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独立行政法人国立印刷局
環境報告書 2016　独立行政法人国立印刷局（以下「国立印刷局」という。）では、

環境保全の方針や取組を分かりやすく、広く国民の方々に伝
えることを目的として、環境報告書を作成・公表しています。
　本環境報告書では、平成27年度における環境保全の取組実
績を中心に、社会性報告も含めた内容を掲載しています。特
集では、都内工場における東京都環境確保条例への取組結果
として、東京工場及び王子工場について第一計画期間5年間の
温室効果ガス削減の取組を総括したほか、自然エネルギーの
活用として重点的に導入を進めている太陽光発電設備につい
て、各工場への導入状況を紹介しました。
　国立印刷局ホームページでは環境報告書のバックナンバー
をはじめ、環境保全の取組について掲載していますので、併
せてご覧ください。

　国立印刷局は、明治4年（1871年）に大蔵省紙
幣司として創設されました。独自の研究を重ね、
明治10年（1877年）には国産第1号紙幣（国立
銀行紙幣（新券）1円券）の製造を開始し、我が
国の近代印刷・製紙のパイオニアとしての第一歩
を踏み出しました。明治20年代初めまでには、当
時の最高技術を駆使した銀行券を製造できるまで
の水準に達することができました。第二次世界大
戦から復興期及びその後の高度経済成長期には、
需要に応じて生産量を増大するとともに、研究開
発力の高度化を図り、世界トップクラスの偽造抵
抗力を持つ銀行券を世に送り出してきました。官
報については、明治16年（1883年）に第1号を
創刊し、今日まで弛むことなく法律、政令等の公
布等、我が国の法秩序の基盤を支える機能を的確
に果たしてきました。平成15年（2003年）4月
に独立行政法人国立印刷局となり、現在も日本銀
行券、官報をはじめとする公共性の高い製品を作
り続けています。

平成28年7月
前回公表：平成27年7月
次回公表予定：平成29年7月

環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
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）」

環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」

独立行政法人国立印刷局　管理部 管理課 環境係
〒105-8445　東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
                      共同通信会館
TEL.03-3587-4618　FAX.03-6893-4635
ホームページアドレス：http://www.npb.go.jp/
電子メール：kankyou@npb.go.jp

● 所在地 ●

● 公　表 ●

● 参考にしたガイドライン等 ●

● お問合せ先 ●

● 編集方針 ● ● 沿　革 ●

● 目　次 ●

報告対象期間：平成27年4月1日～平成28年3月31日
報告対象組織：独立行政法人国立印刷局

本局（研修センター、みつまた調達所2か所を
含む。）、研究所、東京工場、王子工場、小田
原工場、静岡工場、彦根工場、岡山工場

● 報告対象 ●

本局
【東京都港区】

研究所　
小田原工場

【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】

東京工場　
王子工場

【東京都北区】
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Top Message
トップメッセージ

日本銀行券、官報などの
「ものづくり」を通じ、
社会の安定と国民経済の発展に
貢献します
　国立印刷局は、決済システムの中で重要な役割を果
たしている日本銀行券、法令等の政府情報の公的な伝
達手段である官報等、極めて公共性の高い製品を製造
する役割を担っております。これらの製品は、国民経
済の基本的インフラストラクチャーの不可欠な構成
要素であり、高度な技術を駆使し、高い品質の製品を
安定的かつ確実に製造することが、国立印刷局の使命
であります。平成27年4月からは国の行政機関と密接
に関係して業務を行う行政執行法人として位置付け
られました。国立印刷局はこれまで以上に確実に業務
を執行し、その使命を果たすことにより、社会の安定
と国民経済の発展に貢献して参ります。

全ての段階において
環境と調和の取れた
事業活動を行います
　国立印刷局は、環境方針の中で「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」ことを基本
理念に掲げ、継続的に環境への配慮の取組を進めて
います。平成27年度は、静岡工場におけるボイラーの
重油からガスへの燃料転換、彦根工場における太陽
光発電設備の稼働開始等により、エネルギー使用量
及び温室効果ガスの排出量を削減しています。
　平成27年12月に国連気候変動枠組条約第21回締
約国会議（COP21）において、地球温暖化対策の新た
な枠組であるパリ協定が採択されました。その中で、
日本政府の約束草案として、温室効果ガス排出量を
「2030年度までに2013年度比で26％減」という削

減目標が示されており、今まで以上に、地球温暖化防
止等について実効性のある環境保全の取組が求めら
れます。
　国立印刷局における環境配慮の取組を国民の皆様
にお伝えする環境報告書は、今回で11回目の発行と
なります。環境報告書2016では、特集1として東京都
環境確保条例（都民の健康と安全を確保する環境に
関する条例）に沿った東京工場及び王子工場の取組
を総括しています。5年間の第1計画期間（平成22年
度～26年度）における実績が確定し、東京都が設定
した温室効果ガス削減義務量に対して、2工場合計で
1,500t-CO2を上回る削減を達成できました。また、

特集2では工場に設置した太陽光発電設備を取り上
げています。全工場への導入が完了し、環境負荷低減
につながっています。
　国立印刷局は、与えられた使命を的確に果たすと
ともに、環境と調和の取れた事業活動により一層努
め、環境保全に貢献していく所存です。
　今後とも、国民の皆様のご理解とご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。

独立行政法人国立印刷局　理事長

日本銀行券、官報などの「ものづくり」を通じ、
社会の安定と国民経済の発展に貢献します。
　国立印刷局は、決済システムの中で重要な役割を果たしてい
る日本銀行券をはじめ、法令等の政府情報の公的な伝達手段で
ある官報、旅券、郵便切手、証券類など、国民生活に密着した公
共性の高い製品を製造しています。
　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、効率的かつ徹底した製造管理体制によって、製品を安定的
かつ確実に供給するという使命を果たすとともに、社会の信頼
に応える努力を続け、国民経済の更なる発展に貢献します。

経営理念
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製品紹介事業概要

財務状況

事業概要
Outline

事
業
概
要

事
業
概
要

日本銀行券

官報、法令全書、予算書・決算書等

旅券、郵便切手、証券 等

　高い偽造抵抗力を必要とする旅券(パ
スポート)、郵便切手、印紙・証紙等につ
いて、徹底した製造管理体制のもとで確
実な製造を行い、国民の皆様が安心して
使用できる製品を提供しています。

