畑は、作物
を作るだけではなく、雨水を溜めたりする洪水調整機能や地表の乾燥を防ぐなどの
機能があります。

うつべ農園では、地域社会と農業の関わりをとても大切にしてい
ます。これからの農業を担う若手の育成や子どもたちに農業の楽し
さを感じてもらうイベントを開催しています。また、管理者がいな
くなり荒れてしまった田畑の再生など、地域の人々・行政とも協力
し、よりよい農業社会を築いていくことが私たちの願いです。

環境の仕事 団体名：株式会社うつべ農園

田んぼや畑は、作物を作るだけではなく、雨
水を溜めたりする洪水調整機能や地表の乾燥
を防ぐなどの機能があります。これを多面的
機能と言います。田畑は、生物たちにとって
繁殖や生育の為の場であり、農業が行われる
ことによって、私たちの地域や自然が守られ
ています。

田んぼ多面的機能とは

■ 仕事の紹介
新規就農者として四日市市で農業をはじめて7年の農業法人です。
１０代から３０代の若い世代のスタッフがお客様の求める食に対する
「見た目」や「味」などの品質と真摯に向き合いながら農業に取り組
んでいます。
また、地域農業の発展や地域との交流を積極的に行いながら若手農
業者の育成、農業に興味関心を持つ人を一人でも増やしたいと考えて
います。

■主な職場
四日市市釆女町1368-1 周辺の農地・森林
http://www.utsube-noen.com/

お米や野菜作りには、人の手だけではなく、機械も使います。時には、ドローンを
飛ばすこともあります。

★動画で学ぼう★
農業・農村のいろいろな働き

作成：農林水産省



活動は、SNSで情報発信中
うつべ農園で検索してね！

米作り出前授業 稲作体験 うつべの森整備 イベントの開催
内部小学校・内部東小学校 米作り

授業(各校全4回)その他、農業と環境に
関する講座なども行っています。

四日市公害と環境未来館の講座の一
環で、稲作体験を行いました。

うつべの森を再生したいと考えてい
ます。昔は、マキなどの燃料を里山に
取りに行っていましたが今はそのよう
なことがなくなり、山は荒れ放題。身
近な山を整備して、環境学習ができる
ようにしながら里山の新しい魅力を模
索しています。

イベントを通して、同じく農業を営
んでいる仲間やお世話になっている内
部地区の発展や活性化に貢献したいと
考えています。そのため、イベントの
企画や準備、運営は若い社員や地元の
有志に任せています。そうしないと若
い人が育ちません。どんどん任せて、
自分たちが主体で取り組んでいってほ
しいと願っています。

次世代の農業就労支援、地域貢献活動

★代表者からのメッセージ

私自身、農業などしたことがない
ところから現在地域の担い手となり、
常に地域の自然環境と向き合うこと
になり日々の作業の中で気が付くこ
とがたくさんあります。
四日市は工業の町です。けれど自

然も多くそして身近にあるという素
晴らしい町であります。その自然が
いかに宝であり我々の生活に影響し
ているかを皆さんとともに学んでい
きたいと思います。

現在「うつべの森を作ろう」をは
じめ、多くの農業体験の場を皆様と
ともに作り上げたいと思っておりま
す。森林整備や体験補助などともに
子供たちが安全に体験できるよう大
人の方の参加を期待しております。

田んぼには、様々な生き物たちが集まってくるよ！
お米作りも楽しめるけど身近な自然のことも知る機会
になるんだ！
例えば、アキアカネという赤とんぼは、田んぼで生
まれて、夏場は、御在所岳で過ごし、再び田んぼへ
戻ってくるんだ！田んぼで産卵するのは、10月~12月
中旬頃まで。

うつべ農園さんも撮影に協力した映像です。本冊子で紹介
するうつべの森やうつべ農園の代表をされている上 麻理
さんが登場します。【四日市の魅力発信】自然の中で素敵
な未来を願い歌って踊る【サスティナブル】

うつべ農園代表
上 麻理さん

代表者からのメッセージ



廃棄物の適正処理
資源化を行う
環境の仕事 団体名：四日市市クリーンセンター

焼却棟プラットホーム 焼却ごみピット
（大型クレーンによる作業）

中央制御室 資源化された物

学習施設

ゴミを処理し、資源化する仕事 ※左の施設図の一部を紹介

ゴミから資源を取り出し、再資源化や3Rの促進に寄与している。燃やしたゴミから発
電を行い施設の電力を賄うなどサーマルリサイクルも行っている。環境学習の利用者
数も多い。

