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目　次　contents 編　集　方　針

　独立行政法人国立印刷局（以下国立印刷局）では、環境に対
する活動を広く国民にご理解していただくため、平成 18 年よ
り環境報告書を公表しています。本報告書で第 5回目となり、
環境活動の一環として、初回からホームページで情報開示を行っ
ています。
　国立印刷局の環境方針では、「環境と調和の取れた事業活動を
行う」ことを基本理念に定め、この基本理念を実現するため環
境マネジメントシステムの運用によって、環境法規制の遵守、
資源・エネルギー使用量の削減による温室効果ガス排出量削減
などの環境負荷低減に取り組んでいます。
　平成 21 年度は、第二期中期計画（平成 20 ～ 24 年度）の 2
年目にあたり、特集として国立印刷局が進めてきた環境対策及
び今後の対策について取り上げました。今後も積極的に環境活
動を推進し、国民の皆様に活動の進捗状況についてご報告して
いきます。
　なお、本報告書の作成にあたり、記載内容の信頼性・比較容
易性を確保するため ｢環境情報の提供の促進等による特定事業
者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮
促進法）｣、｢環境報告ガイドライン（2007 年版）｣ 及び ｢環境
会計ガイドライン（2005 年版）｣ を参考にしました。

○環境省 ｢環境報告ガイドライン（2007 年版）｣

　http://www.env.go.jp/policy/report/h19-02/full.pdf

○環境省 ｢環境会計ガイドライン（2005 年版）｣

　http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html

○環境省 ｢環境配慮促進法｣

（環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業

活動の促進に関する法律）

http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/law.html

平成 21年 4月 1日～平成 22年 3月 31日

国立印刷局
本局、研究所、虎の門工場、滝野川工場、王子工場、小田原工場、

静岡工場、彦根工場、岡山工場、東京病院、市ヶ谷センター

平成 22年 6月

平成 23年 6月

独立行政法人国立印刷局　経営企画部　環境グループ

〒 105-8445　東京都港区虎ノ門二丁目 2番 4号

TEL：03-3587-4574　FAX：03-3587-4470

http://www.npb.go.jp　
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　独立行政法人国立印刷局は、国民の皆様の生活に必要な日本銀行券や旅券

などの製造や官報等による公共的な情報の提供を行っています。この事業活

動の中で、エネルギーや資源の節減、リサイクルなどによる廃棄物の削減、

環境に配慮した材料や製造工程の検討など環境マネジメントシステムを活用

した取り組みを進め、環境と調和の取れた事業活動を行っています。

　2009 年 12 月にコペンハーゲンで行われた第 15 回気候変動枠組条約会議

では、2013 年以降の温室効果ガス排出削減目標が焦点となりましたが、具体

的な目標は定まりませんでした。日本では、省エネ法の改正や温室効果ガス

削減義務を謳っている東京都環境確保条例が 2010 年 4月から施行されまし

た。資源を消費して事業活動を行っている国立印刷局においても、更なる地

球温暖化防止対策、環境に配慮した取り組みを行うことが重要な責務である

と考えています。

　今回の報告書では、国立印刷局の第二期中期計画（平成 20～ 24 年度）の中で取り組んでいる地球温暖化

対策の成果、IT を活用した環境負荷低減の取り組み、また今後の取り組みの方向性について掲載しています。

　今後も環境配慮の取り組みを進めて社会的責任を果たしていきたいと存じます。

理事長メッセージ

国立印刷局環境方針
基　本　理　念

 　独立行政法人国立印刷局は、製造事業を営む公的な事業体として、すべての段階において環境と調和の取

れた事業活動を行う。

行　動　指　針
　この基本理念を実現するため、環境マネジメントシステムを構築・運用し、次の事項を重点的に実施する。

1. 環境法規制の遵守
　　環境関連法規制及びその他の環境に関する通達、地域との協定等を遵守していく。

2. 資源・エネルギー使用量の抑制
　　事業活動にかかわる資源・エネルギーの消費及び廃棄物を抑制することにより、環境負荷の低減を図る。

3. 環境負荷を配慮した製品設計・製造
　　製品の使用後段階までの環境負荷に配慮した製品設計・製造に努める。

4. 環境物品等の調達の推進
　　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、環境物品の調達に努める。

5. 環境保全に関する啓蒙活動の推進
　　職員の自主的な環境保全活動を推進するために、環境教育を通しての啓蒙活動を積極的に実施し、環境に

　　対する意識の向上を図る。
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銀行券製造部門
　高度な偽造防止技術と徹底

した製造管理体制のもと、安

定的かつ確実に製造するとと

もに、日本銀行券に対する国

民の皆様の信頼を維持するた

めに必要な情報を提供してい

ます。

事業概要 
　国立印刷局は、高度な偽造防止技術及び徹底した製造管理体制をもって、経済にとって必要な日本

銀行券などの製品を安定的かつ確実に提供することにより、経済の発展と社会生活の安定に寄与する

ことを目的として日々の業務に取り組んでいます。

主な事業

諸証券類製造部門
　印紙・旅券など、公共上の

見地から必要とされる証券及

び印刷物に対し、最適な偽造

防止技術を提案し、国民の皆

様が安心して使用できる製品

を製造しています。

情報製品部門
  国が発行する唯一の法令公布

の機関紙、国の広報紙及び公

告紙としての役割を果たして

いる官報の編集・印刷に加え、

国政に不可欠な予算書、決算

書などを製造し政府情報の提

供を行っています。

創　設：明治 4年 7月 (1871 年 )

