
 

 

○大蔵省設置法等の一部改正に伴う国有財産の管理・処分等に関する通達の読
替え等について 

昭和５６年５月１３日 
蔵 理 第１８８８号 

大蔵省理財局長から福岡財務支局長宛 
貴局管内に所在する国有財産の管理、処分等については、別紙１に掲げる通達の文言中

別紙２の「現行」欄に掲げる語は、これに対応する「読替え」欄に掲げる語に読み替える

ものとする。 
なお、別紙３に掲げる通達の「現行」欄に掲げる部分については、これと対応する「改正」

欄に掲げる文章に改正する。 
おつて、本通達は昭和５６年４月１日から適用する。 

 
（別紙１） 

国有財産関係通達一覧表 
第１編  国有財産行政基本方針及び総括関係 
第２章 総括処理等関係 
第３節 協議処理等事項 
第４項 交換（含建築交換）協議 
国有林野の管理処分の事務運営について（林 
野）……………………………………………… 昭４２． ５． ２蔵国有 ８１４

第６節 特定国有財産整備計画 
特定国有財産整備計画要求書等の提出手続き 
に関する取扱いについて……………………… 昭４５． １． ９蔵 理  ２９
特定国有財産整備計画に取り込む「処分すべ 
き国有財産」の範囲について………………… 昭４５． ２．２５蔵 理  ４５３ 

第２編 国有財産検査及び監査関係 
第１章 検査関係 
第１節 会計検査関係 
会計検査の受検報告及び質問又は照会に対す  
る回答の取扱いについて……………………… 昭４４． ４．２１蔵 理１７１３ 
検査報告掲記事項是正処理状況の報告につい 
て………………………………………………… 昭４４． ８． ２蔵 理３３０３ 

第２節 国有財産亡失等報告 
関係国有財産の亡失報告書記載事項について 昭３２．  ９．１０蔵  管３０７９ 
普通財産の滅失き損の通知について………… 昭３３．  ３．２８蔵  管  ９１２
会計検査院法第２７条、会計法第４２条又は 
物品管理法第３２条の規定による報告の取扱 
について………………………………………… 昭３３．  ６．  ７蔵  管１６７０ 

第３節 行政監察関係 
行政評価等の結果報告について……………… 昭３７．  ２．１６蔵  管  ３２８ 



 

 

第３編 公務員宿舎関係 
第４章 宿舎の設置 
第２節 建設 
財務局における国家公務員宿舎の工事にかか 
る契約履行上の監督事務取扱要領の制定につ 
いて……………………………………………… 昭３９．  ６．  ５蔵  管１４３２
財務局における国家公務員宿舎の工事にかか 
る請負契約履行上の検査事務取扱要領の制定 
について………………………………………… 昭３９．  ６．  ５蔵  管１４３３
財務局における国家公務員宿舎の工事にかか 
る契約履行上の監督事務取扱要領に規定する 
書類の標準書式について……………………… 昭３９．  ６．１１蔵  管１４８６ 

第３節 借受 
特別借受宿舎の建設事務の取扱いについて… 昭３７．１１．１４蔵  管２５４９
昭和３９年度設置計画に掲上された特別借受 
宿舎建設事務等の取扱いについて…………… 昭３９．  ９．３０蔵国有  ７５５ 
特別借受宿舎の建設事務の取扱いについて… 昭４１．  ６．  ３蔵国有１５６５
昭和４１年度設置計画に掲上された特別借受 
宿舎の建設事務等の取扱いについて………… 昭４１．  ６．  ３蔵国有１５６６
公務員宿舎の一般借受の取扱いについて…… 昭４４．１０．  ８蔵  理３６０８ 

第５章 宿舎の維持管理 
第１節 維持整備 
合同宿舎の維持整備について………………… 昭４４．  ２．２４蔵  理  ６４３

第５節 管理人、業務委託 
合同宿舎管理人事務取扱規則（案）について 昭４１．  ９．  ９蔵国有２２７１
合同宿舎管理人の業務指導について………… 昭４１．  ９．  ９蔵国有２２７２ 

