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特集

概　要

都外クレジットについて

地球温暖化対策計画書

東京工場 王子工場

　王子工場では、空調機の更新やLED照明の導入等の
設備投資を行い、温室効果ガス排出量を抑制しました。
また、平成22年に太陽光発電設備を設置し、自然エネル
ギーの活用に取り組みました。各部門では冷暖房温度
の適温設定や未使用室、廊下の消灯、蛇口の細めな閉止
などを実施しました。さらに、温室効果ガスや省エネル
ギーの最先端技術を導入している企業への見学研修を
推進する等、職員の意識改革に向けた取組を積極的に推
進しました。その結果、削減義務率の6%を大きく上回る
12.2%の削減を達成しました。

東京工場 王子工場（単位：t-CO2）

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 5年間合計

基準排出量 8,114 8,114 8,114 8,114 9,119 41,575

削減義務率 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

削減義務量 2,491

温室効果ガス
排出量 7,535 7,319 7,194 7,676 8,856 38,580

排出削減量 579 795 920 438 263 2,995

削減率 7.2%

（単位：t-CO2）

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 5年間合計

基準排出量 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 18,685

削減義務率 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

削減義務量 1,120

温室効果ガス
排出量 3,544 3,212 3,186 3,367 3,100 16,409

排出削減量 193 525 551 370 637 2,276

削減率 12.2%

特集

1 東京都環境確保条例への取組結果

　東京工場と王子工場では、東京都環境確保条例（都民
の健康と安全を確保する環境に関する条例）に基づき、
温室効果ガスの削減に取り組んでいます。平成22年度～
26年度の5年間に及ぶ第一計画期間が終了し、平成27年

　国立印刷局では、総量削減義務と排出量取引制度の都
外クレジット（都外の大規模事業所の省エネ対策による
削減量で東京都が認定する削減量）の仕組みを利用し、
岡山工場において都外クレジットの創出を毎年度行っ
ています。第二計画期間の削減目標達成に向け、都外工
場でも温室効果ガスの排出抑制に取り組んでいます。

　東京都環境確保条例に基づき、国立印刷局ホームペー
ジ（http://www.npb.go.jp/）にて、地球温暖化対策計画
書を公表しています。

　東京工場では、高効率型空調機やLED照明、人感セン
サー等の設備投資により温室効果ガス排出抑制を行い
ました。また、平成26年に稼働を開始した新築建物に太
陽光発電設備や地中熱利用設備を導入し、自然エネル
ギーの活用を行いました。さらに、環境マネジメントシ
ステムによる運用管理を実施し、電気、ガス、水道使用量
の削減に努めるとともに、環境ニュースの発行や地域美
化運動、環境研修への参加等を通じて、職員の環境保全
に対する意識向上に取り組みました。その結果、温室効
果ガスの削減義務率の6%を上回る7.2%の削減を達成
しました。
※ 平成26年に旧虎の門工場と旧滝野川工場が統合して東京工場とな
り、基準排出量変更の手続を行っています。

11月に実績値が確定しています。
　また、平成27年度からは平成31年度まで続く第二計
画期間がスタートし、更なる削減に取り組んでいます。

東京都環境確保条例

　 総量削減義務と排出量取引制度（大規模事業所に対す
る温室効果ガス排出量削減義務と排出量取引制度）

　東京都内の大規模事業所に温室効果ガスの削減義務
を定めた制度です。東京都が各事業所に設定する基準排
出量から、第一計画期間では6％又は8%、第二計画期間
では15％又は17％（事業所の区分によって異なる。）の
削減が義務付けられています。計画期間ごとに定められ
る削減目標を達成できなかった場合、排出量取引等によ
る削減量への充当が義務付けられています。
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2 太陽光発電設備の導入

　国立印刷局では、自然エネルギーの活用として、工場
及び研修センターに太陽光発電設備を導入していま
す。平成27年度は岡山工場に新築した仕上棟に設置し、
全工場への導入が完了しました。岡山工場では平成28
年度から発電を開始する予定です。
　発電した電力は、空調機運転等の電力として供給し、
事業所内で自家消費することで、電力使用量削減や温
室効果ガス排出抑制に寄与しています。
　平成27年度の太陽光発電設備設置機関による発電実
績の合計は、約24万kWhであり、これは一般家庭75軒
が一年間に消費する電力に相当します（電気事業連合
会「一世帯あたりの電力消費量の推移（2013年値）」よ
り算出）。また、発電量を表示するモニターを職員が多
く目にする建物入り口や食堂等に設置し、環境保全へ
の意識向上に役立てています。

●王子工場（平成21年）
　設備容量：30kW
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●岡山工場（平成28年）　設備容量：30kW

●東京工場（平成25年）
　設備容量：40kW

●静岡工場（平成24年）
　設備容量：30kW

●研修センター（平成21年）
　設備容量：10kW

●彦根工場（平成26年）
　設備容量：50kW

●小田原工場
　（平成21年、24年、25年）
　設備容量：70kW
　　　　　 （30、30、10kW）

《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。

国立印刷局の事業と環境方針の概念図

　岡山工場では新仕上棟建設
に伴い、設備容量30kWの太
陽光発電設備を屋上に導入し
ました。岡山県は、降水量1㎜
未満の日数が全国1位、降水量
の少なさ1,105.9㎜で全国3
位（1位：長野県、2位：香川県）

