
行政財産に関する課題について
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１ ．国の庁舎に関する制度等
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総合調整

財務省

○ 個々の国有財産の管理処分事務は、各省各庁の長が行っているが、国有財産を全体として最も有効に活用す

るためには、個々の管理処分事務について総合調整を行う必要がある。

この国有財産の「総合調整」は、財務大臣が行っている。

１－１ 国有財産の総合調整

実地監査

取得調整

財産の管理状況や
使用状況を監査

財産の効率的
な使用を促進

■■省
Ｘ号館

建
替

道路等
（公共用財産）

跡地売却
有効活用

（取得等の協議）

◆国有財産の総括に関する具体的な事務
○国有財産制度の整備

⇒ 関係法令の企画・立案 等
○管理及び処分事務の統一

⇒ 各省各庁からの協議 等
○財産状況の明確化

⇒ 各省各庁から報告される増減現在額のとりまとめ 等
○管理及び処分の調整

⇒ 庁舎等使用調整計画の策定
庁舎等取得等調整計画の策定
実地監査 等

■■省
Ｙ号館

使用調整

××省庁舎

〇〇省庁舎 未利用地の創出

借受の解消

財産取得等の
必要性を審査

…

××省庁舎

■■省
Z号館

建
替

未利用地の創出

借受の解消

移
転

■■省
Z号館
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１－２ 国有財産の監査

○ 財務省は、国有財産を総合調整する立場から、国有財産の適正な管理及び有効活用の促進を図るため、各省各庁等に
対し、国有財産の管理状況や使用状況等の監査を実施している。

○ 監査の実施に当たっては、財務省において、毎年度、統一的な監査方針を定め、これを受けて、財務局等において、管轄
区域内の財産の状況等に応じた監査計画を策定の上、監査を実施している。

・監査対象財産の選定
・監査計画の策定等

状況報告

財務省 監査担当者（財務局等）
監査の相手方

（各省各庁の国有財産部局）

（改善等措置が長期にわたって講じられていない場合又は不十分となっている場合）
・再監査
・措置要求（用途変更、用途廃止、所管換その他必要な措置）

改善等措置

・監査実施通知
・資料等収集（準備監査）
・実地監査

・監査の重点対象
・監査に当たっての着眼点
等

②
監
査
計
画

・監査結果取りまとめ
・指摘予定事案の審査依頼

審査

・監査結果の通知（意見表明）等
・改善等措置状況の徴求

≪監査事務の流れ≫

・改善等措置状況の検証、指導
・検証結果の報告

状況報告

③
監
査
の
実
施

①監査方針(毎年度)

審査結果回答

依頼

指導調整

措置済

措置未済

⑤
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

④
監
査
結
果
通
知
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１－３ 庁舎等使用調整計画の仕組み

○ 庁舎等使用調整計画とは、 「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」第4条に基づき、
既存庁舎等の空きスペースに係る省庁横断的な入替調整に関して財務大臣が定める計画をいう。

○ 庁舎等使用調整計画の策定にあたっては、以下の効果等を踏まえ、計画を策定している。
・庁舎等の新規需要への対応・分散解消
・庁舎等の集約化に伴う売却可能財産（跡地）の創出
・借受庁舎等の解消による借受費用の縮減
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１－４ 庁舎等使用調整計画の策定基準

調整対象面積
中央省庁

（理財局事案）
地方官署

（財務局事案）

600㎡以上 対象 対象

600㎡未満 対象 対象外

庁舎等使用調整計画の策定対象

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（抜粋）
（昭和三十二年法律第百十五号）

（庁舎等使用調整計画）

第四条 財務大臣は、第三条の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について

国有財産法第十条第一項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行った場合に

おいて、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎等の使用調整に関する計画（以下「庁舎

等使用調整計画」という。）を定め、遅滞なく、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

２～３（略）

４ 財務大臣は、第一項及び第二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとするときは、あら

かじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

５～７（略）
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１－５ 国有財産の効率的整備・有効活用 ～庁舎等取得等調整～

○ 財務省は、将来の庁舎需要等に的確に対処するとともに、国有財産の有効な利用を促進するため、
毎年度の予算編成過程において、各省各庁が翌年度に予定している庁舎等の取得等について、その
必要性等を審査・調整の上、取得等調整計画を策定している。

取 得 等 調 整 計 画 制 度 の 概 要

主 計 局

取得等協議
【国有財産法第12条・第14条】
（各省各庁から財務省へ協議）

送付
「国家機関の建築物
及びその附帯施設の
位置、規模及び構造
に関する基準」に照
らし、技術的な見地
見地から意見を述べ
る。

国
土
交
通
省
（
官
庁
営
繕
部
）

営繕計画書
の提出

（7/31）

意見書の
作成・送付
（8/20）

各

省

各

庁

取得等予定
調書の提出
（8/20）

※特財計画を除く

財

務

省
（
理

財

局
）

取得等予定調書の審査（9/15）

＜審査のポイント＞
・取得等の必要性、緊急性、規模の
合理性（原則、現地確認）

・土地の有効利用
・国保有と民間借受とのコスト比較
に伴う経済合理性の検証内容

・既存庁舎の余剰床及び未入居宿舎
の活用の可能性

・官庁施設整備構想との整合性 等

通知

財

務

局

財

務

省
（
理

財

局
）

送付

通知

審査結果
（11月上旬）

意見表明

取得等調整
計画の策定

予

算

措

置
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庁舎は、（中略）特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない（官公法第6条、昭26）

平成18年1月
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（告示）
○ 平成27年度末までに、建築物の耐震化率を9割（面積率）にすることを目標

平成19年6月 国有財産の有効活用に関する報告書（有識者会議）【主要庁舎等の集約化等】

平成20年4月 有識者会議報告書を踏まえた特定国有財産整備計画の策定

平成20年5月
～21年3月

地方分権改革推進委員会勧告
○ 事務権限を地方移譲⇒出先機関を廃止・縮小（1次勧告）
○ 8府省15系統の116事項の事務・権限を見直し（2次勧告）

アクション・プラン～出先機関の原則廃止～（地方分権改革推進本部）
○ 出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲

平成22年4月
～12月

特定国有財産整備特別会計の一般会計化

新成長戦略における国有財産の有効活用【監査の充実・強化策 等】

国有財産行政におけるＰＲＥ戦略【長寿命化の推進、長寿命化しない庁舎の移転・集約化】

平成23年3月 東日本大震災

平成23～25年
・中央合同庁舎新4号館の特財計画廃止
・政府予算案は継続事案のみ予算計上

平成26年～ 政府予算案に新規・再開事業が予算計上されることとなった

年 度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

事 案
・帯広第２地方合同庁舎
・高松地方合同庁舎（Ⅱ期）

・大阪第６地方合同庁舎
・小倉地方合同庁舎
・唐津港湾合同庁舎
・鹿児島港湾合同庁舎

・栃木地方合同庁舎
・横浜地方合同庁舎
・高山地方合同庁舎
・鹿児島第３地方合同庁舎

・鶴岡第２地方合同庁舎
・富士川地方合同庁舎

・福島第２地方合同庁舎
・小石川地方合同庁舎
・那覇第２地方合同庁舎（Ⅲ期）

（参考：予算計上事案）

１－６ 合同庁舎整備を巡る動き
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２ ．国の庁舎の現状（老朽化・耐震化の状況）
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○ 国の庁舎については、築後40～50年以上経過したものも多く、庁舎の老朽化等が進んで

