
はじめに
今、国有財産行政は大きく変わろうとしている。
国有財産の「売却」から「活用」へ、という流れ

は、既に「新成長戦略」（平成22年6月）の頃から始
まっていたが、一昨年6月、財政制度等審議会国有財
産分科会において取りまとめられた「13年ぶりの答
申」において、その流れが強力に推し進められた。現
場である財務局は、「売って終わり」の行政から、定
期借地などの仕組みを通じて、地域社会と「長く深
く」お付き合いをしていくという行政手法の転換の
真っただ中にいる。

そして現在、戦後最悪の国難ともいえる新型コロナ
ウイルス感染症との闘いや、急速なデジタル化、待っ
たなしの気候変動対策など、社会経済が大きなパラダ
イムシフトを迎えている中、国有財産行政もこうした
動きを機敏に捉え、国有財産というツールを通じて、
可能な限り政策に反映していくという攻めの姿勢が求
められているのではないか。

本稿では、こうした認識のもと、本省・財務局一体
となって国有財産行政の新たなフロンティアに切り込
んでいこうとする取組について紹介したい。

1「13年ぶりの答申」が出るまで
人口減少・少子高齢化が進展する中、国有財産行政

が地域社会に求められる役割も大きく変化しようとし
ている。

すなわち、これまで介護・保育分野において未利用
国有地＊1の定期借地を進めて地域社会に貢献してきた
が、国民の価値観が多様化する中で、地域の再生・活

＊1） 未利用国有地：単独利用困難なものを除く宅地又は宅地見込地で現に未利用となっている土地。
＊2） 国家公務員宿舎の削減計画（平成23年12月）：安住元財務大臣により設置された「国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討会」においてまとめ

られた、5年後を目途に宿舎戸数について21.8万戸から5.6万戸（25.5％）程度の削減を行うことや宿舎使用料の見直しを行うことなどが定められた
計画。平成29年5月26日の国有財産分科会にて達成が報告された。

＊3） 宿舎需給のミスマッチ：宿舎の需要と供給について、趨勢的に宿舎が不足している地域や供給過多となっている地域など「地域ごとの需給のミスマッ
チ」や、世帯用宿舎と単身用・独身用宿舎の過不足など「住戸規格のミスマッチ」などを指す。

性化など、地域・社会のニーズも多様化してきている
ところである。

その一方で、「国家公務員宿舎の削減計画」（平成
23年12月）＊2に基づく宿舎跡地の売却を積極的に進
めるなどした結果、未利用国有地のストックが大幅に
減少（図1）するなど、国有財産をめぐる状況そのも
のが変化してきており、国有財産から得られる果実を
現役世代で費消するのではなく、将来世代にも裨益す
る形で国有地の管理処分の多様化を図っていく必要が
ある。

また、人口減少に伴い、特に地方を中心に、空き
地・空き家問題や所有者不明土地の問題など、いわゆ
る引き取り手のない不動産（負の資産という意味で

「負動産」ともいわれる）の問題が深刻であり、地方
自治体をはじめとした地域社会はその対応に迫られて
いるところであるが、もとより、民法上も相続人不存
在の財産は最終的に国庫帰属される可能性があるな
ど、国としても深く関わっていかざるを得ない問題と
なりつつある。

宿舎・庁舎など、国の行政目的に供される国有財産
である行政財産についても、先述の国家公務員宿舎の
削減計画の達成後に生じている宿舎需給のミスマッ
チ＊3や宿舎の老朽化の問題、霞が関地区における庁舎
の狭隘状況の解消などが課題として挙げられる。

こうした国有財産を巡る様々な社会的要請や課題に
応えるべく、令和元年6月14日、財政制度等審議会
国有財産分科会（以下、国有分科会）において、平成
18年以来、約13年ぶりの答申「今後の国有財産行政
の管理処分のあり方について」が取りまとめられた。

国有財産行政の新たな展開

理財局国有財産企画課長　石田  清／国有財産企画課企画推進室長　荒瀬  塁
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本答申については、ファイナンス2019年8月号の嶋
田俊之著「今後の国有財産行政の方向性」において詳
細な解説がなされているので是非参照されたい。答申
の全体像については、以下（図2）のとおりであり、
中心地に所在する国有地など有用性が高く希少な土地

