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行政財産の有効活用の状況①

○ 行政財産については、国の行政目的に直接供用される財産である一方で、従来よ

り、地方公共団体や民間からの利用要望があれば、その用途・目的を妨げない限度

において、有効活用に取り組んでいるところ。

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

利用者が利用している事例や、国立公園内にカフェを設置している事例など、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。

【事例】

・ 庁舎については、職員や来庁者など庁舎の利用者のための食堂や売店等のほか、

近隣で開催される地域行事のための駐車場等、工事用の資材置き場、選挙ポスター

の掲示板など、短期間での利用が多い。

・ 宿舎については、庁舎と同様に駐車場など短期間での利用のほか、家庭的保育事

業（保育ママ）等の保育施設で利用されている。
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現状



行政財産の有効活用の状況②

○ 行政財産を使用許可する場合、この期間については、一般的に原則１年以内とし

た上で、必要に応じて１年毎に更新することができることとしている（最長５年）。

【事例】

・ 駐車場など短期間の利用の場合の許可期間は、数日間から１か月程度で利用され

ているものが多くみられる。

○ なお、政策上の必要性を勘案し、宿舎の居室を家庭的保育事業（保育ママ）等の

保育施設として使用許可を行う場合には、許可期間３年以内とし、必要に応じて更

新するとの取扱いを行っている。

○ また、これとは別に、国立公園、道路、河川などの公共用財産の許可期間につい

ては、各省各庁の長が、当該財産の状況や利用目的等を考慮して、１０年以内での

設定を可能としているケースがある。
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現状



行政財産の有効活用の状況③

○ 地方公共団体に対して、災害が発生した場合の応急対策として庁舎・宿舎を無償

で提供することや、災害時の避難場所として庁舎・宿舎を活用することなどに取り

組んでいるところ。

【事例】

・ 災害発生時には、被災者の応急的な住まいとして宿舎の提供や、避難場所として

庁舎の提供。

・ 災害に備えて、地元地方公共団体が宿舎を一時的な避難先として活用されるよう

協力。

（注）津波避難ビルとしての活用実績：４１宿舎（平成３０年３月末現在）

・ また、災害発生時の避難場所として庁舎・宿舎を活用する場合には、あらかじめ

避難時に必要な物資の備蓄スペースの提供。
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現状（防災関係）



（参考）行政財産の分類

○ 国有財産の管理及び処分を規定する国有財産法において、国有財産を「行政財

産」と「普通財産」に分類しており、そのうち行政財産は、各種の行政財産の各々

の性質に応じ、次の４種類に分けられる。

【公用財産】

国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、または供するものと決

定したもの。

［一般の事務庁舎、空港、行刑施設、自衛隊の施設、国家公務員宿舎など］

【公共用財産】

国において直接公共の用に供し、または供するものと決定したもの。

［道路、河川、公園（国営公園、自然公園等）など］

【皇室用財産】

国において皇室の用に供し、または供するものと決定したもの。

［皇居、御所、御用邸など］

【森林経営用財産】

国において森林経営の用に供し、または供するものと決定したもの。

［国有林野］
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（参考）行政財産の使用許可制度（通達等）の概要

○ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、使用許可をすることが

できることとしている。
（注１）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。

○ 行政財産の使用許可の相手方の選定に当たっては、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年以内としている。

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。

（注２）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

（土地については３０年以内、建物については１０年以内）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こととしている。

（注３）保育所等を設置する場合の使用許可期間については、土地については３０年以内、建物については

１０年以内（宿舎の居室等は３年以内）で個々の事情に即して判断することとし、必要に応じて更新す

ることができることとしている。
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（参考）庁舎・宿舎における有効活用事例①

庁舎の事例

○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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（参考）庁舎・宿舎における有効活用事例②

宿舎の事例

○概要

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28 
年6 月2 日閣議決定）において、国有地

の更なる活用により保育の受け皿の拡

大を促進していくこととされており、保育

所等を設置するために宿舎の空きス

ペースの使用を許可した事例。

○施設の概要

施設名：桂第2合同宿舎

所在地：京都府京都市

提供場所：89.63㎡（3LDK（1戸）、自動車

保管場所（25.00㎡：2台）含む）

使用許可期間：H29.4.1～H32.3.31
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（参考）庁舎・宿舎における有効活用事例③

防災関係の事例

○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

して活用している事例。

○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
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○合同宿舎を津波避難ビルとして活用している事例

○避難訓練の様子



○ 国立公園、道路、河川等については、公共用財産の性質を踏まえ、利用者に必要

なサービスを提供する施設（休憩所、売店等）や、周辺住民のために利用される施設

（運動公園、公共駐車場、防災倉庫等）など、多様な用途で利用されている。

（参考）公共用財産における有効活用事例
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国立公園 道路 河川

用途：カフェテラスの厨房等

許可期間：投資費用の回収期間を考
慮し、１０年以内で設定が可能

用途：高架下の駐車場

許可期間：使用者のニーズ等を考慮し、
５年以内で設定が可能

用途：河川敷地の運動公園

許可期間：河川改修計画等との関係
を考慮し、１０年以内で設定が可能

＜国立公園、道路、河川で活用されている事例＞

公共用財産の事例

（注）公共用財産については、道路・河川などの財産ごとに特別法等が制定されており、当該特別法等に基づき、

各省各庁の長等が有効活用を図っている。



行政財産の有効活用に関する課題

○ 行政財産については、その用途・目的を妨げない限度で使用許可を行うことができ

るが、現状では主に臨時駐車場や資材置き場などの短期的な利用に限られている。

また、地方を中心に庁舎の余剰も見られるため、地域のニーズの情報収集を行いつ

つ、使用許可制度や財産の情報を積極的に発信することにより、有効活用を進め、地

域社会のニーズへの対応や収益確保を図ることが重要。

○ 使用許可期間については、原則１年以内（更新したとしても５年以内）であること

から、有効活用の制約となっていることも考えられる。利用内容やニーズに応じた期

間が設定できるよう、行政財産の性質も踏まえながらも、柔軟な対応を行う必要。
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課題



