国家戦略特区に係る提案項目一覧
特区名：モノづくり産業強靭化スーパー特区
１ モノづくり産業がグローバル競争に打ち勝つ事業環境の整備（企業を強くする）
提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

次世代自動
車の普及拡
大に向けた
先行的な規
制緩和

４県３市
・
愛知県

４県３市
・
愛知県

先進的な自
動車安全技
術・自動車交
通システム
の構築に向
けた取組の
実施

実施場所

実施内容

根拠法令等

規制の内容

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
浜松市

ＥＶ・ＰＨＶ、燃料電池自動車
といった次世代自動車に係る規制
改革（水素ステーションの設置）
を推進することにより、関連する
企業のイノベーションを促進し、
今後の日本経済を牽引することが
期待される次世代自動車産業の創
出・発展を加速する。

「高圧ガス保安法第 8
水素ステーションの設置促進に
条第一号（一般高圧ガ 当たり、次のようなことが原因で、
ス保安規則第 7 条の 3）」 特に都心部において、水素ステー
等
ションの設置が進まない要因とな
っている。
・水素ステーションは、欧米等に
比べ厳しい安全基準が定めら
れていることから、水素ステー
ションの設置コストが欧米よ
りかなり高くなっている。
・公道や敷地境界等から一定の距
離を確保する必要があることか
ら、実際に必要な面積に比べ、
かなり大きな敷地面積が必要と
なる。

愛知県
岐阜県
静岡県
浜松市

ＥＶ・ＰＨＶ、燃料電池自動車
といった次世代自動車に係る規制
改革（非接触給電装置の設置）を
推進することにより、関連する企
業のイノベーションを促進し、今
後の日本経済を牽引することが期
待される次世代自動車産業の創
出・発展を加速する。

電波法第 100 条(高周波
利用設備)
電波法施行規則第 45 条

電気自動車等に用いられるワイ
ヤレス電力伝送装置は出力 50W を
超えるため、一台ごとに許可をえ
る必要がある。

愛知県
岐阜県
静岡県
浜松市

自動走行や隊列走行の実現に向
けた公道での実証走行に係る要件
等の緩和

道路交通法第 70 条

道路交通法第 70 条では、「当該
車両等のハンドル、ブレーキその
他の装置を確実に操作し、かつ、
道路、交通及び当該車両等の状況
に応じ、他人に危害を及ぼさない
ような速度と方法で運転しなけれ
ばならない。
」とされており、運転
者が操作を行わない自動走行は想
定されていない。
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新たな措置内容

経済的社会的効果

この地域は、FCV をはじめ水素
を消費する機器（フォークリフト、
エネファーム等）を生産する企業
が多く、さらに、水素ステーショ
ン数は稼働中・整備中ともに多く、
水素エネルギー社会に向けた先行
的な取組を行う場所として最適で
ある。
また、水素エネルギー社会の実
現に向けた先行的な取組は、欧米
との競争力強化をもたらし、我が
国の新たな産業の発展に導くとと
もに、環境にやさしい社会、化石
燃料に頼らない持続可能な社会の
構築を加速させるものである。
電気自動車への非接触充電につ
電気自動車の非接触給電装置の設置につい
て、一台ごとに基地局として許可申請が必要な いては、全世界で開発競争が繰り
ところを型式指定で行うことができるように 広げられている。実証実験におい
ては、実証設備の許容値の緩和が
要件を緩和する。
認められ、さらなる実用化に向け
た実フィールドでの実証が加速す
ることと思われるが、我が国がこ
の分野で標準化を先導できれば、
我が国の技術を世界に展開させる
ことが可能となる。
自動走行に係る技術について
完全な自動走行の実証を行うための条件整
は、自動車メーカーだけではなく、
備、関連法制の整備
（自動走行や隊列走行等に係る研究開発を促 IT 企業等も巻き込み、全世界で開
進するため、安全性確保を前提とし、公道での 発競争・主導権争いが行われてい
自動走行車両や運転支援車両による実証走行 る。
先行的に実証を行うことで、こ
が行えるよう、エリアを限定した規制の整理・
の分野での主導権を確保するとと
緩和を行う。
）
もに、短期的には、実験により得
られた成果により、高度運転支援
技術の向上が期待できる

燃料電池自動車の普及促進・水素ステーショ
ンの設置促進や水素エネルギー社会の構築に
向けて必要となる、規制の再構築、実証実験の
実施、モデル社会による検証等を行うに当た
り、すぐには全国一律展開が困難なものは、ま
ず本特区内で先行してこれらを実施すること
により、その取組を加速させる。

提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

医療機器製
造販売業の
新規参入促
進

４県３市
・
愛知県

４県３市
・
愛知県

実施場所

実施内容

根拠法令等

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

他業種のメーカーが医療機器分
野へ新規参入するにあたり、製造
販売（設計・流通・販売）を行う
ためには、品質保証責任者の設置
が義務付けられており、製造や品
質等の管理能力があるにも関わら
ず、製造販売業許可を取得できな
い。そのため、同分野への新規参
入を促進する観点から、品質保証
責任者の資格要件を緩和する。

医薬品、医薬部外品、
化粧品及び医療機器の
品質管理の基準に関す
る省令（平成 16 年９月
22 日 厚 生 労 働 省 令 第
136 号）
第 4 条第 3 項第 2 号、
第 25 条

医療機器に
関する登録
認証機関の
誘致

愛知県
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市

当地域の医療機器メーカーの円
滑な事業化に向け、登録認証機関
の設置を促進する。

法人税法第 66 条

リハビリ支
援ロボット
等の医療機
器認証手続
きの簡素化
及び治験症
例数の低減

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

医療機器・介護支援機器（ロボ 薬事法 （治験の取扱
ットを含む）分野の世界トップク い） 第 80 条の２
ラスの医師・工学研究者やメーカ
ーが揃っている当地域のポテンシ
ャルを活かし、本特区内において、
研究機関・医療機関・大学を中心
にリハビリ・介護支援機器等の開
発・実用化を促進する拠点（医療
人材の育成、当該機器の実証評価
等）を整備する。