おり、建替え等が必要となっている。また、耐震不足の庁舎については、順次耐震改修を

行っているものの、耐震改修が未済の庁舎は１割程度存在しており、耐震への対応が必要

となる。

２－１ 国の庁舎の老朽化・耐震化の現状
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10年以下
263万㎡

16%

11～20年
343万㎡

21%

21～30年
312万㎡

19%

31～40年
248万㎡

15%

41～50年
291万㎡

18%

51～60年
107万㎡

7%

60年超過
42万㎡

3%

経年別ストックの現状（事務所建て）

【延べ床面積ベース】

合計
1,607万㎡

２－２ 経年別ストックの現状及び耐震化の状況

○ 災害応急対策活動に必要な官庁施設等（2,653棟、約770万㎡）について、耐震基準を

満たしていないものは約８％となっている。

（注）延床面積は、平成28年度国有財産増減及び現在額

総計算書より抽出（平成29年3月時点）

耐震化の進捗状況

（注１）災害対策基本法における行政機関の区分に基づき、官庁施設の防災上の機能及び用途に応じ分類
建築基準法により必要とされる耐震評価値を1.0とした場合、Ⅰ類は1.5倍、Ⅱ類は1.25倍、Ⅲ類

は建築基準法相当の耐震評価値が必要
（注２）国土交通省が整備等を所掌する国家機関の建築物のうち災害応急対策活動に必要な主な官庁施設等
（注３）主に中央官庁や地方ブロック機関が入居する施設

（例：内閣府、警察庁、財務省、管区警察局、財務局、経済産業局 等）
（注４）主に地方機関が入居する施設

（例：沖縄総合事務局、都道府県労働局、財務事務所、警察大学校、河川国道事務所 等）
（注５）Ⅰ、Ⅱ類以外の官署（例：内閣法制局、人事院、特許庁、会計検査院 等）
（※） 国土交通省ＨＰより引用

区分
（注1）

対象施設（注2）

耐震化済施設【官庁基準】

平成29年度末 率（面積）

Ⅰ類
（注3)

約 231万㎡ （ 147棟） 約 206万㎡ （ 121棟） 89%

Ⅱ類
（注4)

約 213万㎡ （ 926棟） 約 196万㎡ （ 874棟） 91%

Ⅲ類
（注5）

約 324万㎡ （1,580棟） 約 310万㎡ （1,543棟） 95%

合計 約 770万㎡ （2,653棟） 約 713万㎡ （2,538棟） 92%
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1,991 

1,389 1,450 

2,027 

1,266 
1,346 

1,588 

1,134 1,108 1,111 

1,353 1,351 

1,072 

542 

1,085 

1,164 

679 

451 
416 

379 

346 453 471 

662 

394 

485 

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

一般会計 特別会計

1,480
1,561 1,582

2,015

1,745

1,557

○ 庁舎等整備関係予算額（改修予算を含む。）については、近年、約1,500億円～約2,000

億円で推移している。

（注１）予算額は、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定、国土交通省所管一般会計（官
庁営繕費）及び各省各庁の庁舎整備関係予算（補正予算を含む。）の合計。ただし、上記の特別会計予算額には東日

本大震災復興特別会計は含まれていない。
（注２）上記には自衛隊施設に係る整備関係予算額は含まれていない。

２－３ 各年度における庁舎等整備関係予算額の推移

（億円）

2,533 2,473

2,613
2,706

1,716
1,762

1,967
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２－４ 各省各庁が所管する庁舎の監査・使用調整

○ 各省各庁が所管する庁舎については、庁舎の使用実態を把握し、組織の改編・統廃合等に
伴って生じる未利用又は利用程度の低い国有地の洗い出し及び空きスペースの創出を目的に監
査、使用調整を実施し、売却可能財産の創出、狭隘解消、分散解消及び借受解消等の有効活用
を促してきている。

Ⅰ類庁舎 Ⅱ類庁舎

余剰床

Ｂ官署(Ⅰ類)

Ａ官署(Ⅰ類) Ｄ官署(Ⅱ類)

Ｅ官署(Ⅰ類)

Ｆ官署(Ⅱ類)

Ⅲ類庁舎

Ｇ官署(Ⅱ類)

Ｈ官署(Ⅲ類)

Ｉ官署(Ⅲ類)

【借受庁舎】
Ｊ官署(Ⅲ類)

こ
れ
ま
で
の
対
応
例

耐震改修
が不要

借受解消

Ⅰ類庁舎 Ⅱ類庁舎

Ｂ官署(Ⅰ類)

Ｄ官署(Ⅱ類)

Ｅ官署(Ⅰ類)

Ｆ官署(Ⅱ類)

Ⅲ類庁舎

Ｇ官署(Ⅱ類)

Ｈ官署(Ⅲ類)

Ｉ官署(Ⅲ類)

今
後
考
え
ら
れ
る
対
応
例

Ｃ官署(Ⅲ類)

Ａ官署(Ⅰ類) 耐震改修
が不要

余剰床が生じている場合に限り入替調整を
求めている。

余剰床が生じていない場合においても入替
調整を求めていくことが考えられる。



○ 新たな庁舎整備については、厳しい財政状況の中、予算確保は容易ではないことから、

監査、使用調整の適切な実施により、既存庁舎の徹底活用を図ることが重要である。

○ 監査、使用調整においては、今まで、売却可能財産の創出、狭隘解消、分散解消及び借

受解消等の観点から行ってきているが、耐震への対応の観点からも、監査、使用調整を行

い、入替調整を行っていくことが考えられる。

２－５ 庁舎の老朽化・耐震化不足への対応に関する課題
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３ ．国の庁舎の現状（庁舎需要への対応）
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○ 地方では、国家公務員定員数の減少や地方支分部局の統廃合が続く中で、庁舎の余剰

スペースが生じているところもある。

○ 他方、中央官衙地区及びその周辺については、庁舎が不足しており、多数の官署が民

間施設を借受けしている状況である（20官署、36,120㎡ 平成30年８月現在）。

○ なお、近年、都心において国有地も活用しながら民間業者との再開発事業等（オフィ

スビル整備等）が進められており、これにより国は開発物件の一部スペースを権利床とし

て取得するケースが見られる。

３－１ 庁舎の需給の現状
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３－２ 国の行政機関の定員の推移

324,281 

309,476 

302,294 301,003 299,758 
297,384 297,138 296,886 296,766 297,025 297,376 

280,000

285,000

290,000

295,000

300,000

305,000

310,000

315,000

320,000

325,000

330,000

平成 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

（人）

（年度）

出典：内閣人事局ＨＰ「国家公務員の定員」
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◆ [法務省] 登記所（法務局・地方法務局の支局・出張所）の整理統合
平成７年当時 1,003箇所 ⇒ 平成17年12月末 603箇所

平成７年の民事行政審議会の答申、及び平成11年の中央省庁等改革の推進に関する方

針等を受け、行政組織の減量・効率化の一環として、登記所の適正配置が進められる。

法務局の支局、出張所については、平成17年度頃までに民事行政審議会の答申時の箇

所数（1,003箇所）の概ね半分程度まで縮減を図ることとされた。

◆ [農林水産省] 地方農政事務所、統計・情報センターの廃止
平成23年 346箇所 ⇒ 平成23年９月１日 103箇所

小規模で分散、かつ２系統（農政と統計）に分かれている現場組織の拠点を、地域セ

ンター（65箇所）とその支所（38箇所）に再編。

[農林水産省] 地域センターの廃止
平成27年 103箇所 ⇒ 平成27年10月１日 51箇所

地域の実情に応じて農政を機動的に推進するため、地域センターを廃止し、現場と農

政を結ぶ役割を担う地方農政局直属の地方参事官を各都道府県に配置。

３－３ 地方支分部局等の統廃合の例
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Ｂ
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Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｐ

