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国有財産等の監査

令和3年度においては、国有財産の有効活用の促進などに主眼を置き、一定の地域又は官署を特定した庁舎等の使用実態の

監査を重点的に実施しました。

≪監査結果の概要≫

東北財務局において37件の監査を実施し、そのうち、国有財産の有効活用や国の財政への貢献等の観点から19件（51.3％）について

問題点等を指摘しました。・・・別添参照

具体的な内容は、

○庁舎等：非効率使用の改善や余剰のある庁舎等への移転により、有効活用、借受解消や用途廃止を求めたもの等。

（実施件数30件のうち、指摘14件）

○普通財産：引継ぎを求めたもの等。

（普通財産実施件数7件のうち、指摘5件）

※ 普通財産：国の行政目的に直接利用されていない財産

令和3年度における監査結果

財務大臣は、国有財産法第10条第1項等の規定に基づき、各省各庁が所管する国有財産等について監査を実施。

具体的には、財務大臣の定める監査方針に従い、財務局等が監査計画を立て、計画的に実施。

監 査

監査指摘した事案については、各省各庁において、是正・改善に向けた処理に取り組んでいますが、処理に当たっては、予算措置や

用途廃止に係る所要の手続きなどのため、一定の期間を要している状況となっています。

こうした状況を踏まえ、東北財務局では、指摘事案の処理促進を図るため、毎年度、是正・改善に向けた進捗状況を把握し、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。

平成23年度から令和2年度の監査における指摘事案129件のうち、令和3年度末時点で是正・改善が図られた事案は73件で、是正未済の

件数は56件となっています。

今後も、引続き是正・改善の促進のためのフォローアップを実施していきます。

平成23～令和2年度監査における指摘事案のフォローアップ状況等



別添

※　一覧表「指摘類型」欄の凡例 ※　一覧表「指摘区分」欄の凡例

a 是正 ： 用途廃止等の措置を求めたもの等

b 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

c 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

d1

d2

１．一定の地域又は官署を特定した庁舎等の指摘

番号
指摘
類型

省庁名 会計名 勘定名 口　座　名 等 所在地 指摘区分 指摘の主な概要

1 a 法務省 仙台地方検察庁 一般 － 登米法務合同庁舎
宮城県登米市登米町寺池桜小路70
番2

検討
　登米法務合同庁舎は、余剰（約220㎡）が生じていることから、近隣で借り受けしている自衛隊宮城地方協力
本部登米地域事務所を移転入居させることにより、非効率使用の改善に向けた取組を行う必要がある。

2 b 法務省 秋田地方検察庁 一般 － 角館区検察庁
秋田県仙北市角館町西長野中泊
402番地

検討
　角館区検察庁は、職員非常駐の借受庁舎であり、直近の使用実績がなく非効率な使用状況であることから、
近隣支部へ移転の上借受解消を図る必要がある。

3 b 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
千屋森林事務所（秋田森林管理
署）

秋田県仙北郡美郷町本堂城廻字若
林121

検討
　千屋森林事務所（秋田森林管理署）は、借受敷地が過大となっていることから、必要面積を精査し、一部借受
解消を図る必要がある。

4 b 防衛省 東北防衛局 一般 －
自衛隊宮城地方協力本部登米
地域事務所

宮城県登米市中田町宝江黒沼字下
道67-5

検討
　自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所は、余剰（約220㎡）が生じている登米法務合同庁舎へ移転入居
し、借受解消を図る必要がある。

5 c 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
金ヶ崎森林事務所（岩手南部森
林管理署）

岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根舞田
26-3

是正
　金ヶ崎森林事務所（岩手南部森林管理署）は、森林官非配置の無人事務所であり、存置する必要性が認めら
れないことから、速やかに用途廃止の上引き継ぐ必要がある。

6 c 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
東根森林事務所（山形森林管理
署）

山形県東根市大字観音寺字新田
2032-1

是正
　東根森林事務所（山形森林管理署）は、森林官非配置の無人事務所であり、存置する必要性が認められない
ことから、速やかに用途廃止の上引き継ぐ必要がある。

7 c 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
旧尾花沢森林事務所（山形森林
管理署）

山形県尾花沢市上町6丁目1992-5 是正
　旧尾花沢森林事務所(山形森林管理署)は、国有林野事業特別会計の廃止に伴い一般会計化された以降、
引継ぎに向けた所要の作業が進捗していないことから、速やかに所要の手続を進め、財務局へ引き継ぐ必要
がある。

