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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年より「環境
報告書」を発行しています。本報告書で第７回目となり、環境活動
の取組の一環として、初回から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、「環境と調和のとれた事業活動を行
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 23年度は、第二期中期計画（平成 20～ 24年度）の 4年
目にあたり、特集として ｢電力需要抑制に向けての取組｣、｢廃棄物
削減の取組｣、｢環境負荷低減に向けた設備導入｣ の３本立てとして
掲載しました。銀行券製造工程については、フロー図を用い工程が
分かりやすいよう掲載するとともに、工程毎に発生する汚染物質や
廃棄物を図示し、これらをどのように処理し、環境負荷低減を図っ
ているか記載しました。その他の内容についても詳細に掲載して分
かりやすいようにしました。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公表していきます。
　なお、本報告書は国立印刷局の環境方針を基本に作成し、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

○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

報告対象期間：平成23年 4月１日～平成 24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、研修センター

公表：平成24年 6月
次回公表予定：平成25年 6月
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　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を提供す
るなどの事業活動を行っています。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て環境と
調和の取れた事業活動を行っています。
　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おり、
結果についてステークホルダーにご報告するため、平成
18年度から環境報告書を作成しています。『環境報告書
2012』においては、内容を充実させるため、22ページ
から 42ページと変更し、銀行券製造工程を理解しやす
いようフロー図で解説し、また、特集について 3本立て

とし、その他の内容についても詳細に記載するよう変更
しました。
　平成 23年度の環境目標と取組結果は、25ページから
28ページに記載しました。温室効果ガス排出量、水使
用量、コピー用紙使用量の削減目標については、達成す
ることができましたが、廃棄物量の削減目標については、
目標 4％削減に対し、11.9％と大幅に増加したため目標
には届きませんでした。平成 24年度には、目標を達成
するため、削減処理装置等を導入していきます。
　今回の報告では、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、国立印刷局は、環境
配慮の取組を進めて社会的責任を果たしていきます。

環境報告書の公表にあたって

独立行政法人 国立印刷局
理事長代行　理事

国立印刷局環境方針

　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
のとれた事業活動を行う。

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。

《 　 基 本 理 念 　 》

《 　 行 動 指 針 　 》

□□□□
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　国立印刷局は、日本銀行券をはじめとする証券類、郵
便切手及び官報の製造などの重責を担っています。
　国立印刷局は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な生産技術の研究・開発及び
徹底した製造管理体制をもって、国民経済にとって必要

な製品を安定的かつ確実に提供し、社会の信頼に応えて
います。　
　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環境保全に努めています。

明治 4年 7月（1871年）
平成 15年 4月（2003年）
独立行政法人国立印刷局法（平成 14年法律第 41号）
174,961 百万円
  68,432 百万円
    7,870 百万円
4,501 名（平成 24年 3月 31日現在）
〒 105-8445
　東京都港区虎ノ門二丁目 2番 4号

概要

創 　   設 ：
設 　   立 ：
根 拠 法 ：
資 本 金 ：
売 上 高 ：
経 常 利 益：
職 員 数 ：
所 在 地 ：
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本局　
虎の門工場
【東京都港区】

研究所　
小田原工場
研修センター
【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】

滝野川工場　
王子工場　
東京病院
【東京都北区】



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。

7月 27日　大蔵省紙幣司
8月 10日　大蔵省紙幣寮

9月 20日　太政官正院印書局

9月 4日　併合　大蔵省紙幣寮

1月 11日　大蔵省紙幣局

12月 10日　大蔵省印刷局

5月 10日　太政官文書局

12月 22日　内閣文書局
12月 24日　内閣官報局

11月 1日　統合　印刷局（内閣所管の外局）

12月 20日　内閣印刷局

11月 1日　印刷局（大蔵省の外局）

6月 1日　印刷庁（大蔵省の外局）

8月 1日　大蔵省印刷局（大蔵省の附属機関）

7月 1日　大蔵省印刷局 (大蔵省の特別の機関）

1月 6日　財務省印刷局（財務省の特別の機関）

4月 1日　独立行政法人　国立印刷局

明治　4年
（1871年）

5年

8年

10年

11年

16年

18年

31年

大正　13年
（1924年）

昭和　18年
（1943年）

24年

27年

59年

平成　13年
（2001年）

15年

■  組織の変遷
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財務状況

経営理念

売上高 職員数

当期純利益 経常利益

　国立印刷局は、以下に掲げる使命を確実に達成し、我が国の経済の発展と国民生活の安定に貢献していきます。

　１　日本銀行券及び旅券、印紙その他の国として偽造抵抗力を必要とする製品については、通貨当局や国と一体と 
     してその役割を担いつつ、高度な偽造防止技術等をもって、安定的かつ確実に製造することにより、経済活動・ 
     国民生活の安定及び国家等の安全に寄与すること

　２　官報の編集、印刷、普及を担うことを通じて、国政上の重要事項等を国民に正確かつ確実に提供すること及び
      法令全書等、国民に提供されるべき行政情報等を確実に提供すること

■  使命
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■  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が必要である
日本銀行券について、国民生活にとって必要な量を安定
的かつ確実に提供するとともに、日本銀行券に対する国
民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、印紙、郵便切手等、公共上の見地から必要とさ
れる製品に対して、各種の偽造防止技術を施して、国民
が安心して使用できる製品を提供しています。　　

■  情報製品製造部門
　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、法令全書、国の予算書・決算書等、公
共上の見地から必要な印刷物の製造を行っています。

■  研究部門
　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。

主な事業

 銀行券
 製造部門

・銀行券

 諸証券類
 製造部門

・印紙
・旅券
・郵便切手

 情報製品
 製造部門

・官報
・予算書、決算書

 研究部門 ・研究開発

　国立印刷局の事業は、銀行券製造部門、諸証券類製造部門、情報製品製造部門及び研究部門で構成されています。
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国立印刷局節電実行計画の実施状況
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　国立印刷局では、政府の節電実行基本方針（平成 23
年 5月 13日電力需給緊急対策本部決定）及び財務省節
電実行計画（平成 23年 6月 15日決定）に基づき、平
成 23年 7月 1日から 9月 30日までの間、国立印刷局
が実行する具体的な節電対策を定め節電に取り組みまし
た。
　対象施設は、東京電力管内及び東北電力管内に所在す
る国立印刷局が使用する受電設備であり、原則、ピーク
期間・時間帯（※１）における使用最大電力を基準電
力値（kW）（※ 2）に比して、国立印刷局全体として
15％以上抑制することとしました。

