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1.国有財産ってなんだろう？

国は、不動産、動産（現金、机、船舶、航空機など）、債権などさまざまな財産を所有し
ていますが、国が「国有財産」というときは、国有財産法に定められている財産、例えば、
土地や建物などの不動産、船舶、航空機などの一部の動産、株式などの有価証券などをい
います。

（現金、机やいすなどの物品、債権は、ここにいう「国有財産」に含まれません。）

国有財産は「行政財産」と「普通財産」の2つに分けられます。

「行政財産」には、庁舎などの「公用財産」、国営公園や道路・河川などの「公共用財
産」、皇居や御所などの「皇室用財産」、国有林野事業のための「森林経営用財産」があ
り、各省各庁が管理しています。

行政財産以外の財産を「普通財産」といい、原則として財務省が管理・処分しています。

国会議事堂

磐梯朝日国立公園（雄国沼）

正倉院正倉

屋久島

普通財産

庁舎、宿舎、刑務
所など

国道、河川、国営

公園など

皇居、御所、御用
邸など

国有林野事業のた
めの国有林野

公用財産

公共用財産

皇室用財産

森林経営用財産





•

•

行政財産以外の財
産（庁舎などの跡地、
物納された土地、政
府保有株式など）
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国有財産

行政財産

（出典：環境省ホームページ
URL：https://www.env.go.jp/park/bandai/photo/index.html）

https://www.env.go.jp/park/bandai/photo/index.html


1-1.国有財産の現在額 02/11 page

国有財産の価格・数量などは国有財産台帳により管理しており、令和元年度
末時点の価格は、109.8兆円となっています。そのうち国有地は、19.3兆円
です。

（注）国有財産の現在額には、公共用財産のうち国有財産台帳以外の台帳で管理されている

財産（道路、河川など）は含まれていません。

（注）単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

【国有財産の内訳：令和元年度末】

公共用財産

独立行政法人等への出資財産

皇室用財産
0.6兆円

0.7兆円

その他
1.4兆円 公用財産

19.5兆円

未利用国有地
0.3兆円

地方公共団体等へ
の貸付財産

2.0兆円

在日米軍施設として
の提供財産

2.8兆円

77.9兆円

森林経営用財産

4.2兆円

普通財産

84.6兆円

行政財産

25.2兆円

国有財産

109.8兆円

（注）単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

【国有地の内訳：令和元年度末】

行政財産

種類 内訳
価格

（兆円）

防衛施設 4.1

空港施設
（東京国際空港等）

0.9

国会施設 1.1

公用 矯正施設（刑務所等） 0.3

裁判所施設 0.4

その他 4.9

小計 11.9

公共用
新宿御苑、国営昭和記
念公園等

0.6

皇室用 皇居等 0.6

森林経営用 国有林野事業 1.0

計① 14.3

普通財産

内訳
価格

（兆円）

在日米軍施設としての提供財産

（横田飛行場、横須賀海軍施設、岩国
飛行場等）

2.0

地方公共団体等への貸付財産

（代々木公園、大阪城公園等）
2.0

未利用国有地 0.3

その他（山林原野等） 0.5

計② 4.9

総計（①＋②） 19.3



国有地

876.5万ha

(23.1%)

319.0万ha

(8.4%)

私有地

1,980.0万ha(52.3%)

道路・河川等

604.0万ha

(15.9%)

国土総面積

3,779.5万ha

1-2.国有地の面積

国有地の面積は876.7万ヘクタールであり、国土の約4分の1を占めていま
す。

その大部分（約97％）は森林経営用財産（国有林）で、国有林野事業に用い
られています。この森林経営用財産（国有林）は、国土の保全や自然環境の
保護という観点から重要な役割を担っており、知床、小笠原諸島、白神山地
のように世界遺産に登録されているものもあります。

【国土に占める国有地の割合】
（平成30年度末現在）

（注） 国土交通省提供資料により作成しています。

公有地
共団体所有）

（注1）

公用財産 11

公共用財産 1.

皇室用財産 0.

