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１．国家戦略特区とは１．国家戦略特区とは
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○ 国家戦略特区は、日本の経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革の突破口
である。大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することに
より、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図り、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を目的とする。

国家戦略特区制度の目的・意義
１．国家戦略特区とは

て国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

○ 国が自ら主導し、国と地域の双方が有機的連携を図ることにより、国・地方・民間が一
体となって取り組むべき、国家戦略として日本経済の再生に資するプロジェクトを推進す
る。

○ いわゆる「岩盤規制」全般について速やかに具体的な検討を加え、国家戦略特区を活
用して規制・制度改革の突破口を開く。

○ 運用の原則は、ア）情報公開の徹底、イ）スピードの重視、ウ）ＰＤＣＡサイクル
に基づく評価。

○ 民間活力を引き出すことが重要。事業や投資の推進役となるのは民間事業者。
（出典）国家戦略特別区域基本方針より内閣府作成
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「岩盤規制」改革の突破口「岩盤規制」改革の突破口 （税制措置を含む）

◆ 「総理・内閣主導」「総理・内閣主導」の枠組み （国が受け身にならない国が受け身にならない）

（１） 特区毎の「区域会議」「区域会議」

「国家戦略特区」「国家戦略特区」 制度のポイント制度のポイント １．国家戦略特区とは

（１） 特区毎の「区域会議」「区域会議」
・・・ 国（特区担当大臣特区担当大臣）・自治体・民間の「推進役」で構成。
“ミニ独立政府” ３者が対等の立場

（２） 「「特区諮問会議特区諮問会議」」
・・・ 最後は、規制担当各省大臣を含めたオープンな場で、
総理のリーダーシップ総理のリーダーシップで決断総理のリーダーシップ総理のリーダーシップで決断

