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Social

　国立印刷局は、国民の社会・経済活動において不可欠
な日本銀行券等の製品を製造している法人であること
から、次の方針及び推進体制に基づき、リスク管理及び
コンプライアンスの推進に積極的に取り組んでいます。

基本方針
・ 国立印刷局は、全ての活動の原点を社会的な信頼に置
き、コンプライアンスの確保を経営上の最重要事項
の一つと位置付けて取り組むこととする。

・ 役職員は、自ら率先して国立印刷局におけるコンプラ
イアンスを実践する。

　また、リスク管理・コンプライアンス推進実施計画を
毎年度策定し、リスク管理の方法等の検討・実施、コンプ
ライアンスの推進に関する意識啓発活動や研修の実施、
情報提供、コンプライアンス・マニュアルの活用、職員の
意識調査、内部通報窓口の周知等の取組を行っていま
す。
　なお、事業活動に関する行動指針として「地球環境保
全への取組・地域社会への配慮等」を掲げ、環境基準の遵
守や廃棄物の適正な処理などについて、コンプライアン
ス・マニュアルに関係法令及びミーティング事例ととも
に掲載し、環境保全への意識付けを行っています。

リスク管理
　国立印刷局は、業務に潜在するリスクを評価した上
で、その発現防止又は発現時の被害低減に向けた対策を
策定、実施するとともに、その実施状況をモニタリング
し、必要に応じて是正・改善するなど、的確なリスク管理
を行っています。また、リスク発生時には、リスク情報
の迅速な把握及び報告を行うなど、確実に対応していま
す。

▶▶▶        リスク管理・        ◀◀◀コンプライアンスの推進

リスク・コンプライアンス推進担当者
【室長及び部長が指名する者】

リスク・コンプライアンス責任者
【室長及び部長】

リスク・コンプライアンス・リーダー
（職場リーダー）

【企画官、総括官、広報官、博物館長、ＧＬ等】

各　職　場

リスク・コンプライアンス責任者
【機関長】

リスク・コンプライアンス推進担当者
【総務部長等】

本局（各部）

（リスク・コンプライアンス事務局）
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

各機関

報告 情報伝達・指導

報告 情報伝達・指示

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】

各　職　場
報告 情報伝達・指導

報告 情報伝達・指示

報告 情報伝達・指示

リスク・コンプライアンス事務責任者 【本局リスク総括官】

報告 指示

理　事　長

リスク・コンプライアンス総括責任者 【本局総務部長】

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・コンプライアンス委員会

情報管理
　情報セキュリティに係る脅威の増大及び国立印刷局
の取り扱う偽造防止技術関連情報等の重要性を踏まえ、
情報技術の進歩等に対応した適切な情報セキュリティ
対策の実施に取り組んでいます。具体的には、システム
機器等のセキュリティ強化やシステムの脆弱性検査等
を実施するとともに、職員に対する情報セキュリティ教
育や情報セキュリティ遵守事項の自己点検等に取り組
んでいます。

■国立印刷局リスク管理・コンプライアンス推進体制
　国立印刷局では、毎年度安全衛生管理計画を策定し、
これに基づき労働安全衛生関係法令の遵守はもとより、
安全衛生教育の積極的推進や安全活動の活性化、リスク
アセスメント活動等を通じて、安全かつ安心して働ける
職場環境づくりに取り組んでいます。

労働災害情報の共有
　労働災害等の発生情報は、国立印刷局のイントラネッ
ト（局内Webシステム）に掲載し、全職員が情報を共有
することにより類似災害の未然防止に努めています。ま
た、この情報はKYT（危険予知訓練）などの職場内の安全
活動の資料としても活用しています。

リスクアセスメントの実施
　設計・開発段階、作業及び化学物質についてリスクア
セスメントを実施し、潜在的な危険性や有害性の排除に
取り組んでいます。
　また、職場で使用する化学物質については、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。

