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目次 　独立行政法人国立印刷局（以下「国立印刷局」という。）では、地球環
境保全に対する取組を広く国民の皆様にご理解いただくために、平成 18
年度から「国立印刷局環境報告書」（以下「環境報告書」という。）を発行
しており、今回で 10 回目の発行となります。
　本報告書は、記載内容の信頼性・比較容易性を確保するために、「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（平成 16 年法律第 77 号。環境配慮促進法）」、「環境報告
ガイドライン（2012 年版）」及び「環境会計ガイドライン（2005 年版）」
を参考に作成していますが、環境保全に加えて労働安全衛生を始めとした
社会性報告についての取組についても報告しています。平成 26 年度は、
第三期中期目標期間（平成 25 年度～平成 29 年度）の 2 年目でしたが、
独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 66 号）の
成立に伴う国立印刷局の平成27年度からの行政執行法人への移行により、
第 3 期中期目標期間は、平成 25 年度から平成 26 年度までの 2 年間に
短縮され、したがって、今年度が最終年度となりますので、取組の成果
について総括します。
　また、国立印刷局ホームページにおいては、環境報告書電子版の掲載の
ほか、国立印刷局における環境保全活動の取組について積極的に情報開示
を行っていますので是非ご覧ください。

報告対象期間：平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
報告対象組織：国立印刷局

本局、研究所、東京工場、王子工場、小田原工場、
静岡工場、彦根工場、岡山工場、研修センター、
みつまた調達所 2 か所
※虎の門工場の印刷機能については滝野川工場敷地
内へ移転するとともに、滝野川工場は平成 26 年 4
月より東京工場となっています。

独立行政法人国立印刷局　管理部　管理課　環境係
〒105-8445　東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 5 号 共同通信会館
TEL.03-3587-4618　FAX.03-6893-4635
ホームページアドレス：http://www.npb.go.jp/
電子メール：kankyou@npb.go.jp

編　集　方　針

環境省「環境配慮促進法」
　http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/law.html
環境省「環境報告ガイドライン（2012 年版）」
　http://www.env.go.jp/policy/report/h24-01/full.pdf
環境省「環境会計ガイドライン（2005 年版）」
　https://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html

報　告　対　象

公　表
公表：平成 27 年 6 月
次回公表予定：平成 28 年 6 月

参考にしたガイドライン

独立行政法人　国立印刷局

環境報告書 2015
National Printing Bureau Environmental Report 2015

お問合せ先
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Top Message
トップメッセージ

　国立印刷局は、決済システムの中で重要な役割を果たす日本銀行券、法令等の政府情報の公式的伝達手段であ
る官報等、極めて公共性の高い製品を製造する役割を担っております。これらの製品は、国民経済の基本的インフラ
ストラクチャーの不可欠な構成要素と言えます。その事業活動の中で、環境負荷をかけないための様々な取組とし
て環境マネジメントシステムを運用し、エネルギーや資源の節減、リサイクル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を進めています。
　平成27年4月1日に、国立印刷局は単年度の目標管理を行う単年度管理型の「行政執行法人」へ移行し、これに伴
い第三期中期目標期間は平成26年度で終了することとなりました。第三期中期目標期間（平成25～26年度の2年
間）の平均温室効果ガス排出量は38,643t-CO2となり、基準年である平成13年度比で20％以上の削減を達成する
ことができました。平成26年度は、空調設備のガス化や太陽光発電設備の設置といった設備投資を積極的に行い、
環境負荷の低減に取り組みました。今後も温室効果ガス排出量削減目標を設定し、環境マネジメントシステムの継続
的な改善を進め、環境と調和の取れた事業活動により一層努めます。
　一方、国においては、電気需要の平準化の推進を内容とする改正省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律）が平成26年4月に施行されました。夏季・冬季の電力ピーク時間帯の使用量低減が求められ、省エネルギー
社会の実現を目指す取組が進められています。
　「環境報告書2015」では、平成26年4月に旧虎の門工場と旧滝野川工場を統合し新たに発足した東京工場の省エ
ネルギー対策について特集を組みました。資源・エネルギーの消費を抑制し、環境負荷の低減を図る国立印刷局全
体の取組を推進する役割が期待されます。さらに、みつまた調達所における原材料調達の取組についてご紹介して
います。また、社会性報告のページを昨年よりも増加して労働安全衛生や人材活用に向けた取組の記載内容を充実
させました。
　国立印刷局は皆様とのコミュニケーションを通じて環境配慮や社会的責任に関する取組の向上に努めていきたい
と考えておりますので、幅広いご意見をお聞かせいただければ幸いです。

