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コミュニケーションと情報発信

コミュニケーション

　国立印刷局では、国民の皆様に広くその業務を理解していただくことや工場等が立地する地域社会に対して開かれた企業
体であることをアピールする取組を行っています。
　「お札と切手の博物館」での常設展示や特別展の開催、小田原工場及び彦根工場における工場見学、各種イベントへの参加
及び報道機関へのプレスリリース等を通じて、国立印刷局に関する情報の提供に取り組んでいます。

国立印刷局ホームページの全面リニューアル
　国立印刷局では、「誰にでも分かりやすく利用しやすいホー
ムページ」を目指し、平成26年4月1日に、ホームページを全
面リニューアルいたしました。これからも、国民の皆様にとっ
て分かりやすく利用しやすいホームページを目指してまいり
ます。

お札と切手の博物館
　国立印刷局の業務について理解していただくために、「お札と切手の博物館」
を開設しています。社会、経済、文化及び技術が大きく移り変わる中、お札や切
手がどのように変遷してきたのか、展示や体験を通じて総合的に学ぶことがで
きます。常設展示に加えて年に数回特別展の開催を行っています。
　近隣の小・中学校の総合学習やグループ学習で利用していただいているほ
か、各種の団体見学等のご要望にもお応えしています。
　常設展示では、次のとおり資料展示やパネル等による解説をしています。

展示室１階

展示室 2 階

①お札のできるまで
②切手のできるまで 
③ Q&A コーナー
④スタンホープ印刷機
⑤偽造防止技術体験コーナー

展示室
１階

①お札の移り変わり
②世界の珍しいお札
③近代製紙産業の発祥
④切手の移り変わり
⑤世界の切手
⑥旅券・官報・諸証券
⑦お札の芸術

展示室
2階

旧ホームページ 新ホームページ
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本局仮移転での取組
（荒川区立第六日暮里小学校教諭　
小林沙織様）

見学風景

特別展の開催
　特別展等を4回開催しました。

内容 期間 場所

 （春の特集展）
 富士百景～お札・切手に見る日本の象徴～  平成 26 年 4 月 22 日～ 6 月 1 日

 お札と切手の博物館
 2 階展示室

 （夏の特別展）
 お札のかたち、お札のもよう～様式の世界史～  平成 26 年 7 月 9 日～ 9 月 1 日

 （秋の特集展）
 東京名所・朝陽閣～絵画に残る印刷局工場～  平成 26 年 10 月 7 日～ 11 月 16 日

 （冬の特別展）
 紙幣と官報　２つの書体とその世界  平成 26 年 12 月 16 日～平成 27 年 3 月 8 日

平成26年度の開催実績

　お札と切手の博物館では、学習支援の一環として、各
地のご要望にお応えして講演を行っています。小学生
以上を対象とした「お札のふしぎ発見！」は、自分の持っ
ているお札の不思議（偽造防止技術）、お札の歴史、世
界の珍しいお札などについて、楽しく分かりやすく構成
したプログラムです。触って聞いて見て驚く子供たち。
正しい知識を持った賢い大人になってね。

コラ
ム

講演「お札のふしぎ発見！」

〒１１４-０００２   
東京都北区王子一丁目６番１号
TEL:0３-５３９０-５１９４   FAX:0３-３９１１-８９０５
９：３０～１７：００
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

～利用案内～
所在地     ：  

開館時間  ：  
休館日     ：  

コミュニケーション
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　一般工場観覧（以下「工場見学」という。）については、小田原工場と彦根工場において実施しています（東京工場では、工場
見学は実施しておりません。）。
　工場見学の概要については、次のとおりとなっています。

小田原工場
　小田原工場の見学では、オリエンテーションとして国立印刷局
の業務について映像をご覧いただきます。展示室では、お札の歴史
や製造工程を説明するコーナー、偽造防止技術について体験しな
がら楽しく学べるコーナーを設けています。また、観覧室からは印
刷作業風景をガラス越しに見学でき、お札が印刷される様子を間
近に見学することができます。

□利用案内
希望日の２か月前の月の初日から２週間前までに、総務グルー
プ工場見学担当までお問合せください（要予約）。
・  所在地：〒256-0816
　　　　  神奈川県小田原市酒匂六丁目２番１号

