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１．国・地方一体となった地域活
性化の取組

～ 地域活性化統合事務局の取組

の全体像
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国・地方一体となった地域活性化の取組

〇国際戦略総合特区(７地域、 終指定：Ｈ23.12)
我が国の経済成長のエンジンとなる産業・

機能の集積拠点の形成

○地域活性化総合特区(41地域、 終指定：Ｈ25.9)
地域資源を最大限活用した地域力の向上

◎環境未来都市（閣議決定：H22.6）

（11都市、 終選定：Ｈ23.12 ）

◎環境モデル都市
（首相施政方針：H20.1、本部決定Ｈ25.3 ）
（20都市、 終選定：Ｈ25.3）

低炭素化（環境モデル都市）、環境、超高齢化対応等
に優れた持続可能な都市（環境未来都市）

【支援策】 ・財政支援（先導的モデル事業費補助金）
※「環境モデル都市」(低炭素都市)の中から

「環境未来都市」を選定するものとして統合

◎近代化産業遺産等世界遺産登録
（閣議決定：Ｈ24.5）

稼働中の産業遺産等を、世界遺産登録に向けて推薦す
る手続等、新たな枠組みを整備

◎地域再生（本部設置：Ｈ15.10, 法施行Ｈ17.4）
（計画認定1,648件、 終認定：Ｈ25.11）

地域経済活性化、雇用機会創出等、地域の自主
的・自立的な取組を支援

◎構造改革特区
(本部設置：Ｈ14.7, 法施行：H14.12）

（計画認定1,212件、 終認定：Ｈ25.11）
地域を限定した規制改革の実施による構造改革
の推進

○特定地域再生
（計画認定4件（上記内数）、 終認定：Ｈ25.10）

全国の地域に共通する重要な政策課題を国が指定
し重点的に支援

【支援策】
・規制の特例措置
・税制措置

（法人税（特別償却/投資税額控除、所得控除）、
所得税（出資に係る所得控除））

・財政措置（各省予算の重点活用、推進調整費）
・金融措置（利子補給金）

◎中心市街地活性化
(本部設置：Ｈ18.8、法施行：H10.7）

（計画認定142件、 終認定：H25.11)
中心市街地における都市機能・経済活力の増進

◎都市再生 （62地域）

(本部設置：Ｈ13.5、法施行：H14.4）

都市再生による国際競争力の向上、
防災機能の確保等の推進

・都市再生緊急整備地域
(62地域、 終指定：Ｈ25.7)

・特定都市再生緊急整備地域
(11地域、 終指定：Ｈ24.1)

【支援策】
・税制措置

（所得税・法人税・登録免許税・不動産
取得税・固定資産税・都市計画税）

・財政措置
（社会資本整備総合交付金（国）、

都市安全確保計画策定事業費補助金、
都市安全確保促進事業費補助金（国））

・金融措置（民都機構による金融支援）

【支援策】
・財政措置

（社会資本整備総合交付金（国）、
中心市街地魅力発掘・創造支援事業（経）、
中心市街地活性化ソフト事業（総））

【支援策】
・規制の特例措置

【支援策】上記に加え、
・税制措置（所得税（株式譲渡益控除等））
・財政措置(特定地域再生事業費補助金)
・地方債の特例（国庫補助対象の除却を対象）

【支援策】
・財政措置（地域再生基盤強化交付金）
・金融措置（利子補給金）

◎総合特区（48地域）

（本部設置：Ｈ23.8、法施行：Ｈ23.8）
包括的・先駆的な地域のチャレンジに対して、
総合的に国が支援

（注） は、法定施策(５本部)。( )は 、平成25年5月10日時点。
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２．特区制度の概要
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① 国家戦略特区制度
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「国家戦略特区」の創設（案） ４月１７日 地域活性化担当大臣 新藤義孝

ミッション ビジョン

アプローチ

留意事項スケジュール

世界で一番ビジネスのしやすい環境をつくる

◎これまでとは次元の違う「国家戦略特区」の創設
◎総理主導の下、強力な実行体制の構築
○「国家戦略特区諮問会議」 ・・・総理を長とし、民間有識者も参画。

○「統合推進本部」（特区ごと）・・・担当大臣・関係大臣、地方団体の長、民間事業者の代表で構成。本人出席を前提。

○「国家戦略特区ＷＧ」・・・民間有識者(規制改革の専門家)と内閣官房事務局で構成。人選、運営等について産業競争力会議と協働。

○５月：ＷＧの立上げ。
⇒現行特区制度を検証の上、本特区の
制度設計、プロジェクトの選定。

○その後速やかに、「統合推進本部」の立上げ。
⇒実施計画の策定、必要な規制改革、
税制措置等の検討。

国家戦略特区における規制改革等の決定

○大胆な規制改革と税制措置
○新しい技術やシステムによるイノベーション

＊新たにエリアや対象事業を、既存の特区・
プロジェクトを含めた中から絞り込んで選定。

＊スピード感を持って立ち上げることとし、法
制上必要な手当てについては、できるだけ早
期に措置。

＊既存の特区、地域活性化施策等は継続して着
実に実行。

＊別途、新たな地域振興策についても検討。５



「国家戦略特区ワーキンググループ」 （平成２５年５月９日設置）

委員名簿

・八田達夫 大阪大学社会経済研究所招聘教授（座長）
・秋山咲恵 株式会社サキコーポレーション代表取締役社長
・工藤和美 シーラカンスＫ＆Ｈ株式会社代表取締役、東洋大学理工学部建築学科教授
・坂村 健 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授
・原 英史 株式会社政策工房代表取締役社長

開催状況

・第１回（５月１０日） 提案の経緯等

・第２回（５月２４日） 基本的考え方と当面の進め方

「関係各省からの集中ヒアリング」 （５月２８・２９日、６月３・４・６日）

・第３回（５月２９日） 集中ヒアリングの中間報告等

・第４回（６月１１日） 成長戦略案における成果、
地域及びプロジェクト選定に向けた当面の基本方針

「有識者等からの集中ヒアリング」 （７月５・８・１７・１９日）

・第５回（８月 １日） 集中ヒアリングの報告、コンセプト検討

・第６回（１０月１８日） 国家戦略特区において検討すべき規制改革事項等について
（持ち回り開催）
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例えば、「国際的なビジネス環境を備えたまちづくり」、「イノベーションによる経済の活性化」の観点から、
国家戦略特区により実現されるべき大胆な規制改革の例として、成長戦略に盛り込むべく以下の事項を、
国家戦略特区ワーキンググループにおいて検討したところ。

国家戦略特区において実現されるべき「規制改革事項」の例

○ 外国人への医療サービス提供の充実 （外国人医師の国内医療解禁、病床規制の見直し等）

○ 有期労働契約期間（５年）の延長 （契約型正規雇用制度の創設）

○ 都心居住促進のための容積率・用途等集団規制の見直し

○ 羽田空港国際化のための羽田・成田離着陸割当ての柔軟化
（羽田への国際線割当ての成田への国内線割当ての交換促進）

○ 有料道路運営の民間への開放 （コンセッション方式の導入）

○ 公立学校運営の民間への開放 （公設民営学校の解禁）

○ 海外トップスクール誘致のためのインターナショナルスクールの設置認可要件の見直し
（国内校との競争条件の同一化）

○ 農地流動化のための農業委員会の関与廃止等

○ 先進医療等の保険外併用診療の範囲拡大 （評価実施体制の柔軟化等）

８
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（国家戦略特区）
新しく「国家戦略特区」を創設いたします。

小泉内閣が始めた構造改革特区は、地方自治体から提案を受けて、一つひとつ、古い規制に風穴を開けて
きました。たくさんの特例が、その後に全国展開され、まさに、規制改革の「切り込み隊長」となってきました。

今般、私が提案する「国家戦略特区」は、構造改革特区の考え方を、さらに「面的なもの」へと進化させていく
ものです。

ロンドンやニューヨークといった都市に匹敵する、国際的なビジネス環境をつくる。世界中から、技術、人材、
資金を集める都市をつくりたい。そう考えています。

しかし、この目的を達するためには、一つひとつ規制のモグラたたきをやっていても、キリがありません。

国際的なまちづくりには、外国人でも安心して病院に通える環境が必要です。外国人がコミュニケーション容
易な医師から診療が受けられるようにし、トップクラスの外国人医師も日本で医療ができるよう制度を見直しま
す。

子ども達が通えるインターナショナルスクールも充実しなければなりません。国内での設置を困難にしている
ルールは、大胆に見直しを進めていきます。

職住近接の実現もまた、大都市に住む人には課題です。マンハッタンでは、昼間と夜間の人口に、ほとんど
差はありません。街の中心部での居住を促進するため、容積率規制も変えます。

とにかく「国際的なビジネス環境」を整える。このように目的を明確にした上で、国は、地方自治体の提案を審
査する立場ではなく、地方と協力する。国自身が目的を明確にし、主体的に、できることは何でもやっていく。

これが、私の考える「国家戦略特区」です。

すでにワーキング・グループをつくって、課題の徹底的な洗い出しを始めています。私の国家戦略特区に、
「聖域」はありません。

１０

平成25年6月5日
安倍総理 「成長戦略第３弾スピーチ」（内外情勢調査会）
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７月５日（金）

１０：００～ 伊 藤 滋 早稲田大学特命教授、東京大学名誉教授

１１：００～ 安 藤 光 義 東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
１３：００～ 安 念 潤 司 中央大学大学院法務研究科教授
１４：００～ 一般社団法人 不 動 産 協 会
１７：００～ 大 上 二三雄 ｴﾑ･ｱｲ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)代表取締役
１８：００～ 跡 田 直 澄 嘉悦大学ビジネス創造学部学部長

７月８日（月）

９：００～ ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌｪﾙﾄﾞﾏﾝ ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰMUFG証券ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ

１０：００～ 阿曽沼 元 博 順天堂大学客員教授（滉志会がん医療グループ代表）
１１：００～ 八 代 尚 宏 国際基督教大学教養学部客員教授
１３：００～ 大 竹 文 雄 大阪大学社会経済研究所教授
１４：００～ 翁 百 合 日本総合研究所理事
１５：００～ 大 森 不二雄 首都大学東京大学教育センター教授
１６：００～ 佐 藤 主 光 一橋大学国際・公共政策研究部教授
１７：００～ 新しい学校の会