第４編 司計関係 
第２章 普通財産関係 
第５節 その他 
普通財産管理処分事務の複写式伝票取扱要領 
について………………………………………… 昭４７．  ３．  ８蔵  理  ８６３ 

 
第５編 普通財産管理及び処分関係 
第１章 土地・建物・工作物関係 
第１節 共通事項 
第４項 契約 
大蔵省所管一般会計所属普通財産の管理及び 
処分を行う場合において指名競争に付し又は 
随意契約によることについての大蔵大臣との 
包括協議について……………………………… 昭４９．  ７．１２蔵  理２８１６



 

 

第５項 用途指定 
普通財産にかかる用途指定の処理要領につい 
て………………………………………………… 昭４１．  ２．２２蔵国有  ３３９
第８項 登記 
官公署によつて作成される登記の嘱託書の様 
式及び記載例について………………………… 昭４１．１０．１７蔵国有２６６５ 
登記嘱託書の書式及び記載例について……… 昭４２．  ７．１２蔵国有１１２３ 

第２節 管理一般 
第５項 管理委託 
普通財産の管理を委託する場合の取扱いにつ 
いて……………………………………………… 昭４８．１０．２３蔵  理４６７６ 

第４節 特例処理 
第３項 要処理財産（要処理財産、宅造、取得時効、畦畔） 
宅地等造成地内に所在する旧里道畦畔等の処 
理について……………………………………… 昭４０．  ４．  １蔵国有  ６６６ 

第６編 債権等管理関係 
第１章 債権管理関係 
第１節 一般事項 
第１項 共通事項 
合同宿舎使用料等債権の管理及び徴収事務の 
取扱いについて………………………………… 昭３６．  ３．２２蔵  管  ６７０
管財関係債権等の管理の引継について……… 昭５２．  ５．２８蔵  理１９１７ 
第２項 債権管理 
管財関係債権の徴収停止及び履行延期の特約 
等の上申に関する事務取扱要領について…… 昭３５．  ３．１６蔵  管  ５７６
合同宿舎使用料債権にかかる取扱事務につい 
て………………………………………………… 昭４５．  ３．３０蔵  理１４６３
管財関係債権の免除の上申に関する事務取扱 
要領について…………………………………… 昭５２．  ６．１６蔵  理２５５４ 

第３節 記録及び報告 
旧共有船舶にかかる債権管理状況等の報告に 
ついて…………………………………………… 昭４４．  ４．２３蔵  理１７０２ 

第２章 物品管理関係 
残存旧軍用物資の処理について……………… 昭２６．  ５．  ９建設管発３９７、 

蔵管２９７０、舶造３５４、保航監

２０６、特調甲発２８、経調物７６ 
第７編 その他 
第３章 訴訟関係 

管財関係の債権にかかる訴訟事務について… 昭３４．  ８．  ４蔵  管１６８０ 
管財関係債権の訴訟事務処理要領について… 昭４１．１１．１２蔵国有２７７６ 



 

 

（別紙２） 
現           行 読      替      え 

局 
局、部、所名 
本局 
財務局 
財務局長 
各財務局 
各財務局長 
財務局名 
○○財務局 
何々財務局 
財務局総務部長 
財務局管財部長 
財務局出張所 
財務局出張所長 
何財務局何財務出張所長 
財務局関係 

支局 
支局、事務所、出張所名 
支局（本局） 
財務支局 
財務支局長 
財務支局 
財務支局長 
財務支局名 
福岡財務支局 
福岡財務支局 
財務支局財務主幹 
財務支局管財部長 
財務支局出張所 
財務支局出張所長 
福岡財務支局小倉出張所長 
財務支局関係 

 
（別紙３） 
〔省略〕 
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