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環境マネジメントシステム

環境方針に基づく取組

環境マネジメントシステム推進体制
　国立印刷局では、環境保全活動を着実に推進するために、国立印刷局環境保全推進規則（以下「規則」という。）を定めるとと
もに、理事長をトップとした環境マネジメントを推進するための仕組みを構築しています。管理体制は、経営企画部担当理事を
統括環境管理責任者とし、経営企画部環境グループ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の運用を
行っています。
　各機関においては、機関長等の主導のもとに運営企画室長等を総括環境管理責任者とし、運営企画室等に環境保全事務局
を設置し、各機関の立地や導入設備の状況に見合った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。
　これらの活動が効率的なものになるように、Ｐ（計画）、Ｄ（実施及び運用）、Ｃ（点検及び是正措置）及びＡ（見直し）のサイクル
を活用し、環境保全の継続的な改善に日々取り組んでいます。

理事長 理事会

内部環境監査責任者

統括環境管理責任者
（経営企画部担当理事）

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）

環境管理者

環境推進員

各機関

機関長

総括環境管理責任者
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環境マネジメント推進体制図

内部環境監査
結果の報告

内部環境
監査の実施

経営企画部　環境グループ

各機関
（ISO14001認証取得済み）

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 フィードバック

ISO14001 認証登録の維持・更新審査

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

内部環境監査の仕組み

内部環境監査の実施
　規則に定めるところにより、各機関に構築された環境マネジメントシス
テムの運用が適正に実施され、かつ有効性が保たれているかについて内
部環境監査を実施しています。
　内部環境監査においては、環境マネジメントシステムが求める要求事
項の確認を中心に手順書どおりに運用・維持が図られているか、環境目
的等の達成状況等の有効性が担保されているかについて、文書・記録の
確認、面談等を実施することにより確認を行っています。
　内部環境監査の結果、全機関の合計で指摘事項15件、改善推奨事項
28件、推奨事項72件であり、環境マネジメントシステムの運用・維持に
関わる重大な指摘事項はありませんでした。指摘された事項については、既に是正措置を行い次年度に向けた改善対応を図って
います。

　今回、内部環境監査員として監査に参画させていただきました。改めて内部環境監査の重
要さを再確認しました。内部環境監査は、経営者（トップマネジメント）が、実施するマネ
ジメントレビューと並んで最も重要な要求事項です。今後も内部環境監査を実施する目的（何
のためにやるのか）を常に考え、監査の成果・効果を確認しながら確実に推進し、環境マネ
ジメントシステムのＰＤＣＡサイクルのスパイラルアップを図っていきたいと考えています。

VOICE

セキュリティ製品事業部 証券事業管理グループ　吉野 正人 

※組織名は平成 26 年度当時
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VOICE

機関名 認証取得年度 審査状況 審査
結果

東 京 工 場 平成14年度 維持審査 合格

王 子 工 場 平成19年度 更新審査 合格

機関名 認証取得年度 審査状況 審査
結果

東 京 工 場 平成24年度 維持審査 合格

王 子 工 場 平成26年度 新規審査 合格

機関名 認証取得年度 審査状況 審査
結果

東 京 工 場 平成14年度 更新審査 合格

小田原工場 平成16年度 維持審査 合格

静 岡 工 場 平成20年度 更新審査 合格

彦 根 工 場 平成18年度 維持審査 合格

岡 山 工 場 平成19年度 維持審査 合格

ISO認証取得及び継続に関する取組
ISO14001
　環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証取得に
ついては、職員の環境保全意識を向上させ、顧客や各機関が立地する地域
住民の皆様の安心・安全に貢献するために、認証取得を段階的に推進して
おり、現在5機関で認証取得しています。平成26年度においては、東京工場
と静岡工場において更新審査を受けるとともに、そのほかの機関において
も維持審査を受け、いずれの審査も合格したところです。また、新たな取組
として、研究所と王子工場において、認証取得に向けた取組を今年度から
開始しました。

ISO9001
　国立印刷局では、均質な製品を確実に製造するために様々な品質管理・
保証体制を構築しています。国際的な品質管理・保証体制を担保しつつ、東
京工場と王子工場においてISO9001の認証取得を行っています。

