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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、地球
環境保全に対する取組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」を発行しており、今年で 8 回目
の発行となります。
また、ホームページにおいても環境活動の取組について、環
境報告書の電子版も含めて積極的に情報開示を行っています。
基本理念には、「環境と調和のとれた事業活動を行う」こと
を定め、これらを実現するために環境マネジメントシステムの
運用を始めとした環境法規制の遵守、資源・エネルギー使用量
の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 24 年度は、第二期中期目標期間（平成 20 ～ 24 年度）
の最終年度にあたり、特集として本中期目標の総括と第三期中
期目標期間における取組について取り上げます。
また、廃棄物の削減対策については、平成 23 年度から引き
続き対策を講じていることから、これらの進捗状況と今後の見
通しについて特集として報告します。
主力の銀行券製造工程については、フロー図を用いてわかり
やすいよう掲載することに心がけるとともに、主要工程ごとに
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、環境負荷軽減を図っているかについて記載しています。そ
の他の内容についてもきめ細やかにわかりやすいように掲載す
ることに心がけました。今後も積極的に環境保全活動を推進し、
国民の皆様に活動の進捗状況について公表してまいります。
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
（2012 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（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）」
http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html

■報告対象期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 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

コミュニケーション・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
コミュニケーションと情報発信・・・・・・・・・・・ 35
・お札と切手の博物館
・環境報告書の作成

■公表：平成 25 年 6 月
■次回公表予定：平成 26 年 6 月

・工場見学
・パンフレットの作成・活用
・各種イベントへの参加
・パネルの貸出

各機関における取組・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
・ペットボトルキャップ回収
・環境美化運動
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お問い合わせ先：

独立行政法人国立印刷局

経営企画部環境グループ

〒 105-8445 東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 4 号
TEL: 03-3587-4574 FAX: 03-3587-4470
http://www.npb.go.jp

トップメッセージ

独立行政法人国立印刷局
理事長代行

理事

独立行政法人国立印刷局は、国民の皆様の生活に必

した設備投資の取組を積極的に進めた結果、基準年比

要な日本銀行券や旅券などの製造や官報などによる公

で約14.7％の二酸化炭素排出量削減という大きな成果

共的な情報提供などの事業活動を行っています。その

をあげることができました。

事業活動のなかで、環境負荷をかけないための様々な

平成25年度からは、第三期中期目標期間の取組を進

取組として環境マネジメントシステムを運用し、エネル

めることとなりますが、環境マネジメントシステムの継続

ギーや資源の節減、
リサイクルによる廃棄物の削減、環

的な改善を進めることや環境リスクを回避するために老

境に配慮した材料や製造工程の検討などを進めていま

朽化した設備の更新など新たな目標を掲げ、引き続き環

す。

境と調和のとれた事業活動を推進するとともに、環境負

今回の環境報告書では、独立行政法人における第二

荷に配慮した製造に努めていきます。

期中期目標期間の総括を特集として掲載しています。こ

国立印刷局は、今後とも持続性を持って環境保全に

の間、すべての銀行券製造工場においてISO14001を

関する取組を推進し社会的な責任を果たしていくととも

取得し環境マネジメントの構築及び運用ができる体制

に、
これらの取組を積極的に公開し、皆様とのコミュニ

が確立するとともに、資源・エネルギー使用量を抑制す

ケーションを大切にしたいと考えています。本報告書を

るために、工場ボイラーのガス化、
コージェネレーション

ご覧になり忌憚のないご意見をお聞かせいただければ

システムや太陽光発電設備の導入といった環境に配慮

幸いです。
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環境方針

国立印刷局環境方針
《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。
年
独立行政法人国立印刷局
理事長代行

理事

統括環境管理責任者
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月

日

事業概要

概要
社

名 ： 独立行政法人国立印刷局
（National Printing Bureau）

創

設 ： 明治4年7月
（1871年）

設

立 ： 平成15年4月
（2003年）

滝野川工場
王子工場

根

拠

法 ： 独立行政法人国立印刷局法
（平成14年法律第41号）

資

本

金 ： 168,705百万円

売

上

高 ： 66,188百万円

経 常 利 益：

東京病院
【東京都北区】
本局
虎の門工場
【東京都港区】

6,939百万円

岡山工場

職

員

数 ： 4,227名
（平成25年3月31日現在）

所

在

地 ：〒１０５－８４４５ 東京都港区虎ノ門二丁目2番4号

【岡山県岡山市】
研究所

主 要 事 務 所： 本局、研究所、虎の門工場、滝野川工場、王子工場、
及 び 工 場

小田原工場

小田原工場、静岡工場、彦根工場、岡山工場、

研修センター
【神奈川県小田原市】

東京病院、研修センター

静岡工場

彦根工場

【静岡県静岡市】

【滋賀県彦根市】

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。

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。

国立印刷局は、独自の研究開発により築き上げてきた

また、環境と調和のとれた事業を行うため、省資源化の

高度な偽造防止技術と効率的な生産技術の研究・開発

推進を図りながら環境物品等の調達
（グリーン調達）
や排

及び徹底した製造管理体制をもって、国民経済にとって

水の水質向上など環境保全に努めています。

財務状況
職員数

売上高

( 人）

（百万円）
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0
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事業概要

経営理念
■使命

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

沿革
なりました。

国立印刷局は、明治4年
（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

紙幣寮は、研究を重ね、明治10
（1877）
年10月15日に

設当時の業務は紙幣の発行、交換、国立銀行
（民間銀行）
の

国産第1号の紙幣
（国立銀行紙幣
（新券）
1円）
の製造を開始

許可・育成等紙幣政策全般でした。

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。

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

そして、明治31（1898）年11月1に、官報（明治16

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

（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。

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

その後、幾多の変遷を経て、平成15年
（2003）
年4月独

となり、併せて証券類、郵便切手
（明治5
（1872）
年1月に製

立行政法人国立印刷局となり、現在に至っています。

造開始）
の製造、活版印刷等の印刷・製紙業務を行うことと

■組織の変遷
明治 4 年
（1871 年）
5年
8年
10 年
11 年

大蔵省紙幣司
大蔵省紙幣寮
9月4日

9 月 20 日
併合

1 月 11 日

大蔵省紙幣寮

12 月 10 日

大蔵省印刷局
5 月 10 日

18 年

12 月 22 日
12 月 24 日

大正 13 年
（1924 年）
昭和 18 年
（1943 年）
24 年

11 月 1 日

統合

12 月 20 日
11 月 1 日

太政官正院印書局

大蔵省紙幣局

16 年

31 年

太政官文書局
内閣文書局
内閣官報局

印刷局（内閣所管の外局）

内閣印刷局
印刷局（大蔵省の外局）

6月1日

印刷庁（大蔵省の外局）

27 年

8月1日

大蔵省印刷局（大蔵省の附属機関）

59 年

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

平成 13 年
（2001 年）
15 年
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7 月 27 日
8 月 10 日

国立印刷局

主な事業
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。

■銀行券製造部門

■情報製品製造部門

日本銀行券について、国民生活にとって必要な量を安定か

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・

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

印刷に加え、法令全書、国の予算書・決算書等、公共上の見

頼を維持するために必要な情報を提供しています。

地から必要な印刷物の製造を行っています。

■諸証券類製造部門

■研究部門

る製品に対して、各種の偽造防止技術を施して、国民が安

分野の総合研究を行っています。

高度な偽造防止技術と徹底した製造管理が必要である

旅券、印紙、郵便切手等、公共上の見地から必要とされ

国が発行する唯一の法令公布の機関紙、国の広報紙及

印刷、製紙を中心に国立印刷局事業に関連するあらゆる

心して使用できる製品を提供しています。

銀 行 券
製造部門

諸証券類
製造部門

・銀行券

・印紙
・旅券
・郵便切手

情報製品

・官報

製造部門

・予算書、決算書

研究部門

・研究開発
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お札ができるまで

製紙工程

蒸煮
（じょうしゃ）

みつまたを蒸して、加工
しやすくします。
①臭気の発生

処理設備
沈殿槽（クラリファイヤー）

①臭気除去設備で処理

離解
（りかい）

紙料回収装置

紙の材料を用途に応じ
て解きほぐします。

精選
（せいせん）

紙の材料に含まれているちりなど
の異物を取り除きます。
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
②スラッジ濃縮槽、脱水機
（デカンタ）
で処理
①処分時は、処分業者において、
リサイクル
を行っている
②最終処理業者により発酵堆肥化し、
リサ
イクルを行っている
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叩解
（こうかい）

紙にするときの繊維の絡み合わせを良
くするために、繊維をすりつぶします。

印刷工程へ

断裁
（だんさい）
・検査
（けんさ）

巻き取られた紙を決められた寸法に、正確
に断裁し、検査を行います。
①故紙
（銀行券用紙断裁屑）
①故紙を製造工程
（離解工程から）
に投入する

抄造
（しょうぞう）

調合された紙料を金網の上に流して紙の層をつくり、
すかしなどを入
れて乾燥し、
艶をつけて巻き取ります。

調合
（ちょうごう）

各種の紙の材料と薬品を混ぜ合わ
せて、完全な紙の材料を作ります。

①製紙汚泥
（製紙排水）
②紙料かす
（製紙排水）
③水の再利用
（製紙排水）
④紙料繊維
（製紙排水）
①沈殿槽
（クラリファイヤー）
で処理
②スラッジ濃縮槽、脱水機
（デカンタ）
で処理
③シャワー回収槽で処理
④紙料回収装置で処理
①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る
②処分時は、処理業者においてリサイクルを行っている
③シャワー水を循環させ再利用している
④繊維分を回収し、有価物として売り払っている
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お札ができるまで

印刷工程

原図
（げんず）

お札のもとになる原図
を工芸官が筆と絵の具で
描きます。

インキ製造
原版
（げんぱん）

お札の原版は、高度な
技術と豊富な経験を持っ
た工芸官が彫刻します。

製版
（せいはん）

でき上った原版から印刷に使う版
面を作ります。
①クロム廃液の発生
①還元装置から排水処理設備へ

各 種 顔 料 、ワニス等を練り
合わせ 、お 札を印 刷するため
の独特な色合いのインキを製
造します。
①インキ製造過程で発生す
るほう素
①タンク回収し、処理業者に
よる産廃処理

印刷
（いんさつ）

国立印刷局が開発した銀行券印刷
機で印刷します。
①廃棄インキ
②界面活性剤廃液
③洗浄液用拭取りウエス
④試し刷り印刷
①ドラム缶回収し、処理業者による産廃処理
②減圧濃縮装置及び乾燥濃縮装置、処理汚泥は
処理業者により産廃処理
③ドラム缶回収し、処理業者による産廃処理
②処理水の再利用
（洗濯水、界面活性剤液製造用）
④トイレットペーパーとしてリサイクルしている
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封包
（ふうほう）

日本銀行に納入するた
めに、
お札を封包します。
これで完成です。

検査・仕上
（けんさ・しあげ）

断裁されたお札を検査し、枚数確認、帯
かけなどを行い、千枚束に仕上げます。

断裁
（だんさい）

印刷されたお札を決められたサイズに正確に断裁します。
①断裁屑
（端紙）
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
①原材料としてリサイクルしている
（製紙工程へ戻す）

