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官報のできるまで

官報とは
　官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機
関としての諸報告や資料を掲載しています。さらに、法令の規
定に基づく各種の公告を掲載するなど、重要な役割を果たし
ており、行政機関の休日を除いて毎日発行（内閣府発行）され
ています。
　官報は明治16年（1883年）7月2日に第１号が発刊されま
した。当時、編集・発行業務は太政官文書局で行っていまし
た。その後内閣官報局、内閣印刷局、大蔵省印刷局、財務省印
刷局と組織変遷を経て、平成15年（2003年）4月の独立行政
法人化以降は、国立印刷局が編集・印刷を行っています。

官報を構成する記事
　官報は、国及び地方公共団体における決定事項等を広く国民に知らせる役割を持ち、権利義務の得喪等に関する重要事項
を掲載しています。

公文 政府や官庁などが公布した文書

資料

官庁報告
最低賃金や国家試験に関すること

叙位・叙勲・褒章
国のために貢献した方などに授ける位などを
公表する。

人事異動
大臣や各省庁などの人の異動

国会事項
国会に関すること

府令・省令
規則
告示

法律・政令・条約
国の決めごとや、外国との決めごと

公告 国や各省庁、特殊法人、
地方公共団体などからのお知らせ

会社その他
合併や資本金の額の減少や決算に関することなど

地方公共団体
教育職員の免許の失効やお墓の改葬、行旅死亡人の
お知らせなど

裁判所公告
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）

入札公告・落札公告
官庁公告
検察庁や法務局等からのお知らせ

各省庁の決めごと
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官報の発行形態
　官報は、特定の日に確実に掲載しなければならないため、掲載量が日々変動します。そのため、本紙だけでなく号外を発行す
る場合があります。また、緊急時には特別号外を発行します。
・本紙 
　行政機関の休日を除き、毎日発行します。
・目録
　毎月１回発行します。
・号外
　本紙に掲載しきれない場合に随時発行します。政府調達公告や、緊急に掲載を要する記事がある場合の特別号外、衆議院及
び参議院の国会会議録等があります。
・緊急官報 
　災害時などの非常事態に際し、内閣総理大臣からの要請により、緊急の法令公布や告示を行うため発行します。

官報ができるまで
　官報の原稿が作成され、配送・配信されるまでの流れをご紹介します。

各府省庁

国会

裁判所

国の機関等

地方公共団体
（都道府県・市区町村）

会社等
（会社・公益法人等）

特殊法人
（独立行政法人・
国立大学法人等）

官
報
販
売
所
・
公
告
取
次
店

内閣府（発行）

国立印刷局

原
稿
受
付

編集・校正

印刷・仕上

インターネット配信

国

民

掲 示

官報販売所

原稿作成 編集・印刷 配送・配信

原稿送付

原稿
送付

（発行指示）

閲覧

閲覧

販売

国立印刷局　本局
8時 30分
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　平成26年4月、虎の門工場の印刷機能を滝野川工場の敷地に移転し、二つの工場が東京工場として新たに生まれ変わりま
した。東京工場の設立に伴い、情報製品棟と新証券棟が新たに建設され、製造を行っています。
　着工前には土壌・遺跡調査を行い、奈良・平安時代の役所にあたる施設の跡や、各時代の竪穴式住居跡が確認されました。そ
の後、平成23年8月に着工し、平成25年10月に竣工しております。
　新築された二棟には、省エネルギー・省資源対策が施されており、その一例をご紹介いたします。
　空調は省エネルギーで温室効果ガスの排出が従来よりも少ないものを、照明は省エネルギー型の照明器具としてLED照明
を採用しました。そして、自然エネルギーの活用として、情報製品棟には太陽光発電設備を、新証券棟には地中熱利用設備を設
置しました。これらの設備の導入により、温室効果ガスの削減量は一年間に約250t-CO2を見込んでいます。また、屋上緑化を
施して建物内温度上昇の緩和を図るとともに、雨水再利用設備を導入して水資源の使用削減を行っています。
　これらの対策により、エネルギー使用量の削減や省資源が図られており、国立印刷局全体のエネルギー使用量及び温室効
果ガス排出量削減に大きく貢献しています。

東京工場全景
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省エネルギー型空調機を採用し、温室効果
ガスの排出抑制を図りました。

