
令和元年度国有財産監査の結果について
（関東財務局）

【監査結果】

関東財務局においては、令和元年度、国有財産の有効活用の促進などに主眼
を置き、国の財政への貢献に資することを目的として、一定の地域を特定した庁舎
等の公用財産及び各省各庁所管の普通財産に対する監査を174件実施し、そのう
ち41件について、問題点を指摘しました。

具体的には、庁舎等の非効率使用の改善や余剰のある庁舎等への移転、借受
解消、用途廃止等を求めました。
（有効活用：12件、借受解消：6件、用途廃止等：17件、財産管理の不備：6件）

是 正： 用途廃止等の措置を求めたもの等
検 討： 用途廃止等の措置に向けた方策を検討する必要があると認められるもの等
留 意： 是正及び検討に該当するものの、その内容が軽微なもの等

監査区分 実施件数 指摘件数
件 件 是正 検討 留意

庁舎等の公用財産に対する監査 149 30 4 18 8

各省各庁所管の普通財産に対する監査 25 11 2 9 0

合計 174 41 6 27 8

指摘区分



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度監査結果一覧表 

(関東財務局) 
 



省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

法務省 横浜地方検察庁 一般 － 神奈川区検察庁
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-
2

留意
神奈川区検察庁は、余剰（約110㎡）が生じていることから、狭

あいとなっている横浜地方検察庁の書庫等として活用することによ
り、非効率使用の改善を図る必要がある。

法務省 法務省本省 一般 － 法務省浦安総合センター 千葉県浦安市日の出二丁目1番6 検討
法務省浦安総合センターは、運動施設の稼働率が低調であること

から、他府省等への貸出し等による稼働率改善に向けた取組を行う
必要がある。

法務省 新潟地方法務局 一般 － 新津支局 新潟県新潟市秋葉区新津4463-1 検討
新津支局は、余剰（約400㎡）が生じていることから、新津区検

察庁を移転入居させること等により、非効率使用の改善を図る必要
がある。

法務省 さいたま地方法務局 一般 － 飯能地方合同庁舎 埼玉県飯能市大字双柳字精進場94-15外 検討
飯能地方合同庁舎は、余剰（約50㎡）が生じていることから、入

居官署間の使用面積を適正化し、有効活用を図る必要がある。

財務省 関東財務局 一般 － 新潟美咲合同庁舎2号館 新潟県新潟市中央区美咲町1-664-444外 検討

新潟美咲合同庁舎2号館は、入居する関東地方環境事務所に余剰
（約150㎡）が生じていることから、同事務所を新潟美咲合同庁舎1
号館へ移転入居させ、退去後のスペースに、借受庁舎である新潟労
働局労働基準部労災補償課分室・新潟労働局を移転入居させること
により、非効率使用の改善を図る必要がある。

財務省 関東財務局 一般 － 横浜第２合同庁舎 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 検討

横浜第２合同庁舎は、余剰（約1,650㎡）が生じていることか
ら、借受庁舎である関東信越厚生局神奈川事務所、神奈川労働局分
庁舎の一部、神奈川労働局労働基準部労災補償課分室及び横浜わか
ものハローワークを移転入居させること等により、非効率使用の改
善を図る必要がある。

財務省 横浜税関 一般 － 本関
神奈川県横浜市中区海岸通一丁目1番12
他2筆

検討
本関は、余剰（約870㎡）が生じていることから、横浜税関分庁

舎等の一部施設を移転入居させることにより、非効率使用の改善を
図る必要がある。

庁舎等の公用財産に対する監査結果一覧表

(1)庁舎等の有効活用



省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

農林水産省 北陸農政局 一般 － 北陸農政局新潟市庁舎 新潟県新潟市中央区船場町2-3435-1 検討
北陸農政局新潟市庁舎は、余剰（約130㎡）が生じていることか

ら、借受庁舎である北陸農政局新潟市庁舎借上書庫を移転入居させ
ることにより、非効率使用の改善を図る必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 －
横浜港湾空港技術調査事務
所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-1-4 留意

横浜港湾空港技術調査事務所は、臨港地区にあり用途が限定され
ているため、現時点では周辺に移転入居できる官署等はないが、余
剰（約460㎡）等が生じていることから、非効率使用の改善に向け
た取組を行う必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 第二工事課 神奈川県横浜市神奈川区山ノ内1-3 留意

第二工事課は、臨港地区にあり用途が限定されているため、現時
点では周辺に移転入居できる官署等はないが、余剰（約320㎡）等
が生じていることから、非効率使用の改善に向けた取組を行う必要
がある。

