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第１０７回国有財産東北地方審議会 

議  事  録 

 

〔審議会日程〕 

 開催日時    令和元年１２月１２日（木） 

         午後１時２６分～午後２時３２分 

 開催場所    東北財務局第一会議室 

 

〔１．開  会〕 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 それでは、お揃いとなりましたので、ただいまから第１０７回国有財産東北地方審議

会を開催いたします。 

 本日の進行役を務めます管財総括第一課長の渡辺でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 皆様のお手元に委員名簿をお配りしてございますが、本日、折腹委員、増田委員、山

田委員が所用により欠席されまして、本日の審議会は総数１２名のうち９名の御出席を

いただいております。これは、国有財産法施行令第６条の８の規定に定めます「委員の

半数以上の出席で会議を開き、議決する」という要件を満たしておりますことから、本

審議会が有効に成立しておりますことをまずもって御報告いたします。 

 

〔２．財務局長挨拶〕 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 それでは、当審議会の開催に当たりまして、東北財務局の原田局長より御挨拶を申し

上げます。 

 

○原田東北財務局長 

 原田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 当審議会の開催に当たりまして一言御挨拶申し上げます。 

 本日、委員の皆様方にはお忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございま

す。 

 また、日ごろから国有財産のみならず、財務・金融行政全般に渡りまして格別な御理

解と御協力を賜っておりますことに対しまして、この場を借りて厚く御礼を申し上げま

す。 

 まず初めに、１０月に発生しました台風１９号、東北地方を含む広い範囲で記録的な

大雨をもたらし、各地で河川の氾濫が相次ぐなど甚大な被害が発生したところです。被

災された方々に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。 

 東北財務局では、本件の対応といたしまして、国有財産関係では、被災者向けに国家
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公務員住宅の無償提供、災害対応に資する国有地の活用の取り組みを行っているほか、

金融関係では金融機関に対しまして預金の払い戻しなどに当たり、被災者に寄り添った

柔軟な対応を要請しているところでございます。 

 また、被災市町村へ当局職員を派遣しまして、避難所の運営補助、被災者支援制度の

申請書類審査、罹災証明書発行手続等について支援を行っております。 

 さらに、災害復旧事業費査定立会についても公共土木施設、農地・農業用施設等、多

大な申請件数に対応すべく、今まさに組織を挙げて取り組んでいる最中でございます。 

 さて、御案内のとおり、当審議会は国有財産法に基づき設置され、国有財産の管理処

分の適性を期するために、委員の皆様方から御意見を賜り、御審議をいただく場でござ

います。 

 本日御審議をいただく事項は２つございます。１つ目は、国が所有権を留保すべき財

産の選定基準について。それから２つ目は、国が所有権を留保すべき財産の選定につい

てでございます。委員の皆様方におかれましては御審議のほど、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 この後、御審議いただく諮問事項に関連し、最近の国有財産をめぐる動きについて、

御報告させていただきたいと思います。 

 内容は、「新たな国有財産行政について」でございます。本年６月、財務大臣の諮問機

関である財政制度等審議会国有財産分科会におきまして、国有財産行政としては１３年

ぶりとなる答申が取りまとめられました。その概要は、人口減少・少子高齢化等の社会

経済情勢の変化や、国有財産の状況の変化に対応した国有財産の更なる最適利用であり、

令和の時代にふさわしい新しい行政の方向性が示されております。 

 内容といたしましては、将来世代にも裨益する管理処分の多様化、将来に続く行政イ

ンフラの強靭化、将来を見据えた管理の効率化であり、多面的な観点から国有財産の最

適利用を追求していくこととされております。 

 本日御審議いただきます留保財産については、個々の財産の状況等も踏まえ、地域に

とって有用性が高く希少な国有財産については、将来世代につないでいくためにも売却

せずに保有し続けながら、これまで以上に多様な形で最適利用をしていくこととしてお

ります。現場の財務局といたしましては、新たな国有財産行政を円滑に進めて参りたい

と考えております。 

 本日、これらの御審議に当たり委員の皆様方から有益な御意見などを頂戴し、国有財

産行政に活かしてまいりたいと考えておりますので、忌憚のない御意見をいただければ

と思います。 

 以上、簡単ではございますが、私の御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

〔３．会長挨拶〕 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 それでは、御審議いただきます前に、海輪会長より御挨拶をいただきたいと存じます。 
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○海輪会長 

 会長の海輪でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 国有財産東北地方審議会は、東北財務局長の諮問を受けまして、国民共有の財産であ

ります国有財産をいかに有効かつ効率的に活用していくかということを審議する大変重

要な会議でございます。 

 会長といたしましては、本審議会の使命を果たすために円滑な議事運営に努めて参り

たいと思いますので、委員の皆様におかれましては、これまで同様、活発な御議論を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、本審議会は、審議会規則により議事録の公開を前提としております。このため、

後日、事前に皆さんに御確認をいただいた上で、東北財務局のホームページに内容を公

開することとなっております。 

 また、本日の審議結果につきましては、審議会終了後に概要を記者発表する予定との

ことですので、あらかじめ御了解を願います。 

 それでは、本日はよろしくお願いいたします。 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ここで原田局長より海輪会長へ諮問書をお渡ししたいと存じます。 