を「留保財産」として国が所有権を留保した上で、定
期借地権による貸付対象を拡大するなど、国有財産の

「処分」から、多様化した地域社会のニーズに応える
「活用」への流れを更に押し進める内容となっている。

図1　未利用国有地のストックの推移（財務省一般会計）

04 未利用国有地のストックの推移(財務省一般会計)

○ 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おり、令和元年度末の未利用国有地のストックは3,366億
円となっています。

○ このうち、地方公共団体等が公共施設等の用地として利用する予定の財産は1,740億円、一般競争入札に
より処分する予定の財産は568億円となっています。なお、このほか土地区画整理事業や再開発事業の施行
区域に所在するもの、境界確定、地下埋設物調査等が必要といった特殊事情を有する財産が1,057億円あり
ますが、これまでの財産処分で培ったノウハウ・知見を活用し、要件が整った財産から売払等処理を進め
ていきます。

② 国有財産の価格・面積
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図2　答申「今後の国有財産行政の管理処分のあり方について」の主な内容

（１）国有財産の更なる有効活用

○ 留保財産の選定
有用性が高く希少な土地は国が所有権を留保し

（留保財産）、定期借地権による貸付で活用。

○ 定期借地権による貸付の対象の拡大
公的施設と民間施設の複合施設等への貸付も可能

とする。

（２）引き取り手のない不動産の
発生の抑制に向けた対応

○ 一定の条件を満たす不動産の寄附受け

○ 相続人不存在の場合における清算後の
残余財産の国庫帰属
一定の要件の下で国が死因贈与契約等により不

動産を受ける仕組みの創設。

○ 管理コスト削減の方策
売却困難な財産について貸付・管理委託を行いコ

スト低減に取り組む。

（３）庁舎

○ 地方都市における既存庁舎の徹底し

た活用（地方公共団体との情報共有等）

○ 権利床の庁舎としての活用
庁舎不足の地域において、再開発建物の一

部（権利床）の取得が見込まれる場合には当

該権利床を庁舎として活用。

（４）国家公務員宿舎

○ 地域ごとの宿舎需給のミスマッチ解消

○ 住戸規格のミスマッチ（独身・単身用宿

舎の不足）解消

○ 老朽化への対応

平成30年６月11日 答申「今後の国有財産の管理処分のあり方について」の概要
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2新たな国有財産の活用策
一方で、答申において今後の検討課題とされている

デジタル領域の技術革新や働き方改革＊4、その後、現
在まで続くコロナ禍の中で見えてきた、「新しい生活
様式」の実践やDX（デジタルトランスフォーメー
ション）の推進といった新たな課題について、一見、
無関係に見える国有財産行政において何か出来ない
か、また、気候変動の影響で大規模化する自然災害へ
の対応について、これまで災害時の国有財産の無償貸
付などを通じて地域社会に貢献してきたところである
が、もっと出来ることはないか、今事務年度始まって
以降、理財局内で鋭意検討してきたところである。

そして今般の「国民の命と暮らしを守る安心と希望
のための総合経済対策」（令和2年12月8日閣議決定）
において、デジタル化やテレワークの普及など、ポス
トコロナの社会経済構造の変化や、頻発する自然災害
への対応など、答申でカバーされていない社会情勢の
変化へ対応すべく、以下の国有財産の新たな活用策を
とりまとめたところである（図3）。

（１）国土強靱化など安全・安心の確保
遊水地・貯留施設の整備

気候変動の影響による自然災害の激甚化を象徴するも
のとして近年、台風や豪雨時における都市部河川の氾濫
が深刻な問題となっている（首都圏でも多摩川が氾濫し
二子玉川や武蔵小杉などで大規模な浸水被害が起きた
のは記憶に新しい）。国土交通省においても、市街化の
進展により浸水被害防止が困難な河川を特定都市河川に
指定（現在、神奈川県の鶴見川など全国で8河川を指定）
しているが、流域で遊水地や雨水貯留浸透施設＊5の整備
を更に進めるため、今通常国会に提出された特定都市河
川浸水被害対策法改正案においては、特定都市河川の
流域において地方自治体が整備を行う場合に、国有地の
貸付料を減免する規定が創設されている。財務省として
も、こうした国交省の取組に呼応し、地方整備局に対し
て全国に所在する国有地の候補リスト（1万箇所超）を

