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国家戦略特別区域法及び 
構造改革特別区域法の一部を改正する法律 

（平成29年６月23日法律第71号） 

 

 

其 田 茂 樹 

 

 

 はじめに 
 

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律は、2017年３月10日

に第193回国会に提出されたものである。同年４月18日、衆議院地方創生に関する特別委

員会に付託され、５月30日には衆議院を賛成多数で可決（賛成会派：自由民主党・無所属

の会、公明党、日本維新の会、反対会派：民主党・無所属クラブ、日本共産党、自由党、

社会民主党・市民連合）し、５月31日、参議院内閣委員会に付託され、６月16日に参議院

において可決（賛成会派：自由民主党・こころ、公明党、日本維新の会、無所属クラブ、

反対会派：民進党・新緑風会、日本共産党、希望の会（自由・社民）、沖縄の風）して、

６月23日に公布されたものである(１)。 

 本稿の課題は、これらの法律改正の概要や可決に至る過程での論点、地方自治体への影

響等を整理することを主たるものとする。 

 国家戦略特別区域法は、第190回国会において、テレビ電話による服薬指導の特例、過

疎地等での自家用自動車の活用拡大等を内容とする改正が、構造改革特別区域法は、第

189回国会において、外国語による観光案内人材育成に係る特例、公社管理有料道路の民

間開放に係る特例を内容とする改正が実施されて以来の改正となり、両法の同時改正は、

第189回国会以来となる。 

 この、第189回国会における改正は、臨時国会として開かれた第187回国会において審議

                                                                                 

(１) 施行は、９月22日。同日には、改正法の委任を受けた「国家戦略特別区域法及び構造改革特

別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成29年政令第

246号）」も施行されている。また、本稿において、「特別区域」を「特区」とすることがあ

る。 
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ト『分権』の新たな自治体統制手法が多用されることになった｣(23)とも指摘されている。

したがって、今後とも提案募集方式を進めるとしても、権限移譲に関する提案が増え、改

正すべき法律本数が増加するとの見通しは立ちにくい(24)。そうすると、地方分権改革を

大義として、法律を一括に束ねる必要性は薄い。 

 第２に、同じ法律の改正にもかかわらず、国会での委員会を跨ぎ、日程も異なって審議

が行われる例があるためである。たとえば193通常国会では、地方自治法の一部改正につ

いては、３つの改正法案が準備されていた。第１に第７次一括法に包含された地方自治法

の一部を改正する法律案で、衆議院では2017年３月28日に地方創生に関する特別委員会に

付託されている。第２に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案で、衆議院

では、2017年４月19日に総務委員会に付託された。第３に、内部統制および監査制度に係

る地方自治法等の一部を改正する法律案で、衆議院では、2017年５月10日に総務委員会に

付託された。このように地方自治法の一部を改正する法律案は、衆議院では、３つの日程

で、２つの委員会で審議されたことになる。 

 束ねるとしても、大義を失いつつある地方分権ではなく、法律ごとに一括化する方が集

中的に審議できるのではないだろうか。 

（かんばやし ようじ 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
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(23) 今井照「縮小社会における自治体のミッション」『ガバナンス』（197）2017・９、16頁。 

(24) 地方分権有識者会議では、すでに、４回目となる2017年の提案募集を進めている。 

   2017年７月７日に開催された第29回地方分権改革有識者会議・第53回提案募集検討専門部会

合同会議では、2017年の提案総数は311件（2016年は303件）で、若干ながら、増加したことが

報告された。 
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図表１ 法律案の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）内閣府ウェブサイト。 

 

及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために、国家戦略特別区域内において当該事業

活動を行う者に対する道路交通法、航空法、電波法その他の法令の規定に基づく手続に関

する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとすること。（第37条の７関係）」

（要綱第一の二の４）、「政府は、（中略）、この法律の施行後１年以内を目途として、

当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための

施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。（改

正法附則第２条第二項関係）」（要綱第三の二の２）とすることにより、国家戦略特区を

自動運転・ドローンの「サンドボックス」にしようというものである(４)。 

 なお、この「サンドボックス」に関しては、第196回国会に生産性向上特別措置法案が

提出されている（2018年２月９日）。同法案は、「新技術等実証の促進、革新的データ産

業活用の促進その他の革新的事業活動による短期間での生産性の向上に関する施策を集中

                                                                                 

(４) 要綱引用部分の下線は、いずれも筆者によるものである（以下同じ）。 
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未了となった創業人材等の多様な外国人の受入れ促進をはじめとする外国人を含む開業促

進など、医療法人の理事長要件の見直しをはじめとする規制改革による地方創生、公立学

校運営の民間開放をはじめとする民間ノウハウの活用などを内容とする法律案に、ｉＰＳ

細胞から製造する試験用細胞等への血液使用の解禁、都市公園内における保育所等設置の

解禁などを新たにつけ加えたものであった(２)。 

 

 

 1. 本法律の概要 
 

 図表１は、法律案の概要を示したものである。 

 図表１にも示されているが、「『焼酎特区』の創設」と提案募集や計画の認定申請の期

限延長が構造改革特別区域法の改正事項、それ以外は、国家戦略特別区域法の改正事項で

ある。以下、要綱などを参照しながら個別に確認しておこう。 

 図表１に掲げられている項目順に整理すると、まず、「近未来技術の実証など、地方発

のイノベーションの推進」における、「自動走行・ドローン等の先端実証のための『日本

版レギュラトリー・サンドボックス』」から言及することになる。 

 まず、「レギュラトリー・サンドボックス」という用語について、日本経済新聞では、

次のように解説している(３)。 

「法制度が想定していない革新的なサービスや製品について、企業が当局と相談して試験

事業を始め、顧客保護のあり方などを『走りながら考える』という仕組み。 

 政府は(１)対象企業へ法的措置を取らないことを約束(２)企業に個別指導をする代わり

に罰則は科さない(３)対象企業に限って規制の適用を除外 ― などの措置を取る。 

 小さな失敗を許容して試行錯誤をさせることから『砂場（サンドボックス）遊び』にた

とえられる。英国発の仕組みで、企業には新事業を立ち上げやすくなるなどのメリットが

ある。」 

 すなわち、「国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又

は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したもの

の有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化 

                                                                                 

(２) いずれの内容も国家戦略特別区域法の一部改正である。構造改革特別区域法については、第

187回国会にも前段落で紹介した２項目が盛り込まれ、新たに追加された項目はなかった。 

(３) 『日本経済新聞』2017年１月６日。 
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図表１ 法律案の概要 
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未了となった創業人材等の多様な外国人の受入れ促進をはじめとする外国人を含む開業促
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定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができるものとすること。

（第17条の７関係）」（要綱第一の一の２(２)）としている。 

 また、図表１には具体的に記されていないが、海外における事業の展開のために外国人

を雇用しようとする事業主に対する援助として、当該事業主に対し、「入国管理制度に関

する情報の提供、相談、助言、その他の援助を行うものとすること。（第37条の３関係）」

（要綱第一の二の２）としている。 

 「農業外国人の就労解禁」については、国家戦略特区内において政令で定める農作業等

の作業に従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動を行う外国人を政令で定

める基準に適合する本邦の公私の機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業を定めた区域

計画が認定を受けたときには、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動

（特定期間との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動）を

行うものとして「在留資格認定証明書の交付の申請があった場合には、当該特定農業支援

活動を特定活動の在留資格を持って在留する外国人が本邦において行うことができる活動

として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資

格認定証明書を交付することができるものとすること。（第16条の５関係）」（要綱第一

の一の２(１)）としている。 

 「コンセッション事業者の施設経営の自由度向上」については、いわゆるコンセッショ

ン事業者（公共施設等運営権者）が、その円滑かつ効率的な事業運営を図るため、「第三

者に対して公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後１年以内を

目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとすること。（改正法附則第２条第１項関係）」（要綱第三の二の１）としている。 

 これに関連して、第196回国会には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律の一部を改正する法律案が提案されている（2018年２月９日）。本法律と