　取り組み結果としては、下表のとおり実行計画対象の
全ての施設において、当初の数値目標のとおり、ピーク
期間・時間帯における使用最大電力を基準値（kW）に
比して、15％以上の抑制を達成しました。
　東京病院につきましては、制限緩和対象施設（抑制率
0％）でしたが、診療等に影響を及ぼさない範囲で可能
な限り電力抑制に努め、10％の削減を達成しました。

※１　7～ 9月（平日）の 9時～ 20時
※２　原則、平成 22年の同期間・時間帯の 1時間単位の使用最大
　　　電力（kW）値　

空調 事務部門の室温 28℃の徹底

照明 事務部門、共有スペースの照度の抑制

OA機器等
PCのディスプレー照度の抑制やスリープモードの活用
プリンタ及びコピー機台数を必要最低限に抑制

共用部分
自販機の照明、暖房便座、手洗い乾燥機を全機停止
エレベータを業務等に支障のない範囲で停止

工場
生産設備の稼働調整
平日の生産設備の一部停止（土曜日への振替含む）

博物館 休館日の増（平日１日→平日２日）

■  主な取組事項

区分 施設名 達成率

区分A 大口需要設備 500kW以上
本局、研究所、滝野川工場、王子工場、
虎の門工場、小田原工場

100％

区分 B 小口需要設備 50kW以上 500kW未満 研修センター 100％

区分C 小口需要設備 50kW未満
霞が関サービスセンター、
大手町サービスセンター

100％

■  達成状況



各機関の取組

冬季の節電の取組

■  庁舎壁面緑化
　壁面緑化は室内温度の上昇を抑える効果があり、環境
にもやさしいことから、岡山工場・研修センターでは、
昨年に引き続き、庁舎壁面にグリーンネットを屋上まで

張り、ゴーヤ及びヘチマの栽培を始めました。

■  環境パネルの展示
　財団法人岡山県環境保全事業団環境学習センター「ア
スエコ」からパネルを借用し、講堂において展示しまし
た。また、環境への意識を高めてもらうため、環境関連
のパンフレットや冊子を配布し紹介しました。

岡山工場・研修センター
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環境パネル展示

岡山工場

　国立印刷局では、平成 23年 11月 1日の政府決定「今
冬の政府の節電の取組について」等を踏まえ、冬季につ
いても節電目標を設定し全機関で取り組みました。
　特に関西電力管内では電力需要の逼迫が予想されてい
たため、彦根工場については前年同月の使用最大電力の
値を基準として 10％以上の節電を目標に取り組みまし
た。
　主な取り組み事項としては、事務部門においては、暖
房中の室温 19℃を徹底し、ウォーム・ビズを心がけま
した。OA機器類は PCのディスプレー照度の抑制やス
リープモードの活用等を行いました。照明については、
共有スペースを含め、業務に必要な最低基準の照度に抑

制しました。自販機については照明を消灯しました。製
造部門については、機械のメンテナンス等機械停止を伴
う日を計画的に分散し、電力需要の分散を図りました。
これらの取組をとおし、大幅な節電を達成しました。

研修センター

冬季の節電の取組



　産業廃棄物排出量増加の原因は、銀行券製造工程で発
生する製紙汚泥が増加したためです。製紙汚泥の増加は、
銀行券用紙品質維持・向上のための工程清掃方法の見直
しや新紙料設備の稼働に伴う紙料洗浄方式の変更による
ものと、排水処理設備での汚泥量増加に伴う過負荷のた
めに突発故障をおこした結果です。このため、平成 22
年度及び 23年度においては、製紙汚泥の増加に伴う凝

集沈殿槽の過負荷対策や既設脱水機で処理しきれない汚
泥を直接廃棄したため、産業廃棄物排出量が大幅に増加
しました。このため、平成 23年度後半には紙料回収装
置を導入し、また、平成 24年度においては製紙汚泥を
削減するための脱水機を増設することにより、製紙汚泥
の減量化を図る予定です。

産業廃棄物排出量増加の原因と対策

正常時

乾物（紙料かす）

凝集沈殿槽

脱水機

タンクローリー車

回収タンク

異常時

■  産業廃棄物排出量の推移

13年度
（基準年）

20年度 21年度 22年度 23年度 20～ 23年度
平均

8,000

7,500

7,000

6,500

6,000

5,500

5,000

0

ｔ

環
境
目
標
基
準
年
度
比
４
・
８
％
増

7,133 7,130
7,017

7,781
7,979

7,477

■  製紙汚泥物処理フロー
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廃棄物の再資源化の取組

　銀行券製造工程等で発生する試し刷り用紙に水を添加
し、高圧で処理し、フレーク状に加工してトイレットペー
パー等にリサイクルしています。

　銀行券製造工程で発生する廃液を減圧濃縮装置で水分
を除去し、産業廃棄物を削減するとともに除去した水は
洗濯水や印刷材料に再利用しています。

紙料回収装置（小田原工場）

試し刷り用紙のトイレットペーパーリサイクル
（虎の門、滝野川、小田原、静岡、彦根工場）

減圧濃縮装置　汚泥削減と水再利用（滝野川、小田原、静岡、彦根工場）

汚泥回収作業

処理水
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損調屑

紙料回収装置
（スクリーン）

脱水機
（スクリュープレス）

　抄紙機で発生する製紙排水のうち、不純物が少なく排
出量の多い、準備部とクーチ部で発生する製紙排水の繊
維分を回収する紙料回収装置を導入しました。年間、約
121t の製紙廃棄物が削減でき、紙資源として再利用さ
れる予定です。



　岡山工場において紙を生成する工程で大量の水を使
用することにより、約 300㎥ /h の排水が出ます。これ
をエネルギーとして有効利用することに着目し、排水の
落差による流れを利用して最大出力 100Wの小水力発
電設備を設置しました。昼間に蓄電を行い夜間の外灯に
使用し、電気使用量を削減しています。小水力発電設備
は、本体・水力発電機ユニットの他に、コントローラ、
バッテリから構成されています。 