ISO27001
　国際的に情報漏えいに対するリスクマネジメントの要求が高まってきて
おり、組織内での情報管理の徹底が求められている中、国立印刷局では機
密情報や個人情報をお預けいただくお客様の信頼に応えるべく、安心・安
全な個人情報管理に努めています。
　顧客からお預かりする個人情報は、厳格な基準による認定審査を通過し
た個人情報取扱いセキュリティエリアでの取扱いに限定しています。同エ
リアにおいては、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である
ISO27001の認証取得の取組を進めており、平成26年度においては王子
工場に設置したセキュリティエリアにおいて認証を取得しました。
　このISO27001認証取得は、国立印刷局では東京工場内のセキュリティ
エリアに続き2拠点目となります。今後とも、業務と意識の改革に継続的に
取り組みながら、今後の組織基盤の強化を図ってまいります。

ISO授与式（王子工場）

　ISO27001 認証取得に向けたキッフオフ大会では、キックされたボールを受け取るキー
パー役を演じ、ボールをつかみ損ねる（台本どおり）ことから活動を開始しました。非常に
タイトなスケジュールでしたが、認証取得範囲となる製造担当者の理解と頑張り、また、事
務局の積極的なサポートにより、不安が新たなものへチャレンジするワクワク感へと変わり、
最終的には自信へ確変していきました。

王子工場 作業部証券課　荒川 公利

環境方針に基づく取組
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環境方針に基づく取組

分類
投資額 費用額

主な取組内容
平成 26 年度 平成 26 年度

1）事業エリア内コスト 98   1,574
①公害防止コスト 0 800 排水処理設備改修、設備点検清掃
②地球環境保全コスト 98 239 冷凍機更新、太陽光発電設備設置
③資源循環コスト 0 535 廃棄物収集運搬及び処理作業、設備点検作業

2）上下流コスト 0 276 消耗品（グリーン購入）調達品目実績算入
3）管理活動コスト 0 52 ISO14001 審査登録費用、環境報告書作成
4）研究開発コスト 0 26 環境に配慮した諸材料の開発
5）社会活動コスト 0 4 環境保全団体活動支援
6）環境損傷対応コスト 0 1 汚染負荷量賦課金

合　　　　　計 98 1,933

   資源・エネルギー投入量
電気
都市ガス
重油
熱供給
LP ガス
ガソリン
軽油

水使用量
コピー用紙使用量   

主要製品の原材料

Input Output
　環境負荷

CO2 排出量
　電気
　都市ガス
　重油
　熱供給
　LP ガス
　ガソリン
　軽油

廃棄物排出量

太陽光発電設備発電量

事業活動

銀行券製造 印紙製造 官報製造旅券製造 郵便切手製造

国立印刷局の事業が環境に及ぼす影響

環境会計

6,465 万 kWh
580 万 m3

41 万ℓ
621,132 Mcal

6 m3

11,707ℓ
46,502ℓ

487 万 m3

68.8 ｔ

8,619 ｔ

38,093 t-CO2

24,438 t-CO2

12,234 t-CO2

1,098 t-CO2

174 t-CO2

0.04 t-CO2

27 t-CO2

122 t-CO2

6,253 ｔ

22 万 kWh

（単位：百万円）



22

環境方針に基づく取組

資源・エネルギー使用量の抑制
総エネルギー使用量の推移

温室効果ガス排出量の削減
　国立印刷局から排出される温室効果ガスは、都市ガスや重油、電気及び熱供給事業者から受ける冷温水等のエネルギー使
用に伴って発生する二酸化炭素がその大半を占めています。
　平成26年度の温室効果ガス排出量は38,093t-CO2であり、基準年である平成13年度比で26.9％削減しています。第三
期中期目標においては、平成25、26年度の排出量平均値が平成13年度比で20％以上削減することを目標としていますが、
25.8％と目標を大きく上回って達成しております。
　大幅に削減できた要因として、静岡工場における冷凍機の更新や各機関における空調設備の更新又は改修のほか、東京工
場における新棟への省エネ型空調機やLED照明、太陽光発電設備の設置が挙げられます。また、エネルギー源に重油よりも温
室効果ガスの排出量が少ないガスを用いた設備への更新をここ数年で進めており、その成果が着実に表れています。

