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環境報告書の公表にあたって
　・国立印刷局環境方針
事業概要
特集　国立印刷局における地球温暖化対策
　・太陽光発電設備の稼働
　・新建築物に導入した省エネ設備
環境方針に基づいた取組
● 環境マネジメントシステムの構築と運用
　・環境マネジメント推進体制
　・ISO14001 認証取得状況
　・内部環境監査
　・外部審査
❶ 環境法規制の遵守
　・平成 22 年度の遵守状況
　・大気汚染防止の取組
　・水質汚濁防止の取組
　・PCB 廃棄物への対応
　・その他の環境法規制に対する取組
❷ 資源・エネルギー使用量の抑制
　・事業活動と環境負荷
　・ 環境負荷削減に向けた目標と平成 22 年度実績
　・ 環境負荷削減に向けた取組
　・省資源対策
　・廃棄物削減
　・化学物質の管理
❸ 環境負荷を配慮した製品設計・製造
　・製品への環境配慮と研究開発
❹ 環境物品等の調達の推進
　・グリーン購入と環境配慮契約の推進
❺ 環境保全に関する啓蒙活動の推進
　・環境教育　
　・チャレンジ 25 キャンペーン　
環境会計
コミュニケーション　
各機関における環境保全の取組
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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

から環境報告書を公表しています。本報告書で第６回目とな

り、環境活動の取組の一環として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、環境負荷を配慮した製品設計・

製造に取り組んでいます。

　平成 22 年度は、第二期中期目標期間（平成 20 ～ 24 年度）の

3年目にあたり、特集として平成22年度から稼働した太陽光発

電設備と、小田原工場及び研修センターに導入した省エネ設備

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、国立印刷局の環境方針で掲げている行動指針を基本

に本報告書を作成し、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。

参考にしたガイドライン

◆  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

報告対象期間：平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日

報告対象組織：�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

公表：平成 23 年６月

次回公表予定：平成 24 年６月

Contents

お問い合わせ先：

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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環境報告書の公表にあたって

　まずはじめに、このたびの東日本大震災によりお亡くなり

になった方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災さ

れた皆様に心からお見舞い申し上げます。

　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

取組を進め、環境と調和の取れた事業活動を推進しています。

　私たち国立印刷局は、資源を消費して事業活動を行ってい

る企業体であり、更なる地球温暖化防止対策、環境に配慮し

た取組を行うことが重要な責務であると考えています。また、

今回の大震災の影響により、今後の電力需給については厳し

い状況が見込まれておりますが、国立印刷局においても、事

業活動に支障を来さないよう配慮しつつ、電力の使用抑制に

努めてまいります。

　今回の環境報告書では、国立印刷局の第二期中期計画（平

成 20 ～ 24 年度）の中で取り組んできた地球温暖化対策の成果、

様々な環境負荷低減の取組、今後の取組の方向性について掲

載しています。

　今後も環境配慮の取組を進めて社会的責任を果たしていき

たいと思います。

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。

独立行政法人　国立印刷局
理事長
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●�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 176,745 百万円
●�売 上 高 69,289 百万円
●�経 常 利 益 8,302 百万円
●�職 員 数 4,541 名（平成 23 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

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、安定的かつ確実な製

造を行うとともに、国民の皆様の日本

銀行券に対する信頼を維持するために

必要な情報を提供しています。

主な事業

事業概要
　国立印刷局は、高度な偽造防止技術と徹底した製造管理体制のもと、国民経済にとって必要
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、国民生活の安定と社会経済の
健全な発展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。

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、国の広報紙及び国民の公告紙とし

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。

本局　虎の門工場
[ 東京都港区 ]

研究所　小田原工場
[ 神奈川県小田原市 ]

静岡工場
[ 静岡県静岡市 ]

岡山工場
[ 岡山県岡山市 ]

滝野川工場　王子工場
[ 東京都北区 ]

彦根工場
[ 滋賀県彦根市 ]
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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。

日本銀行券の主な偽造防止技術

Topics お札ができるまで

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させ、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