発電能力30kWの太陽光発電パネルを設置するとともに、
建物出入口付近に発電量が一目でわかるよう、モニターを
設置しました。

省エネ型空調機 太陽光発電設備

省エネルギーのLED
照明を採用しました。
一部には人感センサ
を設置し、人がいな
い時には自動で消灯
します。

地下100ｍに通した
パイプで熱交換を行
います。地中の温度
は年間を通じて約15
度で一定のため、夏は
冷房として、冬は暖房
として空調に利用で
きます。

雨水を集めてろ過し
た後、トイレの洗浄水
として再利用してい
ます。

地中熱利用設備

雨水再利用設備

照明器具

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ます。

屋上緑化
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　日本銀行券の原材料として国立印刷局に納めるミツマタ（白皮）を「局納みつまた」
と呼びます。以前は、島根、岡山、高知、徳島、愛媛、山口の局納生産6県の「局納みつ
また生産協力会」といった生産者団体と国立印刷局が生産契約を結び生産を続けて
きましたが、みつまた生産者の高齢化や後継者不足という構造的な問題、また、将来
にわたる生産基盤への不安等もあり出荷量は年々減少し、昨年度は6t弱となってい
ます。また、みつまた調達方法にも一般競争入札が導入され、現在では国内外から必
要量を調達しています。
　国立印刷局では、局納みつまた調達や生産農家の育成・支援のために二つの調達
所を設置しており、今回ご紹介する四国みつまた調達所は徳島県三好市にあります。
国内みつまたの生産量の大半は、徳島県の生産組合で栽培しています。

みつまた
ジンチョウゲ科の落葉低木。
樹皮の繊維を紙の原料とする
ために栽培される。
樹高1～2メートルで、枝が3本ずつに分かれているため、

「ミツマタ」と呼ばれる。植えてから伐採まで3年ほどか
かる。中国・四国地方が主産地。

調達所

みつまた畑

みつまたの皮を剥ぐ作業

みつまたの皮を肥料に利用

生ごみの利用

雨水利用

枝の加工

枝を利用したオブジェ

苗の栽培（種の保存）

阿波池田駅

▼▼
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平成26年度のできごと

　平成26年11月に開催された、第5回国際ユニヴァーサルデ
ザイン*会議2014 in 福島＆東京において、「IAUDアウォード
2014」の表彰式が行われ、国立印刷局の『目の不自由な方々
向け、お札識別アプリ「言う吉くん」の開発』がソーシャルデザ
イン部門で入賞を果たし、銀賞を受賞しました。
　国立印刷局では、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、お札の券種の識別性向上に向けて
取り組んでおり、その取組の一つである、お札識別アプリ「言
う吉くん」は、平成25年12月3日の無料配信開始以来、ダウン
ロード数は1万1千件を超え、多くの国民の方々にご利用いた
だいています。スマートフォンのカメラをお札にかざすと、券
種の識別を行い、金額を音声でアナウンスするとともに画面に
大きく表示する、iPhone用の無料アプリケーションです（※偽
造券を判別する機能は有していません。）。

IAUDアウォード2014で、お札識別アプリ「言う吉くん」が銀賞を受賞

識別性向上のため、五千円券のホログラムを改良

　目の不自由な方々にとって、お札（日本銀行券）がより使いや
すいものとなるよう、財務省、日本銀行及び国立印刷局では、
券種の識別性の向上に取り組んでいます。その取組の一つとし
て、五千円券の表面左下にあるホログラムの透明層(光沢性の
ある透明シール)を、約1.7倍に拡大するとともに、楕円形から
四角形に形状を変更しました（平成26年5月12日発行開始）。
この改良は、ホログラムの透明層の触感がその他の印刷面と
異なることを利用し、目の不自由な方でも手触りで容易に券種
を識別できるようにしたものです。しばらくの間は２種類の五千
円券が流通することになりますが、改良前の五千円券もこれま
でどおり使用できます。
　また、発行前に改良五千円券についてお知らせするため、
2014年5月8日、国立印刷局東京工場において、財務省、日本
銀行及び視覚障害者団体等各関係者出席のもと、記念式典を
開催しました。古川財務副大臣をはじめ、岩田日本銀行副総裁、
鈴木日本盲人会連合副会長からご挨拶をいただきました。ま
た、古川財務副大臣、葉梨財務大臣政務官による改良五千円券
のお披露目等を行いました。