規制の内容

新たな措置内容

医療機器の製造販売を行うにあ ・品質管理業務その他これに類する業務に医療
たり、品質保証責任者の設置が義
機器だけでなく、他業種での実務経験も適用
務付けられているため、製造や品
できるようにする。自動車関連メーカーの多
質等の管理能力があるにも関わら
くが取得している品質マネジメントシステ
ず、事業化することができない。
ム ISO9001 は、品質管理責任者を配置し、品
質管理体制を構築することとしているため、
例えば、異業種メーカーでも、ISO9001 を取
得した上でのこれまでの品質管理業務を実
務経験としてカウントするよう緩和する。
・品質管理業務その他これに類する業務に安全
管理責任者の資格要件と同様に、第２種・第
３種製造販売業の実務経験を緩和する。安全
管理責任者とは「医薬品、医薬部外品、化粧
品及び医療機器の製造販売後安全管理の基
準に関する省令」の第四条２、第十三条２に
規定されている。その中で、高度（侵襲的）
な治療機器などの医療機器を扱う第１種製
造販売業では、安全管理責任者に対し、経験
資格要件を求めているが、比較的安全（非侵
襲的）な医療機器を扱う第２種・第３種製造
販売業では、能力を有しておれば良く、経験
資格要件を求めていない。本件についてもこ
のような内容に緩和する。
登録認証機関は、全国に 13 機関
新たな登録認証機関を設置する際、設備投資
設置されているが、その多くが首 に係る法人税を軽減する。
都圏にあり、当地域の医療機器メ
ーカーの円滑な事業推進を妨げて
いる。
厚生労働省と経済産業省におい
て、平成 25 年 4 月 24 日に活動機
能回復装置（リハビリ支援ロボッ
ト）を医療機器として認証するた
めの評価指標を策定されたところ
である。
今後、企業が当該評価指標をも
とに、治験の目的や装置の性能に
併せて、治験方法・症例数を勘案
されることとなるが、当該装置を
安全で速やかに社会に普及させる
ために、より円滑な手続き・運用
が必要である。
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リハビリ支援ロボット等の医療機器認証に
係る手続きの簡素化及び治験症例数の低減

経済的社会的効果
医療機器分野に関心のあるモノ
づくり企業において、医療機器製
造販売業として参入が促進され、
国産医療機器の創出促進が期待さ
れる。

本特区内に登録認証機関が設置
されることにより、本特区内のモ
ノづくり企業において、医療機器
分野への参入が促進され、医療機
器の創出促進が期待される。
介護職員の負担軽減や離職率の
低減が期待される。
関連するロボット・機器を開発
するメーカーの事業化が促進され
る。

提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

介護施設等
における先
端的な介護
支援機器等
の導入促進

４県３市
・
愛知県

４県３市
・
愛知県

実施場所

実施内容

根拠法令等

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

当地域のモノづくり技術を活か
しながら、現在の日本、そして近
未来の諸外国における最大の課題
である高齢化に対応しうる、病気
の予防、超早期診断、治療、リハ
ビリ、介護支援、健康長寿に役立
つ健康・医療関連の開発や実用化
の促進を加速する。
介護ロボットをはじめ、実証さ
れた製品については、介護施設等
への導入を促進する。

厚生労働省「中小企業
労働環境向上助成金」

病気の予防
と超早期診
断のための
技術・システ
ムの開発と
展開

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

超高齢社会の中で、高齢者や弱
者の孤立と社会保障費の激増を抑
えるためには、光電子・通信技術
によるＩＣＴと医療の融合が不可
欠である。これらを活用し、医療
分野におけるロールモデルを確立
するため、病気の予防と超早期診
断（アラーム検知等）の技術・シ
ステムを開発・展開する。

情報通信機器を用いた
診療（いわゆる「遠隔
診療」）について
（厚生省健政発 第
1075 号 平成 9 年 12 月
24 日）

国際戦略総
合特区「アジ
ア№１航空
宇宙産業ク
ラスター形
成特区」での
法人税の大
幅引下げ

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
浜松市

モノづくり大国を支える日本最
強のモノづくり産業集積地である
当地域内の国際戦略総合特区「ア
ジア№１航空宇宙産業クラスター
形成特区」に限って、先行的に、
あるいは全国とは次元の異なる、
法人税の大幅引き下げを実行す
る。