温室効果ガス排出量の推移 CO2 排出量 / 売上高原単位の推移

省エネルギー対策
　平成26年度の総エネルギー使用量は、基準年である平成
13年度と比較して17.6％の削減を達成しました。全機関に
おいてエネルギー使用量が減少しており、省エネルギー対策
が浸透した結果であると言えます。
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環境方針に基づく取組

　廃棄物の排出量は、6,253ｔであり、平成１５年度から平成
２４年度までの期間の実績平均値と比較して１７％の削減とな
りました。各機関におけるごみ分別の徹底など廃棄物削減の
取組により、多くの機関で前年度よりも排出量が減少しまし
た。
　都内機関の再編に伴い東京工場における排出量が増加し
た一方、岡山工場では一時的な要因（汚泥の処理）の終結によ
り排出量が減少したため、全体としては大幅に削減された平
成２５年度とほぼ同量を維持することができました。

　国立印刷局で使用する水には、主に飲料水として利用する
上水と一部のトイレや製紙部門で利用する工業用水があり
ます。特に製紙工程では大量の工業用水が必要であり、重要
な削減ポイントとなっています。平成26年度の水の使用量は
487万ｍ3であり、基準値から１２．０％の削減となりました。こ
れは、製紙部門である小田原工場及び岡山工場における設
備・機械の効率的な稼働、その他工場での日常的な取組の成
果によるものです。前年度と比較してもほぼ同量の使用量で
あり、大幅な削減となった平成24年度の使用量を維持できて
います。
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水使用量の推移
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環境目標値　531 万 m3

（基準値から 4％以上）

環境目標値　6,787t
（基準値から 10％以上）

※基準値：平成 15 年度から平成 24 年度（前中期目標期間）までの実績平均値です。

■ 水使用量の削減

■ 廃棄物の削減

※基準値：平成 15 年度から平成 24 年度（前中期目標期間）までの実績平均値です。

省資源対策

■ コピー用紙使用量の削減

　平成26年度のコピー用紙の使用量は、各機関において印
刷前の誤字脱字確認やコピー用紙の裏面活用、両面印刷や
用紙一面への多ページ印刷機能の活用などに継続的に取り
組んだ結果、平成１５年度から平成２４年度までの期間の実績
平均値と比較して９．５％の削減となりました。
　しかしながら、都内機関の再編に伴う事務手続の増加によ
り、平成25年度との比較では9％の増加となりました。今後は
電子メール等の電子媒体の活用等をさらに推進し、使用量の
削減に努めます。

コピー用紙使用量の推移

※基準値：平成 15 年度から平成 24 年度（前中期目標期間）までの実績平均値です。

環境目標値　69.9t
（基準値から 8％以上）
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環境方針に基づく取組

環境法規制の遵守
　国立印刷局では、環境に関する法令や都道府県条例等の遵守状況について、機関ごとに定める環境マネジメントマニュアル
によって妥当性や有効性の評価を行い、環境負荷の低減や環境汚染の未然防止に努めています。環境法規制を遵守するため
の実施手順の概要は、下図に示すとおりです。

平成26年度の環境法規制遵守状況について
　環境報告書対象期間及び報告対象組織において、環境法令の罰則適用や行政指導等の法令違反に該当する事案はありま
せんでした。

環境法令一覧表の作成
　国立印刷局では、定期報告や記録の保管の有無などを各機関が整理した環境法令一覧表を作成しています。これにより、本
局と各機関との情報共有を図るとともに、法令等が改正された事案については一覧表を変更し、毎年実施している環境法令遵
守点検期間において両者で確認を行い、変更点の周知徹底を図っています。

　本局の環境保全事務局は、遵守すべき法規制
について、各機関の環境保全事務局は、遵守す
べき都道府県条例等について調査を実施し、法
規制等に変更があった場合は、各機関ごとに作
成した「環境法令一覧表」を更新します。

