
 ISO14001認証

　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、各機関で国際標準化機構（ISO）が策
定した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・更新を行ってい
ます。
　平成30年度は、彦根工場において審査に合わせ
ISO14001：2015年版への移行審査を受審し合格し
ました。これにより、ISO認証を取得している全て
の機関において2015�年版の認証が完了しました。
　今後も、各機関で地域や工場の特徴を反映した特
色ある環境方針を掲げ、地球環境保全活動に取り組
んでいきます。

ISO14001認証の維持・更新状況

工場名 認証取得年度 平成30年度　
審査内容 審査結果

研究所 平成29年度 維持審査 合格
東京工場 平成14年度 維持審査 合格
王子工場 平成29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（移行）審査 合格
岡山工場 平成19年度 維持審査 合格

環境マネジメント
システム

　国立印刷局では国立印刷局環境保全推進規則を定
め、本局及び各機関に環境マネジメントシステムを
構築し、環境保全等に関する取組を総合的かつ計画
的に推進しています。
　本局においては総括環境管理事務責任者のもとに
総括環境管理責任者及び環境保全事務局を設置し、
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する推進体制を構築
しています。PDCAサイクルを活用しながら環境負
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。

環境マネジメントシステム推進体制

統括環境管理責任者
（管理部担当理事）

理事長

各機関
機　関　長

★総括環境汚染防止者

事務局

総括環境管理責任者
（本局管理課長）

★総括環境汚染防止者(代理者)

総括環境管理責任者
（副所長・総務部長）

★総括環境汚染防止者(代理者）

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

本　局
総括環境管理事務責任者

（本局管理部長）
★総括環境汚染防止者

環境マネジメントシステム

継続的改善
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継続的改善

  ISO14001更新（移行）審査の
取組について
彦根工場　総務部管理課　澤　貴宏

　彦根工場では、6月にISO14001更新（移行）審
査を受けました。審査に当たり、事前のマニュア
ル改正、研修を行うなど必要な準備を進めてき
ました。当月は県の立入調査、さらには環境月間
などの行事が重なった中で審査に臨むこととなり
ましたが、無事、登録更新も承認され、審査員

からもより良い環境マネジ
メントシステム構築に向け
た取組ができている旨の評
価を頂きました。今後も新
規格の要件である事業プロ
セスを意識した取組を進め
ていく所存です。
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 内部環境監査

　各機関において構築された環境マネジメントシス
テムについて、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・
記録の確認及び面談等を実施する内部環境監査を定
期的に実施しています。　
　内部環境監査の結果、平成30年度は全機関の合計
で、是正処置等の対応が必要な不適合21件、不適合
ではないが改善することが望ましい改善推奨事項31
件であり、重大な不適合はありませんでした。一方、
有益な取組として水平展開することが望ましい推奨
事項は62件であり、環境に配慮した取組が各部門で
積極的に行われており、良い取組とされた事項につ
いては部門間での共有を進めています。

内部環境監査の仕組み

改善事項への対応

内部環境監査
結果の報告

監査の実施

管理部長
報　告

機関長

内部環境監査責任者

内部環境監査チーム
内部環境監査を実施

指　名

各部門

ISO14001：2015年版への移行完了

　平成30年度は彦根工場が更新（移行）審査を
受け、ISO14001の2004年版から2015年版
へ移行が行われました。これにより、認証を
取得している全ての機関においてISO14001
の2015年版認証取得が完了しました。
　環境マネジメントシステムの仕様として定
められているISO14001は、2004年版が11
年にわたり運用された後、2015年に改訂版が
発行されました。
　新規格である2015年版では、環境マネジメ
ントシステムの要求事項に事業戦略が取り入
れられ、環境パフォーマンスの向上が事業戦
略の中核テーマに位置付けられています。
　各機関においても、既存の環境マネジメン
トマニュアルについて、2015年版に沿った内
容に見直す等の対応を行いました。改定した
マニュアルを用いて、今後も環境マネジメン
トシステムを継続し維持していきます。

TOPICS

彦根工場審査の様子
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法規制遵守の
確実化

環境法規制の
特定・更新

環境法規制
点検活動

管理・届出・
報告等

総括・見直し

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。

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。
各機関におけるPDCAサイ
クルにより、改善を図ります。

環境法規制の遵守

　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重要な
事項の一つであることから、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。
　各機関における環境マネジメントシステムによる
自主点検に、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。
　また、環境保全に資する調達の取組として、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）に基づく環境物品等の調達の推進及び
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（環境配慮契約法）に基づ
く契約の締結を行っています。