１５

「有識者等からの集中ヒアリング」 （７月５・８日）



７月１７日（水）

８：３０～ 本 間 正 義 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
９：３０～ 大 内 伸 哉 神戸大学大学院法学研究科教授

１５：３０～ 日本製薬工業協会
１６：３０～ 青 木 保 国立新美術館館長

７月１９日（金）

９：００～ 南 嶌 宏 女子美術大学教授
１０：００～ 金 野 幸 雄 流通科学大学特任教授

西 本 千 尋 (株)ジャパンエリアマネジメント代表取締役
１１：００～ 福 田 隆 之 新日本有限責任監査法人エグゼクティブディレィクター
１２：００～ 美 原 融 東洋大学大学院客員教授

杉 田 定 大 同志社大学大学院客員教授
１３：３０～ 楠 本 修二郎 カフェ・カンパニー(株)代表取締役社長
１４：３０～ 中 上 英 俊 (株)住環境計画研究所代表取締役会長
１５：３０～ 一般社団法人 日本ガス協会

１６

「有識者等からの集中ヒアリング」 （７月１７・１９日）



○ ７月の４日間（５・８・１７・１９日）にわたり、総計２５組の有識者等（学識経験者、コンサルタ
ント、経済団体等）から「集中ヒアリング」を行った。

○ 有識者等から提案のあった規制・制度改革事項（税制関連事項等は除く）は、少なくとも
「１３５」項目に上った。内訳は、以下のとおり。

① 都市再生 【１７】
② 医 療 【２５】
③ 介護・保育 【 ９】
④ 雇用・人材 【１８】
⑤ 教 育 【１２】
⑥ 農 業 【１１】
⑦ エネルギー 【１１】
⑧ 文化・芸術・クールジャパン 【 ９】
⑨ インフラ等の民間開放（ＰＦＩ／ＰＰＰ） 【１３】

○ 今後の本格的検討をより円滑に進めていくために、現在、関係省庁からの対応方針を、
ワーキンググループとして整理・検討しているところ。

１７

「有識者等からの集中ヒアリング」 結果（７月５・８・１７・１９日）



○公布日から施行。

○一部規定は公布日から４月を超えない

範囲内において政令で定める日から施行。

国家戦略特区に関する提案のうち、構造改
革の推進等に資すると認められるものは、構
造改革特区の提案とみなして構造改革特区と
して支援。

経済社会の構造改革を重点的に推進するこ
とにより、産業の国際競争力を強化するとと
もに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進
する観点から、国が定めた国家戦略特別区域
において、規制改革等の施策を総合的かつ集
中的に推進するために必要な事項を定める。

国家戦略特区法案について

１８

概要

構造改革特区との連携

施行期日



国際的ビジネス拠点の形成

世界から資本・人材を呼び込む
国際的ビジネス環境の整備

イノベーションによる高度医療の
開発及び実用化の促進

医療等の国際的
イノベーション拠点の形成

農業等の改革による
産業競争力の強化

革新的な農業等の
産業の実践拠点の形成

国家戦略特区のイメージ
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育
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農
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※ は特区関連法案に盛り込むもの。

容積率・用途等土地利用規制の見直し

滞在施設の旅館業法の適用除外

雇用条件の明確化

有期雇用の特例

保険外併用療養の拡充

医学部の新設に関する検討

歴史的建築物に関する旅館業法の特例

農業委員会と市町村の事務分担

農業への信用保証制度の適用

農家レストランの農用地区域内設置の容認

エリアマネジメントの民間開放
（道路の占用基準の緩和）

公立学校運営の民間への開放
（公設民営学校の設置）

国際医療拠点における外国医師の
診察、外国看護師の業務解禁

病床規制の特例による病床の
新設・増床の容認

古民家等の活用のための建築基準法の適用除外等

農業生産法人の要件緩和

⇒ 居住を含め都市環境を整備

⇒ 道路空間の利用による都市の魅力向上

⇒ 外国人の滞在ニーズへの対応

⇒ グローバル人材の育成等の多様な教育の提供

⇒ 新規開業企業、グローバル企業等の投資促進

⇒ 柔軟で多様な働き方、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ単位での雇用促進

⇒ 高度な医療技術を有す外国医師等の受入促進

⇒ 高度な水準の医療の提供

⇒ 高度な水準の医療の提供

⇒ 社会保障制度改革や全国的な影響等を勘案

⇒ 地域活性化、国際観光等の推進

⇒ 農地の流動化の促進

⇒ 商工業とともに行う農業についての資金調達の円滑化

⇒ ６次産業化の推進

⇒ 地域活性化、国際観光等の推進

⇒ ６次産業化の推進
１９
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２０

国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針

平成２５年１０月１８日

日本の経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革を実行していく
ための突破口として、「居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成」、
「医療等の国際的イノベーション拠点整備」といった観点から、特例的な
措置を組み合わせて講じ、成長の起爆剤となる世界で一番ビジネスがし
やすい環境を創出するため、「国家戦略特区」の具体化を進める。

具体的には、医療、雇用、教育、都市再生・まちづくり、農業、歴史的
建築物の活用の各分野において、以下の方針に基づき特例措置を検討、
具体化し、国家戦略特区関連法案を臨時国会に提出するなど、所要の
措置を講ずる。

１．医療

◇ 国内外の優れた医師を集め、 高水準の医療を提供できる、世界
トップクラスの「国際医療拠点」を作り、国内に居住・滞在する外国人
が安心して医療を受けられることはもとより、世界中の人たちがそこ
で治療を受けたいと思うような場所にする。

◇ 特区内で、「国際医療拠点」として相当の外国人患者の受け入れを
見込む医療機関について、高度の医療水準の確保を条件として、以下
の規制改革を認めるとともに、臨時国会に提出する特区関連法案の
中に必要な特例措置を盛り込む。

（１） 国際医療拠点における外国医師の診察、外国看護師の業務解禁
・ 国際医療拠点において、高度な医療技術を有する外国医師の
受入れを促進する観点から、全国における制度改革として、臨床

修練制度を拡充する。

なお、当該外国医師が従事する医療機関において、外国看護
師が現行の臨床修練制度を活用してチーム医療を提供すること
も可能となる。

・ また、東京オリンピックの開催も追い風に、今後、我が国に居
住・滞 在する外国人が急増することが見込まれる。

こうした中で、医師に係る二国間協定の対象国の拡大、特区内
に限定して人数枠の拡大、受け入れ医療機関の拡大及び自国民
に限らず外国人一般に対して診療を行うことを認めるといった対
応を行う。

（２） 病床規制の特例による病床の新設・増床の容認
・ 東京オリンピックの開催も追い風に、今後、我が国に居住・滞在

する外国人が急増することが見込まれる。
・ 国際医療拠点で高度な水準の医療を提供する病床を新設・増

床する場合に、特区ごとに設置する統合推進本部で決定した高
度な水準の医療を提供するための病床数の範囲で、都道府県が、
基準病床数に加えることを可能とすることについて、統合推進本
部の構成やその在り方と併せて検討する。

（３） 保険外併用療養の拡充
・ 医療水準の高い国で承認されている医薬品等について、臨床

研究中核病院等と同水準の国際医療拠点において、国内未承認
の医薬品等の保険外併用の希望がある場合に、速やかに評価を
開始できる仕組みを構築する。

◇ 医学部の新設に関する検討
・ 医学部の新設については、高齢化社会に対応した社会保障制

度改革や全国的な影響等を勘案しつつ、国家戦略特区の趣旨を

踏まえ、関係省庁と連携の上、検討する。
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２１

２．雇用

◇ 特区内で、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な
人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう、以下の規制改
革を認めるとともに、臨時国会に提出する特区関連法案の中に必要な
規定を盛り込む。

（１） 雇用条件の明確化
・ 新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用

ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生
じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用労働相談セ
ンター（仮称）」を設置する。

・ また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、
個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。

・ 本センターは、特区毎に設置する統合推進本部の下に置くものと
し、本センターでは、新規開業直後の企業及びグローバル企業の
投資判断等に資するため、企業からの要請に応じ、雇用管理や労
働契約事項が上記ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的
事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施する。

・ 以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り
込む。

（２） 有期雇用の特例
・ 例えば、これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業

が、７年間限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることな
く高い待遇を提示し優秀な人材を集めることは、現行制度上はでき
ない。

・ したがって、新規開業直後の企業やグローバル企業をはじめと
する企業等の中で重要かつ時限的な事業に従事している有期労
働者であって、「高度な専門的知識等を有している者」で「比較的高
収入を得ている者」などを対象に、無期転換申込権発生までの期

間の在り方、その際に労働契約が適切に行われるための必要な

措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審議会にお
いて早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成２６年通常国会に
所要の法案を提出する。

・ 以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り

込む。
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２２

３．教育

◇ 特区内で、以下の規制改革を認めるとともに、これについて臨時国
会に提出する特区関連法案の中に必要な規定を盛り込む。

（１） 公立学校運営の民間への開放（公設民営学校の設置）
・ 東京オリンピックの開催も追い風に、国際バカロレアの普及拡

大を通じたグローバル人材の育成や、スポーツ・体育の充実など
に係る必要性が増している。

・ こうした中で、公立学校で多様な教育を提供する観点から、教
育活動の質や公立学校としての公共性を確保しつつ、特区にお
いて、公立学校運営の民間開放（民間委託方式による学校の公
設民営等）を可能とすることとし、関係地方公共団体との協議の
状況を踏まえつつ、特区関連法案の施行後一年以内を目途とし
て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

４．都市再生・まちづくり

◇ 特区内で、以下の規制改革を認めるとともに、臨時国会に提出する
特区関連法案の中に特例措置として盛り込む。

（１） 都心居住促進のための容積率・用途等土地利用規制の見直し
・ 東京オリンピックの開催も追い風に、国際都市として更に進化を

目指す都市設計を推進するとともに、都心居住の環境整備を加
速化するため、特区においては、都市計画決定を特区ごとに設置
する統合推進本部が行い、国が自ら戦略的に都市計画を主導し、
都心におけるマンション建設に際し、オフィスビルに容積を移転す
るなどの特例措置を速やかに講ずる。

