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2014 National Printing Bureau Environmental Report 

■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」）を発
行しており、今回で 9回目の発行となります。
　また、公式ホームページにおいて環境報告書の電子版の掲載のほ
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。
　国立印刷局環境方針に掲げる基本理念には、「環境と調和のとれ
た事業活動を行う」ことを定めており、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抑制による温室効果ガス排出量の削減など
の環境負荷低減、環境負荷を配慮した製品設計・製造、環境物品等
の調達の推進及び環境保全に関する啓蒙活動の推進に取り組んでい
ます。
　平成 25年度は、第三期中期目標期間（平成 25年度～平成 29年
度）の初年度にあたり、前中期目標期間で十分に対応が取れなかっ
た事象についても、課題を再設定するなど新たな目標を定めて取り
組みました。また、特集として静岡工場における「生物多様性の取組」
について報告します。その他の内容についてもきめ細やかに解り易
く掲載するように心がけました。今後と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（2012年版）」及び「環
境会計ガイドライン（2005年版）」を参考にしています。

■参考にしたガイドライン

●環境省「環境配慮促進法」
　http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/law.html
●環境省「環境報告書ガイドライン（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

■報告対象期間：平成25年 4月 1日～平成 26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、
研修センター
※ 虎の門工場の印刷機能は滝野川工場敷地内へ移転
し、平成 26年 4月より滝野川工場は東京工場と
なりました。

■公表：平成 26年 6月
■次回公表予定：平成 27年 6月

■お問い合せ先：
　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
　ホームページアドレス：http://www.npb.go.jp/
　電子メール：kankyou@npb.go.jp
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　独立行政法人国立印刷局は、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などによる公共的な情報提供

などの事業活動を行っています。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。

　今回特集は、国立印刷局として初めての試みとなる、静岡工

場敷地内の平心池における生物多様性の取組を取り上げます。

国立印刷局全体の環境保全の取組として今後の発展が期待さ

れるところです。さらに、第三期中期目標期間における環境目

的及び目標について取り上げます。

　前中期目標期間における温室効果ガス排出量の平均値は、基

準年比で14.7%の削減を達成しております。第三期の終了時

点では20%以上の削減を達成することを目標とし、引き続き

資源・エネルギー使用量を抑制するために、工場ボイラーのガ

ス化、老朽化した照明・空気調和設備の改修、太陽光発電設備の

導入といった環境に配慮した設備投資を積極的に進め、環境マ

ネジメントシステムの継続的な改善を進めることや環境リス

クを回避するための取組にも目を配りつつ、環境と調和のとれ

た事業活動を推進するとともに、環境負荷を配慮した製造に努

めます。

　一方、国においては京都議定書以降の温室効果ガス削減対策

や東日本大震災以降のエネルギー政策の方向性を示すエネル

ギー基本計画が4月に閣議決定され、自主的に策定した削減目

標を設定するとともに、低炭素社会実現へと導く技術や取組

など二酸化炭素排出の少ないライフスタイルを提案した「Fun 

to Share」を始めとする新たな取組が進められています。

　国立印刷局は、今後とも環境保全に関する取組を推進し社会

的責任を果たしていくとともに、国が進める低炭素社会実現へ

向けた取組にも積極的に参加し、皆様とのコミュニケーション

を大切にしたいと考えております。本報告書をご覧になり各方

面からの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

トップメッセージ
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環境方針環境方針

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。
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事業概要事業概要

社 　 名 ：
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）
148,542百万円
  66,296百万円
    8,096百万円
4,132名（平成26年3月31日現在）
〒１０５－８４４５　東京都港区虎ノ門二丁目2番4号
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、
研修センター

概　要

財務状況

　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。

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

【東京都北区】

●経常利益

●職員数●売上高

●当期純利益
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事業概要事業概要

■ 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

　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
時の業務は紙幣の発行、交換、国立銀行（民間銀行）の許可・
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号の紙幣（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1日独
立行政法人国立印刷局となり、現在に至っています。

経営理念

沿革

■組織の変遷
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
15年

（2003年）

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

  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

  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

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
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諸証券類
製造部門

情報製品
製造部門

研究部門

■ 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
　法律、政令、条約等の公布及び法令の規定に基づく各種公
告の掲載紙としての役割を果たしている官報の編集・印刷
のほか、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。

　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。

主な事業

・銀行券

・印紙
・旅券
・郵便切手

・官報
・予算書、決算書

・研究開発

銀行券
製造部門
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お札ができるまで

❷ 離解（りかい）

❶ 蒸煮（じょうしゃ）

❸ 精選（せいせん）

❹ 叩解（こうかい）

　みつまたを蒸して、加工しやす
くします。

　紙の材料を用途に応じ
て解きほぐします。

　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。

　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。

①臭気の発生

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）で処理します
② スラッジ濃縮槽、脱水機（デカンタ）で処理
します

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①臭気除去設備で処理します

製紙工程
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沈殿槽（クラリファイヤー）

紙料回収装置

処理設備

❺ 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。

❻ 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作り、すかしなど
を入れて乾燥し、艶をつけて巻き取ります。

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）で処理します
②スラッジ濃縮槽、脱水機（デカンタ）で処理します
③シャワー回収槽で処理します
④紙料回収装置で処理します

①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
②処分時は、処理業者においてリサイクルを行っています
③シャワー水を循環させ再利用しています
④繊維分を回収し、有価物として売り払っています

❼ 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

印
刷
工
程
へ
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11 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、処理業者により産廃処理されます
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されます
③ドラム缶回収し、処理業者により産廃処理されます
② 洗濯水、界面活性剤液製造用水として再利用できる
ように処理します
④トイレットペーパーとしてリサイクルしています

お札ができるまで

❾ 原版（げんぱん）

❽ 原図（げんず）
10 製版（せいはん）

印刷工程

　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。

　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。

　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

インキ製造
　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
　よる産廃処理します
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12 貼付（ちょうふ）

13 記番号印刷（きばんごういんさつ）

15 検査・仕上（けんさ・しあげ）

16 封包（ふうほう）

14 断裁（だんさい）　偽造防止技術の１つであるホログ
ラムを貼り付けます。

①廃棄プラスチック

①処理業者により産廃処理し、処理
　 業者によりリサイクル（ＲＰＦ化）さ
れています

　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洗浄液用拭取りウエス

①ドラム缶回収し、処理業者により産廃
　処理されます

　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
　投入します

①原材料としてリサイクルしています（製紙工程へ戻す）

　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。

　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。
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opics
（生物多様性への取組）