◆ 規制改革の効果拡大規制改革の効果拡大

（１） 規制改革「メニュー」の追加規制改革「メニュー」の追加 （医療、雇用、教育、農業等）

（２） 指定「区域」の追加指定「区域」の追加 （厳選。志の高い、熱意ある自治体）４



新たな規制改革事項の実現フロー新たな規制改革事項の実現フロー

区域計画
⇓

事業化
協議

国家戦略特別区域会議

内閣総理大臣関係地方公共

国家戦略特区
担当大臣

１．国家戦略特区とは

民間事業者

①随時
提案可能

②必要に応じ
提案募集

国家戦略特別区域諮問会議

が選定した
民間事業者

団体の長

規
制
の
特
例
措
置
の
活
用

新たに措置すべき
規制改革事項

民間事業者

国家戦略特別区域諮問会議
（議長：内閣総理大臣）

○ 法律事項

関係法令等の改正

活
用

○ 政省令事項

○ 通知等
５



容積率・用途等土地利用規制の見直し
⇒居住を含め都市環境を整備

エリアマネジメントの民間開放
（道路の占用基準の緩和）
⇒道路空間の利⽤による都市の魅⼒向上

病床規制の特例による病床の新設・増床の
容認
⇒⾼度な⽔準の医療の提供

滞在施設の旅館業法の適用除外
⇒外国人の滞在ニーズへの対応

農業委員会と市町村の事務分担
⇒農地の流動化の促進
農業生産法人の要件緩和
⇒６次産業化の推進医療法人の理事長要件の見直し

⇒医療法⼈のガバナンス強化

iPS細胞から製造する試験用細胞等への血液
使用の解禁
⇒医薬品の研究開発等に係る国際競争⼒強化

国有林野の民間貸付・使用の拡大
⇒国有林野の活⽤促進

漁業生産組合の設立要件の緩和
⇒漁業の競争⼒向上、６次産業化の推進

都市再生・まちづくり都市再生・まちづくり 農林水産業農林水産業医医 療療

赤字・・・法律で措置された事項
下線・・・全国措置された事項 １．国家戦略特区とは

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
⇒⾼度な医療技術を有する外国医師等の受⼊推進

保険外併用療養の拡充
⇒⾼度な⽔準の医療の提供

農業への信用保証制度の適用
⇒商⼯業とともに⾏う農業についての資⾦調達
の円滑化

農家レストランの農用地区域内設置の
容認
⇒地域農畜産物の利⽤促進

医学部の新設に関する検討
⇒社会保障制度や全国的な影響等を勘案

開業ワンストップセンターの設置
⇒法⼈設⽴⼿続きの簡素化・迅速化

NPO法人の設立手続きの迅速化
⇒NPO法⼈設⽴によるソーシャルビジネスの
促進
官民の垣根を越えた人材移動の柔軟化
⇒スタートアップ企業における人材確保

臨床修練制度を活用した国際交流の推進
⇒地域医療分野における国際交流の促進

空港アクセスバスの手続き緩和
⇒空港アクセスの充実 歴史的建築物の活用歴史的建築物の活用

公証人の公証役場外における定款認証
⇒法⼈設⽴⼿続きの簡素化・迅速化

ビジネス環境の改善、起業・開業促進ビジネス環境の改善、起業・開業促進

酒類のインターネット販売の緩和
⇒地域特産品の流通促進

中山間地域等直接支払の補助金返還
免除
⇒6次産業化、農業振興・地域振興の促進

有害鳥獣捕獲許可の権限移譲
⇒地域の特性に合わせた捕獲許可期間の柔軟化

有期雇用の特例
⇒柔軟で多様な働き方、プロジェクト単位での
雇用促進

雇用条件の明確化・雇用労働相談セン
ターの設置
⇒新規開業企業、グローバル企業等の投資促進

公立学校運営の民間への開放
（公設民営学校の設置）
⇒グローバル人材の育成等多様な教育の提供

古民家等の活用のための建築基準法の
適用除外等
⇒地域活性化、国際観光等の推進

外国人創業人材の在留資格の基準緩和
⇒創業人材等の多様な外国人の受入推進

歴史的建築物に関する旅館業法の特例
⇒地域活性化、国際観光等の推進

外国人家事支援人材の活用
⇒⼥性の活躍推進等

農業等に従事する高齢者の就業時間の
柔軟化
⇒地⽅における⾼年齢退職者の就業促進

地域限定保育士の創設
⇒保育⼠不⾜の解消

都市公園内における保育所等設置の解禁
⇒保育所等の福祉サービスの充実

保育等保育等

教教 育育

外国人材の活用外国人材の活用

雇雇 用用

⇒地域の特性に合わせた捕獲許可期間の柔軟化
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追加の規制改革事項等について追加の規制改革事項等について追加の規制改革事項等について追加の規制改革事項等について

医療イノベーションの推進など

◇テレビ電話による服薬指導の特例
◇革新的な医療機器の開発迅速化
◇障がい者雇用率の算定特例の拡充

１．国家戦略特区とは

観光客を含めた外国人の受入れなど

◇ 「シニア・ハローワーク」の設置による高年齢者等に対する重点的な就職支援
◇ユニット型指定介護老人福祉施設の設備基準の緩和

◇過疎地等での自家用自動車の活用拡大
◇クールジャパンに関わる外国人材の受入促進
◇民間事業者と連携した、出入国手続その他の空海港における手続の迅速化
◇特別免許状付与の拡大等による外国人等の外部人材活用促進

農業の競争力強化など

７

◇特別免許状付与の拡大等による外国人等の外部人材活用促進

◇企業による農地取得の特例
◇農業の担い手となる外国人材の就労解禁
◇ 「道の駅」の設置主体の民間への拡大
◇ＥＶ（電気自動車）普及のための規制の見直し
◇生産緑地地区における農家レストラン等の設置