貼付
（ちょうふ）

偽造防止技術の１つであるホログ
ラムを貼り付けます。

記番号印刷
（きばんごういんさつ）

大切なお札の管理などのために、記号と番号を印
刷します。

①廃棄プラスチック

①洗浄液用拭取りウエス

①処理業者により産廃処理し、処理
業者によるリサイクル
（ＲＰＦ化）
を
している

①ドラム缶回収し、処理業者による産廃処理
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第二期中期目標期間における取組の総括と今後の取組

第二期中期目標期間における環境に対する取組の総括
国立印刷局の第二期中期目標期間における環境に対す

計画した環境設備投資について、確実に設計から取得及

る取組は、国立印刷局環境マネジメントシステムに基づく

び実行について取り組み、当初計画した施策のうち約9割

手順書の確実な運用・維持の取組やISO1400１認証取得

が実施されたことなどから、
「 京都議定書」
及び
「政府の実

機関における認証・維持活動及び東日本大震災後のエネ

行計画」
に準じて策定した削減目標に対して、平成13年度

ルギー供給問題に対する取組等を通じて、地球環境に関す

比で14.7％の削減を達成することができました。コピー

る
「見えない取組・意識」
という環境設備投資に匹敵する役

用紙の使用及び水の使用量についても、同比でそれぞれ

職員の意識の変化により、二酸化炭素排出量の削減目標

26.3％、18.5％となり削減目標を達成できました。
しかし

については、更なる上積みを図ることができました。このよ

廃棄物の量については、
リサイクルの推進等各機関での

うな役職員の意識を一過性のものとするのではなく、今後

削減に向けた取組は積極的に行われたものの、想定してい

も継続させていくことが重要となります。

なかったトラブル事象が当該目標期間内で発生したため、

環境目標として定めた項目について検証すると、
まず温

4.4％増加となり、削減目標の達成ができませんでした。

室効果ガスの排出量については、第二期中期目標期間に
第二期中期目標期間における総括表
環境方針
環境マネジメントシステムの構築・運用

第二期環境保全基本計画
第二期の総括
環境マネジメントシステムの運用・維持に努め、静岡工場が平成 20 年度に ISO14001 認
環境保全活動の継続的な改善を図る。
証取得するとともに、認証取得済みの工
場においては、その維持管理に努めた。
環境法規制等の遵守
大気・水質・騒音その他の廃棄物等の規制基準 違反等罰則規定に抵触する事例はなかっ
の遵守。
た。
廃棄物の適正な保管・運搬・処理及び処分を行う。関係法令に基づき適正処理を行うととも
に、廃棄物を減量化する設備の増設を行っ
た。
指定化学物質使用量等を適正に把握するととも 各機関における使用量及び移動量につい
に、その使用及び保管に当たっては万全を期す。て年間集約を行った。
環境保全施設等について、適正な整備・保守及 環境保全施設等については、施設の適正
び管理を定期的に実施する。
な稼働を担保するため、各機関単位で定
期的な点検を計画的に実施した。
新規計画に対する提言及び事前確認
環境保全に係る部分について、計画段階
からの低減や事前確認を実施した。
資源・エネルギー使用量の抑制
政府の実行計画に準じて、次のとおり資源・エ
ネルギー等の抑制に努める。
項目
削減目標
項目
削減実績
温室効果ガスの排出量
8％削減
温室効果ガスの排出量 14.7％削減
コピー用紙の使用量
20％削減
コピー用紙の使用量
26.3％削減
水の使用量
17％削減
水の使用量
18.5％削減
廃棄物の量
4％削減
廃棄物の量
4.4％増加
省エネ等の効果を十分に考慮した設備機器等の 彦根工場及び岡山工場においてボイラー
導入・更新等を行う。
のガス化を行い、二酸化炭素排出量削減
に大きく貢献した。
環境配慮契約法に則った契約の推進に努める。 政府の基本方針に沿った契約に努めた。
国等による環境物品等の調達の推進等に関す 調達目標 100％達成に努める。
毎年 100％の目標を達成した。
る法律に基づき、環境物品の調達に努める。 環境負荷の少ない製品への取組
環境負荷への影響が低減できる原材料等
について検討した。
環境保全に関する啓蒙活動の推進
広報紙等による啓蒙活動
局内広報紙への環境関連記事の掲載や環
境ニュースの発行を行った。
環境月間行事の実施
各機関で環境美化活動、環境関連ビデオ
放映等を実施した。
環境保全に関する研修等の推進
各種研修において環境保全の講義を行い、
内部環境監査員の養成にも努めた。
「チャレンジ 25 キャンペーン」運動への積極的 平 成 24 年 度 は 延 べ 3524 名（ 参 加 率
な参加
78.8％）の参加を行うことができた。
環境報告書の作成及び公表
環境報告書を各年度 6 月下旬に公表した。
その他
原発事故に伴う節電への取組、クールビ
ズ、ウオームビズなどに取り組んだ。
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第三期中期目標期間における環境に対する取組内容
環境基本法に基づき環境省によって定められた第四次

に見直しを行いました。
しかしながら、
「政府がその事務及

環境基本計画(平成24年4月27日閣議決定)に示された主

び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行す

体に期待する役割を認識し、第二期中期目標期間における

べき措置について定める計画
（政府の実行計画）
」
は、現時

実績及び第三期中期目標期間において想定される体制を

点では公表されていないため、決定後は、速やかに削減目

踏まえて、削減努力を継続するものとします。また、一部の

標を含めて環境保全計画の見直しを図り、役職員に周知し

項目について新たに期間平均による削減目標値を設定す

ていきます。

ることにより、達成状況をより身近に感じていただけるよう
第三期中期目標期間における総括表
環境方針
環境マネジメントシステムの構築・運用

環境法規制等の遵守

資源・エネルギー使用量の抑制

環境物品等の調達の推進

環境保全に関する啓蒙活動の推進

第三期環境保全基本計画
具体的な取組内容
製造事業を営む公的主体として模範となり、滝野川工場、小田原工場、静岡工場、彦根
また環境問題に積極的に貢献するため、環境 工 場 及 び 岡 山 工 場 に お い て は、 引 き 続 き
マネジメントシステムの運用・維持に努め、ISO14001 認証維持に努めるとともに、他
環境保全活動の継続的な改善を図る。
機関においても認証取得の拡大を図る。
国立印刷局環境マネジメントシステムについ
て所要の見直しを実施し、ISO14001 を認
証取得していない機関等においても、これに
準拠した取組が確実に実施できるように改善
を図る。
大気・水質・騒音その他の廃棄物等の量及び 本局による環境関連法令点検活動を毎年実施
その状態については国や地方自治体で定める し、環境保全施設の状況など総合的に確認す
規制基準を遵守する。
る。
廃棄物の適正な保管・運搬・処理及び処分に 紙リサイクルの推進を図るとともに、資源の
努める。
有効活用及び廃棄物の削減に努める。
産業廃棄物を適正に保管し運搬・処理すると
ともに、委託業者の現地確認を実施する。
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管 PRTR 法に基づく指定化学物質の使用量及び
理に当たっては万全を期す。
保管量の把握について確実に行う。
環境保全施設等について、適正な整備・保守 設置から時間が経過した環境保全設備の改修
及び管理を定期的に実施する。
について引き続き調査・検討し、計画的な整
備することで環境リスクの回避に取り組む。
新規計画に対する環境保全対策の検討及び実 施設や設備を新たに導入する場合において、
施
環境負荷に配慮するとともに、環境保全対策
の検討及び実施する。
国立印刷局独自の取組により環境負荷の低減 環境に配慮した設備投資を着実に実行してい
を図り、資源・エネルギー等の抑制に努める。く。
・ボイラー等のガス化
項目
削減目標
・太陽光発電設備の導入
温室効果ガスの排出量※ 1 20％削減
・高効率設備機器の導入
コピー用紙の使用量※ 2 8％削減
・多面コピー等の継続利用
水の使用量※ 2
4％削減
・事業規模の見直しに伴う上水の削減
・雨水の再利用
廃棄物の量※ 2
10％削減
・廃液処理設備の導入
※ 1 平成 13 年度比
※ 2 第一期及び第二期中期目標期間におけ ・排水処理設備の改修
る実績の平均値
省エネ等の効果を十分に考慮した設備機器等
の導入・更新等を行う。
環境配慮契約法に基づき、定められた基本方 引き続き政府の基本方針に沿った契約を推進
針に則った契約の推進に努める。
する。
調達方針に基づき、調達目標 100％達成に 契約部門と連携して調達目標達成に向けた取
努める。
組を行う。
環境負荷の少ない製品への取組
設計から廃棄までのプロセスにおいて、環境
負荷を十分視野に入れた取組を行う。
広報紙等による啓蒙活動
機密保持に配意した上で、役職員も含め、よ
り一層国民に分かりやすく情報提供・広報業
務に努める。
環境保全に関する研修等の推進
環境マネジメント研修や内部環境監査員の充
実を図る。
環境保全に関する基本的施策等への積極的な 政府が提案する各種取組に積極的に参加する
参加
とともに環境月間の充実を図る。
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廃棄物削減対策

リサイクルの取組
国立印刷局は、廃棄物の排出事業者としての自覚と責任
を持って、廃棄物をできるだけ排出させない活動
（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、できる限り再利用、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も行っています。
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利用や損紙の再利用、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水に再生利用
することより、水使用量の削減を図っています。また、製版
工程では、ニッケルメッキ時の余白部を裁断し、
メッキ材料
として再生利用しています。

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していま
す。また、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。
本局や工場事務部門におけるリサイクルの取組状況
は、
ビン・カン・ペットボトル等の分別、新聞、雑誌、
コピー
用紙以外の紙ごみ
（ミックスペーパー）
の分別収集に力
を入れています。また、福利厚生部門の食堂では、生ご
み処理機を一部導入するとともに、厨房内で使用した
てんぷら油はディーゼル燃料にリサイクルされていま
す。

外部業者におけるリサイクルの取組状況は、製紙工程で

凝集沈殿槽
（クラリファイヤー）

試し刷り用紙のトイレットペーパーリサイクル
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フォーミング抑制剤とスラッジ

紙ゴミの分別収集
（本局）

平成２４年度の廃棄物削減実績とその後の対策
国立印刷局全体の廃棄物の排出量は、前年度比で削減

させることにより、凝集沈殿槽
（クラリファイヤー）
に流れ

を達成していましたが、平成22年度から増加に転じ、平成

込む高濃度製紙排水の削減に努めました。さらに平成24

23年度においては、前年度比で11.9％増加しました。

年度には、製紙汚泥処理用の脱水機を２台から３台へ増設

第二期中期目標期間において、廃棄物の削減は、平成
13年度実績比で4％削減を達成することが環境目標とし
て課せられていましたが、当該期間においては2.6％増加
となり、目標の達成ができませんでした。この主たる原因
は、平成22年度に発生した排水処理設備の故障に伴う製