　岡山工場で凝集沈殿槽から排出される排水に含まれる
繊維分を除去するために排水ろ過装置を導入しました。
この排水ろ過装置は、自然流下によるろ過を可能とした
省エネルギータイプの水処理装置です。この装置により、
排水に含まれる繊維分を除去し、浮遊物質量を下げて環
境負荷を低減します。 

岡山工場

小水力発電

排水ろ過装置
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排水ろ過装置概略図

排水ろ過装置

小水力発電設備

洗浄ノズル

フィルター

洗浄排水 流入水

断面図 側面図

流入水
正面より
    流入

装置内　
水位差
200㎜

ろ過水ろ過水 ろ過水

洗浄排水トラフ
洗浄排水



小田原工場

　平成 23年 8月 30日に、小田原工場において、水素
イオン濃度の基準値がオーバーした雨水を工場外（河川）
に流出させてしまいました。
　原因は、仕上棟新築工事に伴う解体工事及びコンク
リート打設工事に起因する雨水排水の水素イオン濃度の
上昇であると推定されました。
　再発防止のため、雨水排水前に pHコントロールを行
う中和設備を設置しました。
　なお、詳細につきましては、P.22 の水質汚濁防止の
取組に記載しています。

　この設備は銀行券用紙を製造する過程において、原料
とする「みつまた」の蒸煮作業時に発生する臭気を除去
するために設置されたものです。
　１．処理原理
　　　有機化合物（可燃性物質）のガス処理の一方法と
　　して、触媒を利用した酸化分解（接触酸化）法があ
　　ります。
　　　処理ガスを空気中で燃やした場合、火炎を生ずる
　　ことなく完全に酸化させることができます。
　　　また、触媒の場合は、200℃～ 350℃の低い　　
　　温度のため、電気ヒーターの応用が可能で、他の方

　　法と比較しても非常に高い処理効率が得られ、ガ　
　　スも化合物として触媒表面に生成させ外へ排出さ　
　　せずに処理ができます。
　２．省スペース化
　　　燃焼ロスも少なく、コンパクトです。
　３．低温処理でNOx（窒素化合物）の生成が少量化
　　　電気式（燃料を使用しない）のため Fuel NOx が
　　発生せず、燃焼温度が非常に低いためNOxの生成
　　がほとんどありません。

臭気除去設備

雨水排水処理設備

みつまた蒸煮作業

TIC
２

TIC
1

PSW

フレッシュ取入ダンパー

吸引風量調節ダンパー

吸引ファン
逆火防止器 吸引ファン

風量減少、ダンパー
閉止時の安全装置

ヒーター
コントロール（TIC)

警報設定と
ヒーターコントロール

排気

触媒反応器

予熱ヒーター
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臭気除去設備 臭気除去設備概略図

雨水排水処理設備新排水槽

雨水処理設備中和槽本体



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

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

　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。
　更に、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。

※各機関とは本報告書の報告対象
組織を示しています。

■  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

機関名 認証取得年度 平成 23年度の審査状況
滝野川工場 平成 14年度 更新審査
小田原工場 平成 16年度 維持審査
彦根工場 平成 18年度 維持審査
岡山工場 平成 19年度 維持審査
静岡工場 平成 20年度 更新審査

滝野川工場 静岡工場

　環境マネジメントシステムの国際規格である ISO　
14001 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 23年度

は滝野川工場及び静岡工場において、更新審査を受け、
登録を更新することができました。

理事長 理事会

内部環境監査

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

環境推進者

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

環境推進者

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
）

※
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■  ISO認証取得状況

■  更新審査登録証



外部審査

内部環境監査

　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 23年度の指摘事項の内容としては、記録の記載不備、
保存期限の超過等が多く、各機関では既に是正処置を行
い、来年度に向けた対応を図っています。

■  環境監査の仕組み

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

内部環境監査風景

静岡工場更新審査 彦根工場維持審査

　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。
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岡山工場維持審査



　毎年度実施している環境月間の期間を活用して、非常
時に備え、除害設備等の緊急対応訓練を実施しています。

　各機関では、マニュアルなどを整備して取り組んでい
ます。

排水処理設備の漏れにおける緊急対応訓練

１）　環境法規制遵守

平成 23年度の遵守状況

緊急対応訓練

連絡
吸水（こぼれたものを吸い取る）

　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 23年度は、各機関で法規
制遵守のための定期点検を実施したほか、本局環境グ

ループが各工場を巡回し、環境保全に関する法令遵守状
況、排水処理設備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。

■  各機関における環境測定と汚染防止

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
（担当部門、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

巡回確認の状況
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　アスベストは、加工しやすく丈夫で変化しにくい特性
を持っていることから、多くの建材などに使用されてき
ましたが、損傷・劣化や不適正な解体・改修工事などに
より、アスベストが飛散し、人体に吸収されて中皮腫や
肺がんといった健康障害を及ぼすおそれがあり、社会問
題となりました。
　また、アスベストは、大気汚染防止法により、特定粉
じんとして工場・事業場からの排出発生が規制され、廃
棄物処理法では、特別管理産業廃棄物として厳重な管理
が義務付けられています。平成 23年度は、国立印刷局
彦根工場において、冷温水配管の保温材にアスベストが

使用されていたため、封じ込めによる安全・適切な除去
を行いました。

　法令で年２回実施が定められているばい煙測定の実施
状況です。

　法律を遵守し、健全な工場として、日々製造のための
熱供給を行っています。

大気汚染防止法に基づくばい煙測定風景（滝野川工場ボイラー煙道にて測定）

■  アスベストの除去
水質測定風景
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　法令で定められている基準を逸脱していないか、時間
を定め、工場内から排出される放流水等の成分分析を行

い、適正な基準による排水を行っています。

アスベスト除去風景

■  水質分析

■  大気汚染防止の取組



環　境　関　連　法　令　等 本局 研究所 虎の門 滝野川 王子 小田原 静岡 彦根 岡山 東京
病院

研修
センター

大気汚染防止法
ばい煙量等の測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
事故時の措置 △ △ △ △ △ △

ダイオキシン類対策特別措置法 設置者による測定 ◎ ◎

水質汚濁防止法
排出水の汚染状態等の測定 ○ ○ ○
事故時の措置 △ △ △

下水道法
事故時の措置 △ △ △ △ △ △ △ △
水質の測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