独立行政法人国立印刷局
理事長
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経営理念と環境方針

使命
　国立印刷局は、銀行券をはじめとする信頼性が求められる印刷物及び行政情報を確実かつ効率的に提供することに   
より、国民生活の安定及び社会経済の発展に資することを使命とする。

ビジョン
　国立印刷局は、国民や公的機関の視点に立ったサービスの向上及び効率的な業務プロセスの構築に努め、
１　偽造防止効果が高く、国民から信頼される銀行券の安定かつ確実な製造及び必要な情報の積極的な提供等による、
　  我が国の通貨制度の安定への寄与 
２　高い信頼性と安全性を付与した、印紙、郵便切手、旅券等の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造並びに　
　  サービスの確実な提供 
３　信頼性の高い、官報をはじめとする公共上の見地から行われることが適当な行政情報の正確かつ確実な提供
を通じ、最高度のセキュリティや信頼性を保証するとともに、国際水準の技術力を備えた総合的な印刷・情報サービス
の提供機関となることを目指す。

経営理念

　 環境方針
▼

基本理念
　独立行政法人国立印刷局は、日本銀行券、旅券、官報等の製造事業を営む公的な事業体として、全ての段階において 
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
　  事業活動に関わる資源・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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事業概要

沿革
　国立印刷局は、明治4(1871)年7月27日、大蔵省紙幣司として創設されました(同年8月に紙幣寮と改称)。創設当初の業務
は紙幣の発行、交換、国立銀行(民間銀行)の認可・育成等紙幣政策全般でした。
　当時、国内では印刷技術が未熟であったことから、明治政府は、近代的な紙幣の製造をドイツやアメリカに依頼しました。しか
し、紙幣は国内で製造すべきであるとの声が強まったため、紙幣寮において紙幣国産化の取組が行われることとなり、併せて証
券類、郵便切手(明治5(1872)年1月に製造開始)の製造、活版印刷等の印刷・製紙業務を行うこととなりました。
　紙幣寮は、研究を重ね、明治10(1877)年10月15日に国産第1号紙幣(国立銀行紙幣([新券]1円)）の製造を開始し、名実共
に我が国近代印刷・製紙のパイオニアとしての第一歩を踏み出しました。
　そして、明治31(1898)年11月1日に、官報(明治16(1883)年7月2日創刊)を発行していた内閣官報局と統合し、官報も含
めた事業官庁となりました。
　その後、幾多の変遷を経て、平成15(2003)年4月、独立行政法人国立印刷局となり、現在に至っています。
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事業概要

事業概要
名 　 称 ：
英 語 表 記 ：
創 　 設 ：
設 　 立 ：
根 拠 法 ：
資 本 金 ：
売 上 高 ：
経 常 利 益 ：
職 員 数 ：
所 在 地 ：
主 要 事 務 所：
及 び 工 場 　

独立行政法人国立印刷局
National Printing Bureau
明治4（1871年）年7月
平成15（2003年）年4月
独立行政法人国立印刷局法（平成14年法律第41号）
147,510百万円
67,006百万円
6,063百万円
4,072名（平成27年3月31日現在）
〒105-8445　東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館
本局、研究所、東京工場、王子工場、小田原工場、静岡工場、
彦根工場、岡山工場、研修センター、博物館

　国立印刷局は、決済システムの中で重要な役割を果たす日本銀行券、法令等の政府情報の公式的伝達手段である官報等、
極めて公共性の高い製品を独占的に製造する役割を担っております。これらの製品は、国民経済の基本的インフラストラク
チャー(金融基盤、法秩序基盤等)の不可欠な構成要素と言えます。
　独自の研究開発により築き上げてきた高度な偽造防止技術と、効率的かつ徹底した製造管理体制によって、製品を安定的か
つ確実に供給するという使命を果たすとともに、社会の信頼に応える努力を続け、国民経済のさらなる発展に貢献してまいり
ます。また、環境と調和のとれた事業を行うため、省資源化の推進を図りながら環境物品等の調達（グリーン調達）や排水の水
質向上などの環境保全に努めています。