の関連では、コンセッション事業者（公共施設等運営権者）が公の施設の指定管理者を兼

ねる場合における地方自治法の特例として、①一定の条件を満たす場合には、利用料金の

設定に際し、地方公共団体の承認を要しない、②公共施設等運営権の移転を受けた者を新

たに指定管理者とする場合において、条例に定めることにより、事後報告で可とする、等

の改正が提案されている。 

 最後に、「子育てに係る環境の整備など、社会保障・働き方の充実」についてである。 

 「小規模認可保育所の対象年齢の拡大」については、国家戦略特区における保育の需要

に応ずるため、当該特区において保育を必要とする乳児・幼児についてその保育を目的と
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的かつ一体的に講ずること等」（第１条）によって、産業の国際競争力強化等に寄与する

ことを目的とし、相談窓口を一元化するなど、新技術等実証計画を早期に認定するなど

「規制のサンドボックス」を制度化することとなっている。国家戦略特区との関係で言え

ば、自治体からの提案について地域限定で実証のための事業を実施する「地域限定型サン

ドボックス制度」が対象となる(５)。 

 次に、「革新的医薬品の開発迅速化」については、「国は、国家戦略特別区域において、

革新的な医薬品の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、国家戦略特別区域内

の臨床研究中核病院において行われる当該医薬品の研究開発の実施に携わる者に対する情

報の提供、相談、助言、その他の援助を行うものとすること。（第37条の６関係）」（要

綱第一の二の３）としている。 

 具体的には、内閣府ウェブサイト「規制改革メニュー」を参照すると、「国立研究開発

法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）内に、臨床研究中核病院等担当のコーディネー

ター（拠点担当コーディネーター）を必要に応じて設置し、臨床研究中核病院等における

医薬品の研究開発を支援」することとなっている。したがって、医薬品の研究開発におけ

る既存の法律の規制を緩和するものではないと思われる。 

 「『焼酎特区』の創設」については、「内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域

内において地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農産物等を原料として単式蒸

留焼酎の製造免許を受けた者が、単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許を申請し

た場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととすること。（第28

条の２関係）」（要綱第二の一）としている。 

 具体的には、製造免許に必要な年10キロリットル以上の製造見込数量を適用しないとい

うものである。 

 次に、「外国専門人材の受入れなど、インバウンド・競争力向上」における各項目を確

認しよう。まず、「クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進」についてで

あるが、これは、国家戦略特区において、外国人が海外需要開拓支援等活動を行うことを

促進する事業を定めた区域計画が認定を受けたときは、当該特区において当該活動等を行

うために本邦に上陸しようとする外国人から、「在留資格認定証明書の交付の申請があっ

た場合には、政令で定める海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準を入管法の法務省令で

                                                                                 

(５) このほか、プロジェクト型サンドボックス制度が併せて設けられる。詳細については、経済

産業省ウェブサイト等を参照されたい。 
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定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができるものとすること。

（第17条の７関係）」（要綱第一の一の２(２)）としている。 

 また、図表１には具体的に記されていないが、海外における事業の展開のために外国人

を雇用しようとする事業主に対する援助として、当該事業主に対し、「入国管理制度に関

する情報の提供、相談、助言、その他の援助を行うものとすること。（第37条の３関係）」

（要綱第一の二の２）としている。 

 「農業外国人の就労解禁」については、国家戦略特区内において政令で定める農作業等

の作業に従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動を行う外国人を政令で定

める基準に適合する本邦の公私の機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業を定めた区域

計画が認定を受けたときには、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動

（特定期間との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動）を

行うものとして「在留資格認定証明書の交付の申請があった場合には、当該特定農業支援

活動を特定活動の在留資格を持って在留する外国人が本邦において行うことができる活動

として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資

格認定証明書を交付することができるものとすること。（第16条の５関係）」（要綱第一

の一の２(１)）としている。 

 「コンセッション事業者の施設経営の自由度向上」については、いわゆるコンセッショ

ン事業者（公共施設等運営権者）が、その円滑かつ効率的な事業運営を図るため、「第三

者に対して公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後１年以内を

目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとすること。（改正法附則第２条第１項関係）」（要綱第三の二の１）としている。 

 これに関連して、第196回国会には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律の一部を改正する法律案が提案されている（2018年２月９日）。本法律と

の関連では、コンセッション事業者（公共施設等運営権者）が公の施設の指定管理者を兼

ねる場合における地方自治法の特例として、①一定の条件を満たす場合には、利用料金の

設定に際し、地方公共団体の承認を要しない、②公共施設等運営権の移転を受けた者を新

たに指定管理者とする場合において、条例に定めることにより、事後報告で可とする、等

の改正が提案されている。 

 最後に、「子育てに係る環境の整備など、社会保障・働き方の充実」についてである。 

 「小規模認可保育所の対象年齢の拡大」については、国家戦略特区における保育の需要

に応ずるため、当該特区において保育を必要とする乳児・幼児についてその保育を目的と
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的かつ一体的に講ずること等」（第１条）によって、産業の国際競争力強化等に寄与する

ことを目的とし、相談窓口を一元化するなど、新技術等実証計画を早期に認定するなど

「規制のサンドボックス」を制度化することとなっている。国家戦略特区との関係で言え

ば、自治体からの提案について地域限定で実証のための事業を実施する「地域限定型サン

ドボックス制度」が対象となる(５)。 

 次に、「革新的医薬品の開発迅速化」については、「国は、国家戦略特別区域において、

革新的な医薬品の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、国家戦略特別区域内

の臨床研究中核病院において行われる当該医薬品の研究開発の実施に携わる者に対する情

報の提供、相談、助言、その他の援助を行うものとすること。（第37条の６関係）」（要

綱第一の二の３）としている。 

 具体的には、内閣府ウェブサイト「規制改革メニュー」を参照すると、「国立研究開発

法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）内に、臨床研究中核病院等担当のコーディネー

ター（拠点担当コーディネーター）を必要に応じて設置し、臨床研究中核病院等における

医薬品の研究開発を支援」することとなっている。したがって、医薬品の研究開発におけ

る既存の法律の規制を緩和するものではないと思われる。 

 「『焼酎特区』の創設」については、「内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域

内において地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農産物等を原料として単式蒸

留焼酎の製造免許を受けた者が、単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許を申請し

た場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととすること。（第28

条の２関係）」（要綱第二の一）としている。 

 具体的には、製造免許に必要な年10キロリットル以上の製造見込数量を適用しないとい

うものである。 

 次に、「外国専門人材の受入れなど、インバウンド・競争力向上」における各項目を確

認しよう。まず、「クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進」についてで

あるが、これは、国家戦略特区において、外国人が海外需要開拓支援等活動を行うことを

促進する事業を定めた区域計画が認定を受けたときは、当該特区において当該活動等を行

うために本邦に上陸しようとする外国人から、「在留資格認定証明書の交付の申請があっ

た場合には、政令で定める海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準を入管法の法務省令で

                                                                                 

(５) このほか、プロジェクト型サンドボックス制度が併せて設けられる。詳細については、経済

産業省ウェブサイト等を参照されたい。 
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 2. 審議の経過等 

 
 今回改正にあたり国会において論点となった主な部分を以下に引用する。 

 なお、上述したとおり本法律の内容とは直接関わらないものの、国家戦略特区をめぐっ

て大きく報道された問題や、当時の担当大臣による失言等にも多くの時間が割かれたが、

ここでは原則として取り上げないものとする。 

 提案時法律案によると、「産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成

に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域農業支援外国人受

入事業に係る出入国管理及び難民認定法の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律

の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図

るため、地域の特産物を用いた単式蒸留焼酎及び原料用アルコールの製造に係る酒税法の

特例措置の追加等の措置を講ずる必要がある」ために提出されたのが本法律である。 

 いくつかの論点を抽出して国会における代表的な議論を概観しておこう(７)。 

 

