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国家公務員宿舎に関する課題について

○ 国家公務員宿舎については、平成23年12月に公表した「国家公務員宿舎の削減計

画」において、宿舎は真に公務のために必要な宿舎に限定し、主として福利厚生の目

的で使用されるべきではないとされ、宿舎に入居可能な対象を５つの類型に整理。

この整理に基づき、各省庁において必要戸数を積み上げた結果、約16.3万戸であっ

たことから、当時の設置戸数である約21.8万戸から約16.3万戸まで削減を行うことと

し、平成29年3月末をもってこれを達成した。

○ 足元の必要戸数を調査した結果、政府全体としては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、地域ごとにみると需要と供給にミスマッチ

が生じていると見込まれる。また、住戸の規格別にみると、独身用、単身用宿舎が不

足している一方、世帯型宿舎に余剰が生じており、住戸規格にもミスマッチが生じて

いると見込まれる。

○ また、宿舎の維持管理に関しては、政府全体の方針を踏まえ長寿命化に取り組むこ

ととしているが、厳しい財政事情の下、数多くの老朽化宿舎について、計画的かつ効

率的に改修を進めていく必要がある。
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１．地域ごとの宿舎需要と供給に関する状況①

○ 宿舎削減計画においては、真に公務のために必要な宿舎戸数（必要戸数）を約16.3
万戸と定め、必要戸数まで宿舎戸数の削減（約5.6万戸）を進め、平成28年度末にこれ
を達成した。

○ 地域ごとの宿舎需要と供給の現状についてみると、宿舎削減計画においては主に老
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ことや、近年の行政需要の
変化に伴う宿舎需要の変化などに伴い、宿舎が不足している地域がある一方、未入居
が増加している地域も生じていると見込まれる。

○ 必要戸数の約16.3万戸について、足元では、政府全体として同程度の需要が見込ま
れているが、地域ごとにみると需要と供給にミスマッチが生じていると見込まれる。

現状
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１．地域ごとの宿舎需要と供給に関する状況②

北海道財務局管内
（北海道）

東北財務局管内
（青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、
山形県、福島県）

関東財務局管内
（北関東、甲信越）

関東財務局管内
（南関東）

（埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県）

北陸財務局管内

東海財務局管内
（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）

近畿財務局管内
（滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県）

中国財務局管内
（鳥取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県）

四国財務局管内
（徳島県、香川県、
愛媛県、高知県）

福岡財務支局管内
（福岡県、佐賀県、長崎県）

九州財務局管内
（熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県）

沖縄総合事務局管内
（沖縄県）

地域別でみると、南関東、沖縄などで必要戸数が入居可能な
戸数を上回っており、その他の地域では必要戸数が入居可能な
戸数を下回っていると見込まれる。

凡例 赤：需要過多、青：供給過多

（富山県、石川県、
福井県）

（茨城県、栃木県、
群馬県、新潟県、
山梨県、長野県）
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（参考）削減計画における都心宿舎の削減方針

（１）宿舎廃止方針
廃止する公務員宿舎の選定等にあたっては、以下の方針を基本とする。

① 千代田、中央、港３区に所在する宿舎は、危機管理要員等や緊急参集要員などが入居する
ものを除き廃止する。

（注）「危機管理要員等」には、内閣危機管理監が指定する防災担当職員に加え、警察、防衛、皇室関係
職員や刑務所・入国管理等の収容施設の職員のほか、国会職員、司法関係職員が該当する。以下同じ。

② その他の都心（概ね山手線内）に所在する宿舎については、今後５年間で築年数が40 年
を超える宿舎等、老朽化し耐震性等に問題があるものは、危機管理要員等や緊急参集要員な
どが入居するものを除き、建替等を行わず、廃止する。老朽化や耐震性等に問題がない宿舎
については、継続使用することとするが、その際、緊急参集要員や、国会活動と密接に関係
する業務に従事する職員等の入居を優先させる。

[出典] 「国家公務員宿舎の削減計画」（平成23年12月1日公表）

○ 今後５年を目途に、以下の方針に基づき、公務員宿舎の削減、資産の圧縮等を行っていく
こととする。
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（参考）職務上宿舎への入居が認められる公務員の類型の意義

（類型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

比較的短期間のサイクルでの全国規模の異動を
円滑に実施するため、職員に対して宿舎を提供。

（類型③）居住場所が官署の近接地に制限されて
いる職員

危機管理要員、刑務官、一部の自衛官等、テロ、
災害、暴動等の発生時に迅速に官署に駆けつけ、
適切に対処することが求められている職員に対し
宿舎を提供。

（類型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、各府省
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