設　立：平成 15年 4月 (2003 年 )

根拠法：独立行政法人国立印刷局法

　　　　（平成 14年法律第 41号）

資本金：300,800 百万円

売上高：71,917 百万円

経常利益：10,155 百万円

職員数 ： 4,600名（平成22年4月1日現在）

所在地：〒 105-8445

            東京都港区虎ノ門二丁目 2番 4号

            TEL:03-3582-4411
研究所
小田原工場
[神奈川県小田原市 ]

本局
虎の門工場
[東京都港区 ]

滝野川工場
王子工場
[東京都北区 ]

彦根工場
[滋賀県彦根市 ]

静岡工場
[静岡県静岡市 ]岡山工場

[岡山県岡山市 ]
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日本銀行券の主な偽造防止技術

お札ができるまで
日本銀行券の製造工程

繊維の絡み合わせを良くする
ためにすりつぶし、各種の紙
の材料を混ぜ合わせます。

混ぜ合わせた紙料を金網の上
に流して紙の層を作り、すか
しなどをいれて乾燥し、巻き
取ります。

巻き取られた紙を決められた
寸法に断裁します。

機械で枚数を確認します。

製 紙 工 程

印 刷 工 程

日本銀行券の原版を、高度な
技術と豊富な経験を持った工
芸官が彫刻します。

国立印刷局が開発した専用印
刷機で印刷します。

偽造防止技術の１つである
ホログラムを貼り付けます。

検査、枚数確認、帯かけなどを
して完成です。

4

すき入れ
お札の表面の肖像と同
じ福沢諭吉のすき入れ
が施されています。

深凹版印刷
お札の図柄は、インキが高く盛り
上がって印刷され、手で触るとザ
ラザラした感じがあります。

マイクロ文字
カラーコピー機などでは再
現 が 困 難 な 微 小 な 文 字 で、
「NIPPONGINKO」というマイ
クロ文字が印刷されています。

特殊発光インキ
紫外線を当てると、表面の印章（日
本銀行総裁印）や表裏面の地紋の
一部が発光します。

ホログラム
角度を変えることにより、額面数
字の「10000」、日本銀行の「日」
の文字をデザイン化したもの及び
「桜」の画像が現れます。

潜像模様
お札を傾けると、表面には額
面数字の「10000」が、裏面
には「NIPPON」の文字が浮
かび上がって見えます。

パールインキ
お札を傾けて見ると左右両
端の余白部分にピンク色の
光沢が見えます。

すき入れバーパターン
用紙に棒状のすき入れを施した
もので、透かして見ると、3 本
の縦棒が見えます。
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国立印刷局の環境活動とお札の歴史
国立印刷局の
環境活動の歴史

地球環境問題が浮上

水質汚濁などの公害が深刻化

昭和 61年度

　小田原工場に廃インキ溶解処理装置新設

　岡山工場に製紙排水用塩素滅菌装置新設

昭和 50年度

　環境管理部門を新設

昭和 40～ 46年度

　各機関に排水処理装置を導入

昭和 46年度　

　公害対策会議を設置

昭和 36年度　

　印刷局製紙排水規制制定　

昭和 30年代

昭和 40年代

昭和 50年代

昭和 38年

　C1000 円券　発行

昭和 44年

　C500 円券　発行

平成 14年度

　滝野川工場が ISO14001 認証取得

平成 13年度

　PCB使用蛍光灯器具取替

平成 7年度

 　虎の門工場に地域冷暖房システムを導入し、ボイラーを停止

　国立印刷局では、これまで環境関連の法規制に則って環境保全に取り組んできました。

平成 15年度の独立行政法人への移行後は、第一期中期計画（平成 15～ 19年度）に沿っ

てエネルギー使用量等の削減に取り組むとともに、平成 17年度からは環境マネジメント

推進体制を構築して運用をスタートしました。

　現在は第二期中期計画（平成 20～ 24年度）を策定し、設定した目標の達成に向けて

温室効果ガス削減の取り組みを進めています。

　今後も全局をあげて環境問題に取り組んでいきます。

独立行政法人　国立印刷局　環境報告書 20105
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お札の歴史

洞爺湖サミット開催

京都議定書発効

平成 19年度

　岡山工場が ISO14001 認証取得

平成 18年度

　彦根工場が ISO14001 認証取得

昭和 60年代

平　成

昭和 59年

　D10000 円券、D5000 円券

　D1000 円券　発行

平成 12年

　D2000 円券　発行

平成 16年

　E10000 円券、E5000 円券

　E1000 円券　発行

見
　
本

見
　
本

平成 17年度

　環境グループ設置　環境方針制定　EMS運用開始

平成 16年度

　小田原工場が ISO14001 認証取得

平成 21年度

　王子工場に太陽光発電システム導入

平成 20年度

　静岡工場が ISO14001 認証取得

　小田原工場にコジェネレーションシステム導入

地球サミット開催

独立行政法人　国立印刷局　環境報告書 2010 6

ホゥくん

ホゥくんは「鳳凰」という想像
上の生き物です。国立印刷局に
は鳳凰の像があり、見学に来て
くれた人を出迎えてくれます。
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第二期中期計画 (平成 20～ 24年度）
における環境負荷低減の取り組み
　我が国では、京都議定書第3条による平成2年（1990年）比6％の温室効果ガス削減を実現するため、