*ユニヴァーサルデザイン（UD）：ユニヴァーサルデザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように設計段階　　　
　　　　　　　　　　　　     から意図して、機器、建築、身の回りの生活環境などをデザインすることを言います。

記念式典の様子
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経営に関する基本方針
　第3期中期目標期間（平成25年度～29年度）においては、「経営に関する基本方針」を次のとおり定め、この基本方針に基づ
いた取組を通じ、内外の諸課題への対応、経営基盤の強化及び中期目標の達成を図っていきます。
１　中核事業の基盤強化
２　内部管理体制の充実
３　働きがいのある職場環境の実現
　※なお、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）の成立に伴い、国立印刷局は平成27年度より
行政執行法人へ移行し、第3期中期目標期間については、平成25年度から平成26年度までの2年間に短縮されています。

経営上の重要課題

　独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第29条第1項の規定に基づき、国立印刷局は財務大臣から達成すべき業務
運営に関する「中期目標」を指示されています。これを受け、同法第30条第1項の規定に基づき、「中期計画」を作成し、財務省
独立行政法人評価委員会国立印刷局分科会の審議を経て、主務大臣（財務大臣）の認可を受けます。これを達成するために、当
該年度において具体的に実施すべき事項について定めたものが「年度計画」です。毎年度終了時には、「事業報告書」を作成し、
公表しています。

　平成26年度に優先的に取り組む事項として、8項目の「経営上の重要課題」を設定しています。
　　１　「行政執行法人」への着実な移行
　　２　各事業の基盤強化
　　３　東京工場の立上げ
　　４　本局仮移転と本局組織の再編
　　５　リスク管理及びコンプライアンス推進
　　６　事業継続マネジメント（BCM）の円滑な運用
　　７　広報活動の充実
　　８　多様な人材の有効活用

経営計画

年度計画
　独立行政法人通則法第31条第1項の規定に基づき、国立印刷局の年度計画（平成26年度）を定め、平成26年3月に財務大
臣に届け出ています。国立印刷局は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月閣議決定）により、平成27
年4月に行政執行法人へ移行しましたが、新制度に変わっても国立印刷局の使命は変わるものではありません。平成26年度
は、新法人移行に向けて着実に準備を進める年度となり、各部門で確実に業務を遂行し取組を推進しました。
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環境方針 第三期環境保全基本計画 26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

巡回点検を実施して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 ○ 25

届出・申請が適正に処理され
ているか確認

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 ○ 24,25

廃棄物の適正処理 作業帳票とマニフェストの突合を行い、適
正に記載及び保存されていることを確認 ○ 25,26

化学物質使用量の把握

各機関におけるPRTR法への対
応状況を調査

届出の必要な第一種化学物質について所管
する官庁へ報告し、その他の化学物質につ
いても適正管理を各機関に指導した。

○ 26

PCBの保管及び処理状況の確認 旧虎の門工場及び彦根工場で保管していた
トランスについて処分を行った。 ○ 26

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。

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。 ○ 25,29

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の提
言及び事前確認

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。 ○ 28

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 全体で、13年度比27%の削減となった。 ○ 22

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 全体で、前中期目標期間までの実績平均値
比10%の削減となった。 ○ 23

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 全体で、前中期目標期間までの実績平均値
比12%の削減となった。 ○ 23

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%
以上削減する。）

同左 全体で、前中期目標期間までの実績平均値
比17%の削減となった。 ○ 23

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。

太陽光発電設備の新設
（彦根工場） 年度内に工事完了 ○ 28,30

ガス焚き冷凍機の導入
（静岡工場） 年度内に工事完了 ○ 28,30

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。

工場の電力需給契約と産業廃棄物収集・運
搬及び処理作業等において実施 ○ 27

環境負荷を配
慮した製品設
計・製造

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新たな材料や技術の研
究を行った。 ○ 28

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 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

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

各種研修において環境保全に関する講義を
実施した。 ○ 28

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

時報において環境保全に関する取組を報告
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

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

各機関で当該活動に積極的に参画し、チャ
レンジ25についてはFun to Shareへ団体
の移行登録を完了した。

○ 29

環境報告書の作成及び公表 評価委員会に報告後、6月末ま
でにホームページにて公表

報告後、期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

ISO14001の認証取得の拡大
及び維持

東京工場及び静岡工場において更新審査を
実施し登録更新となった。 ○ 19,20

達成度一覧