　高度な偽造防止技術と徹底した製造
管理が必要な日本銀行券について、国民
経済にとって必要な数量を安定的かつ
確実に提供しています。また、日本銀行
券に対する国民の皆様の信頼を維持す
るために必要な情報を提供しています。

　研究所では、社会や技術環境の変化に
適応した製品や、将来の日本銀行券など
に有用な、独自性のある偽造防止技術
を生み出すための研究開発を重ねてい
ます。

　法律、政令、条約等の政府情報の公的
な伝達手段である官報の編集・印刷及び
普及に加え、法令全書、国の予算書・決算
書等、公共性の高い印刷物の製造を行っ
ています。

研究開発について

名　　称 独立行政法人国立印刷局 
英語表記 National Printing Bureau 
創　　設 明治4（1871）年7月
設　　立 平成15（2003）年4月1日
根 拠 法 独立行政法人国立印刷局法（平成14年法律第41号）
主務大臣 財務大臣（財務省理財局国庫課） 
代 表 者 理事長 氏兼裕之
資 本 金 145,168百万円
売 上 高 74,138百万円
経常利益 3,482百万円
職 員 数 役員7名、職員4,006名（平成28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5号　共同通信会館
組　　織 本局、研究所、東京工場、王子工場、小田原工場、静岡工場、彦根工場、岡山工場

■当期純利益
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印刷に使用するインキは、各種
顔料とワニスなどを独自に開発
した配合で練り合わせて製造し
ます。独特な美しい色合いと、
優れた機能を併せ持っています。

 ① PRTR法における指定化
学物質の使用

 ②廃棄インキの発生
  処理業者により産廃処理

アイコンの説明

 …環境負荷となる要因　  …各種処理　 …環境配慮のポイント

❶裁刻・離解•

お札の紙は「みつまた」や「アバカ」な
どを原料としています。まず、紙の材料
であるパルプを裁刻機で細かく刻みま
す。その後、短くなったパルプの繊維を、
更に水の中で解きほぐします。

製紙工程 材料工程

❻原図・原版•

原図は、工芸官と呼ばれる専門職
員が、色鉛筆や絵の具を使って精
緻に描きます。これを基に、金属
板にビュランという特殊な彫刻刀
で点や線を一本一本彫刻し、原版
を作製します。背景の細かい模様
は、最新のコンピュータシステム
でデザインします。

印刷工程

❷精選・叩解•

ちりやゴミなどが含まれないようにする
ために、異物を取り除きます。更に繊維
をすりつぶし、絡みやすくします。

 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 汚泥濃縮槽、脱水機（デカンタ）
で処理

 ② 処理業者によりリサイクル

❸調合・抄造•

紙の材料と薬品などを混ぜ合わせ、紙
のもととなる紙料ができあがります。
紙料を網の上に流して薄い紙の層を
作り、精巧なすき入れ（白黒すかし）
を施し、乾燥させて巻き取ります。

 ①化学物質の使用
 ②製紙汚泥（製紙排水）
 ③紙料かす（製紙排水）
 ④河川水の使用
 ⑤紙料繊維（製紙排水）
 ⑥蒸気の利用
 ①排水処理設備で処理

 ② 沈殿槽（クラリファイヤー）で処理
 ③ 汚泥濃縮槽、脱水機（デカンタ）で

処理
 ④シャワー回収槽で処理
 ⑤紙料回収装置で処理

 ② 処分時は処理業者によってリサイクル
 ④ シャワー水を循環、水の再利用の実施
 ⑤ 繊維分を回収、有価物として売払い

❹断裁•

巻き取られた紙を、印刷に適した寸法
に切り分けます。これで、お札の用紙
が巻取りからシート状になります。

 故紙（用紙断裁屑）の発生

  製造工程（離解工程）に再投入、
原材料としてリサイクル

❼製版•

1枚の原版を基に、多面の大きな
印刷用版面を作製します。印刷時
の耐久性を向上させるため、版面
にはクロムメッキを施し、堅ろう
に仕上げます。

 クロム廃液の発生

  クロム還元装置及び排水処
理設備で処理

❺インキ製造•

❽印刷•

国立印刷局が開発したお札専用の印刷機に版面を
セットし、大判用紙に図柄を印刷します。凹版印
刷とオフセット印刷を同時に行うことから、細密
な模様を高い精度で印刷することができます。

 ①界面活性剤廃液の発生
 ②試し刷り用紙の使用
 ③ 廃棄インキ及び洗浄用拭き取りウエスの

発生
 ① 減圧濃縮装置又は乾燥濃縮装置により中
間処理、その後産廃処理

 ②大判用紙の断裁処理
 ③処理業者により産廃処理
 ① 洗濯水、界面活性剤新液製造時に再利用

 ② トイレットペーパーなどにリサイクル

❾貼付•

一万円券と五千円券には、図柄が
印刷された大判用紙に、傾けるこ
とで色や模様が変化して見えるホ
ログラムを貼り付けます。

 廃棄プラスチックの発生

  処理業者によってRPF※にリ
サイクル

※RPF： マテリアルリサイクルが困難な古紙
や廃プラスチックを原料とした燃料
のこと

10記番号印刷•

表裏の模様を検査し、アルファ
ベットと数字の組合せからなる記
番号と、表面の朱色の印章を印刷
します。

 ① 廃棄インキ及び拭き取り
ウエスの発生

 ②洗浄液の発生
 処理業者により産廃処理

11断裁・検査・仕上・封包

断裁機で決められたサイズに正確に切り分けたの
ち、機械で一枚ずつ検査し、枚数確認と帯掛けを
行い千枚ずつの束に仕上げます。フィルムで封包
した後、日本銀行に納入します。

日本銀行へ

お札ができるまで

みつまた アバカ

 断裁屑の発生

  製紙工場へ移管、製造工程
 （離解工程）に投入し、
 原材料として
 リサイクル
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官報ができるまで

アイコンの説明

 …環境負荷となる要因　 …環境配慮のポイント

官報を構成する記事
　法令など政府情報の公的な伝達手段である官報は、明
治16年（1883年）に太政官文書局から創刊されました。
現在では、内閣府が行政機関の休日を除き毎日発行して
います。
　国立印刷局では、官報の編集、印刷及びインターネッ
ト配信を行うとともにその普及に努め、国政上の重要事
項を正確かつ確実に伝達・提供しています。

　官報には、政府や各府省が国民に広く知らせ
るために発表する公文や公告、会社法による法
定公告等の記事が掲載されています。掲載量は
日々変動し、本紙だけでなく号外を発行する場
合があります。
　内閣府の要請を受けて製造する特別号外や、
非常災害対策本部設置の告示など、特に緊急性