様々な形で地球温暖化対策が推進されています。この中で国立印刷局は第二期中期計画を策定し、平

成 13年度を基準年とし、平成 20年度から 24年度までの温室効果ガス排出量の平均値を 8％削減す

ることを実現するため、様々な取り組みを進めています。下記のグラフの示す通り、着実な削減を進

めています。

平成 21年度の取り組み

　平成 21年度の環境負荷低減の取り組みとして、岡山工場ではこれまで使用していた重油ボイラー

からより発熱効率が高く、温室効果ガス排出の少ない天然ガスボイラーを導入しました。また、滝野

川工場では、蒸気配管を細く改修して熱損失を図り、Hf 型蛍光灯を順次導入しています。王子工場

では、太陽光発電の導入、外灯を水銀灯から発光効率の高いメタルハライドランプへの変更、冷陰極

蛍光ランプやHf 型蛍光灯への順次導入を行っています。研修センターでは、太陽光発電を導入しま

した。

　※CO2 排出量は「事業所の温室効果ガス排出量算出方法ガイドライン（試案 ver1.6）」

      （平成 15年 7月環境省発行）のCO2 排出係数を用いて算出

■　温室効果ガス排出量の推移

特集

7

王子工場　外灯

王子工場　太陽光発電装置 滝野川工場　Hf 型蛍光灯

49,563

45,574

52,079

年度

（t-CO2)

H13

H20

H21

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,0000

（基準年）
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平成 22年度以降の取り組み
　平成 22年度以降は、削減目標の達成に向け、更に温室効果ガス削減の取り組みが必要になってきます。

このため、王子工場では、高効率な空調機への変更、滝野川工場では、太陽光発電の導入、小田原工場では、

蒸気吸収式冷凍機からガス直焚き冷凍機への変更や太陽光発電の導入、彦根工場では、温室効果ガス排出

量の少ない電気によるターボ式冷凍機への変更や重油ボイラーから温室効果ガス排出量の少ない貫流ボイ

ラーへの変更を予定しています。

入札の電子化

　平成 21 年 11 月 1 日より、一般競争における競争性、透明性の確保と入札参加者の拡大を図るため、

電子入札システムを導入しました。「総務省の地球温暖化問題への対応に向けた ICT政策に関する研究会」

報告書によると、電子入札が普及することで、2010 年度には 2万 t-CO2 の CO2 削減効果があると試算

されています。入札業務を電子化することにより、入札参加者の利便性が向上するとともに人の移動を要

さないことや紙媒体を必要としないことから、環境負荷の低減が図られます。国立印刷局では、引き続き

電子入札を推進していきます。

8

IT を活用した環境負荷低減

電子入札システムの画面

岡山工場　天然ガスボイラー
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　事業活動における環境負荷低減と地域住民の皆様からの信頼性の向上のため、環境マネジメントシ

ステムの国際規格である ISO14001 の認証取得を推進しています。この認証取得により、職員の環

境保全意識の向上にもつながっています。

環境マネジメント
　2005年4月、国立印刷局環境方針を定め､これを実践するために環境マネジメントシステムを構築、

運用し、環境保全活動の推進を図っています。

環境マネジメント推進体制

　国立印刷局では、理事長をトップとした環境マネジメント推進体制を構築し、環境管理責任者（理

事）のもと、経営企画部に事務局を設置し、全局的な環境マネジメントシステムを運用しています。

　更に、各機関においても機関長の主導のもと、環境負荷及び環境リスクの低減に向けた取り組みを

行っています。今後も環境マネジメントシステムを活用し、Ｐ（計画）、Ｄ（実施及び運用）、Ｃ（点

検及び是正措置）、Ａ（見直し）による継続的な改善に取り組んでいきます。

■　ISO14001 認証取得状況 彦根工場では、
平成 21 年 7 月
に ISO14001
の更新審査を受
け、登録を更新
しました

■　環境マネジメント推進体制図

ISO14001 認証取得状況

機関名 認証取得年度 主要事業

滝野川工場 平成 14 年度 日本銀行券、収入印紙、その他諸証券類の製造

小田原工場 平成 16 年度
日本銀行券の製造及び日本銀行券その他諸証券

類等の用紙の製造

彦根工場 平成 18 年度 日本銀行券の製造

岡山工場 平成 19 年度 日本銀行券その他証券類等の用紙の製造

静岡工場 平成 20 年度 日本銀行券の製造

■　環境マネジメントシステム

PDCAサイクル
によるマネジメント

各機関における
PDCAサイクル

全局的な
PDCAサイクル

継続的改善

継続的改善

Plan

Do

Check

Action

Plan

Check

Action

理事長 理事会

内部環境監査
環境管理責任者
（理事）

事務統括者
（経営企画部長）

環境推進管理者
（各部長）

環境管理委員会

機関事務局
（運営企画室等）

各機関※

機関長

機関環境
管理責任者

（運営企画室長等）

機関環境
推進管理者
（各部長等）

事
務
局
（
経
営
企
画
部
環
境
グ
ル
ー
プ
及
び

　
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
）

Do

※　各機関とは本報告書の報告対象 
　組織を示しています

　　　　 破 線 は
本局各部の業務
としての間接的
関連を示します

9
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　環境マネジメントシステムの運用状況等について内部環境監査及び外部審査を実施し、環境保全