〔諮問書を手交〕 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 それでは、これより審議に入りたいと存じます。 

 本日の諮問事項は２件ございまして、１件目が「国が所有権を留保すべき財産の選定

基準について」、２件目が「国が所有権を留保すべき財産の選定について」でございます。 

 また、報告事項は２件ございます。 

 それでは、以降の議事進行は会長にお願いしたいと存じます。海輪会長、よろしくお

願いいたします。 

 

〔４．諮問事項審議〕 

 

 諮問事項１ 

 「国が所有権を留保すべき財産の選定基準について」 

 

○海輪会長 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 事務局から諮問事項１の説明をお願いいたします。 

 

○安田管財部長 
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 管財部長の安田でございます。 

 既に御案内申し上げておりますとおり、本日御審議をお願いいたします諮問事項は、

２件でございます。 

 １件目は、「国が所有権を留保すべき財産の選定基準について」。２件目は１件目でお

諮りさせていただいた選定基準に当てはまる財産について、具体的に国が所有権を留保

すべき財産を選定いただきたいと考えております。 

 それでは、１件目の諮問事項でございます、国が所有権を留保すべき財産の選定基準

について御説明させていただきます。 

お手元の資料２ページでございます。 

 本年６月に東京で開催されました財政制度等審議会国有財産分科会において、国有財

産の最適利用に向けての提言がなされました。そのうちの１つが、本日の諮問事項に関

連する「国有財産の更なる有効活用について」でございます。 

 初めに、今回の諮問事項の背景になります財政制度等審議会国有財産分科会における

提言の概要について、まず御説明させていただきます。 

 国有財産の現状を申し上げますと、未利用国有地は財政収入確保のため、国として保

有する必要のないものは、原則として速やかに売却してまいりました結果、未利用国有

地の全体ストックは減少しております。 

 また、地域や社会のニーズに対応した効果的活用を図るため、定期借地権による貸し

付けを推進しておりますが、貸付対象が介護や保育などの単独利用に限定されておりま

した。このため、国有地の希少性が高まっており、人口減少・少子高齢化や国民の価値

観の多様化、働き方の変化など、国有地を取り巻く現状が変化している中においては、

今ある国有地を現代世代のみのために消費し尽くすのではなく、将来の地域・社会のニ

ーズに備える必要があるという課題が、改めて認識されたところでございます。 

資料３ページでございます。 

 そして、このような課題に対する見直し案といたしまして、有用性が高く希少な国有

地については、定期借地権による貸し付けを一層推進することで、売却せずに国が所有

権を留保し、財政収入を確保しつつも有効活用を図っていく。留保財産の有効活用最適

化に当たっては、多様なニーズに対応できるよう、用途を限定せず、利用用途を拡大し

た上で民間へのヒアリング等を通じてニーズの事前調査を行うとともに、地方公共団体

からも意見をお聞きしながら利用方針を策定していくというものでございます。 

 このような国有地の有効活用を進めていくに当たりましては、どのような国有地を留

保財産とするか、という留保財産の選定基準の策定、具体的な留保財産の選定、さらに

選定された留保財産の利用方針の策定について、地域の実情に通じておられる国有財産

地方審議会において、委員の皆様に御審議いただいた上で決定することとされたところ

でございます。 

 資料４ページでございます。 

 次に、財政制度等審議会国有財産分科会において提言のございました、留保財産選定

の考え方について御説明いたします。 

 留保財産とは、有用性が高く希少な土地で、国が留保を検討すべき財産であり、基本
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的には人口が集中し、将来における行政需要や地域・社会のニーズへの対応があり、多

