「さがみロボット産業特区」に係る国との協議の状況（規制緩和：実証実験関連）
No

提案内容

書面協議①

対面協議①
省庁見解

省庁見解

書面協議②

対面協議②
県回答

省庁見解

資料２
今後の対応

省庁見解

県回答

特区で企画する「企業と
医師等のマッチング」の
特区の目的が達成できる
適法性などの解釈や、医
まずは厚生労働省と県の
厚生労働省と連携しなが
よう、早い段階から出口
療機器に分類される可能
協力関係の中で取組を推
ら、企業シーズを医師等
（実用化）を見据えた相 Ｄ 性のあるものを開発する ｄ 進していくこととし、今
に紹介して臨床等を行う
談に乗れる体制を厚生労
場合の見極め等について
後は具体の案件について
取組を進めていく。
働省内にも用意する。
は、厚生労働省とＰＭＤ
調整させていただく。
Ａで相談・調整に対応し
ていくこととする。

未承認医療機器につい
て、医師主導でなく企業
1 側からの提案に基づく臨
床研究を可能にする
（厚生労働省）

規制緩和は困難
制度的に企業提案に基づ
医薬品医療機器総合機構
（薬事法の規制を回避
く臨床研究が認められて
（ＰＭＤＡ）の薬事戦略
した方が、スムーズに Ｄ
ｃ いない以上、薬事戦略相
相談事業等の活用によ
実現できるのではない
談は有効な解決策となら
り、現行法令で対応可能
か）
ない。

医療機器製造販売の承認
申請に、治験前の臨床研
2 究データも活用できるよ
うにする
（厚生労働省）

個別の状況でデータの活
相談によって臨床研究
薬事法の規制にかかるか
規制緩和は困難
海外の基準を満たした
用が可能な場合もあり、
まずは厚生労働省と県の
医薬品医療機器総合機構
データの承認申請への活
どうかの早期判断を行
（臨床研究データの質
データ等、活用可能な場
対応可能な相談先を紹介
協力関係の中で取組を推
（ＰＭＤＡ）の薬事戦略
用が認められた事例はな
い、戦略的に開発・実用
を担保するには、個々 Ｄ
ｃ
合もある。県や企業が相 Ｄ するなど、自治体や企業 ｄ 進していくこととし、今
相談事業等の活用によ
いと聞いており、薬事戦
化が進めていけるよう厚
にチェックしていくこ
談をしやすくなるよう省
にとって相談が行いやす
後は具体の案件について
り、現行法令で対応可能
略相談は有効な解決策と
生労働省と連携を図って
とが必要）
として対応していく。
い対応をとることとし
調整させていただく。
ならない。
いく。
た。

ロボット関連技術を用い
た医療機器について、製
3 造販売承認の際に優先審
査を実施する
（厚生労働省）

県の提案内容と同じ方向
優先審査の拡充は困難だ
当面は国の取組を注視し
規制緩和は困難
本県の提案は、当該要件
国が定めた要件に該当す
で、ＰＭＤＡの体制強化
が、ＰＭＤＡの体制強化
ていく。本提案をはじめ
（他の審査案件もある
に限定すること自体の見
ＰＭＤＡの審査体制の強
る場合には優先審査の対
など手続き全体を見直し
などで審査の迅速化に取
として、地域で審査迅速
中で、特区だから優先 Ｄ
ｃ 直しを求めたものであ
Ｄ
ｄ
化による審査の迅速化の
象となるため、現行法令
ているところであり、更
り組んでおり、自治体の
化のニーズが高まってい
してほしいというのは
り、再度ご検討いただき
状況を注視する。
で対応可能
なる迅速化に努めてい
要望の方向と合致してい
る現状を踏まえた取組を
難しい）
たい。
く。
ると認識している。
お願いしたい。