　環境法規制の遵守状況を確認
するために、本局による「環境
法令一覧表」を活用して巡回点
検活動を第 3/ 四半期に実施し、
漏れがないかをチェックします。

　各機関の環境マネジメント活
動の手順書に基づき計画実施さ
れる内部環境監査により、遵守
状況を確認します。

環境法規制の遵守の取組について（概念図）

環境法規制の
特定及び更新

環境マネジメント
活動による確認

法令点検活動の
実施

《職員の意識啓蒙》
研修の実施

緊急事態対応の訓練



25

環境方針に基づく取組

平成26年度環境法令遵守状況の点検について
　国立印刷局全体としての環境法規制の遵守状況を確認するために、全機関を対象とした巡回点検を第3/四半期に実施しま
した。
　実施内容としては、①環境保全に関する法令遵守状況の調査、②点検記録などの保管状況の確認、③排水処理設備等の環
境除害設備の維持及び管理状況についての確認を行いました。
　特に、前年度の巡回点検の実績を踏まえてフォローアップを実施するとともに、産業廃棄物及び一般廃棄物の処理手続につ
いて、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の確認や作業完了届等の書類の確認を行いました。
　点検の結果、マニフェストの記載方法に改善すべき点が見られたものの、前回の指摘事項は滞りなく是正されており、著しい
不備や違反のないことを確認しました。廃棄物の分別及び保管、処理はおおむね適切に実施されていました。

点検活動の様子（王子工場）　 点検活動の様子（彦根工場）

点検活動の様子（彦根工場）  廃棄物保管場所の様子（研修センター）
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■ PCB廃棄物への対応

　国立印刷局で保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「PCB廃棄物」という。）には、トランス類や安定器類があり、国の
定める方針に従い各機関において漏えいや紛失がないように適正に保管・管理しています。平成26年度においては、彦根工場
で保管していたトランスについて処分を行いました。
　低濃度PCB廃棄物については、環境省が認定した無害化処理施設が増えてきたことから、各機関に保管している低濃度PCB
廃棄物の処理について、今後進めていくことにしています。平成26年度においては、旧虎の門工場のトランスについて処分を
行いました。

化学物質の適正管理
　国立印刷局では、化学物質による環境負荷の低減を進めるために、化学物質の使用量削減に取り組んでいます。具体的に
は、PRTRの対象となる化学物質（第一種指定化学物質）の使用量削減やより安全な物質を使用した代替品への交換を進めて
います。また、各機関においては、化学物質の管理手順を定めることで、適切な管理を実施しています。

■ PRTR法への対応

　PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からどれくらいの量が環境中（大気、
水、土壌）に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握・集計し、公表する国
の制度のことです。平成26年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量の実績については下表のとおりとなっています。
ダイオキシン類については、大気への排出、その他の物質は主に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。
　今後とも、環境負荷を減らしていくために、より環境にやさしい物質や材料への代替及び使用量の削減に努めます。

■ 改正フロン法への対応

　フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）」（略称
「フロン排出抑制法」）として平成27年4月1日から施行されました。国立印刷局においても、多くの業務用冷凍空調機を所有
しており、法改正により法律の適用範囲が広がるとともに新たな制度も導入されることから、内部における新たな体制整備に
ついて設備部門と調整を行いました。

（単位：kg）
化学物質の名称 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

キシレン 1,094　 679　 1,251　 709　 638　

コバルト及びその化合物 1,616* 1,517* 1,422* 1,587* 1,421　

ポリ（オキシエチレン）
＝アルキルエーテル 163,023　 173,266　 168,225　 172,311　 160,033　

マンガン及びその化合物 1,910* 2,954* 2,571* 2,295*　 2,012　

無水フタル酸 1,998　 1,442　 1,604　 1,542　 1,266　

（単位：mg-TEQ）
ダイオキシン類 0.70　 0.09　 1.05　 0.30　 0.13　

*コバルト及びその化合物、マンガン及びその化合物において、過去5年間の集計に誤りがあり訂正しています。       
  なお、行政官庁への届出については、修正手続を完了しています。

第一種指定化学物質の排出量及び移動量
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省エネ法に基づく届出
　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）に基づき、国立印刷局はエネルギー管理統括者等を選
出し、毎年度定期報告書及び中長期計画書を提出しています。平成26年度実績の報告から電気の需要の平準化に関する項目
が追加されたため、法令改正へ適切に対応し、各機関でエネルギー使用量の一層の削減に努めます。