本局【東京都港区】

【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】

彦根工場【滋賀県彦根市】

王子工場東京工場　

本局 経営企画室

監査室

研究所

理事長

理事

機関

東京工場

王子工場

小田原工場

静岡工場

彦根工場

岡山工場

総務部

管理部

財務部

銀行券部

官報部

監事 監事室

【東京都北区】

研究所　

小田原工場

研修センター

組織図

※平成 27 年 4 月 1 日、組織の変更を行いました。
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主な事業
　国立印刷局の事業は、主に次の4部門から構成されています。

銀行券製造部門
日本銀行券（E一万円券、E五千円券、E千円券、D二千円券）

　高度な偽造防止技術と徹底した製造管理が必要な日
本銀行券について、国民経済にとって必要な数量を安定
的かつ確実に提供しています。また、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。

諸証券類製造部門
旅券、郵便切手、印紙、証紙等

　高い偽造抵抗力を必要とする旅券(パスポート)、郵
便切手、印紙・証紙等について、徹底した製造管理体制
のもとで確実な製造を行い、国民の皆様が安心して使
用できる製品を提供しています。

官報等製造部門
官報、法令全書、予算書・決算書等

　法律、政令、条約等の政府情報の公的な伝達手段であ
る官報の編集・印刷及び普及に加え、法令全書、国の予
算書・決算書等、公共性の高い印刷物の製造を行ってい
ます。

研究部門
研究開発

　印刷、製紙を中心に国立印刷局事業に関連するあら
ゆる分野の総合研究を行っています。

※発行順を表すため、お札をABCDEの記号で区別することがあり
ます。現在発行されているお札は、戦後5番目の発行ということで、

「E券」と呼ばれています。

事業概要
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製紙工程 独特の色や手触り、耐久性に特徴がある日本のお札の紙ができるまでをご紹介
します。また、これらの活動が環境に及ぼす様々な影響についても紹介します。

１.蒸煮（じょうしゃ）

2.裁刻（さいこく） 4.精選（せいせん）

3.離解（りかい） 5.叩解（こうかい）
みつまたを蒸して、
加工しやすくします。

お札の紙は「みつまた」や「アバカ」などを
原料としています。まず、紙の材料である
パルプを裁刻機で細かく刻みます。

紙の材料にちりやゴミなどが含まれないよ
うにするために、異物を取り除きます。

短くなったパルプの繊維を、さら
に水の中で解きほぐします。

繊維の絡み合いが良いと強い紙
になるため、さらに繊維をすりつ
ぶし、絡みやすくします。①臭気の発生

②蒸気の使用

①製紙汚泥（製紙排水）
②紙料かす（製紙排水）

①沈殿槽（クラリファイヤー）で処理を行っています。
②スラッジ*（汚泥）濃縮槽、脱水機（デカンタ）で処理を　
　行っています。

①処分時は、処分業者においてリサイクルを行っています
②最終処理業者により発酵堆肥化し、リサイクルを行って
　います。

*スラッジ ：

工夫点
紙料かす 回収された繊維分

排水処理過程で生じる有機質の最終生成物
が凝集して出来た固体のこと

①臭気除去設備で処理を
　行っています。
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6.調合（ちょうごう） 8.断裁（だんさい）

9.員数（いんずう）7.抄造（しょうぞう）

紙の材料と薬品などを混ぜ合
わせ、紙のもととなる「紙料」
(しりょう)ができあがります。

巻き取られた紙を印刷に適した寸法に切り分
け、寸法等の検査を行います。これで、お札
の用紙が巻取り状からシート状になります。

機械で用紙の枚数を確認し、１
枚でも過不足のないようにしま
す。お札の用紙は、次の印刷工
程に送られます。 

「紙料」を網の上に流して薄い紙の層を作り、精巧なすき入れ(白黒すかし)を施し、乾燥
させて艶をつけて巻き取ります。 

①化学物質の使用 ①故紙（銀行券用紙断裁屑）の発生

①排水処理設備で処理します。 ①故紙を製造工程（離解工程から）に投
　入し、原材料としてリサイクルを行って
　います。

①製紙汚泥（製紙排水）
②紙料かす（製紙排水）
③河川水の使用
④紙料繊維（製紙排水）
⑤蒸気の使用

①沈殿槽（クラリファイヤー）で処理を　
行っています。
②スラッジ(汚泥)濃縮槽、脱水機(デカン　
　タ)で処理を行っています。
③シャワー回収槽で処理を行っています。
④紙料回収装置で処理を行っています。