し、処理能力を3割程度増強を図りました。これら設備の
改修及び増強により、廃棄物量の削減が期待されます。
また印刷工程では、発生する界面活性剤廃液を濃縮処
理することができる装置を新たに導入予定です。
これらの対応により廃棄物の更なる削減が図られる見
通しであり、国立印刷局全体の廃棄物削減に大きく貢献す

紙汚泥の増加によるものです。
このため、平成23年度後半には製紙排水に含まれるパ

ることが期待されます。

ルプ成分を取り除くことができる紙料回収装置を導入・稼動

廃棄物排出量の推移
(t)

7,781

8,000

7,133

7,130

7,000

7,979

7,017

7,316

7,444

24 年度

20 ～ 24
年度平均

6,000
5,000
4,000
0

13 年度 20 年度
（基準年）

21 年度

22 年度

23 年度

脱水機
（デカンタ）
紙料回収装置
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環境方針に基づいた取組

達成度一覧
国立印刷局は、第二期中期目標期間(平成20年度～平

定めて、環境保全活動に取り組んでいます。

成24年度)における環境方針を定めるとともに、環境方針
に基づき中・長期的な到達点を示した環境目的及び環境目

平成24年度における、環境目的及び目標に関する取組
内容の達成実績については、下表のとおりです。

的を達成するための短期的な到達点を示した環境目標も
平成 24 年度における環境方針に基づく達成度一覧
第二期環境保全

環境方針

24 年度計画

基本計画

取組実績

環境関連法令 規制基準の遵守

環境関連法令及び条例等の改 平成 25 年 1 月中旬より、巡回点検を

の遵守

正状況をチェックする。

実施し、環境関連法令及び条例等の

チェックを実施した。
届出・申請が適正に処理され 法令に定める届出については、管理表
廃棄物の適正処理

ているか確認する。
で一元管理を行った。
廃棄物再資源化への取組強化 マニフィスト管理の徹底や廃棄物のリ
及び委託業者への現地確認の サイクルに取り組んだ。

PCB の適正処分

処理が行われているか確認す

て、適正に報告を行った。

備に向けた検討を行う。
新 規 設 備 投 資 に 関 す る 事 前 確 新規設備の導入において提言 設備投資計画の確認作業を実施した。
認・助言
及び事前確認を実施する。
全局的なシステムの運用及び維 各機関の環境マネジメントシ 本局においてコンサルタントによるマ
持

ステムの適切な運用管理に努 ネジメントマニュアルの確認作業を実

ISO14001 の認証取得の維持

める。
施した。
ISO14001 の 認 証 維 持 及 び 彦根工場において更新審査を実施し登
継続に努める。
録更新となった。
第二期中期計画期間における 都外クレジットについては 11 月まで
温室効果ガス削減量不足への に必要な手続きが完了した。
対応として都外クレジットを
検討する。
同左

ギー使用量の（13 年度比で 8% 削減する。）
コピー用紙使用量の削減
同左
抑制

13 年度比 23.1% の削減となった。
13 年度比 29.0% の削減となった。

（13 年度比で 20% 削減する。）
水使用量の削減
同左

13 年度比 26.3% の削減となった。

（13 年度比で 17% 削減する。）
廃棄物排出量の削減
同左

13 年度比 2.6% の増加となった。

（13 年度比で 4% で削減する。）
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19、20

○

19、20

○

22

○

21

○

22

○

20

○

30

○

17、18

○

17、18

○

27

○

27

○

28

○

28

×

29

環 境 保 全 施 設 に つ い て の 保 環境関連設備の現状について調査を
守・管理状況及び計画的な整 行った。

資源・エネル 温室効果ガス排出量の削減

○

る。
第一種化学物質と有機溶剤の 届出の必要な第一種化学物質につい
削減に向けた取組を行う。

環境保全施設の点検・整備

当該
ページ

実施
処理業者による各機関の処理 岡山工場保管の PCB について、一部
状況を把握し、適切に管理・ 無害化処理を外部委託にて実施した。

化学物質使用量の把握

評価

環境方針

第二期環境保全

24 年度計画

基本計画

環境物品等の調達 環境保全に配慮した物品の調 同左
の推進

取組実績
局全体で、100％を達成した。

達 100% 達成に努める。

環境負荷を配慮し 環境設備投資の実施

既存の空調機を高効率空調 局内手続きに遅れが発生したため

た製品設計・製造

機へ改修 ( 王子工場）
に工事完了を延長した。
省エネ型照明設備への改修
（王子工場）
空気調和設備の改修（静岡
工場）
太陽光発電設備の導入 ( 静 年度内に工事完了
岡工場）
製版ミスト洗浄塔の防液堤
設置（小田原工場）
下 水 排 水 用 調 整 槽 の 新 設 平成 24 年度中に設計業務は完了
（研究所）
したが、平成 25 年度に施工し工
エネルギー監視装置新設に 事完了の予定。
関わる設計作業（滝野川工

環境保全に関する 広報誌の活用

場）
環境保全に関する情報につ 時報において環境保全に関する取

啓蒙活動の推進

いて広報誌（時報）に掲載 組を報告した。
環境月間の実施

評価

当該
ページ

○

31

△

30

△

30

△

30

○

30

○

30

△

30

△

30

○

22

○

22

○

33

○

20、33

○

40、41

○

37

する。
ポスターの掲示や外部講師 環境省から入手したポスター掲
による講演を実施する。

示、外部講師による講演会や民間

工場見学を実施した。
環境マネジメントに関する研 研修センターで企画する各 各種研修において環境保全に関す
修の実施

種研修において環境保全に る講義を実施した。
関する研修を実施する。
各機関への巡回研修を実施 各機関の環境推進員を対象とした

各種取組への参加

する。
意見交換会を実施した。
チャレンジ 25、クールアー 各機関において、それぞれの趣旨
スデー、クールビズ、ウォー を理解しつつ当該活動に積極的に
ムビズの取組に積極的に参 参画した。

環境報告書の作成及び公表

加する。
6 月末までにホームページ 6 月末日までにホームページで公
にて公表する。

表した。
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環境方針に基づいた取組

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
国立印刷局では、環境保全活動を着実に推進するため

長等を総括環境管理責任者とし、運営企画室に環境保全

に、環境保全推進規則を定めるとともに、理事長をトップと

事務局を設置して環境負荷及び環境リスクの低減に向け

した環境マネジメント推進体制を構築しています。管理体

た取組を行っています。

制については、環境担当理事を統括環境管理責任者とし、

これらの活動が効率的なものになるように、P
（計画）
、D

経営企画部環境グループに環境保全事務局を設置して、 （実施及び運用）
、C
（点検及び是正措置）
、A
（見直し）
によ
全局的な環境マネジメントシステムを運用しています。

る環境保全の継続的な改善に取り組んでいます。

各機関においては、機関長等の主導のもと、運営企画室
環境マネジメント推進体制図

環境マネジメントシステム

継続的改善

理事長

Plan

PDCA サイクル
によるマネジメント

Plan
Action

Do

Do

Check

Check

各機関における
PDCA サイクル

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

各機関
機関環境保全事務局（運営企画室等）

Action

継続的改善

環境保全事務局（経営企画部環境グループ）

全局的な
PDCA サイクル

環境推進者

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

ＩＳＯ１４００１認証取得状況
環境マネジメントシステムの国際規格であるＩ
ＳＯ１４００１
認証取得については、職員の環境保全意識を向上させ、発
注者や各機関が立地する地域住民の皆様からの安心及び
安全につなげるため、認証取得を段階的に推進してきてお
り、現在5機関で認証取得しています。
平成24年度においては、彦根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、いずれも認証登録の更新・維持が認められています。
今後とも、工場職員の環境保全意識の向上については、
引き続き様々な角度から取り組むとともに、各機関が立地
する地域住民の方々に愛される工場として環境に対する
努力を続けていきます。

ISO 認証取得状況

更新審査の様子 ( 彦根工場 )

維持審査の様子 ( 岡山工場 )
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更新した審査登録証（彦根工場）

機関名

認証取得年度

平成 24 年度の
審査状況

滝野川工場

平成 14 年度

維持審査

小田原工場

平成 16 年度

維持審査

静岡工場

平成 20 年度

維持審査

彦根工場

平成 18 年度

更新審査

岡山工場

平成 19 年度

維持審査

内部環境監査
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・維持され有効性
が保たれているかの検証や環境法規制等の遵守状況及び
緊急事態手順書等を検証するため、内部環境監査を実施
しています。特に、
Ｉ
ＳＯ１４００１を認証取得している機関は、
規格要求事項を含めて環境マネジメントシステムが計画
及び手順どおりに運用されているか、環境目標等の達成状
況等の有効性について、適切に実施・維持されているかに
ついても含め監査を行いました。

な改善を実施しました。本局においては、
ＥＭＳを円滑に推
進するためのマニュアルの再整備が改善推奨案件として
指摘され、事務局による改定が次期内部環境監査実施時
期を目途に進められており、来年度において最終確認
（フォ
ローアップ）
を実施することとしています。
指摘事項以外に各機関とも推奨事項も多数あり、他機
関への水平展開も含めた取組を考慮に活動を進めていく
こととします。
▶ 監査後の対応
本局環境グループは、各機関の内部環境監査実施計

▶ 内部環境監査による指摘事項
内部環境監査では、各機関で選任された内部環境監査
員が独自に作成するチェックシートを用いて、環境目的、環
境目標及び実施計画の実施状況などについて確認しまし
た。

画を把握し実施に関する助言を行っています。また、実施
結果を集約し指摘事項や改善事項については、各機関に
フィードバックし維持活動に参考となるようにサポート活動
を行っています。

▶ 監査チームの指摘内容
対象機関のうち４機関において５件の指摘事項があり、
滝野川工場１件、王子工場２件、小田原工場１件、研修セン
ター１件でした。指摘内容の概要は、①改定内容の記載が
ない、②必要な評価内容などの記載がないなどの、記載忘
れの内容であったため、各機関では既に是正措置を行い、
来年度へ向けた改善対応を図っています。
また、指摘事項にはならないが改善した方がよい改善推
奨は、全体で３６件あり、そのうち小田原工場１３件、本局１１
件の結果でした。
▶ 内部監査責任者からの改善意見
各機関における内部環境監査については、計画どおり実
施されていたことを確認し、なかでも指摘事項は、速やか
内部環境監査の仕組み
パフォーマンスを含めた監査結果の全局的なレビュー

経営企画部
内部環境監査
結果の報告

内部環境
監査の実施

環境グループ

フィードバック

各機関
（ISO14001 認証取得済）

内部環境監査
結果の報告

各機関
内部環境
（ISO14001 未取得） 監査の実施

ISO14001 認証登録の定期・更新審査

ISO14001 外部審査登録機関

内部環境監査の様子（本局）

ISO14001 に基づく環境マネジメントシステムの監査

18

環境方針に基づいた取組

環境法規制遵守
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は、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。
環境法規制を順守するための実施手順の概要は、以下の
図に示すとおりです。

