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第７８回国有財産九州地方審議会 

 

 

【福岡：森山管財総括第一課長】 

 お待たせいたしました。定刻になりましたので、はじめさせていただきま

す。 

私は、本日の進行役を務めさせていただきます福岡財務支局管財総括第一

課長の森山でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本審議会は、熊本市と福岡市とで基本的には交互に開催させていただいて

おります。今回は福岡市での開催ということでございますが、委員の皆様に

は、感染症対策へのご協力ありがとうございます。また、遠方からお越しい

ただいた委員の皆様方におかれましては、ご足労をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

なお、ご出席いただいております皆様のご紹介につきましては、前回が委

員改選後の初の開催ということでございましたので、皆様をご紹介させてい

ただきましたが、本日は、前回ご出席いただけなかった委員の方のみご紹介

させていただきます。他の方につきましては、お手元の配席図にてご確認を

いただきたいと存じます。 

それではご紹介します。九州電力株式会社代表取締役社長執行役員 池辺

和弘様でございます。 

 

【池辺委員】 

池辺でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【福岡：森山管財総括第一課長】 

続いて、株式会社熊本日日新聞社論説委員長 泉潤様でございます。 

 

【泉委員】 

泉でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【福岡：森山管財総括第一課長】 

なお、株式会社九州不動産鑑定所の青木委員、社会福祉法人州鵬会の吉元

委員におかれましては、本日ご都合により、リモートでご出席いただいてお

りますので、ご報告させていただきます。 

青木委員、吉元委員、よろしくお願いいたします。 
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【青木委員、吉元委員】 

 よろしくお願いいたします。 

 

【福岡：森山管財総括第一課長】 

また、本日の審議会開催につきましては、事前に報道機関向けに案内を行

いましたところ、取材の申し入れがございましたので、これから、審議に入

るまでの間、カメラによる撮影等を認めたいと存じます。皆様には、ご協力

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、報道機関の案内をお願いします。 

 

（報道機関入室・写真等撮影開始） 

 

【福岡：森山管財総括第一課長】 

それでは、これより柴戸会長に議事の進行を、お願いしたいと存じます。 

柴戸会長、よろしくお願いいたします。 

 

【柴戸会長】 

 会長の柴戸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方には大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござ

います。 

ただいまから、第７８回国有財産九州地方審議会を開催いたします。 

本日の会議につきましては、お手元の会議次第により進めて参りたいと思

います。 

最初に、本会議の成立について、事務局から報告をお願いします。 

 

【福岡：森山管財総括第一課長】 

 ご報告いたします。 

本審議会の委員数は１４名でございますが、本日は１４名全員のご出席を

いただいておりますので、当然ではございますが、本審議会は有効に成立し

ておりますことを、ご報告させていただきます。 

 

【柴戸会長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、審議に先立ちまして、九州財務局 石川局長からご挨拶をお

願いいたします。 
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【石川九州財務局長】 

 九州財務局長の石川でございます。 

第７８回国有財産九州地方審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申

し上げます。 

参集形式での開催としては、令和２年１１月開催の第７５回審議会以来で

ございまして、およそ１年半ぶりでございます。柴戸会長をはじめ委員の皆

様方におかれましては、大変お忙しい中、出席を賜りまして誠にありがとう

ございます。 

 また、平素から国有財産行政をはじめ、財務局の業務全般にわたりまし

て、格別のご理解、ご指導を賜り、この場をお借りしまして厚く御礼申し上

げます。 

今回お諮りする事項は、福岡市に所在する留保財産４件の利用方針の策定

等についてでございます。 

 令和元年１１月開催の第７４回審議会におきまして、留保財産の選定基準

と具体的な留保財産の選定につきまして答申をいただいてから、順次利用方

針案の策定を進めて参りました。利用方針案の内容についてご審議いただく

のは、本会議では今回が初めてになります。 

本日頂戴するご意見等を踏まえ、国有財産の中でも特に重要度の高い留保

財産が、地元のニーズ等を十分勘案しながら、有効活用あるいは最適利用が

図られるよう努めて参りたいと考えておりますので、ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

以上、簡単ではございますが、審議会開催にあたりまして、挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【柴戸会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、これから審議に入ります。 

 

【福岡：森山管財総括第一課長】 

この後審議に入りますので、報道機関による審議会冒頭のカメラ撮影はこ

こまでとなります。報道機関の皆様にはたいへん恐縮ですが、ご退室をお願

いします。 

 

