
カーボンニュートラルの取り組み

～2026年　アンモニアバーナー・試験炉開発
～2030年　アンモニア専焼商業炉の開発・運転

エチレンプラントのナフサ分解炉で燃料を燃やしても
二酸化炭素（CO2）ができない「アンモニア」に転換する実証事業を始めています。

　三井化学、丸善石油化学、東洋エンジニアリング、双日マシナリーの
4社は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）が公募した「グリーンイノベーション基金事業／CO2等を用
いたプラスチック原料製造技術開発／ナフサ分解炉の高度化技術の
開発」の実証事業において、4社共同で申請し、採択されました。
　本事業は大阪工場で保有しているエチレンプラントのナフサ分解炉
において、従来メタンを主成分としていた燃料を燃やしてもCO2がで
きないアンモニアに転換することで、燃焼時に発生するCO2を限りな
くゼロにすることを目標としております。実証事業の最終年の2030年
度にはアンモニア専焼商業炉での実証を完了し、社会実装していくこ
とを目指していきます。
　本事業においては、三井化学が持つ国内最長のエチレンプラント事
業運営と長年のアンモニア事業運営の実績を生かし、また、4社の技術
力を融合し、一丸となって取り組むことで、アンモニア専焼商業炉を実
現し、石油化学業界全体のCO2削減に貢献してまいります。

三井化学では2050年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを始めています。
いままで これから
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三井化学杯開催
　9月に少年軟式野球大会、11月にはキックベースボール大会を開催しました。選手
たちの一生懸命なプレー、指導者の方々の熱の入ったご指導、保護者の皆様の熱
い声援により、大会は大いに盛り上がりました。私たち三井化学大阪工場は、子ども
たちのスポーツ活動を応援します。

　三井化学では子どもたちに化学のおもしろさを伝えるために、
化学実験教室「ふしぎ探検隊」を結成しています。10月16日（日）
鴨公園で開催された高石商工フェスティバルでは、「キラキラ
スノードーム作り」と「手で持てるシャボン玉」の展示・実演を行い
ました。約160人の子どもたちが参加し、スノードーム作りでは、
お気に入りのキャラクターや吸水性ポリマー、ラメをつかって楽し
そうに作成していました。今後も多くの子どもたちに化学の不思
議さ・面白さを伝える活動を推進していきます。シニアの部  優　勝 高石二区パワーズ

 準優勝 大阪ライジングス
ジュニアの部 優　勝 高石スワローズ
 準優勝 大阪ライジングス

軟式野球大会結果 
９月３日（土）、４日（日）、１０日（土）

優　勝　高石五区子ども会

キックベースボール大会結果　
１１月３日（木）

総合防災訓練の実施

イベント紹介

　大阪工場は、有事に備え自衛防災組織を構成しており、
年２回総合防災訓練を実施しています。今年度は、６月７日
（火）、１０月２５日（火）にそれぞれ火災や危険物漏えい等への
緊急事態を想定し実施いたしました。１人ひとりが高い意識
を持って取り組み、訓練を積み重ねることで、いつ何が起き
ても冷静に素早く対処できるよう備えています。「安全はす
べてに優先する」、という
当社の経営方針のもとに、
今後も安全・安心な工場を
目指してまいります。

安全の取り組み 製 品 紹 介
アペル® は…大阪工場で生産している

　主にカメラ付き携帯電話用レンズ、車載カメラ用レンズ、ヘッドマウントディ
スプレイなどに使われています。

　アペル®は、樹脂の優れた透明性や高い屈折率を活かし、光学材料として、また防湿性、耐
薬品性、非吸着性を有し医療用包装材に多く採用されています。多彩な機能と優れた特性
により、様々な分野で可能性を広げる樹脂です。
　もしかすると皆様がお持ちの携帯電話のカメラレンズにも、大阪工場で生産した「アペル®」
が使われているかもしれませんね。