Ｑ

Ｅ

Ｍ 1

Ｉ

Ｇ

Ｄ

Ｏ

一団地の官公庁施設の区域

ブロック敷地

５号館
厚生労働省
環境省 等

１号館
農林水産省

経済産業省

内閣府

７号館
文部科学省
会計検査院
金融庁

最高裁判所

国会

首相官邸

(日本郵政)

国会図書館

(国立劇場)
２号館
警察庁
総務省
国土交通省 等

３号館
国土交通省

外務省

６号館赤レンガ棟
法務省

経済産業省別館

内閣府別館

永田町合庁

議員会館

警察総合庁舎

内閣府
新庁舎
予定地

５号館別館
人事院

(弁護士会館)

６号館Ａ棟
法務省
検察庁

(法曹会館)

東京高等・地方・
簡易裁判所庁舎

８号館
内閣府

参・第二別館

衆・第二別館

憲政記念館

参・公邸

衆・公邸

憲政記念館

国会記者会館

(警視庁)

庁舎建設可能な敷地

民有地等

３－４ 霞が関地区の官公庁施設

財務省

衆議院

所管財産

（防災倉庫）

４号館

６号館Ｃ棟
東京家庭裁判所
東京簡易裁判所等

６号館Ｂ棟
検察庁
公正取引委員会
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３－５ 霞が関の中央官庁（行政府ブロック）の土地の利用状況

ブロック 主な庁舎 主な入居官署
敷地面積
（万㎡）

延べ面積
（容積率対象）

（万㎡）

利用容積率
［法定容積率に
対する利用率］

未利用の容積
（万㎡）

Ａ
中央合同庁舎第６号館
東京高等地方裁判所合同庁舎

法務省
高裁・地裁

7.2 36.2 
499%

［100%］
0

Ｂ
中央合同庁舎第１号館
中央合同庁舎第５号館

農林水産省
厚生労働省
環境省

3.8 18.6 
490%

［98%］
0.4

Ｃ
経済産業省庁舎
郵政グループ

経済産業省
郵政グループ

3.1 15.4 
496%

［ 99%］
0.1

Ｄ・Ｅ

警察総合庁舎
中央合同庁舎第２号館
中央合同庁舎第３号館
外務省庁舎

警察庁
総務省
国土交通省
外務省

8.6 36.0 
421%

［ 84%］
6.8

Ｆ
中央合同庁舎第４号館
財務省庁舎

内閣府
財務省

3.6 11.9 
334%

［ 67%］
5.9

Ｇ 中央合同庁舎第７号館
文部科学省
会計検査院
金融庁

2.4 23.0 
950%

［100%］
0

Ｈ
内閣府本府庁舎
中央合同庁舎第８号館

内閣府 1.7 6.6
388%

［ 78%］
1.9

計 30.4 147.7 15.1

（平成29年12月現在）

（注１）Ａ～Ｆ及びＨの法定容積率は500%、Ｇは950%。Ｈは衆議院所属の国有地等を除外して算定。
（注２）利用容積率及び未利用の容積は、建築基準法上の延べ面積（表中では延べ面積（容積率対象））を基に算定。
（注３）Ｂブロックの延べ面積（容積率対象）は、１号館南別棟整備時に、平成26年の改正建築基準法に基づき、エレベーターの昇降路の部分の床面積を除外。

その他のブロックの延べ面積（容積率対象）については、建築主事との協議により、今後の施設整備時に精査される可能性がある。
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○ 中央官衙地区周辺に所在する国庁舎に事務スペースを確保できないため、同地区周辺に所在する国
庁舎に入居することができない中央省庁の部局が複数あり、民間施設の借受を行っている。

○ 平成30年８月１日時点において、８省庁20部局により約3.6万㎡の民間施設の借受が行われている。

省庁名 借受面積（㎡） 借受部局数

内閣官房 2,577 6

内閣府 6,330 5

総務省 281 1

文部科学省 3,972 2

厚生労働省 1,557 1

経済産業省 2,910 1

国土交通省 566 1

環境省 17,924 3

計 36,120 20

平成30年８月１日時点

（注１）日本郵政本社ビルに環境本省及び原子力規制庁が入居する予定であり、環境省の借受については、今後、解消が図られる予定。
なお、上記については、平成29年２月17日開催の財政制度等審議会第34回国有財産分科会において、参考として報告し、了承

されている。
（注２）上記のほか、特許特別会計において特許庁庁舎改修工事期間中の仮移転等により約２万㎡を借受を行っている。
（注３）各省庁の借受面積は小数点第１位以下を切り捨てているため、借受面積合計とは一致しない。

３－６ 中央官衙地区周辺における中央省庁の借受庁舎
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【再開発事業により国有地が権利床に変換される予定の事案】

事業名 所在地 延床面積
うち国の権利床

（専有面積）
備考

四谷駅前地区
第一種市街地再開発事業

新宿区四谷
及び本塩町

約14万㎡ 約6,000㎡ 竣工：平成31年度予定

西新宿五丁目北地区
防災街区整備事業

新宿区西新宿 約14万㎡ 約1,200㎡ 竣工：平成34年度予定

３－７ 主な再開発事案の概要

○ 都市再開発事業の施行区域内に国有地が所在することから、事業の施行に伴い、国が有す
る土地の所有権は、等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる（権利床）こととなる。

参考：
市街地再開発事業の仕組み
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○ 地方への対応については、人口減少などが進む中、コンパクトシティ等の地方における

まちづくりの状況等も踏まえつつ、国家公務員定員数の減少、組織の統廃合等に応じて、

監査、使用調整を適切に実施していく必要がある。

○ 一方、中央官衙地区及びその周辺においては、庁舎が不足しているが、整備財源に加え、

整備用地の確保が容易でないといった問題があることから、監査、使用調整により、既存

庁舎の徹底活用を進めるとともに、新たに取得する権利床の活用等についても検討する必

要があるのではないか。

３－８ 庁舎需要への対応に関する課題
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４．国家公務員宿舎の制度等
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４－１ 国家公務員宿舎の種類・戸数

○ 衆・参議院議長及び副議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、
最高裁判所長官（7戸）

○ 在外公館の長（209戸）

【対象職員】

1. 公邸 （216戸） 〔宿舎法第10条〕

○ 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するた
めに官署の構内又はこれに近接（又は隣接）する場所に居住する必要がある職員
【例】 自衛官、海上保安官、警察官、刑務官

○ 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、国民の生命
又は財産を保護するための非常勤務に従事するためにその勤務する官署に近接する場所に居住する必要がある職員
【例】 緊急事態に初動対応する職員