（報道機関退出） 

 

 



 
 

4 

 

【柴戸会長】 

それでは、諮問事項の審議に入りたいと思います。 

本日、ご審議いただきます事案は、お手元の諮問書に記載のとおりでござ

います。 

福岡財務支局から説明いただきまして、その後一括して質問をお受けした

いと思います。 

それでは、説明をお願いします。 

 

【福岡：小川管財部長】 

 福岡財務支局管財部長の小川でございます。よろしくお願いいたします。 

 恐れ入りますが、着席してご説明させていただきます。 

スクリーンをご覧ください。 

（表紙） 

諮問事項は、「福岡市博多区麦野及び板付、中央区舞鶴並びに南区野多目に

所在する留保財産の処理について」でございます。こちらにつきましては、

まず一つ目として、各留保財産の利用方針を策定することについてご説明さ

せていただいた後、二つ目として、これら利用方針を策定する財産につい

て、福岡市が公募によって選定する社会福祉法人に特別養護老人ホーム等敷

地として定期借地権による貸付けを行うことにつきまして、ご説明させてい

ただきます。 

それでは、一つ目の利用方針の策定につきまして、ご説明させていただき

ます。 

（２ページ） 

まず、留保財産の概要について、ご説明させていただきます。 

 「留保財産」とは、有用性が高く希少な国有地について、将来世代におけ

る行政需要や地域ニーズに対応していく観点から、所有権を国に留保し、定

期借地権による貸付けを行うことで有効活用、最適利用を図ることとした財

産でございます。 

留保財産の選定基準につきましては、画面に表示したとおりとなっており

ます。 

（３ページ） 

 福岡市内に所在する留保財産の概要でございます。 

 福岡市内には留保財産として７つの財産が所在しております。 

これら７つの財産のうち、①の博多区麦野所在の旧福岡維持出張所、②の

博多区板付所在の旧九州管区警察学校宿舎、③の中央区舞鶴所在の旧福岡法

務合同庁舎、④の南区野多目所在の旧合同宿舎野多目住宅、の以上４財産
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が、今回諮問する対象財産でございます。 

（４ページ） 

こちらが、福岡市内に所在する留保財産の位置図でございます。赤く示し

ている財産が、今回諮問する４財産の位置でございます。 

（５ページ） 

次に、各財産の概要でございます。 

①の博多区麦野の財産は、西鉄天神大牟田線「雑餉隈駅」の北方約１．０

㎞の位置にあり、東側は県道、西側は市道に接しております。用途地域は準

工業地域で、建ぺい率６０％、容積率２００％となっております。 

（６ページ） 

②の博多区板付の財産は、ＪＲ鹿児島本線「笹原駅」の北東約１．０㎞の

位置にあり、北西側は国道２０２号線に接しております。用途地域は第一種

住居地域と第二種住居地域で、建ぺい率６０％、容積率２００％となってお

ります。 

（７ページ） 

③の中央区舞鶴の財産は、福岡市営地下鉄「赤坂駅」の北西約０．２㎞の

位置にあり、北側及び西側は市道に接しております。用途地域は商業地域

で、建ぺい率８０％、容積率４００％となっております。 

（８ページ） 

④の南区野多目の財産は、西鉄天神大牟田線「大橋駅」の南西約２．１㎞

の位置にあり、南側及び東側は市道に接しております。用途地域は第二種住

居地域で、建ぺい率６０％、容積率２００％となっております。 

（９ページ） 

続いて、留保財産の処理に関する事務フローについてご説明いたします。 

 留保財産につきましては、地方公共団体との議論や民間のニーズ調査を踏

まえて、その利用方針案を作成することとされております。そして、利用方

針案を本審議会でご了解いただけましたら、各留保財産の利用方針として決

定させていただきます。 

それでは、当局がこの事務フローに沿ってこれまで実施した地方公共団体

との議論や民間ニーズ調査の内容についてご説明いたします。 

（１０ページ） 

こちらが、これまでの主な経緯の全体像でございますが、令和２年７月か

ら、福岡県及び福岡市に都市計画上の制限などの確認を行い、各財産の前提

条件を整理しました。その後、令和２年１２月から、民間へのニーズ調査を

行い、その結果も踏まえ、福岡県及び福岡市と議論を行い、途中、社会福祉

法人に対する介護施設開設の意向調査を行いながら、利用方針案の検討を行
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ってきたところでございます。それでは、これらの具体的な内容についてご

