
令和2年1月、平成27年10月に着工した財務省本庁舎の耐震改修工事（外構整備を含む全ての工事）が終了し
ました。
財務省本庁舎は、昭和18年の竣工以来、80年近くに渡り大切に使用されてきました。今般、耐震改修工事を

終え、今後再び数十年に渡って、私達の大切な庁舎として使用してゆくにあたり、地震災害に対する備えが万全
であること、また、その建物構造体に問題がないこと等を紹介し、皆様に安心して頂けるよう、庁舎の耐震診断
以降の過程をご紹介いたします。

1耐震性が基準以下
◯平成18年3月
国土交通省による庁舎の耐震診断で、財務省本庁舎

は、各府省の防災拠点となる建物に分類される1類に
必要な耐震性能評価値「1.5」以上を満たしていない
「0.79」の診断を受け、隣接する「0.83」の診断を受
けた中央合同庁舎第4号館とともに、震度6強から7
程度の地震で倒壊または崩壊する危険性があると診断
された。

2建替えから耐震改修へ
◯平成19年6月
「国有財産の有効活用に関する検討・フォローアッ

プ有識者会議」において取りまとめられた「国有財産
の有効活用に関する報告書」において、東京23区内
の庁舎の移転・再配置計画の一環として、財務省本庁
舎は、中央官庁が備えるべき耐震性能を有していない
こと及び財務省街区に残されている未利用容積率を有
効活用することができることを理由に財務省本庁舎・
中央合同庁舎第4号館を一体的に建て替えることとさ
れた。

◯平成22年11月
厳しい経済財政事情等を踏まえ、財政当局である財

務省本庁舎の建替えに対する国民の受け止め方にも十
分留意する必要があるため、財務省・中央合同庁舎第

財務省本庁舎耐震改修工事を終えて
～耐震改修工事終了に至るまで～

大臣官房参事官 兼大臣官房会計課長　木村  秀美

◆ 財務省本庁舎免震層俯瞰図 ◆
・本庁舎の免震層部分で切断した絵です。
・持ち上がっている建物部分は全て免震装置の上
に乗り、地震の影響を受けにくくなっています。
・免震装置の種類
：積層ゴム支承　　　　…184基
：転がりローラー支承　…261基
：オイルダンパー　　　…24基
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4号館の建替えを一時凍結することが、財務省（理財
局）から入居予定官署あてに通知された。

◯平成23年8月
東日本大震災を受けてさらに経済財政事情が厳しく

なる中、財政を所管する財務省として自ら率先して歳
出節減の姿勢を示していく必要があることにも鑑み、
財務省（理財局）から入居予定官署あてに、財務省・
中央合同庁舎第4号館の建替え計画の実施を当面の間
（10年程度以上）見合わせることが通知された。

◯平成23年9月
庁舎の建替えが10年程度以上見合わせとなったこ

とにより、災害応急対策活動拠点として求められる耐
震安全性を早期に確保していくことが必要となったこ
とから、財務省（会計課）から国土交通省あてに、財
務省及び中央合同庁舎第4号館の平成24年度からの
耐震改修工事等の実施を申し入れた。

◯平成24年7月
財務省（会計課）から国土交通省あてに、耐震改修

要望を含む営繕計画書を提出した。国土交通省から、
耐震改修工事の工法案の提示を受け、財務省（会計
課）において、基礎免震工法と内部補強工法の2案に
ついて比較検討を行った。
ア　基礎免震工法
概要：�地下1階床下（基礎部）に免震装置を設置し、

上部構造への入力地震動を低減する。
メリット：�居ながらの改修工事が可能（地下1階は

除く）。
デメリット：�工事中の騒音・振動の影響がある。工

事に支障のある一部施設が使用できな
くなる。

イ　内部補強工法
概要：�事務室等建物内部に耐力壁、筋交い（ブレー

ス）等を設置し補強を行う。
メリット：�基礎免震工法に比べて工期が短い。
デメリット：�建物随所で補強を行うため工事中庁舎

が使用できなくなり、移転が必要。工
事完成後、執務室の有効面積が小さく
なる。

◯平成24年9月
耐震改修工事の工法について、上記2案を比較検討
した結果、工事中の執務上の支障を極力軽減でき、居
ながらの改修が可能で移転経費等が抑えられるなど、
効率性及び費用対効果が高い点や、耐震改修工事完了
後の地震時に建物自体への影響が小さく、執務室内の
被災が最小限で済むため、すぐに業務が可能となる点
を勘案するとともに、中央省庁で多数の実績を有して
いた「基礎免震工法」が望ましいと考え、国土交通省
あてに回答した。

◆ 基礎免震工法概略図 ◆

3耐震改修工事
◯平成25年6月
国土交通省は、財務省本庁舎耐震改修設計業務を発
注。
契約期間：平成25年9月～平成27年3月
委託先：（株）佐藤総合計画

◯平成27年9月
国土交通省は、財務省本庁舎耐震改修工事を総合評
価落札方式により発注。
契約期間：平成27年度9月～令和元年10月
受注者　　建築工事：清水建設（株）
　　　　　電気設備工事：日本電設工業（株）
　　　　　機械設備工事：大成設備（株）
工事スケジュールは業務への影響に配慮しつつ、庁
舎を南北2工区に分割し、南工区は平成27年10月か
ら平成29年12月まで、北工区は平成30年1月から
令和元年10月までの期間に工事がなされた。
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◯平成27年10月
耐震改修工事に先立ち、地下大書庫内の書類を移転