場所を限定しても、他の
実験試験局による試験実
まずは実験試験局として 具体的事案について、
規制緩和は困難
無線局が近づいてくる場
屋外の実験そのものが認 実験試験局とすること
施に向け、県の情報提供
実証実験を実施する。そ ＹＲＰ等と連携して総務
（場所を限定したとし
合等もあり、影響を回避
められていない以上、実 で、屋外での実証や必要
に基づき総務省で事前検
の後、当該実験結果等を 省と調整し、実証実験を
ても、屋外では他に影 Ｅ できない可能性があるた ｃ 験試験局をとればという な帯域の利用を認めてい Ｄ
ｄ
討を行う。なお、実験試
活用し、他の案件の手続 実施していく。その後、
響を及ぼす可能性があ
め規制緩和は困難。実験
省庁見解は現実的な代替 く。早い段階から相談に
験局においては、屋外で
を円滑化できるよう協力 同様の実証が可能な
る）
試験局の免許を受ければ
案ではない。
乗っていきたい。
の実験も可能となる。
をお願いしたい。
「場」を増やしていく。
実証自体は可能。
実験試験局による試験実
他に影響を与えないよう
まずは実験試験局として 具体的事案について、
免許を要しない無線局
一般ユーザに影響を与え
実験試験局とすること
施に向け、県の情報提供
な対応が可能かどうか、
実証実験を実施する。そ ＹＲＰ等と連携して総務
（特定小電力無線局）が 規制緩和は困難
る可能性があるため規制
で、上限を超える電波で
に基づき総務省で事前検
技術的な検討を行いたい
の後、当該実験結果等を 省と調整し、実証実験を
5 使用できる空中線電力の （他に影響を及ぼす可 Ｅ 緩和は困難。実用化を目 ｃ
の実証を認めていく。早 Ｄ 討を行う。また、検討結 ｄ
ので、影響の程度等につ
活用し、他の案件の手続 実施していく。その後、
上限を引き上げる
能性がある）
指すなら現行規制の範囲
い段階から相談に乗って
果を基に実験試験局に係
いて詳細な情報を提供い
を円滑化できるよう協力 同様の実証が可能な
（総務省）
で実証を行うべき。
いきたい。
る調整・審査期間短縮を
ただきたい。
をお願いしたい。
「場」を増やしていく。
目指す。
超広帯域（ＵＷＢ）無線
システムで利用できる周
波数帯及び場所を拡大す
4
る（屋外での実証実験を
認める）
（総務省）

特定小電力の無線の実験
省略した場合、周辺の
総務省と県との協力関係
を行う際の免許手続のう 規制緩和は困難
ユーザに混信等の影響を
省略した場合の支障がど
審査期間の短縮を図る旨 審査期間短縮に向けた取
審査期間の短縮に向けた
の中で効率的な審査を行
6 ち、予備免許と落成検査 （他に影響を及ぼす可 Ｅ 与えていないことの確認 ｃ の程度か、具体的に情報
Ｄ
ａ が示されたため了解とす 組の状況等を注視してい
協力は可能。
い、審査期間の短縮を図
を省略する
能性がある）
ができないため、規制緩
提供いただきたい。
る。
く。
る。
（総務省）
和は困難。
道路使用手続を簡素化
し、同様の実証を繰り返
7 し行う場合は、届出で済
むようにする
（警察庁）

規制緩和は困難
（届出制は個別状況へ
情報を共有する等緊密な
省庁見解に基づき、県警
の調整機能の低下が懸
Ｃ 連携を図ることにより協 ｄ 察本部との調整を進め
念される。県警に相談
力可能
る。
して上手く進めてほし
い）

−

−

−

従来の許可日数（最大３
日）を、実験が交通に与
える影響に応じて最大で
14日程度とする方向で県
警本部との具体的な調整
を進めていく。

（凡例）
省庁見解：Ａ−１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施 Ａ−２：全国展開で実施 Ｂ：条件を提示して実施 Ｃ：代替案の提示 Ｄ：現行法令等で対応可能 Ｅ：対応しない Ｆ：各省が今後検討 Ｚ：指定自治体が検討
県回答：ａ:了解 ｂ：条件付き了解 ｃ：受け入れられない ｄ：その他