　各府省や国会、裁判所
など国の機関等から原稿
を受け付けます。また、官
報販売所や官報公告等取
次店では特殊法人等や地
方公共団体、会社からの
原稿を受け付けます。

　原稿を整理し、官報編集システム
により入力及び編集を行い、全体の
紙面を整えます。校正作業は、紙面と
原稿を照らし合わせ、文字の誤りが
ないかチェックします。

 電力の使用

  平成25年に竣工した東京工場
情報製品棟には、太陽光発電設
備を具備しており、電力使用量
の削減を図っています。また、
省電力機器を採用し環境に配
慮しています。

❶原稿受付• ❷編集・校正• ❸製版• ❹印刷・仕上•

配送・配信

掲示

　校了したデータを基に、印刷機にセットする
ための版面をCTP方式（Computer to Plate）
によって作ります。

 ① 現像廃液の発生
 ②使用済版面
 ① CTP設備の導入によって現像廃液の縮
減に努めています。また、フィルムレス
化の実現によって使用材料の縮減に努
めています。

 ② 専門業者によって主原材料であるアル
ミニウムを再利用し、同じ品質の版面
を製造する「クローズドループリサイ
クルシステム」を採用しています。

　官報輪転印刷機を用いて印刷を行います。印刷機
で巨大な巻取紙の連続用紙に高速で紙面を印刷し、
仕上をした状態で排出しています。印刷された官報
を配送先別に分け、袋に包んで仕上を行い、作業完了
となります。

 印刷調整用冊子の発生

  処理業者によって新聞紙やトイレットペーパー
にリサイクルされています。
  環境負荷に配慮した原材料（環境対応紙（古紙配
合紙）、環境対応型インキ）を使用しています。

　印刷された官報は、発行日の前日夜にトラック便
などにより全国各地の官報販売所に直送されます。
　「インターネット版官報」の配信は発行日の朝8時
30分に行われます。平成15年7月15日以降の法律、
政令等の官報情報と、平成28年4月1日以降の政府
調達の官報情報を、PDFデータで無料閲覧すること
ができます。また、直近30日間分の官報情報（本紙、
号外、政府調達等）は、全て無料で閲覧できます。

　官報は、発行日の
朝8時30分に、国立
印刷局及び東京都

官報販売所に提示するほか、インターネットで配信
しています。最高裁判所の判例では、「法令の公布は、
官報をもって行うのが相当であり、公布の時期は印
刷局本局又は東京都官報販売所における官報掲示
時刻である朝8時30分である」とされています。

を要する官報の場合は、即時の製造・
掲示を行っています。
　国立印刷局では、各府省が円滑に
政策を実行できるよう、常に適切か
つ確実に対応できる体制を整えてい
ます。

公文 公告政府や各府省などが公布する文書

法律・政令・条約
国家の決定事項や外国との間の決定事項

内閣官房令／府令・省令／規則／告示
各府省の決定事項

国会事項
国会に関する事項

人事異動
大臣や各省庁などの人事異動

叙位・叙勲・褒章
国に貢献した人物等に授与、位などの公表

官庁報告
最低賃金や国家試験に関する事項

資料

入札告示・落札告示／官庁告示
検察庁や法務局等からの告知

裁判所告示／特殊法人等
法律で公告が義務付けられている内容（高
速道路の料金の額の変更や、国家資格の登
録者など）

地方公共団体
教育職員の免許の失効や墓地の改葬、行旅
死亡人の告知など

会社その他
合併や資本金の減額や決算に関する事項

国や各府省、特殊法人、
地方公共団体などからの告知

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

官報とは

国立印刷局の工場で製造する工程
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特集

概　要

都外クレジットについて

地球温暖化対策計画書

東京工場 王子工場

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

東京工場 王子工場（単位：t-CO2）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 5年間合計

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

削減義務率 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

削減義務量 2,491

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

排出削減量 579 795 920 438 263 2,995 

削減率 7.2%

（単位：t-CO2）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 5年間合計

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

削減義務率 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

削減義務量 1,120 

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

排出削減量 193 525 551 370 637 2,276

削減率 12.2%

特集

1 東京都環境確保条例への取組結果

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

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

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

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

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

東京都環境確保条例

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

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

2 太陽光発電設備の導入

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

●王子工場（平成21年）
　設備容量：30kW

環境方針
Environment

▶▶▶ 国立印刷局 環境方針 ◀◀◀

地球環境

環境法規制

製品・事業活動

5　環境保全に関する啓蒙活動の推進

3　環境負荷を配慮した製品設計・製造

2　資源・エネルギー使用量の抑制

4　環境物品等の調達の推進

1　環境法規制の遵守

環境教育、美化活動、生物多様性 等

研究開発

原材料
エネルギー
水
コピー用紙
環境物品
等

Input
CO2
廃棄物
等

Output

環
境
方
針

●岡山工場（平成28年）　設備容量：30kW

●東京工場（平成25年）
　設備容量：40kW

●静岡工場（平成24年）
　設備容量：30kW

●研修センター（平成21年）
　設備容量：10kW

●彦根工場（平成26年）
　設備容量：50kW

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

《基本理念》　 独立行政法人国立印刷局は、日本銀行券、旅券、官報等の製造事業を営む公的な事業体として、全ての段
階において環境と調和の取れた事業活動を行う。

《行動指針》　この基本理念を実現するため、環境マネジメントシステムを構築・運用し、次の事項を重点的に実施する。
 １　環境法規制の遵守
 　　環境関連法規制及びその他の環境に関する通達、地域との協定等を遵守していく。
 ２　資源・エネルギー使用量の抑制
 　　事業活動に関わる資源・エネルギーの消費及び廃棄物を抑制することにより、環境負荷の低減を図る。
 ３　環境負荷を配慮した製品設計・製造
 　　製品開発、設計、製造から廃棄段階までの環境負荷に配慮した製品設計・製造に努める。
 ４　環境物品等の調達の推進
 　　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、環境物品の調達に努める。
 ５　環境保全に関する啓蒙活動の推進
 　　 職員の自主的な環境保全活動を推進するために、環境教育を通しての啓蒙活動を積極的に実施し、