くの人々の利益に資する地域に所在し、かつ民間需要も旺盛で、一度手放すと再取得が

困難となるような土地が考えられます。 

 具体的には、留保財産の選定に当たっては、主に首都圏、近畿圏を初めとして、各地

方の経済・行政の中心となる地域に所在する一定規模以上の国有地を留保財産として選

定すべきと提言されたところでございます。 

 資料５ページでございます。 

 それから、留保財産の規模の考え方については、これまでの保育所や介護施設として

の国有地の活用実績を踏まえますと、単独施設であれば１，０００平方メートルから２，

０００平方メートル程度の規模、複合施設であれば、それ以上の規模が必要とされてお

ります。 

 また、大都市やその周辺地域であるほど民間需要も旺盛となり、需要のあるまとまっ

た土地の入手が困難と見込まれますほか、所有権の留保による将来便益も大きいと考え

られます。 

 こういったことを踏まえまして、東京２３区等の人口集中地区については１，０００

平方メートル以上、それ以外の政令指定都市等、各地方経済や行政の中心となる地域に

おいて、人口が集中するような地域については２，０００平方メートル以上の土地を留

保財産として選定すべきとされたところでございます。 

 さらに、留保財産の選定に当たっては、地域や規模の一定の目安を設けたとしても、

各地域や個々の土地の実情及び特性といった個別的な要因も踏まえまして、具体的に判

断することも必要であるとされたところでございます。 

 資料６ページでございます。 

 留保財産の選定基準の考え方について、具体的にイメージしている地域や規模の目安

を少し申し上げますと、東北では唯一仙台市における２，０００平方メートル以上の土

地が、留保財産の選定基準として考えられると示されているところでございます。 

 なお、仙台市であっても人口が少ない地区に所在する財産については、留保財産の対

象地域から除かれることとなります。 

 資料７ページでございます。 

 繰り返しになりますが、留保財産の決定は、国民共有の財産の取り扱いに係る重要な

ものでございますので、留保すべきか否かの判断は、地域の実情に通じておられる当審

議会において御審議いただいた上で、個々の財産ごとに決定することとされているとこ

ろでございます。 

 以上、財政制度等審議会国有財産分科会における「国有財産の更なる有効活用につい

て」に係る答申・提言の概要について、御説明させていただきました。 

 資料８ページでございます。 

 ここからは、これらの財政審の答申・提言を踏まえまして、東北財務局における留保

財産の選定基準について御審議いただきたく、その案について御説明させていただきま

す。 

 東北財務局における留保財産の選定基準については、財政制度等審議会国有財産分科
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会での提言を踏まえまして、地域「仙台市」において、規模２，０００平方メートル以

上の土地について、留保すべき財産の選定基準とすることを考えております。 

 資料９ページでございます。 

 留保すべき財産の選定に当たっては、仙台市２，０００平方メートル以上を選定の基

準原則としますが、この基準原則に外れているとしても、留保すべき財産として選定す

ることも必要ではないかということで、物件特性、それから地域特性などを踏まえまし

て、個別的要因として留保対象財産に追加可能な要件について設けているものです。 

 資料１０ページでございます。 

 前ページの個別的要因、留保対象に追加する場合とは逆に、地域・規模の基準原則に

該当する財産であったとしても、個別的要因を踏まえ、留保対象財産から除外する要件

について設けているものでございます。 

 これらの個別的要因により留保対象として追加する財産や、逆に留保対象から除外す

る財産については、その都度、当審議会において御審議いただいた上で、個々の財産ご

とに決定することといたします。 

 それでは、諮問事項１、国が所有権を留保すべき土地の選定基準について、御審議の

ほどをよろしくお願い申し上げます。 

 

○海輪会長 

 それでは、ただいまの説明につきまして御意見、御質問等ございましたらお願いをい

たします。 

 

○大友委員 

 留保すべきか留保すべきでないかというのは、一つ一つの財産ごとに決めるというこ

とを理解したんですけれども、今回は議題で２件の財産について紹介されて、留保する

かしないかというのを決めると。２件の財産とは別に、今後もこの土地については留保

するしない、というような議題が、今後また出てくるんでしょうか。 

 

○海輪会長 

 それでは、今の件は、この１番目の議題は、その基準についてこれで妥当かどうかと

いうことで、２番目の議題に具体的な地点のものが出ているわけですけれども、今のご

質問はこの２件に限っているのかと。その後また出てくるのかという御質問ですか。 

 

○大友委員 

 今日の流れをまず事前に資料を見たり、お話ししていただいてわかっていたんですが、

こういう条件の土地というのは実際にもっといっぱいあって、それで個々に審議して決

めるという時のこの基準として出ているので、この基準に沿って今後また、留保したほ

うがいいんじゃないかとか留保しなくてもいいんじゃないかについて、話し合うという

流れなんでしょうか。 
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○海輪会長 

 それでは、今日の議題の流れを説明していただけますか。 

 

○安田管財部長 

 御説明申し上げます。 

 まず、財政制度等審議会国有財産分科会において、今回留保すべき財産、東北地区に

おいては政令指定都市である仙台市において、２，０００平方メートル以上が適当では

ないかという提言がございました。それを受けて今回基準を御検討いただくことになる

わけなんですが、現行のお話を申し上げますと、これは次の諮問事項２のほうにも関連

してくるんですが、現状はどうなっているかということをまず申し上げたほうが御理解

しやすいかと思いますので、ちょっと申し上げさせていただきますと、東北管内におい

て未利用国有地というのは、約２００件ございます。その中で、例えば県庁所在地に絞

ってお話ししますと、県庁所在地に所在する２，０００平方メートル以上の財産という

のは、実は４件しかないんですね。 

 その内容をちょっと申し上げますと、青森市において２件、秋田市において１件、福

島市において１件なんです。その中身を見ますと、不整形地であるとか市街化調整区域、

いわゆるその開発に制限が加わる地域、それから公園の中にある土地とか、いわゆるそ

の利用するに当たっては非常に制限を受ける土地でございます現状からして、なかなか

それを将来価値のあるものとしての留保財産とするには言い難い状況にあるということ

がございます。 

 そういうことを踏まえていきますと、現行においては後ほど諮問２のほうに諮らせて

いただくんですが、仙台市においての２，０００平方メートル以上というのが１つの基

準、東北の場合基準として適当ではないかというふうに考えているところでございます。 

 実際に、各県庁所在地というかほかの５県、仙台市以外のところでもそういう物件と

いいますか、例えばニーズがあって有効活用を図っていくのが重要であるとか、それか

ら新たに行政財産が普通財産になって財務局の管理になった財産で、駅の近くだとか、

非常に利用価値があるところが出てきた場合には、その都度、改めてこの審議会で御審

議いただくということで考えております。 

 