 環境法規制の特定・更新

　改正の頻度の高い環境法規制について、届出事項
や定期報告、記録の保管の有無などを法規制別に整
理した「環境法令一覧表」を各機関で作成し、対応し
ています。本局事務局は法令等について、機関事務
局は都道府県条例等について調査を実施し、法規制
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。

管理・届出・報告等

　環境法規制に基づき、廃棄物・化学物質の管理や
排水・ばい煙の測定、特定施設設置などの所要の届出・

環境法規制遵守の仕組み
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申請、温室効果ガスやエネルギー使用に係る定期報
告を行っています。
　また、化学物質については、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（PRTR法）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、環境負荷の大きい化学
物質の削減に取り組んでいます。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物への対応

　国立印刷局で保有しているポリ塩化ビフェニル廃
棄物（PCB廃棄物）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
失がないように適切に保管・管理しています。
　平成30年度は、研究所、王子工場及び小田原工場
で保有されていた高濃度PCB廃棄物の処分を行いま
した。保有している高濃度PCB廃棄物については、
中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）への搬入
荷姿登録が完了し、処分時期が確定するまでの間、
保管・管理を行っていきます。

PCB廃棄物搬出の様子

PRTR制度への対応

　PRTR制度とは、特定化学物質の環境への排出量
の把握及び管理の改善の促進に関する法律に基づき、
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運び出され
た量を把握・集計し、公表する国の制度のことです。
平成30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。

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30年度

キシレン 1,060

コバルト及びその化合物 1,550

ポリ（オキシエチレン）
＝アルキルエーテル 165,757

マンガン及びその化合物 2,008

無水フタル酸 1,234

（単位：mg-TEQ）

ダイオキシン類 0.36

第一種指定化学物質排出量及び移動量の合計量の推移

［mg-TEQ］

171,608181,080185,448189,237
165,370

0.360.28
0.130.190.13

0.360.28
0.130.190.13
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18National Printing Bureau Environmental Report 2019

環
境
報
告
書
２
０
１
９
　
　
環
境
方
針
に
基
づ
く
取
組

環境方針に基づく取組



省エネ法

　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ
法）は、燃料資源の有効な利用の確保に資するため、
工場等の設置者等に対し、エネルギーの使用の合理
化に関する所要の措置を講ずることとし、エネルギー
の使用状況等を報告することを定めています。
　国立印刷局は省エネ法に基づき、毎年度定期報告
書及び中長期計画書を提出し、エネルギー使用の合
理化等を適切かつ有効に実施するための取組方針と
して「国立印刷局エネルギー管理方針」を定め、エネ
ルギー消費の改善を図っています。
　また、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。

フロン排出抑制法

　フロン類について製造から廃棄まで包括的な対策
を取ることを目的として平成27年4月に施行された、
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（フロン排出抑制法）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、漏
えい量の集約を行っています。
　平成30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。

�

水銀汚染防止法

　水銀汚染防止法は、水銀が人の健康及び生活環境
に係る被害を生ずるおそれがある物質であることか
ら、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の
掘採、特定の水銀使用製品の製造、水銀等の貯蔵に
係る指針、水銀を含有する再生資源の管理等につい

岡山工場における省エネルギー月間の取組

　経済産業省・資源エネルギー庁は、暖房等の電
力消費量が多い２月を「省エネルギー月間」と定め
ており、本月間に岡山工場は独自に参画し、省エ
ネに対する更なる理解と各自の具体的な活動に取
り組んでいます。
　平成30年度の取組では、ポスターの掲示による
省エネ活動への推進、工場内省エネ施設の見学説
明会、新旧の照明器具比較展示による省エネ効果
の体験等を企画し、省エネに関する情報提供及び
普及啓発活動を実施しました。

TOPICS

省エネ設備見学説明
（ソーラーパネル）

省エネ設備見学説明
（右：空調設備（空冷ヒー
トポンプ）、左：給湯器
（エコキュート））

展示物
（消費電力の比較）

19 National Printing Bureau Environmental Report 2019

環境方針に基づく取組



て定めるなど、水銀等による環境の汚染を防止し、
人の健康の保護及び生活環境の保全を目的とした法
律です。
　国立印刷局においても、居室及び作業場で使用し
ている蛍光灯には水銀が含まれていることから、そ
の使用・保管及び廃棄について、適正に対応してい
ます。