○ へき地にある官署に勤務する職員 【例】 ダム管理職員、自然保護官

【対象職員】

2. 無料宿舎 （32,175戸） 〔宿舎法第12条〕

○ 常時勤務に服することを要する国家公務員及び独立行政法人の職員 ⇒ 合同宿舎、省庁別宿舎【対象職員】

3. 有料宿舎 （130,304戸） 〔宿舎法第13条〕

（首相公邸）

合同宿舎

省庁別宿舎

（70,620戸／753住宅）

（92,075戸／6,879住宅）

・全ての省庁（国会、裁判所を含む）の職員が貸与の対象
・設置及び維持管理は、財務大臣が実施

・特定の省庁に所属する職員に貸与する目的で設置され、原則、
当該省庁の職員が貸与の対象

・設置は、主として、各省各庁の長が実施
・宿舎の維持管理は、各省各庁の長が実施

（H29.9.1 現在）

国家公務員宿舎

（162,695戸／7,632住宅）

（注）宿舎戸数は、被災者の方々に提供している523戸（総戸数に含まれていない廃止決定済宿舎106戸と合わせて、全体で629戸を被災者の方々に提
供）、その他地方自治体等へ提供している97戸と合わせて620戸を除く。
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４－２ 国家公務員宿舎の設置目的等

● 国家公務員宿舎法 （S24法第117号）

（目的）

第1条 この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び

管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等

の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務及び事業の円滑な運営に

資することを目的とする。

● 国家公務員宿舎の削減計画 （H23.12.1 国家公務員宿舎の削減のあり方に

ついての検討会）

 公務員宿舎は、「国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等

の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする」ものであり、また、国

民のニーズに適切に対応し、事務・事業を円滑に遂行する上で必要なものであ

る。他方、（中略）公務員宿舎の更なる合理化・削減が求められている。上記の

原点に立ち返り、国家公務員宿舎は真に公務のために必要な宿舎に限定し、

主として福利厚生（生活支援）の目的での使用は行われるべきではない。
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４－３ 国家公務員宿舎を巡る動き

H18.6～H20.6 「庁舎及び宿舎の移転・再配置計画」策定

移転・再配置計画に基づき集約先となる公務員宿舎の整備、処分を実施

H21.11 行政刷新会議事業仕分け
公務員宿舎については、

①その在り方につき速やかに検討を行うこと
②それまでの間、継続案件や東京周辺以外の緊急建替えを除き凍結すること

等とされ、「見直しを行う」との評価結果

事業仕分けを受け、契約済みであったPFI事業（朝霞、方南、稲毛海岸）を含む25事案を凍結

H22.12 「国有財産行政におけるPRE戦略」策定

PRE戦略を踏まえ、凍結していた契約済みの3事案（朝霞、方南、稲毛海岸）について、個別事案ごとに総合的に

判断し、地域のまちづくりに資する等の理由により朝霞住宅及び方南町住宅については事業再開、稲毛海岸住
宅については事業中止を決定

H23.3 東日本大震災発生

H23.10 野田総理（当時）が朝霞住宅建設地を視察し、安住財務大臣（当時）に対し、集中復興期間中の事業凍結を指示
し、財務大臣は宿舎の削減計画を策定する旨表明

H23.12 「国家公務員宿舎の削減計画」策定
個別宿舎の取扱いとして、朝霞住宅、方南町住宅の事業中止を決定

H24.11 「『国家公務員宿舎の削減計画』に基づくコスト比較等による個別検討結果及び宿舎使用料の見直しについて」
策定

H25.12 「国家公務員宿舎使用料の見直しについて」公表

H26.4、H28.4 宿舎使用料の引上げ（1回目、2回目）実施

H29.5 第36回財政制度等審議会国有財産分科会に削減計画の達成状況等を報告

H30.4 宿舎使用料の引上げ（3回目）実施（H29.12公表）
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４－４ 「国家公務員宿舎の削減計画」等の概要

「国家公務員宿舎の削減計画」（平成23年12月1日公表） のポイント

宿舎は、真に公務のために必要なものに限定し、主として福利厚生目的のものは認めず、今後5年を目途に、
宿舎戸数約21.8万戸（平成21年9月の戸数）から必要戸数の16.3万戸まで、5.6万戸（25.5％）程度の削減を行う。
（全国10,684住宅のうち、5,046住宅を廃止。）

〇 宿舎戸数の削減

• 廃止する宿舎については、その跡地をできる限り速やかに売却すること等により国の財政に貢献

• 捻出される財源については、概算すると、約1,700億円。

〇 廃止宿舎の売却

類型

① 離島、山間へき地に勤務する職員

② 頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員

③ 居住場所が官署の近接地に制限されている職員

④
災害、テロ、経済危機、武力攻撃等を含め、政府の迅速な対応が求められる事件・事故等が発生した際、各省庁が定める業務継続計
画（BCP）等に基づき緊急参集する必要がある職員

⑤ 国会対応、法案作成及び予算等の業務に従事し、深夜・早朝における勤務を強いられる本府省職員

（参考）宿舎に入居することが認められる職員の類型

「国家公務員宿舎の削減計画」の実施結果（平成29年5月26日国有財産分科会報告）

○平成29年3月末時点で、宿舎削減計画の状況は以下のとおりとなっており、削減計画を達成
・ 宿舎の設置戸数約16.3万戸（5.6万戸（25.5％）の削減）
・ 廃止宿舎総数は5,244住宅
・ 宿舎跡地売却に伴い捻出された財源は約2,939億円
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４－５ 今後の国家公務員宿舎行政について

第36回財政制度等審議会国有財産分科会（H29.5.26）報告

○ 「国家公務員宿舎使用料の見直しについて」（平成25年12月12日公表）を受け、
平成26年4月、平成28年4月に国家公務員宿舎使用料の段階的な引上げを実施

してきたところであり、引き続き、使用料引上げが公務に及ぼす影響を把握しつつ、
平成30年4月の引上げに向けた検討を進める。

○ 今後の国家公務員宿舎の設置戸数は、「国家公務員宿舎の削減計画」等に基
づいて達成した約16.3万戸を上限とする。

○ 財政負担を抑制する観点から、既存ストックの長寿命化等によるライフサイクル
コストの軽減を図る。このため、個々の宿舎の状況に基づいて、計画的に修繕を
行う。

○ 今後の行政需要の変化に伴う、地域ごとの宿舎需要の変化に対応した需給の
均衡策について検討を行う。



５．国家公務員宿舎の現状等
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５－１ 国家公務員宿舎の設置戸数の推移

※括弧書きは対前年増減を示す。

出典：財務省調べ（各年9月1日時点）

国家公務員宿舎の削減計画
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５－２ 国家公務員宿舎（合同宿舎）の予算の推移

（億円）

（※１）建設経費には、合同宿舎の建設に必要な経費を計上しているが、その大宗はPFI事業による建設に伴う後年度負担である。
（※２）改修等経費には、外壁や給排水管取替などの比較的大規模な工事のための改修経費及び雨漏りや配管からの漏水等に

対する緊急・小規模工事のための修繕経費を計上している。
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○ 国家公務員宿舎削減計画後、建替えを抑制しており建設経費（※１）は大幅に減少。
○ 一方、改修等経費（※２）については増加傾向にあり、平成23年度から比較すると約32％増加。
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５－３ 国家公務員宿舎使用料の見直しについて （平成25年12月12日公表）

１．歳出に概ね見合う使用料収入の水準
宿舎削減計画実施後（平成28年度以降）の宿舎に係る歳出に概ね見合う歳入としての使用料（宿舎及び駐車場使用

料）収入は500億円程度（現行の算定方式に基づく使用料収入（300億円程度）の約1.7倍）。
（注）宿舎削減計画実施後の宿舎に係る歳出は540億円程度と見込まれるところであるが、国家公務員宿舎法第15条