(１) 外国人材の特例をめぐって 

  ● 違法滞在につながらないか 

    「農業外国人材の特例については、人材確保に悩む農業現場での活用ニーズが高

いと聞いておりますが、その一方で、我が党の丸山穂高議員も本委員会で指摘して

いるとおり、不法滞在の温床となり、不法滞在者が都市部に流入するのではないか

と懸念する声も聞かれております。 

    農業外国人材が不法滞在者とならないよう適切な在留管理や適切な処遇が必要で

あると思うのですが、今回の法律改正ではどのような対応を考えているのでしょう

か。」（椎木保氏（日本維新の会）衆議院地方創生に関する特別委員会第７号、

2017年４月21日） 

    「農業分野での外国人受け入れに際しましては、劣悪な労働環境ですとかあるい

は低賃金等によりまして失踪等の不法滞在の問題が生じないようにしていく、対策

を講ずる必要があるものと考えております。 

    このため、今回の制度設計におきましては、国と関係自治体が合同で適正受け入

                                                                                 

(７) 質問者等の所属については、委員会等開催当時のものである。 
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する施設において保育を行う事業を定めた区域計画が認定を受けたときは、当該事業は、

「児童福祉法、子ども・子育て支援法その他の法令の規定の適用については、児童福祉法

第６条の３第10項に規定する小規模保育事業に含まれるものとすること。（第12条の４関

係）」（要綱第一の一の１(１)）としている。 

 具体的にいうと、現在０歳から２歳までの子どもを対象としている小規模認可保育事業

について５歳の子どもまで受け入れることを可能とするものである。 

 「地域限定保育士試験の実施主体の拡大」については、「国家戦略特別区域限定保育士

事業に係る指定期間として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できるよう

にすること。（第12条の５関係）」（要綱第一の一の１(２)）としている。 

 具体的には、株式会社等がその対象となる。 

 「テレワーク推進に向けた相談拠点整備」については、国又は地方公共団体が、国家戦

略特区内に事業場を有する事業主若しくは新たに特区内に事業場を設置する事業主又はこ

れらの事業主が雇用する労働者に対し、在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場

における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行う

もの（情報通信技術利用事業場外勤務という）に関する「情報の提供、相談、助言その他

の援助を行うものとすること。（第37条の３関係）」（要綱第一の二の１）としている。 

 このほか、図表１において注記されているように、構造改革特区における提案募集や認

定申請の期限を平成29年３月31日から平成34年３月31日まで延長することとされている(６)。 

 後に地方自治体への影響等については改めて整理するが、本法律の要綱において、地方

公共団体は、「自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助」、「情

報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助」において、

「情報の提供、相談、助言その他の援助」を行うこととなっているほか、酒税法の特例に

関しては、地方公共団体の長が地域の特産物を指定することとなっている。 

 また、構造改革特区の提案募集、応募認定については、地方公共団体もその対象となる

ものである。 

  

                                                                                 

(６) 提案募集の期限に関しては、附則第３条関係（要綱第二の二）、認定申請の期限に関しては、

附則第４条関係（要綱第二の三）参照。 
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 2. 審議の経過等 

 
 今回改正にあたり国会において論点となった主な部分を以下に引用する。 

 なお、上述したとおり本法律の内容とは直接関わらないものの、国家戦略特区をめぐっ

て大きく報道された問題や、当時の担当大臣による失言等にも多くの時間が割かれたが、

ここでは原則として取り上げないものとする。 

 提案時法律案によると、「産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成

に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域農業支援外国人受

入事業に係る出入国管理及び難民認定法の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律

の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図

るため、地域の特産物を用いた単式蒸留焼酎及び原料用アルコールの製造に係る酒税法の

特例措置の追加等の措置を講ずる必要がある」ために提出されたのが本法律である。 

 いくつかの論点を抽出して国会における代表的な議論を概観しておこう(７)。 

 

(１) 外国人材の特例をめぐって 

  ● 違法滞在につながらないか 

    「農業外国人材の特例については、人材確保に悩む農業現場での活用ニーズが高

いと聞いておりますが、その一方で、我が党の丸山穂高議員も本委員会で指摘して

いるとおり、不法滞在の温床となり、不法滞在者が都市部に流入するのではないか

と懸念する声も聞かれております。 

    農業外国人材が不法滞在者とならないよう適切な在留管理や適切な処遇が必要で

あると思うのですが、今回の法律改正ではどのような対応を考えているのでしょう

か。」（椎木保氏（日本維新の会）衆議院地方創生に関する特別委員会第７号、

2017年４月21日） 

    「農業分野での外国人受け入れに際しましては、劣悪な労働環境ですとかあるい

は低賃金等によりまして失踪等の不法滞在の問題が生じないようにしていく、対策

を講ずる必要があるものと考えております。 

    このため、今回の制度設計におきましては、国と関係自治体が合同で適正受け入

                                                                                 

(７) 質問者等の所属については、委員会等開催当時のものである。 
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する施設において保育を行う事業を定めた区域計画が認定を受けたときは、当該事業は、

「児童福祉法、子ども・子育て支援法その他の法令の規定の適用については、児童福祉法

第６条の３第10項に規定する小規模保育事業に含まれるものとすること。（第12条の４関

係）」（要綱第一の一の１(１)）としている。 

 具体的にいうと、現在０歳から２歳までの子どもを対象としている小規模認可保育事業

について５歳の子どもまで受け入れることを可能とするものである。 

 「地域限定保育士試験の実施主体の拡大」については、「国家戦略特別区域限定保育士

事業に係る指定期間として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できるよう

にすること。（第12条の５関係）」（要綱第一の一の１(２)）としている。 

 具体的には、株式会社等がその対象となる。 

 「テレワーク推進に向けた相談拠点整備」については、国又は地方公共団体が、国家戦

略特区内に事業場を有する事業主若しくは新たに特区内に事業場を設置する事業主又はこ

れらの事業主が雇用する労働者に対し、在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場

における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行う

もの（情報通信技術利用事業場外勤務という）に関する「情報の提供、相談、助言その他

の援助を行うものとすること。（第37条の３関係）」（要綱第一の二の１）としている。 

 このほか、図表１において注記されているように、構造改革特区における提案募集や認

定申請の期限を平成29年３月31日から平成34年３月31日まで延長することとされている(６)。 

 後に地方自治体への影響等については改めて整理するが、本法律の要綱において、地方

公共団体は、「自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助」、「情

報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助」において、

「情報の提供、相談、助言その他の援助」を行うこととなっているほか、酒税法の特例に

関しては、地方公共団体の長が地域の特産物を指定することとなっている。 

 また、構造改革特区の提案募集、応募認定については、地方公共団体もその対象となる

ものである。 

  

                                                                                 

(６) 提案募集の期限に関しては、附則第３条関係（要綱第二の二）、認定申請の期限に関しては、

附則第４条関係（要綱第二の三）参照。 
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期間の）範囲内で有期」（山北幸泰氏の答弁） 

    以上のような議論を経ているが、やはり、技能実習生との違いや労働者保護のあ

り方については必ずしも明確になっていないと思われる。 

 

(２) 焼酎特区について 

  ● 酒税法改正による最低製造数量用件の緩和・撤廃について 

    「数量規制を酒税法について見直せば、見直すかあるいは撤廃するか、この方が

早いんじゃないか」（武正公一氏（民進党）衆議院地方創生に関する特別委員会第

７号、2017年４月21日） 

    「単に緩和してしまうということは、逆に、地方の特性に応じた活性化を図ると

の目的が損なわれるのではないかということ。また、採算性に不安のある製造者の

増加を招いて、酒税の納税に支障を来すことが懸念される。」（木原稔氏（財務副

大臣）の答弁） 

    このほか、特区導入による効果や見込まれる消費先についての質問等がなされた。 

 