とまさに「晴れの国！岡山」です（※）。既に工場では
小水力発電設備や、太陽光と風力を活用した外灯を
設置しており、これからも自然エネルギーの有効活
用の取組を進めていきたいと思います。
※気象庁（全国気候表）、岡山県統計分析課資料

岡山工場　運営企画室　運営企画グループ　矢谷　竜範
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達成度一覧
Environment

環境方針 環境保全基本計画
（平成25年度～29年度） 27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
正状況をチェックする。

平成27年11月に巡回点検を実施し、
環境関連法令及び条例等改正状況が把
握されているか調査を行い、問題ない
ことを確認した。

○ 19, 22

届出・申請が適正に処理され
ているか確認する。

法令に定める届出は、管理表で一元管
理を行った。また、巡回点検にて申請
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した。

○ 19～22

廃棄物の適正処理

巡回点検時にマニフェストの管理点検
及び作業帳票とマニフェストの突合を
行い、適正に管理されていることを確
認した。いくつかの機関で廃棄物置場
の一部に掲示がされていなかったため、
掲示板を早急に設置した。

△ 22

化学物質使用量の把握

PRTR制度への対応状況を調
査し、届出・申請等が適正に
処理されているか確認する。

届出の必要な第一種指定化学物質につ
いて、所管官庁へ報告を行った。
その他の化学物質についても、保管場
所を定めるとともに、数量等を把握し、
適正管理するように各工場を指導した。

○ 20

PCBの保管及び処理状況の確
認

全機関で適切に保管されていることを
確認した。低濃度PCBについて、本局
及び彦根工場が保管していたコンデン
サ等の処分を適正に実施した。

○ 20

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。

環境関連設備の現状確認や問題点等の
調査を実施した。緊急を要する問題点
は見当たらなかったものの、老朽化し
た設備がいくつか見受けられた。これ
らについては、今後整備・更新計画を
作成することとした。

○ 27

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計画
段階から事前確認を行う。

事業部門と連携し、設備投資計画の事
前確認作業を実施し、環境に配慮した
設備の導入を検討した。

○ 27

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） 同左 13年度比28.6%の削減を達成 ○ 24

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）

廃棄物排出量の削減（過去5
年平均値比10％以上削減）

平成27年度実績：過去5年平均値比
12.4%の削減を達成
平成25～27年度の実績平均値：前中
期目標期間までの実績平均値比17.1％
の削減を達成

○ 25

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）

水使用量の削減（過去5年平
均値以下）

平成27年度実績：過去5年平均値比
6.7%の削減を達成
平成25～27年度の実績平均値：前中
期目標期間までの実績平均値比13.2％
の削減を達成

○ 26

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）

コピー用紙使用量の削減（過
去5年平均値以下）

平成27年度実績：過去5年平均値比
2.6%の増加
平成25～27年度の実績平均値：前中
期目標期間までの実績平均値比11.9％
の削減を達成

△ 26

環境方針 環境保全基本計画
（平成25年度～29年度） 27年度計画 取組実績 評価 当該

ページ

資源・エネル
ギー使用量の
抑制

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。

ガス焚き冷凍機の導入 静岡工場への導入を完了した。 ○ 27

LED照明器具への改修 岡山工場の新棟建築においてLED照明
を導入した。 ○ 27

湿紙回収装置の導入 岡山工場へ導入を行った。 ○ 27

その他環境保全施設の整備 岡山工場において太陽光発電設備を導
入した。 ○ 13, 27

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。

工場で使用する電力需給契約と産業廃
棄物収集・運搬及び処理作業において
実施した。

○ 27

環境負荷を配
慮した製品設
計・製造

新たな技術開発や環境に配慮し
た製品設計の実施

環境負荷に配慮した新たな材料や技術
の開発を行った。 ○ 27

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 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
る研修を実施する。

各種研修において環境保全に関する講
義を行い、年度研修計画で予定してい
た研修を100%実施した。

○ 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

環境月間、クールアース・
デー、クールビズ、ウオーム
ビズ等政府が推進する取組に
積極的に参加する。

各機関において当該活動に積極的に
参画した。また、平成27年7月から
開始された、政府が推進するCOOL 
CHOICEの取組に参画した。

○ 30

環境報告書の作成及び公表 ホームページにて公表 平成27年7月に国立印刷局ホームペー
ジで公表した。 ○ 1

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

平成27年度の時報7月号及び8月号に
おいてエネルギー使用量の実績や、環
境月間の取組内容について掲載した。

○ 29

環境マネジメントシステムの運
用、維持及び拡大

全局的な環境マネジメントシ
ステムの運用・維持

内部環境監査の結果や改善事項への対
応状況の集約を行い、適切な運用管理
が行われていることを確認する等、統
括環境管理責任者の下に環境マネジメ
ントシステムの運用を行うとともに、
本局と各機関の事務局が連携し、円滑
な運用・維持に努めた。

○ 17, 18

ISO14001の認証取得の拡大
及び維持

彦根工場において更新審査を実施し登
録更新となった。また、研究所及び王
子工場での認証取得に向けた取組を開
始した。

○ 18
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○：達成　△：一部未達成　×：未達成