法人税法第 66 条
法人税法第 81 条の 12

規制の内容

新たな措置内容

「中小企業労働環境向上助成
「中小企業労働環境向上助成金」の対象機器
金」により、介護施設において、 に、歩行支援ロボットやコミュニケーションロ
職員の身体的負担を軽減する機器 ボット、施設巡回ロボットなど、新しいロボッ
の導入に助成金が与えられるが、 トも適用する。
機器の種類が以下のとおり限定さ
れているため、新しい機器の導入
が促進されない。また当初予算で
あるため（予算額に限界があるた
め）、早期に申込み受付が締め切ら
れる。
①移動用リフト②自動車用車い
すリフト③座面昇降機能付車い
す④特殊浴槽⑤ストレッチャー
⑥自動排泄処理装置 ⑦昇降装
置 ⑧車いす体重計
・診療は、医師又は歯科医師と患 遠隔診療の対象拡大と、それらに伴う、診療報
者が直接対面して行われること 酬の導入、保険適用等
を基本としており、現状では遠 ①光電子・通信技術によるＩＣＴ（Information
隔診療は直接の対面診療を補完
and Communication Technology）と医療の融
するものという位置づけがなさ
合により、遠隔医療をさらに進めた移動式等
れている。
の在宅診断システムを確立・展開するため、
・病気の予防と超早期診断は極め
当該システムの導入を遠隔診療の対象とす
て重要な要素であるものの、遠
る。
隔診療を行うことができる対象
②病気の未然予防のため、
フィットネス産業と
は、重度や慢性の疾病など９つ
医療を融合させた新たなカリキュラムの構
の疾病患者に限られている。
築支援やインセンティブ付与の仕組みづく
・病気の未然予防のためには、イ
りへの支援を行うとともに、診療報酬の導
メージング（撮像）、センシング
入、保険適用等を行う。
（計測）技術を活用しつつフィ
③ＩＣＴと医療を融合させるため、撮像・計
ットネス産業と医療を融合させ
測・通信等のシステムの標準化を支援し、高
た新たなカリキュラムの構築や
い信頼性や安全性など厳格な基準を満たし
インセンティブ付与の仕組みづ
たシステムについては、診療報酬の導入、保
くり等が重要であるが、現状の
険適用等を行う。
法規制ではこれらを医療現場で
実証する術がない。
「アジア№１航空宇宙産業クラス ・国際戦略総合特区「アジア№１航空宇宙産業
ター形成特区」は、アメリカ・シ
クラスター形成特区」内の企業の法人実効税
アトル、フランス・ツールーズと
率を少なくとも 25％までへ引き下げる。
肩を並べる世界三大拠点を目指す ・全国的な法人実効税率の引き下げ（20%台）
中、諸外国より高い法人税率は航
が検討されているが、これが実現される場合
空宇宙関連企業のさらなる集積を
には、当該特区内に進出・投資する企業の法
図る上で大きな障壁となってい
人税を 10 年間最大ゼロとする。
る。
このため、法人税率の大幅引下げ
を当地域への航空宇宙関連企業の
さらなる集積に向けたインセンテ
ィブとすることが必要である。
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経済的社会的効果
介護職員の負担軽減や離職率の
低減が期待される。
関連するロボット・機器を開発
するメーカーの事業化が促進され
る。

撮像・計測・通信システムの標
準化及び事業化により、セルフケ
アによる病気の予防と超早期診断
が実現し、「いつでも、どこでも、
だれにでも」高品質な診療サービ
スの提供が可能となる。また、罹
患者減少による社会保障費の大幅
削減はもとより、国内外の医療過
疎地域への展開（インフラ輸出）
によって、地球規模での安全・安
心で快適な社会の実現につなが
る。

当地域に航空宇宙関連企業のさ
らなる集積を促進し、研究開発か
ら設計、製造、保守管理までの一
貫体制を持つ、アジア最大・最強
の航空宇宙産業クラスターの形成
を図る。

提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

企業の設備
投資を促す
“投資減税”
の上乗せ措
置

４県３市
・
愛知県

イノベーシ
ョンを促進
する研究開
発促進税制
の拡充

実施場所

実施内容

根拠法令等

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

国家戦略特区内の企業が「国家
戦略産業」に係る生産活動や研究
開発を積極的に行えるよう、設備
投資や研究開発投資を支える税制
措置を一層充実する。

租税特別措置法第 42 条
の 10

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

不確実性が高く、事業化までに
長期間を有する研究開発を「国家
戦略産業」に係る企業が強力に推
進できるよう、研究開発投資をキ
ャッシュ面で支える税制措置を充
実する。

租税特別措置法第 42 条
の 10

規制の内容

新たな措置内容

国家戦略特区の税制措置とし
て、機械等を取得した場合の特別
償却または法人税額の特別控除制
度が位置づけられている。
・特別償却
・特別償却については、取得価額の 55％（特
機械・装置、開発研究用器具・
定中核事業以外）、建物等については 30％
備品を対象に、
即時償却（特定中核事業）、
50％（特定中核事業以外）、
建物等については、25％
・税額控除については、対象資産の取得価額の
・税額控除
20％、建物等については 13％（法人税額の
機械・装置、開発研究用器具・
30％を限度とし、
税額控除限度超過額につい
備品：15％、建物及びその附属
ては４年間の繰越しができる）
設備並びに構築物：８％
現状、税額控除限度超過額につ
いては、１年間の繰越しができ
る。
日本の成長を牽引していくに
は、これを上回る措置を講じるこ
とが必要である。
国家戦略特別区域の税制措置と
して、機械等を取得した場合の特
別償却の適用を受ける特定中核事
業の用に供された開発研究用資産
について、即時償却に加え、その
減価償却費の 12％を税額控除でき
・中小企業に対する一律 12％の控除率の引き
る研究開発税制の特例措置（法人
上げ（15％へ）
税）が位置づけられている。
現状、繰越額控除限度超過額の
繰越しは、1 年間繰越しできる。 ・繰越税額控除限度超過額の繰越期間の延長
（３年に）
日本の成長を牽引していくに
は、これを上回る措置を講じるこ
とが必要である。
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経済的社会的効果
航空宇宙や次世代自動車、健康
寿命延伸など、
「国家戦略産業」と
しての育成が必要な次世代成長産
業に対して、現行の国際戦略総合
特区設備等投資促進税制等を上回
る措置を講ずることによって、投
資の一段の促進を図り、日本経済
を支える産業の国際競争力の強化
を図る。

航空宇宙や次世代自動車、健康
寿命延伸など、
「国家戦略産業」と
しての育成が必要な次世代成長産
業に対して、現行の研究開発促進
税制を上回る措置を講ずることに
よって、日本経済を支える産業の
国際競争力の強化を図る。

提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

「強い中小
企業」をつく
るための税
制措置

４県３市
・
愛知県

研究開発支
援制度に基
づく補助対
象施設の柔
軟な活用を
図るための
補助金適正
化法の運用
の見直し

実施場所
愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

実施内容

根拠法令等

規制の内容

「国家戦略産業」に係る中小企
業の活力を一段と強化するため、
全国を上回る税制措置を講じる。

租税特別措置法第 42 条
の３の２、４、６、10

現状では、
・中小企業者等の法人税率の特例
は、15％（中小企業者等に係る
法人税の軽減税率）
・
「中小企業投資促進税制」の税額
控除対象者は、資本金「3,000
万円以下」となっており、また、
税額控除限度額は、法人税額の
20％となっている。
・人材確保・能力開発における教
育訓練費などにかかる税額控除
は、平成 24 年度税制改正で廃止
されている。
・法人税法上、いわゆる“中堅企
業”は、税制の優遇措置（軽減
税率の適用、留保金課税の適用
除外等）の対象となっていない。