説明させていただきます。 

（１１ページ） 

民間ニーズ調査についてご説明します。 

調査につきましては、令和３年２月から３月にかけまして各民間事業者へ

のヒアリングを実施しまして、４月に調査結果を公表したところです。 

民間事業者からの主な意見としましては、まず福岡市内における不動産市

場の動向に関しまして、人口増加傾向が続く一方、高齢化の進展も予想され

ることから、小売店・飲食店の出店及び介護施設の需要は今後も継続してい

くものと考えられるという意見や、老人ホームなどの広い土地を要する用途

では、中心部に近づくほどまとまった土地がない状況という意見がありまし

た。 

また、個別の留保財産に係る主な意見として、例えば、市中心部に所在す

る③の中央区舞鶴の財産の地域特性は、居住人口が多く高齢者も多いが、人

口の割に小売店舗や居住系介護施設が少ない地域となっており、想定される

用途は、小売店舗や事業所、居住系介護施設などといった意見がございまし

た。その他の財産についても、それぞれ記載しているような地域の特性を踏

まえた想定される用途の意見がございました。 

（１２ページ） 

 こうした民間ニーズ調査結果を踏まえつつ、留保財産の利活用に係る意見

を集約することを目的に、関係地方公共団体である福岡県及び福岡市との協

議を令和３年４月から重ねて参りました。 

この協議の際に出てきた意見について、福岡県からは特に意見はございま

せんでしたが、福岡市からは、直接の利活用の要望はないものの、高齢者数

の増加などを踏まえ、市として特別養護老人ホーム等の施設整備目標を掲げ

て、事業者による施設整備を募集している中、近年の応募状況は低調となっ

ているとの意見がありました。 

（１３ページ） 

これら、福岡市の意見や民間ニーズ調査結果を踏まえまして、改めて、当

局において、福岡市内で介護施設を運営している社会福祉法人に対しまし

て、留保財産を活用した介護施設の開設について意向調査を実施いたしまし

たところ、４財産それぞれにおいて、介護施設を開設したいとの意向が示さ

れました。 

福岡市からは、この調査結果も踏まえ、４財産に介護施設の導入を要望す

る旨の意見が当局に提出されたところでございます。 
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（１４ページ）  

次に、地方公共団体からの意見も踏まえ、利用方針案の作成に向けて行っ

た検討について、ご説明させていただきます。 

 まず、福岡市における高齢化の現状や今後の見通しなどについてですが、

福岡市における６５歳以上の高齢者数は、令和元年９月末時点、３３万６千

人で高齢化率は２１．６％となっております。 

また、将来推計では、福岡市の高齢化率は令和７年には２３．４％、令和

２２年には２９．７％になり、うち後期高齢者は令和７年には令和元年の約

１．３倍、令和２２年には約１．７倍になると予測されておりまして、今

後、高齢化が一層進展するとともに、後期高齢者の急増が見込まれていま

す。 

（１５ページ） 

こうした状況も踏まえ、福岡市では、令和３年度から５年度を計画期間と

する「第８期介護保険事業計画」を策定しておりまして、この計画では特別

養護老人ホーム２４０人分を整備することとしておりますが、令和３年度の

募集に応募がなかったため、現時点において１２０人分しか整備ができてい

ない状況でございます。 

こうした中、４月に公表されました福岡市の「令和４年度特別養護老人ホ

ーム開設事業者募集要項」によると、今年度の募集定員は２２０人分となっ

ており、内訳としては、整備期間が令和５年度から６年度の２か年事業とな

る「広域型」が１００人分程度、整備期間が令和５年度の単年度事業となる

「地域密着型」が１２０人分程度、となっているところでございます。 

次に、国において進めている介護施設整備に関する国有地活用策について

ご説明させていただきます。 

（１６ページ） 

国においては、「介護離職ゼロ」の実現に向けた一つのツールとして、用地

確保が困難な都市部等での介護施設整備を促進することとされており、これ

を受け、財務省では、国有地の積極的な活用を進めるため、福岡県を含む全

国８都府県では、定期借地貸付料の減額などの国有地活用策を実施しており

ます。 

なお、定期借地貸付料の減額措置については、その適用期限が令和７年度

末までとなっております。 

（１７ページ） 

以上を踏まえ、利用方針案の作成に向けた検討結果としましては、福岡市

における介護をめぐる現状と課題、そして、介護施設整備に係る国有地活用

を踏まえまして、４つの留保財産の利用方針案を公共随契対象施設である
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「介護施設」とするものでございます。なお、先ほどご説明しました通り、