(３) 小規模認可保育所の対象年齢の拡大について 

  ● 保育の質の確保について 

    「（年齢拡大により、３～５歳児が９人入っても保育士は１人しか増えない）保

育の質の低下につながるのではないか」（田村貴昭氏、衆議院地方創生に関する特

別委員会第７号、2017年４月21日） 

    「異年齢で構成されるグループ保育などにおきましては、個々の発達過程等に応

じた適切な支援ができるように配慮すること、また、３歳以上児については、特に

個の成長、それから友達との相互的、協力的な活動が促されるように配慮すること、

そういったことを徹底いたしますとともに、ただいま申し上げました設備運営基準、

さらには保育所保育指針などをきちんと適用していくということをいたします。そ

れとともに、今申し上げましたそれぞれの配慮がきちんとなされているかどうかに

つきまして、事業者は市町村を通じて都道府県に報告をし、都道府県はそれを公表

するといったことも定めたいというふうに考えている」（吉本明子氏（厚生労働省

大臣官房審議官）の答弁） 

    「年齢構成が変わることによって、今度、今御答弁いただきましたとおり、乳児

さんの０歳、１歳、２歳の枠が減ってしまうんじゃないか」（田中英之氏（自由民
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れ管理協議会を設置いたしまして、国、自治体が受け入れ機関を直接管理すること

で、労働時間ですとかあるいは賃金等の労働条件を適切に管理する仕組みを導入す

る予定でございます。 

    また、外国人材を適切に保護できますように、苦情、相談を直接受け付ける窓口

を適正受け入れ管理協議会に設けまして、必要な巡回指導等を行うことによりまし

て、適正な運営を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。」

（山北幸泰氏（農林水産省大臣官房審議官）の答弁） 

  ● 農業分野の技能実習生との関係 

    「今回適用しようとする特区法での外国人労働者と、そして今もいらっしゃる技

能実習生、こちらはどちらかというと専門家という意味では区別を今つけているわ

けで、明らかに差がないとおかしいと思うんですけれども、これは同じような作業

をすることはない、してはいけないということでよろしいんでしょうか」（丸山穂

高氏（日本維新の会）衆議院地方創生に関する特別委員会第８号、2017年４月25日） 

    「技能実習については、年間の実習計画に従った工程の中でその作業に当たって

いただくということになりますし、本法案によります外国人につきましては、経営

者の指示に基づいて、その裁量の範囲内でその作業に当たっていただくことになる

ということでございます。 

    そういう意味では位置づけが違うというふうに思いますが、仮に何らかの問題が

生じた場合には、本法におきましては、適正受け入れ管理協議会をつくりまして、

派遣先農業経営体に現地調査が必要ならば現地調査を行って指導を行っていくと

いったようなことになりますし、技能実習がその目的に従っていないということで

あるならば、今回新たに11月に施行されます法律に基づきまして、適正な運営に向

けた指導を行っていくということになろうかというふうに考えているところでござ

います。」（山北幸泰氏の答弁） 

  ● 労働者派遣法との関係 

    「本法案では、農業支援外国人受け入れのシステム、これは労働者派遣法のス

キームで行われるというふうに聞いております。派遣といってもいろいろなやり方

があるわけなんですけれども、まずお伺いしたいのは、これは有期雇用なのか無期

雇用なのか、あるいは派遣は登録型なのか常用型なのか」（田村貴昭氏（日本共産

党）衆議院地方創生に関する特別委員会第９号、2017年５月10日） 

    「雇用の形態としては、常用型の派遣」、「雇用期間は、この（引用者注：在留

－ 54 －
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期間の）範囲内で有期」（山北幸泰氏の答弁） 

    以上のような議論を経ているが、やはり、技能実習生との違いや労働者保護のあ

り方については必ずしも明確になっていないと思われる。 

 

(２) 焼酎特区について 

  ● 酒税法改正による最低製造数量用件の緩和・撤廃について 

    「数量規制を酒税法について見直せば、見直すかあるいは撤廃するか、この方が

早いんじゃないか」（武正公一氏（民進党）衆議院地方創生に関する特別委員会第

７号、2017年４月21日） 

    「単に緩和してしまうということは、逆に、地方の特性に応じた活性化を図ると

の目的が損なわれるのではないかということ。また、採算性に不安のある製造者の

増加を招いて、酒税の納税に支障を来すことが懸念される。」（木原稔氏（財務副

大臣）の答弁） 

    このほか、特区導入による効果や見込まれる消費先についての質問等がなされた。 

 

(３) 小規模認可保育所の対象年齢の拡大について 

  ● 保育の質の確保について 

    「（年齢拡大により、３～５歳児が９人入っても保育士は１人しか増えない）保

育の質の低下につながるのではないか」（田村貴昭氏、衆議院地方創生に関する特

別委員会第７号、2017年４月21日） 

    「異年齢で構成されるグループ保育などにおきましては、個々の発達過程等に応

じた適切な支援ができるように配慮すること、また、３歳以上児については、特に

個の成長、それから友達との相互的、協力的な活動が促されるように配慮すること、

そういったことを徹底いたしますとともに、ただいま申し上げました設備運営基準、

さらには保育所保育指針などをきちんと適用していくということをいたします。そ

れとともに、今申し上げましたそれぞれの配慮がきちんとなされているかどうかに

つきまして、事業者は市町村を通じて都道府県に報告をし、都道府県はそれを公表

するといったことも定めたいというふうに考えている」（吉本明子氏（厚生労働省

大臣官房審議官）の答弁） 

    「年齢構成が変わることによって、今度、今御答弁いただきましたとおり、乳児

さんの０歳、１歳、２歳の枠が減ってしまうんじゃないか」（田中英之氏（自由民
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れ管理協議会を設置いたしまして、国、自治体が受け入れ機関を直接管理すること

で、労働時間ですとかあるいは賃金等の労働条件を適切に管理する仕組みを導入す

る予定でございます。 

    また、外国人材を適切に保護できますように、苦情、相談を直接受け付ける窓口

を適正受け入れ管理協議会に設けまして、必要な巡回指導等を行うことによりまし

て、適正な運営を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。」

（山北幸泰氏（農林水産省大臣官房審議官）の答弁） 

  ● 農業分野の技能実習生との関係 

    「今回適用しようとする特区法での外国人労働者と、そして今もいらっしゃる技

能実習生、こちらはどちらかというと専門家という意味では区別を今つけているわ

けで、明らかに差がないとおかしいと思うんですけれども、これは同じような作業

をすることはない、してはいけないということでよろしいんでしょうか」（丸山穂

高氏（日本維新の会）衆議院地方創生に関する特別委員会第８号、2017年４月25日） 

    「技能実習については、年間の実習計画に従った工程の中でその作業に当たって

いただくということになりますし、本法案によります外国人につきましては、経営

者の指示に基づいて、その裁量の範囲内でその作業に当たっていただくことになる

ということでございます。 

    そういう意味では位置づけが違うというふうに思いますが、仮に何らかの問題が

生じた場合には、本法におきましては、適正受け入れ管理協議会をつくりまして、

派遣先農業経営体に現地調査が必要ならば現地調査を行って指導を行っていくと

いったようなことになりますし、技能実習がその目的に従っていないということで

あるならば、今回新たに11月に施行されます法律に基づきまして、適正な運営に向

けた指導を行っていくということになろうかというふうに考えているところでござ

います。」（山北幸泰氏の答弁） 

  ● 労働者派遣法との関係 

    「本法案では、農業支援外国人受け入れのシステム、これは労働者派遣法のス

キームで行われるというふうに聞いております。派遣といってもいろいろなやり方

があるわけなんですけれども、まずお伺いしたいのは、これは有期雇用なのか無期

雇用なのか、あるいは派遣は登録型なのか常用型なのか」（田村貴昭氏（日本共産

党）衆議院地方創生に関する特別委員会第９号、2017年５月10日） 

    「雇用の形態としては、常用型の派遣」、「雇用期間は、この（引用者注：在留

－ 55 －
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踏まえて検討をしてまいりたい」（塩崎泰久氏（厚生労働大臣）の答弁） 

 

 以上のような質疑を経て、可決・成立したものである。 

 なお、両院において附帯決議が付され、また、参議院においては修正案も提出されてい

る。それらを以下に紹介しておこう。 

 