に基づき、借家権相当額を控除すると500億円程度となる。

２．円滑な引上げ実施のための政策的対応
① 地方部（地方（※）における人口30万人未満の市町村（県庁所在地を除く））に係る宿舎使用料の引上げについて、

現行水準の1.3倍を上限。 （※）現行の基準使用料の算定において、「その他の地域」に区分されている地域。
―地方部は、周辺民間住宅賃料が比較的安いため、使用料の大幅な引上げを行えば多くの退去者が発生する可能性。

② 単身赴任先の宿舎使用料水準は、概ね現行水準並に抑制。
―単身赴任先及び赴任元の二重生活への配慮。

③ 災害発生時等の即応態勢を確保するため、無料宿舎制度を拡充。
―居住の義務化を前提に、官署からの距離要件を緩和（現行「100m未満」→「概ね2㎞以内」：徒歩30分で官署に参集
可能な都心の危機管理用宿舎並び）。

（注）上記①②の対応を行うと、使用料収入は460億円程度となる見込みであり、これは現行の使用料収入の約1.5倍。

３．平成26年4月、28年4月、30年4月に、3分の1ずつ引上げを実施することとする（激変緩和措置）。

また、激変緩和措置の期間中、使用料引上げが公務に及ぼす影響等を把握し、必要に応じて、所要の見直しを検討
する。

 平成26年2月 同年4月の引上げ（1回目）に係る関係政省令の改正を閣議決定
 平成28年1月 同年4月の引上げ（2回目）に係る関係政省令の改正を閣議決定
 平成30年1月 同年4月の引上げ（3回目）に係る関係政省令の改正を閣議決定
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５－３ （参考）見直し後（平成30年4月以降）の宿舎使用料の水準 （平成25年12月12日公表）



６．必要な宿舎戸数の確保について

35
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６－１ 必要な宿舎戸数の確保に関する現状について

○ 宿舎削減計画等においては、削減目標（約5.6万戸）について、主に老朽

化や売却収入確保等の観点から廃止宿舎の選定を行った。

○ 足元の必要戸数については、政府全体として削減計画後の宿舎戸数である

16.3万戸程度の需要が確認されているが、地域ごとにみると東京を中心とし

た首都圏と沖縄県のニーズが強くその他の地域は弱くなっており、地域間で

需要と供給にミスマッチが生じている。

○ また、マクロでの人口動態予測において単身世帯の割合の増加が見込まれ

る中で、全国的に世帯型に余剰がある一方、単身・独身用宿舎が不足してお

り、住戸の規格のミスマッチも生じている。



６－２ 地域間の宿舎需要と供給のミスマッチの状況

札幌地区

新潟地区

福島地区

山形地区 仙台地区

秋田地区
盛岡地区

青森地区

甲府地区
さいたま地区

前橋地区
宇都宮地区

水戸地区

沖縄地区

沼津地区

長野地区

町田・相模原地区

横浜地区

東京地区

千葉地区

金沢地区
富山地区

岐阜地区

名古屋地区

浜松地区

静岡地区
高松地区

高知地区 徳島地区
和歌山地区

京阪神・奈良・
大津・関空地区

津地区

下関地区
山口地区

広島地区

呉地区
倉敷地区

岡山地区

松江地区

鳥取地区

松山地区

鹿児島地区

大分地区

別府地区

熊本地区
長崎地区

福岡地区

佐賀地区

北九州地区

福井地区

宮崎地区

地区区分 地区数

需要過多地区 12

供給過多地区 39

合計 51

（注）多数の官署が集中する主要な地区をサンプリングし、需要と供給のミスマッチの分析を行ったもの（全国でみると需要と供給は概ね均衡）。 37
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６－３ 国家公務員の世帯構成別職員数の推移

世帯 単身赴任 独身 合計

平成２４年度 368,458 42,801 147,661 558,920

平成２９年度 348,083 44,555 152,930 545,568

増減 ▲20,375 1,754 5,269 ▲13,352

出典：財務省調べ（平成29年6月1日時点・自衛官等の特別職国家公務員を含む）

○ 国家公務員の世帯構成別職員数（平成２４、２９年度）を比較すると、多人数
世帯の職員数が減少している一方、単身赴任及び独身は増加に転じている。

国家公務員の世帯構成別職員数 単位：人

調査時点

構成
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６－４ 住戸規格のミスマッチの状況

○ 住戸規格にミスマッチが生じている宿舎戸数について、現時点でマクロ的に把握可能
な数値でみると、単身者・独身者用の宿舎が不足しており、その数は５．２万戸程度と推
計される。

○ 各省庁からは、全国的に単身者・独身者用の宿舎が不足しているとの声や、寮タイプ
（風呂トイレ共同）や区分貸与（ファミリータイプの宿舎を複数の独身者で共同使用）につ
いては、現在の若者の生活様式になじまず需要がないとの声が聞かれている。

区 分 人 数

単身者・独身者用宿舎が不足していること等から、世帯型宿舎
に入居している単身・独身の職員

約 46,000

宿舎を希望しているが、入居可能な宿舎が不足していることの
理由から、民間住宅等に居住している単身・独身の職員

約 6,000

合 計 約 52,000

出典：財務省調べ

（注）上記は一時点における計数であり、住戸規格のミスマッチの分析のためには精緻化が必要。
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６－５ 政府業務継続計画（首都直下地震対策）

［出典］「政府業務継続計画（首都直下地震対策）」（平成26年3月
閣議決定）及び「政府業務継続計画（首都直下地震対策）の
概要」（内閣府ＨＰ）から抜粋。

◇ 首都直下地震の被害想定（人的・物的被害）◇ 政府業務継続計画（首都直下地震対策）の概要

○首都直下地震発生時のおける、政府として業務を円滑に継続
するための対応方針、これに必要な執行体制、執務環境等を
定めることにより、
①首都中枢機能を維持し、
②国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小化する
ことを目的に策定

○中央省庁は、本計画に基づき、業務継続計画を作成

○首都直下地震対策検討ＷＧが想定する震度分布や被害様相
を念頭に、より過酷な被害様相を想定
①停電、商用電話回線の不通及び断水は、１週間継続
②下水道の利用支障は、１か月継続
③地下鉄の運行停止は、１週間継続

ＪＲ及び私鉄の運行停止は、１か月継続
④主要道路の啓開には、１週間を要する。

なお、総理大臣官邸及び中央省庁の庁舎の全部及び一部
が使用不能となることも想定

○中央省庁は、非常時優先業務等を各省庁の業務継続計画に
定めるとともに、これを継続するために必要な職員を「参集要
員」として確保。

○中央省庁は、真に必要な非常時優先業務を継続するために
必要な職員については、中央省庁の庁舎の近傍の宿舎に優
先的に入居させる等の措置を講ずる。

○地震の揺れにより、全壊家屋は約17万5千棟、建物倒壊によ
る死者は最大約11万人、建物被害に伴う要救助者は最大7万
2千人と想定。

○火災により、最大約61万2千棟が焼失、死者は最大1万6千人
と想定。

○電力は、発災直後は都区部の約５割が停電。供給能力が５割
程度に落ち、１週間以上不安定な状況が続く。

○通信は、固定電話・携帯電話とも、輻輳のため、９割の通話規
制が１日以上継続。メールは遅配が生じる可能性。携帯基地
局の非常用電源が切れると停波。

○上下水道は、都区部で約５割が断水。約１割で下水道の使用
ができない。

○地下鉄は１週間、私鉄・在来線は１か月程度、運行停止する
可能性

○道路は、主要路線の啓開には、少なくとも１～２日を要し、そ
の後、緊急交通路として使用。
都区部の一般道はガレキによる狭小、放置車両等の発生で
交通麻痺が発生

［出典］「首都直下地震対策検討ワーキンググループ最終報告の
概要（平成25年12月19日）」（内閣府ＨＰ）から抜粋。
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○ 地域毎で見た場合、人事異動に伴う入退去等の摩擦的要因を超えて、宿舎