【国有地の内訳（面積）】
（令和元年度末現在）

公共用財産のうち、国有財産台帳以外の台帳（道路台帳、河川現況
台帳等）で管理されている財産（道路、河川など）は、含まれておりません。

（注2） 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

行政財産
866.5万ha(98.8%)

森林経営用財産
853.1万ha(97.3%)

.9万ha(1.36%)

2万ha(0.14%)

1万ha(0.02%)

普通財産
10.1万ha(1.1%)

総面積
876.7万ha

（地方公
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（注）％表記は世界遺産区域（陸域）に占める国有林野の割合

世界遺産に登録されている国有地

知床（ 小笠原諸島（81%94%） ） 白神山地（100%）









2.国有財産の有効活用や防災への取組 04/11 page

国民共有の財産である国有財産は、売却などを通じ国の財政に貢
献するとともに、地域と連携した有効活用を図ることによって地
域・社会のニーズに対応しています。また、防災・被災者支援に
も活用されています。

2-1.介護施設整備のための活用

「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」（平成27年11
月）において、2020年代初頭までの「介護離職ゼロ」の実現に向け、用
地確保が困難な都市部等において、介護施設整備の促進のために、定期借
地権による減額貸付（貸付始期から10年間、5割を限度）等を実施し、国
有地の更なる活用を進めています。





対象期間：平成28年1月1日から令和8年3月31日

までの間に新規に貸付相手方を決定し

た定期借地権による貸付契約

対象地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、

愛知県、大阪府、兵庫県及び福岡県

（8都府県）

対象施設：特別養護老人ホーム等の入所施設を

原則としつつ、通所施設等を併設す

る場合も対象

定期借地貸付を活用した練馬区内の
介護施設（令和元年10月 開所）

2-2.待機児童解消のための活用

「待機児童解消加速化プラン」（平成25年4月）における「国有地を活用
した保育所整備」に基づき、優先的売却や定期借地制度を用いた国有地の
貸付けを積極的に行っています。

更に、「子育て安心プラン」（平成29年
6月）における「国有地、都市公園、郵
便局、学校等の余裕教室等の活用」に基
づき、保育の受け皿拡大のために、都市
公園敷地として無償貸付中の国有地の活
用等を図ることとしています。

都市公園内にある国有地を活用した渋谷区内の保育所型
認定こども園（平成29年10月 開園：都立代々木公園）



宿舎を活用した保育ママ事業の様子

実施場所 事業者数

宮城県 仙台市 2

山形県 山形市 1

東京都 清瀬市 1

神奈川県 横浜市、相模原市、横須賀市 5

愛知県 名古屋市 4

大阪府 大阪市 1

京都府 京都市、宇治市 2

兵庫県 神戸市、西宮市 3

福岡県 福岡市 2

合 計 21
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活用可能な行政財産（庁舎・宿舎）の情報や貸付・使用許可の制度について
積極的に発信し、地域社会による更なる活用を促すことで、一層の有効活用
を図り、更なる収益確保につながるよう、行政財産の最適利用を進めます。

活用可能な行政財産の情報については、各省各庁が所管する財産を含め、財
務局が、公用・公共用利用を優先するという観点から、まず地方公共団体に
対して一元的に情報提供を実施し、地方公共団体から利用要望が無い場合は
ホームページ等において利用要望を募集します。

行政財産の有効活用を促進する観点から、
個々の利用内容やニーズ、投資費用の回
収に要する期間を考慮し、国の事務・事
業に支障のない範囲内で、使用許可の期
間を柔軟に設定できるよう、見直しを行
いました。（原則1年以内、最長5年から
原則5年以内、最長10年に変更）





福岡合同庁舎の来客用駐車場を、閉庁時間帯に駐
車場運営会社に対し使用を許可した事例

2-4.保育所等設置のための行政財産の空きスペースの貸付

「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
ていること等を踏まえ、国有財産のより一層の有効活用を図る観点から、
保育所等の設置のために行政財産（庁舎・宿舎）の空きスペースを地方公
共団体等に貸し付けています。

＜取組実績＞
令和2年3月末現在、全国の公務員宿舎で空きスペースを活用した保育ママ事業が21件行われています。



2-5.自然災害発生時の対応 06/11 page

●

●地震や台風などによる自然災害の発生後、財務省においては、被災者の
方々の避難先やがれき置き場等として、国家公務員宿舎や未利用国有地
等を無償で提供する取組みを行っています。なお、気象庁から警報が発
表されるなど災害が発生する蓋然性が高い場合には、発生前から応急措
置に活用できます。