の活動と仕組みの維持・改善につなげていきます。また、環境教育を通じ、運用を支える職員一人

ひとりの環境意識の向上を図っています。

　全局的な環境マネジメントシステムの運用が適正に実施・維持されているかを検証するため、全

機関で内部環境監査を実施しています。本局環境グループでは、各機関の内部環境監査実施計画及

び実施結果を把握し、その結果をフィードバックしています。今年度の監査の中で是正すべき点は

是正措置を図り､ 来年度に向け運用手順書等の改訂を図っています。

　また、ISO14001 認証取得機関は、外部審査登録機関による、定期・更新の外部審査を受けています。

　環境保全活動を継続的に改善していくために、

新規採用職員研修や監督者育成研修などを行って

います。

　内部環境監査にあたる職員には、監査を行うた

めに必要なスキルを習得させるため、毎年、外部

講師による内部環境監査員養成研修を実施し、研

修修了者が監査を実際に行うことで研修の成果を

発揮しています。

　各種環境教育を行うことで、職員一人ひとりの

環境に対する意識の向上を図っています。

■　平成 21 年度集合研修実績

環境教育

環境監査と環境教育

環境監査

研修名 実施月 参加人数

新規採用職員採用時合同研修 ４月 57 名

内部環境監査員養成研修 ７月 24 名

監督者育成研修Ⅱ ９月 26 名

　国内外で環境保全に関する取

り組みの議論が増大している

中、内部環境監査員養成研修を

受講しました。研修内容が丁寧

で実務も具体的でより理解を深めることができ

ました。さらに、内部環境監査のメンバーとなっ

て実際に監査に関与したことで環境保全に関す

る意識が高くなったと感じています。一組織と

して環境保全の取り組みの質を向上するために

は、職員個々の理解度を高める必要があります

が、そのためには研修

だけでなく監査を行う

ことが有効であると感

じました。

　　大野　一雄さん

■　環境監査の仕組み

経営企画部　環境グループ

各機関
（ISO14001 認証取得済）

各機関
（ISO14001 未取得）

ISO14001 外部審査登録機関

内部環境監査
結果の報告

内部環境監査
結果の報告フィードバック

ISO14001 認証登録の定期・更新審査

内部環境
監査の実施

内部環境
監査の実施

パフォーマンスを含めた監査結果の全局的なレビュー

ISO14001 に基づく環境マネジメントシステムの監査

～内部環境監査養成研修を受講して～

内部環境監査
（結果報告会）

外部審査

10 
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　国立印刷局では、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの環境保全に関する各種法規、各

自治体で定めた条例などを遵守し、環境負荷低減に向けた取り組みを継続的に実施しています。

　平成 21 年度は、各機関で法規制遵守状況を確

認したほか、10 月に本局環境グループで各工場を

巡回し、環境保全に関する法令の遵守状況、排水

処理施設等の環境汚染防止設備が適正に維持管理

されている状況を確認しています。

　大気汚染物質の排出については、各工場に設置

しているボイラーや冷温水発生機などから排出さ

れるばいじん、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物

（SOx）などについて定期的に測定を行い、規制値

を下回っていることを確認しました。

　また、ボイラー燃料を重油から、大気への影響

がより少ない LNG( 液化天然ガス ) に転換するこ

とによって、さらに大気汚染物質の排出削減に努

めています。

環境汚染防止への取り組み

法規制遵守の取り組み

平成 21年度の遵守状況

大気汚染防止の取り組み

■　各機関における環境測定と汚染防止

測定の年度計画策定
（担当部門、項目、時期等）

測定の実施
（ばい煙、水質、騒音等）

測定結果の確認
（担当部門、項目、時期等）

測定データ保存
（法令等で定める期間）

操作・点検部門の設定
作業手順の設定

操作・運転の実施
点検の実施

予防措置の実施

汚染の恐れがある場合

ばい煙、水質、騒音等の測定 環境汚染防止設備

ばいじん等の分析の様子燃料式小型排ガス装置

11 

環境グループリーダーによる講話

確認状況
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　凝集沈殿槽などの排水処理設備を適正に稼動させることによって、水素イオン濃度（pH）、生物

化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、懸濁物質（SS）などの値が国や地域が定

める法規制値を超えていないことを確認しています。さらに、自主点検を行うことで、潜在的な危

険や有害性を未然に防ぐ取り組みを実施しています。

法規制遵守の取り組み

水質汚染防止の取り組み

PCB廃棄物への対応

　国立印刷局では、トランス類、コンデンサ類、

安定器などの PCB ※廃棄物について、種類及び形

態に応じ適正な管理 ･ 報告を実施しています。平

成 20 年度からは処理も開始し、平成 21 年度も引

き続き、適正な管理を継続すると共に PCB 廃棄

物の処理を行いました。今後も、PCB 廃棄物処

理施設の稼動状況に合わせて、順次処理を行って

いきます。

アスベスト廃棄物への対応

　アスベストは断熱材料として、耐久性、耐熱性

などの特性に優れ、安価なため、建築資材等に広

く使用されてきました。

　国立印刷局における建築物や設備などにも一部

アスベストが使用されていることが使用状況の

調査でわかりました。この調査結果をもとに、飛

散性のアスベストは封じ込めをした後に除去を行

い、非飛散性のアスベストに関しては、建物の改

修工事に併せてアスベスト廃棄物の処理を行って

います。

排水処理装置 水質分析の様子

PCB 保管状況

PCB 搬出作業

アスベストの除去作業

12

※  PCB：ポリ塩化ビフェニルは、電気機器用の絶縁油・熱交換
　機の熱媒体などに広く使用されていました
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　国立印刷局は、製造事業を営む公的な事業体として、｢環境と調和の取れた事業活動｣ という基本