グリーン購入法（環境物品等の調達）

　グリーン購入法とは、持続可能な発展による循環
型社会の形成を目指し、国等が自ら率先して環境物
品等を優先的購入することで、需要面から環境物品
等の市場を促進することを目的に制定されました。
重点的に調達を推進すべき環境物品等の分野・品目
（特定調達品目）と、その「判断の基準」が基本方針と
して定められています。
　国立印刷局では、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30年度は
20分野212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。

環境配慮契約法

　環境配慮契約法は、国等が契約を結ぶ際に、価格
のほか環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れ
た製品やサービス等を提供する者と契約することで、
環境負荷の小さい持続可能な社会の構築を目的とし
て制定されました。
　国立印刷局では、対象契約について環境配慮契約
法に基づき契約を結んでおり、平成30年度において
は、電気の供給を受ける契約について10件、産業廃
棄物の処理に係る契約について22件及び自動車1台
についての環境配慮契約を締結しました。

東京都環境確保条例

　東京工場及び王子工場は、都民の健康と安全を確
保する環境に関する条例（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指定されて

おり、温室効果ガス排出量の報告及び削減が義務付
けられています。
　平成30年度は第二計画期間（平成27年度～31年度）
にあたり、設備投資計画等の確実な実施によりエネ
ルギー消費量を抑制し、削減目標達成を目指してい
ます。

 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し、「環
境関連法令等遵守状況点検」を行っています。
　平成30年度は第3四半期に点検を実施しました。
環境保全施設の保守点検状況、法令等に基づく測定
及び点検状況の確認を行い、過去の巡回点検のフォ
ローアップとして、環境関連法令に基づく特定施設
等の届出状況、PCB廃棄物の管理状況及びエネルギー
管理標準の作成状況についても確認を行いました。
　点検の結果、各機関において、環境保全施設の定
期的な保守点検を実施し、また、法令等に基づく測
定及び点検を確実に実施し、規制基準を遵守してい
ることを確認しました。過去に指摘等があった機関
においては、フォローアップについても対応してお
り、是正措置を要する機関はありませんでした。
　一方、環境関連法令に基づく特定施設等について
は、設置場所等に関して、理解を深める必要がある
とみられたため、各機関で特定施設等のチェック表
を作成するとともに、次回点検時にチェック表の作
成状況及び理解状況についての確認を行います。今
後も点検活動を通じてチェック体制を維持し、確実
な環境法規制遵守に取り組みます。

�
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 総括・見直し

　第4四半期に環境保全計画の実施状況の総括を行う
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30年度の見直しの結果、目標を達成できなかっ
た廃棄物削減については、資源の有効活用などの削
減対策を再度見直し、継続して削減に取り組むこと
としました。また、条例へ更なる対応が必要な機関
については本局と機関の情報共有を通じて円滑に対
応していくこととしました。

 平成30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、
環境法規制の罰則適用事案はありませんでした。

環境法令集合研修

　平成30年度環境保全計画に基づき、事業を
行う上で必要な環境法令及び条例について学
び、実務担当者の能力向上を図ることを目的
として、本局及び各機関の環境担当者に対し
て環境法令集合研修を行いました。
　平成29年度の本局担当者が講師となり行っ
た研修に引き続き、より理解を深めるために
専門の講師による講義を実施したことで、環
境法令の種類や内容、各機関に係る条例の基
礎知識を習得でき、法令遵守の意識を高める
ことができました。
　引き続き環境法規制に関する教育を定期的
に実施し、環境法規制に精通した人材の育成
に取り組んでいきます。

TOPICS
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温室効果ガス
排出量の削減

 温室効果ガス排出量の削減

　国立印刷局の温室効果ガス排出量は36,497t-CO2
であり、基準年である平成17年度と比較して29.9％
の削減を達成し、目標である24％以上削減を上回る
結果となりました。要因としては、空調機の更新や
LED照明器具の採用など、エネルギー効率の高い設
備の導入を実施したことが挙げられます。また、各
機関におけるISO14001に基づく環境マネジメント
の着実な運用に努めた結果といえます。
　また、近年、事業者自らによる温室効果ガス排出
量のみならず、原料調達・製造・物流・販売・廃棄等、
一連の事業活動全体から発生する温室効果ガス排出
量を把握する動きが広まっています。国立印刷局も
このような動きに注目しており、引き続き社会全体
の動向を踏まえ、日本銀行券などの製品を安定的か
つ確実に供給する公的な事業体としての使命を果た
しつつ、取組可能な削減を推進していきます。