類型③に含まれる職員のほかに、各府省が定める業務継
続計画（ＢＣＰ）等に基づき、緊急に参集することが求められ
ている職員に対し、職場に一定程度近接した宿舎を提供。

（類型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

国会対応、法案作成及び予算等の業務については、往々

にして深夜にまで及ぶことが多く、早朝においても作業が発
生することが多々見受けられる中、これらの職員に対して、職
場に一定程度近接した宿舎を提供。

[出典] 『「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』（平成24年11月26日公表）を要約

（類型①）離島、山間へき地に勤務する職員

離島や山間へき地に勤務する職員であり、通勤

可能な範囲に自宅を所有していない職員に対して
宿舎を提供。
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（参考）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における、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又は一部
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実施するために
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1万1千人、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41万2千棟が焼失、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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１．地域ごとの宿舎需要と供給に関する状況③

○ 地域ごとで見た場合、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が生じていると見込まれており、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。

○ 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、中央省庁については、首都直下地
震の際の業務継続体制確保の観点から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。

課題
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２．地域ごとの需給のミスマッチ解消に向けた取組方針について①

○ 地域の単位で宿舎の必要戸数を把握の上、需要と供給に趨勢的にミスマッチが生じて
いる地域については、今後、計画的・段階的に以下の対応を行うこととしてはどうか。

 趨勢的に供給過多となっている地域においては、地域に所在する宿舎の老朽度
や入居状況、立地等を勘案し、残すべき宿舎を見極めた上で需要を超える宿舎の廃
止を進める。

 趨勢的に需要過多となっている地域においては、借受又は建設の方法により宿舎
を確保することとし、
・ 需要の変動が大きい地域では借受の方法により、
・ 中長期的な需要が見込まれる地域では借受と建設のコスト比較のうえ経済合理
性を有する方法により、

必要な宿舎を確保する。

（注）これまで老朽化した宿舎等については、「国家公務員宿舎の削減計画」において、コスト
比較の結果に基づき、耐震改修等（長寿命化）、借受、建替を行ってきたところ。上記に基
づき、今後、需要過多地域において宿舎を確保するに際しても、需要変動が大きい場合を除
き、コスト比較の結果に基づき確保の方法を判断。

検討の方向性①



◆ 宿舎確保の方法

・需要の変動が大きい地域では借受の方法に

より必要な宿舎を確保

・中長期的な需要が見込まれる地域では借受

と建設のコスト比較を実施の上、経済合理性

を有する方法で必要な宿舎を確保

◆ＢＣＰ用宿舎の確保

・必要な宿舎確保の検討にあたっては、災害

発生時等における初動体制確保に優先的に

取り組む

・ とりわけ、首都直下地震への対応を優先

２．地域ごとの需給のミスマッチ解消に向けた取組方針について（イメージ）

○ 中長期的な視点を踏まえ、宿舎の効率的な利用を促進する観点から、地域ごとの宿舎需
要を的確に把握し、その需要の変動等に応じつつ、余剰となる宿舎の廃止及び不足する
宿舎の確保を計画的に実施。

◆ 主として以下の観点から存置宿舎を選定

・ 老朽度：建築年次、耐震性など

・ 立 地：BCP対応、通勤時間など

・ 需 要：現在の入居状況、中長期的な需要

・ 効率性：高度利用の可能性など

◆ 廃止後の宿舎建物について、使用可能なもの

は、移住促進対策などの地域の需要を踏まえ

活用を検討

供給過多地域

② 余剰となる宿舎の廃止

需要過多地域

12

① 存置する宿舎の選定 不足する宿舎の確保



（参考）借受宿舎の活用について（社宅提供サービス等の活用のイメージ）

○ 需要の変動が多い地域等において、需要が一定戸数まとまっている場合には、効率
化の観点から、個々に民間賃貸物件を選定して借受けを行う方法に代えて、社宅提供
サービスなどの包括的な契約（協定）に基づく借上げ方式の活用も検討。

・大口割引
・物件の条件
・敷金、更新、解約、
支払手続等

・修繕の取り決め

13

国

契約（協定）

社宅提供会社
👤👤 👪👪
👤👤 👩👩

入居者

👪👪
👩👩

サービスの提供に関する
包括的な契約（協定）

①貸与申請

③貸与承認

②物件情報の提供
＜依頼・提供＞

⑤鍵の受け渡し・入居

④個別の賃貸借契約
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２．地域ごとの需給のミスマッチ解消に向けた取組方針について②

○ 災害発生時等における初動体制確保に向けて、業務継続計画（ＢＣＰ）等に基づき、
緊急に参集が求められている職員用の宿舎の確保について、優先的に取り組むことと
してはどうか。