＊4） 「国有財産を巡る状況については、（中略）、国有財産として管理する不動産が増加する可能性があるほか、デジタル領域の技術革新や我が国における働
き方についての変革の動きがみられるところであり、行政の進め方や働き方も大きな影響を受けることも十分想定されるなど、今後、さらに変化して
いくことも予想される。こうした意味では、国有財産の「最適利用」に向けた検討は本答申で終わるものではない。」（令和元年6月14日国有財産分科
会答申抜粋）

＊5） 遊水地：洪水を一時的に貯めて、洪水の最大流量（ピーク流量）を減少させるために設けた区域であり、河川整備計画において計画高水流量を低減す
るものとして定められたもの（河川法第6条第1項第3号、河川法施行令第1条第2項）

 雨水貯留浸透施設：雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするもの（特定都市河川浸水
被害対策法第2条第6項）。

提供するとともに、3月下旬の財政審国有財産分科会に
おいて、貸付料減免制度の運用面について審議を行う予
定としている。

地方自治体における災害発生前の対応に係る支援
これまでも災害発生時において、がれきや資材の仮

置き場、あるいは一時的な避難といった用途のために、
国有財産法第22条等の規定に基づき、地方自治体に
対して未利用国有地や庁舎・宿舎を無償提供してきた
ところであるが、気象予報が発達し、台風等の進路予
想で災害発生が高確率で予見できる時代にあって、地
方自治体において発災前に避難場所やがれきの仮置き
場等を確保しておくニーズが生じている。こうしたこ
とから、財務省としても、発災前にも国有財産の無償
提供が可能である旨、国有財産法の解釈を明確化し、
通達を発出し周知を図るとともに、活用できる国有財
産のリストを地方自治体に提示し、災害対応を支援し
ているところである。

（２）ポストコロナの経済構造への転換
デジタル社会の基盤となる5Gの基地局整備加速

DXを加速させるためには、従来よりも遥かに大容
量・高速通信が可能となる5G通信網を早急に整備す
る必要があるが、5Gは周波数の特性上、各基地局が
カバーできるエリアが狭いことなどから、全国展開に
は可能な限り多くの基地局整備が必要である。四大
キャリアにおいては、事業計画を策定し、2024年4
月までに約28万局の整備を目標とし、整備を進めて
いるところである。財務省としても、こうした取組を
後押しするため、昨年12月、基地局設置の候補とな
る全国の庁舎・宿舎等のリスト（1万箇所超）をホー
ムページで公表するとともに、全財務局に基地局整備
に係る「相談窓口」を設置し、事業者が設置を希望す
る国有財産を所管する各省各庁との連絡調整や、財務
省所管財産の場合は詳細な物件情報の提供を直接行う
など、事業者の相談に応じる体制を整備済みである。
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地方都市等における新しい働き方の支援
コロナ禍でのテレワークの普及により、最近、駅構

内やオフィスビルの空きスペースを中心にボックス型
のサテライトオフィスの設置が増えている。事業者も
今後、公共スペースへの設置を増やしていきたい意向
であり、我々としても、地方都市等における新しい働
き方を支援する立場から、各地の庁舎等のロビーなど
一般の方々が出入り可能な場所の空きスペースをサテ
ライトオフィスの設置場所として提供することで、テレ
ワーク環境の整備を支援することを考えている。

以上の経済対策については、着実に実行に移すべ
く、目下、本省・財務局一体となって鋭意取り組んで
いるところである。

例えば、テレワーク環境の整備については、現在、財
務局だけでなく、国税庁（東京国税局）などの協力も得
て、庁舎のロビーやエントランス等の空きスペースにサ
テライトオフィスを設置すべく、事業者と事務的な調整
を行っており、事業者の公募・選定を経て、この春にも
第一号案件が出る見込みである。

3社会経済情勢を踏まえた今後の取組み
○　引き取り手のない不動産への対応

冒頭でも触れたが、引き取り手のない不動産（負動
産）の問題は深刻である。この点、相続人不存在によ
る財産の国庫帰属（民法第959条）に関連して、兵庫
県淡路島に所在する通称「世界平和大観音像（高さ約
100メートル）」（図4）の事例について紹介したい。
観光施設として建設され長年放置された状態となって
いる同観音像はワイドショーや新聞報道で話題になっ
たが、昨年4月の国庫帰属に当たっては近畿財務局が
大きな役割を果たしていることはあまり知られていな
い。本観音像は倒壊の危険があるため、地域住民の安
全確保のため解体が必要であり、近畿財務局はプロ
ジェクトチーム（工事PT）を立ち上げ、特殊工事に
係る専門的知見を結集して取り組んでいるところであ
る。なお、解体費用は総額約14億円と見込まれてい
る。この他、中国財務局において解散宗教法人の財産
に係る国庫帰属の手続が進められている。