①処分時は、処理業者においてリサ
　イクルを行っています。
②最終処理業者により発酵堆肥化
　され、リサイクルを行っています。
③シャワー水を循環させ、水の再利
　用を行っています。
④繊維分を回収し、有価物として売
　り払いを行っています。

処理設備
沈殿槽（クラリファイヤー）

紙料回収装置

デカンタ

環境負荷となる要因

処理設備

環境に配慮した工夫点
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印刷工程 凹版印刷をはじめとする、特殊な技術をいくつも施していく印刷工程をご紹介し
ます。また、これらの活動が環境に及ぼす様々な影響についても紹介します。

１.原図（げんず） 3.製版（せいはん）

2.原版（げんぱん） 4.印刷（いんさつ）

国立印刷局には、高度な技術と豊富
な経験を持った工芸官というデザイ
ンや彫刻の専門職員がいます。お札
のもとになる絵（原図）は、筆と絵の
具を使って精密に描かれます。

できあがった原版をもとに、印刷機に
セットするための版面を作ります。印刷
時には非常に強い圧力がかかるので、
版面がすぐにすり減らないよう、メッキ
をかけて丈夫に仕上げます。

各種顔料・ワニス等を練り合わせ、
お札を印刷するための独自な色
合いのインキを製造します。

お札の原版（印刷するための版面）
を作ります。ビュランとよばれる特殊
な彫刻刀を使って、原図に描かれた
点や線を銅板の上に一本一本彫刻
しています。

国立印刷局が開発した銀行券印刷機に版面をセットし、製紙工程でシート状に
なった用紙(大判用紙)に図柄を印刷します。この印刷機では、凹版印刷とオフ
セット印刷を同時に行うので、細密な模様を高精度で印刷することができます。

①クロム廃液の発生

①製造過程においてPRTR
　法における指定化学物質
　の利用
②廃棄インキの発生

①廃棄インキの発生
②界面活性剤廃液の発生
③洗浄液用拭き取りウエスの発生
④試し刷り用紙の発生

①処理業者により産廃処理を行っています。
②減圧濃縮装置及び乾燥濃縮装置により
　中間処理したのち産廃処理を行ってい　
　ます。
③処理業者により産廃処理を行っています。
④大判用紙の裁断処理を行っています。

①洗濯水、界面活性剤
　の新液製造時に利用
　できるように再処理
　を行っています。
②トイレットペーパーな
　どにリサイクルを行っ
　ています。

インキ製造

①クロム還元装置を経て、排水処
　理設備で処理を行っています。

①処理業者により産廃処理
　を行っています。
②処理業者により産廃処理
　を行っています。
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5.貼付（ちょうふ） 7.断裁（だんさい）