する必要があるため、4号館地下駐車場の一部を書庫
として整備し、大書庫南側半分の書類を移転させた。

◯平成28年1月
国土交通省から、地下階床等のはつり工事に伴う執

務室への影響等を把握するため、使用する工事機材の
騒音・振動試験の実施等が提示され、電動ブレーカ等
10種類の機材を使用し、直上階等において、騒音計
及び振動計による測定及び周辺職員への騒音状況の聞
き取りを併せて行った。
当該試験結果により執務に影響のある工事について

は休日や平日の早朝に行うことで、勤務時間内におけ
る騒音・振動の軽減を図ることとし、執務への影響が
軽微な工事を勤務時間内に行う工程を組むことで、工
事が滞りなく行われた。

◆ 耐震改修工事中の建物基礎下掘削状況 ◆

◯平成30年1月
南工区が完成し、東門受付、仮眠室、仮設シャワー

室及び印刷室等が設置され、コンビニの仮移転も行わ
れた。東玄関は歩道部分に車を通す等、車両と歩行者
の導線を工夫することで通行止めをせずに南工区から
北工区への工事区域の切替えが行われた。

◯平成30年10月
免震装置の一部として設置する24基のオイルダン

パーにKYB（カヤバ）社製が使用されたが、そのう
ち既に南工区に納入済みの12基に大臣認定への適合
が不明な製品が納品されていたため、交換等の対応を
行った。
工事の発注者である国土交通省において、交換等を

行った12基を含む24基のオイルダンパー全てについ
て、KYB（カヤバ）の三重工場において立会い検査
を実施し、大臣認定に適合していることを確認のう
え、令和元年10月までに全てが無事に設置された。
なお、検査にあたっては、第三者機関と財務省の工事
担当者も立会いを行っている。

◯平成31年1月
昭和39年に造園された前庭の植栽は、桜（鬱金、

関山、枝垂れ）の木を3本残したのみで、特徴的で
あったヒマラヤスギなどのほとんどの樹木が耐震改修
工事に伴って伐採された。新たに造園する前庭には落
葉樹のハナミズキを前面に列植し、同じく落葉樹のヒ

◆ 前庭植栽完成イメージ図 ◆
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メシャラや常緑樹のクスノキ、シラカシをバランスよ
く配置し、季節により花を咲かせる常緑の地被類等を
敷き詰めることにより、四季を通じた彩の変化を感じ
させる植栽とすることを決定した。

◯令和元年8月
当初は、全ての工事を令和元年10月末に終える予

定としていたが、免震化後に整備が必要な内装改修工
事や植栽等の関連工事が令和2年1月末に終了する見
込みとなったため、工期の延長にかかる変更契約を
行った。

◯令和元年10月
令和元年10月14日に免震装置の設置、拘束スラブ

の解体、庁舎建物と地上工作物の接続面の切断が完了
した。
第三者機関による竣工時検査が数日間にわたり実施

され、これに合格し、国土交通省から令和元年10月
29日付「財務省本庁舎耐震改修（15）建築工事免震
化完了時検査報告書」を受領し、財務省本庁舎の免震
化が確認された。

免震化により、震度6強から7クラスの地震があっ
た場合でも、建物への入力地震動が大幅に低減され、
構造体に損傷を受けることはなくなった。また、耐震
改修工事に伴うBCP対応工事として、非常用排水槽
の新設と自家発電設備用オイルタンクの増設を行っ
た。

◯令和2年1月
耐震改修工事に伴って一時閉鎖や仮移転していた会
議室、食堂、コンビニ及び浴室等の各施設も北工区の
完成と共に順次運用を開始し、前庭や中庭の植栽及び
中庭駐車場等の外構整備が完了し、平成27年度から
4年以上続いた耐震改修工事が無事に完成した。

4発見
○　北側駐車場のアスファルトを剥がした際に、北玄
関の西側に小さい石垣が積まれている場所が発見さ
れた。千代田区が調査した結果、江戸時代の生活用
排水溝の遺構であることが判明した。遺構を破損し
ないよう工事を進め、工事後は現状のまま埋め戻し
た。
○　診療所の真下を掘削作業中に井戸の下部の木枠が
発見された。上部は庁舎新築時に解体し、そのまま
埋められたものと思われる。千代田区の調査におい
て、特に貴重な品等の埋設もなかったため、そのま
ま解体した。
○　中庭北側の配管埋設工事に係る掘削作業中に、戦
前のものとみられるオイルタンク（縦：約4.5m、
横：約2.5m）が発見された。内容物を調査した結
果、少量の油が混ざった水で満たされており、有害
な物質は検出されなかったため、適正且つ安全な方
法で元通りの状態に埋め戻した。
○　耐震改修工事にあたり、財務省本庁舎敷地内の大
部分を地下1階床から深さ5.5m程度まで掘り下げ
たが、埋蔵金も大金庫も国会議事堂につながる地下
道も発見できなかった。