○大友委員 

 よくわかりました。ここで最初に東北地方は仙台市とだけ決めてしまうのはどうかな

と思ったんですが、今の説明で非常によくわかりました。 

 

○海輪会長 

 それから、議長から質問ですけれども、今活用している国有地が、今後、例えば何ら

かの理由でそこの建物を移転するとか、未利用地となった場合、この審議にかかるとい

うことでよろしいんですか。今後発生するのか。現状４件しかないんですけれども、今

後その大規模な土地で国有財産として今活用中のものが何らかの理由で廃止になると、

未利用地になってきますと。そういうことで考えてよろしいんですか。 



- 8 - 

 

○安田管財部長 

 御説明いたします。 

 そうです。今後ですね、今、現に例えば国の施設として使っているとかですね、貸し

ている財産とかが返還になりますと、国が庁舎等の用途に使わなくなりましたという財

産を行政財産から普通財産として東北財務局が受けた場合に、それが今回の基準２，０

００平方メートル以上で価値ある財産というふうに考えられるものにつきましては、改

めて本審議会にお諮りさせていただくということでございます。 

 

○海輪会長 

 そうすると、その際は今のところこの地域規模に関する要件で、仙台市２，０００平

米以上とありますけれども、仙台市以外でその２，０００平米以上のものが出てきた場

合は、改めてこの基準自体も審議する格好になるんですか。それはもうないという前提

なんですか。 

 

○安田管財部長 

 あくまでもその選定基準をですね、仙台市２，０００平方メートル以上というのを１

つの基準の原則として設定させていただいて、そこに個別的要因として、９ページでご

ざいます、９ページにある仙台市以外でも２，０００平方メートル以上の土地で物件特

性、こういうふうな地域特性とかで価値が非常にあると。これに該当するものであれば、

財務局のほうでこれは価値ある財産であって留保すべきものと考えた場合に、審議会に

お諮りさせていただくということでございます。 

 

○海輪会長 

 わかりました。そのほかに。はい、洞内さん。 

 

○洞内委員 

 これはですね、私どものほうですと所管は違うかもしれませんが、最近ですと国有林

についてもいろいろな見直しの施策が出ておるという中で、これは大都市においての施

策ですけれども、将来世代に思いをいたす施策ということで、大変意味のあることだと

私はそういうふうな感想を持っております。 

 そこでお尋ねしたいんですが、これはいろいろなことに用途拡大して貸しましょうと

いうことなので、その定期借地の目安、１０年もあれば２０年もある、あるいは５０年

もあるのかもしれませんが、それはどのように考えておられるのか。あるいはまた施設

によっては無償提供ということもあり得るのかどうか、その辺についてお知らせいただ

きたいと思います。 

 

 

○海輪会長 
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 年限の目安があるかということと、有償か無償かということですね。 

 

○安田管財部長 

 まず、定期借地の運用についてでございますが、定期借地の用途は、これまでは社会

福祉関係というものに限定していたものを、さらに拡大はしていくということでござい

ますけれども、その用途によって定期借地の限度、期間は定められております。大体最

長３０年というのが目途かなという状況でございます。それはその利用用途によって期

間は異なってまいりますが、その期間の範囲内において定期借地として提供すると。そ

れが適当であるかどうかというのは、本審議会においてお諮りさせていただいて御審議

いただくということでございます。 

 有償か無償かというお話でございますが、実はこういう留保すべき財産を、特定の事

業に対して財産を提供するというのは、そこでもう全て優遇措置是正という考え方です

ね、一般公共でみんな共有の財産を特定の事業に提供するということからすると、その

使われる事業に提供するということはもう優遇措置するという観点からですね、時価で

提供するというのを原則として考えております。 

 

○洞内委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○海輪会長 

 そのほかいかがでしょうか。 

 それではよろしいでしょうか。御意見等なければ原案どおり決定したいと思いますが

よろしいでしょうか。（「はい」の声あり）はい、ありがとうございます。 

 それでは本件は諮問のとおり決定いたします。 

 それでは、次に事務局から諮問事項２の説明をお願いいたします。 

 

 諮問事項２ 

 「国が所有権を留保すべき財産の選定について」 

 

○安田管財部長 

 続きまして、２件目の諮問事項でございます、国が所有権を留保すべき財産の選定に

ついて、御説明させていただきます。 

 先ほどの諮問事項１で御審議、御答申いただきました留保財産の選定基準に照らしま

して、留保財産とすることが適当と考えております財産が２物件ございます。 

 一方で、地域・規模に関する選定の基準原則には該当しますが、土地が地形狭長で活

用が限定されることから留保する必要がないと考えております財産が、１物件ございま

す。 

 資料１２ページでございます。 

 １つ目の財産は、仙台市宮城野区東仙台に所在する旧国家公務員共済組合連合会東北
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公済病院宮城野分院の土地、２万８，７３２平方メートルについて諮問するものでござ