東京都条例への対応　
　国立印刷局が定める環境目標とは別に、東京工場及び王子工場においては、東京都環境確保条例により温室効果ガス排出
量のさらなる削減が求められています（虎の門工場は東京工場への移転に伴い、廃止手続を完了しています。）。削減率は、工
場ごとに設定された基準排出量から東京都が定める削減期間（平成22年度から平成26年度まで）において温室効果ガス排出
量を6％削減するというものです。平成27年4月から第二期削減目標期間がスタートし、削減率が15％となることが既に決定し
ているので、今後とも温室効果ガス排出量の削減に向けて取組を強化していきます。

グリーン購入法への対応
　グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮し必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないも
のを選んで購入することです。循環型社会の形成のためには、再生品等の供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要であ
るという観点から、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」とい
う。）が制定されました。
　国立印刷局では、環境に配慮した製品・サービスの調達を積極的に行うために、グリーン購入法に基づき、平成13年度から毎
年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を策定し公表しています。調達率については、平成16年度からは継続的に
100%となっており、平成26年度においても100％を達成しています。今後も調達目標については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。

環境配慮契約法への対応
　環境配慮契約とは、製品やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約のことです。国
は、環境配慮契約を推進するため、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（平成19年
法律第56号）を制定しており、国立印刷局のような独立行政法人が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に
評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みづくりが求められています。
　平成26年度において国立印刷局では、電気の供給を受ける契約について４件、自動車の購入に係る契約について１件及び産
業廃棄物の処理に係る契約について２６件の環境配慮契約を締結しました。
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環境負荷を配慮した製品設計・製造

環境方針に基づく取組

環境に配慮した設備の導入
　地球温暖化防止等の環境負荷低減へ積極的に貢献するため、温室効果ガスの排出量削減に向けた環境設備投資を実施し
ています。平成26年4月に設立した東京工場の新棟は、建物全体を環境に配慮した建物にすることを基本とし、特集記事でご
紹介した環境配慮設備を導入しました。また、平成26年度は静岡工場に、重油よりもクリーンなエネルギーであるガスを使用し
た空調用冷凍機を導入し、従来の設備と比較して温室効果ガス排出量を削減できました。
　さらに、彦根工場においては太陽光発電設備を設置し、自然エネルギーの有効利用を図りました。

ガスを使用した空調用冷凍機（静岡工場） 太陽光発電設備（彦根工場）

環境負荷を配慮した製品設計と研究開発
　国立印刷局では製品開発、設計、製造から廃棄段階までの環境負荷に配慮した製品の製造に努めており、環境負荷低減に向
けた研究開発に取り組んでいます。
　例えば、インキ乾燥に必要なエネルギーの適正化を図るための装置の開発や、少ないエネルギーで乾燥する省エネルギー
型インキの研究を行っています。今後も環境負荷に配慮した技術の研究開発に継続して取り組みます。

環境保全に関する啓蒙活動の推進
環境教育
■ 内部環境監査員養成研修
　
　平成26年7月16日、17日の両日、本局において環境主任審査員の資格を有する外部講師による、内部環境監査員養成研修
を実施しました。講義を通じて環境保全の重要性や内部環境監査員としての役割など、企業として法令遵守する意義を学び、研
修で得た知識を各職場にて発揮しています。

■ 内部教育の充実
　
　新規採用職員合同研修や研修センターで行われる技術系研修において、国立印刷局における環境保全の取組について講
義を実施し、内部教育の充実を図っています。また、人事異動者を対象とした研修を、各機関で策定された環境マネジメントマ
ニュアルに沿って実施しています。研修内容については、各職場の環境推進員が中心となって取組状況や役割分担の確認など
の引継ぎを行うことで、スムーズな乗り移りが図られるように工夫しています。
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生物多様性の取組
　静岡工場においては、事業所内の平心池を拠点とした生物多様性の保
全活動を実施しています。この池は、終戦直後に戦時中から学徒動員で
静岡工場に来ていた清水商船学校の生徒の勤労奉仕活動により、防火
用兼憩いの場として作られた池です。毎年5月になるとカルガモの親子
が現れ、また、清流に住むことから自然環境の象徴とされるカワセミも飛
来します。工場職員にとって、季節の移り変わりや生物の営みを目や心で
感じられる大切な場所となっています。