衛生管理の取組
　各種健康診断を行い、有所見者に対する保健指導など
フォローアップをきめ細やかに実施しています。また、
長時間労働による健康障害防止のため、時間外・休日労
働時間が1か月当たり45時間を超えた職員に対して産
業医又は保健師による面接指導等を実施し、職員の健康
管理に努めています。

メンタルヘルス対策の実施
　職員の心の健康は、職員とその家族の幸せな生活のた
め、また、国立印刷局の生産性の維持及び働きやすい職
場づくりのために、「国立印刷局における心の健康づく
り計画」を策定するとともに、メンタルヘルス不調によ
り休業した職員が円滑に職場復帰できるよう、「職場復
帰支援プログラム」により適切に対応しています。また、
メンタルヘルス不調の未然防止のため、階層別研修や全
職員を対象としたカウンセラーによるセルフケア面談
を行っています。
　さらに、平成27年12月に施行されたストレスチェッ
ク制度についても、国立印刷局全体で取り組み、メンタ
ルヘルス対策の充実を図っています。

▶▶▶ 労働安全衛生の取組 ◀◀◀

区分 平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

度数率※1
（製造業） 1.05 1.00 0.94 1.06 1.06

度数率
（国立印刷局） 0.23 0.35 0.12 0.50 0.51

強度率※2
（製造業） 0.08 0.10 0.10 0.09 0.06

強度率
（国立印刷局） 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02

※1　度数率： 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による休
業災害件数で災害発生の頻度を表す。

※2　強度率： 1,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数で災
害の重さの程度を表す。
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■労働災害率の推移
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　国立印刷局に求められるニーズに迅速かつ的確に対
応していくため、毎年度、国家公務員試験からの採用に
加えて、職務の特殊性等を踏まえつつ、技能職について
は、大学院、大学、高等専門学校及び高等学校卒業者を対
象とした採用試験を実施しています。
　国立印刷局では、採用活動を通じて、事業の遂行、技
術・技能の伝承に必要な意欲と能力のある人材を採用
し、人材の育成及びその活用を進めるとともに、社会的
要請をも踏まえた人材の採用・登用を進めています。

　政府方針における男女共同参画社会の実現と国立印
刷局の持続的な発展を目指すためには、「女性の力」を最
大限に発揮できるようにすることが重要と考えていま
す。女性職員の活躍を推進するために、女性の職業生活

～「国立印刷局一般事業主行動計画」について～
　国立印刷局では、女性の活躍を計画的かつ着実に推進さ
せながら、仕事と子育ての両立を図り、職員全員が働きやす
い環境づくりに努めています。

■育児休業取得者数及び取得率の推移

▶▶▶ 採　用 ◀◀◀

▶▶▶     女性職員の活躍と     ◀◀◀ワークライフバランスの推進

国立印刷局一般事業主行動計画

≪女性の活躍の推進（平成28年度～平成32年度）≫
目標１　 計画期間において採用者に占める女性の割合

を30％以上とする。
目標２（1） 管理的地位にある女性職員について、第4次男

女共同参画基本計画における成果目標に掲げ
られた独立行政法人等の部長相当職及び課長
相当職の増加率（1.5％）を上回る登用を行う。

　　　（2） 製造を担う工場における監督的地位にある女
性職員についても、同様に1.5％の増加率を上
回る登用を行う。

≪国立印刷局子育て支援プログラム（平成27年度～平成31年度）≫
目標１　 女性職員の育児休業について、取得しやすい職

場環境の維持に向け、継続した取組に努める。
目標２　 計画期間において、配偶者が出産した男性職員

に占める育児休業を取得した者の割合を13％
以上とする。

目標３　 各職員の1年間の超過勤務時間数について、縮
減に努める。

目標４　 職員一人当たりの年次有給休暇取得率を当該
年に新たに付与される日数の70％以上とする。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