平成30年7月豪雨災害での土砂置き場として広島県安芸郡坂町
に無償貸付していた未利用国有地

国家公務員宿舎等の具体的な提供までの流れ

財務局（財務事務所）・各省各庁等

地方公共団体

①利用可能な宿
舎等の情報提供

（注）

②使用

申請

③無償貸付・

使用許可

被災者

④貸与

（注）利用可能な宿舎等の情報は、各財務局・財務事務所から一元的に
提供。

2-6.津波避難ビルとしての国家公務員宿舎の活用

大規模地震発生による想定外の津波から住民の命を守るため、国家公務員
宿舎を活用した津波避難ビルの指定や、指定された国家公務員宿舎を活用
した地域住民等による避難・防災訓練の実施など、地方公共団体と連携し
ながら取り組んでいます。

【津波避難ビル】津波浸水予想地域内において、地域住民等が津波から一時的にまたは緊急に避難・
退避するための施設

和歌山合同宿舎（和歌山市・近畿財務局） 合同宿舎を活用した避難訓練の様子



特性

・計画的なまちづくりにより、
地域経済の活性化等が期待さ
れる大規模な国有地

・待機児童数が多い地区に
所在する国有地
・介護施設整備のための用
地確保が困難な都市部等に
所在する国有地

・再開発事業により権利変換
を受けた権利床

手法の例

・地区計画活用型一般競争入札（※１）
・二段階一般競争入札（※２）
・地域ニーズ等に対応した地方公共団体
等への随意契約

・政策実現（待機児童解消、介護離
職ゼロ）

地方公共団体等への
・優先的売却
・定期借地制度を活用した貸付け

・信託
・交換

目的

・有用性が高く希少な国有地 ・所有権を留保しつつ、地域・社会の
ニーズに対応した定期借地

※１ 地方公共団体と協議し、国有地を含む一定の区域を対象に、地方公共団体が地区計画の都市計画決定を
した上で行う一般競争入札

※２ 買受けを希望する者から土地の利用等に関する企画提案を求めた上で、これを審査し、審査を通過した
者により行う一般競争入札

（注） 上記要望等がない場合、一般競争入札による処分を行うこととしています。

3.国有地の売却等の手法 07/11 page

・地域貢献（地域経済の活性化）

・国有財産の有効活用による最適化

・将来世代におけるニーズへの対応

●国有地の売却に当たっては、国民共有の貴重な財産で
あることを踏まえた公用・公共用優先の原則に基づき、
優先的に地方公共団体等からの利用要望を受け付け、
一定期間内に利用要望がない場合には、一般競争入札
により売却することとしています。

近年においては、個々の財産の特性に応じた手法を選
択することにより、地域や社会のニーズに対応した有
効活用を推進することとしています。

具体的には、地区計画活用型一般競争入札や二段階一
般競争入札などの手法の活用も行うほか、将来世代に
おけるニーズへの対応のため、国が所有権を留保する
財産や、保育・介護等の人々の安心につながる分野で
利用を行う財産については、定期借地権による貸付け
の手法も活用しています。

●

●

※ 一般競争入札に関する情報は、各財務
局等で配布している入札案内書や、新
聞広告、各財務局等のホームページに
掲載しています。

未利用国有地

一般競争入札
による売却

地方公共団体
等へ売却など

取得等要望が
あった場合

取得等要望が
なかった場合

地方公共団体等からの取得等要望の
受付（３か月間）



※１「機能を有しているもの」とは、里道・水路等
として、現に公共的な用途に使われているも
の。

※２「機能を失ったもの」とは、里道・水路等とし
ての機能を失い、公共的な用途に使われていな
いもの。

4.国有地の売却・ストックの推移 08/11 page

●普通財産のうち利用されていない「未利用国有地」は、全国の財務局等に
おいて売却などを行っています。

未利用国有地については、国として保有する必要のないものは売却し、
財政収入の確保に努めつつ、地域・社会のニーズに対応した有効活用を推
進しています。

●

（億円）

平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

692 
516 

668 
456 

307 

413 

1,121 

191 

13 
0 

1,058 1,070 
890 

706 

240

1,106 

1,638 

859 

470 

307 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

【土地売払代の推移（財務省一般会計）】

決算額（復興財源）

決算額（一般財源）

予算額

1,486 1,323 1,422 1,300 1,057

1,364
1,143 610 649

568

1,707
1,767

1,593 1,339 1,740

4,558
4,234

3,626
3,288 3,366

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

台帳価格
（億円）

【未利用国有地のストック推移（財務省一般会計）】

 