図3　経済対策における国有財産の活用

「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」（令和2年12月8日閣議決定）

経済対策における国有財産の活用①

２．地方自治体における災害発生前の対応に係る支援

〇 台風等による災害の激甚化に伴って、地方自治体において発災前

に避難場所や廃棄物仮置き場等を確保しておくニーズが顕在化。

➡ 発災前においても国有財産の無償提供が可能である旨明確化した上で、

活用できる国有地を地方自治体に提示して、災害対応を支援。

国土強靭化など安全・安心の確保

１．遊水地・貯留施設の整備加速

〇 激甚化する水災害への対応を強化するため、まずは全国50箇所を目標に、国有地を活用した遊水地・

貯留施設の整備を推進。

➡ 国有地のリストを全国的に提供するとともに、浸水被害防止が困難な河川（特定都市河川）の

流域において地方自治体が整備を行う場合に、貸付料の減免を可能とするよう制度を見直し。
：特定都市河川（現行８河川。今後、

対象河川を拡大し、追加の見込み。）

財務省・財務局

地方公共団体
・

地方整備局

整備

【平常時】 【出水時】

貯留施設の例（横浜市緑区）

※無償提供可能な未利用国有地の面積(財務省所管分)約500ha
（平成28年熊本地震時の廃棄物等の仮置き場の約６倍）

鶴見川

●
横浜市

境川

引地川

神奈川県

東京都

●
千葉市

千葉県

熊本地震の際の廃棄物仮置き場
（出典：環境省ＨＰ『災害廃棄物対策フォトチャンネル』）

国有地の提供

 ファイナンス　2021 Mar. 31

国有財産行政の新たな展開

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

09_P28-35_SPOT_06.indd   31 2021/03/09   10:00:50



また、法務省（法制審議会民法・不動産登記法部
会）において、（1）所有者不明土地の発生抑制、（2）
土地の将来の管理不全化防止の観点から、相続を契機
として取得した土地の所有権を国庫に帰属させる制度
についての検討が行われており、財務省としても、国
有財産行政を所管する立場として当初より議論に参画
しているところであるが、令和3年2月の法制審議会

（総会）において、「民法・不動産登記法（所有者不明
土地関係）の改正等に関する要綱案」が議決され、法
務大臣に答申された。

その後、同年3月5日、「相続等により取得した土
地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が閣議決定
されており、今通常国会において法案（新法）が提出
されている。

引き取り手のない不動産については、財務局職員は
課題解決に向けて地域社会から期待を寄せられてお
り、「不動産のプロ」としての腕の見せ所と言えよう。

○　宿舎・庁舎行政の課題への対応
翻って、宿舎・庁舎行政についてはどうか。
宿舎については、都市部を中心に、若年層向けなど

（独身者・単身者用）の宿舎不足の解消や、老朽化対
策が課題である。新築が抑制されている中、難しい課
題ではあるが、建築費を抑制しつつ老朽化等に対応す
る手段として、最近、URなど民間でも古い団地を大
規模リノベーションする手法が取り入れられており、
参考となる。近畿財務局では兵庫県神戸市の伊川谷合
同宿舎で大規模リノベーションを行っており、公務員
住宅における先駆的事例となっている（図5）。