TEL：0465-49-8225
FAX：0465-49-8225

・ 問合せ・受付時間：9:00～16:00
・ 工場見学可能日：週2回（火曜日、木曜日）、それぞ

れ9:30からと13:30から（1日2回、1回40人程
度まで、所要時間は約1時間半）。

工場見学

見学風景（小田原工場）

彦根工場
　彦根工場の見学では、オリエンテーションとして国立印刷局の
業務について映像をご覧いただきます。展示室では、お札の歴史や
製造工程、偽造防止技術等について学べるパネルを展示していま
す。また、観覧廊下からは印刷作業風景をガラス越しに見学でき、
お札が印刷される様子を見学することができます。また、見学来場
者は、近隣住民の方々をはじめ近隣府県（愛知県、大阪府、兵庫県
等）からも多く、学校関係者の社会見学を受け入れ、地域社会への
貢献に努めています。

□利用案内
希望日の２か月前の月の初日から２週間前まで
に、総務グループ工場見学担当までお問合せくだ
さい（要予約）。
・  所在地：〒522-0027
　　　　  滋賀県彦根市東沼波町1157番1号
　TEL：0749-27-6004
　FAX：0749-27-6075
・  問合せ・受付時間：8:30～16:30
・  工場見学可能日：週2回（火曜日、木曜日）、それぞ

れ10:00からと13:30から（1日2回、1回10～50
人程度、所要時間は約1時間半）。 見学風景（彦根工場）

コミュニケーション
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コミュニケーション

本局仮移転の取組～不用品の有効活用～

　国立印刷局では、関係者の方々のご協力を得ながら、各種イベントに参加しています。平成26年度に開催・参加したイベン
トについては、次のとおりです。

各種イベントの開催・参加

イベント名 期間 場所 来場者数

第35回小田原工場観桜会 2014/3/29、30 神奈川県小田原市
国立印刷局 小田原工場 3,413 名

第27回わっしょいカーニバル西大寺 2014/4/19、20 岡山県岡山市　西大寺観音院通り 200 名

第25回東京国際コイン・コンヴェンション 2014/5/2 ～ 4 東京都中央区　ロイヤルパークホテル 11,000 名

第37回お金と切手の展覧会（岡山展） 2014/7/23 ～ 30　 岡山県岡山市　天満屋岡山店 6,700 名

子ども霞が関見学デー2014　 2014/8/6、7 東京都千代田区霞が関
財務省本庁舎 1,015 名

越前モノづくりフェスタ2014 2014/9/13 ～ 15 福井県越前市　サンドーム福井 66,000 名

第5回国際ユニヴァーサルデザイン会議2014 
in 福島＆東京 2014/11/1 ～ 13 東京都江東区

東京国際交流館プラザ平成 5,593 名

MESSAGE
　荒川区立第六日暮里小学校は、人情味あふれる「西日暮里」の町中にあり、創立 89 周
年を迎える歴史と伝統のある小学校です。教育目標として、「あかるく」「たのしく」「ま
えむきに」を掲げ、「図書館　なわとび　伝統・文化」をキーワードとした「知・徳・体」
のバランスのとれた教育活動を推進しています。
　この度、独立行政法人国立印刷局様から将棋盤・囲碁盤セットの寄贈を受けたことに
対しまして、心から感謝を申し上げます。
　当校には、小学校 1 年生から 3 年生までを対象とした「学童クラブ」と放課後の子ど
もたちと共に遊び、勉強やスポーツ・文化活動などの交流を図ることを目的とした、放
課後子どもプラン「にこにこすくーる」が設置されております。
　寄贈していただいた物品については、地域の方々の協力も得ながら、「伝統・文化の良
さに触れ、興味関心を広げる」という伝統・文化を理解する教育の推進や「学童クラブ」
や「にこにこすくーる」における児童への遊びの場を提供するために有効活用させてい
ただきたいと考えております。

将棋盤と向き合う児童たち
（荒川区立第六日暮里小学校
校長室にて）

　平成26年11月、本局が共同通信会館に仮移転しました。その際に廃棄
された新聞紙や段ボール等の紙類は有価物としてリサイクル業者に引き
渡しました。また、使用されなくなった将棋盤と囲碁盤を荒川区立第六日
暮里小学校に寄贈し、同校教諭の小林沙織様よりメッセージをいただ
きました。

リサイクル業者に引き渡した紙類

荒川区立第六日暮里小学校 教諭　小林 沙織 様
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社会性報告