平成 24 年度から国主導のもの
づくり試作補助金事業が実施され
ている。
国の支援制度を最大限に活用し
ながら、中小企業の研究及び技術
開発力の向上に向けた支援に努め
る。

補助事業等により取得
し又は効用の増加した
財産の処分等の取扱い
について（平成 16 年 6
月 10 日大臣官房会計課
通知）

新たな措置内容
・中小企業者等の法人税率の特例（中小企業者
等に係る法人税の軽減税率を 15％から 11％
に引き下げる。）
・「中小企業投資促進税制」の税額控除対象者
の拡大（資本金「3,000 万円以下」から「１
億円以下」へ引き上げ）
、税額控除限度額の
引き上げ（法人税額の 20％から 30％へ）

航空宇宙や次世代自動車、健康
寿命延伸など、
「国家戦略産業」と
しての育成が必要な次世代成長産
業に対して、現行の中小企業投資
促進税制を上回る措置を講ずるこ
とによって、日本経済を支える産
業の国際競争力の強化を図る。

・人材確保・能力開発税制（仮称）の創設（中
小企業の採用活動に伴う費用や教育訓練費
など人件費の増加額の一定割合を税額控除）

・法人税法上、「中小企業」とはみなされてい
ない、いわゆる“中堅企業”も税制の優遇措
置（軽減税率の適用、留保金課税の適用除外
等）の対象とする（中小企業基本法において
中小企業者とされている「従業員 300 人以下
又は資本金３億円以下の製造業」のうち、
「国
家戦略産業」に係るものについては対象とす
る）
・海外市場開拓支援税制（中小企 ・海外市場開拓支援税制の創設（中小企業が海
業が海外市場開拓のために要し
外市場開拓のために要した費用の一定割合
た費用の一定割合を税額控除）
を税額控除）
は、廃止されている。
・外国子会社配当益金不算入制度 ・海外収益の国内還流容易化制度の創設（外国
における益金不算入の割合は、
子会社配当益金不算入制度における益金不
95％となっている。
算入の割合を 95％から 100％に。また、国内
還流額に応じて税額控除を実施）
・企業が設備投資を行う場合、財 ・特例的な一括償却制度の創設及び償却額を任
務省令により固定資産は償却期
意に設定できる「任意償却」の導入
間は一律に定められている。
補助対象となったプラント等は
償却期間内の補助対象プラントであっても、
目的外の使用が限定的にしか認め 補助金返還等を行わず商用ベースに転用でき
られていないため、例えば、試験 るように運用を見直し、企業の事業活動に即し
研究用に導入した設備等の場合、 た形で、補助金対象施設の柔軟な活用を図り、
その試験研究が事業化につながる 企業の競争力強化を図る。
場合でも、事業化においてはその
具体的には、平成 16 年 6 月 10 日大臣官房会
設備を使用することはできず、設
計課通知「補助事業等により取得し又は効用の
備を十分に活用できない状況が発
増加した財産の処分等の取扱いについて」の
生する。
「５．承認申請等の特例」の（２）に、開発試
作用施設を本来の開発意図に沿った用途に転
用する場合を追加し、補助金返還等が生じない
ようにするべき。
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経済的社会的効果

企業の事業活動に即した形で、
補助金対象施設の柔軟な活用を図
り、研究開発から事業化への橋渡
しをすることが容易になり、もの
づくり企業等の競争力強化につな
がる。

２

提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

企業用地開
発に係る農
地転用許可
に関する規
制緩和

実施場所
愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

実施内容
一定の要件に合致する国家戦略
特区内の企業用地開発について
は、公共事業のための農地転用と
同様に、農地転用許可不要とする。

根拠法令等
農地法第４条第１項第
８号、第５条第１項第
７号、農地法施行規則
第 32 条、第 53 条、
農業振興地域の整備に
関する法律第 10 条第４
項、農業振興地域の整
備に関する法律施行令
第８条

規制の内容

新たな措置内容

経済的社会的効果

農地を農地以外のものにする場
企業の円滑な立地を妨げている
「国家戦略産業」としての育成が必要な次世
合、農地転用の許可が必要なため、 代成長産業に係る企業からのオーダーにより、 企業用地開発に係る規制を緩和す
調整や手続等に時間を要し企業の 県・市町村の土地開発公社等の公的団体や市町 ることにより、我が国の立地競争
円滑な立地を妨げている。
村が企業用地の造成を行う場合、あるいは、当 力を一段と高め、航空宇宙や次世
「国家戦
該産業に係る企業自らが企業用地の造成を行 代自動車、健康長寿など、
う場合（県または市町村において秩序ある開発 略産業」の集積が進み、日本の成
が担保される仕組みがあることを前提）にも、 長を牽引することができる。
農地転用の許可を不要とする（農用地区域内の
農地の場合には、農用地区域からの除外を可能
とする）。

国内外から人材と頭脳が集まる仕組みづくり（ヒトを集める）
提案者

提案名

愛知県

愛知県立愛
知総合工科
高等学校専
攻科（平成
28 年 4 月開
校予定）運営
の民間への
開放

４県３市
・
愛知県

外国人高度
人材等の受
入れに係る
規制緩和

実施場所

実施内容

根拠法令等

規制の内容

新たな措置内容

経済的社会的効果

愛知県

愛知県立愛知総合工科高等学校
専攻科の大学への編入学を目指す
とともに、公設民営化の手法によ
り、愛知県立愛知総合工科高等学
校専攻科の学校運営の全体又は一
部を民間事業者に委託する。
（本科
は民間委託の対象とはしない。）

(1) 学 校 教 育 法 第 ５ 条
「学校の管理」
(2) 公 立 高 等 学 校 の 適
正配置及び教職員定数
の標準等に関する法律
第８条「校長の数」
(3)地方交付税法第 12
条「基準財政需要額の
算定方法に係る測定単
位及び単位費用」
(4)学校教育法第 58 条、
第 108 条、第 122 条、
第 132 条「大学のへの
編入学」