国土交通省 北陸地方整備局 一般 － 新潟美咲合同庁舎1号館 新潟県新潟市中央区美咲町1-664-690 検討
新潟美咲合同庁舎1号館は、余剰（約110㎡）が生じていることか

ら、新潟美咲合同庁舎2号館から関東地方環境事務所を移転入居さ
せること等により、非効率使用の改善を図る必要がある。

国土交通省 北陸地方整備局 一般 － 新潟港湾・空港整備事務所
新潟県新潟市中央区入船町4-3778-4ほ
か

留意

新潟港湾・空港整備事務所は、臨港地区にあり用途が限定されて
いるため、現時点では周辺に移転入居できる官署等はないが、余剰
（約1,300㎡）が生じていることから、非効率使用の改善に向けた
取組等を行う必要がある。

省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

厚生労働省 新潟労働局 労働保険 労災
新潟労働局労働基準部労災
補償課分室・新潟労働局

新潟県新潟市中央区新光町16番地4 検討
借受庁舎である新潟労働局労働基準部労災補償課分室・新潟労働

局は、新潟美咲合同庁舎2号館に入居する関東地方環境事務所の退
去後のスペースへ移転入居し、借受解消を図る必要がある。

厚生労働省 関東信越厚生局 一般 －
関東信越厚生局神奈川事務
所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関
内

検討
借受庁舎である関東信越厚生局神奈川事務所は、余剰が生じてい

る横浜第２合同庁舎へ移転入居し、借受解消を図る必要がある。

(2)庁舎等の借受解消



省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

厚生労働省 神奈川労働局 労働保険
労災
雇用

神奈川労働局分庁舎 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2 検討
借受庁舎である神奈川労働局分庁舎は、その一部を余剰が生じて

いる横浜第２合同庁舎へ移転入居し、借受解消を図る必要がある。

厚生労働省 神奈川労働局 労働保険 労災 労働基準部労災補償課分室 神奈川県横浜市中区南仲通3-32-1 検討
借受庁舎である労働基準部労災補償課分室は、余剰が生じている

横浜第２合同庁舎へ移転入居し、借受解消を図る必要がある。

厚生労働省 神奈川労働局 労働保険 雇用 横浜わかものハローワーク 神奈川県横浜市中区本町4-40 検討
借受庁舎である横浜わかものハローワークは、余剰が生じている