労働安全衛生の取組
　職場の安全と職員の健康の確保は、国立印刷局の最重要事項です。国立印刷局では、安全衛生管理計画に基づき、労働安
全衛生法等の関係法令の遵守はもとより、安全衛生教育の積極的推進や安全活動の活性化、リスクアセスメント活動等を通じ
て、安全かつ安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいます。

労働災害情報の共有
　労働災害等の発生情報は、国立印刷局のイントラネット（局内Webシステム）に掲載し、全職員に情報の共有化を図ること　
により類似災害の未然防止に努めています。また、KYT（危険予知訓練）などの職場内の安全活動の資料としても活用してい　
ます。

リスクアセスメントの実施
　災害が発生していない職場でも作業の潜在的な危険性や有害性は存在しており、これらが放置されると、いつかは災害が発
生する可能性があります。製造部門にとどまらず設計や開発部門においてもリスクアセスメントを実施するとともに、労働安全
衛生法の一部改正に伴い、化学物質を対象としたリスクアセスメントの実施が平成28年に義務化されることから、「化学物質リ
スクアセスメント実施マニュアル」を作成し、安全衛生部門を中心に教育を行いました。

衛生管理の取組
　各種健康診断を行い、有所見者に対する保健指導などフォローアップをきめこまやかに実施しています。また、長時間労働に
よる健康障害防止のため、時間外・休日労働時間が1か月あたり45時間を超えた職員に対して産業医又は保健師による面接指
導等を実施し、職員の健康管理に努めるとともに、セルフケアにも役立てました。

メンタルヘルス対策の実施
　職員の心の健康は、職員とその家族の幸せな生活のために、また国立印刷局の生産性の維持及び働きやすい職場づくりの
ために重要な課題であることを認識し、厚生労働省の指針に従って、「国立印刷局における心の健康づくり計画」を策定すると
ともに、メンタルヘルス不調により休業した職員が円滑に職場復帰できるよう、「職場復帰支援プログラム」により適切な対応
を図っています。
　さらに、ストレスや強い悩み、不安など、職員の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある問題を未然
に防止し、早期に対応を図るために、階層別研修や全職員を対象としたカウンセラーによるラインケア面談を行っています。
　これに加えて、メンタルヘルスケアの推進に関する研修資料や厚生労働省が作成した「こころの健康サポートガイド」等を局
内Webシステムに掲載し、メンタルヘルス対策の充実を図っています。

作業環境管理
　職場で使用する化学物質の取扱いについては、SDS（安全データシート）に基づき、適切に行うとともに、より有害性の低い代
替物質への切替を推進しています。

区分 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
度数率 *1（製造業） 0.98 1.05 1.00 0.94 1.06
度数率（国立印刷局） 0.12 0.23 0.35 0.12 0.50
強度率 *2（製造業） 0.09 0.08 0.10 0.10 0.09
強度率（国立印刷局） 0.00 0.02 0.04 0.01 0.02

*1：100 万延べ実労働時間あたりの労働
　　災害による休業災害件数で、災害発
　　生の頻度を表す。
*2：1,000 延べ実労働時間あたりの労働
　　損失日数で、災害の重さの程度を表す。

労働災害率の推移
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社会性報告

リスク管理・コンプライアンスの推進
　国立印刷局は、国民の社会・経済活動において必要不可欠な日本銀行券等の製品を製造している法人であることから、次の
方針及び推進体制に基づき、コンプライアンスの確保に一層積極的に取り組むこととします。

基本方針
・国立印刷局は、全ての活動の原点を社会的
な信頼に置き、コンプライアンスの確保を経
営上の最重要事項の一つと位置付けて取り
組むこととする。 
・役職員は、自ら率先して国立印刷局におけ
るコンプライアンスを実践する。 

　また、リスク管理・コンプライアンス推進
実施計画を策定し、リスク管理の方法等の検
討・実施、コンプライアンスの推進に関する
意識啓蒙活動や研修の実施、情報提供、コン
プライアンス・マニュアルの活用、職員の意
識調査、内部通報窓口の周知等を行ってい
ます。

　秘密管理に関する規則等の遵守状況の点検などを通じて、偽造防止技術に関する秘密情報の管理を徹底しています。
　また、情報セキュリティ事故が多発する社会情勢を踏まえ、情報技術の進歩等に対応した適切な情報セキュリティ対策の実施
や規則等の遵守状況の点検を通じて、情報の漏えい防止等、情報セキュリティの確保に取り組んでいます。