介護施設整備促進のために実施している貸付料減額措置の適用期限が令和７

年度末までとなっていることから、今回諮問する利用方針案については、採

択の可能性がないと判断される場合を除き、令和７年度まで維持したいと考

えております。 

（１８ページ） 

 改めて、前半ご紹介した事務フロー図を見ますと、利用方針①の「公共随

契対象施設」となり、本審議会で、適当と認められましたら、正式に利用方

針として決定されることとなります。 

 以上で、利用方針の策定についてのご説明を終わらせていただきます。 

（１９ページ） 

続きまして、二つ目の、「本財産を福岡市が公募によって選定する社会福祉

法人に対して特別養護老人ホーム等敷地として定期借地権により貸付けを行

うことについて」ご説明させていただきます。 

（２０ページ） 

こちらにつきましては、先ほどご説明した利用方針となった場合の処理方

針について、ご説明させていただきます。 

利用用途を公共随契対象施設である特別養護老人ホームなどの「介護施

設」とします。契約相手方は福岡市が公募によって選定する社会福祉法人、 

契約方法は随意契約、処理方法は時価貸付としますが、貸付料は貸付始期か

ら１０年間は、財務省通達に基づき５割を限度として減額し、定期借地期間

は５０年以上といたします。 

最後に、今後の処理スケジュールについてご説明いたします。 

（２１ページ） 

福岡市では、毎年、特別養護老人ホームなどの公募を行っております。 

今年度は、４月から公募を行っておりまして、特別養護老人ホームについて

は、８月末まで応募を受け付けております。社会福祉法人は、応募期限まで

に、当局に対し、留保財産の貸付要望書を提出したうえで、福岡市に応募書

類を提出することになります。その後、福岡市の選定委員会において、審査

が行われ、留保財産の貸付を要望する社会福祉法人が採択された場合は、当

該法人を留保財産の貸付相手方として決定します。以降、当局との間で契約

手続きを進め、令和５年の４月までに定期借地契約を締結したいと考えてお

ります。その後、社会福祉法人において工事を実施し、特別養護老人ホーム

の場合は令和６年度までに開設することとなります。 

簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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【柴戸会長】 

 ありがとうございました。 

只今ご説明がございました、福岡市博多区麦野、板付、中央区舞鶴、南区

野多目に所在する留保財産の処理につきまして、ご質問、ご意見等がござい

ましたらご発言をお願いいたします。 

 

【大貝委員】 

 １７ページにございますが、福岡市における介護を巡る現状と課題のとこ

ろの最後に、特別養護老人ホームの公募や採択状況が低調だとありますが、

理由を教えていただければと思います。 

 

【福岡：小川管財部長】 

ありがとうございます。 

先ほどの説明の中でも申し上げましたが、市の中心部でこういった介護施

設に適した用地が少ないという意見が、民間ニーズ調査の中で出ておりまし

た。そういうところから、なかなか適した土地がないということが要因では

ないかと思われます。 

 

【大貝委員】 

応募する場合は、土地をある程度示したうえで応募されるので、土地が少

ないというか、都心になかなか土地が見つからないということとは少し違う

気がします。採択状況が低調というところで、確かに介護は増えています

が、高齢化率が２０４５年で頭打ちになる以降のこととか、特に小規模施設

がきついのかもしれませんが、金融機関なども介護保険関係の施設に対して

はなかなか融資してくれないという話も少し聞いたことがありましたので、

そういうところもあるのかなと思って質問しました。 

 

【福岡：小川管財部長】 

ありがとうございます。 

福岡市の整備目標、資料１５ページですが、第７期と第８期の整備目標量

を見ますと、若干減っている状況でございますので、大貝委員がおっしゃら

れた先行きの見通しなども勘案しながら、福岡市において目標を設定されて

いるものと思われます。 

いずれにしましても、今回、介護施設に留保財産を活用していただけれ

ば、事業者といたしましても施設の整備が図りやすいのではないかと思って

おります。また、国有地の活用にあたっては、定期借地貸付料の減額措置と
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いったようなことも実施しております。このようなことを踏まえまして、こ

