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 編集方針

　独立行政法人国立印刷局では、環境保全の方針や
取組を分かりやすく、広く国民の皆様に伝えること
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30年度における環境保全
の取組実績を中心に、リスク管理・コンプライアン
ス推進等の取組も含めた内容を掲載しました。また、
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。

 報告対象

報告対象期間　平成30年4月1日～平成31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

 公表

公表　令和元年7月

 参考にしたガイドライン

・環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」
・環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」

 法人概要

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
代表者　　　　理事長�松村武人
資本金　　　　140,588百万円
売上高　　　　68,932百万円
当期純利益　　4,564百万円
役職員数　　　役員7名、職員4,210名
所在地（本局）　〒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

 所在地

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

東京工場
王子工場
東京都北区

彦根工場
滋賀県彦根市

岡山工場
岡山県岡山市

 お問合せ先

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：https://www.npb.go.jp/
電子メール：kankyou@npb.go.jp
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　独立行政法人国立印刷局は、環境方針において「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。」ことを基本理念に掲げ、
環境マネジメントシステムを構築・運用し継続的に環境への配慮の取組を進めています。
　日本政府は、平成30年6月に「拡大版SDGs※1アクションプラン2019」を決定し、令和元年6月
に日本で開催されたG20サミット（金融・世界経済に関する首脳会合）に向けてSDGsの取組を具体
化・拡大してきました。SDGsの中には環境に関連するゴールもあり、環境省が気候変動等の分野
において積極的に施策を展開しています。また、平成30年12月にCOP24※2が開催され、2020年
以降のパリ協定の本格運用に向けた実施指針について合意し、採択しました。このように、今後も
気候変動等の環境問題への取組は強化が求められると予想されます。
　国立印刷局においては「地球温暖化対策計画」（平成28年5月13日閣議決定）等を踏まえた環境保
全に関する計画を策定し、当該計画に沿って、効率性に配慮しつつ必要な設備を備えるとともに、環
境物品の確実な調達やISO14001認証の維持・更新等を行うことにより、環境保全に努めております。
　平成30年度においては、彦根工場がISO14001:2015年版への更新・移行審査に合格し、認証
取得機関全てが2015年版に移行しました。また、高効率変電設備・高効率空調機の更新等、環境
関連設備投資を確実に実施し、温室効果ガス排出量削減に取り組みました。環境報告書2019では、
平成30年度における国立印刷局の環境に関する実績のほか、各機関における環境保全の取組につい
て掲載しています。
　国立印刷局は、基本理念を確実に実現するとともに、製造事業を営む公的主体の模範となるよう、
環境と調和の取れた事業活動を一層推進し、環境保全に貢献していく所存です。今後とも、継続し
て環境保全に配慮した業務を推進してまいりますので、引き続き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。

※1：�SDGs（持続可能な開発目標）とは、2015年9月の国連サミットで採択され、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
にて記載された、2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール及び169のター
ゲットから構成されています。

※2：�COP24とは、第24回国連気候変動枠組条約締約国会議の略称で、ポーランドのカトビツェで平成30年12月に開催さ
れました。会議では、2020年以降の地球温暖化対策についての国際的な枠組み｢パリ協定｣の実施指針が採択され、先進
国と途上国が共通基準の下で温室効果ガスの排出削減に取り組むことが決定されました。

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
理事長からのごあいさつ

独立行政法人国立印刷局
理事長
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経 営 理 念

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。

�

独立行政法人国立印刷局行動指針

① 事業活動に関する行動指針

1 経営理念の意識

2 製品の信頼性の確保

3 業務の改善

4 研究開発の推進

5 知的財産権の保護

6 守秘義務及び情報管理の徹底

7 安全で快適な職場環境の形成

② 社会に対する行動指針

1 説明責任（アカウンタビリティ）

2 地球環境保全への取組

3 反社会的勢力に対する姿勢

4 地域社会への貢献

③ 組織人としての行動指針

1 国家公務員としての服務規律の保持

2 セクシュアル・ハラスメント、
　パワーハラスメント等の防止

3 情報システムの適切な使用

4 資産等の適正な管理及び使用

5 インサイダー取引の禁止

6 取引先等への対応

7 問題解決に向けた対応

8 健全な職場風土の醸成

※行動指針の全文をホームページで掲載しています。https://www.npb.go.jp/
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沿 革
　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