庁舎については、霞が関地区における庁舎不足、執務
スペースの狭隘化が課題となっている一方、宿舎跡地等

経済対策における国有財産の活用②

ポストコロナの経済構造への転換

庁舎屋上を活用した基地局整備のイメージ

庁舎・宿舎等のリスト＊を民間事業者に公表

（＊）緯度・経度情報や建物の高さ情報等も提供。

１．デジタル社会の基盤となる５Ｇの基地局整備加速

〇 ５Ｇは、周波数の特性上、各基地局がカバーできるエリアが小さいことなどから、その全国展開

には可能な限り多くの基地局が必要（2024年４月までに約28万局を目標）。

➡ 事業者による基地局整備を後押しするため、庁舎・宿舎等を基地局の設置場所として提供。

２．地方都市等における新しい働き方の支援

〇 地方都市等におけるテレワーク環境の整備を推進し

新しい働き方を支援。

➡ 全国各地に所在する庁舎等を民間事業者による

サテライトオフィスの設置場所として提供。

全国の財務局

各地の庁舎にサテライトオフィスを設置

①設置相談

事業者 ５Ｇ基地局相談窓口

各省各庁

「５Ｇ基地局相談窓口」を全国の財務局に設置

③物件情報
現地調査の実施
使用許可等手続き

②物件情報（財務省所管財産）
担当省庁の連絡先（他省庁所管財産）

図4　世界平和大観音像（高さ約100メートル）

壁が崩落しており危険
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の未利用国有地が再開発事業に取り込まれた結果、国が
再開発建物の一部（いわゆる権利床）を取得するケース
が出てきている。財務省（財務大臣）は国有財産の総括
大臣として、庁舎の入居官署に係る調整を行っており、
入居官署の調整に際しては、権利床の活用や、テレワー
クの進展などの新しい働き方等も踏まえた庁舎の執務ス
ペースのあり方といった点も、今後考えていかなければ
ならないだろう。

4地域社会に貢献する財務局の魅力
○　地域連携の取組み事例
「国有行政は現場（財務局の管財業務）で成り立っ

ている」というのは我々共通の認識である。どんなに
素晴らしい政策であっても、現場に落とし込んだ時に
ワークしなければ無意味である。一方、財務局の現場
では、これまでも、国有地の定期借地制度を活用した
介護・保育施設の整備や、国の官署と地方自治体の庁
舎との合築に代表されるエリアマネジメントなどを通
じて、地域との繋がりを深めているが、その中でも、

「国有財産行政の新たな展開」という本稿のテーマに
関連した、面白い取組をいくつか紹介したい。

（１） 国庫帰属財産の円滑な引継ぎに向けた取組み
（四国、東海、東京など）

先述の国庫帰属財産の増加が見込まれる中、財産の
円滑な引継を行うために、四国財務局では家庭裁判所
や弁護士会などの士業団体と連絡会を設置し、引継ぎ
上の問題点等について協議を行っているほか、東海財
務局では事務手引きを整備し弁護士会へ説明を行う等
の取組を行っている（図6）。

また、近年、独居老人の孤独死が大きな社会問題と
なっており、孤独死が起こった場合に賃貸物件オー
ナーが被るリスクをカバーする孤独死保険なる少額短
期保険も登場している。関東財務局東京事務所では、
地域連携の一環として、（一社）日本少額短期保険協
会や自治体等と連携して独居老人・孤独死対策に取り
組んでいる中、孤独死をきっかけとして相続人不存在
で不動産を国庫帰属させるケースが生じた場合に、家
庭裁判所や各種士業などと連携してサポートできるよ
う、取組の準備を進めているところである。

図6　愛知県弁護士会への説明（東海財務局）

（２） 新型コロナウイルス対策に係る国有財産の活用
（四国、中国）

先述のとおり、国有財産法上、災害時の応急措置の
用に供する目的で国有財産を無償提供できることとなっ
ているが、今般の新型コロナウイルス感染症への対応に
ついても災害時の応急措置として国有財産の無償提供を
行っている。直近では、四国財務局で国有地をPCR検
査場として地方自治体に無償提供したほか、中国財務局
でも広島市に無償貸付中の公園（中央公園（広島市民
球場跡地））にて、広島県によるウォークイン方式/ドラ
イブスルー方式でのPCR検査が実施された（図7）。

リノベーションの事例① 合同宿舎（伊川谷合同宿舎（兵庫県神戸市））その２

浴室室内（洋室化）

＜改修内容＞
・フローリング新設
・天井・壁クロス化
・コンセント取替
・各建具、建付調整

等

＜改修内容＞
・高効率給湯器取替
・床、シート貼
・換気扇新設
・衣類乾燥、暖房機能付き浴槽取替
・浴室出入口扉取替
・天井塗装

等

図5　伊川谷合同宿舎における大規模リノベーションリノベーションの事例① 合同宿舎（伊川谷合同宿舎（兵庫県神戸市））その１

＜宿舎概要＞
兵庫県神戸市に所在する合同宿舎
・棟数 ：５階建て ３棟（ ～ 号棟）
・戸数 ： 戸
・住戸面積： ㎡
・築年数： 年（昭和 年築、 ・ 号棟） 、 年（昭和 年築、 号棟）