環境に対する意識の向上を図る。

国立印刷局の事業と環境方針の概念図

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

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

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

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

ページ

環境法規制の
遵守

規制基準の遵守

環境関連法令及び条例等の改
正状況をチェックする。

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

○ 19, 22

届出・申請が適正に処理され
ているか確認する。

法令に定める届出は、管理表で一元管
理を行った。また、巡回点検にて申請
書類等を現認し、適正に報告及び処理
されていることを確認した。

○ 19～22

廃棄物の適正処理

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

△ 22

化学物質使用量の把握

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

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

○ 20

PCBの保管及び処理状況の確
認

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

○ 20

環境保全施設の点検・整備
環境保全施設についての保
守・管理状況及び計画的な整
備に向けた検討を行う。

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

○ 27

新規設備投資に関する環境保全
対策の検討及び実施

新規設備の導入において計画
段階から事前確認を行う。

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

○ 27

資源・エネル
ギー使用量の
抑制

温室効果ガス排出量の削減（13
年度比で20%以上削減） 同左 13年度比28.6%の削減を達成 ○ 24

廃棄物排出量の削減（前中期目
標期間までの実績平均値比で
10%以上削減）

廃棄物排出量の削減（過去5
年平均値比10％以上削減）

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

○ 25

水使用量の削減（前中期目標期
間までの実績平均値比で4%以
上削減）

水使用量の削減（過去5年平
均値以下）

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

○ 26

コピー用紙使用量の削減（前中
期目標期間までの実績平均値比
で8%以上削減）

コピー用紙使用量の削減（過
去5年平均値以下）

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

△ 26

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

ページ

資源・エネル
ギー使用量の
抑制

省エネルギーの効果を十分に考
慮した設備機器等の導入・更新
を行う。

ガス焚き冷凍機の導入 静岡工場への導入を完了した。 ○ 27

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

湿紙回収装置の導入 岡山工場へ導入を行った。 ○ 27

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

環境配慮契約法の基本方針に
沿った契約の推進に努める。

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

○ 27

環境負荷を配
慮した製品設
計・製造

新たな技術開発や環境に配慮し
た製品設計の実施

環境負荷に配慮した新たな材料や技術
の開発を行った。 ○ 27

環境物品等の
調達の推進

環境保全に配慮した物品の調達
100%達成に努める。 同左 100％を達成した。 ○ 27

環境保全に関
する啓蒙活動
の推進

環境マネジメントに関する研修
等の実施

研修センターで企画する各種
研修において環境保全に関す
る研修を実施する。

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

○ 29

法定資格者の計画的な育成に努
める。 同左 各機関において法定資格者を複数名配

置する取組を実施した。 ○ 29

環境保全に関する取組への積極
的な参加

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

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

○ 30

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

広報誌の活用 環境保全に関する情報につい
て広報誌（時報）に掲載

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

○ 29

環境マネジメントシステムの運
用、維持及び拡大

全局的な環境マネジメントシ
ステムの運用・維持

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

○ 17, 18

ISO14001の認証取得の拡大
及び維持

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

○ 18

達
成
度
一
覧

達
成
度
一
覧

○：達成　△：一部未達成　×：未達成
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　国立印刷局では、環境保全の取組を推進するため、国
立印刷局環境保全推進規則（以下「規則」という。）を定
め、環境マネジメントシステムを構築しています。理事
長をトップマネジメントとして、統括環境管理責任者、
総括環境管理事務責任者及び環境保全事務局を本局に
設置し、各機関においては機関長の主導のもと、総括環
境管理責任者及び機関事務局を設置して、推進体制を構
築しています。PDCAサイクルを活用して環境負荷及び
環境リスクの低減に向けて、環境方針に基づいた取組を
行っています。

内部環境監査
　規則に定めるところにより、各機関において、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確認するため、内部環
境監査を実施しています。
　内部環境監査では、環境マネジメントシステムにおけ
る要求事項の確認を中心に、マネジメントマニュアル
や手順書どおりに運用・維持が図られているか、環境目
的等の達成に向けた取組が機能しているかについて、
文書・記録の確認、面談等を実施することにより確認を
行っています。
　内部環境監査の結果、全機関の合計で指摘事項14件、
改善推奨事項25件であり、環境マネジメントシステム
の運用・維持に関わる重大な指摘事項はありませんでし
た。指摘事項については是正措置及びフォローアップを
行い、スパイラルアップを図っています。一方、推奨事項
は96件であり、環境に配慮した取組が各部門で積極的
に行われています。

▶▶▶ 環境マネジメントシステム ◀◀◀

理事長 理事会

内部環境監査責任者

統括環境管理責任者
（管理部担当理事）

総括環境管理事務責任者
（本局管理部長）

総括環境管理者
（室長・部長等）

環境管理者

環境推進員

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

環境推進員

環
境
保
全
事
務
局
（
管
理
部
管
理
課
環
境
係
）

機
関
事
務
局
（
運
営
企
画
室
等
）

※ 各機関とは本報告
書の報告対象組織
を示しています。

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

Plan

Do

Check

Action

Plan

Check

Action Do

継続的改善

継続的改善

ISO14001認証取得
　各機関において、環境保全のための省資源、省エネル
ギー及び廃棄物の削減・リサイクルを組織的、継続的に
進めるとともに、これらの活動をシステムとして確立す
る有効な手段として、環境マネジメントシステムの国際
規格であるISO14001の認証を取得し、維持・更新を積
極的に行っています。平成27年度は彦根工場で更新審
査を、その他の工場で維持審査を受け、いずれの審査で
も合格しています。ISO14001認証取得機関では国立印
刷局全体における取組に加え、地域や工場の特徴を反映
した、特色ある環境方針を掲げて、各工場で地球環境保
全活動に取り組んでいます。

機関名 認証取得年度 審査状況 審査結果

東 京 工 場 平成14年度 維持審査 合格

小田原工場 平成16年度 維持審査 合格

静 岡 工 場 平成20年度 維持審査 合格

彦 根 工 場 平成18年度 更新審査 合格

岡 山 工 場 平成19年度 維持審査 合格

　彦根工場としては3回目の
ISO14001更新審査でしたが、
私自身は昨年から環境業務担
当となり、今回初めて事務局
として更新審査を担当しまし
た。審査が始まるまでは不安

と緊張でいっぱいでしたが、審査では環境管理者や環
境推進員の皆さんが自部門の取組を積極的に説明し
てくださったこともあり、判定結果は無事に「合格」と
なりました。また、審査員の方から、工場周辺の清掃
活動である美化ボランティア活動や清掃が行き届い
た職場環境について評価をいただいたことがうれし
かったです。これからも工場の皆さんと一体となっ
て環境保全活動を推進していきたいと思います。