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

環境法規制の

規制等に変更があった場合は、各機関ごとに作

特定及び更新

成した「環境法令一覧表」を更新します。

《職員の意識啓蒙》

各機関の環境マネジメント活動の手順

研修の実施

書に基づき計画実施される内部環境監

緊急事態対応の訓練

査により、遵守状況を確認します。

環境マネジメント

法令点検活動の

活動による確認

実施
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

環境関連法規制の遵守の取組について（概念図）

一覧表」を活用して巡回点検活動
を第２/ 四半期に実施し、漏れが
ないかをチェックします。

平成24年度の環境関連法規制遵守状況について
平成24年度において、環境関連法令の罰則適用や行政
指導等の法令違反はありませんでした。
ただし、7月に小田原工場においてワイピング廃液槽の
液面上昇による廃液飛散、2月に小田原工場にある研究所
関連施設の産業廃棄物保管用ドラム缶の破裂による内容
物飛散事故が発生しました。本局ではノルマルヘキサン抽
出物について自主検査により下水道排出基準値の超過が
指摘されました。
当該機関においては、適切な処理方法により除害処理
等行い、周辺環境に最大限影響が及ばないように、速やか
に対策を施すとともに、再発防止について同様な事象が起
こらないように周知徹底を行いました。
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水性ワイピング廃液漏れ
（小田原工場）

平成24年度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、平成23年度に引き続き全機関を対象とした巡
回点検を第４/四半期に実施しました。

事項の修正は概ね滞りなく実施されており、著しい不備や
違反は見当たりませんでした。
また、初めての試みとして、各機関の環境推進員を対象

実施内容としては、①環境保全に関する法令遵守状況の

としての意見交換会を実施しました。各機関の最先端で環

調査、②関連する記録の保管管理状況の調査、③排水処理

境問題に接している職員の意見を聴く機会を設けること

設備等の環境除害施設の維持及び管理状況について確認

で、今後の取組に対するヒントやアイディアを数多く得るこ

しました。

とができました。

結果としては、各種法令の遵守状況については、平成23

これらの意見については、集約して今後の国立印刷局の

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

環境に対する計画等の参考にするとともに、実現に向けて

するとともに、改正水質汚濁防止法の一部改正に伴う有害

さらなる取組を進めていきたいと考えています。

物質の排出基準の変更について調査を行い、前回の指摘

法令点検の様子
（彦根工場）

法令点検の様子
（岡山工場）

意見交換の様子
（王子工場）

意見交換の様子
（滝野川工場）

意見交換の様子
（彦根工場）

意見交換の様子様子(岡山工場）
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環境方針に基づいた取組

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本局との情
報共有を図ることとし、法令等が改正された事案について
は、一覧表を変更するとともに、点検期間中に両者で確認
を行い、変更点の周知徹底を図りました。
今後も、
この一覧表を活用しながら環境に係る記録や報
告を適正に行っていきます。

化学物質の適正管理

PCB廃棄物の保管状況の様子
（彦根工場）

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
及び施行規則等に基づく適正な管理・使用を行うだけでな
く、効率的な製造方法の検討を行い、使用量の削減に努め
ています。また、万が一薬品流出などの事故に対応した体
制も整えています。

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

PCB廃棄物の保管状況の様子
（岡山工場）

（以下、
「PCB廃棄物」
）
としては、
トランス類、
コンデンサ類
及び安定器類があり、国の定める方針に従い各機関におい
て漏洩や紛失のないように適正に保管・管理しています。
平成24年度において、岡山工場の一部保管分について
無害化処理を実施できる運びとなり、5,144kgを処理する
ことができました。
今後のPCB廃棄物処理については、関係機関と十分連
携を取りながら、
確実に処理を実施します。
PCB廃棄物の保管状況の様子
（本局）

PCB廃棄物の保管状況の様子
（本局）
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PCB廃棄物の保管状況の様子
（王子工場）

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

ダイオキシン類については、大気への排出、その他の物

ある化学物質について、事業所からの環境（大気、水、土

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

壌）
への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移

ています。今後とも、環境負荷を減らしていくという考え方

動量を、事業者が自ら把握する国の制度です。国立印刷局

に立ち、引き続き代替え化の検討及び使用量の削減に努

における、平成24年度の第一種指定化学物質の排出量及

めていきます。

び移動量の実績については、下表のとおりです。
第一種指定化学物質の排出量及び移動量
化学物質の名称

（単位：kg)

平成 23 年度

平成 24 年度

キシレン

2,106

1,330

コバルト及びその化合物

2,201

1,315

ポリ（オキシエチレン）
＝アルキルエーテル

173,268

168,230

マンガン及びその化合物

1,270

1,057

無水フタル酸

1,442

1,604

ダイオキシン類

0.090

（単位：mg-TEQ)
1.05

※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のこと。
○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

医療廃棄物の適正な管理・処理
国立印刷局東京病院は、昭和62年に保健医療機関の指
定を受けて以来、皆様のご厚情をいただいて今日まで運
営を続けて参りましたが、平成25年4月1日をもって社会
医療法人社団正志会に移譲しました。
移譲までの間において発生した医療廃棄物については、
毎年適正に管理ならびに処理してきたところですが、事業
移譲に伴った終結処理については、移譲先とも十分協議を
重ねて万全を期して行きます。
医療廃棄物の適正管理
（東京病院）

広報誌の活用
国立印刷局では職員向け広報紙
「時報」
を活用して、7月
号に年間のエネルギー使用量実績の総括について、8月号

も、環境保全に関する情報を掲載することで啓蒙活動に努
めていきます。

には環境月間の取組についての報告を行いました。今後と

環境月間の実施
国立印刷局では、環境省が6月に実施を呼びかけている

講演会を実施し、公害防止施設等の点検活動を行うととも

環境月間に合わせて、環境保全の重要性を認識し行動の

に、各機関においても独自に活動計画を立案し実施しまし

契機とするために、様々な環境に対する取組を行っていま

た。

す。本局では、
「地球温暖化と省エネ化について」
と題して

22

環境方針に基づいた取組

工場再編への対応
国立印刷局本局及び虎の門工場敷地については、虎ノ
門二丁目地区再開発事業
（平成36年度完了予定）
実施に
向け、所要の手続きを進めているところです。再開発地区
には、緑豊かな都市空間の創出が計画されています。現在
は、再開発事業実施にあたり必要な土壌汚染等の調査を
行うため、関係部門と協力しながら準備を進めています。
また、虎の門工場においては、平成26年度に実施予定の
工場再編を見据えて、ISO14001に関する具体的な教育
訓練を受けたいとの要望が内部環境監査期間中に寄せ
られたことから、滝野川工場の環境担当者を講師に招き、
定期的に環境教育訓練を実施しています。
今後も定期的に研修等を実施し、理解を深める取組を
行っていきます。

滝野川工場情報製品棟建設現場を王子工場から望む

滝野川工場建設業者の取組

国立印刷局では、当局と取引を行っている関連業者に対

しても環境に配慮した取組の実施について要請していま
す。今回は、滝野川工場にて進められている
「情報製品棟ほ
か新築工事」
の現場責任者である、建設工事部工事長の渡
邉実氏ほか２名の方々にお話を伺いました。
●情報製品棟ほか新築工事において、環境に配慮してい
る点を教えてください。
１

産業廃棄物の分別の徹底
建設工事現場に廃棄物分別ヤードを設置して、
①廃プラスチック②紙くず③木くず④ダンボール
⑤コンクリートガラ⑥ガラス陶磁器くず⑦石膏
ボード⑧掃きゴミ（混合廃棄物）の８種類に分別を
行っています。
また、再資源化の取組として石膏ボードやグラス
ウールにおいては、汚れのない端材についてはメー
カーリサイクルを実施し、産業廃棄物削減に貢献し
ています。
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建設業者とのヒアリングの様子

２

作業員への教育
定期的に産業廃棄物の分別勉強会を開催し、分別の意
味や方法について周知を行っています。各作業員に
「分別
ハンドブック」
を携行させて徹底を図っています。また、週
一回程度建設現場の職長会の協力により
「分別大会」
を実
施し、掃きゴミはその都度ふるいにかけ、出来る限りの分
別を心がけています。

3

グリーン調達の推進
当該建設工事においてグリーン調達の対象となる品目
について、判断基準を明確に定めるとともに、着実に採用
できるように心がけています。

4

環境に配慮した設備導入の提案
電気設備工事において、平成26年度から始まる
「第二次
トップランナー基準」
もクリアした高効率変圧器の導入、屋
上太陽光発電設備
（40Kw）
の導入、電力監視設備の導入
及びLED照明の採用が予定しています。
● 工場職員に対する要望はありますか。
工場正門に隣接して工事車両の出入口があるので、常
時ガードマンを配置しておりますが、大型トラックなどの車
両類に注意して通行してもらいたいです。
「安全第一」
で工
事を行っていきます。ご協力をお願い申し上げます。

建設工事現場での分別の様子

グリーン調達対象品目及び基準の一例
対象品目

判断基準

再生砕石（構造用以外）

コンクリート塊を破砕した砕石でコンクリートの骨材以外で使用するもの

建築機械

国土交通省の指定する低騒音型、低振動型及び排ガス対策型建設機械

場内の仮設・使用エネルギー
照明器具

省電力型仮設照明（蛍光灯、省エネ型水銀灯、LED（電球・直管型、投光器）等）
バイオディーゼル燃料（B100,B5)
小型風力発電装置、仮設太陽光パネル（仮囲、外部足場）
Hf インバータ方式器具、コンパクト蛍光灯、電球型蛍光灯、LED 照明、高圧ナト
リウムランプ、セラミックメタルハライドランプで同光束の水銀ランプに比べ電
力消費量が 45％以上少ないもの

エコ電線（EM 電線・ケーブル）電線の外装材料及び絶縁材料にハロゲンや鉛を含まないこと
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資源・エネルギー使用量の抑制
事業活動と物資収支（マテリアルバランス）
国立印刷局の事業活動から生じる環境負荷としては、各
種エネルギー等利用、印刷用紙やインキなどの資源消費
活動、それからか排出される二酸化炭素排出活動や廃棄
物排出活動などがあります。

環境負荷に係る活動を適正に管理することは重要であ

り、
このような活動を通じて環境低減に積極的に取り組ん
でいます。平成24年度におけるマテリアルバランスは、下
表のとおりです。

事業活動

Input

Output

資源・エネルギー投入量
電気

環境負荷

6,313 万 kWh

都市ガス

CO2 排出量

640 万㎥

重油

69 万ℓ

熱供給

2,342,877Mcal

LP ガス

40,025t-CO2

電気

23,862t-CO2

都市ガス

13,490t-CO2

重油

129㎥

1,858t-CO2

ガソリン

11,130ℓ

熱供給

657t-CO2

軽油

49,879ℓ

LP ガス

0.80t-CO2

ガソリン
水使用量

軽油

478 万㎥

コピー用紙使用量

131t-CO2

67.5 ｔ

廃棄物排出量

主要製品の原材料

26t-CO2

7,316 ｔ

8,384t

総エネルギー使用量の推移
（千 GJ)
1200

100%
1,097

基準年比（％）
96.7%
1,060

1000

92.3%

91.0%

90.1%

1,012

998

989

84.9%
931

40

600

20
13 年度
（基準年）

25

80
60

800

0

100

20 年度

21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

0

その他
都市ガス
重油
電気

平成24年度エネルギー等使用量実績
平成24年度におけるエネルギー等使用量実績は下表のとおりです。

環境目的

温室効果ガス排出量の削減

第二期

H24 年度

環境目標

（実績）

47,913t-CO2 40,025t-CO2

◆基準値：52,079 (t-CO2) 8％削減

23.1％削減

平成 24 年度の主な取組内容

関連
ページ

・高効率空調機への改修
・高効率なインバーター式照明への改修

27

・太陽光発電設備の導入
・印刷前の誤字脱字の確認

コピー用紙使用量の削減

76.1t

67.5t

◆基準値：95.2(t)