「さがみロボット産業特区」に係る国との協議の状況（規制緩和：産業集積関連）
No

提案内容

書面協議①

対面協議①
省庁見解

省庁見解

書面協議②

対面協議②
県回答

省庁見解

今後の対応
省庁見解

県回答

特区エリア内の工業系特定
農地転用事務の実施主体
優良農地を確保していく
保留区域及び一般保留を活 国は、平成26年12月まで
の在り方、農地の確保の
ことは国の責務。規模の
農転許可については国の
用して、市街化編入前に農 に、農地転用事務の実施
規制緩和は困難
農地転用手続きについて
ための施策の在り方等に
農林水産大臣が許可権限
大きな農地の転用許可に
関わりが重要。平成21年
地転用を行うことで、速や 主体のあり方等について
（農地は食料の安定供
は、これまで的確に運用
ついて、平成21年の改正
を有する４ha超の農地転
ついては、農地がまと
の改正農地法の附則に関
かに産業適地を創出してい
給を図る基盤であり、
してきており、知事に権
農地法附則に基づき、同
検討することになってい
8 用について、都道府県知
Ｅ まって失われるなど、優 ｃ
する対応ついては、５年 Ｅ
ｃ くことが必要。特区指定の
国の関与が必要なた
限を移譲したとしても特
法施行後5年を目途とし
趣旨に鑑み、特区エリア内 るが、それ以前において
事に権限を移譲する
良農地の確保を図る上で
をめどに検討することに
め、権限移譲は難し
段の支障があるとは考え
て、検討を加えることと
の工業系特定保留区域等に も、特区エリア内で権限
（農林水産省）
の影響が大きく、国レベ
なっており、現時点では
い）
られない。
されていることを踏まえ
おける農地転用に限り、権 移譲が実現するよう、引
ルの視点に立った判断が
検討していない。
て、検討することが必
限を知事に移譲していただ き続き要請していく。
必要。
要。
きたい。
特区エリア内の工業系特定
農地転用事務の実施主体
優良農地を確保していく
保留区域及び一般保留を活 国は、平成26年12月まで
の在り方、農地の確保の
ことは国の責務。規模の
農転許可については国の
用して、市街化編入前に農 に、農地転用事務の実施
都道府県知事の権限であ 規制緩和は困難
農地転用手続きについて
ための施策の在り方等に
大きな農地の転用許可に
関わりが重要。平成21年
地転用を行うことで、速や 主体のあり方等について
る農地転用のうち、４ha （農地は食料の安定供
は、これまで的確に運用
ついて、平成21年の改正
ついては、農地がまと
の改正農地法の附則に関
かに産業適地を創出してい
以下２ha超のものについ 給を図る基盤であり、
してきており、知事に権
農地法附則に基づき、同
検討することになってい
9
Ｅ まって失われるなど、優 ｃ
する対応ついては、５年 Ｅ
ｃ くことが必要。特区指定の
て、農林水産大臣との協 国の関与が必要なた
限を移譲したとしても特
法施行後5年を目途とし
趣旨に鑑み、特区エリア内 るが、それ以前において
良農地の確保を図る上で
をめどに検討することに
議を廃止する
め、協議廃止は難し
段の支障があるとは考え
て、検討を加えることと
の工業系特定保留区域等に も、特区エリア内で権限
の影響が大きく、国レベ
なっており、現時点では
（農林水産省）
い）
られない。
されていることを踏まえ
おける農地転用に限り、権 移譲が実現するよう、引
ルの視点に立った判断が
検討していない。
て、検討することが必
限を知事に移譲していただ き続き要請していく。
必要。
要。
きたい。