　静岡工場には、敷地内に野鳥などが集う「平
へいしんいけ

心池」という
池があります。
　この池は、終戦直後に戦時中から学徒動員で当工場に来
ていた清水商船学校の生徒の勤労奉仕で、防火用兼憩いの
場として作られた池です。

～ 静岡工場 ～

ハイビャクシン

ハイビャクシン

ハイビャクシン

ハイビャクシン
ネズミモチ

モチ

イタヤカエデ

ヤマモミジ

ユズリハ

ユズリハ

モッコク

枝垂桜
（シダレザクラ）

枝垂桜
（シダレザクラ）

枝垂柳
（シダレヤナギ）

枝垂柳
（シダレヤナギ）

八重桜
（ヤエザクラ）

山茶花
（サザンカ）

山茶花
（サザンカ）

山茶花
（サザンカ）サツキ

オトメツバキ

オトメツバキ

柘植
（ツゲ）

黒松
（クロマツ）

松
（マツ）

松
（マツ）

黒松
（クロマツ）

貝塚伊吹
（カイヅカイブキ）

平心池の樹木平平平平平平心心平平平平心平平平平平平平平平平平平平平平平心心心平平平
へい

心心心心池池心心心心池池池心心心池池池心心心心心心心心心心心心心心心心平平平心心心心心平心心心心平心心心
しん

池池池池池池池のの池池池池池池池池池池池池の池池池池の池池池池池池池池池池池池池池池池の池池池池池の池池池池ののの池の池池池池の心心池池心池池池池池池心心池池池心心池池心池池心池池
いけ

貝塚伊吹
（カイヅカイブキ）

貝塚伊吹
（カイヅカイブキ）

食　堂

花梨
（カリン）

藤
（フジ）

藤棚

シュロ

アオキ

ナギ

サツキ

サカキ

マサキ

コウヨウザン

サツキ

サツキ

梅
（ウメ）

睡蓮
（スイレン）

小鷺（コサギ）

青鷺（アオサギ）

大鷺（ダイサギ）

翡翠（カワセミ）
軽鴨（カルガモ）の親子

　今では、職員の憩いの場だけではなく、この池に訪れる野
鳥を観察することもできるため、職員に対する生物多様性
に関する意識向上を図る場にもなっています。

平
へいしんいけ

心池の取組についての環境担当者のコメント
　毎年５月、平心池には、母親鴨が10数匹もの小さな子鴨を引き連れて現れます。一団となって池を泳ぐ愛ら
しい姿は、工場職員の話題となります。また、平心池では、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。他にも、池の主である鯉、季節を彩る桜、ツツジ、フジ等の様々な草花…季節の移り変わりや
生物の営みを目や心で感じる大切な場所として、これからも大事に守っていきたいと思います。

（静岡工場　運営企画グループ　服部　克洋）

1
平心池 全景
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opics
（第三期中期目標期間における環境における取組）

行いました。
　しかし、国のエネルギー基本計画は、平成26年4月に閣議
決定されたものの、「政府がその事務及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べき措置について定め
る計画（政府の実行計画）」は、現時点では公表されていない
ため、政府の実行計画が決定した場合には、速やかに削減対
策を含めて環境保全計画の見直しを図るとともに、国立印
刷局としての実行計画を策定することとしています。

　環境基本法に基づき環境省によって定められた第四次環
境基本計画（平成24年4月27日閣議決定）に示された主体
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踏ま
えて、削減努力を継続するものとします。
　また、コピー用紙使用量、水使用量及び廃棄物排出量につ
いては、新たに期間平均による削減目標値を設定すること
により、達成状況をより身近に感じられるように見直しを

●第三期中期目標期間における環境に対する取組内容

■ 第三期中期目標期間における総括表
環境方針 第三期環境保全基本計画 具体的な取組内容

環境マネジメントシステムの
構築・運用

製造事業を営む公的主体として模範となり、また環
境問題に積極的に貢献するため、環境マネジメント
システムの運用・維持に努め、環境保全活動の継続
的な改善を図る。

滝野川工場、小田原工場、静岡工場、彦根工場及び岡山工場におい
ては、引き続きISO14001認証維持に努めるとともに、他機関にお
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。

環境法規制等の遵守

大気・水質・騒音その他の廃棄物等の量及びその状
態については国や地方自治体で定める規制基準を遵
守する。

本局による環境関連法令点検活動を毎年実施し、環境保全施設の状
況など総合的に確認する。

廃棄物の適正な保管・運搬・処理及び処分に努める。
紙リサイクルの推進を図るとともに、資源の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理に当
たっては万全を期す。

PRTR法に基づく指定化学物質の使用量及び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・保守及び管
理を定期的に実施する。

設置から時間が経過した環境保全設備の改修について引き続き調査・
検討し、計画的に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 施設や設備を新たに導入する場合において、環境負荷に配慮すると
ともに、環境保全対策を検討及び実施する。

資源・エネルギー使用量の
抑制

国立印刷局独自の取組により環境負荷の低減を図り、
資源・エネルギー等の抑制に努める。

項目 削減目標

温室効果ガスの排出量※1 20％以上削減

コピー用紙の使用量※2 8％以上削減

水の使用量※2 4％以上削減

廃棄物の量※2 10％以上削減

※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る実績の
平均値

環境に配慮した設備投資を着実に実行していく。
・ボイラー等のガス化
・太陽光発電設備の導入
・高効率設備機器の導入
・多面コピー等の継続利用
・事業規模の見直しに伴う上水の削減
・雨水の再利用
・廃液処理設備の導入
・排水処理設備の改修

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、定められた基本方針に則っ
た契約の推進に努める。 引き続き政府の基本方針に沿った契約を推進する。

環境物品等の調達の推進
調達方針に基づき、調達目標100％達成に努める。 契約部門と連携して調達目標達成に向けた取組を行う。

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。

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 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参加 政府が提案する各種取組に積極的に参加するとともに環境月間の充
実を図る。

2
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環境方針に基づいた取組環境方針に基づいた取組

達成度一覧
環境方針 第三期環境保全基本計画 25年度計画 取組実績 評価 当該

ページ

環境関連法令
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25年11月下旬より、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。

○ 18

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
理を行っており、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。

○ 17、18

省エネ法に基づく現地調査が本局及び
小田原工場で実施された。
関東経済産業局からの報告書によれ
ば、判断基準等に基づき、適正にマネ
ジメントされていることが確認された。

○ 17

廃棄物の適正処理

マニフィストの管理について点検を行
い、作業帳票とマニフィストの突合を
行い、適正に記載及び保存されている
ことを確認した。

○ 18、19

化学物質使用量の把握

第一種化学物質と有機溶剤の
削減に向けた取組を行う。

保管場所及び数量等を把握して適正に
管理するように各工場を指導してきた
が、届出データの集計方法において誤
りが見つかり、届出データの修正や集
計方法の再周知について検討した。