（２） エリアマネジメントの民間開放（都市機能の高度化等を図るための
道路の占用基準の緩和）
・ 都市における国際的なイベントの実施や多言語看板、オープ

ンカフェの設置等の道路空間の有効利用を行うことが可能となる
よう、道路管理者が当該特区計画区域内で道路の占用を許可で
きるようにするための基準の緩和を行う。

（３） 滞在施設の旅館業法の適用除外
・ 東京オリンピックの開催も追い風に、今後、我が国に居住・滞在

する外国人が急増することが見込まれる。
・ こうした中で、外国人の滞在ニーズに対応する一定の賃貸借型

の滞在施設について、３０日未満の利用であっても、利用期間等

の一定の要件を満たす場合は、旅館業法の適用を除外する。



国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針

２３

５．農業

◇ 特区内で、以下の規制改革を認めるとともに、臨時国会に提出する
特区関連法案の中に必要な特例措置を盛り込む。

（１） 農業への信用保証制度の適用
・ 農業について、商工業とともに行うものに関しては、金融機関か

らより円滑に資金調達できるようにするため、都道府県の応分の
負担を前提に、信用保証協会が保証を付与することを可能とする。

（２） 農家レストランの農用地区域内設置の容認
・ 地域で生産される農畜産物又はそれを原材料として製造・加工

したものの提供を行う農家レストランについて、農業者がこれを農
用地区域に設置できるよう、要件を緩和する。

なお、農業委員会と市町村の事務分担、農業生産法人の６次産業化

推進等のための要件緩和についても早急に検討する。

６．歴史的建築物の活用

◇ 速やかに全国規模の規制改革を進める。

（１） 古民家等の歴史的建築物の活用のための建築基準法の適用除外
など

・ 重要文化財までには至らない各地の古民家等の、いわゆる「歴
史的建築物」（町家、武家屋敷、庄屋等）については、現在、空き
家化や解体等が進展しているが、他方で、宿泊施設、レストラン、
サテライトオフィス等として積極的に有効活用し、地域活性化や
国際観光等に貢献させたいとのニーズが飛躍的に高まっている。

・ また、東京オリンピックの開催も追い風に、今後、我が国に居
住・滞在する外国人が急増することが見込まれる。

・ こうした中で、より多くの歴史的建築物の活用等が円滑に行わ
れるよう、建築審査会における個別の審査を経ずに、地方自治体
に新たに設ける専門の委員会等（歴史的建築物の活用等や構造
安全性に係る専門家などから構成）により、建築基準法の適用除
外を認める仕組みを推進する。

・ また、より多くの歴史的建築物について、消防長又は消防署長
が消防法施行令第32条に定める消防用設備等の基準の適用除
外に該当するかどうかの判断をより円滑に行えるよう、積極的に、
関連する事例を情報共有するとともに、各地域からの相談を受け
付ける仕組みを構築する。

・ さらに、歴史的建築物の活用を全国規模で推進し、地域の活性
化や国際観光の振興を図るため、内閣官房において、府省横断
的な検討体制を整備する。
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２４

◇ 特区内で、以下の規制改革を認めるとともに、必要な特例措置を講
ずる。

（１） 歴史的建築物に関する旅館業法の特例
・ 地方自治体の条例に基づき選定される歴史的建築物について、

一定の要件を満たす場合は、旅館業法上の施設基準の適用を一
部除外する。（例えば、ビデオカメラや２４時間の連絡窓口が設置さ

れる場合などはフロントなしでも認めることなど）



２５

２０１３．１１

規制改革項目 結果 備考

１、医療

（１）外国医師の診察

△
・「外国人患者の診療」まで拡大したことは前進。
・「日本人患者の診療」は今後の課題。

（２）病床規制 ○

（３）保険外併用診療 ○

（４）医学部新設 ○

２、雇用　　（雇用条件明確化、有期雇用、労
働時間）

△
・「雇用条件明確化」は、当初の狙いをほぼ達
成。
・「有期雇用」は、全国規模を念頭にプログラム規
定（次期通常国会で具体的措置）。
・「労働時間」は今後の課題。

３、教育　　（公設民営） ○

４、都市

（１）容積率緩和等 ○

（２）エリアマネジメント ○

（３）賃貸マンション宿泊利用 ○

５、農業

（１）農業委員会 ○

（２）信用保険制度 ○

（３）農地の利用拡大 ○

（４）農業生産法人要件 △ ・「役員要件」は緩和。
・「議決権要件」は今後の課題。

６、地方議会（被選挙権） × ・全国規模を念頭に引き続き調整。

７、歴史的建築物 ○

国家戦略特区　重点１５項目の結果一覧

○平成25年11月14日 衆議院・内閣委員会 八田達夫参考人資料（抄）



規制改革
分野

主な提案者

①医療 関西広域連合、福島県、東京都、神奈川県、富山県、静岡県、大阪府、兵庫県、奈良県、大分県、宮崎県、沖縄県、成田市、川崎市、横
浜市、大阪市、箕面市、神戸市、福岡市

㈱ＩＢＪ、葵会、大阪商工会議所、大阪大学工学研究科、大阪府立病院機構、沖縄科学技術大学院大学、鹿島建設㈱、関西経済連合会、
ゲートタワーＩＧＴクリニック、国際医療福祉大学、東急不動産㈱、東京建物㈱、日本財団、日本立地センター、福岡地域戦略推進協議会、
㈱フジテレビジョン、㈱ブルーブックス、三井不動産㈱、三菱地所㈱、森トラスト㈱、森ビル㈱ など

②雇用 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、福岡県、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、養父市、北九州市、福岡市

京都産学公連携機構、京都産業育成コンソーシアム、京都大学、グリー㈱、㈱ＫＭＯ、国際銀行協会、国立新美術館、スタディキャリア
ジャパン、サントリー美術館、福岡地域戦略推進協議会、三井不動産㈱、三菱地所㈱、森美術館、森ビル㈱ など

③教育 大阪府、北海道安平町、大阪市

㈱アルベログランデ、㈱栄光、鹿島建設㈱、㈱久米設計、東急不動産㈱、ポイントグリーン推進環境会議、ルネサンスアカデミー㈱ な
ど

④都市再
生・まちづく
り

東京都、大阪府、長崎県、横浜市、大阪市、福岡市

㈱アルベログランデ、鹿島建設㈱、㈱久米設計、東急不動産㈱、東京急行電鉄㈱、日本財団、日本マンガアニメトキワ荘フォーラム、福
岡地域戦略推進協議会、㈱フジテレビジョン、ベイライン㈱、三井不動産㈱、三菱地所㈱、森ビル㈱ など

⑤農業・食
品

北海道、茨城県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、熊本県、宮古市、佐野市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、養父市、鹿島市、
㈱ジャパンブルーエナジー、㈲新鮮組、日本エコ・アグリテクノロジー、re terra など

⑥地方議
会

任意団体・万年野党（政策監視会議）

⑦歴史的
建築物

長崎県、横浜市、奈良市、福岡市
福岡地域戦略推進協議会、歴史的建築物活用ネットワーク など

⑧エネル
ギー

北海道、新潟県、岐阜県、京都府、大阪府、福岡県、石狩市、北海道下川町、宮古市、川崎市、新潟市、上越市、新潟県聖籠町、京都
市、大阪市、北九州市、日向市

㈲オメガ技術研究所、海洋エネルギー資源利用推進機構、九州大学応用力学研究所、京都産学公連携機構、京都産業育成コンソーシ
アム、京都大学、㈱ジャパンブルーエナジー、新関西国際空港㈱、太陽経済の会、千代田化工建設㈱、TakeEnergyCorporation㈱、日

本エコ・アグリテクノロジー、バイオテック㈱、ポイントグリーン推進環境会議、マグネシウム循環社会推進協議会、三井不動産㈱、三菱
地所㈱、森トラスト㈱、森ビル㈱、㈱リアムウインド など

国家戦略特区に関する主な提案

２６



国家戦略特区 総合特区 構造改革特区

目的・趣旨

経済社会の構造改革を重点的に推進する

ことにより、産業の国際競争力の強化、国

際的な経済活動の拠点の形成を促進。

規制改革を総合的・集中的に推進。

地域の先駆的な取組に対し、規制の特例

措置に加え、税制・財政・金融上の支援措

置により総合的に支援。

現場ニーズに基づく構造改革の推進及び

地域の活性化。

国・地方・
民間の関係

国が区域や区域方針を決定。

特区ごとの国家戦略特区会議に、国・地方

公共団体・民間事業者が対等の立場で参

画し、国家戦略特区計画を密接な連携の

下に作成・合意。国が認定。

地方公共団体からの申請に基づき、国が

特区を指定、総合特区計画を認定。

規制の特例措置を活用する地方公共団体

からの申請に基づき、国が構造改革特区

計画を認定。

対象区域
政策テーマ・プロジェクトに応じ、国が決定

した区域に限定して、適用。

指定地方公共団体が計画認定を受けた区

域に限定して、適用。

特区計画の認定について、すべての地方

公共団体が申請可能。

指定区域数
認定計画数

― 48区域（国際7、地域41）
365特区

（これまでに1,212件の特区計画を認定）

支援措置
規制の特例、金融上の措置

（税制については、本年末に決定予定）
規制の特例、税制・財政・金融上の措置 規制の特例措置

規制改革の
実現手法

関係省庁との協議の上、規制の特例措置。

その後、計画認定を通じ規制改革を実現。

特区の指定後、関係省庁と協議を行い、協

議の整ったものを措置。

関係省庁との協議の上、規制の特例措置。

その後、計画認定を通じ規制改革を実現。

国家戦略特区と既存特区との比較
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② 総合特区制度

２８



１－１．総合特区制度の概要 （１）制度概要

環境・次世代エネル
ギー

研究開発

国際港湾

アジア拠点

ﾊﾞｲｵ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

農業

国際物流

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ

（４）金融上の支援措置：利子補給制度（０．７％以内、５年間）の創設 （H25予算2.9億円）

（３）財政上の支援措置：関係府省の予算を重点的に活用。総合特区推進調整費により機動的に補完（H25予算124億円）

（１）規制・制度の特例措置

○全国的な展開に踏み切れない規制の特例も、自己責任の下、

区域限定で実施

⇒ライフイノベーション、グリーンイノベーション等の本格展開の突破口

○個別の法令等の特例措置に加え、地方公共団体の事務に関し、

政省令で定めている事項を条例で定められることとする

⇒ 地方分権を加速する突破口

（２）税制上の支援措置

○地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る所得控除
⇒地域の志のある資金を結集

○国際競争力強化のための法人税の軽減
（投資税額控除、特別償却、所得控除より選択）

⇒国際競争力ある産業・機能集積拠点整備

②地域活性化総合特区①国際戦略総合特区

先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中

○ 地域の包括的･戦略的なチャレンジを、オーダーメードで総合的（規制･制度の特例、税制・財政・金融措置）に支援

○ 総合特区ごとに設置される「国と地方の協議会」で国と地域の協働プロジェクトとして推進

我が国の経済成長の

エンジンとなる産業・機能の

集積拠点の形成

①国際戦略総合特区 ②地域活性化総合特区

地域資源を 大限

活用した地域活性化の

取組による地域力の向上

２つのパターンの「総合特区」

特例措置・支援措置

観光・文化

医療・介護・健康

教育・子育て

環境・次世代エネルギー

金融・ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

物流・交通

ﾊﾞｲｵﾏｽ

農商工連携

防災・減災

※特例措置・支援措置は、「国と地方の協議会」の協議を踏まえ、累次追加
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①