9.封包（ふうほう）

10.完成（かんせい）6.記番号印刷（きばんごういんさつ） 8.検査・仕上（けんさ・しあげ）

一万円券と五千円券には、図柄が印
刷された大判用紙に、角度を変える
と画像が変化して見えるホログラム
を貼り付けます。

大判用紙を、断裁機で決められたサ
イズに正確に切り分けます。これで、
みなさんが使っている一枚一枚の
お札の形になります。

日本銀行に納入するため、仕上げら
れたお札をフィルムで封包します。

完成したお札は、日本銀行に納めら
れます。このようにして、国立印刷
局では厳格な品質管理保証体制の
もと、日々お札を製造しています。

大判用紙に、記番号（一枚ごとに異な
るアルファベットと数字の組み合わ
せ）と、表面の印章（いんしょう）を印
刷します。

断裁されたお札を、機械で一枚ずつ
検査し、枚数確認と帯かけを行い、
千枚ずつの束に仕上げます。

①廃棄プラスチックの発生 ①断裁屑（端紙）の発生
①処分時は、処理業者において
　リサイクル(RPF*化)を行って
　います。

①製紙工場へ移管し、端紙を製
　造工程（離解工程から）に投入
　することで、原材料としてリサ
　イクルを行っています。

①廃棄インキの発生
②洗浄液用拭き取りウエスの発生
③番号洗浄液の発生

①処理業者により産廃処理を
　行っています。
②処理業者により産廃処理を
　行っています。
③処分時は、処理業者によりリサ
　イクルを行っています。

*RPF：

処理設備
クロム還元装置 減圧濃縮装置 RPF化したプラスチック

Refuse Paper & Plastic 
Fuelの略称であり､主に産業系
廃棄物のうち、マテリアルリサ
イクルが困難な古紙及びプラス
チックを原料とした高カロリーの
固形燃料のこと。石炭やコークス
等､化石燃料の代替として利用
される。

環境負荷となる要因

処理設備

環境に配慮した工夫点
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官報のできるまで

官報とは
　官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機
関としての諸報告や資料を掲載しています。さらに、法令の規
定に基づく各種の公告を掲載するなど、重要な役割を果たし
ており、行政機関の休日を除いて毎日発行（内閣府発行）され
ています。
　官報は明治16年（1883年）7月2日に第１号が発刊されま
した。当時、編集・発行業務は太政官文書局で行っていまし
た。その後内閣官報局、内閣印刷局、大蔵省印刷局、財務省印
刷局と組織変遷を経て、平成15年（2003年）4月の独立行政
法人化以降は、国立印刷局が編集・印刷を行っています。

官報を構成する記事
　官報は、国及び地方公共団体における決定事項等を広く国民に知らせる役割を持ち、権利義務の得喪等に関する重要事項
を掲載しています。

公文 政府や官庁などが公布した文書

資料

官庁報告
最低賃金や国家試験に関すること

叙位・叙勲・褒章
国のために貢献した方などに授ける位などを
公表する。

人事異動
大臣や各省庁などの人の異動

国会事項
国会に関すること

府令・省令
規則
告示

法律・政令・条約
国の決めごとや、外国との決めごと

公告 国や各省庁、特殊法人、
地方公共団体などからのお知らせ

会社その他
合併や資本金の額の減少や決算に関することなど

地方公共団体
教育職員の免許の失効やお墓の改葬、行旅死亡人の
お知らせなど

裁判所公告
特殊法人等
法律で公告が義務付けられている内容（高速道路の
料金の額の変更や国家資格の登録者など）

入札公告・落札公告
官庁公告
検察庁や法務局等からのお知らせ

各省庁の決めごと
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官報の発行形態
　官報は、特定の日に確実に掲載しなければならないため、掲載量が日々変動します。そのため、本紙だけでなく号外を発行す
る場合があります。また、緊急時には特別号外を発行します。
・本紙 
　行政機関の休日を除き、毎日発行します。
・目録
　毎月１回発行します。
・号外
　本紙に掲載しきれない場合に随時発行します。政府調達公告や、緊急に掲載を要する記事がある場合の特別号外、衆議院及
び参議院の国会会議録等があります。
・緊急官報 
　災害時などの非常事態に際し、内閣総理大臣からの要請により、緊急の法令公布や告示を行うため発行します。