× 19

PCBの保管及び処理状況の確
認

彦根工場において変圧器内のPCB含有
絶縁油を11月に処理し、虎ノ門工場に
保管していたPCB機器類を滝野川工場
へ11月に移設した。

○ 19

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。

○ 18、20

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提言
及び事前確認を実施する。

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。 ○ 26

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 局全体で、13年度比24.7%の削減と

なった。 ○ 23

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 局全体で、前中期目標期間までの実績
平均値比17.1%の削減となった。 ○ 24

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 局全体で、前中期目標期間までの実績
平均値比12.2%の削減となった。 ○ 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%削減する。）

同左 局全体で、前中期目標期間までの実績
平均値比17.0%の削減となった。 ○ 25

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。

エネルギー監視装置の新設
（滝野川工場） 年度内に工事完了 ○ 20、29

排水調整設備の新設
（研究所） 年度内に工事完了 ○ 23、26

界面活性剤廃液処理設備の更
新

年度途中に設計変更が発生したため、
資料を再度整え、投資時期を来年度以
降に見直した。

× 26、29
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環境方針 第三期環境保全基本計画 25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） 年度内に工事完了 ○ 23、29

太陽光発電設備の導入
（滝野川工場） 年度内に工事完了 ○ 23、29

地中熱を利用した空気調和設
備の導入（滝野川工場） 年度内に工事完了 ○ 23、26、

29

高効率な空調や照明設備の導
入（滝野川工場ほか） 年度内に工事完了 ○ 23、29

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・運搬及び処理作業の一部に
おいて実施した。

○ 20

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。 ○ 26

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原材料の調達等に
努めた。 ○ 26

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 局全体で、100％を達成した。 ○ 27

環境保全に関
する啓蒙活動
の推進

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）に掲載する。

時報 7月号においてエネルギー使用実
績、8月号において環境月間の取組に
ついて報告するとともに、その他各機
関における環境保全に関する取組を報
告した。

○ 20

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
義を実施した。
環境法令遵守の点検作業にあわせて、
各機関の副係長を対象に運営管理担当
部長による講話を実施した。

○ 18、28

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。 ○ 28

環境保全に関する取組への積極
的な参加

環境月間、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
極的に参加する。

各機関において、それぞれの趣旨を理
解しつつ当該活動に積極的に参画し
た。
本局において、7月より港区が始めた
取組「みなとエコ宣言」の趣旨に賛同
し、登録事業所として登録した。

○ 20、33

環境報告書の作成及び公表 6月末までにホームページに
て公表する。

6月末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

全局的な環境マネジメントシ
ステムの運用・維持

本局においてコンサルタントによるマ
ネージメントマニュアルの確認作業を
実施した。

○ 15

ISO14001の認証取得の拡大
および維持

各機関の環境マネジメントシステムが
適切に運用されているかを確認するた
め、内部環境監査を実施したが一部機
関において未実施となった。

× 16

11月小田原工場及び10月岡山工場に
おいて更新審査を実施し登録更新と
なった。

○ 15
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環境方針に基づいた取組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

　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推進
体制を構築しています。管理体制は、経営企画部環境担当理
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て、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。

　環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001
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
関において認証取得しています。

　平成25年度においては、小田原工場と岡山工場において
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、いずれの審査も全て合格したところです。
　今後とも、工場職員の環境保全意識の向上については、引
き続きさまざま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、環境保全に
対する努力を続けていきます。

　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、運営企画室に環境保全事
務局を設置して、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。
　これか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）、A（見直し）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。

環境マネジメント推進体制

ISO14001認証取得状況

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
）

環境マネジメント推進体制図

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

更新審査の様子（岡山工場） 審査登録証（小田原工場） 審査登録証（岡山工場）
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　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
が保たれているかの検証や、環境法規制の遵守状況及び緊
急事態手順書等を検証するために、各機関で内部環境監査
員養成研修を修了した印刷局職員を人選して内部監査チー
ムを編成することにより、内部環境監査を実施しています。
　特にISO14001の認証取得機関においては、規格が求め
る要求事項の確認を中心に、環境マネジメントシステムで
規定した計画が手順どおりに運用・維持されているかどう
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
どうかを重点に、文書及び記録の確認について面談等を行
いながら監査を実施しています。

●内部監査チームの活動状況
　王子工場を除き、規則に定められたとおり当該年度内に
内部環境監査を実施したことを確認しました。対象機関の
うち、5機関で合わせて20件の指摘事項があり、主な指摘内
容は、①承認印欄に押印がない、②実施計画に対する評価
の明文化、③環境マネジメントマニュアルの改定及び環境
側面の見直しなどとなっています。指摘を受けた各機関に
おいては、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することが望しい改
善推奨事項は全体で51件あり、これらについても是正措置
を完了しています。

●内部監査責任者からの改善意見
　本局では、環境マネジメントシステムのマニュアル改正を
実施しましたが、内部監査チームから見直し内容についての
指摘事項を数多く受けました。次回の内部環境監査において
指摘事項についての再確認を実施することとしています。
　指摘事項以外にも、各機関において多数の推奨事項の報
告があり、他機関への水平展開も含めた取組内容の共有化
の必要性について意見があり、今後進め方について検討し
ていくこととしています。

●監査後の対応
　本局環境グループでは、各機関の内部環境監査実施計画
に基づいて、確実に内部環境監査が実施できるように助言
等を行っています。しかし王子工場では、実施予定時期と年
度末の繁忙期が輻輳したため、内部環境監査が実施できま
せんでした。環境マネジメントシステムにおいては、継続的
な改善が不可欠となることから各年度の節目において適切
に内部環境監査を行うことが求められています。工場にお
ける環境マネジメントの取組の成果を正しく認識し、その
評価を正当化するためにも監査は重要であるので、次年度
以降において適切に対応するように指導したところです。
　また、指摘事項や改善推奨事項については、集約の過程で
それらの傾向等も把握しながら、今後の維持活動の参考に
なるよう取りまとめ、今後のサポート活動に役立てて行き
たいと考えています。

内部環境監査

機関名 認証取得年度 平成 25年度の
審査状況 実施日 審査

結果
滝野川工場 平成14年度 維持審査 平成25.10/15-16 合格
小田原工場 平成16年度 更新審査 平成25.11/27-29 合格
静 岡 工 場 平成20年度 維持審査 平成26.1/20-21 合格
彦 根 工 場 平成18年度 維持審査 平成25.7/30-31 合格
岡 山 工 場 平成19年度 更新審査 平成25.10/23-24 合格