理念のもとに、地球環境の保全に寄与しています。事業活動に伴って発生する環境負荷を可能な限

り削減するために、エネルギー使用量、二酸化炭素 (CO2) 排出量の削減のために努力しています。

　国立印刷局では、日本銀行券をはじめとして、公共性の高い各種製品を製造しています。これら

の事業活動に伴い発生した平成 21 年度の環境影響を以下に示しました。

事業活動と環境との関わり

事業活動と環境負荷

電気使用量

約6,338万 kWh

ガス使用量

約635万m3

重油使用量

約274万 L

水使用量

約549万m3

コピー用紙使用量

約74.6t

廃棄物排出量

約7,017t

総エネルギー使用量（ジュール換算）

約1,012千GJ

13 

電気
約 62％ 重油

約 11％

都市ガス
約 26％

その他
約 1％

CO2 排出量

約45,574t-CO2

電気
約 53％ 

重油
約 16％

都市ガス
約 29％

その他
約 2％
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環境負荷低減に向けた目標と平成 21年度の実績

環境目標と実績

　平成 20 年度からは、平成 13 年度実績を比較基準値とする第二期中期計画（平成 20 ～ 24 年度）

を策定し、具体的な数値目標を設定して環境保全活動に取り組んでいます。

　第二期中期計画の環境負荷の削減目標と平成 21 年度に実施した主な取り組み内容は、下表の通り

です。

環境目的 環境目標※ 平成 21 年度の主な取り組み内容 関連ページ

温室効果ガスの排出量

の削減（t-CO2）
8％削減

• コジェネレーションシステムの運用

• 太陽光発電システムの導入

• 廊下照明の間引き

• 冷暖房時の適温設定

• パソコン、コピー機の省電力化

• 屋上緑化・壁面緑化

p.7

p.15

コピー用紙の使用量

の削減（kg）
20％削減

• 両面印刷、裏面印刷の徹底

• 電子メール等の電子媒体の活用
p.16

水の使用量

の削減（m3）
17％削減

• 工程見直しによる削減

• 蛇口のこまめな閉止

• 水栓の水量調整

• 節水コマ、バルブの取設

p.16 

廃棄物の排出量

の削減（kg）
4％削減

• ゼロエミッションへの取り組みの開始

• 再利用可能な諸材料の選定
p.17

■　環境負荷削減目標と取り組み内容

※　環境目標は平成 13 年度実績に対する平成 20 ～ 24 年度の平均値

壁面緑化 廊下照明の間引き 啓発ポスター

14 
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　国立印刷局の主要製品である日本銀行券は、

偽造防止効果の高い紙やインキを特殊な技術を

用いて製造しています。また、印刷機器も特別

な仕様となっています。これらの製造設備、機

器の新規導入・更新にあたっては、最新の省エ

ネルギーに対応した資材、機器などを採用し、

より大きな省エネルギー効果が得られるように

努めています。

　また、発電時に温室効果ガスを排出しないク

リーンなエネルギーとして、王子工場と小田原

研修センターに本格的な太陽光発電装置を導入

しました。これらの活動により、平成 21 年度

の総エネルギー使用量は、平成 13 年度と比較

して 8％の削減を達成することができました。

環境負荷低減に向けた取り組み
地球温暖化対策

　国立印刷局から排出される温室効果ガスは、電

力や燃料などエネルギー使用に伴う CO2 の排出

が大半を占めています。平成 20 年度に本格稼働

を始めた、小田原工場におけるコジェネレーショ

ンシステムは、これまで使用していた重油ボイ

ラーよりも、効率が高い天然ガスを使用していま

す。このコジェネレーションシステムの効果は大

きく、平成 21 年度の温室効果ガス排出量は、平

成 13 年度と比較して 12％の削減を達成するこ

とができました。

省エネルギーの取り組み

■　エネルギー起源 CO2 排出量の推移

温室効果ガス排出量削減の取り組み

コジェネレーション システム

15

■　総エネルギー使用量（ジュール換算）の推移

その他

都市ガス

重油

電力

H13 H17 H18 H19 H20 H21
（基準年） 年度

(t-CO2)

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

        0

52,079
49,721

52,086

46,993
49,563

45,574

その他

都市ガス

重油

電力( 千 GJ)
1,097.0 1,098.5

997.6
1,053.1 1,060.41,200

1,000

  800

  600

  400

  200

            0
H13 H17 H18 H19 H20 H21

（基準年） 年度

1012.0
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　水は大切な資源なので、小田原工場・岡山工