理　事　長

リスク・コンプライアンス委員会

リスク・コンプライアンス統括責任者（CRO/CCO）【理事長が指名する理事】

リスク・コンプライアンス総括責任者【統括責任者が指名する者】

リスク・コンプライアンス事務責任者
【経営企画部長、総括責任者が指名する者】

リスク・コンプライアンス事務局
【責任者：経営企画部長が指名する者】

リスク・コンプライアンス・リーダー
（職場リーダー）
【GL等（役職指定）】

各  職  場

リスク・コンプライアンス推進担当者
【GL等（部長及び監事室長が指名する者）】

各機関本局（各部）
リスク・コンプライアンス責任者

【機関長】
リスク・コンプライアンス責任者

【部長及び監事室長】

リスク・コンプライアンス推進担当者
【総務部長等】

（リスク・コンプライアンス事務局）

※Gはグループ、GLはグループリーダーの略

責任者：リスク・コンプライアンス推進担当者
担当者：運営企画G、生産管理担当G、総務Gの
　　　  GL及び推進担当者が指名する者

情報伝達・指導

リスク・コンプライアンス・リーダー
（職場リーダー）
【GL、課長等（役職指定）】

各  職  場
報告 情報伝達・指導報告

情報伝達・指示報告

指示報告

情報伝達・指示報告

報告 情報伝達・指示

情報の管理

情報公開・個人情報保護

契約の透明性

　国立印刷局は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）及び独立行政法人等の保有
する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）に基づき、国立印刷局の保有する法人文書及び個人情報の開示請
求に関わる手続に対応するために、情報公開・個人情報保護窓口を設けています。

　国立印刷局は原則として一般競争入札による契約を行っており、契約の競争性及び透明性を確保しています。随意契約を行
う場合であっても、偽造防止等の観点から、真にやむを得ないものに限定しています。
　また、監事及び外部有識者によって構成される契約監視委員会により随意契約等について審議を受けており、これまで委員
会による意見の具申又は勧告は、受けておりません。
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人材活用に向けた取組
採用
　毎年度、国家公務員試験からの採用に加えて、技能職については、大学院、大学、高等専門学校及び高等学校卒業者を対象と
した採用試験を実施しています。
　採用活動を通じて、国立印刷局の将来を担う優秀な人材の確保に努めています。

再任用職員の状況
　国立印刷局では、職員が長年培った能力・経験を有効に発揮できる場の提供と効率的な事業運営を図ることとの均衡を考慮
しながら、高齢者雇用の円滑かつ適切な運用を実施しています。

人材育成
　国立印刷局では、『世界に誇る技術と信頼を保持し、社会に貢献する』ことを目指し、職員の組織への貢献と成長をサポート
するため各種教育研修を実施し、変化に対応できる「自律型」人材や、ものづくりを支える「技能人材」の育成を図っています。こ
れら人材育成の拠点として、神奈川県小田原市に研修センターを設置しており、若年層に対する研修はもとより、階層別研修や
技術系研修など、ステップアップ・キャリアアップのための研修を実施しています。

仕事と生活の両立や快適な職場環境に向けた取組
ワークライフバランス
　「国立印刷局一般事業主行動計画」を策定し、仕事と子育ての両立支援を積極的に推進しています。この計画を確実に実施
することで職員が仕事と子育ての両立を図ることができ、意欲と能力のある職員がその能力を発揮できる環境づくりに努めて
います。
　育児・看護・介護に関する休暇等については、出産をする女性職員に対する産前・産後休暇のほか、妻が出産する場合に男性
職員が取得できる休暇、子供が生まれた後の育児休業、さらには育児のために勤務時間を短縮する制度、子供を看護するため
の休暇があります。その他、親や配偶者、子供に看護や介護が必要になった時のための休暇もあり、仕事と家庭の両立支援に
積極的に取り組んでいます。

セクシュアル・ハラスメント苦情相談体制
　セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員
を相談員として配置し、必要な体制を構築しています。
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フォローアップ研修