エネルギーの使用の合理化に関する法律

エネルギー使用状況届出書 ◎
第1種エネルギー管理指定工場等の指定 △ △ △ △
中長期的な計画書の提出 ◎
定期報告書の提出 ◎
第2種エネルギー管理指定工場等の指定 △ △ △
維持保全の状況報告
（3年毎、床面積 300㎡以上）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

地球温暖化対策の推進に関する法律 温室効果ガス算定排出量の報告 ◎
公害健康被害の補償等に関する法律 汚染負荷量賦課金申告書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
多量産業廃棄物減量等に関する計画提出 ◎ ◎ ◎
多量産業廃棄物処理計画の実施状況報告 ◎ ◎ ◎
産業廃棄物管理票交付状況報告書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

平成23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋
沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され
た放射性物質による環境の汚染への対処に関する
特別措置法施行規則

放射線量の測定

○

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に
関する特別措置法 保管等の届出

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の
届出

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

指定事業所に係る確認書 △ △ △
都外クレジット算定方法等申請書 △
都外クレジット算定報告書届出書 ◎
基準排出量決定申請書 △ △ △
基準排出量変更申請書 △ △ △
地球温暖化対策計画書の提出 
（計画期間：5ヵ年度）

◎ ◎ ◎

地球温暖化対策計画結果の公表 ◎
適正管理化学物質の使用量等の報告 ◎ ◎
化学物質管理方法書の提出 △ △

東京都廃棄物条例 事業所における産業廃棄物処理 ◎ ◎ ◎ ◎
東京都大気汚染緊急対策実施要綱 大気汚染緊急時におけるばい煙量減少計画書 △
港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 事業用大規模建築物における再利用計画書 ◎ ◎
東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 事業用大規模建築物における再利用計画書 ◎ ◎ ◎

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

指定事業所の設置の許可 △ △
環境配慮書 △ △
化学物質管理目標作成・達成状況報告書 ◎
土地区画形質変更届出書 △
土壌調査報告書 △

神奈川県地球温暖化対策推進条例
事業活動温暖化対策計画書 △
排出状況報告書 ◎
結果報告書 △

多量排出事業者の廃棄物自主管理計画策定に関す
る要綱

廃棄物自主管理計画報告書 ◎
廃棄物自主管理状況報告書 ◎

小田原市豊かな地下水を守る条例
地下水採取変更届書 △
地下水採取量及び水位測定結果 ◎

静岡県地球温暖化防止条例
温室効果ガス排出削減計画書の作成 △
温室効果ガス排出削減報告書の提出 ◎

滋賀県大気環境への負荷の低減に関する条例 大気環境負荷低減計画書の提出 △
滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例 測定義務 ○
環境省環境管理局 水質汚濁物質排出量総合調査票 △
岡山市環境保全条例 事故時の措置 △

岡山県環境への負荷の低減に関する条例
温室効果ガス排出削減計画書の提出 ◎
温室効果ガス排出削減対策実施状況等報告書
の提出

◎

岡山市環境局 特定施設の使用開始届 △

神奈川県大気汚染緊急時措置要綱（要綱・指針）
緊急時措置等実施計画書 △
原材料使用量等実態届出書 △

◎：定期報告　○：記録・保管　△：必要に応じて報告
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水質汚濁防止の取組

PCB廃棄物への対応

　平成 23年 8月 30日に、小田原工場において、水素
イオン濃度（以下 pH）の基準値がオーバーした雨水を
工場外（河川）に流出させてしまいました。14時 14分、
排水処理室の監視盤に雨水等排水放流槽のpH異常を示
す警報が表示されたため、担当者が確認したところ、pH
が 9.4 を示していました。異常は 1時間断続的に発生し
た後、基準値内に戻りました。
　発生原因が不明確であったので原因を究明するため、
本局を中心とする調査チームを結成し調査を実施しまし
た。
　①アルカリ性物質が使用・排水される施設の排水状況
　　の現地確認
　②発生日における作業状況及び薬品使用状況について
　　調査
　③過去に遡った pH異常発生状況の点検
　その結果、施設の排水状況や作業状況及び薬品使用状
況については廃液、排水及び使用薬品が雨水等排水へ漏
えい・混入すると考えられる特異事象は確認されません
でした。しかし、過去のpH値のデータから、同年 2月
から 4月末までの間、pH異常が確認されました。詳細
な調査を行ったところ、小田原工場では、同年から仕上
棟新築工事を実施しており、本工事内容と pH異常発生
日を照合したところ、概ね解体工事及び基礎コンクリー
ト打設工事実施期間に該当することが確認されました。
したがって、建築工事期間中の特に解体工事及び基礎コ
ンクリート打設工事実施期間において、pH異常が頻繁

に確認されたことから、建築工事が本件の発生原因と推
定しました。
　再発防止対策として、pH異常発生時の緊急対応マニュ
アルを整理しました。また、工事業者に対して、今後の
工事における流出防止対策の指示を行いました。さらに、
pH異常を検知した場合に、隣接する排水貯留槽へ揚水・
流送することで工場外に異常排水を流出させない対策を
とりました。最終的には、平成 24年 3月に、pH異常
を検知した場合、自動的に中和処理し河川放流する中和
設備を設置しました。以上の対策の結果、平成 23年 8
月 30日以降は pH異常水の排出はありません。
　国立印刷局では、本件を重く受け止め、各機関の総括
環境管理責任者を本局に召集し、本件についての事案の
説明と注意喚起を行い、合わせて各機関の状況を確認し
ました。また、本局環境グループリーダーが各機関を巡
視するとともに、異常発生時の報告経路や対応等につい
て、運営企画グループリーダーへのヒアリングを行い、
環境意識の高揚を図りました。

　トランス類、コンデンサ類、安定器などの PCB廃棄
物を漏洩や紛失のないように適正に保管・管理していま
す。
　平成 23年度は、滝野川工場と静岡工場において PCB
廃棄物の処理を行いました。
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PCB 保管状況

■  小田原工場における水素イオン濃度異常発生について

雨水排水処理設備本体
雨水排水処理設備制御盤



土壌汚染対策（滝野川工場）

■  調査

　土壌汚染対策法で定められた建築予定地の事前調査
（土壌分析）の風景です。

■  状況

　事前調査の結果、法令で定められた物質の値が異常で
あった場合、汚染されている土壌を正常に戻すため、入
れ替えを行っている風景です。

■  効果

　汚染された土壌から正常な土壌に入れ替え作業が完了
した風景です。
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２）　資源・エネルギー使用量の抑制