機関名 実施日 指摘事項 改善推奨事項 推奨事項 是正完了日
本　　　局 平成25.11/6-8 4件 4件 9件 平成26.4/30
研修センター 平成25.11/6 0件 0件 0件

四国みつまた調達所 平成25.9/4 0件 0件 0件
研　究　所 平成26.1/20 6件 2件 0件 平成26.3/28
虎の門工場 平成25.7/4-31 0件 0件 102件
王 子 工 場 未実施 － － － 平成26.7に実施予定
滝野川工場 平成25.7/22-25 0件 3件 1件 平成25.7/30
小田原工場 平成25.9/24-10/11 1件 19件 2件 平成25.11/6
静 岡 工 場 平成25.10/22-23 5件 10件 23件 平成26.4/24
彦 根 工 場 平成25.11/18-22 0件 4件 15件 平成24.4/17
岡 山 工 場 平成25.8/28-29 4件 9件 20件 平成26.3/18

■ ISO認証取得状況

■ 平成25年度内部環境監査の結果について

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

内部環境監査の仕組み
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環境方針に基づいた取組環境方針に基づいた取組

　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。

環境法規制遵守

　環境報告書報告対象期間及び報告対象組織において、環
境関連法令の罰則適用や行政指導等の法令違反に該当する
事案はありませんでしたが、一般排水の自主検査によりノ
ルマルヘキサン抽出物について下水道排出基準値の超過
（本局）や濁度異常（王子工場）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外処理等
を行い、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。
　また、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下、
「省エネ法」）に基づき、特定事業者のエネルギー管理指定工
場及び本社機能を有する事務所を対象に、「工場等における

エネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準（工
場等判断基準）」（経済産業省告示）の遵守状況等についての
現地調査が11月に本局において、10月に小田原工場にお
いて実施されました。
　調査の結果、『省エネ法「判断基準」を良好に遵守されいる
と判断いたしました。現在のエネルギー管理の取組を維持
されるとともに、より一層の省エネルギー推進に傾力され
ることをお願いいたします。』との通知を受けたところであ
り、これまでの取組を高く評価していただいたと理解し、引
き続き各機関において省エネルギー対策の取組を進めてい
きます。

平成25年度の環境関連法規制遵守状況について

　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。

環境関連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

環境法規

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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　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、昨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、改正水質汚濁防止法の一部改正に

伴う除害設備の確認及び設備改修などの必要性などについ
て意見交換を行いました。また、産業廃棄物及び一般廃棄物
の処理手続について、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。
　結果としては、前回の指摘事項修正が概ね滞りなく実施
されており、著しい不備や違反は見当たりませんでした。
　なお点検活動に併せて、経営企画部運営管理担当部長に
よる各機関の副係長を対象とした環境講話を実施しまし
た。

平成25年度法令遵守状況の点検について

点検活動の様子（彦根工場）

点検活動の様子（静岡工場）

点検活動の様子（王子工場）

環境講話（彦根工場）
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●PRTR法への対応について
　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25
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。
　今後とも、環境負荷を減らして
行くという考え方に立ち、より環
境にやさしい物質や材料への代
替えや使用量の削減に努めてい
きます。

　国立印刷局では、法規制を順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。
製造工程で取り扱った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・使用を行うだけではなく、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、万一薬品流出などの事故が発生した場合にも対応できる
体制を整えています。

●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（以下、
「PCB廃棄物」）としては、トランス類、コンデンサー類及び安定器類
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がないよ
うに適正に保管・管理しています。
　今年度においては、彦根工場の保管分について無害化処理できる
運びとなり、7.8tを処理しています。
　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、法で定められた期限までに確実に処理を実施して行きます。

環境方針に基づいた取組環境方針に基づいた取組

　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するとともに、毎
年実施している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。
　今年度については、一般廃棄物の収集・運搬及び処理に関
する業務委託契約について再確認を行い、届出書類に不備
や漏れがないかについて確認を行い、特に著しい不備は見
当たりませんでした。

環境法令一覧表

化学物質の適正管理

PCB廃棄物の処理作業（彦根工場）

（単位：kg）

化学物質の名称 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度

キシレン 1,505※ 1,094※ 679※ 1,251※ 709　

コバルト及びその化合物 829※ 871※ 925※ 920※ 753　

ポリ（オキシエチレン）
＝アルキルエーテル 180,909　 163,023　 173,266※ 168,225※ 172,311　

マンガン及びその化合物 1,001※ 885※ 1,049※ 842※ 842　

無水フタル酸 1,704　 1,998　 1,442　 1,604　 1,542　

（単位：mg-TEQ）

ダイオキシン類 0.780　 0.700　 0.090　 1.05　 0.30　

※ キシレン、コバルト及びその化合物、ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル、マンガン及びその化合物の4
つの化学物質において、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
正手続きに向けて準備を進めています。

■ 第1種指定化学物質の排出量及び移動量
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　職員向け広報紙「時報」を活用して、環境保全に関するさ
まざまな情報を職員に提供することにより啓蒙活動に努め
ています。7月号には年間のエネルギー使用量実績の総括
について、8月号には環境月間の取組について報告を行っ
ています。

　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、環境保全の重要性を認識し行動の契機とするために、さ
まざまな環境に対する取組を行っています。昨年度は、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等を行っています。

　虎の門工場印刷機能の滝野川工場への移転に伴い、新た
な施設である情報製品棟・新証券棟を新築し、昨年10月に
新棟が竣工しました。現在は、新棟への設備の移設や環境整
備作業が行われています。新棟は、エネルギー監視装置を始
めとして太陽光発電設備（40kW）、LED照明設備や地中熱
を利用した省エネ型の空調設備一部導入するなどの最新の
省エネルギー施設を随所に具備することにより、工場全体
の温室効果ガスの削減に大きく貢献する施設として期待が
寄せられています。

　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、環境配慮契約法
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25年度において国立印刷局では、電気の供給、産業
廃棄物の収集運搬及び処理について、合計10件の環境配慮
契約を実施しています。

広報誌の活用

環境月間の実施

工場再編への対応

環境配慮契約に係る対応
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

環境月間（時報）

時報
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環境方針に基づいた取組環境方針に基づいた取組

　国立印刷局の事業活動から生じる環境負荷としては、各
種エネルギー等の利用、印刷用紙やインキなどの資源消費
活動及びそれらから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25年度におけるマテリアルバランスは、下
表のとおりです。