『ごみリアンを撃退！四日市市クリー
ンセンターの見学コースを体験』

施設見学時に閲覧する動画が四日市市
公式YouTubeで公開されています。

■ 仕事の紹介

四日市市クリーンセンターでは、市内全域の「可燃ごみ」及び「破
砕ごみ」等を処理しています。また、市民の直接持込にも対応してお
り、クリーンセンターで処理する上記のごみの他、飲料缶・びん・
ペットボトル等の「資源物」の受入れも行っています。ごみは、日々
の生活から毎日発生します。そのため、収集等により集められたごみ
は多量であり、日中にすべてのごみを処理することができません。
したがって、２４時間体制で夜間もごみの処理を行っています。こ
れらの基本的な仕事に加えて、クリーンセンターにおいては環境学習
も実施しており、小、中学生や市民のみなさんに見学をとおして説明
することも大切な仕事の１つです。

■事業を行っている場所 四日市市垂坂町1736番地

四日市市
クリーンセン
ターの様子は、
四日市市公式
YouTubeで
公開されてい
ます

クリーンセンターの仕組み

クリーンセンター内の見学コースにお
いて、施設見学を実施しています。見学
コースでは、啓発ビデオや展示物、空間演
出を用いて３Ｒについての啓発を行うなど、
ごみ減量の重要さを再認識していただける
施設となっています。なお、令和元年度に
は４，４６８人の方にクリーンセンターを
見学していただきました。



市民への働きかけ

クリーンセンター稼働後、搬入されるごみの量が
高止まりしています。施設の維持管理、長寿命化
の観点から、ごみの分別や３Rの推進、「生ご
み」における水切りの徹底などを市民のみなさん
へ働きかけていきます。

資源化の工夫

資源化できるものは、極力資源化できるようにして
いる工夫（分別）、搬入者（ゴミを持ち込む方へ）
への注意喚起、収集日程や分別方法などの最新のご
み処理情報については、広報やインターネット等を
用いて、市民に情報提供を行っています。また、ご
みの分別やごみ出しマナーの向上を図るため、地域
や自治会単位で出前講座を実施しています。

今後の取組

ごみが資源物へ
ゼロエミッションの達成

ごみ処理による発電 最終処分場の延命 周辺への環境負担低減

焼却施設では、ごみを溶融すること
で「スラグ・メタル」に資源化し、破
砕施設においては、処理過程で「鉄・
アルミ」を選別して回収しています。
また、ごみを溶融する際に発生する灰
（溶融飛灰）についても民間の製錬業
者により資源化されており、クリーン
センターで処理されるごみのほとんど
は資源として、再び世の中に出かけて
いきます。

ごみを処理する際に発生する熱を利
用して、発電をしています（バイオマ
ス発電）。発電した電力はクリーンセ
ンター施設で使用され、余剰電力は電
気事業者に売却しています。
写真のようにフロアーの電気もごみ

から作られた電気を使用しています。

クリーンセンターではシャフト式ガ
ス化溶融炉にてごみを高温溶融処理す
るため、これまで埋立処分していたプ
ラスチック等を処理することが可能に
なりました。
また、溶融時に発生する灰(溶融飛

灰)についても資源化を外部委託してお
り、埋立処分量は非常に低減されてい
ます。

クリーンセンターでは、ごみを燃やす
過程で発生する排ガス・騒音・振動につ
いて、国が定めた法令基準値よりも厳し
い自主基準値を設定しています。
地域の住民をはじめ市民が安心して生活
していただけるよう、日々監視していま
す。

クリーンセンターが稼働することによる成果、環境への貢献など

クリーンセンターの仕事は、機械の操作から
見学者への説明、市民への普及啓発など多様
な内容になります。



地域の未来を豊かな
生活につなげる仕事

持続可能な森林と森を守る林業を支える仕事です。森林は、二酸化炭素などの温
室効果ガスを吸収する働きや大雨の際に、雨水を地下に溜め、下流へ流すなどの
天然のダムの役割を果たしています。森林を整備することは未来の地域の環境と
安心して暮らすことができるまちづくりとつながっています。環境の仕事 団体名：株式会社ブルック

森林を再生するためのオーダー家具の製造、販売

三重県の木を使用してオリジナルのオー
ダー家具製作をしています。使用する樹種は
主にスギとヒノキです。森林には、活用しき
れないほどのスギ、ヒノキがあります。少し
でも木を消費し、そのお金を山に戻す。その
ことによって、森林の整備が行われ、森林環
境が改善されていきます。
健康な山は、私たちに環境に限らず、多く
の恵みを与えてくれます。これを森林の多面
的機能と言います。