製紙工程

印刷工程
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国立印刷局における地球温暖化対策

　平成 22 年 4 月には、改正された地球温暖化対策の推進に

関する法律、エネルギーの使用の合理化に関する法律及び東

京都環境確保条例が施行され、温室効果ガスを削減するため

の対策が推進されています。国立印刷局においても、様々な

省エネ設備を導入して対策を進めており、平成 22 年度から

は太陽光発電設備が稼働しました。

太陽光発電設備の稼働

各機関に導入された太陽光
発電設備では、発電量がリ
アルタイムでモニター画面
に表示されます。

（写真は王子工場の太陽光
発電設備のモニター）

左／王子工場　
右上／小田原工場　
右下／研修センター

● 太陽光発電設備による発電量の推移

特 集

太陽光発電とは？
　再生可能エネルギーのひとつである太陽光発電は、太陽電池を利用して日光を直接的に
電力に変換する仕組みです。太陽の光はエネルギーを持っていて、真夏の正午だと、1㎡あ
たり約1kWものエネルギーになります。太陽の光に当たったアスファルトの道路が熱くな
るのはそのためです。太陽電池は、この太陽の光が持つエネルギーを吸収し、半導体を利用
して電気的なエネルギー（電力）に変えます。太陽光発電には燃料が不要で、運転中は温室
効果ガスを排出しないため年々需要が高まっています。

出典：独立行政法人　産業技術総合研究所　太陽光発電研究センター　Web サイト　より

● 各機関に導入された太陽光発電設備の仕様

0
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研修センター
小田原工場 王子工場
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熱

光

太陽電池
（半導体を利用）

電力

王子工場 小田原工場 研修センター

太陽電池タイプ 単結晶型シリコン 多結晶型シリコン 多結晶型シリコン

パネル枚数 168枚 165枚 48枚

太陽電池容量 30kW 30kW 10kW

主な使用目的 空調等 照明等 空調等

通常の物質

光
熱

光

太陽電池
（半導体を利用）

電力
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　国立印刷局では、各機関へ再生可能エネルギーのひとつである太陽光発電設備の導入を推進す
るだけでなく、新たに建築を行う際には省エネルギー設備を積極的に取り入れるなど、地球温暖
化の対策に努めています。

新建築物に導入した省エネ設備

　新たな建築物については、様々な省エネルギー設備を導入し、環境負荷の低減に努めています。小田原工場と研修センター

の事例をご紹介します。 

■�小田原工場

■�研修センター

太陽光外灯

人感センサー

高輝度避難誘導灯

高効率変圧器　

Hf 型照明

空調機の温度設定の
一括管理による運転管理

複層ガラス

LED 照明

Hf 型照明

高輝度避難誘導灯

高効率変圧器

高効率ヒートポンプ

建 築 屋上断熱、室内断熱、複層ガラスの採用、作業場の無窓化の対策

電気設備 太陽光発電設備、便所・洗面所の LED 照明、Hf 型照明、人感センサー、高輝度避難誘導灯、明度センサー、
エコ電線の採用、照明点滅区分の細分化、高効率変圧器の設置

機械設備 高効率ヒートポンプ、換気用全熱交換器、除塩フィルター、節水機器、リサイクル塩化ビニル管の採用、室内温度に
よる有圧力扇の台数制限、空調機器の細分化、空調機器の集中管理リモコンによる運転管理

建 築 太陽光外灯、複層ガラスの採用

電気設備 太陽光発電設備、玄関の LED 照明、Hf 型照明、高効率反射板、人感センサー、高輝度避難誘導灯、明度センサーの採用、
高効率変圧器の設置

機械設備 全熱交換器、便所・洗面所の節水機器の採用、空調機の温度設定の一括管理による運転管理

小田原工場紙料棟

研修センター 
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　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、統括環境管理責任者（理事）のもと、経営

企画部に環境保全事務局を設置し、全局的な環境マネジメン

トシステムを運用しています。

　さらに、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組を行っています。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。

環境マネジメント推進体制

　環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 認

証取得は、職員の環境保全意識を向上させ、お客様及び地域

住民の皆様からの信頼につながるため、認証の取得を段階的

に推進してきました。平成 22 年度は、小田原工場及び岡山

工 場 に お い て

更 新 審 査 を 受

け、 登 録 を 更

新 す る こ と が

で き ま し た。

引 き 続 き、 維

持、 更 新 審 査

を 実 施 し て い

きます。

ISO14001 認証取得状況

● 環境マネジメントシステム ● 環境マネジメント推進体制図

環境方針に基づいた取組
~ 基本理念の実現に向けて~

  環境マネジメントシステムの構築と運用
　2005 年 4 月、国立印刷局環境方針を定め、これを実現するために環境マネジメントシステム
を導入し、環境保全活動の推進を図っています。