場の製紙部門では、設備・機器の効率的な稼働

を実施し、水の削減に取り組んでいます。それ

以外の工場でも、蛇口の確実な閉止、給水配管

の水圧調整、節水コマの利用、散水・トイレ等

の雨水利用を行い、国立印刷局全体として、平

成 21 年度は、平成 13 年度と比較して 15％の

削減となりました。

　紙の消費を抑えることは、ゴミの削減、森林

の保護につながるだけでなく、温室効果ガス削

減対策としても大変有効です。国立印刷局では、

複写前の誤字脱字の確認、試し印刷の裏面使用、

両面印刷、用紙１面への多ページ印刷機能の活

用などにより、コピー用紙の使用量の削減に努

めています。また、資料のペーパレス化にも積

極的に取り組んでいます。

　平成 21 年度は、環太平洋銀行券製造機関会

議の議長国としての活動があったため、平成 20

年度に比較して微増となりましたが、平成 13

年度と比較して 22％の削減となりました。今

後も、引き続きコピー用紙の削減に努めていき

ます。

コピー用紙使用量の削減

環境負荷低減に向けた取り組み

省資源対策

物流における取り組み
　製品の輸送に使用する貨物自動車、乗用車の使用燃料の削減を図るため、急発進や急停止を避け、

適正速度による運転、アイドリングストップなどのエコドライブを実践させ、効率的な輸送の設定を

行っています。

　また、乗用車のハイブリッド車などへの更新・活用にも取り組んでいます。

水使用量の削減 ■　水使用量の推移

コピー機でも、裏紙
が使用できるように
しています

16

■　コピー用紙使用量の推移
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環境負荷低減に向けた取り組み
廃棄物削減

　廃棄物の取り組みでは、廃棄物をできるだけ発

生させない活動（リデュース）が重要であるとの

認識に立ち、廃棄物として処理している品目につ

いても、再利用・再使用を推進しています。また、

排出事業者の責任として、中間処理場・最終処分

場の現地確認を行っています。

　全機関で、ビン、缶、ペットボトル等の分別の

徹底や、コピー用紙、紙リサイクルマークのつい

た製品のリサイクルボックスへの分別を徹底して

います。不要となった事務用品のリユースを図る

ために「活用待ち事務用機器」として局内 Web

上に掲載する取り組みも行っています。平成 19

年度から、ペットボトルのキャップを回収し、リ

サイクル製品として利用する取り組みも、都内工

場を中心として活発化しています。

　平成 21 年度は、平成 13 年度と比較して 2％の

削減となりました。今後も、目標達成に向け要因

を分析し有効な対策を講じていきます。平成 22

年度以降は、「ゼロエミッション※」を目標とした

取り組みを推進していきます。
※　ゼロエミッション：廃棄物ゼロの実現に向けて、生産活動か  
　らでる廃棄物のうち、最終処分（埋立処分）する量をゼロに
　すること

廃棄物・リサイクルの活動

廃棄物処理場の現地確認

ペットボトルの
キャップの回収

リサイクルボックスの案内

廃棄物の分別状況

局内 Web「活用待ち事務機器」画面

17

■　廃棄物排出量の推移
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　国立印刷局では、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づき、

平成 13 年度から毎年度調達方針を定め、環境に配慮した物品の調達を推進してきました。コピー用

紙などの紙類、ボールペン、マーキングペンなどの文具類だけでなく、工場で使用する被服（作業服）

はペットボトルを再利用したポリエステル繊維を使用したものを購入しています。

　このような取り組みにより、継続的に 100％の調達率になっており、引き続き 100％達成の目標を

掲げ、環境に配慮した物品等の調達に取り組んでいきます。

　また、グリーン契約法（国等における温室効果ガス等の

排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律）に基づき、

電気の供給については 10 機関において環境に配慮した契

約を行い、乗用車の購入に関しても環境に配慮した仕様と

しました。

化学物質管理・グリーン購入・グリーン契約

環境負荷低減に向けた取り組み

化学物質の適正管理
　国立印刷局では、法規制を遵守した化学物質の管

理を行うとともに、環境負荷の少ない物質への代替

化を進めています。製造工程で取り扱う化学物質に

関しては、法令・条例に基づく適正な管理・使用を

行うだけでなく、効率的な製造手法の検討を行い、

使用量の削減に努めています。

PRTRデータの開示
　PRTR 制度は、事業者による化学物質の自主的な

管理の改善を推進し、環境保全上の支障を未然に防

止するために、化学物質の排出量・移動量を把握す

る制度です。国立印刷局における平成 21 年度の第

一種指定化学物質※の排出量及び移動量の実績は、表

のとおりです。

　ダイオキシン類については大気への排出、その他

の物質は下水道への移動あるいは廃棄物としての移

動となっています。平成 21 年度のダイオキシン類

の排出量が増加していますが、その排出ガス中の濃

度は微量であり、排出基準値をクリアしていること

を確認しています。これらの物質について、環境負

荷を減らしていくという考えに立ち、引き続き代替

化の検討及び使用量の削減に努めていきます。

※ 1 第一種指定化学物質：次の有害性の条件に当てはまり、かつ環境中
　に広く継続的に存在すると認められる物質
　・人の健康や生態系に悪影響を及ぼす恐れがある　
　・自然の状況で化学変化を起し容易に有害な化学物質を生成する
　・オゾン層破壊物質
※２平成 20 年度のデータについては、再計算のうえ修正をしています。