②
③

④
⑤⑥

⑦

26
25 24

23 222120
1918

17
16 15

14

1312 11

10
9

8

7
6
5 4

3

2
1

沖縄の地域制度

地域活性化総合特区国際戦略総合特区

No. 国際戦略総合特区と地方公共団体の名称

国際1

北海道フードコンプレックス国際戦略総合特区（北海道、札幌市、函館市、帯広市及び江別市並びに
北海道河東郡音更町、士幌町、上士幌町及び鹿追町、上川郡新得町及び清水町、河西郡芽室町、
中札内村及び更別村、広尾郡大樹町及び広尾町、中川郡幕別町、池田町、豊頃町及び本別町、
足寄郡足寄町及び陸別町並びに十勝郡浦幌町）

国際2 つくば国際戦略総合特区～つくばにおける科学技術の集積を活用したライフイノベーション・グリーン
イノベーションの推進～（茨城県及びつくば市）

国際3 アジアヘッドクォーター特区（東京都）

国際4 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区（神奈川県、横浜市及び川崎市）

国際5
アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区（岐阜県、各務原市、愛知県、名古屋市、半田市、
春日井市、常滑市、小牧市及び弥富市並びに愛知県西春日井郡豊山町及び海部郡飛島村並びに名
古屋港管理組合）

国際6 関西イノベーション国際戦略総合特区（京都府、京都市、大阪府、大阪市、兵庫県及び神戸市）

国際7 グリーンアジア国際戦略総合特区（福岡県、北九州市及び福岡市）

27
28

29

30
31

32

36
37

35

34
33

【第１次指定（H23.12.22） 】

【第１次指定（H23.12.22）】

【第２次指定（H24.7.25）】

【第３次指定（H25.2.15）】

復興特区

Ｎｏ． 地域活性化総合特区と地方公共団体の名称

33 さがみロボット産業特区(神奈川県）

34 ふじのくに防災減災・地域成長モデル総合特区（内陸のフロンティアを拓く取組)（静岡県）

35 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区（ＡＡＡシティおかやま）（岡山市）

36 九州アジア観光アイランド総合特区（福岡県等）

37 ながさき海洋・環境産業拠点特区（長崎県等）

Ｎｏ． 地域活性化総合特区と地方公共団体の名称

1 札幌コンテンツ特区(北海道札幌市)

2 森林総合産業特区(北海道下川町)

3 レアメタル等リサイクル資源特区（秋田県）

4 栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区（栃木県）

5 畜産バイオマスの高効率エネルギー利用、炭化・灰化利用による環境調和型畜産振興特区（群馬県）

6 次世代自動車・スマートエネルギー特区（埼玉県さいたま市）

7 柏の葉キャンパス「公民学連携による自律した都市経営」特区（千葉県柏市等）

8 持続可能な中山間地域を目指す自立的地域コミュニティ創造特区（新潟県長岡市）

9 健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区（新潟県見附市等）

10 とやま地域共生型福祉推進特区（富山県）

11 ふじのくに先端医療総合特区（静岡県）

12 未来創造「新・ものづくり」特区（静岡県浜松市）

13 次世代エネルギー・モビリティ創造特区（愛知県豊田市）

14 京都市地域活性化総合特区（京都府京都市、京都府）

15 国際医療交流の拠点づくり「りんくうタウン・泉佐野市域」地域活性化総合特区（大阪府等）

16 あわじ環境未来島特区（兵庫県、兵庫県洲本市、南あわじ市、淡路市）

17 和歌山県「高野・熊野」文化・地域振興総合特区（和歌山県）

18 「森里海連環　高津川流域ふるさと構想」特区（島根県益田地区広域市町村圏事務組合）

19 たたらの里山再生特区（中山間地域における里山を活用した市民による地域再生の挑戦）（島根県雲南市）

20 ハイパー＆グリーンイノベーション水島コンビナート総合特区（岡山県）

21 環境観光モデル都市づくり推進特区（広島県）

22 尾道地域医療連携推進特区（広島県）

23 次世代型農業生産構造確立特区（山口県等）

24 かがわ医療福祉総合特区（香川県）

25 西条農業革新都市総合特区（愛媛県西条市）

26 東九州メディカルバレー構想特区（血液･血管医療を中心とした医療産業拠点づくり特区）（大分県、宮崎県）

Ｎｏ． 地域活性化総合特区と地方公共団体の名称

27 競争力と持続力を持つ交流６次化モデルの構築特区（山梨県南アルプス市）

28 みえライフイノベーション総合特区（三重県）

29 鳥取発次世代社会モデル創造特区（鳥取県）

30 先導的な地域医療の活性化（ライフイノベーション）総合特区（徳島県）

31 中心市街地と田園地域が連携する高松コンパクト・エコシティ特区（香川県高松市等）

32 椿による五島列島活性化特区（長崎県五島市等）

【第４次指定（H25.9.13）】

38
39

4041

総合特別区域 第１次指定・第２次指定・第３次指定・第４次指定

No. 地域活性化総合特区と地方公共団体の名称

38 群馬がん治療技術地域活性化総合特区（群馬県）

39 地域の“ものづくり力”を活かした「滋賀健康創生」特区（滋賀県）

40 奈良公園観光地域活性化総合特区（奈良県）

41 千年の草原の継承と創造的活用総合特区（熊本県阿蘇市等）

１－１．総合特区制度の概要 （２）区域指定の状況
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１－１．総合特区制度の概要 （３）総合特別区域法のスキーム

○特例措置・支援措置

（２）税制上の特例

・総合特区に関する計画の実施を支援するため、各府省庁の予算制度を重点的に活用 ・総合特区推進調整費により、なお不足する部分を機動的に補完

（３）財政上の支援

・総合特区に関する計画に係る事業を実施する者が、金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、総合特区支援利子補給金を支給

（４）金融上の支援

総合特別区域推進WG

総合特別区域基本方針（閣議決定）

総合特別区域推進本部（本部長：内閣総理大臣）
○総合特別区域基本方針
１．総合特区制度の意義及び目標

・ 政策課題を解決するための突破口

・ 地域の資源や知恵を地域の自立や活性化に向けて 大限利用

・ 政策課題解決の実現可能性の高い区域における取組に対して、国と地域の政策

資源を集中（規制の特例措置・税制・財政・金融上の支援措置により総合的に支援）

２．総合特別区域の指定基準

① 包括的・戦略的な政策課題の設定と解決策の提示

② 先駆性と一定の熟度 ③ 実現を支える地域資源等の存在

④ 有効な国の規制・制度改革の提案 ⑤ 地域の責任ある関与

⑥ 明確な運営母体

※ 国際戦略総合特別区域については、指定数は少数に限定

３．規制の特例措置／税制・財政・金融上の支援措置事項 等

国と地方の協議会 ※総合特別区域毎に設置

・構成： ・国の関係行政機関 ・地方公共団体 ・事業の実施主体（民間企業・ＮＰＯ等） 等

・協議事項： ・新たな規制・制度の特例措置 ・税制・財政・金融上の支援措置 等

※ 協議の整った事項について構成員は尊重義務を負う

※ 総合特区継続中は継続的に開催し、ＰＤＣＡサイクルを実施

国が法令等の改正を措置（特例措置等が累次追加）

総合特別区域の指定
・ 推進本部の意見を聴いて内閣総理大臣が指定

・ 国と地域で課題解決の方向性を「国際競争力強化方針」「地域活性化方針」として共有

・指定の際に、必要に応じて留保条件を付与（計画認定までに整理）

総合特別区域計画の作成・認定

・特例措置・支援措置の対象事業について記載

（１）規制・制度の特例

①個別法・政省令等の特例 （例）建築基準法の特例、通訳案内士法の特例 等 ②地方公共団体事務について政省令で定める事項の条例委任の特例

・ 地方公共団体が地域協議会の協議等を経て申請

・ 民間は地方公共団体に指定申請することの提案が可能

・ 申請に併せ、新たな規制・制度改革や支援措置について提案

総合特別区域指定申請
（国際戦略総合特別区域又は地域活性化総合特別区域）

地域協議会
・ 地方公共団体、

民間実施主体等
により構成

※特例措置・支援措置は、「国と地方の協議会」の協議を踏まえ、累次追加

①国際戦略総合特区：国際競争力ある産業拠点整備のための法人税の軽減 ②地域活性化総合特区：地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る所得控除
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全特区の取組状況