衆議院附帯決議 

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

 一 国家戦略特別区域の新規指定及び国家戦略特別区域における追加の規制改革事項の

決定に至る過程の透明性・公正性を確保すること。 

 二 国家戦略特別区域諮問会議の中立性を確保する観点から、民間議員等が私的な利益

の実現を図って議論を誘導し、又は利益相反行為に当たる発言を行うことを防止する

ため、民間企業の役員等を務め又は大量の株式を保有する議員が、会議に付議される

事項について直接の利害関係を有するときは、審議及び議決に参加させないことがで

きるものとすること。 

   また、各国家戦略特別区域において特定事業を実施すると見込まれる者を公募する

場合には、十分な募集期間を設けるなど、手続の公正性・公平性の確保に留意するこ

と。 

 三 現在国家戦略特別区域に指定されている十区域の評価結果を踏まえ、個々の事業の

進捗状況や規制改革メニューの活用が不十分であるなど、評価が著しく低い区域に対

しては、指定の在り方を含め、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を厳格に行うこと。

また、可能な限り定量的な評価を行うため、国家戦略特別区域計画に予め数値目標を

定め、その達成度を測るなど、国民に対してわかりやすい形で評価を行うよう努める

こと。 

 四 国家戦略特別区域小規模保育事業の実施に当たっては、満三歳以上の子どもの保育

に関し、同年齢の子どもとの触れ合いの中で協調性や社会性を育む重要な段階である

ことに配慮するとともに、限られた空間の中で活動量の異なる異年齢の子どもが集団

で保育を受けることになることに鑑み、安全管理対策に万全を期すこと。 

 五 新たに国家戦略特別区域限定保育士事業の指定試験機関となる法人について、試験
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主党）衆議院地方創生に関する特別委員会第８号、2017年４月25日） 

    「０から２歳の待機児童対策を損なうものになるんじゃないかといったような御

懸念につきましては、やはり各自治体が、きちんとその足元の０から２歳児の待機

児童も含めた潜在的な保育ニーズも含めて幅広く把握して、それに応えるような受

け皿整備を引き続き並行して行っていくということが何より必要だというふうに考

えている」、「自治体におかれましては、小規模保育事業の対象年齢を拡大するこ

とも考慮に入れた上で、０から２歳児も含めた待機児童の解消に向けた受け皿整備、

これを進めていく必要があるというふうに考えている」（吉本明子氏の答弁） 

    これらの議論から、規制緩和の影響に関して一義的には対象自治体において対応

することとなっており、全体的な保育環境等について十分な検討が必要となると思

われる。 

 

(４) 地域限定保育士試験について 

  ● 潜在保育士の活用 

    「潜在保育士の活用について政府はどのように考えているのでしょうか」（椎木

保氏、衆議院地方創生に関する特別委員会第７号、2017年４月21日） 

    「再就職される際の支援といたしまして、就職する際の必要となる費用の貸し付

けを行う事業、これにつきましては、それまで20万円だったものを、平成28年度補

正予算におきまして40万円に引き上げまして、これは、その後２年間、保育士とし

て従事していただきますと、返還が必要なくなります」、「今年度（引用者注：平

成29年度）予算におきましては、保育士・保育園支援センターと申しまして、これ

は職業紹介、マッチングを行う施設でございますが、そこにコーディネーターを配

置するなどいたしまして、再就職支援の強化を行った」（吉本明子氏の答弁） 

    「試験実施の適正、公正、確実性が株式会社によっても担保されるのであれば、

保育士試験の実施主体の拡大を地域限定保育士試験に限定する必要はなく、全国を

対象として措置すべき課題ではないでしょうか」（相原久美子氏（民進党）参議院

本会議第28号、2017年５月31日） 

    「地域限定保育士試験の実施主体の拡大は神奈川県からの提案に基づくものであ

り、その実施に当たっては、一定の条件を設けることにより公正、適正かつ確実な

実施を担保することとしております。この特例を全国的に適用することについては、

今後、神奈川県による試験の実施状況や他の都道府県の三回の試験実施の意向等を

－ 56 －
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踏まえて検討をしてまいりたい」（塩崎泰久氏（厚生労働大臣）の答弁） 

 

 以上のような質疑を経て、可決・成立したものである。 

 なお、両院において附帯決議が付され、また、参議院においては修正案も提出されてい

る。それらを以下に紹介しておこう。 

 

衆議院附帯決議 

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

 一 国家戦略特別区域の新規指定及び国家戦略特別区域における追加の規制改革事項の

決定に至る過程の透明性・公正性を確保すること。 

 二 国家戦略特別区域諮問会議の中立性を確保する観点から、民間議員等が私的な利益

の実現を図って議論を誘導し、又は利益相反行為に当たる発言を行うことを防止する

ため、民間企業の役員等を務め又は大量の株式を保有する議員が、会議に付議される

事項について直接の利害関係を有するときは、審議及び議決に参加させないことがで

きるものとすること。 

   また、各国家戦略特別区域において特定事業を実施すると見込まれる者を公募する

場合には、十分な募集期間を設けるなど、手続の公正性・公平性の確保に留意するこ

と。 

 三 現在国家戦略特別区域に指定されている十区域の評価結果を踏まえ、個々の事業の

進捗状況や規制改革メニューの活用が不十分であるなど、評価が著しく低い区域に対

しては、指定の在り方を含め、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を厳格に行うこと。

また、可能な限り定量的な評価を行うため、国家戦略特別区域計画に予め数値目標を

定め、その達成度を測るなど、国民に対してわかりやすい形で評価を行うよう努める

こと。 

 四 国家戦略特別区域小規模保育事業の実施に当たっては、満三歳以上の子どもの保育

に関し、同年齢の子どもとの触れ合いの中で協調性や社会性を育む重要な段階である

ことに配慮するとともに、限られた空間の中で活動量の異なる異年齢の子どもが集団

で保育を受けることになることに鑑み、安全管理対策に万全を期すこと。 

 五 新たに国家戦略特別区域限定保育士事業の指定試験機関となる法人について、試験
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主党）衆議院地方創生に関する特別委員会第８号、2017年４月25日） 

    「０から２歳の待機児童対策を損なうものになるんじゃないかといったような御

懸念につきましては、やはり各自治体が、きちんとその足元の０から２歳児の待機

児童も含めた潜在的な保育ニーズも含めて幅広く把握して、それに応えるような受

け皿整備を引き続き並行して行っていくということが何より必要だというふうに考

えている」、「自治体におかれましては、小規模保育事業の対象年齢を拡大するこ

とも考慮に入れた上で、０から２歳児も含めた待機児童の解消に向けた受け皿整備、

これを進めていく必要があるというふうに考えている」（吉本明子氏の答弁） 

    これらの議論から、規制緩和の影響に関して一義的には対象自治体において対応

することとなっており、全体的な保育環境等について十分な検討が必要となると思

われる。 

 

(４) 地域限定保育士試験について 

  ● 潜在保育士の活用 

    「潜在保育士の活用について政府はどのように考えているのでしょうか」（椎木

保氏、衆議院地方創生に関する特別委員会第７号、2017年４月21日） 

    「再就職される際の支援といたしまして、就職する際の必要となる費用の貸し付

けを行う事業、これにつきましては、それまで20万円だったものを、平成28年度補

正予算におきまして40万円に引き上げまして、これは、その後２年間、保育士とし

て従事していただきますと、返還が必要なくなります」、「今年度（引用者注：平

成29年度）予算におきましては、保育士・保育園支援センターと申しまして、これ

は職業紹介、マッチングを行う施設でございますが、そこにコーディネーターを配

置するなどいたしまして、再就職支援の強化を行った」（吉本明子氏の答弁） 

    「試験実施の適正、公正、確実性が株式会社によっても担保されるのであれば、

保育士試験の実施主体の拡大を地域限定保育士試験に限定する必要はなく、全国を

対象として措置すべき課題ではないでしょうか」（相原久美子氏（民進党）参議院

本会議第28号、2017年５月31日） 

    「地域限定保育士試験の実施主体の拡大は神奈川県からの提案に基づくものであ

り、その実施に当たっては、一定の条件を設けることにより公正、適正かつ確実な

実施を担保することとしております。この特例を全国的に適用することについては、

今後、神奈川県による試験の実施状況や他の都道府県の三回の試験実施の意向等を
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急に検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとし、

