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目次 　独立行政法人国立印刷局（以下「国立印刷局」という。）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」という。）を発行
しており、今回で 10 回目の発行となります。
　本報告書は、記載内容の信頼性・比較容易性を確保するために、「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（平成 16 年法律第 77 号。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）」
を参考に作成していますが、環境保全に加えて労働安全衛生を始めとした
社会性報告についての取組についても報告しています。平成 26 年度は、
第三期中期目標期間（平成 25 年度～平成 29 年度）の 2 年目でしたが、
独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 66 号）の
成立に伴う国立印刷局の平成27年度からの行政執行法人への移行により、
第 3 期中期目標期間は、平成 25 年度から平成 26 年度までの 2 年間に
短縮され、したがって、今年度が最終年度となりますので、取組の成果
について総括します。
　また、国立印刷局ホームページにおいては、環境報告書電子版の掲載の
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
を行っていますので是非ご覧ください。

報告対象期間：平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
報告対象組織：国立印刷局

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、研修センター、
みつまた調達所 2 か所
※虎の門工場の印刷機能については滝野川工場敷地
内へ移転するとともに、滝野川工場は平成 26 年 4
月より東京工場となっています。

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

編　集　方　針

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

公　表
公表：平成 27 年 6 月
次回公表予定：平成 28 年 6 月

参考にしたガイドライン

独立行政法人　国立印刷局

環境報告書 2015
National Printing Bureau Environmental Report 2015

お問合せ先
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Top Message
トップメッセージ

　国立印刷局は、決済システムの中で重要な役割を果たす日本銀行券、法令等の政府情報の公式的伝達手段であ
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と言えます。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。
　平成27年4月1日に、国立印刷局は単年度の目標管理を行う単年度管理型の「行政執行法人」へ移行し、これに伴
い第三期中期目標期間は平成26年度で終了することとなりました。第三期中期目標期間（平成25～26年度の2年
間）の平均温室効果ガス排出量は38,643t-CO2となり、基準年である平成13年度比で20％以上の削減を達成する
ことができました。平成26年度は、空調設備のガス化や太陽光発電設備の設置といった設備投資を積極的に行い、
環境負荷の低減に取り組みました。今後も温室効果ガス排出量削減目標を設定し、環境マネジメントシステムの継続
的な改善を進め、環境と調和の取れた事業活動により一層努めます。
　一方、国においては、電気需要の平準化の推進を内容とする改正省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律）が平成26年4月に施行されました。夏季・冬季の電力ピーク時間帯の使用量低減が求められ、省エネルギー
社会の実現を目指す取組が進められています。
　「環境報告書2015」では、平成26年4月に旧虎の門工場と旧滝野川工場を統合し新たに発足した東京工場の省エ
ネルギー対策について特集を組みました。資源・エネルギーの消費を抑制し、環境負荷の低減を図る国立印刷局全
体の取組を推進する役割が期待されます。さらに、みつまた調達所における原材料調達の取組についてご紹介して
います。また、社会性報告のページを昨年よりも増加して労働安全衛生や人材活用に向けた取組の記載内容を充実
させました。
　国立印刷局は皆様とのコミュニケーションを通じて環境配慮や社会的責任に関する取組の向上に努めていきたい
と考えておりますので、幅広い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
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経営理念と環境方針

使命
　国立印刷局は、銀行券をはじめとする信頼性が求められる印刷物及び行政情報を確実かつ効率的に提供することに   
より、国民生活の安定及び社会経済の発展に資することを使命とする。

ビジョン
　国立印刷局は、国民や公的機関の視点に立ったサービスの向上及び効率的な業務プロセスの構築に努め、
１　偽造防止効果が高く、国民から信頼される銀行券の安定かつ確実な製造及び必要な情報の積極的な提供等による、
　  我が国の通貨制度の安定への寄与 
２　高い信頼性と安全性を付与した、印紙、郵便切手、旅券等の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造並びに　
　  サービスの確実な提供 
３　信頼性の高い、官報をはじめとする公共上の見地から行われることが適当な行政情報の正確かつ確実な提供
を通じ、最高度のセキュリティや信頼性を保証するとともに、国際水準の技術力を備えた総合的な印刷・情報サービス
の提供機関となることを目指す。