女性
取得者 13名 18名 23名

取得率 100％ 100％ 100％

男性
取得者 0名 3名 13名

取得率 0％ 5％ 17％

　国立印刷局では、「世界に誇る技術と信頼を保持し、社
会に貢献する」ことを目指し、職員の組織への貢献と成
長をサポートするため各種教育研修を実施し、変化に対
応できる「自立型」人材や、ものづくりを支える「技能人
材」の育成を図っています。これら人材育成の拠点とし
て、神奈川県小田原市に研修センターを設置しており、
若年層に対する研修はもとより、階層別研修や技術系研
修など、ステップアップ・キャリアアップのための研修
を実施しています。その他、国内外の大学や民間企業へ
の派遣を行っています。

▶▶▶ 人材育成 ◀◀◀
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フォローアップ研修

階層別研修

技術系研修

職種別研修

長期派遣研修※

OJT

ステップアップ・キャリアアップ

※国内外の大学や民間企業への派遣

における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援
対策推進法に基づく「国立印刷局一般事業主行動計画」
の確実な推進に努めるとともに、女性職員の登用を推進
するための職域拡大や多様な職務経験の付与など、キャ
リア形成支援と計画的な育成に努めています。

　小田原工場、彦根工場に加えて、平成28年3月下旬か
ら東京工場においても工場見学者を受け入れています。
　見学廊下からガラス越しにお札が印刷される様子が
見学できるほか、お札の歴史、製造工程、偽造防止技術等
について、映像やパネル展示、体験装置を通じて楽しく
学ぶことができます。
　一般見学のほか、近隣住民の方々や学校関係者による
社会見学等の要請も積極的に受け入れ、地域への貢献に
努めています。
見学：毎週火曜日・木曜日の、午前・午後1回ずつ
　　  各回40名程度まで（工場への事前予約が必要）
※詳細は、国立印刷局ホームページでご案内しています。

　お札と切手の博物館では、お札、切手、証券など、国立
印刷局が製造した各種製品と、明治期以前のお札、諸外
国のお札や切手、お札の製造と深い関わりをもつ銅版画
など、様々な資料を展示し、お札の歴史、偽造防止技術な
どについて解説してい
ます。また、常設展に加
えて年数回特別展を開
催しており、製造元な
らではの特徴ある展示
を心掛けています。

常設展示
　偽造防止技術の歴史、偽造防止技術体験コーナー、お
札の移り変わり、世界のお札、近代製紙産業の発祥、世界
の切手、お札の芸術、旅券・官報・諸証券等

特別展示（平成27年度実績）
春の特集展
　お札に見られる工芸官の技術
　　～凹版印刷彫刻作品展～
　（平成27年4月21日～5月31日）
秋の特集展
　お札づくりの戦中・戦後
　（平成27年10月27日～11月23日）
平成27年度特別展
　すかし ～偽造を防ぐ伝統の技
　（平成27年12月15日～平成28年3月5日）

▶▶▶ 工場見学 ◀◀◀ ▶▶▶ お札と切手の博物館 ◀◀◀
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環境報告書2016
　本書はカラーユニバーサルデザイン（色の見え方の違
いを問わず、誰もが認識しやすい配色に配慮したデザイ
ン）及びユニバーサルデザインフォント（視力の程度を
問わず、読みやすいようデザインされた書体）を採用し
ています。より多くの方に誤読なく、利用しやすい報告
書を心掛けて作成しました。

　国立印刷局では、各種イベントに参加しています。平
成27年度に開催・参加した主なイベントは次のとおり
です。

　国立印刷局ホームページは、国立印刷局の組織や製品
等に関する情報を国民の皆様に広く分かりやすく提供
しています。法令等で定めのある公表事項を遺漏なく掲
載するとともに、タイムリーな情報発信に努めていま
す。「環境への取組」ページでは、国立印刷局環境方針、環
境報告書、環境保全に資する調達、ISO14001認証取得、
地球温暖化対策計画書等のデータを公表しています。

　国立印刷局Facebookは、国立印刷局からの告知事
項、製品・サービスに関する情報、イベント・博物館の案
内等の記事を投稿しています。組織に対する信頼感を醸
成するため、親しみやすい文体で、効果的でタイムリー
な情報の提供に努めています。環境関係では、「静岡工場
のカルガモ親子～生物多様性～」（2015年6月24日）を
紹介しました。