階層別研修

技術系研修

職種別研修

長期派遣研修※

ステップアップ・キャリアアップ

※国内外の大学や民間企業への派遣

社会性報告
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環境報告ガイドライン対照表

環境報告ガイドラインにおける項目 本報告書における対象項目 掲載ページ

基本的事項
　１．報告にあたっての基本的要件

　（１）対象組織の範囲・対象期間 編集方針 1
　（２）対象範囲の捕捉率と対象期間の差異 編集方針 1
　（３）報告方針 編集方針 1
　（４）公表媒体の方針等 編集方針、達成度一覧 1,18

　２．経営責任者の緒言 トップメッセージ 2
　３．環境報告の概要

　（１）環境配慮経営等の概要 事業概要、お札のできるまで、官報のできるまで 4 ～ 12
　（２）ＫＰＩの時系列一覧 財務状況、達成度一覧 4,18
　（３）個別の環境課題に関する対応総括 資源・エネルギー使用量の抑制 22,23

　４．マテリアルバランス 国立印刷局の事業が環境に及ぼす影響 21
環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況
　１．環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等

　（１）環境配慮の方針 環境方針 3
　（２）重要な課題、ビジョン及び事業戦略等 お札のできるまで、官報のできるまで、特集１ 7 ～ 14

　２．組織体制及びガバナンスの状況
　（１）環境配慮経営の組織体制等 環境マネジメントシステム推進体制 19
　（２）環境リスクマネジメント体制 環境法規制の遵守 24 ～ 27
　（３）環境に関する規制等の遵守状況 環境法規制の遵守 24 ～ 27

　３．ステークホルダーへの対応の状況
　（１）ステークホルダーへの対応 環境法規制の遵守、コミュニケーション 24 ～ 27 , 31 ～ 34
　（２）環境に関する社会貢献活動等 コミュニケーション 31 ～ 34

　４．バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況
　（１）バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、戦略等 特集 2 15
　（２）グリーン購入・調達 グリーン購入法への対応、環境配慮契約法への対応 27
　（３）環境負荷低減に資する製品・サービス等 環境負荷を配慮した製品設計・製造 28
　（４）環境関連の新技術・研究開発 環境負荷を配慮した製品設計・製造 28
　（５）環境に配慮した輸送 記載なし  ‐
　（６）環境に配慮した資源・不動産開発／投資等 達成度一覧 18
　（７）環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル 省資源対策 23

事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況
　１．資源・エネルギーの投入状況

　（１）総エネルギー投入量及びその低減対策 資源・エネルギー使用量の抑制 22
　（２）総物質投入量及びその低減対策 国立印刷局の事業が環境に及ぼす影響 21
　（３）水資源投入量及びその低減対策 省資源対策 23

　２．資源等の循環的利用の状況 達成度一覧 18
　３．生産物・環境負荷の産出・排出等の状況

　（１）総製品生産量又は総商品販売量等 財務状況 4
　（２）温室効果ガスの排出量及びその低減対策 温室効果ガス排出量の削減 22
　（３）総排水量及びその低減対策 省資源対策 23
　（４）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 特集１ 13,14
　（５）化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 化学物質の適正管理 26
　（６）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 廃棄物の削減 23
　（７）有害物質等の漏出量及びその防止対策 環境法規制の遵守 24 ～ 26

　４．生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 生物多様性の取組 29
環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況
　１．環境配慮経営の経済的側面に関する状況

　（１）事業者における経済的側面の状況 環境会計、環境保全の歩み 21,30
　（２）社会における経済的側面の状況 記載なし  ‐

　２．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 社会性報告 35 ～ 37
その他の記載事項等　  ‐
　１．後発事象等

　（１）後発事象 経営計画 17
　（２）臨時的事象 記載なし  ‐

　２．環境情報の第三者審査等 記載なし  ‐

編 集 後 記
　国立印刷局における環境報告書の公表は今回で節目の 10 回目を迎えます。これまでに積み重ねた環境負荷低減の取組を今
後も継続し、環境保全に努めます。
　平成 26 年 4 月に改正省エネ法が施行され、さらなる省エネルギーの取組が求められています。資源を消費して事業活動を
行う国立印刷局においては、資源・エネルギーの使用量削減など環境に配慮した取組を行うことが責務であり、環境報告書
2015 では東京工場で採用した省エネルギー対策について特集を掲載しました。
　今後も公的事業体としての社会的責任を果たすために、環境保全の取組について環境報告書として公表します。