事業活動と環境負荷

■  総エネルギー使用量の推移

電気
重油
都市ガス
その他

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

コピー用紙使用量
廃棄物排出量

　国立印刷局の事業活動に係るエネルギー等の投入量と環境負荷排出状況は、以下のとおりです。

OutputInput

43,331t-CO2
23,794t-CO2
15,565t-CO2
3,148t-CO2
655t-CO2
0.17t-CO2
30t-CO2
139t-CO2

66.3 ｔ
7,979 ｔ

事業活動
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

6,295 万 kWh
738万㎥
116万ℓ

2,337,031Mcal
26㎥

12,636ℓ
52,779ℓ

540万㎥

主要製品の原材料
　 10,107t

13 年度
（基準年）

20年度 21年度 22年度 23年度

1,200

1,000

800

600

0

千 GJ

160

140

120

100

80

60

40

20

基準年比（％）
100％ 96.7％ 92.3％ 91.0％ 90.1%

1,097

0

1,060
1,012 998 989
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環境負荷低減に向けた目標と平成 23年度実績

　平成 20年度から、平成 13年度実績を比較基準とす
る第二期中期計画（平成 20～ 24年度）を制定し、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 23年度
に実施した主な取組内容は、下表のとおりです。

環境目的 環境目標 平成 23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

・重油からガスへのボイラーの転換
・蒸気吸収式冷凍機から電気式ターボ冷凍機への転換
・高効率な空調機の改修
・小水力発電設備の導入
・高効率なインバータ式照明の導入
・セラミックハライド外灯の導入
・太陽光発電・風力外灯の導入

p.26

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
・印刷必要枚数の確認
・両面印刷
・裏面利用
・使用後の枚数リセット
・電子メール等の電子媒体の活用

p.27

水使用量の削減（㎥） 17％削減

・廃液処理時に発生する凝縮水をウエス等の洗濯に再利用
・湿し水ろ過装置の導入による水の使用量の削減
・新抄紙機の効率的な水の使用
・洗浄水の効率的な使用
・雨水タンクの活用
・蛇口のこまめな閉止

p.27

廃棄物の排出量の削減 (kg) 4％削減

・紙類、金属くず、廃プラスチック、廃油、切手故紙、
  てんぷら油、製紙スラッジ、廃アルカリ等をリサイクル
・ニッケルめっき時の余白部をめっき材料として再利用
・湿し水ろ過装置の導入による湿し水廃棄物量の削減
・ペットボトルキャップの分別・リサイクル
・生ごみ処理機やコンポストの活用
・紙料回収装置導入による製紙汚泥の削減

p.28

※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

■  環境負荷削減目標と取組内容
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温室効果ガス排出量削減

　国立印刷局から排出される温室効果ガスは、都市ガス、
重油、電気、熱供給業者から受ける冷温水等エネルギー
使用に伴うCO2 の排出が大半を占めています。平成 20
年度に小田原工場で重油ボイラーからコジェネレーショ
ンシステムに改修・稼働し、平成 21年度に岡山工場の
重油ボイラーをガス化し、平成 22年度に小田原工場に
ガス直焚き冷凍機を導入し、平成 23年度には彦根工場
の重油ボイラーをガス化しました。また、岡山工場では、
高効率な空調機を更新し、王子工場では、高効率な空調

機と高効率なインバータ式照明を設置し、滝野川工場で
は、高効率なインバータ式照明、セラミックハライド外
灯、太陽光発電・風力外灯を設置しました。
これら多くの長年に渡る取組により平成 23年度温室効
果ガス排出量は、平成 13年度と比較して 16.8％削減す
ることができ、平成 13年度比 8％の削減目標を大幅に
達成しました。
　なお、平成 20～ 23年度の平均では、平成 13年度
と比較して12.5％の削減となり、目標を達成しています。

■  温室効果ガス排出量の推移
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省資源対策

　コピー用紙の使用量については、平成 13年度を基準
年度とし第 2期中期計画期間（平成 20～ 24年度）の
平均値で 20％の削減を環境目標としています。
　印刷前の誤字脱字の確認や、コピー用紙の裏面使用、
両面印刷や、用紙 1面への多ページ印刷機能の活用を継

続して取り組み、平成 23年度についても、環境目標を
達成しました。
　なお、平成 20～ 23年度の間、各年度において環境
目標を達成しており、その間の平均でも環境目標を達成
しています。

■  コピー用紙使用量の削減

■  水使用量の削減

　水使用量削減については、小田原・岡山工場の抄紙機
において、効率的な水の使用を行い、印刷工場において
も、印刷に必要な水をリサイクルし、水の使用量削減に
取り組んでいます。また、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・トイレ等への雨水利
用、トイレでの消音装置の導入、漏水調査工事等を行い、
水の使用量削減に取り組んでいます。

 　これらの取り組みにより、平成 23年度水使用量は、
平成 13年度と比較して 17％削減することができ、削減
目標を達成しました。
　なお、平成 20～ 23年度の平均では、平成 13年度
と比較して 16.5％の削減となり、今後より一層の削減
を目指します。
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■  コピー用紙使用量の推移
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■  水使用量の推移
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　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つと
ともに、廃棄物として処理している品目についても、再
使用・再生利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。
　工場内におけるリサイクルの取組状況は、製紙工程の
抄造で廃棄する湿紙の再生利用や損紙を再生利用、印刷
工程で発生したインキ洗浄廃液については、蒸留し減量
化を図るとともに、蒸留した水を洗浄液の製造や洗濯に
再生利用し、水使用量の削減を図っています。製版工程
では、ニッケルめっき時の余白部を裁断し、めっき材料
として再生利用しています。外部業者によるリサイクル
状況は、製紙工程で発生する製紙汚泥を、発酵堆肥、サー
マルリサイクルや製錬炉のフォーミング抑制剤として再
生利用、印刷工程で発生するインキ洗浄廃液を路盤材や
セメント材料に再生利用、廃版する PS 版をアルミニウ