財 務 状 況
売上高
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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、今日までたゆむことなく法律、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。

職員数

［人］

30年度29年度28年度27年度26年度

4,2104,2564,1994,2164,300

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

（各年度 4月 1日現在）
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製 品 紹 介

　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、必要な数量を安定的
かつ確実に製造しています。また、日本銀行券
に対する信頼を維持するた
め、分かりやすく的確な情
報を提供しています。

日本銀行券

　法律、政令、条約等、政府情報の公的な伝達
手段である官報の編集、印刷及びインターネッ
ト配信を行うとともに普及に
努めています。また、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。

官報、法令全書、予算書・決算書等

　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
で確実な製造を行って
います。

旅券、郵便切手、印紙・証紙等

　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。

研究開発について
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日本
銀行へ

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
であるアバカパルプを裁
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、さらに水の中で
解きほぐします。

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。さらに繊維をすりつ
ぶし、繊維同士を絡み
やすくします。

製紙汚泥（製紙排水）、
紙料かす（製紙排水）
沈殿槽（クラリファイヤー）、
汚泥濃縮槽及び脱水機（デカ
ンタ）で処理
処理業者によってリサイクル

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。

①PRTR法※におけ
る第一種指定化学
物質の使用 ②廃
棄インキの発生
②処理業者によっ
て産廃処理

※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

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。

一枚の原版を基に、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。

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）、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
の利用

①排水処理設備で処理 ②沈殿槽（クラリファイヤー）、汚泥
濃縮槽及び脱水機（デカンタ）で処理 ③シャワー回収槽で
処理 ④紙料回収装置で処理

②処理業者によってリサイクル ③シャワー水を循環、水の
再利用の実施 ④繊維分を回収、有価物として売払い

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
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

環境負荷となる要因　　　各種処理　　　環境配慮のポイント【アイコンの説明】

製紙

材料

製紙

印刷

1 裁刻・離解

2 精選・叩解

3 調合・抄造 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。

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
※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

①界面活性剤廃液の発生 ②試刷用紙の使用
③廃棄インキ及び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、濃縮
物を処理業者によって産廃処理 ②高圧処理し、フレーク
状に加工 ③処理業者によって産廃処理

①分離した水を界面活性剤新液製造時に再利用
②処理業者によってトイレットペーパーなどにリサイクル

みつまた アバカ

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

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洗浄廃液の発生

処理業者によって産廃処理

断裁機で決められたサイズに正確に切り分けた後、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。

断裁屑の発生

国立印刷局の製紙工場へ移管、製造工程（離解工程）に
投入し、原材料としてリサイクル

4 断裁

5 インキ製造

6 原図・原版 7 製版

8 印刷

9 ホログラム貼付

10 記番号印刷

11 断裁・検査・仕上・封包

お札お札ができるまで
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お札の紙は「みつまた」や
「アバカ」などを原料とし
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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
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物質の使用 ②廃
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環境負荷となる要因　　　各種処理　　　環境配慮のポイント【アイコンの説明】
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10 記番号印刷

11 断裁・検査・仕上・封包

お札お札ができるまで
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環境負荷となる要因　　　環境配慮のポイント【アイコンの説明】

　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。

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。

官報官報ができるまで

官報とは 官報を構成する記事

公文
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≫
各府省等の決定事項

≪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≫
各府省等の各種報告など

公告
国や各府省、特殊法人、

地方公共団体などからの告知

≪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

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。

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

①CTP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処理業者によって原材料（アルミニウム）としてリサ
イクルされています。

国立印刷局の工場で製造する工程

国立印刷局の工場で製造する工程

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。また、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。

国立印刷局の工場で製造する工程

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
掲示するほか、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。

掲示

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。

配送・配信

原稿受付

編集・校正

製版 印刷・仕上
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