○ 特に首都圏においては、30年間で70％の確率で発生が予想（2004年地震調査委員
会）されている首都直下地震時におけるＢＣＰ体制確保の観点から、中央省庁への緊
急参集が求められている要員用の宿舎の確保を優先して行うこととしてはどうか。

○ また、災害発生時における中央省庁の役割が大きくなる中、ＢＣＰ体制確保の重要
性が高まっていることを踏まえ、新たな枠組みとしてＢＣＰ用宿舎を位置付け、必要
なＢＣＰ用宿舎の確保に向けた検討を進めることとしてはどうか。

（注）ＢＣＰ用宿舎を確保する距離圏（徒歩参集）についても、今後、各省庁の意見等を踏まえ
検討を進めることとしたい。その際は、内閣府の「中央省庁業務継続ガイドライン第２版」
における業務影響度分析において、３時間が初動の最初の評価の区切りとして例示されてい
ることや、多くの各省庁のＢＣＰにおいて、概ね３時間以内に災害対策本部の設置や情報発
信等の初動対応を行うとされている状況を踏まえ、検討を進めることとしたい。

検討の方向性②



（参考） ＢＣＰ用宿舎の枠組みについて

15

一般の有料宿舎 危機管理用宿舎

戸 数 等 全国で約13万戸 都心に約500戸

居 住 資 格

職務遂行上宿舎を必要としており、

かつ、以下の類型のいずれかに該
当する者
①離島・山間へき地勤務
②頻度高く転居を伴う転勤等
③居住場所が官署近傍に制限
④ＢＣＰ等に基づく緊急参集要員
⑤国会、法案、予算等の業務従事

首都圏において大規模地震等が

発生し交通網が寸断された場合でも、
国民の生命又は財産を保護するた
めの初動対応に係る非常勤務に直
接従事する者であって、内閣危機管
理監が指定する者
※官邸に緊急参集する要員用の
宿舎であり、当該職に就いた者は、
当該宿舎への入居義務を負う

宿 舎 使 用 料 有料 無料

官署からの距離
通勤時間がおおむね
１時間以内の範囲

官署の通用門から
おおむね２ｋｍの距離内

宿舎の明渡し

退職や転任等により居住資格を
失った場合は、20日以内に明渡し。

ただし、相当の事由がある場合は
６か月の範囲内で明渡し。

転任等により危機管理用宿舎へ
の居住資格を失った場合は、20日
以内に明渡し。ただし、相当の事由
がある場合は２か月の範囲内で明
渡し。

ＢＣＰ用宿舎（案）

現在は未設置
※対象者は有料宿舎に入居

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であって、かつ、当該
宿舎への入居により、各省庁があらかじめ
定めた時間内に官署への参集が可能とな
る者

有料

災害発生時等の初動対応等
のため参集可能な距離圏

転任等によりＢＣＰ用宿舎への居住資格
を失った場合は、20日以内に明渡し。ただ

し、相当の事由がある場合は６か月の範
囲内で明渡し。



３．地域ごとの需給のミスマッチ解消に向けたプロセスについて

○ 地域ごとの需給のミスマッチについては、毎年度、その解消状況を把握し、今後の

取組み等について財政制度等審議会国有財産分科会に報告することとしてはどうか。

その際、新たな宿舎整備を行おうとする場合においては、個別に必要性等を説明す

ることとしてはどうか。

検討の方向性
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Ⅱ．住戸規格のミスマッチについて

17
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１．住戸規格の需要と供給に関する状況①

○ 全国的に独身用、単身用宿舎の必要戸数が入居可能な戸数を上回り、世帯用宿舎は
必要戸数が入居可能な戸数を下回っており、住戸規格のミスマッチが生じていると見込
まれる。

現状

世帯 単身赴任 独身

平成２４年度 368,458 42,801 147,661

平成３０年度 346,050 46,483 156,596

増減 ▲22,408（▲6.1％） 3,682（+8.6％） 8,935（+6.1％）
出典：財務省調べ（各年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＞ 単位：人

世帯用 単身赴任者用 独身者用

平成２４年度 169,081 8,783 28,372

平成３０年度 133,287 9,165 20,878

増減 ▲35,794（▲21.2％） 382（+4.3％） ▲7,494（▲26.4％）
出典：財務省調べ（各年9月1日時点・各年度の戸数には被災者提供用等を含む）

＜住戸規格別の宿舎戸数＞ 単位：戸

○ 国家公務員の世帯構成別職員数（平成２４年度、３０年度）を比較すると、世帯の職員数が減少している
一方、単身赴任及び独身の職員数は増加している。

○ 住戸規格別の宿舎戸数（平成２４年度、３０年度）については、単身赴任者用は大きな増加はないが、世
帯用と独身者用は減少しており、特に独身者用の減少幅が大きい。

○ その結果、独身者及び単身赴任者のうち、約４万６千人が世帯型の使用料を負担し世帯型宿舎に入居して
いるほか、約６千人が宿舎に入居できず民間住宅等に居住している。
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１．住戸規格の需要と供給に関する状況②