■　第一種指定化学物質※ 1 の排出量及び移動量 （kg）

（mg-TEQ）

グリーン調達とグリーン契約の推進

化学物質の名称 平成 20 年度※ 2 平成 21 年度

キシレン 1,290 1,555

コバルト及びその化合物 115 109

１，３- ジクロロ - ２- プロパノール 740 742

ポリ（オキシエチレン）= アルキル
エーテル 181,322 180,909

マンガン及びその化合物 1,012 995

無水フタル酸 1,500 1,704

ダイオキシン類 0.162 0.780

危険物倉庫
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製品への環境配慮と研究開発

製品等の環境負荷低減の取り組み

研究開発

　製品のライフサイクルすべての段階における環境負荷の低減を図るため、諸材料、製造設備、廃棄

物の処理方法などについて研究開発を行い、その成果を製品設計時の環境配慮や製造工程に反映させ

ています。

　製品のすべての段階における環境負荷を少なくするように製品の設計・製造に努めています。官報

等の製造では従来のフィルム製版から CTP（Computer To Plate）※１化を図り、製版用フィルム

やフィルム現像に使用する現像・定着液などの化学物質の排出抑制に努めています。

　印刷で使用したアルミニウム製の使用済み版面は、処理業者により溶解処理され、平成 21 年度は

12 トンのアルミニウムがリサイクルされています。

　また、従来焼却処分していたポリエステル製の使用済み版面等は、平成 21 年度からは処理業者に

より固形燃料化（RPF 成形）※ 2 として再資源化されており、平成 21 年度は 3,160kg を固形燃料化

し、製紙会社等で使用されています。

　国民の皆様の信頼を維持する製品が提供できる

ように、偽造防止技術の開発を主体とした研究開

発に取り組んでいます。また、環境に対する研究

も取り組んでおり、製造工程で生じる廃棄物の低

減及び有効活用並びに環境保全に配慮した製造設

備及び工程の検討等、環境にやさしい製品づくり

を推進するための研究を行っています。

　国立印刷局の製造工

程における環境負荷低

減に向けて、省エネル

ギー化に寄与できる各

種顔料、ワニス等の諸

材料の調査・検討及び環境保全に有効な製

造設備に関する研究・開発を行っています。

これらの早期実用化を目指し、日々研究を

進めています。

～研究開発担当者コメント～
　　　　　　　　　　　高久　真希さん　

研究開発風景

CTP（製版装置） RPF（固形燃料）

※１　CTP（Computer To　Plate）：コンピュータから製版機器を通して
　　直接刷版を作製する方法
※２　RPF 成形（Refuse Paper & Plastic Fuel）：産業廃棄物のうち古紙
　　やプラスチック類を原料とした高カロリーの固形燃料
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■　アルミニウム処理量
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コミュニケーション
　国立印刷局は、ホームページを通じて事業内容の紹介など情報公開を積極的に行っています。また、

お札と切手の博物館及び工場では、各種イベントを企画実施し、地域の皆様とのコミュニケーショ

ンを図っています。

環境美化ボランティア活動

　滝野川工場は、中期運営方針において「努めよう地

域との共生」を掲げています。その一環として地域美

化運動を平成 19 年度から昼休みを利用し行っていま

す。平成 20 年度からは、毎月、ボランティアによる輪

番制で行うようにしました。

　清掃中には近隣住民の皆様から労いの声などをかけ

られるようになり、好評価を頂いています。

　今後も「環境にやさしい滝野川工場」を目指して積

極的に地域美化運動を継続して行っていきます。

　小田原工場では、毎年桜の開花時期に工場構内の

一部を開放し、地域住民の皆様に桜を楽しんでもら

うと共に、国立印刷局の事業を理解して頂くために

パネルなどを展示し、紹介を行っています。

　国立印刷局の事業を紹介するために、毎年夏に全

国各地で「お金と切手の展覧会」を開催しています。

平成 21 年度は山形市で開催しました。

　偽造防止技術の紹介、環境報告書の配布、手すき

の体験などを設け、来場されたお客様に楽しんでい

ただきました。

　国立印刷局では、平成 18 年 6 月に初めて「環境

報告書 2006」を公表し、それ以降毎年公表し、今

回で 5 回目となりました。

　報告書では、環境への取り組みの他に、国民の皆

様が毎日使用している銀行券の製造工程や、偽造防

止技術についても紹介しています。

小田原工場「観桜会」

「お金と切手の展覧会」in 山形

環境報告書の公表

工場周辺の清掃

JR 上中里駅周辺の清掃

偽造防止技術の説明

観桜会

手すき体験

環境報告書
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各工場の取り組み
　各工場で実施している環境保全活動をご紹介いたします。