横浜第２合同庁舎へ移転入居し、借受解消を図る必要がある。

農林水産省 北陸農政局 一般 －
北陸農政局新潟市庁舎借上
書庫

新潟県新潟市中央区南笹口1-14-22 検討
借受庁舎である北陸農政局新潟市庁舎借上書庫は、余剰が生じて

いる北陸農政局新潟市庁舎へ移転入居し、借受解消を図る必要があ
る。

省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

内閣府
関東管区警察局総務監
察部

一般 － 神奈川第２分庁舎 神奈川県横浜市南区中村町4-267 検討
神奈川第２分庁舎は、非効率な使用となっていることから、用途

廃止を含めた検討を行う必要がある。

法務省 新潟地方検察庁 一般 － 新津区検察庁
新潟県新潟市秋葉区新津字山谷南4532-
8

検討
新津区検察庁は、非効率な使用となっていることから、余剰が生

じている新潟地方法務局新津支局へ移転入居し、用途廃止する必要
がある。

農林水産省 関東森林管理局 一般 － 塩釜事務所 栃木県那須塩原市塩原字塩釜338番2 是正
塩釜事務所は、森林官非配置の無人事務所であり、存置する必要

が認められないことから、用途廃止する必要がある。

(3)用途廃止等



省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

農林水産省 関東森林管理局 一般 － 中塩原森林事務所
栃木県那須塩原市中塩原字マギノ4番16
外1

検討
中塩原森林事務所は、敷地の一部が非効率な使用となっているこ

と等から、余剰部分を特定の上、用途廃止する必要がある。

農林水産省 関東森林管理局 一般 － 桐生事務所
群馬県桐生市梅田町四丁目字上ノ原349
番3

是正
桐生事務所は、森林官非配置の無人事務所であり、存置する必要

が認められないことから、用途廃止する必要がある。

農林水産省 水産庁 一般 － 新潟漁業調整事務所 新潟県新潟市中央区八千代1-5-15 検討
新潟漁業調整事務所は、敷地の一部が非効率な使用となっている

ことから、一部用途廃止を含めた有効活用策を検討する必要があ
る。

国土交通省 北陸信越運輸局
自動車安

全
自動車検
査登録

新潟運輸支局 新潟県新潟市中央区東出来島14-26 留意
新潟運輸支局は、敷地の一部が市道として使用されていることか

ら、用途廃止する必要がある。

最高裁判所 新潟地方裁判所 一般 － 新潟地方裁判所庁舎
新潟県新潟市中央区学校町通一番町1番
1外1筆

留意
新潟地方裁判所庁舎は、敷地の一部が県道として使用されている

ことから、用途廃止する必要がある。

省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 氏家出張所 栃木県さくら市大中字北323番2 留意
氏家出張所は、国有財産台帳に未登載の建物があることから、国

有財産台帳に反映する必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 保土ヶ谷出張所
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町三丁目
902-4外

留意
保土ヶ谷出張所は、国有財産台帳に未登載の建物があることか

ら、国有財産台帳に反映する必要がある。

(4)財産管理の不備



省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

国土交通省 第三管区海上保安本部 一般 － 横浜海上防災基地 神奈川県横浜市中区新港1-2-1 是正
横浜海上防災基地は、測量による土地面積の増加分が国有財産台

帳に未登載であることから、国有財産台帳に反映する必要がある。

厚生労働省 群馬労働局 労働保険 雇用 桐生公共職業安定所 群馬県桐生市錦町2丁目1041-7 是正
桐生公共職業安定所は、駐車場の一部が隣接する市有地を占有し

ていることから、工作物の移設等、所要の措置を講ずる必要があ
る。



省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 二十世紀が丘代替地 千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町3 検討

二十世紀が丘代替地は、他に保有する一般国道298号東京外かく
環状道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、
利用が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要があ
る。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 外かん松戸代替地 千葉県松戸市竹ケ花字捨石91-1 検討
外かん松戸代替地は、他に保有する一般国道298号東京外かく環

状道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、利
用が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 市川代替地－１ 千葉県市川市中国分5-658-2 検討
市川代替地－１は、他に保有する一般国道298号東京外かく環状

道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、利用
が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 市川代替地－４ 千葉県市川市曽谷6-1657-1外 検討
市川代替地－４は、他に保有する一般国道298号東京外かく環状

道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、利用
が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 市川代替地－７ 千葉県市川市宮久保6-891-3外 検討
市川代替地－７は、他に保有する一般国道298号東京外かく環状

道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、利用
が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 市川代替地－８ 千葉県市川市菅野6-1950-61外 検討
市川代替地－８は、他に保有する一般国道298号東京外かく環状

道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、利用
が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 市川代替地－９ 千葉県市川市菅野2-201-2外 検討
市川代替地－９は、他に保有する一般国道298号東京外かく環状

道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、利用
が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要がある。

各省各庁所管の普通財産に対する監査結果一覧表

(1)用途廃止等



省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 市川代替地－１０ 千葉県市川市八幡6-828-7外 検討
市川代替地－１０は、他に保有する一般国道298号東京外かく環

状道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、利
用が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要がある。

国土交通省 関東地方整備局 一般 － 市川代替地－１１ 千葉県市川市鬼高3-1355-28外 検討
市川代替地－１１は、他に保有する一般国道298号東京外かく環

状道路（千葉県区間）の代替地と併せ、保有の必要性を精査し、利
用が見込まれない財産については、財務局へ引き継ぐ必要がある。

省庁名 　部局名 会計名 勘定名 口座名等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

農林水産省 関東森林管理局 一般 － （茨城森林管理署）大洗町
茨城県東茨城郡大洗町大字大貫町字角
一255-2

是正
（茨城森林管理署）大洗町は、長期間にわたって財産の特定がさ

れていないことから、国有財産の適正な管理を図る観点から、法務
局等関係機関と協議の上、所要の措置を講ずる必要がある。

財務省
関東財務局東京財務事
務所

一般 － 旧国立科学博物館新宿分館 東京都新宿区百人町3-420-34 是正

旧国立科学博物館新宿分館は、売払相手方の学校法人桜美林学園
が指定用途（大学敷地及び大学院敷地）以外の用途で使用している
ことから、契約担当官は用途指定義務の履行の確保を図るため、売
買契約書に基づき適正に対処する必要がある。