5さいごに
財務省本庁舎は、昭和9年に現在地への建設が決定
し、昭和11年から建設が始まった。その後、資材難
により建設が一時打ち切られたり、仮竣工のまま使用◆ 診療所下から発見された井戸の枠 ◆
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が始まるなどの紆余曲折を経て昭和18年に竣工した。
戦時中の資材難の時に建てられたが、耐震改修工事

で基礎部分等のコンクリートを切断したところ、築後
76年が経過しているにもかかわらず、切断面が非常
に綺麗で気泡やひび割れ等がなく、さらに鉄筋等に錆
の発生もなかった。
本庁舎は、大蔵省営繕管財局により設計・監理が行

われたもので、戦時中においても丁寧に施工・監督・
検査が行われたことが推測される。
耐震改修工事によって地震災害に対する備えも万全

となり、今後、数十年と耐えられる構造体であること
も確認できた。これからも職員に愛される庁舎として
頑張ってもらいたい。

6耐震改修基本データ
◯ 財務省本庁舎耐震改修工事に使用された免震
装置の数
・積層ゴム支承…184基
（鉛プラグ挿入型積層ゴム支承…110基、天然ゴ
ム系積層ゴム支承…74基）

・転がりローラー支承…261基
・オイルダンパー…24基

◯ 耐震改修工事に伴って撤去、切断したコンク
リート杭の数
・コンクリート杭…2966本

◆ 完成した免震階（免震装置）の様子 ◆

《予告》
次号においては、「大蔵省～財務省の庁舎こぼれ話

あれこれ」を掲載します。お楽しみに。

財務省庁舎の変遷
時期 出来事

慶応3年（1867） 京都に金穀出納所の設置
慶応4年（1868）
明治元年

会計事務課の設置
京都二条城内に会計事務局の設置
会計官の設置

明治2年（1869） 会計官の本衙が京都から東京出張所（竜ノ口旧幕府
評定所）に移転
会計官本衙が旧忍藩松平忠敬邸跡に移転
二官六省制により大蔵省設立

明治3年（1870） 大蔵省が皇居内に移転
明治4年（1871） 大蔵省が旧姫路藩酒井雅楽守忠邦邸跡（大手町）に

移転
明治10年（1877） 大蔵省敷地（大手町）に西洋館建造
大正12年（1923） 関東大震災により大手町庁舎が焼失
大正13年（1924） 大手町にバラック庁舎を建設し、移転
昭和9年（1934） 霞が関に庁舎建設を決定

設計者：大熊喜邦（博士・大蔵省営繕管財局工務部長）
昭和10年（1935） 霞が関庁舎の杭打ち工事開始
昭和11年（1936） 霞が関庁舎新営工事着工：大倉土木（株）
昭和13年（1938） 日中戦争の勃発による資材難のため工事打ち切りが

決定
昭和14年（1939） 工事再開：井上工業（株）
昭和15年（1940） 霞が関庁舎仮竣工（外装の大部分と内装の一部は未

完の状態）
大手町庁舎が火事に遭い、霞が関庁舎へ急遽移転

（内装工事、暖房設備工事は引き続き施工）
昭和17年（1942） 霞が関庁舎屋根増強工事完了

戦争に備え、屋上にコンクリート耐弾層（厚さ
45cm程度）を設置

昭和18年（1943） 霞が関庁舎竣工
（外装タイル張りは未完の状態）

昭和20年（1945） 終戦を迎え、霞が関庁舎がGHQに接収
接収時代は米軍の事務所や兵舎に改装

昭和21年（1946） 霞が関庁舎接収後、分散して執務していたが、四谷
仮庁舎に移転

昭和30年（1955） GHQによる接収解除、霞が関庁舎返還
昭和31年（1956） 霞が関庁舎の事務庁舎仕様への内装改修工事

四谷仮庁舎から復帰（以降、霞が関庁舎を使用）
国税庁入居
外務省入居

昭和35年（1960） 外務省転出
経済企画庁入居
内閣法制局入居
憲法調査会入居

昭和36年（1961） 屋上コンクリート耐弾層撤去工事完了
昭和37年（1962） 内閣法制局転出
昭和38年（1963） 外装タイル張り工事完了
昭和39年（1964） 前庭造園工事完了

憲法調査会転出
昭和42年（1967） 設備棟新築

暖房設備設置工事完了
昭和43年（1968） 冷房設備設置工事完了
昭和44年（1969） 大蔵省開庁100周年

講堂、中庭等で記念式典挙行
昭和46年（1971） 中央合同庁舎第4号館新築

経済企画庁転出
昭和53年（1978） 霞が関庁舎の増築工事が完了（西側4階及び5階）
平成4年（1992） 証券取引等監視委員会発足、転出
平成10年（1998） 金融監督庁、金融企画局発足、転出
平成13年（2001） 中央省庁再編により財務省に改称
令和元年（2019） 大蔵省・財務省開庁150周年

霞が関庁舎の免震化の工事が完了
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