の需給に一定のミスマッチを生じており、今後も行政需要が変動する中でこ

うしたミスマッチの解消を進めるための方策について検討する必要がある。

また、設置戸数の上限（約16.3万戸）についても、今後の宿舎需要などを

見据えた上で、状況に応じて、将来的に見直しを検討する必要がある。

○ 世帯構成の変化等を背景とした住戸の規格のミスマッチの解消を進めるた

めの方策について検討する必要がある。

○ 業務継続体制の確保など災害等への対応に着目した場合、そのために必要

な宿舎の維持整備は確実に行われる必要がある。とりわけ、首都直下地震の

際の業務継続体制確保の観点における需要把握を十分行った上で、宿舎配置

の検討を進めることが重要となる。

６－６ 必要な宿舎戸数の確保に関する検討課題
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（参考）国有財産分科会における最近の主な意見（宿舎関係）①

【宿舎需要の変化】

 宿舎需要の変化というのは、時代の変化に対応するものであり、時代と地域の実情を考えながら、今
後も作業を進めていただきたい。

 職員の高齢化が進んでおり大量に退職する時代を迎える、非正規の職員の人たちが多いといった、地
方出先機関の公務員の状況も変化しているので、変化を考慮して今後の宿舎行政を行っていただきた
い。

 今後の行政需要の変化を、具体的にどういう仕組みで捉えていくのか。具体的な仕組みをつくっていか
ないと進まない。

 国家公務員の年齢構成の変化等に伴い、宿舎需要が変動することが考えられるので、的確に対応す
べき。

 危機管理、緊急参集時の対応なども多様化していることから、それらについて必要な対応を検討しては
どうか。

【業務継続計画（BCP）】

 都心部の宿舎の多くが廃止されたが、首都直下型地震が起きた場合、対応する人員の確保が重要だ
が、都心の宿舎が減ってしまったことに不安を覚える。

 危急存亡の時に歩いてこられるようなところに公務員はいるべき。

 この日本を取り巻く環境というのは、いろいろな意味で大きく変化をしている。災害であるとか、最近は
周辺の地政学的リスクがある中で、公的な施設のリダンダンシーというものが、ネガティブなものではな
くなっている。新しい方向に向けて、いろいろなことに備えて、公的な施設はどうあるべきかといった議
論が必要。
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（参考）国有財産分科会における最近の主な意見（宿舎関係）②

【地域との関係】

 公務員の宿舎が変わることによって、例えば地域の学校のあり方とかにも影響がでてくると思われるの
で、きちんと配慮していただきたい。

 ある程度まとまった、割とゆったりしている住宅というのは、その地域の防災において一つの役割を果
たす。単なる効率的な配置と観点からだけではなく、そのあたりも含めて、国家公務員宿舎に、今後、
どういう役割を担わせるかについて考えていただきたい。

 国家を回していく機能のバックストックという面が宿舎にはあり、非常に大きなファクターになる。近くに
住んでいるということがひいては国民の安心感にもなる。

 ただ数を削減すればいいのではなく、国家公務員宿舎が地域の発展のために、ある程度のプラスだっ
たのに、削減してしまうことで地域の人口減少や活性化や発展のマイナスとなることもあるのではない
か。視点を変えた見直しをしてもいいのではないか。

【国家公務員の働き方】

 今政府でも、働き方改革、長時間労働の是正、過労死の予防等の取組みがなされているが、都心で長
時間労働している者は、公務員宿舎がないと遠距離通勤になり余計負担がかかってしまう。睡眠時間
を６時間確保しないと長期的には体を壊すといった議論が医学的にもなされているなかで、働き方、業
務内容の負担と通勤時間などに配慮して公務員宿舎削減がなされてきたのか、配慮がなされる予定
があるのか。

 民間の30代は都心30分圏内にしか住まない傾向にある。予算の制約がある中、優秀な人材を確保す
るためという観点から国家公務員宿舎整備・更新についての議論が必要ではないか。

 通勤時間だけではなくて保育園に苦労されているとか、優れた人材を確保する観点など、冷静に考え
るべき様々な事実等があると思う。



７．老朽化への対応について

44



○ 宿舎については、厳しい財政事情の下、既存ストックの有効活用とトータルコスト
軽減の観点から計画的に修繕を行う方針で取り組んでいるが、老朽化した宿舎は費用
対効果を考慮して、必要最小限の修繕に留めており、その中で築50年を経過し老朽化
が著しい宿舎が約2,000戸も存在。更に10年後はこれら老朽化宿舎が約12,000戸に増加
する見込み。
（注）築40年を超える宿舎は、設備や仕様、間取り、内装等の陳腐化が進んでおり、建築年に

よってはクーラーが設置できない宿舎もある。台所、浴室、トイレ等水廻り設備の陳腐化
が著しく入居者に負担を強いている状況。

○ 政府のインフラ長寿命化基本計画に基づき策定された「財務省インフラ長寿命化計
画（行動計画）」（平成28年3月）において、合同宿舎についても、中長期的な維持管
理・更新等に取り組むことが求められている。また、平成29年5月に開催された財政制
度等審議会第36回国有財産分科会において、「財政負担を抑制する観点から、既存ス
トックの長寿命化等によるライフサイクルコストの軽減を図る。このため、個々の宿
舎の状況に基づいて、計画的に修繕を行う」旨報告。

○ これらを踏まえ、不具合発生の都度、改修を行う「事後保全」から、不具合が起こ
る前に計画的に整備を行う「予防保全」への転換を図るため、平成29年6月から、個々
の宿舎の劣化状況の把握を進めて、「維持整備計画」の充実を図り計画修繕を推進す
ることとしている。 45

７－１ 国家公務員宿舎の老朽化の現状について



７－２ 国家公務員宿舎（合同宿舎）の経年別戸数

出典：財務省調べ

（戸）

築40年を経過したもの

12,441戸

築50年を
経過した
もの

1,749戸

Ｈ29.9.1時点（借受宿舎を除く）

○ 築50年を経過し老朽化が著しい宿舎が約2,000戸存在。更に10年後はこれら老朽化宿舎
が約12,000戸に増加する見込み。

46
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７－３ 合同宿舎の維持整備計画の策定

○長期修繕計画

合同宿舎の棟ごとに定めた計画策定年数
を満了するまでの期間において、今後の修
繕時期及び所要額を記した長期修繕計画を
作成する。

○維持整備計画

予算執行において実行性を高めるための修繕計画として、長期修繕計画を踏まえ、少なくとも直近１０か年分の計
画を策定する。
法定点検の結果等を踏まえ、近隣の宿舎又は棟において近似する修繕時期が到来する場合には、一括して修繕

することも検討する。

竣工年次 計画策定年数

①平成9年度以降に竣工した宿舎 100
②平成8年度以前に竣工した宿舎のうち、昭和
56年6月1日以降の建築基準法に適合するもの

80

③ ①及び②以外の宿舎 60

○財務省インフラ長寿命化計画（行動計画）（平成28年3月財務省）

財務省が所管する施設の維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を示す計
画として、「財務省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定。本行動計画に基づき、財務省が所管する各
施設の管理者は、「個別施設ごとの長寿命化計画」を策定し、着実に実施する。