れまで適地が見つからなかった事業者にとりましても、より活用しやすい財

産となっておりますので、今回の利用方針案とさせていただいたところでご

ざいます。 

 

【柴戸会長】 

よろしいでしょうか。 

 

【大貝委員】 

  はい。 

 

【柴戸会長】 

それ以外にご質問があればお願いします。 

 

【田中委員】 

 この契約では、結果的に福岡市が選んだところと契約するということです

が、福岡市が選定する段階で、国側から意見を申し上げたり、何か確認をし

たりする手続きはないのでしょうか。 

 

【福岡：小川管財部長】 

ありがとうございます。 

福岡市の方では、有識者による選定委員会において審査されることとなっ

ておりまして、そのプロセスに財務局の方が関わるということではございま

せん。第三者の目で、介護事業者の財務の健全性や計画の実行性といったと

ころを見ていただくこととなろうかと思います。 

国側としましては、私どもの方に貸付要望書が提出されますので、そちら

のほうで公共随契の対象となる施設かどうか、定期借地貸付料減額の対象と

なる施設かどうかという点については確認させていただきますが、採択され

るプロセスにおいて、私どもが関与するということはございません。 

 

【田中委員】 

  ありがとうございました。 

 

【柴戸会長】 

ほかにご質問があればお願いします。 
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【西村委員】 

確認でございます。 

１６ページの貸付料の減額措置ですね。全国８都府県でなさっていますけ

ども、これの適用期限が令和７年度末となっておりますが、これは７年度末

までに申請があれば、それ以降もある程度の期間は減額措置が適用されるの

でしょうか。それとも７年度までの分が減額されるということでしょうか。 

 

【福岡：小川管財部長】 

ありがとうございます。 

こちらは、７年度末までに貸付相手方へ決定通知を出した場合に適用する

ことになりますので、その後の貸付期間１０年間、減額措置が適用されるこ

とになります。 

 

【柴戸会長】 

ありがとうございました。 

それ以外にもご質問があればお願いします。 

 

【笠原委員】 

  「利用方針の策定について」という諮問事項について、公共随契対象施設

の介護施設とすることと、その理由について説明いただきました。更に、随

契ではありますが、福岡市が公募で選定した社会福祉法人に対して貸付を行

うこと、即ち、福岡市が透明性をもって選定するということですので、一定

の透明性が確保されると考えますし、先ほど田中委員がおっしゃったよう

に、福岡市が独立して審査していくということが分かりました。しかしなが

ら、そのプロセスの結論として、例えば関西で過去にあった処分の事例で、

いろいろと問題になったような、不適切な相手方であった場合や、不当に低

い価格で応じてしまったというような場合は、この審議会にはフィードバッ

クされないというか、後で報告はされるかもしれませんが、判断はしないと

いうことだと考えますので、どなたがどういった責任で判断していくのか、

或いは、あまりにも安い場合にはどうするのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 

【福岡：小川管財部長】 

ありがとうございます。 

まず、相手方を選定する福岡市としましては、様々な審査項目、財務状況

等も含めて審査される中で、介護施設整備に相応しい法人が選ばれるものと
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思っております。また、価格の話につきましては、今回は貸付料ということ

になりますが、当局が不動産鑑定士に評価依頼を行ったうえで予定価格を決

定いたします。そして、採択された社会福祉法人との間で必ず見積合わせを

行なって決定することとなっており、予定価格以上で必ず契約することにな

りますので、価格についても、そういった問題は現在では起きないような形

で契約することとなっております。 

 

【笠原委員】 

  たいへんよくわかりました。ありがとうございました。 

 

【柴戸会長】 

では次、お願いします。 

 

【泉委員】 

２１ページのスケジュールのところで、既に社会福祉法人の応募手続きが

４月から始まっていますが、今日、利用方針が決まると思いますが、その前

に、既に応募手続きが始まっているということでしょうか。 

 

【福岡：小川管財部長】 

ありがとうございます。 

応募の期間というのは、２１ページの資料にございますとおり、福岡市に

おいて、４月から８月末までとされています。当然、留保財産以外の土地を

活用して施設開設を考えておられる社会福祉法人の受付は始まっているとこ

ろでございます。 

 