目
標

効
果

制
度
概
要

規
制

税
制

財
政

各省庁による重点配分 総合特区推進調整費 合計

23年度 ６，０６２ ２，７００ （7特区11事業）（当初予算：１５，１００） ８，７６２

24年度 １６，８１９ ３，２１９ （10特区20事業）（当初予算：１３，８４０） ２０，０３８

25年度 １，８２０ （8特区16事業）（当初予算：１２，４００） １，８２０

合計 ２２，８８１ ７，７３９ ３０，６２０

金
融

第１次指定33特区の経済効果等
経済効果：99,492億円（平成27年度）
雇用創出効果：46.2万人（平成27年度）

（単位：百万円）

具体例 ○ 旧「私のしごと館」の無償譲渡の実現 （関西イノベーション特区（京都府等））

○ 旅客不定期航路事業者による国際会議参加者の運送 （アジアヘッドクォーター特区（東京都））

○ 地域支援事業を活用した介護機器の貸与 （岡山型社会経済モデル構築特区（岡山市））

【国際戦略総合特区】 指定法人数：５４社（７特区）

具体例：○BNCT治療装置用中性子発生装置の開発（つくば特区）

○現在と将来の地域の健幸状態を表す総合指標及び解析知能化エンジンの開発（SWC特区）

契約件数：８７件（１５特区）
具体例：○枝豆等の輸出拡大・輸入代替促進に向けた貯蔵施設の建設（北海道特区）

○未利用地を活用した太陽光発電所の整備（あわじ環境未来島特区）

○産業の国際競争力の強化
○地域の活性化

○地域の包括的･戦略的な取組を、オーダーメードで総合的（規制･制度の特例、税制・財政・金融措置）に支援
○ 総合特区ごとに設置される「国と地方の協議会」で国と地域の協働プロジェクトとして推進
○「総合特区」は「国際戦略特区」と「地域活性化特区」の２種類あり、 ４８区域（国際戦略：７区域、地域活性化：４１区域）が指定済み（第４次指定

（H25.9.13）まで）

【設備投資に係る減税制度（特別償却又は税額控除）】・特別償却の割合：取得価格の５０％（建物等２５％）（通常は８．４％）、税額控除の割合：取得価格の１５％（建物等８％）（通常は無し）

【総合特区推進調整費】 各府省の予算制度を重点的に活用した上でなお不足する場合に機動的に補完。

【利子補給制度】0.7％以内、5年間

【出資に係る所得控除】認定地域活性化計画に定められた事業を行う中小企業が発行する株式を個人が取得した場合、当該個人の総所得金額から一定額を控除。（控除額：取得に要した
金額（１千万円限度）と総所得金額等の40％に相当する額のいずれか少ない金額から２千円を除く額。）

【地域活性化総合特区】 指定法人数：無し

（平成25年11月1日時点）

２４年提案 法令等を改正 法令等改正検討中 現行法令で対応 省庁が継続検討 自治体再検討 合意せず 等

３９４ ４４ ６ １８２ ２２ １２７ １３

２５年提案 ⅰ）法令等を措置する ⅱ）法令等の措置方針 ⅲ）現行制度で対応可 ⅳ）必要に応じ再協議 ⅴ）自治体再検討 ⅵ）実現見込立たず

８９ ８ ９ ２８ ５ ３４ ５

具体例：○ボーインクﾞ787等の製造に関する設備（アジアNo.1特区）

○アルツハイマーや次世代ワクチンの新薬開発のための設備（関西イノベーション特区）

※指定自治体の申請書の記載を基に、
産業連関表を用いて推計

今後、第２次、第３次、第４次指定も含
め、再推計予定

３２

１－２．全総合特区の取組状況



１－３．国際戦略総合特別区域の概要 （１）

３３

北海道フード・コンプレックス
国際戦略総合特区

つくば国際戦略総合特区 アジアヘッドクォーター特区
京浜臨海部ライフイノベーション

国際戦略総合特区

（自治体数） （1道２２市町村） （１県１市） （１都） （１県２市）

指定地方公共
団体

北海道、札幌市、江別市、函館市、帯広市、音
更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清
水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広
尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄
町、陸別町、浦幌町

茨城県、つくば市 東京都 神奈川県、横浜市、川崎市

民間企業 北海道経済連合会

アイシン精機（株）、アイシン高丘（株）、IDEC
（株）、アステラス製薬（株）、アタカ大機（株）、
（株）アトックス、（株）石井鐵工所、Wafer
Integration（株）、臼井国際産業（株）、エーザイ
（株）など民間企業４０社以上

森ビル（株）、森トラスト（株）、三井不動産(株)、
大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進
協議会、三菱地所(株)、新宿副都心エリア環境
改善委員会、東京DAIBA・MICE/IR国際観光戦
略総合特別区域共同提案グループ、東京急行
電鉄(株)、東急不動産(株)　計６社・３団体

味の素(株)、川崎鶴見臨港バス(株)、(株)ケイエ
スピー、武田薬品工業(株)、(株)TNPパートナー
ズ、東京国際エアカーゴターミナル(株)、東電不
動産(株)、(株)日本政策投資銀行、(株)横浜銀
行、(株)横浜国際平和会議場、(株)ヨドバシカメ
ラ、川崎信用金庫　計１２社

大学・研究機関
北海道大学、酪農学園大学など計６大学、他研
究機関多数

国立大学法人筑波大学、茨城県立医療大学、
他研究機関多数

－
慶應義塾大学、東京工業大学、横浜市立大
学、他研究機関等多数

その他 関係団体多数 関係団体多数
島田晴雄千葉商科大学長、（独）日本貿易振興
機構、他研究機関多数

金澤一郎（宮内庁長官官房　皇室医務主管）、
関係団体多数

○　食産業の研究開発・輸出拠点を形成し、成
長著しい東アジアの食市場を獲得

○　ライフイノベーション、グリーンイノベーション
分野で我が国の成長・発展に貢献
○　つくばの科学技術の集積から新事業・新産
業が絶え間なく生み出される新システムの構築

○　欧米の多国籍企業やアジアの成長企業の
事業統括部門・研究開発部門の東京誘致

○　個別化・予防医療時代に対応したグローバ
ル企業による革新的医薬品・医療機器の開発・
製造と健康関連産業の創出

（主な数値目標）
・特区が関与した食品の輸出額・輸入代替額等
1,300億円（2010年に対する5年間('12～'16)の
売上増加額累計）

（主な数値目標）
・悪性脳腫瘍、頭頸部がんの先進医療での治
療症例数　0(H23)→150(H27)
・耕作放棄地での藻類産生炭化水素オイルの
生産量 0万ｔ(H23)→1.4万ｔ(H32)

（主な数値目標）
・アジア地域の業務統括・研究開発拠点を５年
間で５０社以上誘致
・その他の外国企業を５年間で５００社以上誘
致

（主な数値目標）
・医療・健康産業の創出に伴う経済波及効果
約2,035億円（５年後）
・医薬品・医療機器の臨床開始から上市までの
期間　14ヶ月短縮

・農水産物の安全性・品質を更に高める生産体
制の強化
・食品研究開発拠点の形成と企業集積
・輸出拡大に向けた体制の強化

・次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の開発実用化
・生活支援ロボットの実用化
・藻類バイオマスエネルギーの実用化
・世界的ナノテク拠点の形成

・ＭＩＣＥ開催等による誘致対象企業の掘り起こ
し
・ビジネス・ワンストップサービスの提供、マッチ
ングの促進
・生活環境・ビジネス環境の整備

・健診データを活用した検体バンク・検体情報
ネットワークの整備
・革新的な医薬品・医療機器の新たな評価・解
析手法の確立と国際共同治験の迅速化
・ニーズ主導のマッチングによるベンチャー企業
の創出・産業化

12,817 288.4 25.9 15.6
対象面積

（k㎡）

取組内容

総合特区の名称

目標
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）



１－３．国際戦略総合特別区域の概要 （２）

３４

アジアNo.1航空宇宙産業
クラスター形成特区

関西イノベーション国際戦略総合特区 グリーンアジア国際戦略総合特区

（自治体数） （３県４０市町村１一部事務組合） （３府県３市） （１県２市）

指定地方公共
団体

岐阜県、大垣市、関市、美濃市、瑞浪市、各務
原市、可児市、笠松町、垂井町、神戸町、安八
町、坂祝町、川辺町、御嵩町、愛知県、名古屋
市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井
市、津島市、安城市、犬山市、常滑市、小牧市、
稲沢市、尾張旭市、愛西市、清須市、北名古屋
市、弥富市、みよし市、あま市、豊山町、大口
町、飛島村、三重県、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、
いなべ市、木曽岬町、名古屋港管理組合

京都府、大阪府、兵庫県
京都市、大阪市、神戸市

福岡県、北九州市、福岡市

民間企業

三菱重工業(株)、川崎重工業(株)、富士重工業
(株)、東レ(株)、中部国際空港(株)　計５社　中部
経済連合会、名古屋商工会議所、中部航空宇
宙部品生産協同組合

塩野義製薬(株)、シスメックス(株)、シャープ
(株)、住友電気工業(株)、ニプロ(株)、パナソニッ
ク(株)、日立造船(株)など民間企業６０社以上、
関西経済連合会

新日鉄住金エンジニアリング(株)、石川金属工
業(株)、新日鐵住金(株)、三菱電機(株)、
TOTO(株)、日本磁力選鉱(株)、上海スーパーエ
クスプレス(株)、(株)福岡銀行、(株)日本政策投
資銀行など民間企業２００社以上、九州経済連
合会

大学・研究機関 名古屋大学、中部航空宇宙技術センター
京都大学、大阪大学、神戸大学など１０大学以
上、他研究機関等多数

九州大学、北九州市立大学、他研究機関等多
数

その他 － 関係団体多数 関係団体多数

○　アジア 大・ 強の航空宇宙産業クラス
ターの形成

○　関西からの医薬品・医療機器の輸出を増加
させ、世界市場でのシェアを倍増
○　関西の電池生産額を大幅増

○　アジアの活力を取り込み、アジアから世界
に向けて展開し、アジアと共に成長

（主な数値目標）
・中部地域の航空宇宙産業の生産高　0.7兆円
(H22)→0.9兆円(H27)
・同地域の航空宇宙産業雇用者数　15千人
(H22)→20千人(H27)

（主な数値目標）
・輸入医薬品市場における関西の世界シェア
1.2％('10)→2.4％('25)
・関西のリチウムイオン電池の精算額　2,300億
円('10)→38,500億円('25)

（主な数値目標）
・当地域が貢献する環境を軸とした産業の年間
売上高　約0.2兆円(H22)→約5.2兆円(H32)

・航空機イノベーション拠点の整備
・産学官挙げたＭＲＪプロジェクトの成功に向け
た取組の推進
・企業が新規立地・設備投資しやすい環境整備

・医薬品、医療機器、先端医療技術、先制医
療、バッテリー、スマートコミュニティにおけるイノ
ベーションの創出

・都市環境インフラのパッケージによる展開
・世界各国の環境ニーズに対応した製品の開
発・生産
・循環型社会システムの構築と資源確保
・マーケティング・セールス機能の充実
・ヒト・モノ・カネの往来を加速