ふ し ぎ 探検隊探検隊

キラキラスノードーム作り 手で持てるシャボン玉
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A 外部からの侵入については常時監視を行って
おり、構内に不法侵入があった場合は工場内

防災センターへ通報が入るシステムになっていま
す。海からの不法侵入についても監視しており、国
際埠頭として国際条約を遵守しています。 

PR広場

家庭の医学家庭の医学
With 帯状疱疹？

三井化学㈱大阪工場では、日頃から地域の皆様方にご迷惑をお掛け
しないよう、細心の注意を払って操業しておりますが、何かお気付き
の点がございましたら、恐れ入りますが、下記にご連絡くださいます
ようお願い申し上げます。

お　願　い

【連絡先】 平日昼間/総務・人事グループ：072-268-3502
夜間・休日/防 災 セ ン タ ー：072-268-3530

社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

地域の伝説・昔話を
語っています！

　私たち、ア・ラマは、いろいろな機会を通じて、子どもたちに人形劇や絵本のよみきかせ、また昔話や
地域に伝わるお話を語っています。もし、ここにもこんなお話が伝わってるよ、などご存じの方は、教えて
いただけたら嬉しいです。
　詳しくは、社会福祉法人 堺市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
　https://www.sakai-syakyo.net

A 広さは１５５万㎡（甲子園球場約４０個分）で、約
１，０００名の社員が働いています。10万トン級

タンカーが入港できる大型桟橋を持ち、操業およ
び物流に優れた立地を生かした生産活動を行って
います。主な製品は、食品容器や自動車のバン
パー、スマートフォンのカメラレンズ、半導体など私
たちが日常に使う家庭用品、包装材料などの原料
を生産しております。詳しくは弊社ホームページを
ご覧ください。
https://www.mitsuichemicals.com/

三井化学大阪工場の規模や概要について教え
てください。（６0代 女性）

Q

テロ対策はどのようにされているのでしょうか？
（７０代 男性）

Q

クッキング・メモ

お好みのナッツ… 40ｇ
バター……………大さじ1½（約18ｇ）
砂糖 ……………大さじ2（約20ｇ）
はちみつ…………小さじ2（約15ｇ）

下準備
バットにクッキン
グシートを敷い
ておく

手順材料 21×14.5バット1枚分
（1枚当たり（約9ｇ）42ｋｃａｌ）

土台なし！オーブン不要！ 簡単フロランタン♪

①フライパンにナッツを入れ中火できつね色
になるまで乾煎りし、一旦取り出しておく。

②フライパンにナッツ以外の材料を入れ、
色づくまで加熱する。

③①の乾煎りしておいたナッツを②のフライ
パンに投入し、軽く混ぜ合わせる。

④バットに薄く広げ粗熱を取りカットする。
※完全に冷める前に切るときれいにカットで
きます^^

　帯状疱疹をご存知ですか？一度感染した水痘ウィルスが、治った
あとも体の中にいて、疲労やストレスなどで免疫力が落ちると活発
になって痛みや発疹を起こす病気です。
　子どもへの水痘ウィルスワクチンの定期接種が始まって世間の
水痘ウィルスが減り、接する機会が減ったために帯状疱疹を発症す
る人が増えてきていると言われています。ウィルスが減ったのに症
状に苦しむ人が増えるなんて、ウィルスと人間の間には微妙なバラ
ンスがあるようです。
　予防は、免疫力維持のため体調を整えるのが一番ですが、今は帯
状疱疹のワクチンもあります。これは感染しないためよりも、発症を
抑えるというものです。そういえば、新型コロナや
インフルエンザのワクチンも、症状を軽くする効果
が重要視されてきています。
　新型コロナだけではない、Withウィルス。症状に
苦しまずうまくやっていくために、ワクチンを打つこ
とを前向きに考えるのもいいかもしれません。