気候変動キャンペーン「Fun to Share」に参加
　平成22年度から環境省が呼びかけている地球温暖化防止国民運動

「チャレンジ25」の取組が、平成26年度から気候変動キャンペーン「Fun 
to Share」の取組に引き継がれたため、国立印刷局においても、平成26
年11月に賛同企業・団体への移行登録を実施しました。『最新の知恵を
みんなで楽しくシェアしながら、豊かな低炭素社会をつくっていこうよ！』
という合言葉に沿って、国立印刷局も活動を進めていきます。

環境関連の有資格者の育成
　環境関連の有資格者数については、各機関の研修部門において管理していますが、有資格者の人事異動や定年退職などに
より、日頃から候補者を養成するプログラムの必要性が喫緊の課題となっています。資格によっては取得までに数年間必要な
ものもあり、職員の希望や適性を考慮の上、人事部門とも連携を図りながら有資格者の育成に努めています。

環境月間の実施
　環境省が6月の実施を呼びかけている環境月間に合わせて、環境保全への関心と理解を深め、環境保全に積極的に関わって
いくため、様々な環境に対する取組を行っています。平成26年度は、各機関において独自にプログラムを立案し、環境講演会
の実施、公害防止施設の見学、産業廃棄物処理施設の見学、環境関連施設の巡回点検や構内外清掃活動、ポスター掲示等を
行い、その取組内容を広報誌（時報）に掲載しました。

環境ワーキンググループによる点検活動 外部講師による環境講話

静岡工場 平心池に集まるカルガモの様子
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環境保全の歩み

年代 環境保全の歩み 国立印刷局の動き 主な環境設備投資

平成
12

二千円券発行
「財務省印刷局」に名称変更

14 滝野川工場が ISO14001 認証取得 CO2 排出基準　平成 13 年度
（± 0.0％）

15

第
1
期
中
期
目
標
期
間

独立行政法人国立印刷局となる ワイピング廃液処理装置導入（滝）
CO2 削減実績　＋ 15.7％

16 小田原工場が ISO14001 認証取得 新一万円、五千円、千円券発行
用水設備改修（小）
導水管改修（小）

CO2 削減実績　＋ 15.8％

17
本局経営企画部に環境グループ設置
国立印刷局環境方針の制定
環境マネジメントシステム運用開始

岡山工場紙料棟竣工
製紙汚泥用脱水機（小）
空調監視装置導入（静）

CO2 削減実績　± 0.0％

18 初の「環境報告書 2006」を発行
彦根工場が ISO14001 認証取得

ワイピング配管漏えい対策（静）
エネルギー監視装置導入（岡）

CO2 削減実績　▲ 9.8％

19 チームマイナス 6％に参加
岡山工場が ISO14001 認証取得

有害物質漏えい対策（虎、滝）
CO2 削減実績　▲ 4.5％

20

第
2
期
中
期
目
標
期
間

国立印刷局環境保全基本計画策定
静岡工場が ISO14001 認証取得

コジェネレーションシステム導入（小）
CO2 削減実績　▲ 4.8％

21 小田原工場紙料棟竣工
研修センター改修

太陽光発電システム導入（王）
ガスボイラー導入（岡）

CO2 削減実績　▲ 12.5％

22
チャレンジ 25 キャンペーンに参加
東京都環境確保条例への取組

（総量削減義務の開始）

太陽光発電システム導入（小、研）
CO2 削減実績　▲ 16.1％

23 「国立印刷局節電実行計画」の実施
雨水排水処理装置導入（小）
ガスボイラー導入（彦）

CO2 削減実績　▲ 16.8％

24 小田原工場仕上棟竣工
滝野川工場ワニス棟竣工

太陽光発電システム導入（小）
太陽光発電システム導入（静）

CO2 削減実績　▲ 23.1％

25
第
3
期

本局が「みなとエコ宣言登録事業所」
として登録

滝野川工場情報製品棟竣工
滝野川工場新証券棟竣工

太陽光発電システム導入（滝、小）
排水調整設備導入（研究所）
ガス焚き冷凍機導入（静）
地中熱を利用した空気調和設備の導入（滝）
エネルギー管理システムの導入（滝）

CO2 削減実績　▲ 24.7％

26 Fun to Share キャンペーンに参加 東京工場発足
本局が共同通信会館へ仮移転

太陽光発電システム導入（彦）
ガス焚き冷凍機導入（静）

CO2 削減実績　▲ 26.9％