事業活動と物資収支（マテリアルバランス）

Input Output
＜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
コピー用紙使用量

●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

6,376万kWh
588万㎥
70万ℓ

2,344,538Mcal
21㎥

9,245ℓ
50,815ℓ

486万㎥
63.0ｔ

39,193t-CO2
24,101t-CO2
12,387t-CO2
1,892t-CO2
658t-CO2
0.13t-CO2
21t-CO2
133t-CO2

6,262ｔ

16万kWh

●主要製品の原材料
8,821t
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13 年度比

その他

都市ガス

重油

電気

25年度24年度23年度22年度21年度13年度
（基準年）

100％
92.3％ 91.0％ 90.1％

84.9％ 83.6％

■ 総エネルギー使用量の推移

資源・エネルギー使用量の抑制
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　平成25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。

平成25年度エネルギー等使用量実績

環境目的 第三期
環境目標

平成25年度
（実績） 平成25年度の主な取組内容 関連

ページ

温室効果ガス排出量の削減
◆基準値：52,079(t-CO2)

41,663t-CO2
20％削減

39,193t-CO2
24.7％削減

・高効率空調機への改修（各機関）
・高効率なインバーター式照明やLED照明への改修
  （各機関）
・地中熱を利用した空調設備の導入（滝野川工場）
・太陽光発電設備の導入（滝野川工場）

23、29

コピー用紙使用量の削減
◆基準値：76.0(t)

69.9t
8％削減

63.0t
17.1%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
・複写機の利用後の枚数リセット
・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

24

水使用量の削減
◆基準値：553(万㎥)

531万㎥
4％削減

486万㎥
12.2%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

・湿し水濾過装置を利用した水使用量の削減
・蛇口のこまめな閉止

24

廃棄物排出量の削減
◆基準値：7,541(t)

6,787t
10％削減

6,262t
17.0%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

・ペットボトルキャップの分別・リサイクル
・紙料回収装置による製紙汚泥の削減

25

注） 温室効果ガスの排出量の比較基準年は、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、平成13年度実績値を基準値とし
ています。

注）コピー用紙使用量、水使用量及び廃棄物排出量の環境目標値の比較基準年は、平成15年から平成24年までの期間の実績平均値を
基準値としています。

省エネ型空調機室外機（滝野川工場）屋上緑化・採光設備（滝野川工場）
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環境方針に基づいた取組環境方針に基づいた取組

　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。昨年度は、平成24年度実績より更に832（t-CO2）
削減しています。環境目標では、平成13年度比で温室効果
ガス排出量を20%以上削減することを求めており、その
値は41,663（t-CO2）ですので、これと比較しても2,470（t-
CO2）下回っています。従って、基準年と比較しての削減率
は24.7%の削減となり、目標を大きく上回る温室効果ガス
排出量を削減しています。
　各機関においては、ボイラーのガス化（岡・彦）、冷凍機の
更新（小・静）太陽光発電設備の設置（滝・王・小・静・研）、照明
設備や空気調和設備の改修（各機関）などを積極的に実施す
るとともに、夏季電力節電の取組などが大きく貢献するこ

とで大幅な削減が図れています。
　また、滝野川工場では情報製品棟及び新証券棟の建築工
事が進められていましたが、10月に竣工し最新の省エネ設
備を数多く導入しています。
　また、これとは別に虎の門工場、滝野川工場及び王子工場
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
量の更なる削減が求められています。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年度以降は削減
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り組みを強化していき
ます。

温室効果ガス排出量の削減
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都市ガス
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電気

環境目標値 41,663t-CO2
（平成 13年度比 20%削減）

25年度24年度23年度22年度21年度13年度
（基準年）

52,079

43,719 43,331 40,025 39,193
445,574

（t-CO2）
■ 温室効果ガス排出量の推移

太陽光発電設備（小田原工場） 太陽光発電設備（滝野川工場）

排出係数の取り扱いについて：
国や自治体の事務事業から排出される二酸化炭素の量を把握する際に使用する係数は、毎年変動すると個々の事業による取組成果が
反映できないため、地球温暖化対策推進法では、平成12年の全国係数（0.378 kg-CO2/kWh）に固定して算定しています。
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　昨年度は、平成24年度実績より約8万㎥増加しています。
平成15年度から平成24年度までの期間平均値は553万㎥
ですので、これとの比較では、67万㎥（12.2%削減）の水使
用量を削減しています。環境目標では4%以上の使用量の
削減を求めており、その値は531.0万㎥ですので、これと比
較しても約45万㎥下回っています。

　平成25年度においては、岡山工場において銀行券用紙製
造量が増えたことや消費税増税に伴い王子工場の切手製造
設備の稼働率が高かったことにより短期的な水需要が増大
したため、環境目標値は達成しているものの、前年度比較で
は増加するという結果となっています。

　昨年度は、平成24年度実績より更に4.5t削減してい
ます。平成15年度から平成24年度までの期間平均値は、
76.0tですので、これとの比較でも13.0t（17.1%）のコピー
用紙使用量を削減しています。環境目標では8%以上の使
用量の削減を求めており、その値は69.9tですので、これと
比較しても6.9t下回っています。

　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１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が、目標達成に大きく貢
献しています。また、会議文書を印刷せずに電子機器を利用
して閲覧する取組なども、各機関で実施例が着実に増えて
います。

コピー用紙使用量の削減

水使用量の削減

省資源化対策
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■ コピー用紙使用量の推移

■ 水使用量の推移

※基準値：平成15年から平成24年までの期間実績の平均値です。
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　昨年度は、平成24年度実績より更に約1,054t削減して
います。平成15年度から平成24年度までの期間平均値は
7,541tですので、これとの比較でも、1,279t（17.0%）の廃
棄物量を削減しています。環境目標では10%以上の使用量
の削減を求めており、その値は6,787tですので、これと比
較しても約525t下回っています。
　なお、個別要因として、過去にトラブルが発生した小田原
工場の製紙排水設備は、処理能力向上などの設備改修を実

施し、改修実施後は廃棄物排出量削減に大きく貢献してい
ます。
　また、本局において東京病院移譲に伴う廃薬品の処理を
行ったこと、サービスセンターの廃止に伴い所要の資産整
理を行ったこと及び彦根工場においてPCB含有絶縁油の処
理を行ったことにより、短期的に廃棄物量が増加している
部門もあるものの、全体としては大きな削減が図られてい
るのが特徴となっています。

廃棄物の削減
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環境目標値 6,787t
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■ 廃棄物排出量の推移