P7-8

全局的な
PDCA サイクル 継続的改善

継続的改善

Do
Action

各機関における
PDCA サイクル

PDCA サイクル
によるマネジメント

Check

Plan

Plan

Action

Check

Do

環境推進員

環境管理者

機関長

総括環境管理責任者
（運営企画室長等）

総括環境管理者
（各部長等）

環
境
保
全
事
務
局（
経
営
企
画
部
環
境
グ
ル
ー
プ
）

機
関
環
境
保
全
事
務
局（
運
営
企
画
室
等
）

※各機関とは本報告書の報告
　対象組織を示しています。

統括環境管理責任者
（経営企画部担当理事）

理事長

環境管理者

環境推進員

総括環境管理事務責任者
（本局経営企画部長）

総括環境管理者
（本局各部長）

各機関※

理事会

内部環境監査

● ISO14001 認証取得状況

小田原工場 岡山工場

● 更新審査登録証

機関名 認証取得年度 平成 22年度の審査状況
滝野川工場 平成 14 年度 維持審査
小田原工場 平成 16 年度 更新審査
彦根工場 平成 18 年度 維持審査
岡山工場 平成 19 年度 更新審査
静岡工場 平成 20 年度 維持審査
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　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、各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

び実施結果を集約後フィードバックしています。平成 22 年

度の指摘事項の内容としては、文書・記録に関するものが多

く、各機関では、既に是正措置を行い、来年度に向けた対応

を図っています。

内部環境監査

● 環境監査の仕組み

　ISO14001 認証取得機関では、内部環境監査のほかに、外部

審査登録機関による維持審査及び更新審査を受け、ISO14001

の維持を図っています。

外部審査

外部審査風景（岡山工場）

　左から東京病院、彦根工場での内部環境監査

● 指摘事項の分析図

VOICE
ISO14001 の初めての更新審査を終了して

　岡山工場では、平成22年9月に初め
てのISO14001の更新審査を受けまし
た。審査は日頃の地道な取組の成果も
あり、運用面での指摘事項はなく、前向
きな取組に対する肯定的観察事項（良
い面：エコフォトコンテスト等）の指
摘がありました。引き続き、環境保全へ
の取組を推進していきます。

岡山工場　神寶 勝己さん

　 環 境 方 針で 掲げている基 本 理 念「 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」の実現に向け、行動指針に基づき取り組んでいます。

▶行動指針

1 2 3 4 5
環境法規制の遵守

資源・エネルギー
使用量の抑制

環境負荷を配慮し
た製品設計・製造

環境物品等の調達
の推進

環境保全に関する
啓蒙活動の推進

>> P9-10 >> P11-16 >> P17 >> P18 >> P18

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

47%

20%

13%

13%
7% 文書・記録の不備

電気使用の運用
廃棄物削減の運用
認識度
水使用の運用
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　国立印刷局全体としての公害防止体制の構築に加え、各工

場においても、具体的な公害防止の体制及びマニュアルを整

備しています。平成 22 年度は、各機関で法規制遵守の定期点

検を実施したほか、本局環境グループと評価監査部が各工場

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

しました。

平成 22 年度の遵守状況

● 各機関における環境測定と汚染防止

環境法規制の遵守
　国立印刷局では、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの環境関連法規制及びその他の 
環境に関連する通達、地域ごとの協定等を遵守していきます。

巡回確認の状況

1

　各製造工程において、大気汚染物質の排出を抑制するため、

その作業中に使用する酸やアルカリ薬品等から発生する有害

ガスを除去するスクラバーを設置しています。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都市ガスに転換

することによって、大気汚染物質の排出削減に努めています。

　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

ついては、定期的に測定を行

い、平成 22 年度も規制値を下

回っていることを確認してい

ます。

大気汚染防止の取組

ばいじんの測定

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
（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
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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