(2)財産管理の不備



令和元年度監査指摘事例

非効率使用となっている合同庁舎に民間建物を借受している官署を移転入居させ、
国の庁舎の有効活用と民間借受の解消を図る。 (神奈川県横浜市）

横浜第2合同庁舎は、入居官署の組織の改編等により余剰が生じていることから、
官署の使用部分の見直し等を行い、近隣に民間建物を借受している関東信越厚生局

神奈川事務所外３官署を移転入居させることにより、非効率使用の改善を図る必要が

ある。

また、関東信越厚生局神奈川事務所外３官署は、財政負担の軽減を図る観点から、

横浜第2合同庁舎へ移転入居し、借受解消を図る必要がある。

【対象財産の概要】

【指摘内容】

１

２

3 労働基準部労災補償課分室

神奈川労働局分庁舎

関東信越厚生局神奈川事務所

横浜第2合同庁舎

横浜わかものハローワーク

４

国土地理院地図を加工して作成

[横浜第２合同庁舎]

所 在 地 ： 神奈川県横浜市中区北仲通5-57

土 地 ： 14,782.53㎡

建 物 ： 建4,677.13㎡/延74,389.60㎡

（SRC-23-3、平成5年7月築）

[借受庁舎]

① 官署名 ： 厚生労働省
関東信越厚生局神奈川事務所

所在地 ： 神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内

建 物 ： 延426.02㎡

② 官署名 ： 厚生労働省
神奈川労働局（分庁舎）

所在地 ： 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2

建 物 ： 延99.67㎡ (借受2,871.97㎡の一部）

③ 官署名 ： 厚生労働省
神奈川労働局労働基準部労災補償課分室

所在地 ： 神奈川県横浜市中区南仲通3-32-1

建 物 ： 延455.49㎡

④ 官署名 ： 厚生労働省
神奈川労働局横浜わかものハローワーク

所在地 ： 神奈川県横浜市中区本町4-40

建 物 ： 延144.19㎡



 

 

 

 

 

 

 

平成 23～30年度監査における 

指摘事案のフォローアップ状況 

(関東財務局) 



平成23～30年度監査における指摘事案のフォローアップ状況

関東財務局では、監査における指摘事案について、是正・改善の促進を図るため、毎年度、
進捗状況を把握し、財産を管理する各省各庁に対し予算措置状況の聴取や必要な指導を行う
など、フォローアップを実施しています。

≪令和元年度末現在におけるフォローアップの状況≫
平成23年度から30年度監査における指摘事案の件数は、累計189件(前年度から平成30

年度指摘分30件が増加）であり、このうち是正・改善が図られた件数は、128件（令和元年度
中に是正・改善した件数は33件）、是正未済の件数は、61件となり、進捗率は67.7％（前年度
（58.5％）と比べ9.2％の改善）となりました。

平成23～30年度監査における指摘事案の是正・改善状況

進捗率

62 20 17 22 11 6 21 30 189 －

55 12 8 17 0 5 14 17 128 67.7

うち
令和元年度中
是正件数

3 0 0 9 0 1 5 15 33 －

7 8 9 5 11 1 7 13 61 32.3

各年度指摘件数

是正済件数累計

是正未済件数

(単位：件、％）

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

令和元年度末
累計

平成
30年度



指摘事案のフォローアップ事例

非効率使用となっている合同庁舎に民間建物を借受している官署を移転入居させ、
国の庁舎の有効活用と民間借受の解消を実施。 (埼玉県さいたま市）

 令和元年9月 合同庁舎の設備工事完了・移転入居

 令和元年12月 借受庁舎の原状回復工事完了・借受解消

【対象財産の概要】

【是正状況】

国土地理院淡色地図

[さいたま新都心合同庁舎１号館]

所 在 地 ： 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

土 地 ： 20,012.99㎡

建 物 ： 建10,074.40㎡/延123,902.48㎡

（SRC-31-2、平成12年1月築）

[借受庁舎]

官署名 ： 環境省関東地方環境事務所

所在地 ： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

建 物 ： 延1,242.90㎡

【指摘内容】

さいたま新都心合同庁舎１号館は、入居官署の専用部分等の一

部に非効率な使用実態が認められた。

一方、近隣には民間建物を借り受けている関東地方環境事務所

が所在している。

よって、さいたま新都心合同庁舎1号館の入居官署から約950㎡

の返還を受け、共用会議室を再配置したうえ、関東地方環境事務

所を移転入居させ、非効率使用の改善と借受解消を図る必要があ

ると指摘したもの。

移 転

移 転

国土地理院地図を加工して作成

余剰

さいたま新都心合同庁舎1号館

【非効率使用の改善】

民間建物

関東地方環境事務所

【借受解消】