ムとして、廃版するポリエステル版面・使用済OVD箔（ホ
ログラム）を固形燃料として再生利用しています。また、
食堂では生ごみ処理機を導入し、使用したてんぷら油は
ディーゼル燃料にリサイクルしています。さらに、カン、
ビン、ペットボトル等の分別、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。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
る取り組みも、都内工場を中心として継続しています。
　このようにいろいろな廃棄物削減の取組を行ってきま
したが、廃棄物を削減できず、平成 23年度は 11.9％の
増加となってしまいました。この原因については先に述
べたとおりです。そこで、平成 23年度末に紙料回収装
置を導入し廃棄物の再資源化を図るとともに、平成 24
年度には製紙汚泥を効率的に処理できる脱水機を増設し
減量化を図る予定です。 
　今後も、廃棄物を削減するため、努力していきます。

廃棄物削減

13 年度
（基準年）

20年度 21年度 22年度 23年度 20～ 23年度
平均
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■  廃棄物排出量の推移



化学物質の管理

　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。

■  化学物質の適正管理

　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、環境保全上の支援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 23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。

■  PRTR データの開示

化学物質の名称 平成 22年度 平成 23年度
キシレン 945 2,106
コバルト及びその化合物 875 2,201
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル 163,023 173,268
マンガン及びその化合物 884 1,270
無水フタル酸 1,998 1,442

（単位：mg-TEQ)

ダイオキシン類 0.700 0.090 

※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恐れが
　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

■  第一種指定化学物質の排出量及び移動量
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３）環境負荷を配慮した製品設計・製造

　オフセット印刷機で使用している湿し水に含まれる不
純物（インキ、油脂など）を除去し、環境負荷低減、コ
ストの削減に寄与しています。
　特に環境負荷の低減効果によって、産業廃棄物量の低
減が図られ、BOD、CODなどの削減による水質汚濁の
抑制に貢献している装置です。

　製紙工程からは、産業廃棄物である製紙スラッジが大
量に発生します。この製紙スラッジから多量の水分を抜
き、固形化する中間処理を行い、製鉄所の製錬炉でフォー
ミング抑制剤としてリサイクルされています。
　利用方法としては、製鉄所で銑鉄を高炉から転炉へ移
す際に，予備処理剤（酸素ガスや酸化カルシウム等）を
吹き込んで溶銑中に微量含まれる不純物（ケイ素，リン，
硫黄，アルミニウム）を除去しますが、この際に発生す
る一酸化炭素などにより，スラグが発泡膨張しあふれる
ことから，スラグの表面張力を低下させ激しい泡立ちを

抑えます。

■  滝野川工場の湿し水ろ過装置

■  岡山工場の製紙スラッジのリサイクル

左：フォーミング抑制剤　　右：スラッジ

湿し水ろ過装置

製品への環境配慮と研究開発



４）環境物品等の調達の推進

グリーン購入等の推進

■  特定調達品目等調達実績

調達分野 調達品目 目標 目標達成率

紙類
コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、
印刷用紙 (カラー用紙を除く )、印刷用紙 (カラー用紙 )　など

100％ 100％

文房具
シャープペンシル、シャープペンシル替芯、ボールペン、マーキング
ペン、鉛筆、スタンプ台、朱肉、印章セット、印箱、公印　など

100％ 100％

オフィス家具類
いす、机、棚、収納用什器（棚以外）、ローパーテーション、コートハ
ンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード 

100％ 100％

OA機器
コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、電子計算機、プ
リンタ、プリンタ・ファクシミリ兼用機、ファクシミリ　など

100％ 100％

移動電話 携帯電話、ＰＨＳ 100％ 100％

家電製品
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫、電気便座、電子レンジ、
テレビジョン受信機 

100％ 100％

エアコンディショナー等 エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機、ストーブ 100％ 100％
温水器等 電気給湯器、ガス温水機器、石油温水機器、ガス調理機器 100％ 100％

照明
蛍光灯照明器具、LED照明器具、LEDを光源とした内照式表示灯、蛍
光ランプ、電球形状のランプ

100％ 100％

自動車等 自動車、ETC対応車載器、カーナビゲーションシステム 100％ 100％
消火器 消火器 100％ 100％
制服・作業服 制服、作業服、帽子 100％ 100％

インテリア・寝装寝具
カーテン、布製ブラインド、タフテッドカーペット､タイルカーペット、
織じゅうたん、ニードルパンチカーペット、毛布、ふとん　など

100％ 100％

作業手袋 作業手袋 100％ 100％

その他繊維製品 集会用テント、ブルーシート、防球ネット、旗、のぼり、幕、モップ 100％ 100％

設備
太陽光発電システム、太陽熱利用システム、燃料電池、生ゴミ処理機、
節水機器、日射調整フィルム 

100％ 100％

防災備蓄用品
ペットボトル飲料水、アルファ化米、乾パン、缶詰、レトルト食品、
非常用携帯燃料

100％ 100％

役務
省エネルギー診断、印刷、食堂、庁舎管理、植栽管理、清掃、機密文
書処理、害虫防除、輸配送、小売業務

100％ 100％

　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、自動車の購入及びリースに関しても環境に配慮し
た仕様としました。
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環境会計

分類 内容
2011年度

投資額 費用額
事業エリア内コスト 266 1,562

公害防止コスト 41 817
大気汚染防止（酸性雨防止を含む）のためのコスト 設備点検清掃ほか - 38
水質汚濁防止のためのコスト 排水処理設備改修ほか 39 743
土壌汚染防止のためのコスト 1 30
騒音防止のためのコスト 1 -
悪臭防止のためのコスト - 1
その他の公害防止のためのコスト - 5

地球環境保全コスト 200 320
地球温暖化防止及び省エネルギーのためのコスト　 ボイラー設置ほか 200 318
オゾン層破壊防止のためのコスト - 1
その他の地球環境保全のためのコスト - 1

資源循環コスト 25 425
資源の効率的利用のためのコスト 洗浄運搬作業ほか 1 102
産業廃棄物のリサイクル等のためのコスト 収集運搬及び処理作業ほか 24 71
一般廃棄物のリサイクル等のためのコスト 　　　〃 - 1
産業廃棄物の処理・処分のためのコスト 　　　〃 - 229
一般廃棄物の処理・処分のためのコスト 　　　〃 - 9
その他の資源循環に資するコスト PCB処理作業ほか - 13