地元の食材を利用した
カフェ、商材の販売

カフェは、森と出会うためのきっ
かけの場です。お店の家具や取り扱
う食材は、ほとんどがこの地域で作
られたものです。カフェを通して、
森や人、地域をつなげていきたいと
考えています。イラスト作成：ブルック

■ 仕事の紹介
私たちの仕事は、地域材を販売しているだけではありません。
カフェや雑貨店舗を通じて、森林の新しい価値やマインドを伝えていき
たいと思っています。
◎地元の木を利用した家具の販売
◎地元の食材を利用したカフェの運営、商材の販売

■仕事の範囲、拠点
主に、三重県の鈴鹿川流域
本社所在地 三重県四日市市城西町４－２７

BROOK 
坂 丈哉さん

鈴鹿川上流域の森林

FURNITURE CENTER

CAFE・ZAKKA



想いのつまった森林を活かし、次世代の人々と共有したい

団体からのお知らせ
・是非、一度お店にお越しください！

活動は、SNSで情報発信中
公式ホームページで、家具やカフェについて詳しく紹介しています

私たちは森から、水・空気の恩恵を受
けています。また、森がしっかりと整備
されていないと土砂崩れなどの災害が起
こります。
日本は国土の７割が森林で、人工林(人

の手によって管理されている森)がそのう
ちの約４割です。遠く昔から伐採と植林
を繰り返し、今に至ります。現在の森の
状況は戦後に植えられた木が伐期を迎え、
次の６０～７０年を見据えた森の育成が
急務となっています。
また、現在育っている木は戦後の高度

経済成長下において大量に伐採され、大
量に植林されたものです。育つ過程の中
で、大量の輸入木材が外国から輸入され
国内の木材はその価値を失いました。行
き場のなくなった木材や森から職が無く
なったことで山の管理は滞り、現在の森
は美しい森には程遠いものです。
一日も早く余分な材を伐出し、元気な

豊かな森の姿に変えるべく人の手が入る
形をつくらなければなりません。そのた
めには、木材を消費し森に還元していく
必要があります。

＜新しい林業家
ブルックはマインド伝える＞

私たちの仕事は、地域材を販売してい
るだけではありません。カフェや雑貨店
舗を通じて、マインドを伝えていきたい
と思っています。
第２次大戦以後、敗戦国の日本は平和
な日本を夢見て多くの地域の人たちがま
だ見ぬ子孫のために植林をしてくれまし
た。高度経済成長なども相まって、大量
に木材は消費され土砂災害や、未来の私
たちの生活を見据えたうえでたくさんの
植林がなされました。それが今伐期を迎
えています。日本は世界でも平和になり
ました。
森からは花粉の問題や、地球温暖化に
よる土砂災害など悪いニュースが後を絶
ちません。平和な日本をつくってきた中
で、私たちがこれから子孫のためにしな
ければならないことの一つに森の活性化
があると思います。戦後の私たちのこと
を知らない人たちが、私たちを想い植林
してくれた木を、今私たちがそのマイン
ドを受け継ぎまだ見ぬ未来の人々のため
にできることがあるということを伝えて
いきたいのです。
先祖に借りを返すようなイメージで！
（こういうイメージがパワーを生みま
す。）業種を問わなくても、より安全で
豊かな日本をつくっていくことが今を生
きる私たちの大きな幸せになることを
願っています。

台風などで倒れた木々①

台風などで倒れた木々②

山から流された木々は、海岸へ
写真は、集められた流木

（写真：四日市ウミガメ保存会）

なぜ森の活性化が必要なのか 新しい林業家
ブルックはマインドを伝える

森林に対する想いを語る坂さん

製材工場で、住宅などの部材に
加工される木々（木材）

鈴鹿川上流の森林の様子
は、右のRQコードから
ご覧ください。

森林の現状

写真は、スギです



ヤマビルと共生するための
忌避剤を創る仕事 「ヤマビルを殺すほど強力な効き目でなく、寄ってこなくなればいい」ひたすら

強力な忌避剤を研究開発していた頃、ヤマビルが苦しんでいる姿をみて、自らの
考え方に疑問を抱き、研究開発テーマを一新した。地域の子どもたちとヤマビル
の生態調査を実施しながら、自然環境や生物に配慮した研究開発を続けている。団体名：株式会社エコ・トレード