より、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

で定める法規制値を超えていないことを確認しており、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

ぐ取組を実施しています。岡山工場では、法規制値より厳しい

自主基準値を設定しており、この取組は行政当局からも高い

評価を得ています。

水質汚濁防止の取組

水質分析

　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、形態に応じ適正な管理 ･ 報告を実施して

おり、平成 20 年度からは処理も開始しました。平成 22 年度は、

虎の門工場、滝野川工場、彦根工場において PCB 廃棄物の処理

を行いました。また、市ヶ谷センターの施設閉鎖に伴い、保管

している PCB 廃棄物を他の工場へ移動しました。 

PCB 廃棄物への対応

PCB 搬出作業

　騒音に関しては、各工場で自主的な環境測定を行っていま

す。平成 22 年度は、彦根工場で、悪臭・振動に関しての環境測

定を自主的に取り組みました。

その他の環境法規制に対する取組

悪臭測定 騒音測定

凝集沈殿装置

PCB 保管庫
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資源・エネルギー使用量の抑制
　エネルギーの使用の合理化に関する法律や東京都環境確保条例の改正等により、資源・エネル
ギーの使用の合理化や温室効果ガス排出量の削減についてより一層の推進が求められています。
国立印刷局は、製造事業を営む公的主体としての社会的責任を認識し、省エネルギーによる温室
効果ガス削減に取り組んでいます。

2

　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 22 年度の主な環境負荷は下表のとおりです。

事業活動と環境負荷

● 総エネルギー使用量（ジュール換算）

● CO2 排出量

その他
約 2%

都市ガス
約 35%

重油
約 8%

電気
約 55%

約  t-CO2

その他
約 1%

重油
約 5%

電気
約 64%

約 千GJ

都市ガス
約 30%

電気使用量
約6,40� 万 kWh

ガス使用量
約�23 万 m3

重油使用量
約125 万 L

水使用量
約51� 万 m3

コピー用紙使用量
約�1 t

ガス使用量

約635 万 m3

廃棄物排出量
約�,��1 t
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　平成 20 年度から、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 22 年度に実施

した主な取組内容は、下表のとおりです。

環境負荷削減に向けた目標と平成 22 年度実績

太陽光風力発電外灯

＊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

雨水タンク

● 環境負荷削減目標と取組内容

コンポストの活用ゴミの分別状況

環境目的 環境目標 * 平成 22 年度の主な取組内容 関連ページ

温室効果ガスの排出量の削減（t-CO2） 8％削減

・冷凍機の更新

p.5・6

p.13・14

・太陽光発電設備の設置

・照明器具の改修

・空調機の改修

・冷暖房時の適温設定

・パソコン、コピー機の省電力化

コピー用紙の使用量の削減（kg） 20％削減

・印刷前の誤字脱字の確認

p.14・裏面使用、両面印刷の徹底

・電子メール等の電子媒体の活用

水使用量の削減（㎥） 17％削減

・設備・機械の効率的な稼働

p.14・雨水タンクの活用

・蛇口のこまめな閉止

廃棄物の排出量の削減（kg） 4％削減

・ゴミの分別によるリサイクルの推進

p.15・ゼロエミッションの取組

・生ゴミ処理機やコンポストの活用
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温室効果ガス排出量削減の取組 
　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や平成 21 年度に導入した岡山工場の都市