地方公共団体等での利用が予定されている財産

一般競争入札により処分する予定の財産

土地区画整理事業等の施行区域内に所在、境界確
定等が必要などの特殊事情を有する財産

合計

平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

旧法定外公共物

旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公
共的な用途に使われていないものをいい、国が管理することになっています。
旧里道や旧水路が、現に住宅敷地等として使用されている場合には使用者に

対して売却を行っています。
旧法定外公共物の境界確定・購入手続については、最寄りの財務局等までお

問い合わせください。

法定外公共物
（里道・水路等）

国が管理し、
境界確定、売却

機能を
失ったもの

※２

市町村に
無償譲渡

機能を

有しているもの
※１

【旧法定外公共物】
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●財務省・財務局等では、ホームページなどにおいて、国有財産に関する様々
な情報を公開しています。

●

●

●

●

財務省ホームページ URL https://www.mof.go.jp/national_property/

財務省ホームページに「国有財産」の項目を設け、最新の国有財産行政を反映させた
「国有財産レポート」や国有財産の現在額等の詳細な統計資料を掲載しています。
また、国会に報告している報告書や、国有財産に関する報道発表などの情報を掲載

しています。
財務省ホームページの「国有財産」のページからは「国有財産情報公開システム」に
アクセスすることができます。「調べる」から国有財産について一件別に所在地、台
帳数量、台帳価格、地図情報などを閲覧することができます。

国有財産情報公開システム URL https://www.kokuyuzaisan.mof.go.jp/info/

『国有財産物件情報メールマガジン』
財務省では、平成26年6月から『国有財産物件情報メールマガジン』配信サービスを開

始しました。
全国の財務局等における国有財産の売却予定等に関する更新情報を、電子メールにより

タイムリーにお知らせしています。

財務局等ホームページ URL https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimu.htm

各財務局等のホームページにおいても「国有財産」の項目を設け、各財務局等が行っ
ている一般競争入札に係る物件及びその開札結果や、公用・公共用の取得等要望の受
付情報などの各種情報を掲載しています。

不動産情報サイト （（LLIFULLIFULL）） URL https://www.homes.co.jp/akiyabank/pres/all/

（（at home）URL https://kokuyuzaisan.akiya-athome.jp/

不動産情報サイトにおいても「国有財産」の項目を設け、各財務局等が行っている一
般競争入札に係る物件及び先着順受付売払いなどの各種情報を掲載しています。

https://www.mof.go.jp/national_property/
https://www.kokuyuzaisan.mof.go.jp/info/
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimu.htm
https://www.homes.co.jp/akiyabank/pres/all/
https://kokuyuzaisan.akiya-athome.jp/


○

○

<東北財務局マスコットキャラクター>

ザイっち

<近畿財務局マスコットキャラクター>

Kinki CATs

<東海財務局イメージキャラクター>

ザイムくん ザイコちゃん

<中国財務局イメージキャラクター>

中財くん

<九州財務局マスコットキャラクター>

にゃんきゅう
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財務省・財務局等は、普通財産（特別会計所属の普通財産など一部を除く）の管理処分事務

のほか、各省各庁が行っている国有財産の管理処分事務について総合調整（総括事務）を担当

しています。

※行政財産の管理は、財産を所管する各省各庁が行っています。

財務省の地方支分部局として全国に10の財務（支）局と、その下部組織として各地に40の財

務事務所、13の出張所を設置しています。なお沖縄県では、内閣府沖縄総合事務局が財務局の

業務を行っています。

北海道財務局 TEL:(011)709-2311
〒060-8579
北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎
http://hokkaido.mof.go.jp/

東北財務局 TEL:(022)263-1111 
〒980-8436
宮城県仙台市青葉区本町3－3－1
仙台合同庁舎Ｂ棟
http://tohoku.mof.go.jp/