20％削減

29.0% 削減

・印刷必要枚数の確認、両面印刷、裏面利用
・複写機の利用後の枚数リセット

28

・電子メール等の電子媒体の活用
・電子媒体による会議資料の配布に伴う紙資料の廃止

水使用量の削減

539 万㎥

478 万㎥

◆基準値：649( 万㎥ )

17％削減

26.3% 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
・湿し水濾過装置の導入による水の使用量の削減

28

・蛇口のこまめな閉止
・紙類、金属くず、廃プラスチック、廃油、切手故紙、

廃棄物排出量の削減

6,848t

7,316t

てんぷら油、製紙スラッジ、廃アルカリ等をリサイクル

◆基準値：7,133(t)

4％削減

2.6% 増加

・ペットボトルキャップの分別・リサイクル

29

・紙料回収装置導入による製紙汚泥の削減

注）
政府の温室効果ガスの排出抑制に関する実行計画により、比較基準値は平成13年度実績値とし、環境目標値は
平成20年度から平成24年度までの期間の平均値としています。

節電の取組<温度設定表示>
（研修センター）

ペットボトルキャップ分別ボックス
（本局）
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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

14.7％減）
となり、第二期の環境目標を大きく上回る成果

や重油、電気及び熱供給業者から受ける冷温水等のエネ

をあげることができました。

ルギー使用に伴う二酸化炭素排出量が大半を占めていま

また、
これとは別に虎の門工場、滝野川工場及び王子工

す。

場においては、東京都環境確保条例により二酸化炭素排

環境目標として掲げた温室効果ガス８％削減を達成すべ

出量の更なる削減が求められています。

く、重油ボイラーのガス化
（岡山工場、彦根工場）
、ガス直

削減率は、工場ごとに定められた基準排出量より、平成

焚き冷凍機の導入
（小田原工場）
、高効率な空調機やイン

26年度までに二酸化炭素排出量を6%削減することが求

ター式照明器具導入
（各機関）
及び太陽光発電設備の導入

められています。
しかし、平成27年度以降は基準排出量か

（王子工場、小田原工場、静岡工場、研修センター）
など環

ら二酸化炭素排出量を15％削減することが求められてお

境設備投資を重点的に実施するとともに、東日本大震災に

り、その対応策として岡山工場を対象とした都外クレジット

伴う電力節電の取組なども大きく貢献することで、平成24

を活用することとし、手続きを進めた結果11月までに所要

年度の温室効果ガス排出量実績は40,025t-CO（基準年
2

の手続きが全て完了しました。

比23.1％減）
、第二期平均値でも44,442t-CO（基準年比
2
温室効果ガス排出量の推移
(t-CO2)

55,000

52,079
49,563

50,000

環境目標値
（平成13年度比8%削減）

45,574

45,000

43,719

40,025

40,000

0

13 年度
( 基準年 )

20 年度

太陽光発電設備
（小田原工場）
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44,442

43,331

21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

20 ～ 24
年度平均

太陽光発電設備
（静岡工場）

省資源化対策

コピー用紙使用量の削減

国立印刷局で使用するコピー用紙は、平成15年度に独

立行政法人化した以降着実に減少してきています。
印刷前の誤字・脱字確認、
コピー用紙の裏面活用、両面
印刷及び用紙１面への多ページ印刷機能の活用などを継

を利用して閲覧する取組なども一部で導入した結果、平成
24年度の使用量実績は67.5t
（基準年比29.0％減）
、第二
期平均値でも70.1t
（基準年比26.3％減）
となり、第二期の
環境目標を大きく上回る成果をあげることができました。

続的に取り組むとともに、会議文書を印刷せずに電子機器
コピー用紙使用量の推移
(t)

100

95.2
71.2

80

74.6

71.0

21 年度

22 年度

66.3

67.5

60

70.1

環境目標値
（平成13年度比２０%削減）

40
20
0

13 年度 20 年度
（基準年）

水使用量の削減

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。特に製紙工場では大量の工業用水が必要であり
重要なインフラとなっています。
環境目標として掲げた水使用量17％削減を達成すべ
く、特に使用量の多い製紙工場において効率的な水利用

23 年度

24 年度 20 ～ 24
年度平均

の推進に努めるとともに、印刷工場においても印刷に必要
な水をリサイクルすることや、更には小田原工場第３号抄
紙機の停止という特殊要因もあり、平成24年度の使用量
実績は478万㎥
（基準年比26.3％減）
、第二期平均値でも
529万㎥
（基準年比18.5％減）
となり、第二期の環境目標
を上回る成果をあげることができました。

水使用量の推移
（万㎥）
700
649
600

561

549

519

540

500

478

529 環境目標値
（平成13年度比１７%削減）

400

0

13 年度 20 年度
（基準年）

21 年度

22 年度

23 年度

24 年度 20 ～ 24
年度平均
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廃棄物の削減
国立印刷局では、さまざまな部門から毎日廃棄物が排

が、平成24年度の使用量実績は7,316t
（基準年比2.6％

出されます。廃棄物をできるだけ排出させない活動（リ

増）
、第二期平均値でも7,444
（基準年比4.4％増）
となり、

デュース）
が重要であるとの認識に立ち、
廃棄物として処理

第二期の環境目標を達成はできませんでした。

している品目についても、再使用や再生利用を推進してい
ます。

未達成の理由については、小田原工場の製紙排水設備
のトラブルにより、想定外の産業廃棄物（汚泥）処理を追

環境目標として掲げた廃棄物排出量4％削減を達成すべ

加実施したことが大きく影響しています。当該の排水設備

く、廃棄物の減量化や再利用を推進するとともに、紙リサ

は、処理能力向上などの設備改修を実施し、今年度におい

イクルマークのついた製品の分別徹底に取り組みました

ては、全体の廃棄物排出量減少に大きく貢献しています。

廃棄物排出量の推移
(t)
8,000

7,781
7,133

7,000

7,130

7,017

7,979
7,316

7,444

環境目標値
（平成13年度比4%削減）

6,000
5,000
4,000
0

13 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 20 ～ 24
（基準年）
年度平均

港区から表彰されました。
港区は、事業系ごみの減量とリサイクルの一層の推進を図
るために、平成21年に
「港区ごみ減量優良事業者等表彰制
度」
を創設し、高いリサイクル率を達成するなどの顕著な実績
をあげ、他社に誇れる模範的かつ先進的な取組を行っている
事業者等を表彰しています。
この栄誉ある賞を、本局が平成24年度受賞することとな
り、平成25年3月22日に港区長より表彰されました。これは、
日頃の職員の努力の成果が表れた結果として、評価される出
来事となりました。
今後とも、行政と連携しながら引き続きゴミの減量につい
ての取組を進めていきます。
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表彰時の写真(港区役所)

環境負荷を配慮した製品設計・製造
環境配慮した設備の検討
国立印刷局では、環境目標に掲げる
「環境と調和の取れ
た事業活動を行う」
ために、環境に配慮した設備投資を実
施しています。平成24年度に実施した設備投資のうち主
なものは次のとおりです。

デカンタの増設
（小田原工場）

製紙汚泥処理用の脱水機（デカンタ）1 台の増設を行

いました。これは、平成 22 年度から発生した凝集沈殿
槽の突発トラブルに起因して発生した製紙汚泥の更なる
減量化を目指して設置されたものです。

紙料回収装置の取設（小田原工場）

抄紙機により銀行券用紙を抄造した後に排出される製

紙排水のうち、不純物が少ない準備部とクーチ部で排出
される排水から紙の繊維成分を回収することのできる紙
料回収装置を導入しました。

脱水機
（デカンタ）

回収された繊維成分については、製紙原材料として再
利用しています。

紙料回収装置

紙料回収装置

製品への環境配慮と研究開発
銀行券印刷機の開発段階における取組

国立印刷局では、製造部門においても省エネルギー対

平成 16 年度に導入した銀行券印刷機と平成 23 年度

策は必須であり、生産設備の主力である銀行券印刷機も

小田原工場と彦根工場に導入した銀行券印刷機の電力

例外ではありません。

消費量を比較してみると、①メイン駆動モータや凹版駆

多色で緻密な凹版印刷を行うことができる銀行券印

動モータに ED モータを採用、② UV 装置の冷却機構に

刷機は、凹版インキを効率的に乾燥させるために UV

水空冷機構を採用、③印刷機内照明に LED を採用など

乾燥機構を導入しており、一般的な UV 乾燥機構を装

の改良により、従来機と比較して年間約 10% 程度※の

備した商用印刷機と比較しても大量の電力を消費しま

電力使用量の削減が図られています。（※数値は、メー

す。

カーからの聞き込みによる概算値。）
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環境方針に基づいた取組

環境物品等の調達の推進
グリーン購入等の推進
国立印刷局では、環境に配慮した製品・サービスの調達

物品等の調達に取り組んでいきます。

を積極的に行うために、グリーン購入法に基づき、平成13

また、環境配慮契約法に基づき、電気の供給については

年度から毎年度
「環境物品等の調達の推進を図るための

環境に配慮した契約を行いました。また、自動車の購入及

方針」
を策定し公表しています。

びリース契約に関しても環境に配慮した仕様としていま

平成16年度からは継続的に100％の調達率となってお

す。

り、今後も調達目標の100％達成を掲げ、環境に配慮した

特定調達品目等調達実績
調達分野

目標

目標達成率

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

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

100％

100％

100％

100％

紙類
文房具
オフィス家具類
OA 機器
移動電話
家電製品

照明

印刷用紙 ( カラー用紙を除く )、印刷用紙 ( カラー用紙 ) など
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
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
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

携帯電話、ＰＨＳ

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

電気給湯器、ガス温水機器、石油温水機器、ガス調理機器
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

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％

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

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％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

設備
防災備蓄用品
役務
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調達品目
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、

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
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
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

環境会計
国立印刷局では、平成18年度から環境保全活動の取組
に対する費用対効果を把握する取組を進め
「環境会計」
と

して取りまとめて、環境報告書にその結果を公表していま
す。

平成24年度の環境会計
国立印刷局の平成24年度の環境保全コストは約21億円
（うち投資額2億円、費用額19億円）
でした。平成24年度
分類
1) 事業エリア内コスト
①公害防止コスト

は費用額が約８千万円増えたこともあり、環境保全コスト
は約４千万円増加しました。

投資額
費用額
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 23 年度 平成 24 年度
266
221
1,562
1,580