8 c 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
宮田森林事務所（秋田森林管理
署）

秋田県仙北市西木町上桧木内字宮
田114-7

是正
　宮田森林事務所（秋田森林管理署）は、森林官非配置の無人事務所であり、存置する必要性が認められない
ことから、速やかに用途廃止の上引き継ぐ必要がある。

9 c 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
玉川第一・第二森林事務所（秋
田森林管理署）

秋田県仙北市田沢湖田沢字高屋
153-3

是正
　玉川第一・第二森林事務所（秋田森林管理署）は、森林官の勤務場所が変更され、存置する必要性が認めら
れないことから、速やかに用途廃止の上引き継ぐ必要がある。

部　局　名

令和３年度　監査結果一覧

指摘内容 指摘類型

 庁舎等の有効活用  庁舎等に余剰が生じているため、有効活用を求めたもの。

 庁舎等の借受解消  余剰が生じている庁舎への移転等のため、借受解消を求めたもの。

 用途廃止・引継  庁舎等が非効率な使用等のため、一部又は全部の用途廃止・引継を求めたもの。

 財産管理の不備
 国有財産台帳の記載不備等のため、訂正を求めたもの。

 使用承認の手続未済等のため、是正を求めたもの。
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10 d1 厚生労働省 宮城労働局
一般

労働保険
－

雇用
迫公共職業安定所

宮城県登米市迫町佐沼字内町42番
10

是正
　迫公共職業安定所は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条に定める「庁舎等使用現況及び
見込報告書」の作成等をしていないことから、適切な措置を講ずる必要がある。

11 d2 財務省 仙台国税局 一般 － 築館合同庁舎 宮城県栗原市築館薬師2-25-1 是正
　築館合同庁舎は、庁舎の一部について使用承認の手続を行わないまま、他官署に使用させていることから、
使用承認手続未済の状況を解消する必要がある。

12 d2 厚生労働省 山形労働局 労働保険 雇用 村山公共職業安定所 山形県村山市楯岡五日町528-10 留意
　村山公共職業安定所は、市有地の一部を借り受けしている駐車場が、利用者以外の者に使用されうる状況と
なっていることから、適切な措置を講ずる必要がある。

13 d2 厚生労働省 秋田労働局 労働保険 雇用
大曲公共職業安定所角館出張
所

秋田県仙北市角館町小館32番地3 是正
　大曲公共職業安定所角館出張所は、借地の賃貸借契約の範囲が不明確であることから、速やかに変更契約
を行う必要があるとともに、非効率な使用状況となっている事務室等について、不足する書類保管場所として活
用する必要がある。

14 d2 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
吉田森林事務所（秋田森林管理
署）

秋田県仙北市西木町桧木内字吉田
91-2

是正 　吉田森林事務所（秋田森林管理署）は、使用許可の内容に誤りがあることから改める必要がある。

２．各省各庁所管普通財産等の指摘

番号
指摘
類型

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

1 c 厚生労働省 青森労働局 労働保険 労災 八戸旭ヶ丘団地第１宿舎 青森県八戸市旭ヶ丘4-1-48 是正
　八戸旭ヶ丘団地第１宿舎は、用途廃止（引継不要財産）に伴う処分に向けた所要の作業が進捗していないこ
と等から、速やかに所要の手続を進め、本財産の売却に向けた取組を行う必要がある。

2 c 厚生労働省 青森労働局 労働保険 雇用
八戸公共職業安定所三戸出張
所

青森県三戸郡三戸町大字梅内字城
下38番7

検討
　八戸公共職業安定所三戸出張所は、用途廃止（引継不要財産）に伴う処分に向けた境界確定協議が長期間
中断していることから、速やかに所要の手続を進め、本財産の売却に向けた取組を行う必要がある。

3 c 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
旧北上営林事務所公務員宿舎
敷地（北上市）

岩手県北上市鍛冶町1丁目9番1外1 是正
　旧北上営林事務所公務員宿舎敷地（北上市）は、国有林野事業特別会計の廃止に伴い一般会計化された以
降、引継ぎに向けた所要の作業が進捗していないことから、速やかに所要の手続を進め、財務局へ引き継ぐ必
要がある。

4 c 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
三八上北森林管理署（野辺地
町）

青森県上北郡野辺地町字続山国有
林

是正
　三八上北森林管理署（野辺地町）は、用途廃止（引継不適当財産）に伴う処分に向けた所要の作業が進捗し
ていないことから、速やかに所要の手続を進め、本財産の売却に向けた取組を行う必要がある。

5 c 農林水産省 東北森林管理局 一般 －
旧野辺地事務所敷地（野辺地
町）

青森県上北郡野辺地町字寺ノ沢20
番5外

是正
　旧野辺地事務所敷地（野辺地町）は、国有林野事業特別会計の廃止に伴い一般会計化された以降、引継ぎ
に向けた所要の作業が進捗していないことから、速やかに所要の手続を進め、財務局へ引き継ぐ必要がある。
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