【泉委員】 

ということは、今回の留保財産については、利用方針が策定されてから事

業者へ提示されることになるわけですね。 

 

【福岡：小川管財部長】 

はい、今回決定していただきましたら、介護施設として活用いただける財

産となりますので、これから提示させていただくこととなります。まだ８月

末まで３か月強ございますので、応募の期間としては十分にあろうかと思っ

ております。 
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【泉委員】 

  はい、わかりました。 

 

【柴戸会長】 

ありがとうございました。 

それ以外にご質問ございますでしょうか。 

 

【遠矢委員】 

街の中心部に土地が少なくて、なかなか介護施設ができにくいというお話

しでしたが、今回ですと、法務局跡の中央区舞鶴が中心部ということだと思

いますが、民間ニーズ調査の内容によりますと、小売店舗や事業所、クリニ

ックやこれらの複合施設などがあります。今後契約する際は、福岡市が選ん

だ社会福祉法人となりますが、これは介護施設に用途を限定するのか、それ

とも、例えば、マンションなど他のものと組み合わせた施設も考えられると

思うんですが、そういうものも認めるということになるのでしょうか。 

 

【福岡：小川管財部長】 

ありがとうございます。 

今回は、公共随契で契約しますので、公共随契の対象となる施設であれば

可能となります。先ほど遠矢委員がおっしゃられた店舗やマンションなどは

認められないことになります。 

 

【柴戸会長】 

よろしいでしょうか。 

ほかご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

いろいろとご質問・ご回答いただきましたが、ほかにご質問等もないよう

でございますので、よろしければ諮問どおりに答申することと決定したいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（委員からの「異議なし」との声） 

 

【柴戸会長】 

ありがとうございました。 

 それでは、本日の諮問事項につきましては、諮問のとおり答申することが

適当と決定されましたので、九州財務局長に対しまして、答申書をお渡しす

ることといたします。 
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 （柴戸会長、答申書にご署名） 

 

【柴戸会長】 

 続きまして、報告事項について事務局から説明をお願いします。 

 

【九州：内田管財部長】 

九州財務局管財部長の内田でございます。 

 恐れ入りますが、着席してご説明させていただきます。 

報告事項といたしまして、「国の庁舎の使用調整」について、九州財務局、

福岡財務支局、それぞれよりご説明させていただきます。 

お手元の報告資料１ページ、またはスクリーンをご覧ください。 

使用調整とは、既存庁舎等の効率的な使用を推進する観点から、庁舎等の

空きスペース等について省庁横断的な入居調整等を行うものであり、これに

より、既存庁舎の余剰解消による有効活用のほか、単独庁舎の用途廃止によ

る売却可能財産の創出、借受庁舎の解消による借受費用の縮減、といった財

政効果を生み出すものです。 

調整対象面積が２,０００㎡以上の場合は、「国の庁舎等の使用調整等に関

する特別措置法」第４条に基づき、財務大臣が財政制度等審議会国有財産分

科会に付議した上で、「使用調整計画」を策定することとされておりますが、

調整対象面積が２,０００㎡未満の場合は、国有財産法第１０条に基づき、財

務局長が入居調整等の必要な措置を求めることとされており、これを「１０

条調整」と呼んでおります。１０条調整を行った場合は、事後に国有財産地

方審議会へ報告することとされております。 

本日の報告は、令和３年１２月開催の第７７回審議会以降に行いました１

０条調整の事案が対象となりますが、九州財務局管内分において、令和３年

１１月に調整を行った事案１件については、報告が未了となっておりました

ので、今回あわせて報告いたします。 

資料２ページをご覧ください。 

 まず、九州財務局管内の事案３件、いずれも鹿児島県内の事案でございま

す。 

資料３ページをご覧ください。 

まず、志布志港湾合同庁舎の事案でございます。当該庁舎は、過去の国有

財産監査において余剰が確認されておりましたが、周辺に入居調整可能な官

署がなく、非効率な使用状態が続いておりました。今回、志布志市内に所在

する志布志森林事務所から、単独庁舎の老朽化による建替えの要望があった

ことを受け、志布志港湾合同庁舎の有効活用を図るため、当該庁舎の余剰部
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分に、志布志森林事務所を移転入居させる調整を行ったものでございます。 