います。 

 本件財産は、ＪＲ東北本線の仙台駅から北東側となり、都市計画法上は市街化区域内

の第一種住居地域に所在しております。 

 資料１３ページでございます。 

 具体的な位置ですが、ＪＲ東北本線の東仙台駅から西に約０．７キロメートルに位置

しており、周辺は小学校、病院、ショッピングモールのほか戸建て住宅も多く、住宅地

域の中に所在しております。 

 １４ページでございます。 

 現地周辺の航空写真でございます。土地面積が広大で、現在は更地となっている状況

であり、将来世代における地域や社会のニーズにも対応するなど、複合施設での利活用

が見込まれる、有用性が高く希少な土地だと考えております。 

 資料１５ページでございます。 

 ２つ目の財産は、仙台市太白区郡山に所在する旧東北地方整備局仙台河川国道事務所

の土地４，３６１平方メートルについて諮問するものでございます。 

 本件財産は、ＪＲ東北本線の仙台駅から南側となり、都市計画法上は、市街化区域内

の準工業地域に所在しております。 

 資料１６ページです。 

 具体的な位置ですが、ＪＲ東北本線の太子堂駅から東に約１．１キロメートルに位置

しており、周辺は中学校や保育所のほか、戸建て住宅も多く、国道４号線の幹線道路に

面しております。 

 資料１７ページでございます。 

 現地周辺の航空写真でございます。現地は更地となっている状況でございます。北側

に隣接して国有財産がありますが、仙台市からの要望を受けまして平成３０年に保育所

敷地として定期借地権による貸し付けを行っております。 

 同じく、北側の国道４号線沿いの敷地については、現在東北地方整備局仙台河川国道

事務所が使用しているところでございますが、今後この部分については用途が廃止され

る見込みとなっております。 

 今回、留保すべき財産の選定に当たって御審議いただきますのは、４，３６１平方メ

ートルの部分でございますが、将来世代における地域や社会のニーズにも対応するなど

幹線道路にも面している観点から、有用性が高く希少な土地だと考えております。 

 資料１８ページでございます。 

 ３つ目の財産は、選定基準における地域・規模に関する基準原則には該当しますが、

土地が地形狭長であるため、留保する必要がないと考えられる財産について御説明させ

ていただくものです。 

 仙台市青葉区荒巻字青葉に所在する旧国家公務員宿舎亀岡住宅（第二地区）の土地２，

７８９平方メートルでございます。本件財産は、ＪＲ東北本線の仙台駅から西側となり、

都市計画法上は市街化区域内の第二種住居地域に所在しております。 

 資料１９ページでございます。 
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 具体的な位置ですが、仙台市営地下鉄東西線の川内駅から西に約０．５キロメートル

に位置しており、周辺はアパートのほか戸建て住宅も多く、住宅地域の中に所在してお

ります。 

 ２０ページでございます。 

 現地周辺の航空写真でございます。現地は、山林や傾斜地を含む土地で、実際の間口

は５．５メートルと狭く、全体的に細長い土地でありまして、将来における開発行為に

も制約が多いことから、留保する必要はない財産と考えております。 

 以上、３つの財産について御説明させていただきましたが、１つ目と２つ目の財産に

ついては留保すべき財産として、３つ目の財産については留保する必要はない財産とし

て考えているところでございます。 

 資料２１ページでございます。 

 ここからは、国が所有権を留保することとした財産につきまして、今後具体的に利用

方針が策定される際の手続について、御参考までに御説明させていただきます。 

 留保することとした財産については、民間へのヒアリングを通じて多様なニーズの調

査を行う。それから、必要に応じて官民の幅広い知見を活かしつつ、公用・公共用優先

の考え方や、地域の声や意見を集める期間を十分に確保したいと考えております。その

上で、留保財産の利用方針の策定を行うに当たりましては、当審議会において御審議い

ただくことといたします。 

 資料２２ページでございます。 

 また、留保財産については、国が所有権を保有しつつ、その有効活用・最適利用を図

る必要があるため、定期借地権による貸付による活用方法を考えております。 

 これまで、定期借地権による貸付対象は、介護、保育などの単独利用、これに限られ

ておりました。国有地の公用・公共用優先の原則に変わりはございませんが、地域のニ

ーズを調査した上で随意契約対象となる公的施設の整備、公的施設と随意契約対象では

ない施設との複合施設の整備を優先的に対象としたいと考えております。 

 なお、公的施設と随意契約対象でない施設との複合施設の整備を可能とするため、こ

こで二段階一般競争入札を活用したいとも考えております。 

 資料はございませんが、今ちょっと話に出ました二段階一般競争入札について、簡単

に口頭で御説明させていただきます。 

 まちづくりに配慮した土地利用について、民間の企画力や知見を活用する手法でござ

いまして、まず入札第一段階目において事業者からの土地の利用に関する企画提案書を

出していただいて、それを審査いたします。それで、入札二段階目では一段階目の企画

提案の審査を通過した者による価格競争の入札を実施して契約を締結するという手続で

ございます。 

 それでは、国が所有権を留保すべき財産の選定について御審議のほどをどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 