ガスボイラーは、発熱効率が高く、温室効果ガス排出が少ない

ため、燃料を重油から都市ガスに移行することで、温室効果ガ

スの削減に寄与しています。平成 22 年度には、小田原工場の

蒸気式冷凍機を都市ガス直焚き冷凍機に更新しました。

　これらの取組により平成 22 年度の温室効果ガス排出量は、

平成 13 年度と比較して 16％の削減を達成することができま

した。

　なお、平成 20 ～ 22 年度の平均では、平成 13 年度と比較

して 11％の削減となり、目標を達成しています。

環境負荷削減に向けた取組

● エネルギー起源 CO2 排出量の推移

都市ガス直焚き冷凍機

省エネルギーの取組 
　設備の老朽化に伴い、省エネルギー効果を得ることのでき

る設備に更新を進めているほか、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太陽光発電設備を導入

しています。平成 22 年度の取組事項については次のとおり

です。

　これらの取組により、平成 22 年度の総エネルギー使用量は、

平成 13 年度と比較して 9％の削減を達成することができまし

た。

● 総エネルギー使用量（ジュール換算）の推移

● 省エネルギーへの取組実績（平成 22 年度）

13 18 19 20 21 22
（基準年） （年度/平成）

（t-CO2）

60,000

50,000

40,000

30,000

0

52,079
49,721

46,993
49,563

45,574
43,719

電力
重油

都市ガス
その他

（千GJ）
1,200

1,000

  800

1,097
1,053

998

1,060
1,012 998

13 18 19 20 21 22
（基準年） （年度/平成）

0

電力
重油

都市ガス
その他

取組事項 該当する工場

照明器具の改修（Hfへの取り替え等） 滝野川、王子、小田原

空調設備の改修（パッケージ型空調機の更新等） 王子、岡山

冷凍機更新（蒸気式から都市ガス直焚きへ）小田原

高効率変圧器への更新 小田原

太陽光発電設備の設置 小田原
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物流における取組 
　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を実践させ、効率的な輸送計画の設定

を行っています。

省資源対策

水使用量の削減 
　国立印刷局では、銀行券用紙を製造しているため、水の使

用は欠かせません。小田原工場・岡山工場の製紙部門では、

設備・機械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、蛇口の必要に応じた開閉や確

実な閉止、節水コマの利用、散水・トイレ等の雨水利用等を

行いました。

　これらの取組により、平成 22 年度の水使用量は平成 13 年

度と比較して 20％の削減を達成することができました。

　なお、平成 20 ～ 22 年度の平均では、平成 13 年度と比較

して 16%となり、目標の 17%削減に向けて、今後も引き続き

水使用量の削減に努めていきます。

● 水使用量の推移

コピー用紙使用量の削減 
　紙の消費を抑えることは、地球規模での温室効果ガスの削

減のみでなく、ゴミの削減、森林の保護といった環境対策と

して大変有効です。国立印刷局では、コピー用紙の削減対策

として、印刷前の誤字脱字の確認、試し印刷の裏紙使用、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、

使用量の削減に努めています。また、電子メール等の電子媒

体の活用にも積極的に取り組んでいます。

　これらの取組により平成 22 年度のコピー用紙の使用量は、

平成 13 年度と比較して 25％の削減を達成することができま

した。

　なお、平成 20 ～ 22 年度の平均では、平成 13 年度と比較

して 24％の削減となり、目標を達成しています。

● コピー用紙使用量の推移

アイドリングストップ

（万m3）

13 19 20 22
（基準年）

（年度/平成）
0

500

600

700

800

18 21

649

544

458

561 549
519

（t）

13 19 20 21 22
（基準年）

（年度/平成）

95.2

18

74.9
71.9 71.2 71.0

74.6

0

80

100
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最終処分場

　廃棄物削減の取組では、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、缶、びん、ペットボトル等の分別や、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を有効活

用するため「活用待ち事務用機器」として局内 Web 上に掲

載する取組も行っています。平成 19 年度から始まった、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

る取組も、都内工場を中心として継続しています。また、小

田原工場においては、ゼロエミッション※に係る講習会を開

催し、意識付けの向上を図りました。

　これらの取組を通じ廃棄物の削減に取り組みましたが、平

成 22 年度の廃棄物の排出量は平成 13 年度と比較して 9％の

増加に、平成 20 ～ 22 年度の平均でも、2％の増加となって

しまいました。

　これは、小田原工場において、製紙工程で排出される廃棄

物を減量化する装置に不具合が生じたことが主な要因です。

　今後は、廃棄物の減量化に向けた工程改善を図るとともに、

製紙工程でのリサイクルや印刷工程で発生する廃棄物の減量

化等について検討を行い、廃棄物の排出量を削減するよう取

り組んでいきます。

廃棄物削減

※ゼロエミッション：�廃棄物ゼロの実現に向けて、生産活動から排出される廃棄物のうち、最終処分（埋立処分）する量をゼロにすること

● 廃棄物排出量の推移

最終埋立地産業廃棄物の集積状況

（t）

13 19 20 22
（基準年）

（年度/平成）
0

5,000

6,000

7,000

8,000

18 21

7,133
6,958

6,632

7,130 7,017

7,781
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　フロン類については、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、大気中への
放出を抑制することが必要です。本局及び虎の門工場では、業務用冷凍機器及び圧縮機の
廃棄を行うにあたり、その冷媒として使用されているフロン類について、特定製品に係る
フロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に基づき、適正にフロンの回収及び
破壊を実施しました。