 資料４ページをご覧ください。 

次に、鹿児島国道事務所鹿児島維持出張所の事案でございます。当該庁舎

は、現在、余剰部分の一部を鹿児島労働局の書庫として使用しております

が、更なる有効活用を図るため、今回、鹿児島労働局が外部書庫として民間

借受しているトランクルームの保管文書を鹿児島維持出張所に移転させる調

整を行ったものでございます。この調整により、トランクルームの借受は解

消され、年間の借受費用約２０８万円が削減される見込みとなっておりま

す。 

資料５ページをご覧ください。 

 最後は、種子島合同庁舎の事案でございます。当該庁舎は、入居官署の退

去により余剰が生じておりましたが、今回、九州地方整備局において、令和

４年７月に「西之表港湾事務所」の官署新設が予定されており、新たな庁舎

需要に対し、種子島合同庁舎の有効活用を図るため、当該合同庁舎の余剰部

分に、新設される事務所を入居させる調整を行ったものでございます。 

 九州財務局の報告は以上になります。 

続きまして、福岡財務支局管内の事案１件について、ご説明します。 

 

【福岡：小川部長】 

 福岡財務支局の小川でございます。 

続きまして、福岡財務支局管内の事案１件について、ご説明いたします。 

 資料７ページをご覧ください。 

 福岡合同庁舎は過去の国有財産監査において余剰が確認されておりました

が、九州地方整備局において、令和４年４月に「九州道路メンテナンスセン

ター」を新設することとなり、新たな庁舎需要に対応し、福岡合同庁舎の有

効活用を図るため、合同庁舎の余剰部分に当該センターを入居させる調整を

行ったものでございます。 

ご報告は、以上でございます。 

 

【柴戸会長】 

只今の報告事項につきまして、ご質問、ご意見等あればお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

それでは、これをもちまして、本日の審議及び報告は終了させていただきま

す。 

 最後に、福岡財務支局の谷口支局長からご挨拶をお願いいたします。 
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【谷口福岡財務支局長】 

 福岡財務支局長の谷口でございます。 

委員の皆様におかれましては、長引く感染症の影響で大変な状況と拝察い

たします。 

当審議会におきましても、持ち回りやＷＥＢ会議方式での開催など、皆様

には大変なご不便をお掛けして参りましたが、今回は感染症対策にご協力を

いただきながら、無事に対面にて開催できましたこと、皆様のご理解とご協

力に改めまして感謝申し上げます。  

本日の審議会では、当福岡財務支局管内の事案につきましてご審議いただ

きご承認をいただきました。誠にありがとうございました。本日の答申に基

づきまして、各財産が地域の介護に有効に活用されるよう、適切に処理を進

めて参りたいと存じます。 

また、本日お諮りした４カ所以外の留保財産につきましても、九州財務

局、福岡財務支局それぞれにおいて、関係先と協議しながら鋭意利用方針案

の策定を進めているところでございまして、順次当審議会へお諮りしていく

所存でございますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

最後になりますが、委員の皆様には、今後とも財務行政全般にわたりまし

て、ご指導、ご助言を賜りますようお願い申し上げまして、お礼の挨拶とさ

せていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 

【柴戸会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、本日の審議会を閉会とさせていただきま

す。 

 委員の皆様方には、私も聞きたかった質問をしていただきましたし、事務

局からも的確なお答えをいただきありがとうございました。 

 なお、本日の審議結果につきましては、従来どおり議事録等を公表するこ

ととしております。詳細につきましては、私から事務局に指示した上で、対

応することでご了解いただきたいと思います。 

 それでは、事務局にお返しをいたします。 

 

【福岡：森山管財総括第一課長】 

 柴戸会長及び委員の皆様、どうもありがとうございました。 

先ほど、柴戸会長から議事録の公表についてご説明がございましたが、本

日の議事録につきましては、事前に委員の皆様にご確認いただいた後、九州
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財務局及び福岡財務支局のホームページにて公開することとなっております

ので、ご了承をお願いいたします。 

最後に、本日の配布資料でございますが、そのままお持ち帰りいただいて

も結構ですが、後日当局より郵送にてお送りすることも可能でございます。 

郵送をご希望される場合は、机に置いたままでお帰りいただきますようお

願い申し上げます。 

 

以上で、本日の審議会は終了でございます。本日は誠にありがとうござい

ました。 

（了） 

                           