環境方針に基づいた取組環境方針に基づいた取組

※基準値：平成15年から平成24年までの期間実績の平均値です。

化学のり廃液槽（滝野川工場） 界面活性剤廃液処理タンク（滝野川工場）



26

　虎ノ門二丁目地区再開発事業（平成36年度完了予定）の
実施により、虎の門工場印刷機能が滝野川工場敷地内に移
転することとなり新棟の建設を行っていましたが、平成25
年10月に竣工しました。
　新棟建設にあたっては、建物全体が環境に配慮したやさ
しい建物にすることを基本とし、個々の設備のエネルギー
使用量の把握を目的にエネルギー監視システムを導入して
います。また、全てのフロアにおいて高効率の照明器具や空

　国立印刷局では、生産設備の主力である銀行券用抄紙機、
銀行券印刷機をはじめ、インキや版面を製造する設備、用紙
品質・印刷品質を確認するための装置及び日本銀行へ納入
する仕様に紙幣を整える装置など、銀行券の製造プロセス
には特殊な装置や設備が多数あり、それぞれ多くの電力を
消費しており製造部門においても省エネルギー対策は必須
となっています。
　したがって、各製造プロセスにおいて経常的にエネル
ギー消費量が著しく増加しないような取組を進めている

調設備を採用し、地中熱を利用した空調設備の一部採用及
び太陽光発電設備の導入を行っています。
　研究所においては、所内排水の水質管理体制を確実なも
のとするために、排水調整設備を設置し、所内から排出され
る作業用排水について常時監視する体制が整うこととな
り、排水異常が発生したとしても即座に対応できるように
なっています。

ところであり、平成25年度においても製造工程の省エネ
ルギー化に向けた研究開発や工程改善、作業手順の見直し
及び環境に配慮した原材料の見直しなど、多角的にエネル
ギー消費量の縮減に努めています。
　研究開発においても、インキ乾燥に必要なエネルギー消
費量を低減することができるインキの研究開発や印刷機上
でのインキ乾燥に必要なエネルギーの適正化を図るための
装置開発を進めています。

環境に配慮した設備の検討

製品への環境配慮と研究開発

環境負荷を配慮した製品設計・製造

排水調整設備（研究所） 地中熱を利用した空調設備工事（滝野川工場）
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環境方針に基づいた取組環境方針に基づいた取組

　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（グリーン購入法）が制定されて
います。

　国立印刷局では、平成18年度から環境保全活動の取組に
関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25年度の環境会計
　国立印刷局の平成25年度の環境保全コストは、約21億
円（うち、投資額4億円、費用額17億円）でした。平成25年度

　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、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。

グリーン購入等の推進

環境会計

環境物品等の調達の推進

分類
投資額 費用額

主な取組内容
平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度

1）事業エリア内コスト 221 383 1,580 1,418
①公害防止コスト 22 25 727 749 排水処理設備改修、設備点検清掃
②地球環境保全コスト 145 358 256 289 空調・照明設備改修、太陽光発電設備設置
③資源循環コスト 54 0 597 380 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 0 108 157 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 49 50 ISO14001審査登録費用、環境報告書作成
4）研究開発コスト 0 0 198 67 環境に配慮した諸材料の開発
5）社会活動コスト 0 0 5 5 環境保全団体活動支援
6）環境損傷対応コスト 0 0 2 2 汚染負荷量賦課金

合　　　　　計 221 383 1,942 1,699

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 平成25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］ 916,569,164 
電気［万kWh］ 6,376 
都市ガス［万㎥］ 588 
重油［万ℓ］ 70 
熱供給量［Mcal］ 2,344,538 
LPガス［㎥］ 21 
ガソリン［ℓ］ 9,245 
軽油［ℓ］ 50,815 

主要製品原材料［t］ 8,821

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 平成25年度

【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］ 39,193 
電気［t-CO2］ 24,101.1 
都市ガス［t-CO2］ 12,387.3 
重油［t-CO2］ 1,892.4 
熱供給量［t-CO2］ 657.5 
LPガス［t-CO2］ 0.1 
ガソリン［t-CO2］ 21.4 
軽油［t-CO2］ 133.3 

コピー用紙使用量［t］ 　63.0 

（単位：百万円）

は、エネルギー監視装置の導入、省エネ型の照明設備や空調
設備への更新及び太陽光発電設備の設置により、投資額は
1億5千万円の増となりました。一方、産業廃棄物処理費用
や設備点検費用が減ったことにより、費用額は2億4千万円
減となりました。
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　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ています。それぞれ
の役職別に求められる知識とスキルを修得するための階層
別研修、ものづくりを支える「技能人材」の育成のための技
術系研修、専門的知識を修得するための職種別研修に加え、
特に高度な専門的知識を修得するために長期間（１～２年
程度）国内外の大学や民間企業等へ職員を派遣しています。

・ 若手職員への研修
将来の国立印刷局を担う新規採用職員や採用後間もない職
員（若年層職員）については、特にきめ細やかな教育研修を
実施しています。昨年度も新規採用職員合同研修において
環境保全の取組についての講義を実施しています。

・ 局内教育の充実
　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深く理解するプログラ
ムを用意し局内教育の充実を図っています。
　昨年度は、各機関で実施した環境法規制の遵守状況の点
検作業の期間を利用して、経営企画部運営管理担当部長の
講話を実施することにより、職場に密接に関連する環境に
関する知識についての再確認を実施しています。

・ 内部環境監査員養成研修
　平成25年7月25･26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。講義を通じて環境法全の重要性や内
部環境監査員としての役割など、企業として法令を遵守す
る意義を学び、その知識を各職場にて発揮しています。

・ 人事異動に伴う環境教育
　定期人事異動に伴い、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、人事異動者を対象とした研修を
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き継ぎ
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。これらの研修記録は、職場教育実績としてカウ
ントして管理されています。

●環境関連の有資格者の確保
　環境関連の有資格者数については、各機関の研修部門に
おいて管理しているところですが、有資格取得者の人事異
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人材育成に
努めているところです。

環境教育
環境保全に関する啓発活動の推進

講義風景（研修センター）

講義風景（内部環境監査員養成研修）
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環境方針に基づいた取組環境方針に基づいた取組

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（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
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（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

ワイピング配管漏洩対策（静）
エネルギー監視装置（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

有害物質漏洩対策（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（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（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
東京工場発足
（虎の門工場の印刷機能を滝野川
工場に移転）

環境保全の歩み
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コミュニケーション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の一環と
して、環境報告書の発行やホームページを利用した積極的
な情報発信を行っています。
　また、「お札と切手の博物館」での常設展示や特別展の開
催、工場見学、各種イベントへの参加や報道機関へのプレス
リリース等を通じて、情報の提供に取り組んでいます。

　国立印刷局の業務について、国民の皆様に理解していた
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、展示や体験を通じて総合
的に学ぶことができます。
　一般観覧のほか、小・中学校の団体見学、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います。