⇒故障発生の都度、修理を行う「事後保全」から、故障が起こる前に計画的に整備する「予防保全」への転
換を行うことにより、トータルコストの縮減等、適切かつ効率的な維持管理等が期待できる。

○ 「財務省インフラ長寿命化計画（行動計画）」に基づく個別施設計画として、修繕時
期・所要額を算出した「長期修繕計画」を作成し、予算執行において実効性を高めるため
の修繕計画として、少なくとも直近10か年分の「維持整備計画」を平成30年４月１日に作
成し、毎年４月１日時点において更新していくこととしている。
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７－４ 合同宿舎の改修工事に係る今後の所要見込額

○ 今後20年間に必要な改修費を機械的に算出した結果、各年度新たに必要となる改修工
事と前年度の積み残し分により、毎年度予算が大幅に不足。現行予算の水準と比べると、
改修費は10年後には約300億円、20年後には約500億円不足する見込み。

0
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今後20年間の改修費所要見込額

各年度新規発生分 前年度積み残し分 H30予算

（億円）

63.4

20年後には
約500億円不足見込み

10年後には
約300億円不足見込み

出典：長期修繕計画
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７－５ 国家公務員宿舎の老朽化、陳腐化の状況

・トイレ内にコンセントなし
・節水型でない便器

・壁にエアコン用配管穴なし
・陳腐化した電気配線

・洗濯機置場なし

・給湯設備なし
・少ないコンセント
・使い勝手の悪い吊戸棚

【昭和40年築】

b型（39.40㎡）

・浴室内に洗面器
・コンクリートの床・壁仕上げ

・狭い浴槽
・コンクリートの床・壁仕上げ



○寸法
階高：2,650mm
床厚：120mm

○寸法
階高：2,900mm（基準階）
床厚：210mm

（1F・屋根スラブは150mm）

○外装仕上げ：リシン吹付 ○外装仕上げ：吹付タイル

現在
MB

PS

和室
（6帖）

和室
（6帖）

居間

台所

押入

押入

押入

便所

浴室
洗
面
所

玄関ﾎｰﾙ

バルコニー

和室
（4.5帖）

開放廊下

個室1 個室2

廊下便所

洗
面
所

台所
浴室

和室
（6帖）

居間・食堂

バルコニー

玄
関

○内装
〔個室〕
床：和室（畳）、洋室（フローリング）
壁：塗装
天井：ひる石吹付

〔便所〕
床：Pタイル
壁：塗装
天井：ひる石吹付
寸法：1.4ｍ×0.95ｍ

＝1.33㎡
〔浴室〕
床：モザイクタイル
壁：塗装
天井：塗装
寸法：1.4ｍ×1.8ｍ

＝2.52㎡

○内装
（個室）
床：和室（畳）

洋室（フローリング）
壁：ビニルクロス張り
天井：ビニルクロス張り

〔便所〕
床：塩ビシート張り
壁：ビニルクロス張り
天井：ビニルクロス張り
寸法：1.56ｍ×0.90m＝1.40㎡

〔浴室〕
浴室ユニット
寸法：1.39ｍ×2.01ｍ＝2.79㎡

C型（63.36㎡）

C型（69.99㎡）

７－６ 国家公務員宿舎の標準的な間取り、設備等の変化



○ 現下の極めて厳しい予算事情により宿舎改修費予算の伸びが期待できな

い状況の中、個々の宿舎の状況に応じたメリハリのある予算配分など、計画

的かつ効率的な改修を進めていく必要がある。

○ 既存の老朽化した宿舎については、限られた予算の中で必要最小限の修

繕に留まっており、現状のままでは建物の劣化が進行し、使用可能戸数の減

少が見込まれる中、必要戸数をいかに確保していくか検討する必要がある。

○ 陳腐化が進み現在の生活様式に合わない旧式の設備・仕様・間取り・内

装について、限られた予算の中で、どのように改善を図っていくべきか検討

する必要がある。
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７－７ 国家公務員宿舎の老朽化に関する検討課題



８．地域社会のニーズに応じた有効活用について
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８－１ 行政財産の有効活用の現状

○ 行政財産については、従来より、その用途・目的を妨げない限度

において、庁舎・宿舎等の空きスペースの貸付け及び使用許可により、

保育所等の設置を含め、地方公共団体や民間への有効活用に取り組ん
でいるところ。

○ また、災害発生時において、被災地の地方公共団体からの要請を

受け、被災者の応急的な住まいとして国家公務員宿舎を提供すること

や、津波災害対策に貢献すべく、津波避難ビルとしての活用などに取

り組んでいるところ。

○ このほか、近年においては、庁舎の駐車場を民間に使用許可する

ことで、休日に周辺地域の利用者に利用させている事例や、自然公園

内にカフェを設置されている事例など、種々の行政財産の特性を踏ま

えつつ、地域やその利用者の利便性の向上に資するよう努めている。
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１．政府の待機児童解消に係る施策の支援策の一環として、平成２２年から、家庭的保育事業

（保育ママ）等を対象として、宿舎の空き居室・集会所・自動車保管場所について、地方公共

団体等への使用許可（最長３年間）を可能としたところ。

（注）平成３０年３月末現在、宿舎の空きスペースを活用した保育ママ事業は２１件。

２．その後、『ニッポン一億総活躍プラン』（平成２８年６月）において、国有地の更なる活用

による保育サービスの受け皿拡大の促進が掲げられたことから、地方公共団体等からの要望内

容も踏まえた形で、使用許可ができる対象財産及び対象施設等の拡充を行うとともに、長期間

の使用許可を可能とし、庁舎・宿舎の空きスペースの有効活用に取り組んでいるところ。

＜主な見直し内容＞

・ 対象財産については、宿舎の土地、庁舎の土地・建物も対象に追加。

・ 対象施設については、認可保育園、認定こども園も対象に追加。

・ 使用許可期間については、土地は３０年以内、建物は１０年以内。

８－２ 庁舎・宿舎の保育に係る活用の状況
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８－３ 国公有財産の有効活用事例

宿舎の事例

○概要

合同宿舎（共用部（廊下）・屋上）につ

いて、地域防災の観点から、地方公共

団体と協定書を締結し、津波避難ビルと

して指定している事例。

○施設の概要

施設名：和歌山合同宿舎

所在地：和歌山県和歌山市砂山南

提供場所：690㎡（5階以上共用部（廊下）、

屋上）

協定書締結日：H23.11.22

（参考）津波避難ビル指定の実績：41宿舎（H30.3月末現在）
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○合同宿舎を津波避難ビルとして指定している事例

○避難訓練の様子



８－４ 国公有財産の有効活用事例

庁舎の事例

○使用許可の概要

合同庁舎の来客者用駐車場について、

地域貢献、国有財産の有効活用（閉庁

時間帯の活用策）、新たな歳入の確保

等に資する観点から、駐車場運営会社

に対して、駐車場の使用を許可した事

例。

○施設の概要

施設名：福岡合同庁舎

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東

使用面積：2,211.38㎡
使用許可期間：H30.7.1～H31.6.30

（使用許可始期：H27.7.1）
相手方選定方法：公募
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８－５ 国公有財産の有効活用事例