ホログラムの透明層
　一万円券と五千円券にはツルツルとした触感のホログラムが
付いていて、形にも違いを持たせています。

　平成27年に東京工場敷地内で緑地化工事が行われま
した。芝生を新設し、その周囲にはツツジの生け垣が設
置され、道路沿いにはソメイヨシノやシラカシ、クスノ
キ等が植樹されました。工場近くを通行する方が安らぎ
を感じられる緑地が完成しました。

▶▶▶ ユニバーサルデザイン ◀◀◀

▶▶▶ ホームページ ◀◀◀ ▶▶▶ Facebook ◀◀◀

▶▶▶ 東京工場駐車場 ◀◀◀周辺の緑地化

横棒
（千円券）

かぎ型
（一万円券）

八角形
（五千円券）

点字の「に」
（二千円券）

お札識別アプリ「言
い

う吉
きち

くん」
　目の不自由な方のために、お札にカメ
ラをかざすと、音声と大きな文字で金
額をお知らせするiPhone用アプリケー
ション「言う吉くん」を開発し、無料配信
しています（※真偽判別の機能はありま
せん）。本アプリは、「IAUDアウォード
2014」のソーシャルデザイン部門で銀賞
を受賞しました。

■平成27年度の開催・参加実績
内容 期間 場所 来場者数

第36回小田原工場観桜会 平成27年4月4・5日 神奈川県小田原市　国立印刷局小田原工場 7,722名

第28回わっしょいカーニバル西大寺 平成27年4月25日 岡山県岡山市　西大寺観音院通り 約20,000名

第26回東京国際コイン・コンヴェンション 平成27年5月1～3日 東京都中央区　ロイヤルパークホテル 約10,200名

第38回お金と切手の展覧会 平成27年7月30日～8月4日 北海道札幌市　丸井今井札幌本店 7,454名

子ども霞が関見学デー2015 平成27年7月29・30日 東京都千代田区霞が関　財務省本庁舎 929名

越前モノづくりフェスタ2015 平成27年9月19～21日 福井県越前市　サンドーム福井 約62,000名

その他夏休み期間等を活用し、親子で学べる工場特別見学会を各工場で開催しました。

お札の識別性向上の取組
　財務省、日本銀行及び国立印刷局は、目の不自由な方々にとってお札がより使いやすいものとなるよう、券
種の識別性向上に取り組んでいます。

識別マーク
　ザラザラとした触感のある深凹版印刷で、券種ごとに違う形
の識別マークを付けています。

▶▶▶ イベントの開催・参加 ◀◀◀
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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）報告対象組織の範囲・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 1

　2．経営責任者の緒言 トップメッセージ 3、4
　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、官報ができるまで 5～10
　（２）KPIの時系列一覧 財務状況、達成度一覧、資源エネルギー使用量の抑制 5、15、16、24～26
　（３）個別の環境課題に関する対応総括 環境方針に基づく取組 17～30

　4．マテリアルバランス マテリアルバランス 23
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 14
　（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、官報ができるまで、特集1 7～12

　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 17、18
　（２）環境リスクマネジメント体制 環境法規制の遵守 19～22
　（３）環境に関する規制等の遵守状況 環境法規制の遵守 19～22

　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 19～22、34～36
　（２）環境に関する社会貢献活動等 コミュニケーション 34～36

　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 コラム　原材料調達における環境配慮の取組 28
　（２）グリーン購入・調達 環境物品等の調達の推進 27
　（３）環境負荷低減に資する製品・サービス等 環境負荷を配慮した製品設計・製造 27
　（４）環境関連の新技術・研究開発 環境負荷を配慮した製品設計・製造 27
　（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、環境負荷を配慮した製品設計・製造 15、16、27
　（７）環境に配慮した廃棄物処理/リサイクル お札ができるまで、官報ができるまで、廃棄物の削減 7～10、25