彦根工場　運営企画室　運営企画グループ　澤　貴宏

各機関
（ISO14001認証取得済み）

各機関
（ISO14001未取得）

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認証登録の維持・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

環
境
方
針
に
基
づ
く
取
組

環
境
方
針
に
基
づ
く
取
組

ISO14001外部審査登録機関

管理部  管理課  環境係

　今回、内部環境監査に監査
員として参加させていただき
ました。内部環境監査では、環
境マネジメントマニュアル等
に則った運用がなされている
かを基本的に確認するのです

が、その中で被監査部門の業務内容に関連した独自
の取組についても知ることができ、大変勉強になり
ました。今後もゴミ分別等の日常的な環境配慮はも
ちろん、業務自体に関連して環境に配慮した取組が
できないか意識していきたいと思います。

銀行券部研究開発管理グループ　溝上　潤

ISO14001：2015への移行
　ISO14001の規格改正を受けて、認証を取得して
いる5工場において、2004年版（ISO14001：2004）
から2015年版（ISO14001：2015）への移行審査に
向けた準備を開始しました。規格が求める業務プロ
セスとの統合を推進し、確実な移行に向けて、各工場
で見直しを行っています。

 研究所・王子工場でISO14001認証取得に
向けた活動を開始
　研究所及び王子工場では平成27年度からISO14001
認証取得に向けた準備を開始しました。事務局及び
職員への研修や、著しい環境側面の抽出方法の研修
等を行い、平成28年度から本格的な取組を開始する
予定です。平成29年度中の認証取得に向けて積極的
な活動を行っています。

環境方針に基づく取組
Environment

■環境マネジメントシステム

■環境マネジメント推進体制

■内部環境監査の仕組み

■ISO14001認証取得状況
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　環境法規制の遵守は製造業を営む公的な事業体とし
ての責務であり、業務を遂行する上での基本的かつ重要
な事項であることから、法令や都道府県条例等の遵守に
確実に取り組んでいます。各機関による自主点検と本局
によるチェック機能を含めた遵守体制を構築し、化学物
質の管理や温室効果ガス排出抑制、省エネルギーその他
環境保全に係る法規制に対して適正に取り組み、環境負
荷低減や環境汚染の未然防止に努めています。

管理・届出・報告等
　廃棄物・化学物質の管理や排水・ばい煙の測定、特定
施設設置など所要の届出・申請、温室効果ガスやエネル
ギー使用に係る定期報告など、法規制に基づいた業務を
行います。また、化学物質については、環境負荷を低減す
るため、PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握
等及び管理の改善の促進に関する法律）における第一種
指定化学物質の使用量削減や代替物質の検討など、環境
負荷の高い化学物質の削減に取り組んでいます。

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」という。）には、トランス類や安定
器類があり、国の定める方針に従い各機関において漏え
いや紛失がないように適正に保管・管理しています。平
成27年度は本局及び彦根工場で保管しているトランス
等の低濃度PCB廃棄物について、適正に処理を行いまし
た。高濃度PCB廃棄物については、岡山工場で処理が完
了しているほか、各機関において、中間貯蔵・環境安全事
業株式会社（JESCO）への荷姿登録など処理に向けた手
続を進めています。

PCB漏えい緊急事態対応訓練
　平成27年10月に本局が管理するPCBについて、地震
による容器破損時のPCBの漏えいを想定した訓練を行
いました。PCB漏えい緊急事態対応手順書に従って、漏
えい発見時の連絡から応急処置まで手順のテストを実
施し、緊急時の対応及び手順の有効性を確認しました。

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
ある化学物質が、事業所から環境（大気、水、土壌）へ排出
される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量
を集計し、公表する国の制度のことです。平成27年度に
おける第一種指定化学物質の排出量及び移動量の実績
は下表のとおりとなっています。また、過去5年間の合
計量の推移を下図に示しています。

▶▶▶ 環境法規制の遵守 ◀◀◀

環境法規制
の特定・更新

環境法規制
点検活動

総括・見直し
法規制遵守の
確実化

管理・届出・
報告等

環境保全計画の年
度総括で、法規制
遵守のシステムに
ついて評価を行
い、継続的改善を
図ります。

法令や条例について調査を
実施し、変更があった場合
は、各機関の「環境法令一
覧表」を更新します。

環境法規制に基づく管
理や測定、届出、報告、
申請等を行います。
また、内部環境監査に
より、各機関で遵守状
況を自主点検します。
（p.18 参照）
各機関における PDCA
サイクルにより、改善
を図ります。

「環境法令一覧表」を活
用して、本局が各機関
に対して、遵守状況の
点検や申請等の漏れが
ないかチェックします。

■環境法規制遵守の仕組み

環
境
方
針
に
基
づ
く
取
組

環
境
方
針
に
基
づ
く
取
組■第一種指定化学物質の排出量及び移動量 （単位：kg）

化学物質の名称 平成25年度 平成26年度 平成27年度

キシレン 709 638 535 

コバルト及び
その化合物 1,587＊ 1,421 1,070 

ポリ（オキシエチレン）
＝アルキルエーテル 172,311 160,033 184,553 

マンガン及び
その化合物 2,295＊ 2,012 1,833 

無水フタル酸 1,542 1,266 1,247 

（単位：mg-TEQ）

ダイオキシン類 0.30 0.13 0.13 

＊ コバルト及びその化合物、マンガン及びその化合物において、過去の数値に
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、修正手続を完了しています。

環境法規制の特定・更新
　日々更新される環境法規制に対応するため、法規制別
に定期報告や記録の保管の有無などを整理した、「環境
法令一覧表」を各機関で作成しています。本局事務局は
法令等について、機関事務局は条例等について調査を実
施し、法令等が改正された事案については一覧表を更新
するとともに、本局と各機関で情報共有を図っていま
す。

PCB保管の様子PCB漏えい訓練

■第一種化学物質排出量及び移動量の合計量の推移

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2.0

25年度24年度23年度 26年度 27年度

（kg） （mg-TEQ）

1.5

1.0

0.5

0

179,838 175,073 178,444
165,370

189,237 

0.09

第一種化学物質の合計量（左軸）
ダイオキシン類の合計量（右軸）

1.051.05

0.30 
0.13 0.130.09

0.30 
0.13 0.13

環境方針に基づく取組
Environment
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フロン排出抑制法
　平成27年4月に施行されたフロン排出抑制法（フロン
類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）に基
づき、国立印刷局で保有する業務用空調機等のフロン使
用機器の点検や漏えい量の集約を行っています。平成
27年度は算定漏えい量を報告する事象（1,000t-CO2/
年以上の漏えい）は発生しませんでした。