温室効果ガス排出量の推移
［t-CO2］
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 総エネルギー使用量の削減

　平成30年度における総エネルギー使用量は880.5
千GJでした。各機関の環境保全施設の更新により燃
料消費量の削減効果（省エネ効果）が得られたことで、
平成17年度と比較し、減少しています。

総エネルギー使用量の推移
［千GJ］
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 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。現在7機関で太陽光発電が導入されており、
平成30年度の発電量の合計は約297千kWh※でした。

太陽光発電量実績
［千kWh］ 297

264265
243

220

30年度29年度28年度27年度26年度
0

100

200

300

※�平成29年度のデータは、一部機関の4月から12月分のデータが
未集計となっています。

資源使用量の抑制及び
廃棄物の削減

 廃棄物の削減

　廃棄物の排出量については、環境保全計画に基づ
き、リサイクル資源としての有効利用や廃棄物の削
減に努めましたが、廃棄物排出量の実績は6,499�tと
なり、基準値（過去5年間の排出量の平均値）に対して
3.5％の増加となりました。
　主な増加要因として、製紙排水の増加が挙げられ、
その対策として、製紙排水処理設備の更新を予定して
います。また、水性ワイピング廃液処理設備の更新等
の取組を進め、削減に努めます。
　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
1,568�tであり、全廃棄物の24.1％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※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
量を減らすために、廃棄物のリサイクルに積極的に
取り組んでいます。
※�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

廃棄物排出量の推移
［ t］

6,4996,4136,2226,2326,2536,276

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

30年度29年度28年度27年度26年度25～29年度
（基準値）

国立印刷局から排出される
廃棄物や有価物のうち、
リサイクルされている

物質の例
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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 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

官報使用済版面 アルミニウム製品

国立印刷局の製造工程で
再利用している物質の例 再利用先

断裁屑 製紙材料

�
フォーミング抑制剤と製紙汚泥� 廃プラスチックからできたRPF
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平成30年度の廃棄物処理の内訳

廃棄物排出量廃棄物排出量

（100%）（100%）
6,499 t6,499 t

業者により
リサイクル
された量

業者により
リサイクル
された量

（75.9%）（75.9%）
4,931 t4,931 t

最終処分量最終処分量

（24.1%）（24.1%）
1,568 t1,568 t

 コピー用紙の使用量

　平成30年度のコピー用紙使用量は72.9�tでした。
前年度に比べ、増加した主な要因としては、国立印刷
局全体の約4割のコピー用紙使用量を占めている本局
において使用量が増加したことです。引き続き両面印
刷等を推進し、使用量抑制に取り組んでいきます。
　また、コピー用紙の計画的な購入に努め、適正な
管理に取り組むこととします。

コピー用紙使用量の推移
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 水の使用量

　平成30年度の水の使用量実績は464万㎥でした。
　今後も引き続き節水に努めていきます。

水使用量の推移
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環境負荷を配慮した
製品設計・製造

 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30年度においては、高効率変電設備の更新（東
京工場）、LED照明器具への更新（小田原工場・彦根
工場･岡山工場）、高効率空調機への更新（東京工場・
小田原工場・静岡工場・彦根工場）が挙げられます。
　これらの設備更新により、温室効果ガス削減が図
られました。
　今後も省エネルギーの推進を図るとともに、新規
設備の導入や更新において、環境負荷低減に向け、
より効果的な設備の導入を進めていきます。

 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、低エネルギーで乾燥する省エネルギーイ
ンキの開発等の研究開発を行っています。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。
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 環境会計

　環境会計とは、環境保全への取組を効率的かつ効
果的に推進していくことを目的として、事業活動に
おける環境保全のためのコストとその活動により得
られた効果を認識し、可能な限り定量的に測定し伝
達する仕組みです。
　国立印刷局では、平成18年度から環境保全活動の
取組に対する費用対効果の把握を進め、「環境会計」
として取りまとめ、公表しています。

平成30年度　環境保全コスト
（単位：百万円）

分　類 投資額 費用額 主な取組内容

1 事業エリア内コスト 303 1,480

　❶�公害防止コスト 0 801 排水処理設備改修、
設備点検清掃

　❷�地球環境保全コスト 303 195 空調設備更新、変電設備更新、
照明設備更新

　❸�資源循環コスト 0 484 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 0 143 環境物品等の調達（グリーン購入）