庁舎以外の事例
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○使用許可の概要

国立公園内において、国立公園内の

公共施設の民間開放の促進、国有財産

の有効活用等に資する観点から、事業

者に対して、カフェテラスの厨房等として

使用を許可した事例。

○施設の概要

施設名：伊勢志摩国立公園内

所在地：三重県志摩市

使用面積：24.42㎡
（カフェテラス厨房部分、屋外物置）

使用許可期間：H30.5.1～H35.3.31
（使用許可始期：H30.5.1）

相手方選定方法：公募



８－６ 国公有財産の有効活用事例

地方公共団体の事例

○地方公共団体の取組事例

現在、様々な地方公共団体において、資
産の有効活用、新たな財源確保等の観点か
ら、公共施設等を広告媒体として提供してい
る事例。

具体例として、庁舎壁面やエレベーター内
壁面等、様々な広告媒体に広告物を掲載す
る取り組みを行っている。

なお、公有財産に広告物を掲載するという
事業の性質上、対象となる広告物には一定
の制約が要請されるところ、各地方公共団
体においては、広告掲載基準やガイドライン
等を設けることにより、景観確保等の観点か
ら適切な広告事業運営に努めている。
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○庁舎壁面の事例

○エレベーター内壁面の事例



８－７ 行政財産の貸付・使用許可制度の主な概要

○ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、貸付け又は使用許可を

することができることとしている。

（注）地方公共団体等において、災害が発生した場合に応急措置の用に供する場合や、小規模な施設で防災

上必要な気象観測施設や消防用資材器具保管施設等（その敷地面積が５０㎡を超えないもの）の用に供

する場合は、無償による貸付け又は使用許可をすることができることとしている。

○ 行政財産の貸付け又は使用許可の相手方の設定に当たっては、透明性、公平性を

確保する観点から、原則、公募により選定することとしている。

○ 使用許可期間は、１年以内とされている。
（注）使用許可期間を１年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合などは、国有財産法第２１条又

は他の法律の定める期間内において、その必要の程度に応じて定めるものとする。

なお、使用許可は必要に応じて更新することができるが、公募により使用許可を

行っている場合には、使用許可の始期から５年を超えて更新を行わないこととして

いる。
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８－８ 行政財産の有効活用に関する検討課題

○ 庁舎・宿舎の行政財産の空きスペースについては、財産の所在する地域の

課題の解決に貢献するとともに、少しでも財政収入を確保する観点から、保

育所等の設置に限らず、有効活用の促進を図ることが必要である。

○ また、近年、全国各地で災害が発生している状況を踏まえると、行政財産

についても、地域の防災に貢献すべく、引き続き避難場所の指定を行うほか、

地域での防災物資等の備蓄が可能となるよう、有効活用を進めることが必要

ではないか。

○ なお、行政財産の有効活用を進めるため、使用許可期間についても、利用

内容やニーズに応じた期間が設定できるよう、財産の特性を踏まえ、柔軟な

対応が必要ではないか。
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（参考）行政財産の貸付・使用許可制度①

○国有財産法（昭和23年法律第73号）

（処分等の制限）

第十八条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、

又は私権を設定することができない。

２ 前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度

において、貸し付け、又は私権を設定することができる。

一 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作

物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められる

ものを所有し、又は所有しようとする場合（国と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。）

において、その者（当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管

理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。

二～三（略）

四 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和三十二年法律第百十五号）第二条第二項に

規定する庁舎等についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、

国以外の者（当該庁舎等を所管する各省各庁の長が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上

で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸し付けるとき（前三号に掲げる場合に該

当する場合を除く。）。

五～六（略）

３～５（略）

６ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することがで

きる。
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（参考）行政財産の貸付・使用許可制度②

○国有財産法（昭和23年法律第73号）

（無償貸付）

第二十二条 普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区

（以下「公共団体」という。）に、無償で貸し付けることができる。

一 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、

と畜場又は信号機、道路標識その他公共用若しくは公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供

するとき。

二（略）

三 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。

四～六（略）

（準用規定）

第十九条 第二十一条から第二十五条まで（前条第二項第五号又は第六号の規定により地上権又は地役

権を設定する場合にあつては第二十一条及び第二十三条を除き、前条第六項の規定により使用又は収

益を許可する場合にあつては第二十一条第一項第二号を除く。）の規定は、前条第二項第一号から第

四号までの貸付け、同項第五号の地上権若しくは同項第六号の地役権の設定、同条第三項（同条第四

項において準用する場合を含む。）の貸付け又は同条第六項の許可により行政財産の使用又は収益を

させる場合について準用する。
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（参考）行政財産の貸付・使用許可制度③

○国有財産法施行令（昭和二十三年政令第二百四十六号）

（小規模な施設）

第十五条 法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、

公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が五十

平方メートルを超えないものとする。

○国有財産法施行令第十五条の規定に基づき、同乗の財務大臣が定める小規模な施設を定める告示

（昭和49年1月24日大蔵省告示第12号）

国有財産法施行令（昭和二十三年政令第二百四十六号）第十五条の規定に基づき、同条の財務大臣の

定めるものを次のように定める。

一 防災上必要な気象、地象及び水象の観測施設並びに防災上必要な通信施設

二 公害の防止のために必要な監視及び測定施設

三 火災報知機、消火栓及び消防の用に供する資材器具保管施設

四 街燈、カーブミラー及び横断歩道橋の橋脚

五 有線ラジオ放送業務のための電柱その他の中継施設及び末端施設並びに有線放送電話業務のための

電柱その他の中継施設

六 避難小屋及び展望台

七 遺跡、名勝地その他の歴史的文化的価値があるものを表示する石碑類、地すべり防止区域等の特定

区域を表示する標識その他の標識類
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（参考）行政財産の貸付・使用許可制度④

○使用許可制度の主な概要

１．使用許可ができる場合

各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることが

できる（国有財産法第１８条第６項）。「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれか

にも該当しないことを指す。

⑴ 国の事務、事業の遂行に支障の生じるおそれがあること

⑵ 行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること

⑶ 行政財産の公共性、公益性に反する事項

⑷ その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること

２．相手方の選定

透明性、公平性を確保するとともに、資力、信用、技能等を十分調査した上で、公募になじま

ないと判断される場合を除き、公募により選定するものとする。

３．使用許可期間

・ 使用許可期間は、１年以内とする。ただし、使用許可期間を１年以内とすることが著しく

実情にそぐわない場合などは、国有財産法第２１条又は他の法律の定める期間内において、

その必要の程度に応じて定めるものとする。

・ 使用許可は必要に応じて更新することができるが、公募になじまないと判断される場合を除

き、使用許可の始期から５年を超えて更新を行うことはできない。

64


	行政財産に関する課題について
	１ ．国の庁舎に関する制度等
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	２ ．国の庁舎の現状（老朽化・耐震化の状況）
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	３ ．国の庁舎の現状（庁舎需要への対応）
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	４．国家公務員宿舎の制度等
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	５．国家公務員宿舎の現状等
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	６．必要な宿舎戸数の確保について
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	７．老朽化への対応について
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	８．地域社会のニーズに応じた有効活用について
	　８－１　行政財産の有効活用の現状
	　８－２　庁舎・宿舎の保育に係る活用の状況
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	　８－７　行政財産の貸付・使用許可制度の主な概要
	　８－８　行政財産の有効活用に関する検討課題
	　（参考）行政財産の貸付・使用許可制度①
	　（参考）行政財産の貸付・使用許可制度②
	　（参考）行政財産の貸付・使用許可制度③
	　（参考）行政財産の貸付・使用許可制度④