この場合において、当該検討を行うに当たっては、我が国において外国人の権利利益の擁

護を図るための活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を聴くものとしております。 

 

参議院附帯決議 

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

 一 国家戦略特別区域の新規指定及び国家戦略特別区域における追加の規制改革事項の

決定に当たっては、特別の関係に配慮して特定の地域や企業等に利益を誘導したとの

疑念を国民に持たれることのないよう十分留意し、情報公開の徹底により、その指定

及び決定に至る過程の透明性・公正性を確保すること。また、国家戦略特区ワーキン

ググループを始めとする各種の会議の議事要旨について、少なくとも追加の規制改革

事項のうち法改正を行う事項に係るものについては、会議の終了後速やかに公表する

よう努めること。 

 二 国家戦略特別区域諮問会議の中立性を確保する観点から、民間議員等が私的な利益

の実現を図って議論を誘導し、又は利益相反行為に当たる発言を行うことを防止する

ため、民間企業の役員等を務め、又は大量の株式を保有する議員が、会議に付議され

る事項について直接の利害関係を有するときは、審議及び議決に参加させないことが

できることとすること。 

   また、各国家戦略特別区域において特定事業を実施すると見込まれる者を公募する

場合には、十分な募集期間を設けるなど、手続の公正性・公平性の確保に留意するこ

と。 

 三 現在国家戦略特別区域に指定されている十区域の評価結果を踏まえ、個々の事業の

進捗状況や規制改革メニューの活用が不十分であるなど、評価が著しく低い区域に対

しては、その改善に向けた取組の状況に進展が見られない場合には、指定の解除を含

め、厳格に対応すること。また、可能な限り定量的な評価を行うため、国家戦略特別

区域計画にあらかじめ数値目標を定め、その達成度を測るなど、国民に対して分かり

やすい形で評価を行うとともに、事業の進捗については、数値目標を活用したＰＤＣ

Ａサイクルにより管理するよう努めること。 

 四 各国家戦略特別区域において、規制改革メニューの活用ニーズを把握し、新規事業
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実施機関としての適格性・公正性の確保に万全を期すること。また、政府は、待機児

童問題の解消に不可欠な保育士の更なる確保に向け、保育士の処遇の改善をはじめと

して、いわゆる「潜在保育士」の再就職支援のための取組を一層強化すること。 

 六 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人材に対する

人権侵害行為を防止すること、日本人農業労働者と同程度の賃金水準を維持すること、

労働時間や休日、休暇等の適切な就労環境を確保すること、特定機関等による不当な

利益追求を防止すること等、事業運営の適正化を確保するため、適正受入管理協議会

を核に、特定機関及び農業経営体等に対する監督及び指導を徹底すること。 

   また、本事業の全国展開については、国内全産業における賃金や就労環境の低下に

つながらないよう見極めるとともに、地域社会や日本人就農者に与える影響等につい

て慎重に検討した上で判断すること。 

 七 我が国の成長戦略、第四次産業革命を牽引する、自動車の自動運転及び小型無人機

の遠隔操作等の高度な産業技術の社会実装を世界に先駆けて実現するため、迅速かつ

集中的に実証実験を行うことができるよう、日本版レギュラトリー・サンドボックス

制度を速やかに創設すること。 

   なお、実証実験に際しては、地域の住民等の理解の下、その安全の確保に万全を期

すること。 

 

参議院修正案（希望の会） 

 第一に、内閣総理大臣は、区域計画に定められた特定事業が、特定の者が特別の利益を

得ることとなるものであると認められる場合には、区域計画の認定をしてはならないもの

としております。 

 第二に、内閣総理大臣は、区域計画の認定の申請があった場合には、透明性を確保しつ

つ、区域計画の認定の厳格化等により認定を適正かつ厳格に行うようにするため、直ちに

区域計画を公表し、広く国民の意見を求めなければならないものとしております。 

 第三に、国家戦略特別区域諮問会議の有識者議員は、利害関係のある議案について、そ

の議事に加わることができないものとしております。 

 第四に、国家戦略特別区域農業支援外国人受入れ事業に係る規定は、別に法律で定める

日までの間、適用しないものとしております。 

 第五に、政府は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入れ事業及び国家戦略特別区域農

業支援外国人受入れ事業において受け入れる外国人の権利利益の擁護の在り方について早
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急に検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとし、

この場合において、当該検討を行うに当たっては、我が国において外国人の権利利益の擁

護を図るための活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を聴くものとしております。 

 

参議院附帯決議 

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

 一 国家戦略特別区域の新規指定及び国家戦略特別区域における追加の規制改革事項の

決定に当たっては、特別の関係に配慮して特定の地域や企業等に利益を誘導したとの

疑念を国民に持たれることのないよう十分留意し、情報公開の徹底により、その指定

及び決定に至る過程の透明性・公正性を確保すること。また、国家戦略特区ワーキン

ググループを始めとする各種の会議の議事要旨について、少なくとも追加の規制改革

事項のうち法改正を行う事項に係るものについては、会議の終了後速やかに公表する

よう努めること。 

 二 国家戦略特別区域諮問会議の中立性を確保する観点から、民間議員等が私的な利益

の実現を図って議論を誘導し、又は利益相反行為に当たる発言を行うことを防止する

ため、民間企業の役員等を務め、又は大量の株式を保有する議員が、会議に付議され

る事項について直接の利害関係を有するときは、審議及び議決に参加させないことが

できることとすること。 

   また、各国家戦略特別区域において特定事業を実施すると見込まれる者を公募する

場合には、十分な募集期間を設けるなど、手続の公正性・公平性の確保に留意するこ

と。 

 三 現在国家戦略特別区域に指定されている十区域の評価結果を踏まえ、個々の事業の

進捗状況や規制改革メニューの活用が不十分であるなど、評価が著しく低い区域に対

しては、その改善に向けた取組の状況に進展が見られない場合には、指定の解除を含

め、厳格に対応すること。また、可能な限り定量的な評価を行うため、国家戦略特別

区域計画にあらかじめ数値目標を定め、その達成度を測るなど、国民に対して分かり

やすい形で評価を行うとともに、事業の進捗については、数値目標を活用したＰＤＣ

Ａサイクルにより管理するよう努めること。 

 四 各国家戦略特別区域において、規制改革メニューの活用ニーズを把握し、新規事業
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実施機関としての適格性・公正性の確保に万全を期すること。また、政府は、待機児

童問題の解消に不可欠な保育士の更なる確保に向け、保育士の処遇の改善をはじめと

して、いわゆる「潜在保育士」の再就職支援のための取組を一層強化すること。 

 六 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人材に対する

人権侵害行為を防止すること、日本人農業労働者と同程度の賃金水準を維持すること、

労働時間や休日、休暇等の適切な就労環境を確保すること、特定機関等による不当な

利益追求を防止すること等、事業運営の適正化を確保するため、適正受入管理協議会

を核に、特定機関及び農業経営体等に対する監督及び指導を徹底すること。 

   また、本事業の全国展開については、国内全産業における賃金や就労環境の低下に

つながらないよう見極めるとともに、地域社会や日本人就農者に与える影響等につい

て慎重に検討した上で判断すること。 

 七 我が国の成長戦略、第四次産業革命を牽引する、自動車の自動運転及び小型無人機

の遠隔操作等の高度な産業技術の社会実装を世界に先駆けて実現するため、迅速かつ

集中的に実証実験を行うことができるよう、日本版レギュラトリー・サンドボックス

制度を速やかに創設すること。 

   なお、実証実験に際しては、地域の住民等の理解の下、その安全の確保に万全を期

すること。 

 