(1)公立高等学校の運営を包括的に民間事業者
に委託することを認める。
(2)本科及び専攻科の双方に校長を配置できる
こととする。
(3)公設民営学校を地方交付税の算定対象とす
る。
(4)学校教育法第 58 条を改正し、高等学校専攻
科から大学への編入学を認める。

学校の管理運営の全部又は一部
を民間に委託することにより、も
のづくり企業がもつ高度な技術力
や開発力、大学がもつ高い専門性、
専門学校等を経営する学校法人が
有する独自のノウハウ等を導入
し、高い技術・技能を備えた人材
を育成できる。また、インターン
シップを活用した、企業のニーズ
に直結する人材の育成・確保や、
大学進学（編入学）を踏まえた高
大一貫教育の実現により、多くの
優秀な人材の育成が期待できる。

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

現在、世界各国では高度人材及
びその予備軍である留学生を中心
に、ヒトの移動が活発化しており、
世界は、
「人材獲得競争」の様相を
呈している。こうした中、我が国
においては、長期的には労働力人
口の減少による成長の鈍化・停滞
も危惧されるところであり、外国
人は、モノづくりを支える貴重な
人材として、ますます重要になっ
ていく。
このため、本特区内において、
モノづくりに携わる外国人の受入
れに係る規制緩和を図る。

出入国管理及び難民認
定法第７条第１項第２
号、出入国管理及び難
民認定法第７条第１項
第２号の基準を定める
省令
平成 24 年法務省告示第
126 号 （ 高 度 人 材 告
示）
・第 127 号（高度人
材在留指針）
出入国管理及び難民認
定法第 22 条、法務省「永
住許可に関するガイド
ライン」

(1)学校教育法第５条「学校の管
理」では、公立高等学校の運営
を包括的に民間事業者に委託す
ることが困難である。
(2)本科及び専攻科の双方に校長
を配置したいが、公立高等学校
の適正配置及び教職員定数の標
準等に関する法律第８条「校長
の数」により、このことができ
ない。
(3)地方交付税法第 12 条では、公
設民営学校が地方交付税の交付
対象となっていない。
(4)学校教育法第 58 条「大学への
編入学」では、高等学校専攻科
から大学への編入学が認められ
ていない。
・高度人材に対するポイント制は、
外国人の活動内容やその特性に
応じて、
「学歴」、
「職歴」、
「年収」
などの項目ごとにポイントを設
け、その合計が一定の点数に達
した人を「高度人材外国人」と
認定している。
・
「高度人材外国人」が永住許可の
対象となるためには、一定期間、
高度人材としての活動を行う必
要がある。
・現行制度では、高度人材認定後
も、
「年収」などの要件を満たし
た場合のみ、親や家事使用人の
帯同が認められている。

・特区区域内就労者には、ボーナス・ポイント
として 10 ポイントを加算
・特区区域内で活動する（予定を含む）外国人
が高度人材として認定された場合には、即、
期限のない在留資格を付与または永住許可
の対象とする。
・特区区域内就労者の親、家事使用人の帯同許
可条件の撤廃

高度外国人のポイント制によ
り、特区内への高度人材の受入だ
けではなく、定着も期待できるこ
とから、イノベーションの継続的
な創出や新たなビジネス機会の創
出による雇用の活性化が期待でき
る。
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提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

外国人高度
人材等の受
入れに係る
規制緩和

実施場所

実施内容

根拠法令等

規制の内容

新たな措置内容

経済的社会的効果

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

特区内において、一定比率以上
の外国人高度人材を雇用してい
る、または雇用を増やした企業に
対して、雇用制度における特例措
置を認めるとともに、当該企業に
雇用されている外国人労働者に対
して、出入国時の利便性を高める
特例措置を講ずるなど、様々な特
恵を付与する。

労働基準法第 32 条、第
41 条等
出入国管理及び難民認
定法第３条、第７条、
第 25 条等

・当該企業が雇用している外国人を対象に「ホ
ワイトカラー・エグゼンプション」の導入を
可とするなどの措置を講ずる。
・出入国審査に関しては、当該企業が雇用した
外国人が新規に来日する場合、「信頼できる
渡航者」（トラスティド・トラベラー）とし
て、空海港における自動化ゲート利用の対象
者とし、自動化ゲートによる審査に際して
は、出入国記録カード（ＥＤカード）の紙に
よる提出を不要とするなど、当該外国人の負
担軽減を図る。また、すでに、当該企業に雇
用されている在留外国人に対しても、同様の
負担軽減を図る。

諸外国の労働条件、出入国手続
きと同等の条件を措置することに
より、時間ではなく成果で評価さ
れる働き方を希望する働き手のニ
ーズに応えるとともに、企業にお
ける外国人高度人材の確保を促進
し、当地域の国際競争力の強化を
図る。

４県３市
・
愛知県

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

特区区域内の大学で学んだ外国
人留学生のうち、一定の要件を満
たす者が、特区区域内の航空宇宙
産業など特定の業種の企業に就職
する場合に限り、
「留学」から「就
労」が認められている在留資格に
変更する際の在留期間を緩和す
る。

出入国管理及び難民認
定法第２条の２第３
項、
出入国管理及び難民認
定法施行規則第３条

・諸外国では認められている「ホ
ワイトカラーエグゼンプショ
ン」の制度は、現在、日本では
許容されていない。
・諸外国では、複数国により、参
加国間で出入国管理上信頼ので
きる旅行者をトラスティド・ト
ラベラーとして特定し、自動化
ゲート利用の対象者とする出入
国審査の簡素・合理化の取組が
行われている一方で、我が国の
空海港における自動化ゲートの
利用対象者は、日本人及び在留
外国人のうち、事前に利用者登
録を行った者に限られている。
また、自動化ゲートにおいても、
出入国カードの紙による提出を
義務付けているため、自動化ゲ
ート利用者が増えない一因とな
っている。
出入国管理及び難民認定法にお
いて、
「外交」、
「公用」及び「永住
者」の在留資格以外の在留資格に
伴う在留期間は、５年を超えるこ
とができないこととされている。