3 管理活動コスト 0 58 ISO14001審査登録費用、
環境報告書作成

4 研究開発コスト 0 136 環境に配慮した諸材料の開発

5 社会活動コスト 0 5 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 303 1,823

環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果）� � 　　　　　　��
（単位：千円）

効果の内容 金　額

収　益 鉄屑、古紙などの売却 59,674
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環境保全に関する
啓発活動の推進

 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、
啓発活動に努めています。平成30年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について報告しました。さらに、
各機関における環境保全の取組として、ISO14001
認証維持及び更新審査に向けた活動等のトピックス
を紹介しました。

 環境教育

　国立印刷局における環境保全の取組についての講
義を、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実施し、年度研修計
画で予定していた研修を100％実施しました。
　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おり、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。環境教育は記録として残し、
職場の教育実績の管理にも役立てられています。さ
らに、環境関連の法定資格について、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。

 環境キャンペーンへの参画

　国立印刷局は、環境省が推奨する、低炭素社会実現
に向けた知恵や技術をみんなで楽しく共有し、発信す
る気候変動キャンペーン「Fun�to�Share」への賛同と併
せ、2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で
26%削減するために、省エネ・低炭素型の製品・サービ
ス・行動などあらゆる「賢い選択」を促す国民運動「COOL�
CHOICE」に参画しています。その一環としてクールビズ
やウォームビズ、クールアース・デーにおける節電の取組、
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、内部研修や広報誌を通じ、「COOL�CHOICE」
について職員に周知し、参画を推進しています。

 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」に指定しています。
また、生物多様性マップを掲示し、平心池の春夏秋
冬の様子を紹介することで、環境保全に関する職員
の意識向上を図っています。平心池には、カルガモ
の親子や水辺の宝石と呼ばれるカワセミをはじめ、
たくさんの野鳥が集まり、「生物多様性」を考える良
い機会となっています。
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　1972年6月5日にストックホルムで開催された「国際連合人間環境会議」を記念して、国連
では6月5日を「世界環境デー」と定めています。
　日本では、環境基本法において６月５日を「環境の日」、６月の１か月間を「環境月間」
と定め、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を行うこととしています。
　国立印刷局の各機関においても、環境に対する理解を深めるとともに、環境保全活動の一
層の推進を図るため、国の環境月間に合わせて様々な取組を実施しています。各機関の取組
の一部をご紹介します。

環境保全施設等の
管理状況点検
　東京工場では、環境保全施
設等の管理状況点検として、
廃液槽等における公害発生防止状況の確認及び廃棄物集積
所やPCB廃棄物保管場所における保管状況の確認を行いま
した。
　点検の結果、廃液槽の防液提の破損等もなく問題ありませ
んでした。また、廃棄物集積所における保管状況も良好でした。
　環境月間においては各種行事を実施しましたが、環境月間
のみならず、環境保全施設点検等の活動について年間を通
じて継続的に取り組み、環境保全に努めていきます。

リサイクル施設等の見学
　王子工場では、各部課等から職員
がスーパーエコタウン※内の中央防波
堤外側埋立処分場、廃棄物処理施設
の見学のほか「東京都水の科学館」及
び「東京都虹の下水道館」の見学を行
いました。見学を通じてゴミ減量の
重要性、水資源及び社会インフラと
しての下水道事業の重要性について
学びました。
※スーパーエコタウンとは
　東京都が、首都圏における廃棄物問題の解決と環
境産業の立地を促進し、循環型社会への変革を目的として推進した事業で、臨海部の都有地
に廃棄物処理・リサイクル施設を整備したもの。

構外美化運動の
実施
　小田原工場では職員の環境
保全意識高揚と、地域の美化
に貢献することを目的に構外
美化運動を行いました。
　工場敷地外の囲障周りにお
いて、各部門の職員による清
掃を行い、環境保全の意識向
上を図ることができました。
　次年度以降についても環境保全を取り巻く情勢を踏まえ
た行事を企画し、一層の環境保全の推進を図っていきます。

環境施設の見学
　静岡工場では、静岡
市沼上資源循環学習プ
ラザ「しずもーる沼上」
の見学を行いました。この施設は4Ｒ（リフューズ・
リユース・リデュース・リサイクル）の意義を多くの
人に周知するため設立された施設です。
　見学では、静岡市における資源の循環やリサイク
ルに関する状況を体感し、環境保全に対する意識の
向上を図ることができました。