～リサイクル分別の徹底～虎の門工場

　虎の門工場では、片面利用の紙を各部署で再利用したり、

トイレ照明用の人感センサーの取り付け等を実施し、コピー

用紙やエネルギー使用量等の削減に努めています。また、ご

み箱を複数設置し、ビン、缶、ペット

ボトル、不燃物、可燃物、資源ごみ等

の分別を行い、廃棄物の減量及びリサ

イクルに努めて

います。

水上　繁さん

～内部環境監査のレベルアップ～滝野川工場
　滝野川工場における ISO 活動も 7 年が経ち、システムも

安定してきたことから、内部環境監査の内容をレベルアップ

し、監査項目に緊急事態訓練を有する部門において、監査時

に訓練を行い有効性の確認をすることを取り入れました。そ

の結果、平成 21 年 9 月の ISO の定期審査において、審査

側から好評価が得られました。今後

も内部環境監査を含む ISO 活動の

更なるレベルアップ

を図っていきます。

市村　和之さん

～作業 ( 工程 ) ごみの削減・リサイクル～王子工場

　王子工場では、環境保全活動の一環として、製品を包

んでいたビニールをごみ袋として使用したり、作業部門

で使用した段ボールを事務部門で再使用するなど、作業

工程から出るごみの削減やリサイクルに取り組んでいま

す。使用済みとなった梱包材等を

再利用する工夫をしたところ、ご

みの減量だけでなく、

コスト削減にもつな

がりました。

関　厚子さん

～公害防止施設の点検巡視～小田原工場

　製造業では、「現場を見て」「現物を見て」「現実を見る」（三

現主義）が大切であると言われています。これは環境保全にも

当てはまると考え、小田原工場では、工場管理者をはじめとす

る環境保全関係者が毎月 1 回、公害防

止施設の維持管理状況の点検巡視、排

水や廃棄物の処理状況を

確認しています。

大嶋　ゆかりさん

～空調機の外気導入量の削減～静岡工場

　静岡工場では、空調機の給排気ダンパーを絞ることによっ

て、空調運転時の外気導入量を CO2

濃度の室内空気環境基準（1,000ppm）

が確保できる範囲で調整し、重油使用

量、電気使用量の削減

に取り組んでいます。

中川　貴之さん

～ CO2 削減への取り組み～彦根工場

　彦根工場では、月に約 2,000 人の外来者があり、そのう

ち約 2/3 が自動車で来場されます。アイドリング状態で受

付等をしている場面が多々見受けられていたので、平成 21

年 6 月に「STOP ！アイドリング」の立て看板を正門入場側、

退場側の二ヶ所に設置し、外来者に呼びかけを行い、アイド

リングストップに協力をいただいています。今後も局内外に

関わらず一人ひとりの環境意識を高

める働きかけを行い、

環境保全に取り組ん

でいきます。

中野　祥江さん

～リサイクルの推進～岡山工場

　岡山工場では、食堂で使用した天ぷら油を、バイオディー

ゼル燃料にリサイクルする再生業者に回収を委託しています。

リサイクルされたバイオディーゼル燃料は、岡山市内のゴミ

収集車の燃料として有効利用されてい

ます。今後は、リサイクル処理施設等

の見学を企画し、職員の環境意識を

益々深めるよう努めた

いと考えています。

秋山　秀樹さん
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　環境会計は、事業経営を健全に保つ上で有効と考え、環境保全活動を定量的に環境保全コストとして

把握・分析を行い、今後の環境保全活動の効率的かつ効果的な推進に役立てています。

環境保全コスト

環境会計

　平成 21 年度の環境保全コストとしては、温室効果ガス削減対策として、太陽光発電設備や蒸気供

給設備の更新により、地球環境保全に向けた投資をしました。

■　環境保全コスト

■　環境保全効果 ■　環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果）

編集後記
　国立印刷局の環境保全活動を取りまとめた環境報告書の公表は、今回で５回目となりました。

　省エネ法の改正や東京都環境確保条例の温室効果ガス削減義務が 2010 年 4 月から始まり、資源を消費して

事業活動を行う法人である国立印刷局においても、更なる地球温暖化防止対策、環境に配慮した取り組みを行

うことが責務であると考えています。このため、環境報告書 2010 では第二期中期計画の中で取り組んできた

省エネルギーの取り組みによる地球温暖化対策の成果、IT を活用した環境配慮と今後の取り組みの方向性につ

いて掲載しました。

　今後も企業として社会的責任を果たすために、継続的に環境保全の取り組みを実施し、その情報を環境報告

書として公表してまいります。
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分類 内容
平成 20 年度実績 平成 21 年度実績

投資額 費用額 投資額 費用額

事業エリア内

コスト

公害防止コスト 環境保全施設維持管理費　等 38 227 123 697

地球環境保全コスト 省エネルギー、地球環境保全関連対応費　等 1,342 98 180 330

資源循環コスト 廃棄物処理・リサイクル費用　等 115 435 ‐ 438

上・下流コスト 環境物品の調達　等 ‐ 114 ‐ 148

管理活動コスト
環境マネジメント関連

環境負荷の監視・測定　等
‐ 46 ‐ 47

研究開発コスト 環境配慮型諸材料の研究開発　等 ‐ 163 ‐ 184

社会活動コスト
環境保全協議会費

環境維持管理負担金　等
‐ 5 ‐ 5

環境損傷対応コスト 汚染負荷量賦課 ‐ 2 ‐ ２

合計 1,495 1,090 303 1,851

環境パフォーマンス指標
（単位）

基準年度との差
（環境保全効果）

CO2 排出量（t-CO2） 6,505t-CO2 削減

廃棄物排出量（t） 116t 削減

効果の内容 金額

収益 鉄屑、古紙、ペットボトルなどの売却 40,179

（単位：千円）

（単位：百万円）

※ 目的が環境保全に関わるものを計上
※ 金額は通常の購入行為との差額コストではなく全額を計上
※ 環境保全コストについては百万円未満、経済効果については千円未満を切り捨て
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