上・下流コスト - 137
環境物品等の調達購入（グリーン購入）に伴い発生したコスト 消耗品調達購入実績算入 - 137

管理活動コスト - 53
環境マネジメントシステムの運用コスト ISO14001 審査ほか - 6
環境情報の開示及び環境広告コスト - 2
従業員への環境教育等のためのコスト - 1
事業所及び事業所周辺の自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策のための
コスト - 44

研究開発コスト - 96
製品等の製造段階における環境負荷の抑制のための研究開発コスト - 96

社会活動コスト - 5
地域住民の行う環境活動に対する支援及び地域住民に対する情報提供等の各種の社会的
取組のためのコスト - 5

環境損傷対応コスト - 2
環境の損傷に対応する引当金繰入額及び保険料 - 2

合　　　　　計 266 1,855

事業エリア内で生じる
環境保全効果の内容

環境保全効果を示す指標
指標の分類 2011年度

【Input】
事業活動に投入する資源に関する環境保全効果

総エネルギー量 (GJ) 988,680,033
電気 ( 万ｋWh) 6,295
都市ガス（万㎥） 738
重油（万ℓ） 116
熱供給量（Mcal) 2,337,031
LP ガス（㎥） 26
ガソリン（ℓ） 12,636
軽油（ℓ） 52,779

主要製品原材料（ｔ） 10,107
【Output】
事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境
保全効果

温室効果ガス (t-CO2) 43,331
電気 (t-CO2) 23,794
都市ガス (t-CO2) 15,565
重油 (t-CO2) 3,148
熱供給 (t-CO2) 655
LP ガス (t-CO2) 0.17
ガソリン (t-CO2) 30
軽油 (t-CO2) 139

コピー用紙使用量（ｔ） 66.3

　平成 23年度に環境保全目的で投下したコストを計上しました。

5）環境会計
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6）環境保全に関する啓蒙活動の推進

環境教育

　印刷局を担っていく若い年齢層の職員に対して、環境
保全に関する講義を通じて、環境に対する認識を深め、
企業として果たさなければならないことを学んでいま
す。
　終了後、それぞれの機関にもどり、講義で習得した知
識などを業務の中で活かしています。

　平成 23年 7月 26・27日の両日、外部講師（環境主
任審査員）による内部環境監査員養成研修を本局におい
て実施しました。受講者は、本局職員のほか、都内機関
等から参加し、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、得た知識を各職場で発揮しています。

中央技術研修：一般基礎コース、製造技術基礎コースの講義風景

養成研修風景

■  若手職員への研修

■ 内部環境監査員養成研修

■  社内教育の実績
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研修名 参加人員 (延べ） 実施機関等

職員の環境意識高揚を図る研修 893

　新規採用職員研修 54 本局、各工場

　転入者研修 123 本局、各工場

　環境保全研修（環境月間） 118 本局、虎の門、静岡、岡山

　環境保全推進責任者研修 6 小田原

　環境保全研修（技術系） 138 本局、各工場

　環境講話（印刷局を取り巻く情勢等） 400 本局、研究所、各工場、東京病院

　診療所職員研修 5 虎の門

　環境教育（構内業者） 6 岡山

　環境法規制勉強会 43 岡山
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研修名 参加人員 (延べ） 実施機関等

ISO14001 関連研修 260

　内部環境監査実務研修 63 小田原、静岡、彦根
　ISO14001 定期審査説明会 18 小田原
　神奈川県 ISO14001 研修会 1 小田原

　ISO14001 更新審査の模擬審査 60 静岡

　ISO次年度の準備及びレビュー研修 27 彦根

　ISOセミナー 91 岡山

研修名 参加人員 (延べ） 実施機関等

法令遵守のための説明会等 41

　公害防止管理者等講習会　水質・土壌関係 2 小田原

　廃棄物自主管理事業説明会 1 小田原

　グリーン購入法基本方針説明会 9 本局、滝野川、小田原、彦根、岡山

　環境配慮契約基本方針説明会 7 本局、滝野川、小田原、彦根、岡山

　化学物質対策セミナー 2 滝野川

　西湘・足柄上地区研修会 1 小田原

　省エネルギー普及促進講座　 
　工場等で使える省エネ技術解説 1 本局

　緊急節電・省エネセミナー 1 滝野川

　エネルギー使用合理化セミナー 1 岡山

　電気有効活用講演会 3 岡山

　温室効果ガス説明会 1 本局

　排出量取引運用ガイドライン等説明会 2 滝野川

　環境確保条例に基づく総量削減義務と排出量
　取引制度管理者等講習会 1 滝野川

　事業活動温暖化対策計画書及び排出状況報告
　書作成説明会 1 小田原

　神奈川県生活環境の保全等に関する条例改正
　の説明会 1 小田原

　水質管理実務講習会 1 彦根

　改正水質汚濁防止法説明会 6 本局、滝野川、小田原
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研修名 参加人員 (延べ） 実施機関等

資格取得のための研修 99

　東京都２種公害防止管理者講習 2 王子

　特別管理産業廃棄物管理責任者研修 4 本局、虎の門、滝野川

　廃棄物管理責任者講習会 2 本局、滝野川

　内部環境監査員養成研修 85 本局、研究所、各工場

　エネルギー管理講習新規講習 3 本局、王子

　エネルギー管理講習資質向上講習 1 王子

　水質管理責任者資格講習（甲） 2 虎の門

研修参加人数合計 (延べ） 1293



コミュニケーション

　平成23年度　特別展
　珠玉の偽造防止技術
　ー　お札製造における最大の使命　ー
　平成 23年 12月 27日（火）～平成 24年 3月 4日（日）

　健全な経済活動を阻害する通貨偽造。
　世界のお札を眺めてみると、実にさまざまなものがあ
ることがわかりますが、これらに共通する最大の使命は、
偽造防止です。そのため、お札を構成する各要素には、
すべて偽造防止策が施されているといっても過言ではあ
りません。
　本特別展では、お札の生命線である偽造防止技術に焦
点を当て、偽造防止技術の世界的傾向と日本の特色及び
その歴史について、諸外国のお札も交えながら紹介しま
した。
　この特別展会場に来場してくださいました皆様方に、
博物館所属の学芸員による説明を行い、印刷局が担って
いる業務とその使命についての理解をしていただきまし
た。