環境講演会の実施
　彦根工場では、外部講師による「水の再生講座　
～滋賀県の下水道について～」の環境講演会を実
施しました。私たちの身近にある下水道について、

「水再生・水循環」の視点で下水道の役割につ
いて講話をいただきました。マンホールのデザ
インが地域ごとの特色を反映していることや琵
琶湖周辺は田畑が多く、し尿が肥料として重宝
されていたことにより下水道の整備が遅れてい
たことなど、下水道を取り巻く歴史や現状を学
び、理解を深めることができました。

東 京 工 場

王 子 工 場

小田原工場

静 岡 工 場

彦 根 工 場

COLUMN

環 境
月 間
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環境講演会の実施
　本局では、外部講師を
招き「日本周辺海域におけ
る海洋ごみの現状」をテーマに環境講演会を開催し
ました。
　近年、世界の海で問題となっている、「海洋ごみ(街
で発生した生活系のごみが、海まで流れ出たごみ)」
の現状、さらに、海洋ごみの中でも、「マイクロプ
ラスチック（プラスチック製品が海上で紫外線や波
の力により細かく砕けたかけら）」が、海洋生物の生
態系にも影響を与えてきている状況など、新たな海
洋汚染問題が起きていることについての講演をして
いただきました。
　海に囲まれた国に住む私たちにとって、大変興味
深い内容の講演であり、改めて、環境問題について
の意識を高める良い機会となりました。

雨水の再利用設備の点検
　中国みつまた調達所（本局）の久世倉庫で
は、雨水を再利用してみつまた試験畑へ水
やりをしています。
　環境月間では、雨水タンク及び配管の
破損や漏れの点検、雨水タンク内の清掃
を行いました。今後も定期的に点検・清
掃を行い、資源の有効活用を図っていき
たいと思います。

節電等の実施状況の確認
　四国みつまた調達所（本局）では、空
調、照明、OA機器等の節電実施状況
を確認しました。照明につ
いては、昼休み時間帯に全
消灯を心掛けました。
　今後も継続して節電の取
組を進めていきます。

環境講話の実施
　研究所では「環境マネジメント
システムの必要性と研究所に関係
する環境法令について」をテーマ
に、「水質汚濁防止法」や「騒音規
制法」、「振動規制法」、「神奈川県
生活環境の保全等に関する条例」
の概要及び要点等について外部講

師による講話を実施し、環境法令への理解を深めました。

用排水施設の見学
　岡山工場では、転入者及び新規採用者
を対象に、工業用水の処理工程、河川及
び下水道放流水の処理工程の説明及び用
排水施設見学を行いました。河川放流に
ついては構外の放流経路の見学と環境設
備に関する知識の付与を行いました。
　また、有害物質防止施設の見学を行い、
薬品等の有害物質が雨水経路に流れ込ん
だ場合の対処方法及び流出防止の仕組み
について説明を行い、環境法令遵守につ
いて理解を深めました。

産業廃棄物処理
状況の現地確認
　研修センター（本局）では、研修センターから排
出される廃棄物の処理が適切に行われているかを確
認することを目的として、廃棄物処分請負業者に赴
き、廃棄物の収集、運搬及び処分に係る委託契約の
内容について現地確認を行いました。その結果、適
正に中間処理が行われていたことを確認しました。

本 　 局

中国みつまた調達所

四国みつまた調達所

研 究 所

岡 山 工 場

研修センター

用排水施設見学

�用排水施設説明
（処理後の排水）

再利用設備（倉庫の雨樋
を雨水タンクに接続）

雨水タンク内の清掃

「事務局として環境月間行事を企画して」
 研究所　総務室　藤井伸人
　研究所では、多数の実験装置や多種の薬品を使用し、
研究等を進めているため、関係する環境法令の概要及び

要点についての理解を深めることを目的に、「研究所に関係
する環境法令について」をテーマに外部講師による環境講話
を企画しました。
　現在、研究所では少量多品種の薬品（化学物質等）を保有・
使用していますが１つの化学物質に対して毒劇法や消防法等
の複数の法令が適用されている場合や、導入する装置に対
して騒音規制法、振動規制法または県条例等の届出が必要
な場合があります。
　そのため、事務局だけではなく研究員の方にも環境法令

を理解してもらうために、いかにわか
りやすい研修を行うかをポイントに外
部講師と調整を重ね、今回の環境講
話を行いました。
　研究所では継続的に環境に関する
研修を計画・実施し、環境に関する理
解を深め、これからも環境保全に努め
ていきます。
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