官報ができるまで
　官報の原稿が作成され、配送・配信されるまでの流れをご紹介します。

各府省庁

国会

裁判所

国の機関等

地方公共団体
（都道府県・市区町村）

会社等
（会社・公益法人等）

特殊法人
（独立行政法人・
国立大学法人等）

官
報
販
売
所
・
公
告
取
次
店

内閣府（発行）

国立印刷局

原
稿
受
付

編集・校正

印刷・仕上

インターネット配信

国

民

掲 示

官報販売所

原稿作成 編集・印刷 配送・配信

原稿送付

原稿
送付

（発行指示）

閲覧

閲覧

販売

国立印刷局　本局
8時 30分
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　平成26年4月、虎の門工場の印刷機能を滝野川工場の敷地に移転し、二つの工場が東京工場として新たに生まれ変わりま
した。東京工場の設立に伴い、情報製品棟と新証券棟が新たに建設され、製造を行っています。
　着工前には土壌・遺跡調査を行い、奈良・平安時代の役所にあたる施設の跡や、各時代の竪穴式住居跡が確認されました。そ
の後、平成23年8月に着工し、平成25年10月に竣工しております。
　新築された二棟には、省エネルギー・省資源対策が施されており、その一例をご紹介いたします。
　空調は省エネルギーで温室効果ガスの排出が従来よりも少ないものを、照明は省エネルギー型の照明器具としてLED照明
を採用しました。そして、自然エネルギーの活用として、情報製品棟には太陽光発電設備を、新証券棟には地中熱利用設備を設
置しました。これらの設備の導入により、温室効果ガスの削減量は一年間に約250t-CO2を見込んでいます。また、屋上緑化を
施して建物内温度上昇の緩和を図るとともに、雨水再利用設備を導入して水資源の使用削減を行っています。
　これらの対策により、エネルギー使用量の削減や省資源が図られており、国立印刷局全体のエネルギー使用量及び温室効
果ガス排出量削減に大きく貢献しています。

東京工場全景
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省エネルギー型空調機を採用し、温室効果
ガスの排出抑制を図りました。

発電能力30kWの太陽光発電パネルを設置するとともに、
建物出入口付近に発電量が一目でわかるよう、モニターを
設置しました。

省エネ型空調機 太陽光発電設備

省エネルギーのLED
照明を採用しました。
一部には人感センサ
を設置し、人がいな
い時には自動で消灯
します。

地下100ｍに通した
パイプで熱交換を行
います。地中の温度
は年間を通じて約15
度で一定のため、夏は
冷房として、冬は暖房
として空調に利用で
きます。

雨水を集めてろ過し
た後、トイレの洗浄水
として再利用してい
ます。

地中熱利用設備

雨水再利用設備

照明器具

建物内の温度上昇を抑制し、さらにヒート
アイランド現象を緩和します。

屋上緑化
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　日本銀行券の原材料として国立印刷局に納めるミツマタ（白皮）を「局納みつまた」
と呼びます。以前は、島根、岡山、高知、徳島、愛媛、山口の局納生産6県の「局納みつ
また生産協力会」といった生産者団体と国立印刷局が生産契約を結び生産を続けて
きましたが、みつまた生産者の高齢化や後継者不足という構造的な問題、また、将来
にわたる生産基盤への不安等もあり出荷量は年々減少し、昨年度は6t弱となってい
ます。また、みつまた調達方法にも一般競争入札が導入され、現在では国内外から必
要量を調達しています。
　国立印刷局では、局納みつまた調達や生産農家の育成・支援のために二つの調達
所を設置しており、今回ご紹介する四国みつまた調達所は徳島県三好市にあります。
国内みつまたの生産量の大半は、徳島県の生産組合で栽培しています。

みつまた
ジンチョウゲ科の落葉低木。
樹皮の繊維を紙の原料とする
ために栽培される。
樹高1～2メートルで、枝が3本ずつに分かれているため、

「ミツマタ」と呼ばれる。植えてから伐採まで3年ほどか
かる。中国・四国地方が主産地。

調達所

みつまた畑

みつまたの皮を剥ぐ作業

みつまたの皮を肥料に利用

生ごみの利用

雨水利用

枝の加工

枝を利用したオブジェ

苗の栽培（種の保存）

阿波池田駅

▼▼
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平成26年度のできごと

　平成26年11月に開催された、第5回国際ユニヴァーサルデ
ザイン*会議2014 in 福島＆東京において、「IAUDアウォード
2014」の表彰式が行われ、国立印刷局の『目の不自由な方々
向け、お札識別アプリ「言う吉くん」の開発』がソーシャルデザ
イン部門で入賞を果たし、銀賞を受賞しました。
　国立印刷局では、目の不自由な方々にとってお札がより使
いやすいものとなるよう、お札の券種の識別性向上に向けて
取り組んでおり、その取組の一つである、お札識別アプリ「言
う吉くん」は、平成25年12月3日の無料配信開始以来、ダウン
ロード数は1万1千件を超え、多くの国民の方々にご利用いた
だいています。スマートフォンのカメラをお札にかざすと、券
種の識別を行い、金額を音声でアナウンスするとともに画面に
大きく表示する、iPhone用の無料アプリケーションです（※偽
造券を判別する機能は有していません。）。