モノづくり産業・技術の世界的
中枢である当地域で学んだ外国人
留学生の当地域企業への就職を促
進することにより、当地域企業に
おける外国人高度人材の確保、当
地域の産業発展・国際競争力強化
を図る。

４県３市
・
愛知県

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

現在、世界各国では高度人材及
びその予備軍である留学生を中心
に、ヒトの移動が活発化しており、
世界は、
「人材獲得競争」の様相を
呈している。こうした中、我が国
においては、長期的には労働力人
口の減少による成長の鈍化・停滞
も危惧されるところであり、外国
人は、モノづくりを支える貴重な
人材として、ますます重要になっ
ていく。 このため、本特区内に
おいて、モノづくりに携わる外国
人の受入れに係る規制緩和を図
る。

出入国管理及び難民認
定法第２条の２第３
項、出入国管理及び難
民認定法施行規則第３
条
法務省入国管理局「技
能実習生の入国・在留
管理に関する指針」
（平
成 24 年 11 月改定）、
「技
能実習制度推進事業運
営基本方針」
（厚生労働
大臣公示）

モノづくり産業を中心とした当地域の発展
のために、特区区域内の大学で学んだ外国人留
学生が、卒業後も、当地域に留まり、当地域の
特区内の企業へ就職することを促すため、一定
の要件を満たす者が、特区区域内の航空宇宙産
業など特定の業種の企業に就職する場合に限
り、「留学」から就労が認められている在留資
格に変更する際の在留期間を通常の「最大５
年」を「７年」に延長する。
特区区域内で航空宇宙産業など特定業種の
技能習得を行う外国人技能実習生の実習期間
を、技能実習１号、２号合わせ「最大３年」か
ら「最大５年」に延長する。

外国人技能実習生については、
途上国の経済発展･産業振興の担
い手となる人材育成を目的とし
て、外国人技能実習生が雇用関係
の下、最長３年の間、日本での技
能習得を図る制度である。本国で
の活躍を前提とした制度であるた
め、３年を超えての雇用はできな
いことから、高度な技能や多能工
に対応できないことや、十分な技
能を習得していないことから帰国
後は技能を活かした職に就かない
例も多いなどの課題がある。第６
次出入国管理政策懇談会・外国人
受入れ制度検討分科会では、期間
の延長について報告を行っている
が、現時点ではまだ実現にはいた
っていない。
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技能実習期間の延長により、高
度な技能を必要とする業種や多能
工の育成が期待でき、帰国後の中
堅技術職としての活躍が期待でき
る。
企業側にとっても、人手不足が
深刻化する中で、高度な技能人材
の確保が可能となることで、我が
国の産業空洞化を防ぐことにもつ
ながる。

提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

外国人高度
人材等の受
入れに係る
規制緩和

実施場所
愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

実施内容

根拠法令等

特区区域内での技能実習終了後
に、本人が希望する場合には、帰
国することなく、特区内で就労可
能な在留資格（在留期間 5 年）を
付与する。

入国管理及び難民認定
法第７条第１項第２
号、出入国管理及び難
民認定法第７条第１項
第２号の基準を定める
省令、出入国管理及び
難民認定法第 20 条第１
項、第 20 条の２、出入
国管理及び難民認定法
第 20 条の２第２項の基
準を定める省令
法務省入国管理局「技
能実習生の入国・在留
管理に関する指針」
（平
成 24 年 11 月改定）
海外の生産拠点より受け入れた 出入国管理及び難民認
現地法人社員（技能者）に対して、 定法
より効果的・効率的な技能の習得
ができるよう、現行の実務研修に
係る制度を見直し、本特区におい
て先行的に適用する。

４県３市
・
愛知県

愛知県
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市

４県３市
・
愛知県

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
浜松市

就労が認められる 16 の在留資
格のうち、モノづくり産業が集積
する当地域において、需要の大き
い「技術」分野の人材の受入れを
促進するため、在留資格要件を緩
和する。

出入国管理及び難民認
定法第７条第１項第２
号
出入国管理及び難民認
定法第７条第１項第２
号の基準を定める省令

愛知県が
んセンタ
ー（名古
屋市千種
区）

保険外併用療養の対象として評
価されるに至っていない先進的な
医薬品や医療技術を保険診療と併
用できるようにする。

健康保険法第 86 条、第
70 条、第 72 条、保険医
療機関及び保険療養担
当規則第５条、第 18 条、
第 19 条

４県３市
・
愛知県

愛知県がん
センターに
おける先進
医療の拡大
（保険外併
用療養の拡
充）

規制の内容

新たな措置内容

経済的社会的効果

現状、技能実習生は３年間の技
能実習期間終了後は、原則として
帰国することとなり、長期の就労
機会の支障となっている。

国家戦略特区内で技術習得を目指す外国人
が、より高度な技術を習得できるよう、特区区
域での技能実習終了後、在留資格を「特定活動」
として認定するか、新たな在留資格を創設す
る。

当特区内で技術習得を目指す外
国人に対して、より実践的で長期
の就労機会を提供することで、よ
り高度な技術習得が図られ、当外
国人が帰国後は高度人材として、
当該国の発展に貢献するととも
に、当地域企業の海外進出を支え
る役割を果たし、当地域企業の国
際競争力強化を促進する。

現地法人社員を「技能実習」と
して国内工場に受け入れる場合、
現地法人社員は、雇用契約に基づ
き技能等習得活動や修得した技能
等を要する業務に従事することと
なっており、雇用と離職に係る各
種社会保険関係などの手続きに時
間と費用を要する。
在留資格「研修」のうち実務研
修を含む研修は、公的研修として
認められるものに限定されてい
る。また、在留資格「企業内転勤」
では、国内において、「技術」「人
文知識・国際業務」に相当する活
動とされている。
出入国管理及び難民認定法第７
条第１項第２号及び出入国管理及
び難民認定法第七条第一項第二号
の基準を定める省令の規定によ
り、
「10 年以上の実務経験」が、
「技
術」分野の在留資格取得要件とな
っており、需要の大きい「技術」
分野の人材受入れ拡大の支障とな
っている。
現在、実施できる保険外併用療
養は、例外的に厚生労働省が指定
した診療行為のみである。