フロンの回収及び破壊

フロンの回収状況

化学物質の管理

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。また、万が一の

薬品流出の事故に対応した体制も整えています。

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 22 年度の第一種指定化学物質※の排出量及び移動

量の実績は下表のとおりです。

　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。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。

● 第一種指定化学物質の排出量及び移動量
※�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おそれがある
　・ 自然の状況で化学変化を起こし容易に有害な化学物

質を生成する
　・オゾン層破壊物質

（単位：kg）

（単位：mg-TEQ）

（上）使用溶剤のワゴン
（右上）危険物倉庫

（右下）緊急時事故対応用機材

化学物質の名称 平成21年度 平成22年度

キシレン 1,555 945

コバルト及びその化合物 829 875

ポリ（オキシエチレン）=アルキルエーテル 180,909 163,023

マンガン及びその化合物 995 884

無水フタル酸 1,704 1,998

ダイオキシン類 0.780 0.700
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研究開発
　国民の皆様から信頼される製品を提供できるように独自の

偽造防止技術等の開発を行うとともに、環境関連の法律の遵

守や環境負荷に配慮した製造等に貢献できるように環境負荷

低減に向けた研究開発にも精力的に取り組んでいます。その

主な取組として、製造工程の省エネルギー化に向けた研究開

発、環境に配慮した諸材料の調査及び研究等を行っています。

製品への環境配慮と研究開発

新 CTP による現像液の削減
　国会製品等の製造では、CTP（Computer To Plate）※化を

更に推進し、現像・定着液の必要ない現像レスタイプの製版

機器を導入することで、年間で 800L の現像廃液等の化学物

質の排出抑制ができる見込みです。 

　また、ポリエステル製版面に変わり、アルミニウム製版面

の使用が主流となるため、使用済み版面の更なるリサイクル

推進に努めていきます。

新 CTP

VOICE 
環境負荷低減にも貢献できるよう
研究開発に取り組んでいます

　安定した品質の製品を
製造しつつ環境負荷低減
にも貢献するため、製紙
工程で発生する廃棄物の
リサイクル促進に向け、
パルプや製紙用薬品等の
諸材料の調査・検討及び
実用化に関する研究開発
を行っています。今後も、
環境と調和の取れた事業
活動に貢献できるよう研
究開発に取り組んでいき
ます。

研究所　奥田 貴志さん

環境負荷を配慮した製品設計・製造
　諸材料調達、製造、廃棄などの各段階における環境負荷の低減に配慮した製品設計・製造に努
めています。

3

※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

CTP の工程

簡単な維持・管理�
露光後、現像・定着を行わず、プレートを C95/C125 クリーニン
グユニットでガム洗浄するだけで印刷版面を作成することができ
ます。また、安定した網点を再現することができます。（左図）

新CTP

従来CTP

露光

露光 現像

ガム洗浄

水洗 ガム

印刷

印刷
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　国立印刷局では、グリーン購入法に基づいて、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、工場で着用している被服

（作業服）もペットボトルを再生利用したポリエステル繊維

を原料とした環境物品を使用しています。平成 16 年度から

は継続的に 100％の調達率になっており、今後も調達目標の

100％達成を掲げ、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、環境配慮契約法に基づき、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ました。また、自動

車の購入に関しても環境

に配慮した仕様としまし

た。

グリーン購入と環境配慮契約の推進

　職員一人ひとりの環境に対する意識の向上は、環境保全活

動を継続的に維持・改善していくために大変重要です。平成

22 年度は、職員を対象とした環境マネジメントシステムの研

修や、新規採用職員への研修、監督者研修だけでなく、技術

系研修においても環境教育がスタートしました。また、各機

関の管理監督者を対象に環境グループリーダーによる講話を

実施したほか、専門的な知

識を必要とする外部機関に

よる各種研修への参加も推

奨しています。

環境教育

ペットボトルを再利用した作業服

技術系研修における環境教育

　国立印刷局は、チャレンジ 25 キャンペーンに団体チャレ

ンジャーとして登録しています。6 月に各機関で実施した環

境月間の取組では、多くの職員が自発的にチャレンジャー登

録を行いました。

チャレンジ 25 キャンペーン

環境物品等の調達の推進
　グリーン購入法（国等による環境物品等の調達推進等に関する法律）、環境配慮契約法（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、環境物品
の調達、環境配慮契約の推進を行っています。