お便りコーナー

　８０才の私には弟が４人いる。正月前になると、それぞれ

の地から名産物が届く。長男の弟からはハムのセットが。

二番目の弟からは生のフグ料理が調理されて届けられ

る。三番目は生がきである。近年は殻付きでないものを

願った。四番目は松阪牛である。これだけあれば、正月

は鍋を囲み二日目は孫達と共にフライ物を楽しみ三日

目はすき焼きで、三ケ日がおせちがなくとも過ごせるのだ。

弟達よ、有難う。いつまでも長生きしてください。

「お正月の思い出」
　　　　　　 ペンネーム 留津木ナオミ

グループ登録：子ども文化ボランティアサークル ア・ラマ
代表者：杉本 和美

あなたも広報紙作りに参加してみませんか？

　日頃より「たかしのはま」をご愛読いただきありがとうございます。次回も投稿記事や地域
の皆様にPR（お知らせ）したいことを掲載致します。下記の要領で奮ってご応募ください。
1.投稿記事：いずれも150字～200字程度
(1)「私の行きたい旅行先」を教えてください。
(2) 地域の皆様にPR（お知らせ）したいこと。
2.締切：2023年3月31日（金）　
3.応募方法：本紙クイズ宛先まで郵送してください。
4.その他：ご応募いただいた記事は、原則としてご氏名を掲載いたしますが、ペンネーム等をご希
望の場合には、その旨ご記入ください。ご応募いただいた記事は返却いたしません。また、紙面
の都合上、ご応募いただいた記事の全ての内容を掲載できない場合がございますので、ご了
承ください。なお、採用された方には、景品を進呈いたします。（（２）のお知らせは除きます。）

次号　　   に掲載する記事を募集します！！6月初旬
発行予定

今回はアーモンドスライスとココナッツの２種
類を作ってみましたが、素焼きのミックスナッ
ツや胡麻などを入れても美味しくできますよ♪

色が付き始めると焦げる
のが早いので注意‼

大阪工場産業医
本山 佳代子

クイズクイズ ？どれでしょう？どれでしょう？どれでしょう

2022年12月16日（金）まで（締切当日の消印有効）締 切
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①郵便番号
②住所
③氏名
④年齢
⑤職業
⑥電話番号
⑦クイズの答え
⑧当社又は本紙への
　ご意見・ご要望等

〒592-8501
大阪府高石市
高砂１丁目６番地
三井化学㈱大阪工場
総務・人事グループ行

宛 先

記入要領

問 題 カメラ付き携帯電話用レンズなどの原料に使われている、当工場で生産
している製品は何でしょうか。下の選択肢①～④からお選びください。

❶アペル®　　❷ポリアミド　　❸アラニン　　❹プロリン
正解者の中から抽選で20名様に、
「〈フーシェ〉ラ・リュード・パリ」
をお贈りします。
当選者の発表は賞品の発送をもって
かえさせていただきます。

〈フーシェ〉
ラ・リュード・パリ

高石警察署からのお知らせ
夕暮れ時・夜間の交通事故防止夕暮れ時・夜間の交通事故防止

　鳳南町児童公園の北側に、雷井戸という井戸があるのをご存じでしょうか？
昔、雷が寺に落ちてお坊さんが雷を井戸に閉じ込め、もう二度と落ちませんと約束させたという
お話が伝わっています。長承寺のだんじりには、そのお話が彫り物として残っています。

伝 

説

車・バイク・自転車利用者の皆さんへ
●夕暮れ時は早めにライトを点灯しましょう！
●夜間はハイ／ロービームのこまめな使い分けをしましょう！

夕暮れ時 あなたを守る 反射材

歩行者の皆さんへ
●夜間は明るい色の服を着用したり、
　「リフレクターウェア※」や反射材を活用しましょう！
※「リフレクターウェア」とは、反射素材が直接生地に織り込まれるなど、
　夜間、運転者からの視認性に優れた衣類をいいます。
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