経営理念

　 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

沿革
　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)。創設当初の業務
は紙幣の発行、交換、国立銀行(民間銀行)の認可・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、独立行政法人国立印刷局となり、現在に至っています。
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事業概要

事業概要
名 　 称 ：
英 語 表 記 ：
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（1871年）年7月
平成15（2003年）年4月
独立行政法人国立印刷局法（平成14年法律第41号）
147,510百万円
67,006百万円
6,063百万円
4,072名（平成27年3月31日現在）
〒105-8445　東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館
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、研修センター、博物館

　国立印刷局は、決済システムの中で重要な役割を果たす日本銀行券、法令等の政府情報の公式的伝達手段である官報等、
極めて公共性の高い製品を独占的に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(金融基盤、法秩序基盤等)の不可欠な構成要素と言えます。
　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、国民経済のさらなる発展に貢献してまいり
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
質向上などの環境保全に努めています。

本局【東京都港区】

【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】

王子工場東京工場　

本局 経営企画室

監査室

研究所

理事長

理事

機関

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

総務部

管理部

財務部

銀行券部

官報部

監事 監事室

【東京都北区】

研究所　

小田原工場

研修センター

組織図

※平成 27 年 4 月 1 日、組織の変更を行いました。
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主な事業
　国立印刷局の事業は、主に次の4部門から構成されています。

銀行券製造部門
日本銀行券（E一万円券、E五千円券、E千円券、D二千円券）

　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。

諸証券類製造部門
旅券、郵便切手、印紙、証紙等

　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。

官報等製造部門
官報、法令全書、予算書・決算書等

　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。

研究部門
研究開発

　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。

※発行順を表すため、お札をABCDEの記号で区別することがあり
ます。現在発行されているお札は、戦後5番目の発行ということで、

「E券」と呼ばれています。

事業概要
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製紙工程 独特の色や手触り、耐久性に特徴がある日本のお札の紙ができるまでをご紹介
します。また、これらの活動が環境に及ぼす様々な影響についても紹介します。

１.蒸煮（じょうしゃ）

2.裁刻（さいこく） 4.精選（せいせん）

3.離解（りかい） 5.叩解（こうかい）
みつまたを蒸して、
加工しやすくします。

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。

紙の材料に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。

短くなったパルプの繊維を、さら
に水の中で解きほぐします。

繊維の絡み合いが良いと強い紙
になるため、さらに繊維をすりつ
ぶし、絡みやすくします。①臭気の発生

②蒸気の使用

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）で処理を行っています。
②スラッジ*（汚泥）濃縮槽、脱水機（デカンタ）で処理を　
　行っています。

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。

*スラッジ ：

工夫点
紙料かす 回収された繊維分

排水処理過程で生じる有機質の最終生成物
が凝集して出来た固体のこと

①臭気除去設備で処理を
　行っています。
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6.調合（ちょうごう） 8.断裁（だんさい）

9.員数（いんずう）7.抄造（しょうぞう）

紙の材料と薬品などを混ぜ合
わせ、紙のもととなる「紙料」
(しりょう)ができあがります。

巻き取られた紙を印刷に適した寸法に切り分
け、寸法等の検査を行います。これで、お札
の用紙が巻取り状からシート状になります。

機械で用紙の枚数を確認し、１
枚でも過不足のないようにしま
す。お札の用紙は、次の印刷工
程に送られます。 

「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
させて艶をつけて巻き取ります。 

①化学物質の使用 ①故紙（銀行券用紙断裁屑）の発生

①排水処理設備で処理します。 ①故紙を製造工程（離解工程から）に投
　入し、原材料としてリサイクルを行って
　います。

①製紙汚泥（製紙排水）
②紙料かす（製紙排水）
③河川水の使用
④紙料繊維（製紙排水）
⑤蒸気の使用

①沈殿槽（クラリファイヤー）で処理を　
行っています。
②スラッジ(汚泥)濃縮槽、脱水機(デカン　
　タ)で処理を行っています。
③シャワー回収槽で処理を行っています。
④紙料回収装置で処理を行っています。

①処分時は、処理業者においてリサ
　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
　され、リサイクルを行っています。
③シャワー水を循環させ、水の再利
　用を行っています。
④繊維分を回収し、有価物として売
　り払いを行っています。