②地球環境保全コスト
③資源循環コスト

41

（単位：百万円）
主な取組の内容

200

145

22

817

727 排水処理設備改修、設備点検清掃

320

256 ボイラー改修、太陽光発電設備設置

25

54

425

597 廃棄物収集運搬及び処理作業

2) 上・下流コスト

0

0

137

108 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

0

53

4) 研究開発コスト

0

0

96

5) 社会活動コスト

0

0

5

6) 環境損傷対応コスト
合

【Input】

計

0

0

2

266

221

1,855

事業エリア内で生じる
環境保全効果の内容

事業活動に投入する資源に関する環境保全効果

49 ISO14001 審査登録費用、環境報告書作成
198 環境に配慮した生産方式の研究開発
5 環境保全団体活動支援
2 汚染負荷量賦課金
1,942

環境保全効果を示す指標
平成 24 年度
指標の分類
総エネルギー量 (GJ)
931,291,462
電気 ( 万ｋ Wh)

都市ガス（万㎥）
重油（万ℓ）

熱供給量（Mcal)
LP ガス（㎥）

ガソリン（ℓ）
軽油（ℓ）

【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

主要製品原材料（ｔ）
温室効果ガス (t-CO2)
電気 (t-CO2)

都市ガス (t-CO2)
重油 (t-CO2)

熱供給 (t-CO2)
LP ガス (t-CO2)
ガソリン (t-CO2)
軽油 (t-CO2)

コピー用紙使用量（ｔ）

6,313
640
69

2,342,877
129

11,130
49,879

8,384
40,025

23,862
13,490
1,858
657
0.80
26
131

67.5
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環境方針に基づいた取組

環境保全に関する啓発活動の推進
環境教育

若手職員への研修

国立印刷局では、職員の経験、技能及び階層等に基づ

き、それぞれの目的やレベルに沿ったプログラムを用意し
ています。
研修センターでは、新規採用職員や若手職員に対して、
国立印刷局における環境保全の取組について理解するた
めの講義を行っています。環境に対する認識を深め、公的
な企業体として果たさなくてはならないことを学習するプ
ログラムを用意しています。

講義風景(研修センター)

内部監査員養成研修

平成24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。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。

社内教育の充実

第４/四半期に実施した環境法規制に関わる巡回点検に

合せて、各機関の環境推進員と環境に従事する職員を対

内部監査員養成研修の様子(本局)

象に、第二期中期目標期間の総括と第三期計画について、
ディスカッションの場を設けました。
社内教育実績の振り返りと確認を実施するとともに、国
立印刷局としての今後の方針を提示することにより、幅広
い職員の意見に耳を傾けることにより、今後の環境への取
組へ反映させていきます。

人事異動に伴う環境教育

定期人事異動に伴い、各職場における環境教育を充実

させるために、環境マネジメントマニュアルに沿って、研修

内部監査員養成研修の様子(本局)

を実施しています。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
継を行うことで、
スムーズな乗り移りができるように心がけ
るようにしています。また、
これらは、環境教育の記録とし
て残るので、その職場における教育実績の管理にも役立て
られています。

環境月間に伴う講演の様子(本局)
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環境保全の歩み
年代

環境保全の歩み

平成
12

14

15

期

本局経営企画部に環境グループ設置
岡山工場紙料棟竣工
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
製紙汚泥用脱水機（小）
空調監視装置（静）
CO2 削減実績 ± 00.0％

目
18

間
19

20

第
二
期
中

21
22

期
目
標
期

滝野川工場が ISO14001 認証取得
CO2 排出基準 H13 年度
（± 0.0％）
ワイピング廃液処理装置（滝）
独立行政法人国立印刷局と ●「RoHS 指令」公布
CO2 削減実績 ＋ 15.7％ なる

17

期

期

二千円券発行
○「循環型社会形成推進基本法」公布
「財務省印刷局」に名称変更 ○省庁再編により環境省発足 ( 平成 13 年 1 月）
○東京都環境確保条例公布

新一万円、五千円、千円券 ○ PCB 廃棄物処理開始 ( 北九州事業）
小田原工場が ISO14001 認証取得
発行
○「環境配慮促進法」公布
用水設備改修（小）
●京都議定書発行 ( 平成 17 年 2 月）
導水管改修（小）
CO2 削減実績 ＋ 15.8％

中

標

国内・世界の動き

16
第
一

国立印刷局の動き

23

間
24

初の「環境報告書 2006」を発行
彦根工場が ISO14001 認証取得
ワイピング配管漏洩対策（静）
エネルギー監視装置（岡）
CO2 削減実績 ▲ 9.8％
チームマイナス６％に参加
岡山工場が ISO14001 認証取得
有害物質漏洩対策（虎、滝）
CO2 削減実績 ▲ 4.5％
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
コージェネレーションシステム（小）
CO2 削減実績 ▲ 4.8％
太陽光発電システム（王）
小田原工場紙料棟竣工
ガスボイラー導入（岡）
CO2 削減実績 ▲ 12.5％
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％
「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％
太陽光発電システム導入（小、静）
小田原工場仕上棟竣工
CO2 削減実績 ▲ 23.1％ 滝野川工場ワニス棟竣工
(滝):滝野川工場
(虎):虎の門工場

(小):小田原工場 (静):静岡工場 (岡):岡山工場
(王):王子工場 (研):研修センター

○「改正省エネ法」公布
○「改正地球温暖化対策推進法」公布
○東京都環境確保条例改正
（地球温暖化対策計画書制度導入）

○「改正フロン回収破壊法」公布
○「改正容器包装リサイクル法」公布

●「REACH 規則」公布
○「改正容器包装リサイクル法」公布

● G8 洞爺湖サミット開催
○「生物多様性基本法」公布
○「改正省エネ法」公布
○「改正化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律」公布
○東日本大震災及び原発事故発生（3 月 11 日）
○東京都環境確保条例改正（総量削減義務の開始）
● COP16 開催・カンクン合意

○「改正廃棄物処理法」公布
○地上波アナログ放送廃止（7 月 24 日）

○「改正水質汚濁防止法」公布
○ PCB 廃棄物の処理期限延長
●京都議定書履行期限終了
●世界の動き
○国内の動き
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コミュニケーション

コミュニケーションと情報発信
国立印刷局では、国民の皆様に広く国立印刷局の業務

また、
「お札と切手の博物館」
での常設展示や特別展の

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

開催、工場見学、各種イベントへの参加等を行っています。

し開かれた企業体であることをアピールする取組の一環と

さらには、報道機関や各種問い合わせなどの様々なチャン

して、環境報告書の発行やWebサイトを利用した積極的

ネルを通じて、情報発信することに取り組んでいます。

な情報発信を行っています。

お札と切手の博物館
国立印刷局の業務について、国民の皆様に理解いただく
ために、
「お札と切手の博物館」
を開設しております。
社会、経済、文化、技術が移り変わる中で、お札や切手が
どのように変遷してきたのか、展示や体験を通して総合的
に学ぶことができます。
一般観覧のほか、小学校や中学校の見学、生涯学習やグ
ループ学習などにも大いに活用していただいております。

常設展の様子
（体験コーナー）

常設展

お札のできるまで/切手のできるまで/１億円持てますか

/お札で測る身長体重計/8種類の偽造防止技術体験コー
ナー/お札の移り変わり/切手の移り変わり/世界のめずら
しいお札／世界の切手 ほか

常設展の様子
（体験コーナー）

～利用案内～
所在地 ： 〒１１４-０００２
東京都北区王子一丁目６番１号
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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常設展の様子
（お札の移り変わり：パネル展示）

特別展の開催

平成24年度は、特別展等を４回開催し、内容も充実させ

多くの来館者に見学していただくことができました。
▶ 平成24年度の開催実績
春のミニ展『福をよぶお札』の開催
福にまつわる図柄の藩札を展示しながら、江戸時代に流
行した福の神をまつる民間信仰とお札との関連性をご紹
介しました。また体験コーナーでは、お札の印刷方式
「凹版

『お札の不思議な模様

彩紋の世界』

『お札の不思議な模様

彩紋の世界』

印刷」
の体験を行い、その特徴であるザラザラとした手触
りを確認していただきました。
第1回特別展『世界のびっくり おもしろお札ワールド』
世界で初めてお札が誕生してから約1000年。その間、
お札は世相を反映して、
さまざまな姿を見せてきました。
なぜこのような珍しいお札が生まれてきたのか、その背景
などをご紹介しました。また体験コーナーでは、
すかし入り
のはがきをつくる
「手すき体験」
を行いました。
秋のミニ展『お札の美の背景-森本茂雄コレクションから-』
大正～昭和にかけて工芸官
（お札の原版彫刻やデザイ
ンを担当する職員）
たちが行った、技術向上のための私的
な創作活動は、当時の美術界に足跡を残しました。同時代
に活躍した森本茂雄元工芸官の作品から、
お札や切手と美
術とのつながりについてご紹介しました。
第2回特別展『お札の不思議な模様

彩紋の世界』

『お札の不思議な模様

彩紋の世界』

お札のデザインに用いられる複雑な幾何学模様
「彩紋」
は、19世紀初頭における彩紋彫刻機の発明によって導入
され、近代紙幣に欠かせないデザイン要素となりました。
お札の偽造防止と装飾という２つの機能を併せ持つ彩紋
について、そのデザイン史、技術史を紹介しました。
凹版印刷体験イベント

平成24年度企画展・特別展一覧
内容

春のミニ展
『福をよぶお札』
第１回特別展
『世界のびっくり

おもしろお札ワールド』

期間
平成 24 年 4 月 24 日（火）
～ 5 月 6 日（日）
平成 24 年 7 月 10 日（火）
～ 9 月 2 日（日）

秋のミニ展
平成 24 年 10 月 23 日（火）
『お札の美の背景 - 森本茂雄コレクションから -』
～ 11 月 11 日（日）
第 2 回特別展
『お札の不思議な模様

彩紋の世界』

平成 24 年 12 月 26 日（火）
25 年 3 月 3 日（日）

場所
お札と切手の博物館
２階展示室
お札と切手の博物館
２階展示室
お札と切手の博物館
２階展示室
お札と切手の博物館
２階展示室

来場者数
1,118
5,555
1,183
3,611
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環境報告書の作成
国立印刷局では、環境に関する活動を広く国民にご理解
していただくために、平成18年度より
「環境報告書」
を作成
し公表しています。また、国立印刷局ホームページにおい
ても、環境報告書を始めとした環境に関する情報開示を積
極的に行っています。
▶国立印刷局の環境への取組
http://www.npb.go.jp/ja/guide/kankyo/index.html

工場見学
一般工場観覧
（以下、
「工場見学」
という。）
については、小

環境報告書2012

田原工場と彦根工場において実施しています。
工場見学の概要は、次のとおりとなっています。

小田原工場見学

小田原工場では、展示室の改修及び印刷棟観覧室を設

置し、平成23年10月から工場見学を再開しました。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、間近でお札
が印刷される様子を見学することができます。

小田原工場

実際のお札の製造現場を見学し、
また展示品や映像、体
験装置等により、国立印刷局の銀行券製造に対する理解を
深めていただけると思います。

展示室内部の様子

～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六丁目２番１号
TEL:０４６５-４９-８２２５ FAX:０４６５-４９-８２２５