10.7 64.9 183.7

総合特区の名称

関
係
組
織

（
地
域
協
議
会
構
成
員

）

目標

取組内容

対象面積
（k㎡）
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• 新しい産学官連携の仕組みの核となるつくばグローバル・イノベーション推進機構を筑波大学内に設置

（Ｈ２３．７ 学内組織として立ち上げ、Ｈ２５．４ 本格稼働）

• 各機関の有する 先端の研究設備や人材、情報等「つくばの知的集積」を共有資源として位置付け、自由に活用できるオープ
ンイノベーションの展開が可能となるシステムを構築する

• 今後５年間で５つ以上、つくばの科学技術の集積を活かした新しいプロジェクトを生み出していく

イ
ン
フ
ラ
・
生
活
環
境
整
備
・
ま
ち
づ
く
り

つくばグローバル・イノベーション推進機構つくばグローバル・イノベーション推進機構

産学官連携のプラットフォーム
～ イノベーションの苗床としてワンストップ・サービスを展開し、分野・機関

を超えた連携の促進を通じて新事業・新産業の創出をプロデュース ～

ライフイノベーション、グリーンイノベーション分野でオープンイノベーション型研究開発を展開
国際標準の獲得や国際的モデルの提示により、我が国の成長・発展を牽引、世界的課題解決にも貢献

規

制

緩

和

・
税

制

優

遇

措

置

ライフ・イノベーション
〈次世代がん治療・ロボット等〉

グリーン・イノベーション
〈藻類バイオマス、ナノテク等〉

課題・問題点を
フィードバック

プロジェクト支援

組織の垣根を超えて共通の目標を掲げ、短期間で新事業・新産業の創出につなげる

(１) つくばを変える新しい産学官連携システムの構築



ライフイノベーション

Project②：生活支援ロボットの実用化

Project①：次世代がん治療(BNCT)の開発実用化

患者のQOLが高く経済的な負担も少ない、画期的次世代
がん治療(BNCT)の開発実用化を図る。

国際標準化し、医療関連産業の国際展開を図る。

グリーンイノベーション

Project③：藻類バイオマスエネルギーの実用化

Project④：TIA-nano 世界的ナノテク拠点の形成

【参画機関】

筑波大学、高エネル
ギー加速器研究機構、
日本原子力研究機構、
北海道大学、企業、茨
城県

炭化ケイ素

ボトリオコッカス オーランチオキトリウム

世界に先駆けて生活支援ロボットの安全性評価基準を確立
し、国際標準を獲得する。

つくばにロボットの開発から安全認証までの切れ目のない体
制を構築し、ロボット産業の国際競争力を牽引

【参画機関】

産業技術総合研究
所、日本自動車研
究所、筑波大学、
企業等

石油代替燃料として期待される藻類バイオマスの実用化を
図る。

世界的エネルギー問題の解決に貢献するとともに藻類産
業を創出する。

【参画機関】

筑波大学、藻
類コンソシー
アム、つくば
市

国際競争力ある世界的ナノテク拠点を構築する。

画期的技術の省エネ機器等の開発や人材育成を一体的に
推進し、省エネルギー等の課題解決に貢献する。

【参画機関】

産業技術総
合研究所、物
質・材料研究
機構、筑波大
学、企業

治療前 治療後

(２) ４つの先導的プロジェクトの推進

搭乗型ロボット

お掃除ロボット
スーパークリーンルーム

藻類 藻類耳下腺がん
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③ 構造改革特区
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構造改革特区制度の流れ（構造改革特別区域法）

＜企業・地方公共団体・NPO等、誰でも提案可能＞

規制の特例措置について

提案

構造改革特別区域計画
の実施

＜地方公共団体＞

＜国＞

構造改革特別区域計画の認定
１，２１２件の特区を実現（現在３６５）

評価・調査委員会による評価
（地域を限定した規制の特例措置の

全国化の可否を検討）

＜地方公共団体＞

構造改革特別区域計画
の作成・申請

各省庁と調整し、対応方針を特区
本部決定※、基本方針の閣議決定

７７０件の規制改革を実施
・地域を限定して特区で対応（２３３件）
・全国的な規制改革で対応（５３７件）

（特例措置成立後） ※ 内閣総理大臣を本部長、全閣僚をメンバーと
する構造改革特別区域推進本部にて決定。

２．構造改革特区制度 （１）制度の概要

民間企業の経済活動や地方公共団体、ＮＰＯの取組等を妨げているような国の規制につき、地域を限定して
これらの規制を改革すること等により、構造改革を進め、地域の活性化を推進。

構造改革特区の制度趣旨

３８



２．構造改革特区制度 （２）これまでの制度改正と規制の特例措置の経緯

平成14年
（2002年）

◎構造改革特別区域法施行
・農地法の特例（農業生産法人以外の法人への農地の貸付）→ 全国展開（平成17年）
・学校教育法施行規則の特例（学校のカリキュラムの弾力化）→ 全国展開（平成20年）

平成15年
（2003年）

○特例措置の追加
・酒税法の特例（どぶろくの 低製造数量基準の適用除外）
・児童福祉法の特例（保育関係の事務の教育委員会への委任）→ 全国展開（平成17年）
・道路運送法の特例（ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての有償運送）→ 全国展開（平成18年）

平成16年
（2004年）

○特例措置の追加
・狂犬病予防法の特例（市町村による狂犬病予防員の任命）
・教育職員免許法の特例（市町村教育委員会による教職員の免許状の授与）
・児童福祉施設 低基準の特例（公立保育所における給食の外部搬入）→ 一部全国展開（平成22年）【３歳以上のみ】

平成17年
（2005年）

○特例措置の追加
・監獄法等の特例（刑事施設における収容・処遇事務の民間事業者への委託）→ 全国展開（平成21年）

平成18年
（2006年）

○特例措置の追加

・「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の特例（指定小規模多機
能型居宅介護事業所における障害児（者）の受入） → 一部全国展開（平成22年）【生活介護施設】

一部全国展開（平成23年）【短期入所施設】

平成19年
（2007年）

◎認定申請期限延長（平成19年3月31日→平成24年3月31日）
◎提案募集の法定化及びその期限設定（平成24年3月31日）
○特例措置の追加

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例（地方公共団体の長による学校等施設の管理・整備）

平成20年
（2008年）

○特例措置の追加
・酒税法の特例（果実酒・リキュールの 低製造数量基準の緩和）

平成21年
（2009年）

○特例措置の追加
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例（拡充：対象施設に社会教育施設を追加）

平 成 24 年
（2012年）

◎提案募集・認定申請期限延長（平成24年3月31日→平成29年3月31日）
○特例措置の追加

・酒税法の特例【拡充】（特産酒類（リキュール）の原料に水産物等を追加）
・河川法等の特例【新規】（他の水利使用に従属する小水力発電に係る河川法等の許可手続きの簡素化）
・条例委任の特例【新規】（地方公共団体の事務に係る政省令による規制を条例に委任）

◆制度改正と主な規制の特例措置の経緯
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２．構造改革特区制度 （３）成果と課題

○ 規制の特例措置に関する提案件数、実現件数の
減少。

・提案募集１回当たりの件数
平成１５年度～１７年度 ２８２件/回

↓
平成２１年度～２３年度 １３９件/回

・提案募集１回当たりの実現件数
平成１５年度～１７年度 ３６件/回

↓
平成２１年度～２３年度 １３件/回

○ 様々な地域においてニーズがあり、多くの提案が出
されてきたにもかかわらず、未だ実現に至っていない
規制緩和（健康・医療分野、エネルギー・環境分野な
ど）が存在。

これまでの成果 課 題

１ 規制の特例措置の創設
これまでに、２４回の提案を受け付け

２３回までの実績 （※第２４回は取りまとめ中）

① 地域を限定して特区で対応 ２３３件
（規制の特例措置の創設）

② 全国的な規制改革で対応 ５３７件

２ 特区計画の認定

・ これまでに、１，２１２件の特区を実現

・ 規制の特例措置の全国展開等により
現在３６５特区

３ 規制の特例措置の全国展開

・評価・調査委員会の評価による
規制の特例措置の全国展開 ７５項目
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２．構造改革特区制度 （４）現在活用中の事例

みやぎ４５フィートコンテナ物流特区（宮城県）
平成23年3月認定

産業活性化関連

陸上輸送ロットを増大すること
で、自動車や半導体製造装
置関連産業のさらなる集積を
目指す。また、これにより輸送
コストの削減や運行回数の低
減のほか、CO2の排出量低

減および交通渋滞の緩和等
の効果が期待できる。

大分臨海コンビナート活性化特区（大分県）
平成18年7月認定

産業活性化関連

特別管理産業廃棄物の輸送
をタンクローリーからパイプラ
インへ変更することにより、管
理・輸送コストの削減効果が
期待できる。

日本のふるさと再生特区（岩手県遠野市）
平成15年10月認定

農業･都市農村交流
関連

「どぶろく」の製造免許の要件緩
和の特例を認めるなどして、地域
資源、多彩な人材等を活用し都
市との交流拡大を図るとともに、
地域に根ざした新たな起業を促
進する。

いわて・みやぎ自動車輸送特区（岩手県、宮城県）
平成22年11月認定

産業活性化関連

長大フルトレーラー連結車による
輸送効率化により、自動車生産
工場からの陸上輸送ロットが増
大する。輸送コストの削減、運行
回数の低減、ＣＯ２排出量の低減、
交通渋滞の緩和などの効果によ
り、自動車関連産業の集積が期
待される。
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国 際 自 動 車 特 区
（愛知県、豊橋市、蒲郡市、御津町、田原町）

平成15年5月認定（平成17年３月全国展開）

国際物流関連

自動車回送時の仮ナンバー取
り付け方法の柔軟化などの特
例を活用し、自動車の流通機能
や研究開発機能の強化を通じ
た、国際自動車産業都市の実
現を目指す。

※町名は認定時のもの

風を感じる北のまちづくり・札幌カーシェアリング特区
（北海道札幌市）

平成17年3月認定(平成18年３月全国展開）

環境・新エネルギー関連

無人の自動車貸出を認める特
例を活用し、自動車の"所有"か
ら"共有"という「脱マイカー」の
発想をもとにカーシェアリング事
業を行うことにより、環境にやさ
しい新しいコミュニティづくりを進
める。