● 常設展では、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。
　◆１階展示室
　　①お札のできるまで
　　②切手のできるまで
　　③Ｑ＆Ａコーナー
　　④体験コーナー
　◆２階展示室
　　①お札の移り変わり
　　②世界のめずらしいお札
　　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

お札と切手の博物館

□ご利用案内
　・ 所在地：〒114-0002　東京都北区王子１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

お札と切手の博物館

見学風景

見学風景

見学風景
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コミュニケーションコミュニケーション

　平成25年度は特別展等を3回
開催し、内容を充実させ多くの来
館者に見学していただくことが
できました。

　一般工場観覧（以下「工場見学」）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。（滝野川工場では、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ま
じか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）

特別展の開催

工場見学

内容 期間 場所 来場者数
夏のイベント
　『お札の紙』で紙を知ろう！ 平成 25年 7/9 ～ 9/1

お札と切手の
博物館
２階展示室

4,910 名

秋のミニ展
　『昭和 6年と滝野川工場
　　　～関東大震災からの復興と新時代～』

平成 25年
10/29 ～ 11/17 1,038 名

冬の特別展
　『切手と事件と舞台裏
　　　～こうしてぼくらは生まれた～』

平成 25年 12/17 ～
平成 26年 3/2 3,488 名

■ 平成25年度の開催実績

お札と切手の博物館学芸員　松村 記代子
　お札と切手の博物館には、毎日、老若男女さまざまなお客様がいらっしゃいま
す。それぞれの年齢に応じた説明の仕方を工夫して、興味深く聞いていただける
よう心がけています。また世代差は、展示品をご覧になったときの反応にも表れ
ます。特におもしろいのは、戦後のお札コーナー。「これこれ、このお札使ってたよ」
「昔のお札は大きかったんだね」「こんなの使ったことな～い」。聖徳太子を知らな
い世代にはびっくりです。

見学風景（小田原工場）
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○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、見学来場者には、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）

　お札の偽造防止や博物館の調査研究活動等をみなさまに
知っていただくとともに、小・中学校の総合学習や社会教育
施設の生涯学習・企画展等にご活用いただくために講師の
派遣や展示パネル等の貸出を行っています。

講師の派遣及びパネルの貸出

見学風景（彦根工場）
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コミュニケーションコミュニケーション

　静岡工場では、昨年度設置された太陽光発
電設備を職員により身近なものとして感じ
てもらうために、環境月間に愛称募集を実施
しました。応募総数230件の中から「しずおか
お電ちゃん」が最優秀に選ばれました。同時
に当該設備の見学会を実施するとともに、発
電量などが表示されるモニターを職員食堂
に設置するなどして、環境啓蒙活動にも一役
買っています。

　港区では、環境に配慮したエコな取組を
行っている区内事業者が取組内容を宣言す
ることで、区がそれらの宣言を行った事業所
を、みなとエコ宣言登録事業所として登録す
る取組を行っています。
　本局はこの活動に賛同するとともに、「私
たちは、オフィスの省エネ活動推進に取り組
むことを宣言します。」という宣言を登録す
ることで、港区長から登録証とステッカーが
交付されました。

太陽光発電設備の愛称募集（静岡工場）

みなとエコ宣言事業所登録（本局）

見学会の様子

発電量が分かるモニター画面

　国立印刷局本局では、職員のご協力を得ながらごみの減量とリサイクルの推進に努めてき
ました。これらの成果として、昨年度港区から「ごみ減量優良事業者」として表彰されました。
引き続き、これらの取組を継続して進めていくために、昨年7月から港区が実施している「み
なとエコ宣言」の取組に参加することとしました。日頃行っている活動を宣言にして登録す
ると、ステッカーが貸与されます。エントランスに掲示しているので、確認してみてください。

（経営企画部　環境グループ　貫井義昭）

静岡工場　太陽光発電設備の愛称「しずおか お電ちゃん」
　静岡にちなんだ名前を付けたいと考えを巡らせたところ、お茶でもみかんでも富士山でも
なく、なぜか静岡おでんが思い浮かびました。静岡おでんは、あたたかさや親しみを連想させ
ます。太陽光発電設備「しずおか お電ちゃん」も、あたたかい太陽の光を受けて、末永く職員に
親しまれる存在になればと思っています。

（静岡工場　しぞーかおでんファン）
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　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。昨年度開催・参加したイベントにつ
いては、以下のとおりです。

各種イベントの開催・参加

内容 期間 場所 来場者数

第35回小田原工場 観桜会 平成 25年 3/31
平成 25年 4/6 ～ 7

神奈川県小田原市
国立印刷局 小田原工場 3,594 名

わっしょいカーニバル西大寺2013 平成 25年 4/27 岡山県岡山市　西大寺観音院通り 300名

第24回東京国際コイン・コンヴェンション 平成 25年 5/2 ～ 4 東京都中央区・ロイヤルパークホテル 11,800 名

シンポジウム
『北区の近代産業ルネサンス
－王子製紙・印刷局－』

平成 25年 5/19 東京北区　飛鳥山博物館 80名

第36回四国中央紙まつり 平成25年 7/27～ 28
愛媛県四国中央市・
川之江町栄町商店街
「ハッピー洋装店」

400名

第36回お金と切手の展覧会 平成 25年 8/8 ～ 13 宮城県仙台市　藤崎百貨店 9,946 名

夏休み！にちぎん親子教室
お札の不思議をのぞいてみよう 平成 25年 8/6 ～ 8 静岡県静岡市　日本銀行 静岡支店 123名

歴史講演会
「北区における国立印刷局の紙幣製造事業」 平成 25年 10/12 東京都北区　区立中央図書館 55名

　夏場においてコンクリート建築物内の室温
上昇の問題は、さまざまな角度から対策を検
討していますが、なかなか効果のある対応を
見いだせていないところです。夏季の節電対
策において、室温設定を28度としていること
から、室温上昇の対策は優先順位の高い課題
です。
　そこで、小田原工場では、国連が認定した
カーボンオフセット認証を取得した熱交換塗
料を活用してコンクリート建築物の作業環境
改善に取り組むことを検討し、実際に効果を確認するために
材料棟屋上に塗布を実施しました。この塗料は、塗装面が太陽
光から受ける熱エネルギーを塗料に含まれるエネルギー交換
材料が振動することにより運動エネルギーに変換することで
省エネルギーを実現できるという特徴があります。
　その結果、国連認証済排出削減量660kgを取得したことを
認めるカーボンオフセット証明書の発行を受けるとともに、
日本政府の償却口座に無償譲渡しました。これは、日本国内に
おける温室効果ガス削減にも大きく貢献するものです。