○ 全国的に、独身者用や単身赴任者用の宿舎が不足していると見込まれる一方、宿舎

予算が限られている中で、どのような対応が可能か検討する必要がある。

○ 新たな宿舎の確保や既存宿舎の模様替（ファミリータイプをワンルームタイプに転

用）によるハード面での対応については、限られた予算の中、ミスマッチの解消まで

に長い期間を要することから、貸与基準の緩和による入居の促進など、ソフト面での

対応もあわせて考えることが必要ではないか。

（注）宿舎使用料の引上げに際して、人事院から、各府省及び職員からの意見等を踏まえつつ、

緊急時に対応する職員用、若年層職員用等、必要な宿舎の確保等に努めるよう意見が提出され

ている。

課題
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２．住戸規格のミスマッチ解消に向けた取組方針について①

○ 住戸規格のミスマッチの解消策に向けて、以下のとおりハード・ソフトの両面から

対応を行うこととしてはどうか。

○ 恒常的に住戸規格のミスマッチが生じている地域においては、規格別の需要を精査
の上、新たな宿舎の確保の際や、既存宿舎の模様替などによりミスマッチに対応。

○ 老朽度が著しく、模様替に合わせて大規模な改修が必要となり、多額の費用を要す
るなどの場合は、コスト比較を行った上で、借受に移行。

ハード面での対応

検討の方向性
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２．住戸規格のミスマッチ解消に向けた取組方針について②

○ 貸与基準の緩和及びミスマッチが生じていることに起因する若年者の負担軽減とし
て、以下を行うこととしてはどうか。

（注）住戸規格（ａ～ｅ）と職務の級の関係等については22ページを参照。

 ａ規格の貸与を希望する独身職員がいるものの、ａ規格の宿舎が不足している場合は、
若年者（１～２級）にａ規格の宿舎を優先して貸与（高位級の独身者にはｂ規格やｃ規
格の宿舎を貸与）。

 現在、未入居宿舎の有効活用に係る措置として、独身者に対して貸与可能なａ規格の
宿舎がない場合は、ｂ規格やｃ規格の世帯用の未入居宿舎の貸与を行っているところ。
住戸規格のミスマッチに起因してａ規格の宿舎の貸与が受けられず、ｂ規格やｃ規格の
世帯用宿舎の貸与を受けている若年の独身者が全国的に発生していると見込まれること
から、このうち１～２級の独身者について、負担軽減の観点から宿舎使用料を減額。
（注）単身赴任者については、二重生活への配慮から、使用料負担を軽減している。

 住戸規格のミスマッチに起因して、ｂ規格の宿舎の貸与が受けられない若年者職員世
帯（１～２級）については、ｃ規格の未入居宿舎を貸与。

○ このほか、現在、扶養義務のある同居者が３人以上の場合、３～５級の職員につい
てはｄ規格を、１～２級の職員についてはｃ規格を貸与することができるとされてい
るところ。これを共働き世帯が増加している状況等を踏まえ、世帯人員が４人以上の
場合に緩和してはどうか。

ソフト面での対応
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（参考）貸与基準の緩和等のイメージ

級等 標準的な役職

指定職 本府省の部長級以上

10級、9級 本府省の課長、管区機関の長等

8級、7級 本府省の室長、管区機関の部課長等

6級 本府省の課長補佐、管区機関の課長等

5級 本府省の課長補佐、管区機関の課長補佐等

4級、3級 本府省の係長、管区機関の課長補佐・係長等

2級、1級 本府省の係員、管区機関の係員等

（参考）国家公務員の俸給表（行政職（一））の職務の級と標準的な役職

規格 面積

e 80㎡以上

d 70㎡以上
80㎡未満

c 55㎡以上
70㎡未満

b 25㎡以上
55㎡未満

a 25㎡未満

（参考）住戸規格と面積基準

級等 貸与基準 緩和

指定職、10級、9級 e 以下 － －

8級、7級、6級 d 以下 － －

5級、4級、3級 c 以下 ｄ以下
（扶養義務のある同居者３人以上）

ｄ以下
（世帯人数が４人以上）

2級、1級 b 以下 ｃ以下
（扶養義務のある同居者３人以上）

ｃ以下
（世帯人数が４人以上）

（相当の規格の宿舎がない場合）

独身者 a ｃ以下
（未入居の解消に資する場合）

ｃ以下
（相当の規格の宿舎がない場合）

（ミスマッチ由来の若手の負担増を軽減）