○海輪会長 
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 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等ありましたらお願いいた

します。はい、針生さんお願いします。 

 

○針生委員 

 私は賛成といいますか、すごく良いことだなと思ってちょっと意見を述べさせてもら

いたいんですけれども、この②の仙台市の太白区の郡山地区というのは、私が結構生活

圏的にも近くにあるんですけれども、長町副都心と、あとはすぐ隣のこの郡山というの

は、弥生時代からお米を作ったその水路とかの古墳が密集していまして、そして国道４

号線という、本当にたった１キロくらいのところにですね、いろいろな条件がかぶって、

なかなか長くここにお住まいの方は、勝手に道路を広くしたり家をどんどん造りかえら

れるような条件じゃないところなんです。その中で、国の財産が４号線沿いにかなり大

きくありまして、それが地域の皆さんに総合的に貢献できるという、ある程度リーディ

ングをしながら、地域の皆さんのいろいろな条件を緩和しながら、やはりお国がしっか

り持っていただいて、その地域の諸事情も踏まえた新しい使い道というものに有効利用

していただきたいと。②の地区は、留保してもらいたいなと本当に思うところでありま

す。地域の関係もありまして、そこの②においては、本当に私は賛成したいなと思って

おります。 

 以上です。 

 

○海輪会長 

 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。 

 １点、質問なんですけれども、今の郡山の案件の「現在は仙台河川国道事務所で使っ

ているが廃止見込みになっている」と。この部分は、もし廃止になれば、改めて一括し

て留保すべき財産として審議するという対象になるということで理解してよろしいです

か。 

 

○安田管財部長 

 御説明いたします。 

 今のありました、仙台河川国道事務所が使っている土地は面積が１，６４８平米ござ

います。現在は地方整備局のほうで維持管理、使用しているんですが、令和５年度以降

にこれが用途廃止される見込みであるということで、今承知しているところでございま

す。 

 この土地が用途廃止されて財務局のほうで引き受けた際には、一体での利活用が見込

まれる財産であるということで、改めてそこでまた留保財産に追加する、追加するとい

いますか一体としての留保財産とするかどうかの御審議をこの本審議会でお諮りさせて

いただくということで考えております。 

 

○海輪会長 
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 予定がたっているのであれば、一体として活用したほうが非常に有効活用できる気が

しますので、その方向でいいかなと思います。 

 そのほかいかがでございましょうか。大友さんどうぞ。 

 

○大友委員 

 留保をする必要がないほうのこの青葉区の土地なんですけれども、これまでこれは売

却の対象とかにはなったことがあるんでしょうか。地図とかで見ると、確かに間口が狭

くて使いにくそうな土地ではあるんですが、これまで処分しようとしたことはあったん

でしょうか。 

 

○安田管財部長 

 御説明します。 

 実は、この財産の山手側のところなんですが、そこは国家公務員宿舎の用地でござい

ました。それを私どものほうで管理しておったんですが、それが東北大学のほうに出資

という形で移管したものでございます。その残地でございまして、昔からその宿舎用地

としては管理していたんですが、東北大学に移管した土地の残り地というものでござい

ます。今まで、東北大学に対する出資の手続とかもございましたものですから、処分と

いう方向性は出しておらなかったんですが、今後これについては処分を考えていきたい

というふうに考えております。 

 ただ、この用途が住宅地域でもありますし、平地とそれから法面が結構多いものです

から、地形狭長でもあるということで、用途は非常に限定されてくるのかなというふう

に見ております。 

 

○大友委員 

 東北大学では下も欲しいとは言わなかったんですね。 

 

○安田管財部長 

 やはり、大学には実際に使う部分だけを移管するということを原則としておりますも

のですから、いわゆる余剰地の部分を考慮して移管するということは、ちょっと難しい

と考えております。 

 

○大友委員 

 わかりました、はい。 

 

○海輪会長 

 私から１つだけお伺いしたいんですが、この利用方針ですね、この利用方針は各地の

国有財産地方審議会で審議をして、それぞれオリジナルの利用方針をつくるということ

で理解しているんですけれども、これは引き続き早急にやるということになるんでしょ

うか。この利用方針が定まらないと次に進めないと、そういうことですか。 
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○安田管財部長 

 これからのスケジュール観的なお話かと思いますけれども、やはりその民間の方々の、

どういう使い方ができるかとか、という御意見をいろいろ伺った上で、実際に、定期借

地を前提とするんですが、どういう活用の仕方をしていただいたらいいのかというのを、

意見を取りまとめるのに、例えば②のところで必要に応じて協議会を立ち上げて、そこ

に該当する地方公共団体なり、今回ですと宮城県なり仙台市に御配慮いただいて、どう

活用していくかというのを吟味して方向性を見出していくと。それにどの程度の時間が

かかるかというのは、今のところまだちょっと想定つかないところもございますけれど

も、遅くならないうちにその方向性を取りまとめしまして、その後に本審議会において、

利活用の方針について御議論いただくということで考えております。 

 