環境法規制点検活動の実施
　国立印刷局全体としての環境法規制遵守を確実にす
るため、年に一度本局事務局で各機関を巡回点検してい
ます。
　平成27年度は第3四半期に点検を実施し、環境保全に
関する法令遵守状況の調査や点検記録等の保管状況、排
水処理設備等環境除害設備の維持及び管理状況につい
て確認を行うとともに、前回点検時の注意事項のフォ
ローアップを実施しました。平成27年度は重点点検項
目として、廃棄物の処理状況、PCB廃棄物の処理状況及
びフロン排出抑制法対応状況を設定しました。
　点検の結果、マニフェストの記載方法や廃棄物置場の
管理に数件の注意事項は見られたものの、著しい不備や
違反等はありませんでした。また、PCB廃棄物の保管や
フロン排出抑制法への対応も適切に行われていました。
一方、推奨事項として、LED照明の積極的な導入や不要
薬品の適切な廃棄が挙げられました。
　今回見られた注意事項については、各機関に周知徹底
を行うとともに、次回点検時に改善状況の検証を行いま
す。今後も点検活動を通じてチェック体制を維持し、確
実な法規制遵守に取り組みます。

省エネ法
　省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関する法
律）に基づき、毎年度定期報告書及び中長期計画書を提
出しています。省エネや電気の需要の平準化に向けた取
組として、時間帯別や機械別等の詳細な使用量を把握す
る、電力の見える化を進めています。

東京都環境確保条例
　東京工場及び王子工場では東京都環境確保条例に基
づき、特定地球温暖化対策事業所として登録されてお
り、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を行ってい
ます。特集1（11、12ページ）では両工場における第一計
画期間（平成22年度～26年度）の取組を総括していま
すので、併せてご覧ください。

総括・見直し
　毎年度作成している環境保全計画の総括を行う中で、
遵守体制が有効であったかどうか、手順に改善すべき点
があるかどうか、本局と各機関の情報共有や連携が円滑
であったかどうか等について見直しを行い、継続的改善
を図っています。

平成27年度の環境法規制遵守状況について
　環境報告書対象期間及び報告対象組織において、環境
法令の罰則適用事案はありませんでした。

点検活動の様子（静岡工場）

点検活動の様子（彦根工場）

点検活動の様子（王子工場）

点検活動の様子（王子工場）

フロン使用機器点検風景
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水質汚濁を防ぐ環境保全設備
　国立印刷局では、環境法令遵守及び環境負荷低減のために、様々な環境保全
設備を導入しています。製紙工程からはSS（浮遊物質）濃度の高い排水が排出
されるため、排水処理設備（クラリファイヤー等）により処理しています。特に
厳しい排水基準が設定されている岡山工場では、排水ろ過装置を導入してよ
り高度な排水処理を行っています。また、製版工程から排出されるクロム廃液
はクロム還元装置で処理を行い、無害化して
います。さらに、小田原工場、静岡工場、彦根
工場では基準値の遵守を確実にするために、
雨水放流経路に監視装置及びpH調整を行う
中和設備を設置しています。

雨水放流監視装置排水ろ過装置

クラリファイヤー

環境方針に基づく取組
Environment
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温室効果ガス排出量の削減
　国立印刷局全体での温室効果ガス排出量は37,161t-
CO2であり、基準年である平成13年度と比較して
28.6%の削減を達成しました。目標値である20%以上
削減を大きく上回る結果となりました。平成27年度の
大きな要因としては、静岡工場の空調用冷凍機のガス化
や彦根工場での太陽光発電設備の稼働等が挙げられま
す。また、虎の門工場及び滝野川工場の統合により、効率
化が図られた結果、排出量が減少しています。さらに、ほ
ぼ全ての機関で排出量が減少しており、環境マネジメン
トシステムに基づく地道な取組が実を結んだといえま
す。原単位についてもここ数年で改善が続いています。
※ 電気使用に伴う温室効果ガス排出量は、削減効果を比較するために
平成12年の全国係数（0.378t-CO2/千kWh）を用いています。また、
平成26年度の数値に誤りがあったため、修正しています。

▶▶▶ 資源・エネルギー使用量の抑制 ◀◀◀▶▶▶ 国立印刷局の事業が環境に及ぼす影響 ◀◀◀

（t-CO2）

23年度13年度
（基準年）

24年度 25年度 26年度 27年度

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

■電気　■重油　■都市ガス　■その他52,079

43,331
40,025 39,193 38,253 37,161

〈27年度実績〉
　基準値比 28.6％削減

（t-CO2）

23年度13年度
（基準年）

24年度 25年度 26年度 27年度

60,000
（t-CO2／百万円）

0.7

50,000
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0.5
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0.1

0

0.60 0.59 0.57
0.50

資源・エネルギー投入量
電気 63,609千 kWh
都市ガス 565万 ㎥
重油 35万ℓ
熱供給 1,433 GJ
LPガス 9 ㎥
ガソリン 10,900ℓ
軽油 48,945ℓ

水使用量 468 万 ㎥
コピー用紙使用量 69.0 t

主要製品の原材料
 8,141 t

環境負荷
CO2排出量 37,161 t-CO2
　電気 24,044 t-CO2
　都市ガス 11,911 t-CO2
　重油 956 t-CO2
　熱供給 96 t-CO2
　LPガス 0.05 t-CO2
　ガソリン 25 t-CO2
　軽油 128 t-CO2

廃棄物排出量 6,232 t

太陽光発電設備発電量
 243,375 kWh

Input Output

（単位：百万円）

分類
投資額 費用額

主な取組内容
平成27年度 平成27年度

1）事業エリア内コスト 100 1,408 
①公害防止コスト 30 783 排水処理設備改修、設備点検清掃
②地球環境保全コスト 69 256 冷凍機更新、太陽光発電設備設置
③資源循環コスト 0 369 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 0 148 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 54 ISO14001審査登録費用、環境報告書作成
4）研究開発コスト 0 153 環境に配慮した諸材料の開発
5）社会活動コスト 0 4 環境保全団体活動支援
6）環境損傷対応コスト 0 1 汚染負荷量賦課金