IAUDアウォード2014で、お札識別アプリ「言う吉くん」が銀賞を受賞

識別性向上のため、五千円券のホログラムを改良

　目の不自由な方々にとって、お札（日本銀行券）がより使いや
すいものとなるよう、財務省、日本銀行及び国立印刷局では、
券種の識別性の向上に取り組んでいます。その取組の一つとし
て、五千円券の表面左下にあるホログラムの透明層(光沢性の
ある透明シール)を、約1.7倍に拡大するとともに、楕円形から
四角形に形状を変更しました（平成26年5月12日発行開始）。
この改良は、ホログラムの透明層の触感がその他の印刷面と
異なることを利用し、目の不自由な方でも手触りで容易に券種
を識別できるようにしたものです。しばらくの間は２種類の五千
円券が流通することになりますが、改良前の五千円券もこれま
でどおり使用できます。
　また、発行前に改良五千円券についてお知らせするため、
2014年5月8日、国立印刷局東京工場において、財務省、日本
銀行及び視覚障害者団体等各関係者出席のもと、記念式典を
開催しました。古川財務副大臣をはじめ、岩田日本銀行副総裁、
鈴木日本盲人会連合副会長からご挨拶をいただきました。ま
た、古川財務副大臣、葉梨財務大臣政務官による改良五千円券
のお披露目等を行いました。

*ユニヴァーサルデザイン（UD）：ユニヴァーサルデザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように設計段階　　　
　　　　　　　　　　　　     から意図して、機器、建築、身の回りの生活環境などをデザインすることを言います。

記念式典の様子
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経営に関する基本方針
　第3期中期目標期間（平成25年度～29年度）においては、「経営に関する基本方針」を次のとおり定め、この基本方針に基づ
いた取組を通じ、内外の諸課題への対応、経営基盤の強化及び中期目標の達成を図っていきます。
１　中核事業の基盤強化
２　内部管理体制の充実
３　働きがいのある職場環境の実現
　※なお、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法律第66号）の成立に伴い、国立印刷局は平成27年度より
行政執行法人へ移行し、第3期中期目標期間については、平成25年度から平成26年度までの2年間に短縮されています。

経営上の重要課題

　独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第29条第1項の規定に基づき、国立印刷局は財務大臣から達成すべき業務
運営に関する「中期目標」を指示されています。これを受け、同法第30条第1項の規定に基づき、「中期計画」を作成し、財務省
独立行政法人評価委員会国立印刷局分科会の審議を経て、主務大臣（財務大臣）の認可を受けます。これを達成するために、当
該年度において具体的に実施すべき事項について定めたものが「年度計画」です。毎年度終了時には、「事業報告書」を作成し、
公表しています。

　平成26年度に優先的に取り組む事項として、8項目の「経営上の重要課題」を設定しています。
　　１　「行政執行法人」への着実な移行
　　２　各事業の基盤強化
　　３　東京工場の立上げ
　　４　本局仮移転と本局組織の再編
　　５　リスク管理及びコンプライアンス推進
　　６　事業継続マネジメント（BCM）の円滑な運用
　　７　広報活動の充実
　　８　多様な人材の有効活用

経営計画

年度計画
　独立行政法人通則法第31条第1項の規定に基づき、国立印刷局の年度計画（平成26年度）を定め、平成26年3月に財務大
臣に届け出ています。国立印刷局は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月閣議決定）により、平成27
年4月に行政執行法人へ移行しましたが、新制度に変わっても国立印刷局の使命は変わるものではありません。平成26年度
は、新法人移行に向けて着実に準備を進める年度となり、各部門で確実に業務を遂行し取組を推進しました。
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環境方針 第三期環境保全基本計画 26年度計画 取組実績 評価 当該 
ページ