海外の生産拠点より受け入れた現地法人社
員（技能者）を在留資格「技能実習」で国内工
場に受け入れる場合の実務研修制度の見直し、
在留資格「研修」の民間企業への適用、在留資
格「企業内転勤」の「技能」活動への適用を図
る。

海外の生産拠点より受け入れた
現地法人社員（技能者）の国内工
場での実務研修において、限定的
な技能習得活動を改善し、より効
果的な実務研修とし、現地法人社
員の技能向上を図り、当該企業の
国際競争力強化を図る。

就労が認められる 16 の在留資格のうち、
「技
術」分野について、在留資格の取得要件の一つ
とされている「10 年以上の実務経験」を、
「５
年以上の実務経験」に短縮する。

「技術」分野の在留資格の緩和
により、外国人高度人材の受入れ
を拡大し、当地域企業の国際競争
力強化を促進する。

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。

愛知県がんセンターは、愛知県
民をはじめとする患者に対して、
先進的な医療を提供しており、特
区の指定効果は、広く区域内（県
内）に及ぶ。
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３

提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

雇用条件の
明確化

４県３市
・
愛知県

ハローワー
クの地方移
管

実施場所
愛知県

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県

実施内容

根拠法令等

規制の内容

新たな措置内容

経済的社会的効果

・新規開業直後の企業及びグロー
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。
・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。
職業安定法、厚生労働省設置法
で定められた都道府県労働局の権
限・所掌事務のうち、特区内の全
てのハローワーク及び労働局職業
安定部（ハローワーク業務の統括
部門）の事務について、各県に移
管する。

―

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
ルを的確に理解していないため、
紛争を生じる可能性がある。

国家戦略特別区域法第 37 条（個別労働関係
紛争の未然防止等のための事業主に対する援
助）に規定されたものであり、その実現を求め
るものである。

グローバル企業をはじめとする
国内外の企業の立地・開業が促進
されることにより、既存立地企業
との相乗効果や競争によって、日
本一の産業力が強化される。

職業安定法第 7 条には、都道府
県労働局がハローワークを指揮監
督することと定められている。
また、平成 25 年 12 月の閣議決
定で、国はハローワークが行う無
料職業紹介事業等の見直し方針に
ついて、現行制度上の取組（国の
職業紹介業務と自治体業務の一体
的実施、ハローワーク特区、求人
情報のオンライン提供等）を積極
的に進めるとしている。
これらの措置では、県が、産業
振興を始めとした、地域の実情に
応じた施策と雇用施策とを連携し
て運用するために、既存のハロー
ワークとは別途人員・予算を措置
する必要があることから、二重行
政が生じる懸念がある。

特区内の全ハローワークの事務を県に移管
し、産業競争力強化に強力に取り組んでいる当
地域を、産業政策と雇用政策の一体的な実施の
全国モデルとする。
具体的には、
① 戦略的な企業誘致や国際戦略総合特区「ア
ジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」
の推進など、県が進める産業競争力強化施策
とリンクした積極的な職業紹介の推進
② モノづくりを支える職業訓練や専修学
校・各種学校とハローワークを統合した、次
世代成長産業指向の求職者スキルアップシ
ステムの構築
③ 子育て支援、障害者福祉、ＮＰＯ支援、多
文化共生、地域活性化などの県の施策との連
携による求職者一人ひとりの状況に応じた
きめ細かな総合支援を行う。

産業政策とリンクした積極的な
職業紹介等を一体的に実行するこ
とで、雇用政策をより効果的に推
進できる。
また、労働局は都道府県単位で
設置されており、ハローワークは
受け皿の問題がなく、すぐに地方
移管が可能である。

規制の内容

新たな措置内容

経済的社会的効果

民間事業者による有料道路事業の運営
民間における新たな事業機会を創出すると
ともに、民間事業者の創意工夫を活用した低廉
で良質な利用者サービス等の提供を図るため、
道路整備特別措置法に基づく有料道路事業に
ついて、コンセッションを導入し、公社が、民
間事業者に対して運営権の一部を付与する。
①運営権付与の方法
・運営権の付与は、公社と民間事業者間の
契約に基づき対価と引き換えに行う。
②付与する運営権の内容
・徴収する料金収入等は民間事業者自らに
帰属する。
・民間事業者自らの費用負担において有料

民間事業者による有料道路の運
営を実現することで、民間におけ
る新たな事業機会の創出や、民間
の創意工夫による低廉で良質なサ
ービスの提供及び沿線開発を含め
た地域経済の活性化が図られる。
また、日本のインフラビジネス拡
大にも貢献していくこととなる。

【国家戦略特別区域法
第 37 条（個別労働関係
紛争の未然防止等のた
めの事業主に対する援
助）】の実現を求めるも
の。

職業安定法第５条、
第７条、第８条第２項、
厚生労働省設置法第 21
条第１項、第 23 条第１
項、第 24 条第１項
平成 25 年 12 月 20 日
閣議決定「事務・権限
の移譲等に関する見直
し方針について」２【厚
生労働省】（１）

モノづくりを支える産業・交通インフラの整備・革新（ヒト・モノを動かす）
提案者

提案名

４県３市
・
愛知県

民間事業者
による有料
道路の運営
（コンセッ
ション方式
の導入）

実施場所
愛知県

実施内容

根拠法令等

道路整備特別措置法に基づく有 道路整備特別措置法第
料道路を運営できる者は、都道府 10 条、第 15 条、第 23
県等の道路管理者や地方道路公社 条、第 42 条等
に限られており、民間事業者がそ
の運営を行うことは認められてい
ない。このため、道路についても、
公共による管理から、民間事業者
による経営へと転換することによ
り、サービスの向上や公共施設を
活用した新しい価値を生み出す経
営手法である公共施設等運営権制
度（いわゆる「コンセッション」）
の導入を推進する。