○海輪会長 

 わかりました。そのほかいかがでございましょうか。 

 では、ほかに御意見ないようですので、本件につきまして原案どおり決定したいと思

いますが、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 はい、ありがとうございます。それでは、本件は諮問のとおり決定いたします。 

 後ほど、この場で財務局長に対し答申書をお渡しすることといたしますので、事務局

において答申書の準備をお願いいたします。 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 承知いたしました。早急に準備させていただきます。 

 

○海輪会長 

 はい。また、審議結果にかかわる報道発表につきましては、事務局に一任することで

御了承いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〔５．報告事項〕 

 

 報告事項１ 

 「宮城県仙台市青葉区に所在する普通財産を、宮城県に対し、学校用地として時価売

払したことについて」 

 

○海輪会長 

 それでは、続きまして、報告事項１について事務局から説明をお願いします。 

 

○三浦管財部次長 

 管財部次長の三浦でございます。報告事項を御説明させていただきます。失礼ながら

座らせていただきます。 
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 まず資料１ページを御覧ください。 

 宮城県仙台市青葉区に所在する普通財産を、宮城県に対し、学校用地として時価売払

した事案につきまして、これまでの経過と今後の予定を御報告いたします。 

 なお、本件ですが、５月に開催しました前回１０６回東北地方審議会にお諮りし、答

申いただき、処理した事案でございますので、委員の皆様方におかれてはよく御存じか

とは思いますが、簡単に振り返りたいと思います。 

 資料２ページを御覧ください。 

 仙台市青葉区角五郎二丁目に所在しております一般会計所管の財産でございましたが、

こちらはもともとは税務大学校の仙台研修所の校舎敷地でございました。庁舎等使用調

整計画というものによりまして、その研修所のほうがここの隣のＡ棟に引っ越したもの

ですから、平成３１年１月２２日に当局が引き受けたというものでございます。この財

産につきましては、去る９月２０日に宮城県との間で売買契約を締結いたしました。売

買代金は、一番下にありますように４億１，３００万円ということになっております。 

 資料３ページ、財産の概要でございますが、位置図を御覧ください。 

 ＪＲ仙台駅から西に約３．２キロメートル、東北大学が所在する川内地区から広瀬川

を挟んだ北側に位置しております。 

 続いて、資料４ページ、案内図ですが、図の中ほど赤で着色しました部分、約３，０

００平方メートルが今回処分した財産になっております。 

 隣の緑のＬ字型の部分ですが、こちらは本件に先行しまして、平成２７年６月３日開

催の第１０２回東北地方審議会にお諮りし、翌２８年６月２日に宮城県と売買契約を締

結済みの財産でございます。 

 これら２つの財産は、図の上のほう、青で着色しました宮城第一高等学校の第２グラ

ウンドとして使用予定となっております。学校からの距離は、約６００メートルとなっ

ております。 

 この対象財産の周辺でございますけれども、私立の学校、聖ドミニコ学院が北側にあ

るほかは住宅地となっております。南側は広瀬川の堤防に面しているというような環境

にございます。 

 資料５ページを御覧ください。 

 航空写真で見ると、こういった財産ということになるわけなんですけれども、先ほど

同様赤が今回の処分した財産、緑が先行して処分した財産となっております。 

 なお、この航空写真ですと、上のほうに税大寄宿舎跡地というものがございますけれ

ども、ちょっと写真だと建物も写っているような感じですが、これにつきましては、次

の６ページを御覧いただきたいんですが、この黄色で囲った部分がその寄宿舎跡地にな

ります。面積は約１，５００平方メートルでございますけれども、この部分は対象財産

と同時期に廃止、引き受けとなったわけでございますが、宮城県による今回の学校用地

取得計画には含まれませんでした。そのため、通常の未利用地と同様、今後公用・公共

用の利用要望を改めて確認しまして、要望がなければ一般競争入札による処分が見込ま

れるというような状況になっております。 

 さて、宮城県による本地の利用計画でございますが、５月の諮問時と変更ございませ
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んけれども、宮城第一高等学校第２グラウンドとして先行取得した部分も含めまして、

敷地全体を使って陸上競技用のトラック、中央にサッカーグラウンド、そのほか部室や

倉庫、駐車場、駐輪場等を整備する計画となっておりまして、スケジュールとしまして

は、令和２年３月末まで、今年度末までに整備工事を完了し、４月の新年度から供用開

始予定と聞いております。 

 以上が、報告事項１に関する説明でございます。 

 

○海輪会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問ございましたらお願いいた

します。よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項１につきましては以上とさせていただきます。 

 

 報告事項２ 

 「庁舎等の使用に関する調整の実施状況について」 

 

○海輪会長 

 続きまして、報告事項２について、事務局から説明をお願いします。 

 