※特別展は平成 15年度から催され、今回で 16回目を迎えること
ができました。

■  博物館見学

特別展の風景

～利用案内～
　所在地　：〒 114-0002
　　　　　　東京都北区王子 1-6-1
　　　　　　TEL:03-5390-5194   FAX:03-3911-8905
　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
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■  小田原工場見学

　小田原工場では、平成 15年から中止していた一般工
場観覧（工場見学）を、事務棟展示室の改修、印刷棟に
観覧室の設置を行い、平成23年10月から再開しました。
　展示室は、お札の製造工程を説明するコーナー、偽造
防止技術を体験するコーナーなどを用意しました。
　一方、観覧室は印刷棟の一部を改装して、印刷作業風
景をガラス越しに見学できるようになっていて、まじか
でお札ができる様子を見学することができます。
　実際のお札の製造を見学し、又、展示物等によっても
見学者の理解を得られるような内容となっており、印刷
局の製造に対する理解をしていただけると思います。
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～利用案内～
　希望日２カ月前の月の初日から２週間前までにお問い合わせ
ください（要予約）。
　所在地　：〒 256-0816
　　　　　　神奈川県小田原市酒匂 6-2-1
　　　　　　お問い合わせ先　総務グループ
　　　　　　TEL:0465-49-8225　FAX:0465-49-8225
　受付時間：9:00 ～ 16:00
　見学可能日：火曜日、木曜日　9:30 ～、14:00 ～
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■  彦根工場見学

　彦根工場では、オリエンテーション、広報ビデオ視聴、
製造工程見学、資料展示室見学による銀行券製造の知識
を得ることができる工場見学を実施しています。
　また、見学来場者は、近隣住民をはじめ、隣接県（愛知、
大阪、兵庫等）からも多く、学校関係の社会見学を受け
入れ、地域社会への貢献に努力しています。

■  岡山県ホームページに紹介されました

　平成 23年 10月 14日、16時から約１時間弱の時間
をかけ、岡山県環境文化部環境企画課地球温暖化対策室
主任ほか 2名による工場の温室効果ガス削減対策につい
ての取材を受けました。
　「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」により定
められている、特定事業者（エネルギー使用量原油換算
年間1,500KL 以上 )の温室効果ガス削減について成果を
あげている企業の取組について、岡山県ホームページで
紹介するための取材です。
　取材時は、工場の運営企画グループが応対し、主に工
場内に設置した「小水力発電」について現地を確認して
もらったうえで、工場概要、エネルギー使用量、ガス化
となったガスボイラーの削減効果等の質疑応答に続き、
「小水力発電」について、本体の仕様ほか水量、流速に
ついて説明をさせていただき、温室効果ガス削減の取組
についてご理解をいただきました。

岡山工場取材風景

～利用案内～
　希望日２カ月前の月の初日から２週間前までにお問い合わせ
ください（要予約）。
　所在地　：〒 522-0027
　　　　　　滋賀県彦根市東沼波町 1157-1
　　　　　　お問い合わせ先　総務グループ
　　　　　　TEL:0749-27-6004　FAX:0749-27-6075
　受付時間：8:30 ～ 16:30
　見学可能日等：火曜日、木曜日　10:00 ～、13:30 ～



各機関における環境保全の取組

■  ペットボトルキャップ回収

　虎の門工場ではペットボトルキャップの回収活動を
行っています。ペットボトルキャップは、ボランティア
団体 ｢グループMATE( マテ )｣ を通じて､ ｢世界の子供
にワクチンを 日本委員会 (JCV)」による、世界の子供に
ワクチンを贈る活動に活用されるとともに、環境保護に
対する貢献も図ることができます。
　平成 23年度は、79,800 個を回収し、ボランティア
の視点ではワクチン 約 100本分に、環境保護の視点か
らCO2 約 628㎏の削減に貢献できました。

■  美化運動１（滝野川工場）

　地域とのコミュニケーションを目的に、4年前から美
化運動を実施しています。昼休みを活用し、工場内の全
部・課を対象に順番制で実施しています。参加について
はボランティア活動という位置付けで自由参加としてい
ますが、都合の悪い職員以外は全員参加しています。通
常は、毎月の第１金曜日に実施（雨天の場合は延期）し
ており、毎回 100人近い参加者で活動しています。
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滝野川工場周辺の清掃

ペットボトルキャップ回収作業

■  美化運動２（小田原工場）

　小田原工場では、平成 16年から環境月間行事の一環
として美化運動を開始しました。
　当初は課長以上の１０名程度ではじめた本活動も、現
在では、毎月全職員を対象とした自主参加で平均９０名
の職員により、工場周辺の道路・歩道等の清掃を行い、
地域の美化に貢献しています。

小田原工場周辺の清掃
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■  美化運動 3（静岡工場）

　静岡工場では、環境月間を契機に静岡工場正門から県
総合運動場駅までの美化運動に取り組んでいます。
　また、今年度は新たに、工場内にある平心池の清掃も
実施しました。
　美化運動当日は天気もよく、充実した時間を共有する
ことができました。今後も、地域との共生に向けた取り
組みを行っていきたいと思います。

静岡工場周辺の清掃

■  美化運動 4（岡山工場）

　岡山工場では、地域とのコミュニケーションを目的に
年４回実施しています。６月からスタートして四半期ご
と（９月、12月、３月）に自主参加で行っています（雨
天の場合は延期）。
　毎回 80名近い参加者を集め、工場周りの用水路、歩道、
側溝などの清掃活動を実施しています。

■  3R 活動

生ごみ処理機

雨水タンク

　四国みつまた調達所では、独自の活動として「発生抑
制」、「再使用」、「再生利用」の 3R活動を行っています。
その一環として、雨水を既製のタンク（６個 )に回収し、
樹木への散水、清掃に活用しています。また、生ゴミ処
理機（３台 )を設置して、調達所外への搬出抑制を図っ
ています。

岡山工場周辺の清掃
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　国立印刷局の環境保全活動を公表する環境報告書
の発行は、今回で 7回目となりました。
　国立印刷局の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について詳細に分かり易く編集
して掲載を行い、また、今後の取組の方向性につい
ても掲載しました。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、公的な企業体として継続
していく上で、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
的な環境保全に取り組み、その内容について環境報
告書として公表してまいります。

編集後記

● 静岡工場
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● 彦根工場
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