参議院修正案（希望の会） 

 第一に、内閣総理大臣は、区域計画に定められた特定事業が、特定の者が特別の利益を

得ることとなるものであると認められる場合には、区域計画の認定をしてはならないもの

としております。 

 第二に、内閣総理大臣は、区域計画の認定の申請があった場合には、透明性を確保しつ

つ、区域計画の認定の厳格化等により認定を適正かつ厳格に行うようにするため、直ちに

区域計画を公表し、広く国民の意見を求めなければならないものとしております。 

 第三に、国家戦略特別区域諮問会議の有識者議員は、利害関係のある議案について、そ

の議事に加わることができないものとしております。 

 第四に、国家戦略特別区域農業支援外国人受入れ事業に係る規定は、別に法律で定める

日までの間、適用しないものとしております。 

 第五に、政府は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入れ事業及び国家戦略特別区域農

業支援外国人受入れ事業において受け入れる外国人の権利利益の擁護の在り方について早
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すること。 

 

 

 3. 地方自治体等への影響等（小括にかえて） 

 
 前述のとおり、「自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助」、

「情報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助」において、

「情報の提供、相談、助言その他の援助」を行うこととなっているほか、酒税法の特例に

関しては、地方公共団体の長が地域の特産物を指定することとなっている。 

 特産品の指定については、法律に定めがあるわけではなく、条例についても自治体によ

り制定状況は異なるものと思われる。 

 このほか、農業外国人の就労解禁にあたって、さまざまな審査等に地方自治体が関与す

ることが想定されている。 

 また、この点も繰り返しになるが、構造改革特区の提案募集、応募認定については、地

方公共団体もその対象となるものである。したがって、上の国会における議論であったよ

うに、地方自治体が必要と判断した場合には、本法律の特区の措置について、構造改革特

区としてそれを求める可能性が考えられる。この点は、国会における議論や先行文献等で

全く触れられていないが、構造改革特区制度を存置し、国家戦略特区と並立させることの

意味は、トップダウンで国家戦略特区を定めておいて、それを「自主的に」地方自治体が

構造改革特区として提案することでよりスムーズな規制緩和の全国化が図れる可能性があ

る。 

 こうした論点の検討に資するため、国家戦略特区と構造改革特区について簡単に確認し

ておこう(８)。 

 まず、それぞれの目的であるが国家戦略特区は、「我が国を取り巻く国際経済環境の変

化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発

展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、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

を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施

                                                                                 

(８) このほかの制度として総合特区もあるが、首相官邸ウェブサイト「総合特別区域の今後の指

定について」によると、地域活性化に係る制度については、地域再生法に基づく特定地域再生

制度の活用検討を促し、当面、新たな指定は行わない、としているため今回は対象としない。 
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を掘り起こすなど、事業の具体化を図る上で、特区の活動を支える人材の重要性に鑑

み、特区推進共同事務局の活用や国と関係地方公共団体との人事交流の推進等により、

人材の育成・確保を支援すること。 

 五 国家戦略特別区域小規模保育事業の実施に当たっては、満三歳以上の子どもの保育

に関し、同年齢の子どもとの触れ合いの中で協調性や社会性を育む重要な段階である

ことに配慮するとともに、限られた空間の中で活動量の異なる異年齢の子どもが集団

で保育を受けることになることに鑑み、安全管理対策に万全を期すること。 

 六 新たに国家戦略特別区域限定保育士事業の指定試験機関となる法人について、試験

実施機関としての適格性・公正性の確保に万全を期すること。また、政府は、待機児

童問題の解消に不可欠な保育士の更なる確保に向け、保育士の処遇の改善を始めとし

て、いわゆる「潜在保育士」の再就職支援のための取組を一層強化すること。 

 七 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人技能実習制

度において指摘されている諸課題も踏まえ、外国人材に対する人権侵害行為を防止す

ること、日本人就農者と同程度の賃金水準を確保すること、労働時間や休日、休暇等

の適切な就労環境を確保すること、これらにより就労期間中の失踪を防止すること、

特定機関等による不当な利益追求を防止すること等、事業運営の適正化を確保するた

め、適正受入管理協議会を核に、特定機関及び農業経営体等に対する監督及び指導を

徹底すること。 

   また、本事業の全国展開については、国内全産業における賃金や就労環境の低下に

つながらないよう見極めるとともに、地域社会や日本人就農者に与える影響等につい

て慎重に検討した上で判断すること。 

 八 国家戦略特別区域内に、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟

な働き方であるテレワークの推進に向けた相談拠点を整備するに当たっては、テレ

ワークによって従来の働き方よりもかえって労働時間が増加するなど、労働環境の悪

化を招くことのないよう、ガイドラインの策定やセミナーの開催等、事業主・労働者

に対して、適切な支援を実施すること。 

 九 我が国の成長戦略、第四次産業革命を牽引する、自動車の自動運転及び小型無人機

の遠隔操作等の高度な産業技術の社会実装を世界に先駆けて実現するため、迅速かつ

集中的に実証実験を行うことができるよう、日本版レギュラトリー・サンドボックス

制度を速やかに創設すること。 

   なお、実証実験に際しては、地域の住民等の理解の下、その安全の確保に万全を期

－ 60 －
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すること。 

 

 

 3. 地方自治体等への影響等（小括にかえて） 

 
 前述のとおり、「自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助」、

「情報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助」において、

「情報の提供、相談、助言その他の援助」を行うこととなっているほか、酒税法の特例に

関しては、地方公共団体の長が地域の特産物を指定することとなっている。 

 特産品の指定については、法律に定めがあるわけではなく、条例についても自治体によ

り制定状況は異なるものと思われる。 

 このほか、農業外国人の就労解禁にあたって、さまざまな審査等に地方自治体が関与す

ることが想定されている。 

 また、この点も繰り返しになるが、構造改革特区の提案募集、応募認定については、地

方公共団体もその対象となるものである。したがって、上の国会における議論であったよ

うに、地方自治体が必要と判断した場合には、本法律の特区の措置について、構造改革特

区としてそれを求める可能性が考えられる。この点は、国会における議論や先行文献等で

全く触れられていないが、構造改革特区制度を存置し、国家戦略特区と並立させることの

意味は、トップダウンで国家戦略特区を定めておいて、それを「自主的に」地方自治体が

構造改革特区として提案することでよりスムーズな規制緩和の全国化が図れる可能性があ

る。 

 こうした論点の検討に資するため、国家戦略特区と構造改革特区について簡単に確認し

ておこう(８)。 

 まず、それぞれの目的であるが国家戦略特区は、「我が国を取り巻く国際経済環境の変

化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発

展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、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

を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施

                                                                                 

(８) このほかの制度として総合特区もあるが、首相官邸ウェブサイト「総合特別区域の今後の指

定について」によると、地域活性化に係る制度については、地域再生法に基づく特定地域再生

制度の活用検討を促し、当面、新たな指定は行わない、としているため今回は対象としない。 
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を掘り起こすなど、事業の具体化を図る上で、特区の活動を支える人材の重要性に鑑