○三浦管財部次長 

 それでは、報告事項２、庁舎等の使用に関する調整の実施状況について、御説明させ

ていただきます。 

 資料２ページを御覧ください。 

 国の機関における機構の統廃合や業務の見直しなどによりまして、当初必要だったス

ペースに余剰が生ずる場合がございます。また、当局も国有財産の実地監査というもの

をやっておりまして、そうした余剰分がないか定期的にチェックをしております。 

 こうしたチェックも踏まえまして、集約化による既存庁舎の有効活用、効率化を図る

とともに、結果として売却可能財産の創出や借受庁舎の解消も可能となることから、財

務省、財務局では官署の入替調整を実施しております。こうした調整の実績につきまし

て、審議会の都度、直近分を御報告しているものであります。 

 実際に調整する場合は、調整対象面積に応じまして、財務本省が実施する庁舎法第４

条に基づく調整と、それより小さい規模で財務局が実施する国有財産法第１０条に基づ

く調整がございます。 

 なお、今年の９月２０日の通達改正によりまして、その基準が朱書きで記載しました

面積に変更されております。まずは、その点から簡単に御説明いたします。資料３ペー

ジを御覧ください。 

 左側が改正前、右側が改正後の整理ですけれども、この図にある真ん中の段が増えた

ということになります。空きスペースが６００平方メートル以上は以前は本省が担当し

てやっておったものですけれども、その中で６００平方メートル以上２，０００平方メ
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ートル未満の部分につきまして、なおかつ空きスペースが庁舎の５０％未満、ですから

中規模くらいで建物の半分未満の面積の場合は、財務局における国有財産法第１０条の

総括権に基づく調整が可能というふうに通達が改正となっております。 

 ちなみに、６００平方メートル未満の部分については、これまでと同じ。２，０００

平方メートル以上についても本省による調整というところで同じというようなことにな

っております。 

 それでは、調整事案の報告に移ります。資料４ページを御覧ください。 

 まず、上段１件目でございますが、山形県山形市に所在いたします山形財務事務所庁

舎でございます。当該庁舎は、山形財務事務所のみが使用するいわゆる単独庁舎と呼ば

れるものなんですが、当局による実地監査で余剰スペースが認められたことから、入居

可能な官署を検討した結果、山形市内に所在し、民間の建物を借り受けております東北

厚生局山形事務所を入居させるという調整を実施いたしました。この結果、借受解消に

より年額約６２０万円の借受料が削減されます。なお、東北厚生局山形事務所は、令和

２年度、来年度になりますが、入居を予定しております。 

 次に、下段、２件目は秋田県大仙市に所在いたします秋田地方法務局大曲支局庁舎で

ございます。当該庁舎も実地監査で余剰スペースが認められました。このため、民間の

建物を借り受けております自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所及び土地・建物は国

有ながら老朽化が著しい秋田森林管理署大曲森林事務所を入居させる調整を実施いたし

ました。 

 この結果、借受解消により年額約２００万円の借受料が削減されるほか、大曲森林事

務所につきましては、将来的に売却財産の創出が図られることになります。 

 なお、これら２つの事務所につきましては、令和３年度の入居を予定しております。 

 最後に、資料の５ページを御覧ください。 

 ３件目は、先ほど説明いたしました通達改正により、当局が調整を実施した事案とな

ります。 

 対象は、宮城県仙台市宮城野区に所在する仙台第二法務合同庁舎でございます。当該

合同庁舎は、現在入居しております東北農政局仙台東土地改良建設事業所が、その事業

目的である東日本大震災により被災した農地及び農業用用排水施設の復旧が終了するこ

とから、令和２年度末に退去いたします。 

 このため、近くの民間の建物を借り受けております東北地方整備局仙台港湾空港技術

調査事務所を入居させることとし、同時に現在この合同庁舎に入居している仙台出入国

在留管理局の狭隘を解消する調整を実施いたしました。 

 この結果、同事務所の借受解消により、年額約３，３００万円の借受料が削減されま

す。 

 なお、同事務所は令和３年度の入居を予定しております。 

 以上が報告事項２に係る御説明でございます。 

 

○海輪会長 

 ありがとうございました。 
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 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問ありましたらお願いをいたします。 

 よろしいでしょうか。それでは報告事項については以上といたします。 

 これをもちまして、本日の審議会の議事は終了いたしました。委員の皆様には御審議

をいただきましてありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

 

〔６．財務局長御礼挨拶〕 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 海輪会長、ありがとうございました。 

 それでは、ここで答申書を海輪会長より原田局長へ手交していただきたいと存じます。 

〔答申書を手交〕 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 それでは、原田局長より御礼を申し上げさせていただきます。お願いします。 

 

○原田東北財務局長 

 本日は大変お忙しい中、審議会に御出席いただき、また貴重な意見をいただきまして、

誠にありがとうございました。 

 本日御審議いただきました事項につきましては、答申をもとに適切に処理を進めてま

いりたいと思っております。 

 委員の皆様方には、本日頂戴いたしましたもの以外にも御意見あるいは御質問などご

ざいましたら、審議会などの場に限らず、いつでも承りたいと思っておりますので、引

き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 

○海輪会長 

 ありがとうございました。 

 

〔７．閉  会〕 

 

○渡辺管財総括第一課長 

 以上をもちまして、第１０７回国有財産東北地方審議会を終了いたします。 

 本日はお忙しいところ、誠にありがとうございました。 