問い合わせ受付時間： ９
：
００～１６
：
００
工場見学可能日： 週２回
（火曜日、木曜日）
、それぞれ午前９時30分からと午後２時30分からをお選びいただけます。
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彦根工場見学

彦根工場の見学コースでは、
オリエンテーション、広報映

見学者は、近隣住民をはじめ近隣県
（愛知、大阪、兵庫

像視聴、製造現場見学、資料展示室見学により銀行券製造

等）
からの来場も多く、学校関係の社会科見学を受け入

や偽造防止技術の知識を得ることができる内容となって

れるなど、地域社会へ貢献できるよう努力しています。

います。

彦根工場

展示室内部の様子

～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番１号
TEL:0７４９-２７-６００４ FAX:０７４９-２７-６０７５

問い合わせ受付時間： ８
：
３０～１６
：
３０
工場見学可能日： 週２回
（火曜日、木曜日）
、それぞれ午前10時00分からと午後１時30分からをお選びいただけます。

パンフレットの作成・活用
お札の製造工程、偽造防止技術及び歴史などをマンガ
や写真を使ってやさしく説明したパンフレットを作成して、

地方公共団体の図書館や希望される皆様に配布を行い、
概ね好評を得ております。
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各種イベントへの参加
第23回東京国際コイン・コンヴェンションに出展

「東京国際コイン・コンヴェンション」
は、各国の造幣機関

及び国内外の貨幣商による展示
（販売を含む）
が行われる
イベントです。
国立印刷局は、お札と切手の博物館収蔵品等による新
旧の日本紙幣の偽造防止技術の紹介・凹版印刷体験コー
ナーを設けて、国立印刷局事業を内外へ紹介する場として
参加・後援しました。

四国中央紙まつりへの参加

「四国中央紙まつり」
は、紙加工品出荷額日本一で、古く

から紙の生産地と知られている四国中央市で毎年開催
（第

四国中央紙まつりの様子

35回）
されているイベントです。
国立印刷局は、偽造防止技術等の紹介を行いました。

お金と切手の展覧会

鹿児島展の開催

「お金と切手の展覧会」
は、国立印刷局、造幣局、印刷朝

陽会の共催により、
国立印刷局及び造幣局の事業内容を広
く紹介するイベントで、平成24年度は鹿児島市で開催され
ました。
国立印刷局は、日本銀行券の製造工程や偽造防止技術
について、解説パネルやCCDカメラなどの体験装置を通じ
て展示・紹介しました。
内容
第 23 回
東京国際コイン・コンヴェンション

期間
平成 24 年 5 月 3 日～ 5 日

お金と切手の展覧会

鹿児島展の様子

場所

来場者数

ロイヤルパークホテル（３階ロイヤルホール）

10,200

第 35 回四国中央紙まつり

四国中央市川之江町 栄町商店街
平成 24 年 7 月 28 日～ 29 日
「ハッピー洋装店」

お金と切手の展覧会

平成 24 年 8 月 1 日～ 7 日

鹿児島展

山形屋 2 号館 6 階 山形屋文化ホール

650
7,338

パネルの貸出
お札の偽造防止技術や博物館の調査・研究活動等をみ
なさまに知っていただいたり、小・中学校の総合学習や社
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社会教育施設の生涯学習・企画展等にご活用いただくため
に、展示パネルの貸出しを行っています。

各機関における取組
ペットボトルキャップ回収
構内にペットボトルキャップの回収ボックスを設置し
て分別回収を行っている機関が増えています。回収した
キャップは、ボランティア団体や市民団体に引き渡すこと

ペットボトルキャップの回収風景
（虎の門工場）

環境美化運動
Ｉ
ＳＯ１４００１を認証取得している滝野川工場、小田原工

で、
「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、建
築用機材としてもリサイクルされています。

回収されたペットボトルキャップ
（岡山工場）

ます。を活用して構外環境美化活動に取り組んでいます。

場、静岡工場、彦根工場及び岡山工場においては、隣接す

そのほかの機関においても、工場周辺の道路や歩道等の

る地域住民などとのコミュニケーションをより深めるため

清掃を定期的に行い、地域の美化に貢献しています。

に、昼休み等を活用して構外環境美化活動に取り組んでい

滝野川工場周辺の清掃活動風景

研修センター周辺の清掃活動風景
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環境ニュースの発行
職員の環境意識の高揚、
コミュニケーションの活性化の
ために、各機関で
「環境ニュース」
を発行しています。平成



24年度は節電の呼び掛け、廃棄物処理の注意喚起、外部
審査及び内部環境監査等の記事を掲載しました。

平成  年  月５日
1R
小 田 原 工 場
運 営 企 画 室 発 行
はっこう発行

ODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARA



平成  年  月  日～ 日、 日～ 日、計  日間で内部環境監査が行われました。
監査結果は
①決められたとおり実施されていなかった不適合…１件
②改善が必要な改善推奨… 件
③小さな指摘としての口頭指導…５件
④決められたこと以上に良いことを実施していた推奨事項…４件
以上、是正すべき事項の総件数は  件でした。なお、今回の指摘事項については、是正が長
期に及ぶものはなく  件すべて是正が終了しています。
内部監査員の皆さん、また、監査を受けられた各課（室）の皆さん、ご協力ありがとうござ
いました！

外部審査機関により、ＩＳＯ１４００１規格の維持審査が以下のとおり実施されます。
平成２４年９月 ８日


12．４４
１ 審査目的  環境マネジメントシステムが確立され、審査規格の要求事項に従って実行されており、



小田原工場運営企画室発行

組織の方針・目標を達成する能力を有することを確認します。

２ 実 施 日  平成  年  月  日（月）～ 月  日（火）
ODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARAODAWARA

３ 審査機関  ＳＧＳジャパン株式会社（審査員２名）
             
 ４ そ の 他  詳細日程については、環境保全推進責任者に確認してください。

平成  年３月  日
1R
小 田 原 工 場
運 営 企 画 室 発 行
はっこう発行

  

内部環境監査を実施します！

環境月間は、環境基本法で定めている「環境の日（6 月 5 日）
」を中心に 1 か月間、環境省が主体とな

※ 参考として、昨年度（平成  年度）の最高責任者による見直し（「水質異常に繋がる物質の混入を防
止する。」「水質異常が認められた場合には異常水を排出しない。」）のうち工場全体に係る対応について
       今年度の外部機関は維持審査となりますことから、本監査におきましては 23 年度～24
お知らせしますので、今年度の維持審査を控えて、再度確認をお願いします。
年度の運用状況を中心に監査することとなります。
,62 の維持審査は、平成  年  月  日、 日に、外部認定機関（ＳＧＳジャパン
       なお、監査日程については下表のとおりです。皆様のご協力をよろしくお願いします。
株式会社）の審査員（羽島主任審査員、田坂主任審査員）２名により実施されました。
最高責任者による見直しとは…？
      （日程の実施時間の赤字箇所は、当初の予定から変更になりました。
）
審査の結果、不適合事項はありませんでした。良好な取組等として評価、特筆すべき「肯
工場の環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の適切性・妥当性・有効性を確実にするために、
定的な観察事項」が４件、改善・工夫の余地があるとされた「改善の機会」が６件報告され
工場長が、内部環境監査結果等から、ＥＭＳの見直しを実施するものです。
日   程
ました。また、ＥＭＳは規格に適合し、方針・目標を達成する能力を有し、効果的に運用さ
日 付
 月９日（火）
 月  日（月）
 月  日（火）
 月  日（水）
れていると、結論付けられました。おかげさまで、平成  年  月  日に、正式に登録の継
続が決定されました。
環境管理責任者
監査対象
運営企画室
安全衛生Ｇ ～最高責任者による見直し、工場全体に係る対応について～
総務Ｇ
審査に際しましては、環境保全推進責任者及び環境保全推進員並びに職員の皆さんにご協
・事務局
ｐＨ異常は建築工事におけるコンクリート打設以外にも、作業に伴って薬品等が排水系統に流入するこ
力頂きまして、審査を円滑に進めることができました。ありがとうございました。
実施時間
～
～
～ とによっても発生する場合があります。作業で危険物等を日常的に取り扱う部門以外の部門でも、生産設
～
監査副リーダー ： 對馬総務部次長  チーム員 ： 村山 備の清掃作業で洗浄液を用いる場合や測定機器の校正作業で薬品等を用いる場合（非定常作業時）には、
 茂
監査員
チームリーダー ： 田中 孝幸    チーム員 ： 乙部 茂明
↓以下は、 月  日のクロージングミーティングでの審査報告書の抜粋になります↓
洗浄液や薬品が一般排水に流入すると、工場排水のｐＨ異常を引き起こす可能性があることを念頭に置き、
チーム副リーダー： 飯島 俊行
＜肯定的な観察事項＞
清掃排水等の取り扱いに十分に注意し、適切に処理していただくようお願いします。
文書確認場所
第３西会議室
・ 昨年の目標値未達に伴う処置の一環で、廃棄物の削減を果たすべく“紙料回収装置”や“デカンタ”
を新規導入しておられましたことは、特筆に値します。
・ 昨年発生した雨水排水枡での pH 異常に対し、事実を厳しく受け止め、中和処理装置を導入し、根源
日 付
 月９日（火）
 月  日（水）
 月  日（金）
的な再発防止を講じておられたことは、特筆に値します。
生産管理Ｇ
監査対象
職員Ｇ
設備管理Ｇ（印） 
設備管理Ｇ（製）
・ 「平成 23 年度最高責任者による見直し」に対して「平成 24 年度法令遵守実施事項」の徹底を図って
品質管理Ｇ
おられましたことは、特筆に値します。例えば、環境関係では水質汚濁防止法、廃掃法等の勉強会を行
実施時間
～
～
～
～
っておられました。
監査副リーダー ： 高木印刷部長  チーム員 ： 宇佐美次子
・ 目的・目標プログラムの評価シートにおいて、
「手順書の遵守状況の評価」は全て「○」でした。運用
監査員
チームリーダー ： 柏木 均秋   チーム員 ： 早野 義裕
管理が定着しておられることは高く評価できます。今後の環境マネジメントシステムの発展のために、
チーム副リーダー： 武井 将博
「手順書そのものに見直しの余地がないか」という視点で改善活動を実施されることが期待されます。
文書確認場所
第３西会議室
設備管理Ｇ会議室
日 付
監査対象
実施時間
監査員
文書確認場所
日 付
監査対象
実施時間
監査員
文書確認場所

 月  日（水）
 月  日（金）
 月  日（月）
製 材料課
仕上課
会計Ｇ
製紙課
～
～
～
～
監査副リーダー ： 井上検査部長   チーム員 ： 椎野 正孝
チームリーダー ： 高橋  晋    チーム員 ： 伊藤 恵美
チーム副リーダー： 奥津 章泰
第 ， 会議室
 月  日（木）