合計 100 1,769 

環境会計

総エネルギー使用量の削減
　総エネルギー使用量は平成13年度と比較して19.4%
の削減となりました。高効率空調機や高効率ボイラー等
の導入が要因として挙げられます。燃料転換により、重
油の使用量は減少し、都市ガスの占める割合が増加して
います。全機関において、エネルギー使用量は着実に減
少しています。
※ 平成26年度の数値に誤りがあったため、修正しています。

（千GJ）

23年度13年度
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■電気　■重油　■都市ガス　■その他 （％）
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基準年比

太陽光発電設備による発電実績
　国立印刷局では平成22年度から、自然エネルギー
を活用するため、太陽光発電設備による発電を行っ
ています。各機関への導入を進め、発電量を増加させ
てきた結果、平成27年度の発電量の合計は約24万
kWhであり、平成22年度と比較して約3.5倍となり
ました。平成28年度には、岡山工場で稼働開始を予定
しており、発電量は更に増加する見込みです。太陽光
発電設備導入の取組は特集2（p.13）で詳しく紹介し
ていますので併せてご覧ください。

（万kWh）

23年度22年度21年度 24年度 25年度 26年度 27年度

30

10

20

0
0.27

7.11 8.19 11.18
16.36

21.97 24.34

　国立印刷局の事業活動から生じる環境負荷として、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負荷低減に積極的に取り
組んでいます。平成27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）

事業活動

環境方針に基づく取組
Environment

■温室効果ガス排出量の推移

■温室効果ガス排出量／売上高原単位の推移

■太陽光発電量実績

■総エネルギー使用量の推移
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コピー用紙の使用量削減
　平成27年度のコピー用紙使用量は平成26年度と比
較して、0.2tの増加となり、69.0tでした。基準値と比較
して、2.6%の増加となりました。
　国立印刷局全体の約4割を占める本局での使用量の
増加が影響しています。両面印刷の徹底や、裏面利用の
浸透を引続き図ります。
※基準値：過去5年間（平成22年度～26年度）の使用量の平均値

廃棄物の削減
　廃棄物の排出量は6,232tでした。目標値（基準値から
10%以上削減）を上回り、12.4%の削減を達成しまし
た。都内機関再編や本局仮移転の完了により、前年度と
比較して減少しています。廃棄物のうち、回収後にリサ
イクルされるものと最終処分されるものに分けると、最
終処分量は1,574tであり、全廃棄物の25.3%でした。例
えば、界面活性剤廃液汚泥は、焼却処分の際に発生する
焼却灰が路盤材等にリサイクルされています。その他製
紙汚泥は製鉄のフォーミング抑制剤に、貼付工程から排
出される廃プラスチックはRPF（p.8参照）にリサイクル
されています。国立印刷局では可能な限り最終処分量を
減らすように、廃棄物のリサイクルに積極的に取り組ん
でいます。
※基準値：過去5年間（平成22年度～26年度）の排出量の平均値
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〈27年度実績〉
　基準値比 2.6％増加

66.3
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〈27年度実績〉
　基準値比 12.4％削減

6,262 6,253 6,232

水の使用量削減
　水の使用量は年々減少傾向にあります。平成27年度
は468万㎥であり、前年度から3.9%削減となりました。
また基準値と比較して、6.7%の削減であり、削減目標
（基準値以下に削減）を達成することができました。要因
としては、虎の門工場と滝野川工場の統合や本局の仮移
転等が挙げられます。
※基準値：過去5年間（平成22年度～26年度）の使用量の平均値

（万㎥）
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〈27年度実績〉
　基準値比 6.7％削減

廃液の有効利用
　印刷工程から発生する界面活性剤廃液は減圧濃縮装置や乾
燥濃縮装置で処理され、汚泥と蒸留水に分離されます。この蒸
留水を新しい界面活性剤
溶液（新液）を製造する際
に利用して、水の使用量
削減を図っています。ま
た、水分を除去すること
で汚泥量が減少し、廃棄
物削減にもつながってい
ます。

印刷工程での使用 廃液の発生

産業廃棄物

濃縮汚泥

新液
製造設備 蒸留水

印刷工程

減圧濃縮装置・
乾燥濃縮装置

廃プラスチックからできたRPF

フォーミング抑制剤と製紙汚泥

減圧濃縮装置

廃棄物や有価物のうち、リサイ
クルされている物質の例 リサイクル後の物質

界面活性剤廃液汚泥 路盤材等
廃プラスチック 再生プラスチック、RPF
試刷用紙 新聞紙、トイレットペーパー
製紙汚泥 製鉄のフォーミング抑制剤
機械廃油 燃料油

国立印刷局の工程で再利用して
いる物質の例 再利用先

官報使用済版面 版面材料
断裁屑 製紙材料

廃棄物排出量
6,232t
（100％）

業者により
リサイクル
された量
4,658t
（74.7％）

最終処分量
1,574t
（25.3％）

環境方針に基づく取組
Environment

電子マニフェストの導入
　平成27年10月から本局及び彦根工場で、産
業廃棄物の処理を委託する際に必要となるマニ
フェストを紙のつづりから電子版へ移行しまし
た。これにより、紙資源の節約となるほか、廃棄
物の処理状況をより確実に確認できるため、不適
正処理を防ぐという法規制遵守の観点からもメ
リットがあります。今後、他機関への水平展開を
検討していく予定です。

■界面活性剤廃液処理における水の再利用の概念図

■廃棄物排出量の推移

■平成27年度の廃棄物処理の内訳

■水使用量の推移 ■コピー用紙使用量の推移
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環境に配慮した設備の導入
　温室効果ガス排出抑制による環境負荷低減のため、環
境に配慮した設備の導入を進めています。平成27年度
は静岡工場における冷凍機の重油からガスへの燃料転
換や岡山工場の仕上棟に導入した太陽光発電やLED照
明、人感センサー等の省エネ設備が挙げられます。また、
岡山工場では製紙工程において、清掃時に廃棄していた
材料を工程に再投入できる湿紙回収装置を設置し、原材
料使用の抑制や廃棄物削減に貢献しています。

　国立印刷局はグリーン購入及び環境配慮契約の実績
の概要並びに環境物品等の調達の推進を図るための方
針をホームページで公表しています。

環境物品等の調達
　国立印刷局では、グリーン購入法（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
等の調達方針及び目標を定め、目標達成に努めていま
す。平成27年度は20分野193品目について調達目標を
100％と設定し、これを達成しました。