台所

＜改修内容＞
・流し台、吊戸棚取替
・壁・天井クロス貼替え
・モニター付きインター
フォン新設
・フローリング張替
・コンセント取替

等

洗面所

＜改修内容＞
・洗面台取替（幅広化）
・床、シート張替
・洗濯機パン取替
・壁クロス張替 等
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また、ワクチン接種会場等としての国有財産の無償
提供についても、厚生労働省の要請を受け、本年2月
16日、財務局等に対して、都道府県担当部局との連
携やワクチン接種事務を担当する市町村から国有財産
の情報提供要請があった場合の対応を指示したところ
であり、早速、2月下旬に近畿財務局管内で第一号案
件が出たほか、地方自治体からの問い合わせが多数寄
せられているところである。

（３）中学校での出前講座（北海道財務局）
国の財政問題について学校で出前講義を行う事例は

これまでも多数あるが、北海道財務局の取組で面白いの
は、留保財産とされている札幌市内の国有地を題材とし
て、地域にとってどんな利用方法が望ましいか市内に住
む中学生に議論してもらう場を設けた点にある。国有財
産業務や街づくりに関心を持ってもらう良い機会となっ
た（図8）。

○　本省と財務局の連携強化
昨事務年度より、大臣官房地方課が中心となって、

本省庁と財務局との連携体制の強化を進めているが、
理財局においても、これに呼応する形で、また、「カ
イゼン活動」の一環としても、財務局との連携強化に
資する取組を進めている。

その一つが、本省・財務局の間の「短期トレーニー
制度」の創設である。昨年3月に第一号として、関東
財務局職員1名を国有財産企画課で受け入れ、約2週
間、議員レク同行や幹部説明同席、国会質疑メモ起こ
し、想定問答作成等に従事してもらったのを皮切り
に、新型コロナウイルス感染拡大の影響による中断を
挟んで、昨年10月に、今度は国有財産審理室職員1
名を関東財務局東京事務所に派遣し、普通財産（未利
用国有地など）の管理処分に係る現場実務を体験して
もらった。他の財務局からも相互派遣を希望する声が
多数寄せられており、現在、残念ながらコロナ禍での
再度の中断を強いられているが、再開した暁には、

「顔の見える交流」の機会として積極的に推進していき
たい。

図8　中学校での出前講座（北海道財務局）

   

国有財産管理処分業務を通じ、地域の行政ニーズに対応していくとともに、地域と繋がり、地域と
協働し、地域に貢献する。

地 域 連 携 ～ 北海道財務局管財部門の取組み事例 ～

【概要】
札幌市内の中学校から職業体験授業（働くことについての学習）の講師派

遣依頼があり、北海道局では初めて国有地を題材にした授業を実施。
【授業内容】

札幌市中心部に位置する国有地（留保財産）について、定期借地を活用し
た利用方法と効果について、グループ討議を実施。

老人ホーム、マンション、コンビニの複合施設
周辺オフィスのビジネスマン向け動物カフェやスポーツジム
働く人向けの居酒屋、弁当店、ファストフード店

【効果等】
・国有財産業務を知ってもらうとともに、将来を担う若い世代
が街づくりを「自分事」として捉えた。

・若手職員の企画能力、プレゼン能力の向上が図られた。
学生の柔軟な発想に刺激を受け、モチベーションも向上。

道内の不動産市場の動向について情報共有を図るプラットフォーム
【主催者】(一財)日本不動産研究所、北海道財務局
【参加者】北海道内の建設業者、金融機関、官公庁等
【実施状況】

平成30年3月設立以来、令和元年10月までに４回開催
（現在は新型コロナ感染拡大を受け開催延期中）

【効果等】
・関係機関との関係性構築、情報共有が図られた。
・今後も不動産市場や国有財産を取り巻く環境変化に対応したテーマ設定をし、

地域課題の掘り起こしなど、地域にとって有益な場となるよう進めていく。

これまでの主な開催テーマ

第一回
「道内の外国人投資家の動向」
第二回
「市街地再開発事業について」
第三回
「道内における外国人投資家の動向及び道
内企業の関わり方」
第四回
「札幌市内における定期借地の需要動向」