行政財産の有効活用に関する検討の方向性①

○ 行政財産の使用許可については、これまで積極的に情報を発信していなかったが、
有効活用を進めるため、使用許可制度や活用可能な財産の情報を積極的に発信するこ
ととしてはどうか。

・ 活用可能な財産の選定に当たっては、財産の所在する地域の課題の解決に貢献する観
点からも、地方公共団体を通じて地域のニーズを把握することとしてはどうか。

・ 情報発信に当たっては、財産の使用見込みや管理上の制約を踏まえつつ、活用可能な
財産の選定を行った上で、公用公共用を優先するとの観点から、普通財産（未利用国有
地等）の情報提供を行う機会なども捉え、まずは地方公共団体に対して情報提供を行い、
利用要望を確認してはどうか。
その際、地域のニーズを踏まえ、規模が大きい財産などを中心に情報提供を行うこと

としてはどうか。
（注）各省各庁が所管する庁舎・宿舎については財務局が一元的に情報発信することが考えられる。

○ また、各地域における庁舎・宿舎の有効活用事例を共有することにより、有効活用
の可能性を検討の上、有効活用の促進に努めることとしてはどうか。

※ 行政財産の使用状況や将来の行政需要を踏まえた上で、対象となる財産が分離できる場合など

については、行政財産の用途を廃止し、普通財産として売却又は貸付けを行うこととする。 12

検討の方向性（情報発信）



（参考）活用可能な財産の情報提供による有効活用のイメージ
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地方公共団体等に
対して使用許可

利用要望：あり
①地方公共
団体へ地域
ニーズの情
報収集

利用要望：
なし

④財務局ホーム
ページ等において
利用要望の募集

利用要望：
あり 公募により相手方

を決定し、当該相
手方に使用許可

引き続き、利用要
望の募集を行い、
有効活用策を検討

利用要望：
なし

（※１）普通財産（未利用国有地等）の情報提供を行う機会なども捉え、財務局が地方公共団体へ地

域ニーズの情報収集を行った上で、各省各庁が所管する庁舎・宿舎を含め一元的に情報提供等を

実施。

（※２）使用許可手続きについては、財産を所管する各省各庁が実施。

③地方公共
団体へ活用
可能財産の
情報提供

②地域ニー
ズを踏まえ
た活用可能
財産の選定



（参考）今後考えられる庁舎・宿舎の活用用途の例
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＜石川県輪島市の移住促進住宅の事例（輪島市ＨＰから抜粋）＞

○ 輪島市への移住促進を図るため、移住者向け賃貸住宅を設置。

○ 主な入居条件。

・ ＵＩターン者等で、就業・就農等している又は予定であること。

・ 入居期間は転入から４年以内。

移住促進住宅

＜東京都学童クラブ事業実施要綱の概要（東京都ＨＰから抜粋）＞

○ 実施主体は、原則、区市町村となっているが、区市町村が適切と認めた者に委託等を行うこ

とも可能。

○ 小学校の余裕教室等のほか、児童館や保育所等の社会資源や民家・アパートなども活用して

実施することも可能。

学童クラブ

＜シェアサイクルの取組等（国土交通省ＨＰから抜粋）＞

○ シェアサイクルを導入する区市町村は増加傾向にあり、導入に伴いポートの設置数も増加し

ている。

○ 設置場所としては、道路上（歩道など）のほか、公共施設や都市公園等にも設置している。

シェアサイクル



（参考）現在の有効活用事例の共有が考えられる例
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○ 庁舎の駐車場の閉庁時間帯の活用も可能とするため、民間事業者による時間貸し

の駐車場を設置している事例。

○ 宿舎の駐車場の空き区画にカーシェアリングステーションを設置している事例。

○ 庁舎内の会議室で民間企業の会議も可能としている事例。

○ 庁舎の食堂や売店について、利用者の動線を工夫することにより、一般の方も利

用できるように設置している事例。

他の地域や庁舎・宿舎においても、有効活用事例を共有することにより、有効

活用が図られるのではないか。



行政財産の有効活用に関する検討の方向性②

○ 使用許可期間については、個々の利用内容やニーズに応じて、投資費用の回収に

要する期間も考慮しつつ、国の事務・事業に支障のない範囲内で、以下のとおり使用

許可期間を柔軟に設定できることとしてはどうか。

・ 現状においては、国の事務・事業に支障のない範囲内で、最長５年まで更新を可能と

している。これを踏まえ、一般的取扱いとして、５年以内での使用許可期間の設定を可

能とするとともに、特定の者に対して便益が偏らないよう、１回に限り使用許可の更新

を可能とする（最長１０年まで）。

・ 行政財産の活用に当たり、財産管理者の判断により、５年を超えて許可を必要とする

場合には、当該行政財産の使用状況、個々の利用目的及び投資費用の回収に要する期間

を審査した上で、国有財産法に定める期間を限度として、中長期的な使用許可期間の設

定を可能とする。

また、既に一定の使用許可期間が定められている場合であっても、当該行政財産を引

き続き使用許可することが、国の事務・事業に支障を及ぼさない場合には、国有財産法

の定める期間を限度として、使用許可期間の更新を可能とする。

※ 国有財産法上、使用許可期間については、土地は３０年以内、建物は１０年以内となっている。
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検討の方向性（期間の設定）