み、特区推進共同事務局の活用や国と関係地方公共団体との人事交流の推進等により、

人材の育成・確保を支援すること。 

 五 国家戦略特別区域小規模保育事業の実施に当たっては、満三歳以上の子どもの保育

に関し、同年齢の子どもとの触れ合いの中で協調性や社会性を育む重要な段階である

ことに配慮するとともに、限られた空間の中で活動量の異なる異年齢の子どもが集団

で保育を受けることになることに鑑み、安全管理対策に万全を期すること。 

 六 新たに国家戦略特別区域限定保育士事業の指定試験機関となる法人について、試験

実施機関としての適格性・公正性の確保に万全を期すること。また、政府は、待機児

童問題の解消に不可欠な保育士の更なる確保に向け、保育士の処遇の改善を始めとし

て、いわゆる「潜在保育士」の再就職支援のための取組を一層強化すること。 

 七 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人技能実習制

度において指摘されている諸課題も踏まえ、外国人材に対する人権侵害行為を防止す

ること、日本人就農者と同程度の賃金水準を確保すること、労働時間や休日、休暇等

の適切な就労環境を確保すること、これらにより就労期間中の失踪を防止すること、

特定機関等による不当な利益追求を防止すること等、事業運営の適正化を確保するた

め、適正受入管理協議会を核に、特定機関及び農業経営体等に対する監督及び指導を

徹底すること。 

   また、本事業の全国展開については、国内全産業における賃金や就労環境の低下に

つながらないよう見極めるとともに、地域社会や日本人就農者に与える影響等につい

て慎重に検討した上で判断すること。 

 八 国家戦略特別区域内に、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟

な働き方であるテレワークの推進に向けた相談拠点を整備するに当たっては、テレ

ワークによって従来の働き方よりもかえって労働時間が増加するなど、労働環境の悪

化を招くことのないよう、ガイドラインの策定やセミナーの開催等、事業主・労働者

に対して、適切な支援を実施すること。 

 九 我が国の成長戦略、第四次産業革命を牽引する、自動車の自動運転及び小型無人機

の遠隔操作等の高度な産業技術の社会実装を世界に先駆けて実現するため、迅速かつ

集中的に実証実験を行うことができるよう、日本版レギュラトリー・サンドボックス

制度を速やかに創設すること。 

   なお、実証実験に際しては、地域の住民等の理解の下、その安全の確保に万全を期

－ 61 －
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既存の法律の規制緩和について具体的に示していない(12)。 

 ただし、「１年以内に検討・措置」とされた２項目については、すでに述べたとおり第

196回国会において、それぞれ、生産性向上特別措置法案、民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案として提案がなされている。

このことは、特区において規制緩和のメリットやデメリットを検証するプロセスが不要な

ものをわざわざこの法律改正に位置づけているか特区における検証が不十分なまま全国的

な法律の規制緩和が行われているかのいずれかであるように思われ、立法の意図を図りか

ねるものである。 

 特区制度の意義や必要性について根本的な再検討が必要であるように思われる。 

（そのだ しげき 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

                                                                                 

(12) この点、緒方林太郎氏（民進党）は、コンセッション事業者の施設経営の自由同工場につい

て、その内容は評価しつつ、１年以内に検討するというのは、法律ではないとの批判を展開し

ている。すなわち、閣議決定でもよければ、単に、役所で意思決定するだけのものがメニュー

として挙がることへの違和感を示している。 
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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、もって国民経済の発展及び国

民生活の向上に寄与すること」（国家戦略特別区域法第１条）が目的とされ、構造改革特

区は、「地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域

の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はそ

の実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野にお

ける経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上

及び国民経済の発展に寄与すること」（構造改革特別区域法第１条）が目的とされている(９)。 

 区域設定については、国家戦略特区は「国が」区域を決定し、計画策定に関しては、国、

地方公共団体、民間事業者が対等の立場で参画するのに対して、構造改革特区は、地方公

共団体の申請に基づき計画認定を国が行うこととなっている。 

 したがって、国家戦略特区は、提案募集等の制度が整備されてはいるものの基本的には

トップダウン型、構造改革特区は、特区計画の認定を全ての地方自治体が行いうることな

どから、ボトムアップ型と言えよう(10)。 

 なお、「国家戦略特区と構造改革特区との一体的な運用を図る観点から、同時に提案募

集を行って」いる(11)。2017年３月31日をもって構造改革特区の提案募集や認定申請が締

め切られる予定となっていたことを考えれば、構造改革特区の計画認定は、国家戦略特区

の提案に包含される見込みであったことがうかがえる。 

 これを2022年３月31日まで延長する意図や意義がどのようなものであるのかについて、

法律案の国会審議等を通じてさらに明確にされる必要があったように思われる。 

 首相官邸のウェブサイトによると、国家戦略特区においては、「規制改革等の施策を総

合的かつ集中的に推進」することとなっている。しかし、今回改正された法律においては、

図表１に示された９つの項目のうち、４項目（自動走行・ドローン等の先端実証のための

「日本版レギュラトリー・サンドボックス」、革新的医薬品の開発迅速化、コンセッショ

ン事業者の施設経営の自由度向上、テレワーク推進に向けた相談拠点整備）に関しては、

                                                                                 

(９) 引用中の下線は、いずれも筆者によるものである。 

(10) 前節では取り上げていないが、福島伸享氏（民進党）が地方創生に関する特別委員会第８号、

2017年４月25日において、構造改革特区と国家戦略特区を比較した上で、構造改革特区がボト

ムアップであるのに対し、国家戦略特区は、総理が国家戦略特区諮問会議に意見聴取、諮問会

議が指定基準に従って調査審議を実施し、国家戦略特区として指定すべき区域案について意見

具申した後に関係地方公共団体の意見を聴取するというプロセスを「上から目線」とした。 

(11) 首相官邸ウェブサイトより引用。 

－ 62 －
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ものをわざわざこの法律改正に位置づけているか特区における検証が不十分なまま全国的

な法律の規制緩和が行われているかのいずれかであるように思われ、立法の意図を図りか

ねるものである。 

 特区制度の意義や必要性について根本的な再検討が必要であるように思われる。 

（そのだ しげき 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

                                                                                 

(12) この点、緒方林太郎氏（民進党）は、コンセッション事業者の施設経営の自由度向上につい

て、その内容は評価しつつ、１年以内に検討するというのは、法律ではないとの批判を展開し

ている。すなわち、閣議決定でもよければ、単に、役所で意思決定するだけのものがメニュー

として挙がることへの違和感を示している。 
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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、もって国民経済の発展及び国

民生活の向上に寄与すること」（国家戦略特別区域法第１条）が目的とされ、構造改革特

区は、「地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域

の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はそ

の実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野にお

ける経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上

及び国民経済の発展に寄与すること」（構造改革特別区域法第１条）が目的とされている(９)。 

 区域設定については、国家戦略特区は「国が」区域を決定し、計画策定に関しては、国、

地方公共団体、民間事業者が対等の立場で参画するのに対して、構造改革特区は、地方公

共団体の申請に基づき計画認定を国が行うこととなっている。 

 したがって、国家戦略特区は、提案募集等の制度が整備されてはいるものの基本的には

トップダウン型、構造改革特区は、特区計画の認定を全ての地方自治体が行いうることな

どから、ボトムアップ型と言えよう(10)。 

 なお、「国家戦略特区と構造改革特区との一体的な運用を図る観点から、同時に提案募

集を行って」いる(11)。2017年３月31日をもって構造改革特区の提案募集や認定申請が締

め切られる予定となっていたことを考えれば、構造改革特区の計画認定は、国家戦略特区

の提案に包含される見込みであったことがうかがえる。 

 これを2022年３月31日まで延長する意図や意義がどのようなものであるのかについて、

法律案の国会審議等を通じてさらに明確にされる必要があったように思われる。 

 首相官邸のウェブサイトによると、国家戦略特区においては、「規制改革等の施策を総

合的かつ集中的に推進」することとなっている。しかし、今回改正された法律においては、

図表１に示された９つの項目のうち、４項目（自動走行・ドローン等の先端実証のための

「日本版レギュラトリー・サンドボックス」、革新的医薬品の開発迅速化、コンセッショ

ン事業者の施設経営の自由度向上、テレワーク推進に向けた相談拠点整備）に関しては、

                                                                                 

(９) 引用中の下線は、いずれも筆者によるものである。 

(10) 前節では取り上げていないが、福島伸享氏（民進党）が地方創生に関する特別委員会第８号、

2017年４月25日において、構造改革特区と国家戦略特区を比較した上で、構造改革特区がボト

ムアップであるのに対し、国家戦略特区は、総理が国家戦略特区諮問会議に意見聴取、諮問会

議が指定基準に従って調査審議を実施し、国家戦略特区として指定すべき区域案について意見

具申した後に関係地方公共団体の意見を聴取するというプロセスを「上から目線」とした。 

(11) 首相官邸ウェブサイトより引用。 

－ 63 －