ニッチ商品なので、外注するほどの作業量ではなく、配合、攪拌、
分注、シール貼り、袋詰め、出荷まで、ひとりでこなす。危険性の
ある化学薬品などは使用せず、自然界で生分解する材料だけで製造
しているところが、ディートという虫よけ用化学薬品を使用してい
る一般的な虫よけ剤と差別化されているところ。
「ヒル下がりのジョニーを愛用してくれる方は、研究開発テーマに
賛同してくれる方、効き目を実感してくれた方、ヤマビルの気持ち
悪さが軽減されるおもしろい名前がいいと評価してくれる方などさ
まざまですが、今後もより良い商品づくりに精進します。」と西村
氏は言う。

写真：ヤマビル

ヤマビルのことなら、なんでもご相談ください。お仲間です(笑)

■ 仕事の紹介
・ヤマビル専用の忌避剤の製造販売。

■創業からの経緯
・四日市市新規産業創出事業助成金を活用して研究開発に取り組み、今年で
販売14年目を迎える。発売当初はまったく売れず、アルバイトをしながら食
いつないでいた。知名度向上のためにマーケティングの本を読み漁って、販
売先をアウトドアショップに絞り込んだ。販売7年目、付き合いのあったア
ウトドア商品卸問屋の部長に「よく頑張ったね、ヤマビル忌避剤でトップ
シェアだよ。」と褒められ、シェア獲得の重要性を実感。現在、全国のアウ
トドアショップの他、ホームセンター、ヤマビル被害地域の小売店、アマゾ
ンや楽天などのインターネット通販など、販路をこつこつ構築して、ヤマビ
ルよけスプレーで、全国トップシェアを維持している。

環境にやさしい
詰め替え用も準
備しています。
新たに、200㎖
の詰め替えもは
じめました！



10年前、近所に住む元公立小学校の校長先生だった樋口さんに「ヤマビルを対象に
した研究会をやりませんか」と誘われたことがきっかけとなり、「子どもヤマビル研究
会」を一緒に立ち上げることになった。「ヒルは木の上から降ってくると言われている
が、本当に木の上から降ってくるのか？」という小学生らしい発想を生かし、子ども研
究員が主体となって研究を続けた。3年後、「ヤマビルは木に登らない。木に登らない
ヤマビルが上から落ちてくることはない。」と結論付けた。三泗小学校科学研究発表会、
三重生物研究発表会、藤原岳自然科学館研究発表会などで、研究結果を発表するほか、
愛知県名古屋市で開催される山岳イベント「夏山フェスタ」（主催：中部経済新聞）で
一般の登山経験者相手に発表するまでに成長。研究活動は引き継がれ、山と渓谷社が年
1回発刊している「登山白書2017」に寄稿、ヤマケイオンラインのコラムで研究内容を
5回寄稿するなど、研究内容、知名度を共に高めていき、ヤマビル研究ではその名を知
らない者はいない存在にまで成長。来年からは京都大学霊長類研究所の半谷准教授が隊
長を務める「ヤクザル調査隊」と屋久島に生息するヤマビルの生態調査を共同研究する
ことになっている。研究会の運営理念は、樋口コーディネーターの「子どもが主体と
なった研究会であること」という教育哲学、西村氏のヤマビルの師匠であった東京大学
大学院 故山中征夫准教授の「ヤマビルに興味を持ったひとはみんな仲間」というヤマ
ビル愛が基になっている。

株式会社エコ・トレードのCSR活動

子どもヤマビル研究会
の研究風景

ヒル下がりのジョニー
効果実験。

活動の様子は、動画で閲覧できます ★代表者からのメッセージ★
ジョニーをつくりはじめるきっかけをくれた恩人がいま

す。その方と渓流釣りに行ったのですが、当時、私はヤマビ
ルの存在を知りませんでした。ヤマビルの猛襲に遭い、釣り
ができないほどの気持ち悪さを体験したことが研究開発の
きっかけとなったのです。恩人はさりげなくヤマビルの気持
ち悪さを体験させてくれたのだと思っています。人生、何が
起こるかわからないですね。多くの方々とのご縁、ご協力が
あり、販売14年目を迎えることができました。今後も感謝の
気持ちと自然環境への畏敬の念を持ち続けながら、より良い
商品づくりに精進します。

株式会社エコ・トレード
代表取締役西村 隆宏さん

ヒルに無理やり木を登らせる実験

山と渓谷社発刊
登山白書2017に寄稿

ヒルの解剖実験の様子

ヒルが木の上から降ってく
るか検証している様子

ヤマケイオンライン、寄稿コラ
ム全５回はこちら！

山と渓谷社が運営している
ヤマケイオンラインに
寄稿しました。

子どもヤマビル研究会の活動記録ブログは、こちらへ→

代表者からのメッセージ
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