２．構造改革特区制度 （５）全国展開した事例

市と民間が協力して小中高一
貫教育を実施する学校を設
立し、子供たちが生きた英語
や世界に通用する感性・国際
感覚を身につけられる教育環
境を構築する。

太田外国語教育特区（群馬県太田市）
平成15年4月認定（平成２０年４月全国展開）

教育関連

全国化済

全国化済
全国化済

小豆島・内海町オリーブ振興特区
（香川県内海町）

平成15年4月認定（平成17年9月全国展開）

農業関連

農業の担い手不足、地場産業の
停滞する中、株式会社の農業経
営参入の特例を活用し、地域資
源であるオリーブを、加工する企
業自らが町内の遊休農地を有
効活用して栽培。町の活性化を
図る。
※町名は認定時のもの

全国化済
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新エネルギーの利活用の促進
（バイオエタノール）

バイオエタノールを10％混合したガソリン(E10)の現行の試験
研究用自動車以外のE10対応自動車への使用を可能とする
ため、E10対応車両の排ガス基準及びE10燃料の品質規格内
容等について、制度改正を行う。

都道府県職業能力開発校の弾力的な運用

都道府県が設置する職業能力開発校について、都道府県以
外の者が管理運営することができるよう措置を講ずる。

医療従事者の労働派遣

地域の医療対策協議会が必要と認めた医療機関への医師の
派遣を認める制度改正を実施する。

２．構造改革特区制度 （６）「当初より全国で対応」とされた事例

公営住宅制度の見直し

地域住宅計画において公営住宅建て替え事業の施行にあわ
せて登録サービス付き高齢者向け住宅を整備する場合につ
いて、公営住宅建替事業の施行要件を緩和する。

学校の教室の天井高に関する規制緩和

建築基準法で規定されている学校の教室の天井高規制「3.0
ｍ以上」について、「2.1ｍ以上」へ要件を緩和する。

旅行業登録に伴う営業保証金の
供託額の軽減

小規模な着地型旅行商品を取り扱う旅行取扱額が限定的な
旅行業者への対応として、新たに設けた地域限定第三種旅行
業者について、第三種旅行業者の営業保証金の供託額の引
き下げを行う。
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３．その他の制度
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地方公共団体・
個人・ＮＰＯ・
民間企業 等

地方公共団体・
個人・ＮＰＯ・
民間企業 等

◆「地域再生計画」と連動（平成２５年度 ３５施策）

■「地域再生法」に基づく施策（６施策）
①地域再生基盤強化交付金（502.2億円）

・道整備交付金
・汚水処理施設整備交付金
・港整備交付金

②地域再生支援利子補給金※

③補助対象施設の転用手続の一元化・
迅速化の特例

特定政策課題の解決に資する事業への支援＊

④特定地域再生支援利子補給金※

⑤株式会社への投資促進税制(株式譲渡益控除等)

⑥地方債の特例 (国庫補助対象の除却を対象)

■それ以外の連動施策（２９施策）
・ 実践型地域雇用創造事業 －厚生労働省－
・ 外国人研究者等に対する入国申請

手続に係る優先処理事業 －法務省－
・ 都市農村共生・

対流総合対策交付金 －農林水産省－

特定政策課題の解決に資する事業への支援＊

・ 特定地域再生事業費補助金（３億円） －内閣府－
等

主な支援措置メニュー主な支援措置メニュー

○○をやりたい
のだが適当な支
援策はないか？

○○をやりたい
のだが適当な支
援策はないか？

地域再生制度
を活用すると
府省横断的に
様々な支援措
置を活用でき
る。

地 域

地方公共団体

民間事業者等

地域再生計画
（これまでに1,648件を認定）

作成

地域再生協議会
（任意）

参画

組織

連
携

認定認定

支援支援

国

申請は年3回
申請から3月
以内に認定

○地域再生制度

○地域再生計画

地域再生制度の概要

※ 利子補給金計2.2億円

＊「地域再生法の一部を改正する法律」で創設 【平成24年11月1日施行】

地方公共団体が行う自主的・自立的な取組(地域再生計
画)を支援。

特に、全国共通の重要な政策課題（特定政策課題）の解
決に取り組む場合は、重点的に支援＊。

特定政策課題（地域再生法施行令）

○少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成
①健康まちづくり ②郊外住宅団地再生 ③集落再生

○未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産
業の振興
④農商工連携 ⑤再生可能エネルギーの活用等

※連動施策については、基本方針別表に記載
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地域再生法の改正について

特定政策課題の設定

特定政策課題：地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるもの
○地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成

①居住者の少子高齢化等が進む市街地において保健・医療、介護・福祉、子育て等のサービスを一体的に整備・提供するまちづくり
②居住者の高齢化等が進む郊外住宅団地における生活環境の維持・向上
③居住者の少子高齢化と人口減少が同時並行で進む中山間地域や農山漁村地域における地域活力の維持・向上

○地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興
④地域における農林水産物等の有効活用による６次産業化や観光・健康等の他分野との連携を通じた地域活力の向上
⑤地域に賦存する再生可能エネルギーの活用による事業の創出とともに、省エネルギー対策等を一体的に行うエコタウンの推進

地方公共団体は、特定政策課題の解決に資する特定地域再生事業を記載した地域再生計画を作成し、内閣総理大臣に認定を申請

複合的サービスをまちづくりと一体的に整備、提供 郊外型住宅団地の再生

地域包括ケア

生きがい就労

高齢者の地域居住

子育て支援

特定地域再生事業を記載した地域再生計画のイメージ

特定地域再生事業を記載した地域再生計画の認定

買物支援

住み替え支援
高齢者の生活支援

地域のコミュニティづくり

地域再生の担い手支援

１．特定地域再生事業の創設

認定地域再生計画に基づく特定地域再生事業に対する特別の措置

・民間事業者への融資に関する特定地域再生支援利子補給金の支給
・社会福祉の増進等に取り組む株式会社への出資に係る課税の特例（株式譲渡益からの控除）
・公共施設等の除却に要する経費を地方債の起債対象とする地方債の特例
・その他、特定地域再生事業費補助金を予算措置

２．提案募集の法定化

地域再生のための提案募集を明確に位置づけ

○地方公共団体等からの提案の活性化
○地域のニーズを踏まえた支援策の充実

３．地域再生推進法人の指定制度の創設

地域再生に取り組む非営利法人を地域再生推進法人として地方公共団体の長が指定

○コミュニティ再生等のノウハウを蓄積したＮＰＯ等と連携した地域再生の推進

※第180回通常国会において、「地域再生法の一部を改正する法律」が成立（衆・参全会一致）
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地域再生基盤強化交付金の概要

地域再生基盤強化交付金は、

• 近年の社会経済情勢の変化（少子高齢化の進展、産業構造の変化等）に対応して、

• 地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域再生を総合的かつ効果的に推進するために、

• 地方公共団体が作成した地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置の１つとして、平成17年度に創設された。

地域再生の推進に当たっては、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的か
つ効果的に行うことを旨としており、本交付金では、

• 道、汚水処理施設、港の３つの分野において、

• 省庁の所管を超えて一体的に整備する計画に対して支援を行っている。

対象事業

汚水処理施設
整備交付金

浄化槽

集落排水施設

公共下水道

道整備交付金

林道

市町村道

広域農道

港整備交付金

第１種・第２種漁港 地方港湾
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都市再生制度に関する基本的な枠組み

都 市 再 生 本 部
（本部長：内閣総理大臣 副本部長：内閣官房長官、地域活性化担当大臣、国土交通大臣 本部員：本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣）

都市再生基本方針（閣議決定）

民間の活力を中心とした都市再生
公共施設整備と民間の取組みとの

連携による全国都市再生

民間都市再生整備

事業計画
(32計画認定)

金 融 支 援

大臣認定

交付金によりまちづくりを財政的に支援

社会資本整備総合交付金を活用

平成25年度予算案：０．９兆円

都市再生整備計画

市町村決定：これまで960市町村、2,347地区で策定

現在、546市町村、809地区で実施中

特定都市再生緊急整備地域
（政令で指定：11地域 3,607ha）

都市再生緊急整備地域のうち、国際競争力の強化を図る地域を指定

都市再生緊急整備地域(地域整備方針)
(政令で指定：62地域 8,037ha)

都市再生緊急整備協議会

民間都市再生
事業計画
(65計画認定)

税 制 特 例

金 融 支 援都市再生
安全確保計画

都市再生特別地区
(既存の用途地域等に基
づく規制を適用除外）

(63地区)

都市計画提案制度

都市再生事業に係る
認可等の迅速化

都市計画等の特例
大臣認定

※H24改正

※H23改正

※H16改正
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都市再生緊急整備地域（62地域 8,037ha：うち特定都市再生緊急整備地域 11地域 3,607ha)

仙台市 2地域 125ha

さいたま市 川口市 2地域 115ha

東京都 7地域 2,760ha

東京都心・臨海地域 1,991ha
新宿駅周辺地域 220ha
渋谷駅周辺地域 139ha
品川駅・田町駅周辺地域 184ha

千葉市 柏市
4地域 185ha

横浜市 4地域 286ha
川崎市 3地域 534ha
相模原市 藤沢市 厚木市 3地域 86ha

横浜都心・臨海地域 233ha
川崎殿町・大師河原地域 43ha

静岡市 浜松市 2地域 91ha

岐阜市 1地域 30ha

名古屋市 3地域 554ha

名古屋駅周辺・伏見・栄地域 286ha

京都市 向日市 長岡京市 4地域 338ha

神戸市 尼崎市 4地域 416ha

大阪市 堺市 守口市 寝屋川市 豊中市 高槻市 13地域 1,133ha

大阪駅周辺･中之島･御堂筋周辺地域 82ha
大阪コスモスクエア駅周辺地域 53ha

岡山市 1地域 113ha

広島市 福山市 2地域 84ha

高松市 1地域 51ha

福岡市 2地域 790ha
北九州市 2地域 110ha

福岡都心地域 231ha

那覇市
1地域 11ha

札幌市 1地域 225ha

札幌都心地域 145ha

都市再生緊急整備地域

特定都市再生緊急整備地域

凡例
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○ 都市再生緊急整備地域（全国６３地域を指定）の協議会（国、関係地方公共団体、都市開発事業者、公共公益施設
管理者等（鉄道事業者、大規模ビルの所有者・テナント等を追加）からなる官民協議会が、大規模な地震の発生に備え、
・ 退避経路、退避施設、備蓄倉庫等（都市再生安全確保施設）の整備・管理
・ 退避施設への誘導、災害情報・運行再開見込み等の交通情報の提供、備蓄物資の提供、避難訓練
等について定めた計画（都市再生安全確保計画）を作成できることとする。