処理設備
沈殿槽（クラリファイヤー）

紙料回収装置

デカンタ

環境負荷となる要因

処理設備

環境に配慮した工夫点
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印刷工程 凹版印刷をはじめとする、特殊な技術をいくつも施していく印刷工程をご紹介し
ます。また、これらの活動が環境に及ぼす様々な影響についても紹介します。

１.原図（げんず） 3.製版（せいはん）

2.原版（げんぱん） 4.印刷（いんさつ）

国立印刷局には、高度な技術と豊富
な経験を持った工芸官というデザイ
ンや彫刻の専門職員がいます。お札
のもとになる絵（原図）は、筆と絵の
具を使って精密に描かれます。

できあがった原版をもとに、印刷機に
セットするための版面を作ります。印刷
時には非常に強い圧力がかかるので、
版面がすぐにすり減らないよう、メッキ
をかけて丈夫に仕上げます。

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自な色
合いのインキを製造します。

お札の原版（印刷するための版面）
を作ります。ビュランとよばれる特殊
な彫刻刀を使って、原図に描かれた
点や線を銅板の上に一本一本彫刻
しています。

国立印刷局が開発した銀行券印刷機に版面をセットし、製紙工程でシート状に
なった用紙(大判用紙)に図柄を印刷します。この印刷機では、凹版印刷とオフ
セット印刷を同時に行うので、細密な模様を高精度で印刷することができます。

①クロム廃液の発生

①製造過程においてPRTR
　法における指定化学物質
　の利用
②廃棄インキの発生

①廃棄インキの発生
②界面活性剤廃液の発生
③洗浄液用拭き取りウエスの発生
④試し刷り用紙の発生

①処理業者により産廃処理を行っています。
②減圧濃縮装置及び乾燥濃縮装置により
　中間処理したのち産廃処理を行ってい　
　ます。
③処理業者により産廃処理を行っています。
④大判用紙の裁断処理を行っています。

①洗濯水、界面活性剤
　の新液製造時に利用
　できるように再処理
　を行っています。
②トイレットペーパーな
　どにリサイクルを行っ
　ています。

インキ製造

①クロム還元装置を経て、排水処
　理設備で処理を行っています。

①処理業者により産廃処理
　を行っています。
②処理業者により産廃処理
　を行っています。
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5.貼付（ちょうふ） 7.断裁（だんさい）

9.封包（ふうほう）

10.完成（かんせい）6.記番号印刷（きばんごういんさつ） 8.検査・仕上（けんさ・しあげ）

一万円券と五千円券には、図柄が印
刷された大判用紙に、角度を変える
と画像が変化して見えるホログラム
を貼り付けます。

大判用紙を、断裁機で決められたサ
イズに正確に切り分けます。これで、
みなさんが使っている一枚一枚の
お札の形になります。

日本銀行に納入するため、仕上げら
れたお札をフィルムで封包します。

完成したお札は、日本銀行に納めら
れます。このようにして、国立印刷
局では厳格な品質管理保証体制の
もと、日々お札を製造しています。

大判用紙に、記番号（一枚ごとに異な
るアルファベットと数字の組み合わ
せ）と、表面の印章（いんしょう）を印
刷します。

断裁されたお札を、機械で一枚ずつ
検査し、枚数確認と帯かけを行い、
千枚ずつの束に仕上げます。

①廃棄プラスチックの発生 ①断裁屑（端紙）の発生
①処分時は、処理業者において
　リサイクル(RPF*化)を行って
　います。

①製紙工場へ移管し、端紙を製
　造工程（離解工程から）に投入
　することで、原材料としてリサ
　イクルを行っています。

①廃棄インキの発生
②洗浄液用拭き取りウエスの発生
③番号洗浄液の発生

①処理業者により産廃処理を
　行っています。
②処理業者により産廃処理を
　行っています。
③処分時は、処理業者によりリサ
　イクルを行っています。

*RPF：

処理設備
クロム還元装置 減圧濃縮装置 RPF化したプラスチック

Refuse Paper & Plastic 
Fuelの略称であり､主に産業系
廃棄物のうち、マテリアルリサ
イクルが困難な古紙及びプラス
チックを原料とした高カロリーの
固形燃料のこと。石炭やコークス
等､化石燃料の代替として利用
される。

環境負荷となる要因

処理設備

環境に配慮した工夫点