中学校での出前講座を実施「街づくりを考える」

「不動産市場動向勉強会」の開催

※教材から抜粋。

３

図7　広島市中央公園におけるPCR検査

ウォークイン方式 ドライブスルー方式
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また、関東財務局と国有財産業務課の若手職員が中
心となって「財務局ホームページ見直しプロジェクト
チーム」（略称HPPT）を昨事務年度立ち上げ、喧々
諤々の議論を経て、昨年4月に全財務局の国有財産の
ホームページがリニューアルされた（図9）。本件につ
いては広報室の「これ、いいね通信」や地方課の「財
務時報」でも取り上げられている。現在は、財務局と
物理的な連携が困難な状況ではあるが、ウェブ会議を
多用しコミュニケ―ションを欠かさないようにしてお
り、コロナの収束状況を睨みながら、財務局との新た
なPTの立ち上げなど、更に連携を深めていきたい。

5おわりに　～心を燃やせ～
本稿では、国有財産行政を巡る、本省・財務局におけ

る新たな取組を縷々紹介してきたが、裏テーマは国有財
産行政の魅力を少しでも皆様に伝えたい事にある。

確かに、国有財産（管財）業務に派手さはない。主計
局のように大きな予算を動かすこともなく、予算を付け
た後は各省庁が責任をもって執行してくれるわけでもな
い。企画立案から現場での執行（相手方との交渉、契約
など）に至るまで全て自分たちで模索しながら何年も掛
けてやらなくてはならず、非常に手間と時間のかかる仕
事である。これまで国有は「保守的」「受け身」との声も
あったと思うが、そういった国有業務独特の事情も背景
にあることは理解頂けると幸いである。

その裏返しでもあるが、補助事業などと違って大きな
国費負担もなく（むしろ税外収入として国庫に貢献）、地
域社会と顔の見える距離感で仕事ができ、時に地域住民
から感謝されることに、大きな魅力がある。何度も繰り
返すが、国有は現場がすべてである。そこに「心を燃や
す」価値はないか。本稿を読んで、少しでも国有財産行
政を志願する若手が増えていただけると幸いである。

財務局ホームページの見直しポイント例『利用者目線の構成』

財務局ホームページの見直しポイント例
『利用者目線の構成』

従来のホームページ（関東財務局の例） 見直し後

物件情報を①購入、②利用、③公的利用に分けて、利用者が物件情報にたどり着きやすくする。

図9　財務局ホームページ見直しプロジェクトの様子

～財務省に親しみを！これ、いいね👍👍通信 Vol.５
April 2020Introducing wonderful works.

「伝わる広報」の実現に向けて、まずは財務省に親しみを持ってもらえるように、 年も
利用者目線に立った、より見てもらえる発信を推進していきます！

より見てもらえるコンテンツへ。不断の取り組み、始動！

発信担当者の声

ポイント

利用者目線で財務局 コンテンツを改善！

）国有財産のこと、わかりやすく伝えよう（理財局 × 財務局）

＊各局各階層で、より見てもらえる発信への取組が始まっています！ みなさんの「これ、いいね👍👍」活動も教えてくださいね。

●財政審の 年ぶりの答申をきっかけに、
理財局・関東局の若手職員中心の が発足

●本省と 財務局が 🏉🏉となり、
国有財産 コンテンツの改善アイデアを議論！

●財務局 コンテンツにおいて、
視点を変え、利用者目線の言葉づかいを採用
『留保財産』などの新しい取組を視覚的に発信
してみました！

●利用者の声に対応できるよう、内部向け を
準備し、財務局管財部と共有しました📖📖

●若手職員たちが「利用者目線」、「伝わりやすさ」
を熟考し、自らの手でコンテンツ改善を実践✨

● の共有により、職員の伝える力も向上中⤴

「空き家・空き地バンク」運営企業

 物件情報を３つに分ける
 「売却・貸付」⇒「購入・利用」

＜ 本省・関東財務局若手ＰＴの活動の様子 ＞

●国有地を写真付で紹介し、購買意欲を刺激
してみました📷📷

民間企業と連携、 の間口が拡大！

発信担当者の声

発信担当者の声

変更前のホームページ画面

※ 『留保財産』の図解紹介の一例

※ＨＰの構成・言葉づかいを見直し

本省と 財務局の「伝わるアイデア」を結集！

※FAQも準備
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