○ 計画に記載された事業等の実施主体は、計画に従って事業等を実施。

都市における大規模地震発生時の安全を確保

法案の概要

都市再生安全確保計画の作成、計画に記載された事業等の実施に対し予算支援（H24予算 4.9億円、H25予算案 5.3億円）

◆ 東日本大震災の際に、管理者の異なる様々な施設が集積する大都市の交通結節点周辺等のエリアにおいて、避難者・帰宅
困難者等による大きな混乱が発生。

◆ 首都直下地震等の大規模な地震が発生した場合には、建物損壊、交通機関のマヒ等により、甚大な人的・物的被害が想定。

⇒ 官民の連携によるハード･ソフト両面にわたる都市の安全確保策が必要

都市再生安全確保計画制度の創設

国地方公共団体 都市開発事業者、
鉄道事業者等

官民の役割分担の
下に計画を作成

備蓄倉庫

都市公園
の活用

・建築確認、耐震改修等
の認定等手続を一本化

耐震改修等の促進

耐震改修

・鉄道駅、オフィスビル等に退避施設を確保（数日間滞在）
・退避施設の協定（承継効付き）により関係者による継続的な管理を担保

退避施設の確保

退避施設の確保

・災害情報、交通情報
等の提供

情報提供

・平常時から
の訓練

避難訓練

・地震発生時に、鉄道駅やビルから円滑に誘導・誘導のための情報発信
設備を整備

・退避経路の協定（承継効付き）により関係者による継続的な管理を担保

一時退避の誘導と経路の確保

退避施設

・計画に記載された備蓄倉庫等の部分を容積率不算入
・地方公共団体との管理協定（承継効付き）により継続的な管理

を担保
・都市公園に備蓄倉庫等を設置する際の占用許可手続を迅速化

備蓄倉庫等の確保

＊下線は法律の特例

大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備
協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる。

背 景

都市再生特別措置法の一部を改正する法律
（H24.3.30成立、H24.7.1施行）

〈予算関連法律〉
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中心市街地活性化法の概要
【目 的】少子高齢化、消費生活等の状況変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済

活力の向上を総合的かつ一体的に推進。
【基本理念】地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの

重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行う。

基 本 方 針
中心市街地活性化本部（本部長：内閣総理大臣、構成員：全閣僚）が案を作成し、閣議決定

中心市街地活性化
基本計画

＜市町村が作成＞基本計画
への意見

認定中心市街地活性化
基本計画

○基本的な方針
○位置及び区域
○目標（定量的な数値目標）
○計画期間（概ね５年以内）
○中心市街地活性化のための事業
○フォローアップ
○推進体制 等

認定計画
の実施等
について
意見

内閣総理大臣

関係行政機関の長

協
議

同
意

内閣総理大臣による認定制度

認定申請

認 定

認定基本計画への重点的な支援

中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会

（
ま
ち
づ
く
り
会
社
・
商
工
会
議
所
・
市
町
村
・
民
間
事
業
者
・
地
域
住
民
等
）

商業の活性化等

市街地の整備改善

まちなか居住の推進

・中心市街地魅力発掘・創造支援事業
・中心市街地活性化ソフト事業

・街なか居住再生ファンド

都市福利施設の整備

・都市再生整備計画事業(従来のまちづくり
交付金事業)※ (交付率・提案事業枠の拡大)

・暮らし・にぎわい再生事業※

・中心市街地共同住宅供給事業※

地域ぐるみ
の取組

（
例
）

※社会資本整備総合交付金を活用して支援５１



下記１１７市、１４２件の基本計画を認定済。また、下記以外に現在 約５０の市町村が事前相談に来訪。

下線：既に計画期間が終了
赤字：第２期計画が認定

中心市街地活性化に関する認定及び相談状況

５２

平成19年2月8日 2件 富山県富山市、青森県青森市

5月28日 11件 岩手県久慈市、石川県金沢市、岐阜県岐阜市、広島県府中市、山口県山口市、 香川県高松市、熊本県熊本市、
熊本県八代市、大分県豊後高田市、長野県長野市、宮崎県宮崎市

8月27日 5件 北海道帯広市、北海道砂川市、千葉県千葉市、静岡県浜松市、和歌山県和歌山市

11月30日 5件 青森県三沢市、富山県高岡市、福井県福井市、福井県越前市、鳥取県鳥取市

12月25日 1件 鹿児島県鹿児島市

平成20年3月12日 8件 北海道滝川市、千葉県柏市、新潟県新潟市、静岡県藤枝市、兵庫県宝塚市、福岡県久留米市、宮崎県日向市、奈良県奈良市

7月 9日 22件 北海道小樽市、青森県弘前市、青森県八戸市、岩手県盛岡市、秋田県秋田市、山形県鶴岡市、福井県大野市、
長野県飯田市、岐阜県中津川市、愛知県豊田市、滋賀県大津市、兵庫県神戸市（新長田地区）、兵庫県尼崎市、
兵庫県伊丹市、島根県松江市、愛媛県西条市、高知県四万十市、福岡県北九州市（小倉地区）、
福岡県北九州市（黒崎地区）、長崎県諫早市、大分県大分市、大分県別府市

11月11日 13件 三重県伊賀市、北海道岩見沢市、北海道富良野市、山形県山形市、栃木県大田原市、群馬県高崎市、新潟県長岡市、
新潟県上越市（高田地区）、山梨県甲府市、長野県塩尻市、鳥取県米子市、愛媛県松山市、熊本県山鹿市

平成21年3月27日 10件 岩手県遠野市、福島県白河市、静岡県静岡市（静岡地区）、静岡県静岡市（清水地区）、静岡県掛川市、愛知県名古屋市、
滋賀県守山市、兵庫県丹波市、和歌山県田辺市、山形県酒田市

6月30日 6件 北海道稚内市、埼玉県川越市、愛知県豊橋市、滋賀県長浜市、福岡県直方市、佐賀県小城市

12月 7日 9件 茨城県石岡市、福井県敦賀市、岐阜県大垣市、静岡県沼津市、大阪府高槻市、兵庫県姫路市、山口県下関市、
長崎県大村市、熊本県植木町（植木町は平成22年3月23日に熊本市と合併）

平成22年3月23日 8件 青森県十和田市、宮城県石巻市、福島県福島市、長野県上田市、岡山県倉敷市、佐賀県唐津市、大分県佐伯市、沖縄県沖縄市

平成22年11月30日 3件 秋田県大仙市、兵庫県明石市、兵庫県川西市

平成23年3月25日 4件 北海道北見市、北海道旭川市、栃木県日光市、京都府福知山市

平成23年6月29日 1件 愛知県東海市

平成24年3月29日 9件 岡山県玉野市、福岡県飯塚市、青森県青森市、長野県長野市、富山県富山市、富山県高岡市、石川県金沢市、大分県豊後高田市、熊本県熊本市

平成24年6月28日 1件 岐阜県岐阜市

平成24年11月30日 3件 山形県上山市、高知県高知市、宮崎県日南市

平成25年3月29日 17件 北海道函館市、神奈川県小田原市、愛知県安城市、岡山県津山市、山口県周南市
北海道帯広市、青森県八戸市、福井県福井市、福井県大野市、静岡県藤枝市、愛知県豊田市、滋賀県大津市、鳥取県鳥取市、島根県松江市、
広島県府中市、大分県大分市、鹿児島県鹿児島市

平成25年6月28日 2件 新潟県十日町市、香川県高松市

平成25年11月29日 2件 滋賀県草津市、岩手県盛岡市



【認定を受けた市及び認定計画数：１１７市（１４２計画）】 （平成２５年１２月現在）
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滋賀県 大津市※、守山市、長浜市、草津市

京都府 福知山市

大阪府 高槻市

兵庫県 宝塚市、神戸市（新長田）、尼崎市、伊丹市、丹波市、姫路市、
川西市、明石市

奈良県 奈良市

和歌山県 和歌山市、田辺市

鳥取県 鳥取市※、米子市

島根県 松江市※

岡山県 倉敷市、玉野市、津山市

広島県 府中市※

山口県 山口市、下関市、周南市

香川県 高松市※

徳島県 －

愛媛県 西条市、松山市

高知県 四万十市、高知市

福岡県 久留米市、北九州市（小倉・黒崎）、直方市、飯塚市

佐賀県 小城市、唐津市

長崎県 諫早市、大村市

熊本県 熊本市（熊本）※、八代市、山鹿市、熊本市（植木）

大分県 豊後高田市※、大分市※、別府市、佐伯市

宮崎県 宮崎市、日向市、日南市

鹿児島県 鹿児島市※

沖縄県 沖縄市
※印は２期計画の認定を受けた市
下線は計画期間終了の市

北海道 帯広市※、砂川市、滝川市、小樽市、岩見沢市、富良野市、
稚内市、北見市、旭川市、函館市

青森県 青森市※、三沢市、弘前市、八戸市※、十和田市

岩手県 久慈市、盛岡市※、遠野市

宮城県 石巻市

秋田県 秋田市、大仙市

山形県 鶴岡市、山形市、酒田市、上山市

福島県 白河市、福島市

新潟県 新潟市、長岡市、上越市(高田)、十日町市

茨城県 石岡市

栃木県 大田原市、日光市

群馬県 高崎市

埼玉県 川越市

千葉県 千葉市、柏市

東京都 －

神奈川県 小田原市

山梨県 甲府市

富山県 富山市※、高岡市※

石川県 金沢市※

福井県 福井市※、越前市、大野市※、敦賀市

長野県 長野市※、飯田市、塩尻市、上田市

岐阜県 岐阜市※、中津川市、大垣市

静岡県 浜松市、藤枝市※、静岡市(静岡・清水)、掛川市、沼津市

愛知県 豊田市※、名古屋市、豊橋市、東海市、安城市

三重県 伊賀市