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 国立印刷局の事業が環境に及ぼす影響、資源・エネルギー使用量の抑制 23、24
　（２）総物質投入量及びその低減対策 国立印刷局の事業が環境に及ぼす影響 23
　（３）水資源投入量及びその低減対策 水の使用量削減 26

　2．資源等の循環的利用の状況（事業エリア内） お札ができるまで、官報ができるまで 7～10
　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 5
　（２）温室効果ガスの排出量及びその低減対策 温室効果ガス排出量の削減 24
　（３）総排水量及びその低減対策 水の使用量削減 26
　（４）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 屋上緑化の取組、東京工場駐車場周辺の緑地化 30、36
　（５）化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 環境法規制の遵守 20
　（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 19～22

　4．生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 生物多様性の取組 30
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 23
　（２）社会における経済的側面の状況 記載なし ―

　2．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 社会性報告 31～33
その他の記載事項
　1．後発事象等
　（１）後発事象 特集1 11、12
　（２）臨時的事象 記載なし ―

　2．環境情報の第三者審査等 記載なし ―

編 集 後 記
　本環境報告書をお読みいただきましてありがとうございま
す。国立印刷局では2006年から環境報告書の発行を毎年重
ね、今回で11回目を数えます。環境報告書2016は、広く国
民の方々に、分かりやすく国立印刷局の環境に対する取組を
伝えることを目的として、作成しました。内容面では、実績
データや写真の掲載を増加し、積極的に情報公開を行いまし

た。また、利用しやすい報告書にするため、ユニバーサルデ
ザインを導入し、より多くの方にご覧いただけるよう心掛け
ました。
　国立印刷局は今後も公的事業体としての社会的責任を果た
すために、環境報告書を公表し、環境保全の取組について皆
様にお伝えしていきます。

年度 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

D二千円券発行
財務省印刷局となる

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
環
境
保
全
基
本
計
画

独立行政法人国立印刷局となる ワイピング廃液処理装置導入（滝）
CO2排出実績　＋15.7％

16 小田原工場がISO14001認証取得 E一万円券、五千円券、千円券発行
用水設備改修（小）
導水管改修（小）

CO2排出実績　＋15.8％

17
本局経営企画部に環境グループ設置
国立印刷局環境方針策定
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
製紙汚泥用脱水機導入（小）
空調監視装置導入（静）

CO2排出実績　±0.0％

18 初の「環境報告書2006」を発行
彦根工場がISO14001認証取得

ワイピング配管漏えい対策（静）
エネルギー監視装置導入（岡）

CO2排出実績　▲ 9.8％

19 チームマイナス6％に参加
岡山工場がISO14001認証取得

有害物質漏えい対策（虎、滝）
CO2排出実績　▲ 4.5％

20

第
２
期
環
境
保
全
基
本
計
画

国立印刷局環境保全基本計画策定
静岡工場がISO14001認証取得

コジェネレーションシステム導入（小）
CO2排出実績　▲ 4.8％

21 小田原工場紙料棟竣工
研修センター改修

太陽光発電システム導入（王）
ガスボイラー導入（岡）

CO2排出実績　▲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（総量削減義務
の取組）第一計画期間開始

太陽光発電システム導入（小、研）
CO2排出実績　▲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排出実績　▲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排出実績　▲23.1％

25 第
３
期
環
境
保
全
基
本
計
画

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）
構内排水処理装置導入（研究所）
ガス焚き冷凍機導入（静）
地中熱利用空調設備導入（滝）
エネルギー管理システム導入（滝）

CO2排出実績　▲24.7％

26 気候変動キャンペーン Fun to Share
に参加

東京工場発足
本局が共同通信会館へ仮移転

太陽光発電システム導入（彦）
ガス焚き冷凍機導入（静）

CO2排出実績　▲26.5％

27
COOL CHOICEに参加
東京都環境確保条例（総量削減義務
の取組）第二計画期間開始

組織の再編
太陽光発電システム導入（岡）
ガスボイラー導入（静）

CO2排出実績　▲28.6％

環境保全の歩み 環境報告ガイドライン対照表