4

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っています。

5

チャレンジ 25 宣言書
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　平成 22 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蒸気供給設備や空調用冷凍機更新により、地球環境保全

に向けた投資をしました。

環境保全コスト

環境会計
　環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくために、事業活動における環境保全のた
めのコストとその活動により得られた効果を可能な限り定量的（貨幣単位又は物量単位）に測定
しています。

● 環境保全コスト

● 収益の内訳

＊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

● 環境保全効果

● 環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果）

（単位：百万円）

（単位：千円）

（単位：円）

鉄
紙

ニッケル

アルミ
銅
油

※収益　鉄屑、古紙などの売却

その他

18,163,08514,268,105 合計
36,350,280

2,017,190
1,256,400

562,500 36,500
46,500

分類 内容
平成 21年度実績 平成 22 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 123 697 66 727

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 180 330 274 305

資源循環コスト 廃棄物処理・リサイクル費用　等 ‐ 438 ‐ 462

上・下流コスト 環境物品の調達　等 ‐ 148 ‐ 144

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 ‐ 47 ‐ 52

研究開発コスト 環境配慮型諸材料の研究開発　等 ‐ 184 ‐ 55

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 ‐ 6

環境損傷対応コスト 汚染負荷量賦課金 ‐ 2 ‐ 2

合計 303 1,851 340 1,753

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） 8,360 t-CO2 削減

廃棄物排出量（t） 648 t 増加

効果の内容 金額

収益 鉄屑、古紙、ペットボトルなどの売却 36,350
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持てますか？一億円

　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の情報公開を行っています。また、各種
イベント等において、地域の皆様とのコミュニケーションを図りながら、製品に関する技術の紹介な
どの情報提供に努めています。

　   小田原工場の桜 
　小田原工場では、毎年桜の開花時期にあわせ、工場

構内の一部を開放し、地域の皆様に桜を楽しんでもら

うとともにパネル展示などを行い、国立印刷局の事業

紹介を行っています。

　   わっしょいカーニバル西大寺 
　岡山工場では、地元で開催されたイベント「わっしょ

いカーニバル西大寺」に参加し、手すき体験をはじめ

偽造防止技術のパネル展示などのコーナーを設け、地

域の皆様との交流を深め広く PR に努めました。

　   お金と切手の展覧会 in 熊本
　国立印刷局の事業を広く知っていただくために、全

国各地で毎年夏に開催しているイベントで、平成 22 年

度は熊本市で開催しました。

　偽造防止技術の紹介や、手すき体験コーナーなどを設け、

来場された多くのお客様に楽しんでいただきながら、国立

印刷局の業務内容について関心を持っていただきました。

　   お札と切手の博物館 
　平成 23 年 3 月 22 日に、東京都北区王子に移転・開館

しました。引き続き、お札や切手の情報提供に努めてま

いりますので、是非お立ち寄りください。

〒 114-0002　　東京都北区王子 1-6-1
TEL 03-5390-5194　開館時間：9：30 ～ 17：00
休 館 日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）年末年始、
臨時休館日（今夏の7月～9月は電力事情により原則火曜日も休館いたします）

入 場 料：無料
http://www.npb.go.jp/ja/museum/

小田原工場の桜

偽造防止技術の説明

Topics コミュニケーション

手すき体験
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各機関における環境保全の取組
各機関で実施している環境保全活動をご紹介いたします。