カーボン・オフセット
日常生活や経済活動において避けることができない二酸化炭素等の温
室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力
を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合っ
た温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効
果ガスを埋め合わせるという考え方。イギリスを始めとした欧州、米国、
豪州等での取組が活発であり、日本でも取組が拡がりつつある。

カーボンオフセットの取組

材料棟熱交換塗料施工部分（小田原工場）
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コミュニケーションコミュニケーション

各機関における取組

　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
の分別回収を、印刷局の全ての機関で取り組んでいます。
　回収したキャップは、ボランティア団体や市民団体に引
き渡すことで、世界の子供たちにワクチンを贈る活動に活
用されるとともに、建築機材としてもリサイクルされてい
ます。

　静岡工場、岡山工場及び研修センターにおいては、二酸
化炭素排出量の削減と夏季の節電対策として、環境省が推
進する「グリーンカーテンプロジェクト」に参加しました。
ゴーヤやアサガオなどのつる性植物を育てることで、省エ
ネに役立ち、ひいては二酸化炭素排出量の削減にもつなが
る取組として、今後も継続して取り組んでいきます。

　ISO14001を認証取得している滝野川工場、小田原工場、
静岡工場、彦根工場及び岡山工場においては、近隣する地域
住民などのコミュニケーションをより深めるために、昼休
み等を活用して構外環境美化活動に取り組んでいます。
　その他の機関においても、工場周辺の道路や歩道等の清
掃を定期的に行い、地域の美化に貢献しています。

　職員の環境意識の高揚や環境コミュニケーションの活性
化を図るために、各機関において「環境ニュース」を作成し
ています。昨年度は、クールビズやウォームビズなどの政府
の取組に関する呼びかけ、節電への協力、ゴミの分別につい
ての注意喚起及び外部審査及び内部環境監査等の記事を掲
載することで、環境に関する情報提供に努め、職場での環境
教育の資料としても活用しています。

ペットボトルキャップの回収活動

壁面緑化活動

環境美化活動

環境ニュースの発行

キャップ回収活動（王子工場）

岡山工場 小田原工場 静岡工場

環境美化活動（岡山工場）

キャップ回収活動（本局）

環境美化活動（小田原工場）



36

●コンプライアンスの基本方針
　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、以下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。

●事業活動に関する行動指針
1. 国立印刷局の使命・基本方針を意識する
2. 製品品質の維持向上と数量管理の徹底
3. 説明責任（アカウンタビリティ）
4. 知的財産権の保護
5. 個人情報の保護
6. 安全で健康的な職場環境づくり
7. 地球環境保全への取組・地域社会への配慮等
8. 反社会的勢力に対する姿勢

コンプライアンス

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

■ 国立印刷局リスク管理・コンプライアンス推進体制

社会性報告社会性報告



37 ● ENVIRONMENTAL REPORT

社会性報告社会性報告

職員との関わり

　毎年度職員を採用しており、国家公務員試験からの採用
に加え、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。

　職員の安全衛生管理については、毎年度安全衛生管理計
画を作成し、関係法令の順守をはじめ安全衛生教育の積極
推進や安全活動の活性化、メンタルヘルス対策を含めた心
身両面にわたる健康管理の充実に取り組んでいます。
　安全管理については、労働災害を減少させるため、重大
災害や障害が残る災害を発生させないことはもとより、
2013年度からは、休業4日以上の災害減少目標件数を6件
から3件にするなど取組みを強化しています。具体的には、
法令順守・安全教育・リスクアセスメント・高齢者対策など
を実施しています。ちなみに2013年度は災害発生件数が
過去最低の6件となりました。引き続き労働災害減少に向
け取り組むことにしています。
　健康管理については、各種健康診断を行い、有所見者に対
する保健指導などのフォローアップをきめ細やかに実施す
るとともに、メンタルヘルス対策は、「心の健康づくり計画」
に基づきカウンセラーなどによるセルフケア、ラインケア
に関する助言・指導機会の提供に努めています。また、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）に基づく適切な取扱いに留意するとともに、より有
害性の低い代替物質への切替えを推進しています。

　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。

　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
を策定し、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んで
います。
　取組内容については、ホームページや局内の電子掲示板
にも掲載しており、職員はいつでも閲覧することができま
す。
　また、育児に加え、看護や介護関係の各種休暇等制度につ
いては、制度の浸透を図るためリーフレットを作成し、職員
に配布・説明する等、積極的な取得推進に努めています。

採用 労働安全衛生関係

再任用職員の状況

ワークライフバランス
～仕事と子育ての両立支援～
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ガイドライン対照表・編集後記

ガイドライン対照表

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表は
今回で９回目となります。平成25年度から第三期中期目標
期間に入り、さらなる削減目標を掲げて取組を開始しました。
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
的な事業体として継続して行くうえで、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保全の取組について環境報告書
として公表していきます。

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、14

　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、お札ができるまで 3～10
　（２）ＫＰＩの時系列一覧 財務状況、達成度一覧 4、13、14
　（３）個別の環境課題に関する対応総括 特集1、特集2 11、12

　４．マテリアルバランス 事業活動と物質収支（マテリアルバランス） 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 お札ができるまで、特集2 7～10、12

　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の構築と運用 15、16
　（２）環境リスクマネジメント体制 環境法規制遵守 17
　（３）環境に関する規制等の遵守状況 環境法規制遵守 17～20

　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 環境法規制遵守、コミュニケーションと情報発信 17～20、30～35
　（２）環境に関する社会貢献活動等 各機関における取組 35

　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 12
　（２）グリーン購入・調達 環境物品等の調達の推進、環境配慮契約に係る対応 20、27
　（３）環境負荷低減に資する製品・サービス等 環境配慮した設備の検討 26
　（４）環境関連の新技術・研究開発 製品への環境配慮と研究開発 26
　（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 13、14
　（７）環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル 平成25年度エネルギー等使用量実績 22

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 21～25
　（２）総物質投入量及びその低減対策 資源・エネルギー使用量の抑制 21
　（３）水資源投入量及びその低減対策 省資源化対策 22、24

　２．資源等の循環的利用の状況 特集2、達成度一覧 13、14
　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削減 22、23
　（３）総排水量及びその低減対策 省資源化対策 22、24
　（４）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 壁面緑化活動 35
　（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 19
　（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 25
　（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 17～19

　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 特集1 11
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 27
　（２）社会における経済的側面の状況 環境保全の歩み 29

　２．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 各機関における取組、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 報告対象組織、環境保全の歩み 1、29
　（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 －