環境法規制の
遵守

規制基準の遵守

環境関連法令及び条例等の改
正状況をチェック

巡回点検を実施して改正状況が把握されて
いるか調査を行い、問題ないことを確認 ○ 25

届出・申請が適正に処理され
ているか確認

申請書類等を現認し、適正に報告及び処理
されていることを確認 ○ 24,25

廃棄物の適正処理 作業帳票とマニフェストの突合を行い、適
正に記載及び保存されていることを確認 ○ 25,26

化学物質使用量の把握

各機関におけるPRTR法への対
応状況を調査

届出の必要な第一種化学物質について所管
する官庁へ報告し、その他の化学物質につ
いても適正管理を各機関に指導した。

○ 26

PCBの保管及び処理状況の確認 旧虎の門工場及び彦根工場で保管していた
トランスについて処分を行った。 ○ 26

環境保全施設の点検・整備
環境保全施設についての保守・
管理状況及び計画的な整備に
向けた検討を行う。

現状確認及び問題点等の調査を実施したが、
緊急を要する問題点は見当たらなかった。 ○ 25,29

新規設備投資に関する環境保全対
策の検討及び実施

新規設備の導入においての提
言及び事前確認

事業部とともに、環境設備投資計画の確認
作業を実施した。 ○ 28

資源・エネル
ギー使用量の
抑制

温室効果ガス排出量の削減　　
（13年度比で20%以上削減する。） 同左 全体で、13年度比27%の削減となった。 ○ 22

コピー用紙使用量の削減（前中期
目標期間までの実績平均値比で
8%以上削減する。）

同左 全体で、前中期目標期間までの実績平均値
比10%の削減となった。 ○ 23

水使用量の削減（前中期目標期間
までの実績平均値比で4%以上削
減する。）

同左 全体で、前中期目標期間までの実績平均値
比12%の削減となった。 ○ 23

廃棄物排出量の削減（前中期目標
期間までの実績平均値比で10%
以上削減する。）

同左 全体で、前中期目標期間までの実績平均値
比17%の削減となった。 ○ 23

省エネルギーの効果を十分に考
慮した設備機器等の導入・更新
を行う。

太陽光発電設備の新設
（彦根工場） 年度内に工事完了 ○ 28,30

ガス焚き冷凍機の導入
（静岡工場） 年度内に工事完了 ○ 28,30

環境配慮契約法の基本方針に沿っ
た契約の推進に努める。

工場の電力需給契約と産業廃棄物収集・運
搬及び処理作業等において実施 ○ 27

環境負荷を配
慮した製品設
計・製造

環境負荷を視野に入れた製品開発
に努め、環境への負荷軽減を図る。

環境負荷に配慮した新たな材料や技術の研
究を行った。 ○ 28

環境物品等の
調達の推進

環境保全に配慮した物品の調達
100%達成に努める。 同左 全体で、100％を達成した。 ○ 27

環境保全に関
する啓蒙活動
の推進

環境マネジメントに関する研修等
の実施

研修センターで企画する各種
研修において環境保全に関す
る研修を実施

各種研修において環境保全に関する講義を
実施した。 ○ 28

広報誌の活用 環境保全に関する情報につい
て広報誌（時報）に掲載

時報において環境保全に関する取組を報告
した。 ○ 29

法定資格者の計画的な育成に努
める。 同左 各機関において法定資格者を複数名配置す

る取組を実施した。 ○ 29

環境保全に関する取組への積極的
な参加

チャレンジ25、クールアース
デー、クールビズ、ウォーム
ビズの取組に積極的に参加

各機関で当該活動に積極的に参画し、チャ
レンジ25についてはFun to Shareへ団体
の移行登録を完了した。

○ 29

環境報告書の作成及び公表 評価委員会に報告後、6月末ま
でにホームページにて公表

報告後、期日までにホームページで公表
した。 ○ 1

環境マネジメントシステムの運
用、維持及び拡大

ISO14001の認証取得の拡大
及び維持

東京工場及び静岡工場において更新審査を
実施し登録更新となった。 ○ 19,20

達成度一覧
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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 Do

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
（運営企画室長等）

総括環境管理者
（各部長等）

環境管理者

環境推進員

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
）

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）
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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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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
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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）



26

環境方針に基づく取組

■ 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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環境方針に基づく取組

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。



28

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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環境方針に基づく取組

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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環境方針に基づく取組

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％
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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。

新
規
採
用
職
員
研
修

O J T

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。