関東財務局 TEL:(048)600-1111 
〒330-9716
埼玉県さいたま市中央区新都心1－1
さいたま新都心合同庁舎1号館
http://kantou.mof.go.jp/

北陸財務局 TEL:(076)292-7860 
〒921-8508
石川県金沢市新神田4－3－10
金沢新神田合同庁舎
http://hokuriku.mof.go.jp/

東海財務局 TEL：(052)951-1772
〒460-8521
愛知県名古屋市中区三の丸3－3－1 
http://tokai.mof.go.jp/

近畿財務局 TEL:(06)6949-6390
〒540-8550
大阪府大阪市中央区大手前4－1－76
大阪合同庁舎第4号館
http://kinki.mof.go.jp/

中国財務局 TEL:(082)221-9221
〒730-8520
広島県広島市中区上八丁堀6－30
広島合同庁舎4号館
http://chugoku.mof.go.jp/

四国財務局 TEL:(087)811-7780
〒760-8550
香川県高松市サンポート3－33
高松サンポート合同庁舎南館
http://shikoku.mof.go.jp/

九州財務局 TEL:(096)353-6351 
〒860-8585
熊本県熊本市西区春日2－10－1
熊本地方合同庁舎Ａ棟
http://kyusyu.mof.go.jp/

福岡財務支局 TEL:(092)411-5095
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2－11－1
福岡合同庁舎
http://fukuoka.mof.go.jp/

沖縄総合事務局財務部 TEL:(098)866-0091
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2－1－1
那覇第2地方合同庁舎2号館
http://www.ogb.go.jp/zaimu

～ 国有地の取得に関する架空話（うまい話）にご注意！！ ～

近時、国有地の取得に関する架空話が多数発生しています。

少しでも不審な点があれば、最寄りの財務（支）局・財務事務所・出張所へ、すぐに

ご連絡・ご相談ください。

http://hokkaido.mof.go.jp/
http://tohoku.mof.go.jp/
http://kantou.mof.go.jp/
http://hokuriku.mof.go.jp/
http://tokai.mof.go.jp/
http://kinki.mof.go.jp/
http://chugoku.mof.go.jp/
http://shikoku.mof.go.jp/
http://kyusyu.mof.go.jp/
http://fukuoka.mof.go.jp/
http://www.ogb.go.jp/zaimu


地租改正測量絵図（秋田県立博物館所蔵）

地租改正地引き図面
（税務大学校 税務情報センター 租税史料室所蔵）
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明治維新により成立した明治政府の下で、
1873年（明治6年）の地租改正条例により
地租（税金）を賦課するため、全国の土地
について実地調査が行われました。

不動産における国有財産の始まりについ
ては、明治維新当時までさかのぼることと
なります。

そして民有地と確認されたものについて
は地券が交付され、翌1874年（明治7年）
11月7日の太政官布告「改正地所名称区
別」により官有地と民有地の区別の基準が
明確になりました。

こうして地租賦課の対象となる民有地が確定した結果、官有地（国有
地）の範囲も明らかになり、不動産における国有財産の概念が成立するこ
ととなりました。

財務省では、この太政官布告が発せられた11月7日を「国有財産の日」
と位置付けています。

国有財産行政に関するご意見等がございましたら、以下のホームページにお寄せください。

財務省ホームページ（財務行政へのご意見・ご要望の受付）

https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php

財務省理財局管理課国有財産情報室
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 ＴＥＬ：03-3581-4111（内線5978）

https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php

	ご存知ですか？国有財産
	目次
	１国有財産ってなんだろう？
	１－１国有財産の現在額
	１－２国有地の面積
	２国有財産の有効活用や防災への取組
	２－１介護施設整備のための活用
	２－２待機児童解消のための活用
	２－３行政財産の有効活用
	２－４保育所等設置のための行政財産の空きスペースの貸付
	２－５自然災害発生時の対応
	２－６津波避難ビルとしての国家公務員宿舎の活用
	３国有地の売却等の手法
	４国有地の売却・ストックの推移
	５国有財産に関する情報
	６全国の財務局等
	７ご存知ですか？「国有財産の日」