実際の調整では、さまざ
まなデータ等を要求され
る場面があり、その際に
都道府県と地方農政局間 対応は困難
クリアすべき明確な判断
の事前調整について、予 （農林漁業調整に必要
判断基準は既に示してお
基準が示されていない。
10 め明確な判断基準を策定 な資料のリストに沿っ Ｄ り、それに沿って手続を ｃ
対面協議の際、農振農用
する
て作成すれば調整は短
進められたい。
地の代替地を要求するこ
（農林水産省）
時間で済む）
とはないとの発言があっ
たが、改めて確認した
い。

市街化調整区域における
許可可能な開発行為の対
11 象に、工場・研究所を追
加する
（国土交通省）

特区内の工業系用途地域
や特定保留区域等に市町
村が地区計画を定める場
12
合に限り、都道府県知事
との協議を廃止する
（国土交通省）

規制緩和は困難
（全国的なニーズが明
らかに出てくれば法改
自治体の判断により対応
Ｄ
ｄ
正等も可能だが、現時
可能。
点では自治体の判断で
対応すべき）

都市計画法改正の検討を引き
続き行っていただきたい。
なお、許認可権者の判断で、
工場等の開発が可能との見解
が示されたので、本県におけ
る県版特区の取組として、工
業系特定保留区域等におい
て、工場等が立地可能となる
よう県規制の緩和に向けた検
討を行う。

規制緩和は困難
（法の根幹をなす手続
自治体の判断により手続
きで廃止は困難。自治 Ｅ
ａ
の合理化は可能。
体が手続を合理化して
はどうか）

特区の地域協議会部会におい
て実質的協議が行われること
で、法定協議の手続の合理化
が可能であるとの国の見解が
示されたので、今後、本県に
おいて、県版特区の取組とし
て、法定手続の合理化に向け
た具体的方策の検討を進めて
いく。

市街化区域編入等の際に、代
替地として農振農用地の設定
国との調整の際には、既
特定保留区域設定時及び
を促すことはしないことや、
存資料の活用等により、
それが要件ではないこと、さ
市街化編入時には、区域
負担軽減を図る。手続の
らに、資料作成の負担軽減や
外に農振農用地の代替地
迅速化については、更な
手続の迅速化の周知徹底が図
を設定することは要件と
Ｄ る周知徹底を図る。市街 ｂ られることについて確認でき
していない。機械的に明
た。なお、農林漁業調整の
化区域編入や特定保留地
確な基準を設定できない
際、調整をクリアするための
区の設定の際、農振農用
水準や基準を示すことが可能
ものもあるが、できるも
地の代替地を要件として
な事項については、その基準
のは具体化していく。
いない。
を具体化し、示していただき

今後、具体的な調整の中
で、農振農用地の代替地
の要求がなされていない
かや、各種基準の明確化
がなされていくかを注視
し、必要に応じて国と協
議していく。

たい。

−

−

−

−

−

県開発審査会提案基準の
新規制定等を検討してい
く。

−

具体的な案件が出てきた
場合、産業集積促進部会
の分科会で実質的協議を
行い、法定協議の手続の
合理化を図る。

（凡例）
省庁見解：Ａ−１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施 Ａ−２：全国展開で実施 Ｂ：条件を提示して実施 Ｃ：代替案の提示 Ｄ：現行法令等で対応可能 Ｅ：対応しない Ｆ：各省が今後検討 Ｚ：指定自治体が検討
県回答：ａ:了解 ｂ：条件付き了解 ｃ：受け入れられない ｄ：その他

「さがみロボット産業特区」に係る国との協議の状況（財政）
No

提案内容

省庁見解
課題解決型医療機器等開
発事業に係る優先枠の創
1
設
（経済産業省）

戦略的基盤技術高度化支
援事業に係る優先枠の創
2
設
（経済産業省）

消防防災科学技術研究推
進制度に係る優先枠の創
3
設
（消防庁）

障害者自立支援機器等開
発促進事業に係る優先枠
4
の創設
（厚生労働省）

福祉用具実用化開発推進
5 事業に係る優先枠の創設
（経済産業省）

書面協議①

対面協議①
省庁見解

書面協議②

対面協議②
県回答

省庁見解

省庁見解

県回答

今後の対応

−

予算枠の増減に拘らず、
優先枠の創設、テーマへ
概算要求等に向けて引き
Ａ
ｂ の位置付け、審査におけ
続き検討
る加点等についてご検討
いただきたい。

−

−

−

省庁の検討状況を注視

−

優先枠の創設は困難だ
が、特区で行うからこそ
開発や事業化が進むなど
引き続き前向きにご検討
Ｂ
ｂ
特区のメリットが考えら
いただきたい。
れる提案があれば、審査
過程で評価されている。