第３西会議室
 月  日（月）

検査第２課

（印）材料課

～

～

平成 24 年 10 月 10 日
№133
滝 野 川 工 場
運営企画室発行

平成 24 年 6 月 1 日
№131
滝野川工場
運営企画室発行
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＜改善の機会＞(一部抜粋)
・ 今年度の廃棄物の削減目標値が見直されておりましたが、目標値の変更に係わる教育状況が記録等に
より確認できませんでした。但し、内部コミュニケーション（部内ミーティング）で対応されたとのこ
とで、廃棄物発生に係わる削減成果が現れておりました。
・ 環境目的・目標プログラムにおいて、“手順書の継続実施”以外のテーマに関し、達成手段とスケジュ
ールを明確にすることに検討の余地があります。

って実施されます。この間、国、地方公共団体、企業、民間団体および国民の参加と協力のもと、環境
保全に向けた各種行事が全国的に実施されます。

日に放送した環境月間の趣旨放送の内容を掲載しましたので、併せてご確認をお願いします。

印刷第１課

印刷第２課

～

～

検査第１課
検査第３課

目

１ 環境月間の
趣旨徹底
２ 環境保全活
動の推進

内

容

実施日

～

監査副リーダー ： 小林製紙部長   チーム員 ： 廣石 洋一
チームリーダー ： 寺村 宏和    チーム員 ： 齋藤 智久
チーム副リーダー： 渡邉 健三    チーム員 ： 杉山 康男

裏面に続く。

第６会議室

実施部門等

(1)趣旨放送
(2)ポスター、たて看板等の掲示
(3)環境ニュースの発行
(1)PCB 保管状況の点検

5 月31 日(木)
6 月1 日(金)
6 月5 日(水)

運営企画室ＧＬ
運営企画室
〃
運営企画室

(2)不用・廃棄化学物質等の調査
不用・廃棄する化学物質等の調査
(3)構内騒音測定（囲障周り）

6 月8 日(金)
締め切り
6 月12 日(火)

化学物質等を保管する部
門
運営企画室

(4)環境保全施設の見学
第６・９号排水処理設備、風乾床設備、汚泥脱水機、減圧濃縮
設備、濃縮乾燥設備、廃棄物集積所、ｐＨ計（第１・第２放流
枡）
(5)産業廃棄物処分場の現地確認
確認場所：三栄管理興業株式会社
汚泥、廃油の中間処理場
（排水処理汚泥の中間処理場）
埼玉県北本市宮内5 丁目414
廃棄物の処分状況確認
(6)構内外注業者点検

6 月13 日(水)・ 対 象：環境推進員
（２班編成）
6 月14 日(木)

(昼・夜)

３ 環境保全意
識の向上

(7)環境関連トラブルの再発防止対策の履行状況等確認
過去に発生した環境関連トラブルの再発防止対策の履行状況
等の確認
(1)環境講演会(大会議室)
テーマ：
「省エネ・廃棄物削減の取り組みについて」

(2)チャレンジ２５キャンペーン
「チャレンジ２５宣言」への登録（任意）
(3)環境に関する改善提案の推進


毎月、構外清掃美化運動にご協力頂きありがとうございます。平成 24 年度、
２月までの延べ参加人数（実績）は 943 人となりました。来年度も継続して活
動を行っていくので、引き続きご協力よろしくお願いします。

この維持審査は『ISO14001 要求事項との適合性、ＥＭＳ登録維持の基本条件の順守及び継続的改善の
実施状況やその有効性』について確認するものです。
そこで、この関係者は、維持審査に備えて、自部門の環境目標の進捗や環境保全活動状況等を確認す
るとともに、平成 23 年度の総括・エネルギー使用量実績及び平成 24 年度の改善施策等が記載されてい

項

(14:05～14:55)

説明者：運営企画室員
準備係員

6 月15 日（金） 運営企画室
（14：30～）

6 月19 日(火)～ 運営企画室
6 月22 日(金)
6 月25 日(月) 対象部門

る「見直し記録」を改めて確認して下さい。
[スケジュール]
１日目：１０月２３日（火）
は りう

針生

やす ひろ

康寛

審査員：第１会議室

なかじま

中島

ひ でお

英夫

審査員：第２会議室

９：００～９：２０ 初回会議：大会議室
９：２０～９：５０ 環境施設見学（事務局対応） 第６・９号排水処理設備、減圧濃縮装置
９：５０～１０：３０ 工場長インタビュー：工場長室 （事務局同席）
4.1 一般実施事項、4.2 環境方針、4.4.1 資源、役割、責任及び権限、
4.6 マネジメントレビュー
１０：３０～１２：００ 事務局
１０：３０～１２：００ 材料部
登録書の使用状況等の確認、前回審査以降の変更 総括環境管理者、環境管理者、環境推進員
点確認、前回指摘事項確認
職員インタビュー
１２：００～１３：００ 昼休憩
１３：００～１６：００ 運営企画室、事務局
１３：００～１４：３０ 生産管理部
全体のプロセス、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、
総括環境管理者、環境管理者、環境推進員
職員インタビュー
職員インタビュー
１４：３０～１６：００ 総務部
総括環境管理者、環境管理者、環境推進員
職員インタビュー
１６：００～１６：３０ 本日の審査結果まとめ
１６：３０～１７：００ 日毎会議：第１会議室（事務局対応）
２日目：１０月２４日（水）

6 月4 日(月)
(14:05～15:00)

第 ， 会議室
 月  日（火）

ISO14001 第 3-1 回維持審査（審査機関：ＡＳＲ株式会社）を 10 月 23 日（火）
、24 日（水）に実施し
ますので、そのスケジュールについてお知らせします。

滝野川工場におきましても、全職員の参加と協力の下に、環境保全に係る活動の推進及び環境意識の向上を図る
ための行事を以下の日程表のとおり実施しますので、積極的な参加をよろしくお願いします。また、５月３１

工場長
総括環境管理責任者
総括環境管理者
環境管理者、環境推進員

(4)職場・家庭での環境保全活動の実施

6 月1 日(金)～
6 月22 日(金)
6 月1 日(金)～
6 月29 日(金)
各自で実施

全職員対象
（未登録者）
全職員対象

(5)クールビズ運動への参加
（ノーネクタイ・ノー上着の実施）
(6)地域美化運動（工場外周清掃）
（雨天の場合は6 月13 日（水）に順延）

5 月1 日(火)～ 全職員対応
10 月31 日(水)
運営企画室及び材料部ボラ
6 月8 日(金)
(12:20～12:50)
ンティア

各職場・家庭

は りう

針生

やす ひろ

康寛

審査員：第１会議室

なかじま

中島

ひ でお

英夫

審査員：第２会議室

９：００～１０：３０ 印刷部
総括環境管理者、環境管理者、環境推進員

９：００～１０：３０ 検査部
総括環境管理者、環境管理者、環境推進員
職員インタビュー
職員インタビュー
１０：３０～１２：００ 証券部
１０：３０～１２：００ 製品設計Ｇ
総括環境管理者、環境管理者、環境推進員
総括環境管理者、環境管理者、環境推進員
職員インタビュー
職員インタビュー
１２：００～１３：００ 昼休憩
１３：００～１４：３０ 本日の審査結果まとめ
１４：００～１４：３０ 指摘事項及び最終内容確認（事務局対応）
１４：３０～１５：１５ 終了会議：大会議室

注）スケジュールは都合により変更の場合がある。

以上

環境ニュース
（小田原工場）

壁面緑化活動

静岡工場、岡山工場及び研修センターにおいては、CO2

ガオなどのつる性植物を育てることで、省エネに役立ち、

2
削減と夏の節電対策として環境省が推進する
『グリーン

ひいてはCO2 削減にもつながる取組として、今後も継続し

カーテンプロジェクト』
に参加しています。ゴーヤやアサ

て取り組んでいきます。

ゴーヤによる緑のカーテン
（研修センター）
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環境ニュース
（滝野川工場）

ゴーヤによる緑のカーテン
（岡山工場）

ガイドライン対照表・編集後記
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
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
（２）対象範囲の捕捉率と対象期間の差異
（３）報告方針
（４）公表媒体の方針等
２．経営責任者の緒言
３．環境報告の概要
（１）環境配慮経営等の概要
（２）ＫＰＩの時系列一覧
（３）個別の環境課題に関する対応総括
４．マテリアルバランス
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
（２）重要な課題、ビジョン及び事業戦略等
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
（２）環境リスクマネジメント体制
（３）環境に関する規制等の遵守状況
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
（２）環境に関する社会貢献活動等
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
（２）グリーン購入・調達
（３）環境負荷低減に資する製品・サービス等
（４）環境関連の新技術・研究開発
（５）環境に配慮した輸送
（６）環境に配慮した資源・不動産開発／投資等
（７）環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル
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
（２）総物質投入量及びその低減対策
（３）水資源投入量及びその低減対策
２．資源等の循環的利用の状況
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
（２）温室効果ガスの排出量及びその低減対策
（３）総排水量及びその低減対策
（４）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
（５）化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
（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
（７）有害物質等の漏出量及びその防止対策
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
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
（２）社会における経済的側面の状況
２．環境配慮経営の社会的側面に関する状況
その他の記載事項等
１．後発事象等
（１）後発事象
（２）臨時的事象
２．環境情報の第三者審査等

本報告書における対象項目

掲載ページ

編集方針
編集方針
編集方針
編集方針、環境報告書の作成
トップメッセージ

1
1
1
1、37
2

事業概要、お札ができるまで
財務状況、達成度一覧
特集 1、特集 2
事業活動と物質収支（マテリアルバランス）

3 ～ 10
4、15、16
11 ～ 14
25

環境方針
お札ができるまで、特集 1

3
7 ～ 12

環境マネジメントシステムの構築と運用
環境法規制遵守
環境法規制遵守

17、18
19
19 ～ 22

環境法規制遵守、コミュニケーションと情報発信
各機関における取組

21 ～ 24、35 ～ 39
40、41

特集 1、特集 2
環境物品等の調達の推進
環境配慮した設備の検討
製品への環境配慮と研究開発
記載なし
達成度一覧
特集 2

11 ～ 14
31
30
30
15、16
13、14

資源・エネルギー使用量の抑制
資源・エネルギー使用量の抑制
省資源化対策
特集 2

25 ～ 29
25
28
13、14

財務状況
温室効果ガス排出量削減
省資源化対策
壁面緑化活動
化学物質の適正管理
特集 2、廃棄物の削減
環境法規制の遵守
記載なし

4
27
28
41
21、22
13、14、29
19 ～ 22
-

環境会計
環境保全の歩み
各機関における取組

32
34
40、41

記載なし
記載なし
記載なし

-

編集後記
国立印刷局の環境保全活動を報告する環境報告書の公

企業である国立印刷局は、公的な事業体として継続して行く

表は今回で８回目となります。平成24年度までの第二期中

うえで、環境対策の強化を図り、環境と調和のとれた事業活

期目標期間に実施した地球温暖化対策の成果、環境負荷低

動を行うことが必要不可欠であると考えています。今後も公

減の取組の実績を中心に報告するとともに、今後の取組の

的事業体としての社会的責任を果たすために継続的な環境

方向性について掲載しました。資源を消費して事業活動を行う

保全の取組について環境報告書として公表してまいります。
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