環境配慮契約
　環境配慮契約法（国等における温室効果ガス等の排出
の削減に配慮した契約の推進に関する法律）に基づき、
契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的
に評価しています。平成27年度においては、電気の供給
を受ける契約について7件及び産業廃棄物の処理に係
る契約について27件の環境配慮契約を締結しました。

原材料調達における環境配慮の取組
　日本銀行券には、原材料の一つとして「みつま
た」が使用されていますが、国内のみつまた生産
者の高齢化や後継者不足の問題から、国内みつま
たの出荷量が年々減少している傾向にあり、現在
は国内外から必要量を調達しています。
　国立印刷局では、国内のみつまた生産の技術的
な支援を目的に、中国及び四国地方にみつまた調
達所を設置しており、国内みつまたの生産におい
て、苗の栽培による種の保存や原材料として使
用しない黒皮の堆肥化等環境に配慮した取組を
行っています。

環境負荷を配慮した製品設計と研究開発
　国立印刷局では製品開発、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・製造に努めており、
環境負荷低減に向けた研究開発に取り組んでいます。
　例えば、少ないエネルギーで乾燥する省エネルギーイ
ンキの開発や、環境に負荷をかけるおそれのある物質
（PRTR法の指定化学物質等）を含む材料について、使用
量の削減や代替が可能かどうかの研究を行っています。
今後も環境負荷に配慮した研究開発に継続して取り組
みます。

▶▶▶ 環境物品等の調達の推進 ◀◀◀

静岡工場　検査棟冷凍機

岡山工場　太陽光発電設備

銀行券部四国みつまた調達所長

石本　治夫

　みつまたの生産現場では、みつまたの原木から局
納みつまた（※）を生産する過程で排出される蒸煮液
を害虫・野生鳥獣被害対策として活用してきました。
また、これまで廃棄していたみつまたのカラ（木部）
を、「京友禅」や「藍染」を活用して製品化したものも、
全国各地の生け花展覧会で注目されています。さら
に、シカがみつまたを嫌う性質があることを利用し、
林への食害を減少させるためにスギ、ヒノキ林の周
辺にみつまたを植樹する環境保全活動が進められて
います。
　このように、みつまた生産者は日本銀行券の原材
料であるみつまたを余すことなく活用し、新たな可
能性を開拓するために日々努力を続けています。

※ 局納みつまた　日本銀行券の原材料として国立印刷局に納めるみ
つまた（白皮）のこと。

みつまた（白皮）

みつまた（白皮）生産の様子

みつまたの畑

みつまた（白皮）生産の様子

苗の栽培（種の保存）

染色したみつまたのカラ（木部）みつまたの花
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▶▶▶ 環境負荷を配慮した ◀◀◀製品設計・製造

環境方針に基づく取組
Environment
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環境月間
　6月の1か月間を「環境月間」として、環境省が実施を
呼び掛けており、国立印刷局でも環境保全に対する関心
と理解を深め、環境保全活動の活性化を目的に、毎年度
各機関で行事を企画・実施しています。平成27年度は、
環境講演会や産業廃棄物処理施設の見学、環境関連施設
の点検、構内外の美化清掃活動を行ったほか、自然エネ
ルギーへの理解を深めるための太陽熱でお湯を沸かす
実演や、工場周辺に生息する生物の展示等各機関で特色
ある行事を実施しました。

環境教育
　新規採用職員研修や研修センターで行われる技術系
研修の科目の一つとして、国立印刷局における環境保全
の取組について講義を実施し、局内教育の充実を図って
います。
　また、各機関において人事異動による転入者を対象と
した研修を実施しています。各職場の環境推進員が中心
となって取組状況の周知や役割分担の引継ぎを行うこ
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。
　さらに、法定資格について、各機関の取得者が複数名
となるよう計画的な育成に努めています。

広報誌の活用
　月一回発行している職員向け広報誌「時報」を活用し
て、環境保全に関する様々な情報を職員に提供し、啓蒙
活動に努めています。平成27年度7月号では年間のエネ
ルギー使用量等の実績について、また、8月号では環境
月間の取組や環境キャンペーン等への賛同について報
告しました。さらに、環境月間の記事に合わせて「身近な
エコを紹介します」というテーマで、職員10名が環境に
配慮した生活の工夫や心掛けを紹介しました。

屋上緑化の取組
　東京工場及び王子工場では一部の建物の屋上を緑化
しています。建物内の温度上昇を抑制し、さらにヒート
アイランド現象を緩和しています。また、岡山工場では
ゴーヤのグリーンカーテンを設置し、省エネに取り組み
ました。

環境キャンペーンへの参画
　国立印刷局では、環境省が推進する2030年まで続
く国民運動で、製品・サービス・行動について省エネル
ギーや低炭素型という「賢い選択」をすることを推奨す
る「COOL CHOICE」や、低炭素社会に向けた気候変動
キャンペーン「Fun to Share」に参画しています。その
一環としてCOOLBIZやWARMBIZ、クールアースデー
の節電に取り組み、省エネルギー及び温室効果ガスの削
減を推進しています。また、局内研修や広報誌を通じ、
COOL CHOICEについて職員に周知し、取組を推進し
ています。

みなとエコ宣言
　東京都港区では環境に配慮し
た取組を行っている区内の事業
所が取組を宣言することで、区
が事業所を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。本局では「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。」と宣言
を登録し、1年間省エネに取り
組みました。

生物多様性の取組
　静岡工場では様々な動植物が生息する工場内の平心
池を「生物多様性保護区域」に指定し、生物多様性マップ
を作成して、職員の生物多様性への意識向上を図ってい
ます。毎年5月頃にはカルガモの親子が姿を見せ、職員
の憩いの場にもなっています。
　また、岡山工場では環境月間中に「西大寺上三丁目水
族館」と題して工場周辺の用水路に生息しているタナゴ
やメダカ、エビ等を工場内に展示して職員に紹介しまし
た。良好な水質のもとで生息していることを伝え、地域
の環境保全について考える良い機会となりました。

環境講演会（小田原工場）

自然エネルギー実演（彦根工場）

王子工場仕上棟屋上

岡山工場グリーンカーテン

静岡工場「生物多様性保護区域」

岡山工場「西大寺上三丁目水族館」

▶▶▶ 環境保全に関する ◀◀◀啓蒙活動の推進
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　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。

社
会
性
報
告

社
会
性
報
告

衛生講習会 メンタルヘルス講習会 安全衛生旗

安全塔

■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 ◀◀◀

新
規
採
用
職
員
研
修

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