−

−

−

省庁の検討状況を注視

−

優先枠の創設は困難だ
が、平成26年度以降、
「消防防災ロボット」を
引き続き前向きにご検討
Ｂ
ｂ
本制度のテーマ設定型課
いただきたい。
題のテーマとして検討す
ることは可能

−

−

−

省庁の検討状況を注視

−

−

優先枠の創設や審査にお
（厚生労働省）
本補助制度の案件につい
ける加点等は困難だが、
特定地域や特定分野から
本特区の取組は、本補助
て特区内で実証を行うこ
特区での実証計画につい
の応募を優先採択するこ
制度の方向性と合致して
現行制度の中で連携して
Ｃ
ｃ
とや、補助申請に係る事 Ｃ
ての事前相談や本事業で ｄ
(B)
とは制度の趣旨にそぐわ
いる。前向きにご検討い
いくこととする。
前相談など現行制度の中
採択されたテーマを特区
ないため、優先枠の創設
ただきたい。
で協力可能。
で実証を実施するなどの
は困難
連携は可能。

地域協議会で推進する案
件について、事前相談の
中でブラッシュアップす
るとともに、採択事業の
実証の場として｢さがみ｣
を優先的に使用してもら
うなど連携を進める。

予算枠の増減に拘らず、
（経済産業省）
優先枠の創設、テーマへ
Ａ 概算要求等に向けて引き ｂ の位置付け、審査におけ
続き検討
る加点等についてご検討
いただきたい。

−

−

−

省庁の検討状況を注視

予算枠の増減に拘らず、
優先枠の創設、テーマへ
概算要求等に向けて引き
Ａ
ｂ の位置付け、審査におけ
続き検討
る加点等についてご検討
いただきたい。

−

−

−

省庁の検討状況を注視

都市再生区画整理事業の
6 拡充
補助は困難
（国土交通省）

都市再生土地区画整理事
特区内の工業系土地区画
業の対象にならないが、
整理事業の区域内にある
都市計画道路等に対し社
区画道路が、社会資本整
Ｚ
ｄ
会資本整備総合交付金
備総合交付金（道路事
（道路事業）の充当が可
業）の対象となるか確認
能。
したい。

研究開発型中小企業を対
象とした特許料等の減免
7
制度の拡充
（経済産業省）

「汎用性を有し、製造業
生活支援ロボットの開発
の発展を支える技術」な
において発生する特許等
Ｃ どの要件を満たさない企 ｃ は、汎用性を有し、製造
業を減免対象に加えるこ
業の発展を支える技術で
とは困難
あると考えている。

−

（凡例）
省庁見解：Ａ：概算要求等として引き続き検討、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討
県回答：ａ:了解 ｂ：条件付き了解 ｃ：受け入れられない ｄ：その他

−

当該区画道路が社会資本
国交省の回答については
整備総合交付金（道路事
了解。特区内の土地区画
業）の対象となるかにつ
整理事業を推進するため 特区内の工業系土地区画
いては、施行地区におけ
には、国の財政的支援が 整理事業に対する補助が
Ｂ
ａ
る位置付け等により、個
欠かせないため、補助事 受けられるよう調整して
別に判断することになる
業の採択に当たっては、 いく。
ため、別途ご相談いただ
特段のご配慮をお願いし
きたい。
たい。

−

事業者の活用希望などを
再度精査し、具体的な案
件をもって再度提案して
いく。

−

−