美化活動に
ついて 

　滝野川工場では、地域社会へ貢献

する取組として、昼休み時間を利用

し工場周辺の清掃活動を実施してい

ます。職員も積極的に参加し、環境

保全への意識もより一層高まってお

り、今後も継続して取り組んでいき

ます。

ゼロエミッションに向けた取組について

　本取組は国立印刷局で製紙・印刷両部門を有する当工場がモデル工場と

なり実施しているものです。これまで、ゼロエミッション導入研修、産業廃棄

物の中間処理状況についての現地調査等を実施しました。調査結果から当工

場の廃棄物総排出量に対する埋立率は、推定

より低いことがわかってきたところです。

　これからも廃棄物の減量化による環境への

負荷の低減に向けて、本取組を引き続き推進

していきたいと考えています。
工場周辺の清掃

リサイクル分別の徹底 

　虎の門工場では、ゴミ箱の分別表示をピクトグラ

ム（絵文字）による分かりやすい表示に変更しました。

この表示方法の変更は職員からの提案によるもので、

これまで以上に分別が徹底されるようになりました。

これは、一人ひとりの環境に対する意識の高さを示し

ているものと考えて

います。

　今後も、職員全員

でゴミの少量化に取

り組んでいきます。

ゴミ箱のピクトグラム表示

環境保全に関するアンケートについて 

　平成 22 年度の環境月間中に静岡工場職員

及び常駐外部業者を対象に、環境保全に関す

る意識調査アンケートを実施しました。正答

率は 92％と高く、平成 23 年 1 月に行われた

ISO14001 の維持審査時において、審査員から

高い評価を得ることができました。これからも

静岡工場では、環境保全活動の継続的改善に向

けて積極的に取り組んでいきます。

意識調査アンケート

ゼロエミッション導入研修

太陽光発電の状況について 

　王子工場では、平成 22 年 3 月、仕上棟屋上に太陽

光発電設備が設置されました。

　これまでの 4 月から 1 月までに 26,062.3kWh 発電し、

1 年で約 33,000kWh が見込まれます。これは、クリー

ンエネルギーとして、約 12t-CO2 の削減となります。

ま た、 職 員 一 人 ひ と

りの環境意識を高め

る こ と に よ り、 節 電

に 努 め CO2 排 出 量 の

削減に取り組んでい

きます。
太陽光発電設備

虎の門工場 王子工場

小田原工場

静岡工場

滝野川工場
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廃棄物の削減に関する意識の向上

　研究所では、廃棄物のリサイクル意識の向上を目的として、

毎年、小田原市の環境事業センターの見学を実施しています。缶、

びん、ペットボトル等のリサイクル

施設の説明を受け、リサイクルの重

要性をより身近に感じるようになり

ました。これからも廃棄物の減少、

正しい分別に関して職員一丸となっ

て取り組んでいきたいと思います。

省電力への取組について

　研修センターでは、各居室の空調及び照明

は、事務室に設置されている集中管理装置で

も制御可能となっているため、適切な室温の

設定がなされているか、空調や照明の消し忘

れがないかなど、

こまめにチェック

を 行 い、 エ ネ ル

ギー使用量の削減

に努めています。

　国立印刷局の環境保全活動を報告する環境報告書の

公表は今回で６回目となります。国立印刷局では、更

なる地球温暖化防止対策、環境に配慮した取組を行う

ため、第二期中期計画の中で取り組んできた省エネル

ギーの取組による地球温暖化対策の成果、環境負荷低

減の取組と今後の取組の方向性について掲載しました。

資源を消費して事業活動を行う企業である国立印刷局

は、公的な事業体として継続していくうえで、環境対

策の強化を図り、環境と調和のとれた事業活動を行う

ことが必要不可欠であると考えています。今後も企業

として社会的責任を果たすために継続的な環境保全の

取組について環境報告書として公表してまいります。

環境事業センター見学

生ゴミ処理（リサイクル）に
ついて 

　彦根工場の食堂から発生する生ゴミは毎年約５ｔあ

り、その処理は事業系一般廃棄物として、処理業者へ

引き渡し処分していました。

　平成 21 年度から、業務用生ゴミ処理機導入につい

て各関係者と検討を進め、平成 22 年度から本格的に

導入し肥料化を図り、工場か

ら排出する廃棄物の削減及び

リサイクルを行っています。

　なお、肥料化した生ゴミは、

東近江タンポポ村に提供され

ています。

ガスボイラーの運用について 

　岡山工場では、環境負荷低減の取組として、従来の

重油ボイラーから温室効果ガス（CO2）排出の少ない

天然ガスボイラーに転換し、22 年度から本格稼働をし

ました。これにより

CO2 排出量が前年度

比 で 約 27 ％ 削 減 で

きました。今後もよ

り一層効率的な稼働

に努めていきます。

生ゴミ処理機

編集後記

天然ガスボイラー

空調集中管理装置

彦根工場

研修センター

研究所

岡山工場
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