２.神奈川県の国家戦略特区
に係る取組に係る取組

８



健康・医療分野を成長市場・産業へ

ねらい

国家戦略特区との連携
２．神奈川県の国家戦
略特区に係る取組

国家戦略特区国家戦略特区

さがみロボット
産業特区

健康・未病産業

京浜臨海部ライフイノベーション
国際戦略総合特区

神奈川から成長産業を創出！

最先端医療産業 ロボット産業

９



区域計画に認定済みの特例

（１）保険外併用療養に関する特例

２．神奈川県の国家戦
略特区に係る取組

（２）病床規制に関する医療法の特例

（３）地域限定保育士事業の特例（３）地域限定保育士事業の特例

10

（４）家事支援外国人受入事業の特例



（１）保険外併用療養に関する特例

（独法）国立がん研究センター

◆ナノテクノロジーを活用した抗がん剤による
難治性がん治療の研究開発の推進

ナノ医療イノベーションセンターと連携（川崎市殿町地区）

２．神奈川県の国家戦
略特区に係る取組

難治性がん治療の研究開発の推進
（※薬事承認に向けた臨床試験を米国など海外先行で実施中）

◆革新的なロボット技術で、脊髄疾患等によって
歩行困難となった患者の機能回復を行う

ロボットスーツＨＡＬの開発・実用化の推進

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社と連携（川崎市殿町地区）

東京大学 医学部附属病院
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横浜市立大学附属病院

◆日本において未承認又は適応外の医薬品等すべてを対象に、
特例を活用して、スピーディーに先進医療を提供する

神奈川県における臨床研究・治験の加速

臨床研究中核病院等と同水準の医療機関（横浜市）



（２）病床規制に関する医療法の特例

（医社）葵会 ＡＯＩ国際病院（旧川崎南部病院）

◆循環器領域の再生医療や、心血管系医療機器等を駆使した

ハイブリットオペ室整備（新規病床２０床）

２．神奈川県の国家戦
略特区に係る取組

最先端医療等の提供

12

→ ほか２つの医療機関が特例を使って整備中



育児
仕事

育児の負担軽減

（３）地域限定保育士事業の特例
２．神奈川県の国家戦
略特区に係る取組

女性の活躍推進・中長期的な経済成長

国家戦略特区を活用

国家戦略特別区域限定保育士事業

１３

全国初

（平成２７年9月認定済）１０月２４日・２５日筆記試験／１２月１３日実技試験

→全国共通の保育士試験が年１回から２回に！



（４）家事支援外国人受入事業の特例
～外国人家事支援人材の入国・在留を可能とし、女性が真に活躍できる環境を整備！～

仕事
家事

家事等の負担軽減

２．神奈川県の国家戦
略特区に係る取組

女性の活躍推進・中長期的な経済成長

国家戦略特区を活用 全国初国家戦略特区を活用

国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業
（平成２７年１２月認定済） 平成２８年３月を目処に事業実施

全国初

14
→全国に先駆けて県全域で試行的に実施！



健康・未病産業の創出

○ ＣＨＯ（健康管理最高責任者）構想の加速化
⇒個人別保険料率を差別化し、健康行動を促す

○ 自己採血によるセルフメディケーションの推進

⇒血液検査項目の制限の撤廃

神奈川県からの規制緩和の提案 ２．神奈川県の国家戦
略特区に係る取組

最先端医療産業の創出

ロボット産業の創出

⇒血液検査項目の制限の撤廃

○ 機能性食品市場の活性化

⇒機能性食品の用途発明の特許取得を可能とする

○ 医療用ロボット市場の拡大・普及
⇒医療提供施設を拡大する

国のWG等
で協議中

実現

最先端医療産業の創出

○ イノベーションを促進する知的財産制度の構築

そ の 他

○ 保険外併用療養に係る対象医療機関の早期拡大

○ 外国医師の業務解禁（日本人患者への診療解禁）
15

実現



【健康・未病産業】

CHO(健康管理最高責任者)構想の加速化
①個人別保険料率を差別化し、健康行動を促す

健康行動に積極的 健康行動に消極的インセンティブ

協議中

健康保険法等の改正

一
般
保
険
料
率

低 高
率

ヘルスケアデバイス保険料率（差別化）を決める基準
○ 歩数 ○心拍数
○ 血圧 ○健診データ
○ 体脂肪 ○血糖値

ＣＨＯの取組みとして従業員に配布

等
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問い合わせ先

神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア推進局

特区連携グループ

電 話 045-210-3265
メール tokku@pref.kanagawa.jp

問い合わせ先

メール tokku@pref.kanagawa.jp

mailto:tokku@pref.kanagawa.jp
mailto:tokku@pref.kanagawa.jp