道路整備特別措置法に基づく有
料道路を運営できる者は、都道府
県等の道路管理者や地方道路公社
に限られており、民間事業者がそ
の運営を行うことは認められてい
ない。
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１

提案者

提案名

実施場所

実施内容

根拠法令等

規制の内容

新たな措置内容
道路の維持・運営（道路管理者権限のう
ち公権力の行使に該当しないものに限
る。）を行う。
③運営権対価の価額
・公社が、あらかじめ、基準となる価額を
算定・提示したうえで、民間事業者から
の提案に基づき定める。
④公社の機能
・有料道路に係る資産・負債の管理
・民間事業者が納付する運営権対価による
建設費等の償還
・公権力の行使に該当する道路管理者権限
の業務
・民間事業者の運営に対するモニタリン
グ機能
２ 民間事業者へのインセンティブの付与
民間事業者の創意工夫による利用者サー
ビス向上や集客による増収、効率的管理に向け
た取組を促すため、民間事業者による有料道路
やＰＡの運営等の結果生じる増収や経費節減
等の収支差（プラス）について、一定のルール
を設けてインセンティブとして民間事業者に
付与するとともに、減収や経費増加等により生
じる収支差（マイナス）についても一定のルー
ルを設けて民間事業者の損失とする。
３

道路の利便性向上・維持のための料金徴収
継続
≪利便性向上のための料金徴収継続≫
大規模更新やＩＣ等利便性向上のための
施設整備が必要な場合（民間事業者から提案
のある場合を含む。）においては、民間にお
ける事業機会の拡大や、民間の創意工夫を活
用して低廉で良質な利用者サービスの更な
る向上を図るため、民間事業者がこれを行う
ことを認める。
この場合において、施設整備等に要した費
用については料金収入で償うこととし、その
料金徴収期間については負担の世代間公平
の観点から、また、料金の額については現在
の料金の額の範囲内でかつ道路の利便性（定
時性・高速性）・安全性を損なわないことを
条件に、民間事業者の提案も求めながら、弾
力的に設定する。
≪維持管理費用の安定確保のための料金徴
収継続≫
定時性や高速性など期待される適正な
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経済的社会的効果

提案者

提案名

実施場所

実施内容

根拠法令等

規制の内容

新たな措置内容

経済的社会的効果

サービス水準の維持に必要な維持管理費
用を受益者負担により安定的に確保する
ため、料金徴収期間満了後においても、維
持管理費用相当額について料金徴収を継
続する。

４県３市
・
愛知県

道路運営権
を付与され
た民間事業
者による沿
線開発に係
る農地転用
許可に関す
る特例措置

愛知県

コンセッション方式をさらに効
果的なものとするため、有料道路
の運営権を買い取る民間事業者が
行う沿線開発に係る農地転用に関
して、関連の規制緩和により、長
期にわたる事前調整や協議をなく
し、地域の実情に即した土地利用
調整や許可事務の迅速化を目指
す。

農地法第４条第１項、
第５条第１項、附則第
２項

現在、農地転用については、４
ha 超が大臣許可、２ha 超４ha 以
下は知事許可で大臣協議が必要と
なっているが、許可に係る事前調
整等の手続きに時間を要してい
る。

４県３市
・
愛知県

民間事業者
に対する公
有水面埋立
免許基準の
緩和

愛知県

「アジア№１航空宇宙産業クラ
スター形成特区」に認定された事
業者が、公有水面の埋立てにより
新たな事業用地を確保することが
できるよう、埋立の免許基準に盛
り込む。

公有水面埋立法第２
条、第４条等
公有水面の埋立ての適
正化について（昭和 40
年９月１日港管第 2021
号、建河発第 341 号）

公有水面の埋立ての免許は、国
有財産である公有水面について権
利の設定をするものであり、免許
の処分を行うに当たっては、公有
水面埋立法、公有水面埋立法施行
令、公有水面埋立法施行規則及び
通達が審査基準の根拠とされてお
り、民間事業者による埋立てに関
しては、公共の利益に寄与するも
のとされている。
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※ なお、本提案に先行して構造改革特区にお
いて同様の提案を行っているが、「日本再興戦
略」改訂 2014 において、
『地方道路公社の有料
道路事業における公共施設等運営権制度の導
入に向けて、
「構造改革特別区域の第 24 次提案
等に対する政府の対応方針」（平成 26 年５月
19 日構造改革特別区域推進本部決定）に基づ
き、早期に法制上の措置を講ずる。
』とされて
いる。日本再興戦略で位置づけのあるこの取組
を早急に実現することを要請する。
●農地転用許可の特例
コンセッション方式の導入により、愛知
県道路公社から有料道路の運営権の一部を
付与された民間事業者による開発に係る４
ha 超の農地転用については都道府県 知事
の許可に、２ha 以下の農地転用については
市町村長の許可とする。また、許可に当た
って、大臣協議、知事協議を要しないこと
とする。
●農地転用許可に係る農林水産大臣の協議の
廃止
同様に、２ha 超４ha 以下の農地転用許可
に係る農林水産大臣の協議を不要とする。

有料道路運営に参入する民間事
業者が、自ら有するノウハウや独
自の発想、創意工夫により、地域
の実情やニーズに合わせた沿線開
発をスピーディーに行うことで、
有料道路の利用促進と地域活性化
を高い次元で両立することが可能
となる。
また、民間事業者に道路運営と
沿線開発に関するノウハウの蓄積
を促すことで、民間企業のインフ
ラシステム輸出の競争力を高める
効果が期待できる。

国際戦略総合特区「アジア№１航空宇宙産業
クラスター形成特区」の支援措置に係る事業を
行うため、当該特区の支援措置に係る指定を受
けた事業者が自ら設備投資を行うために公有
水面の埋立てを行う場合には、公有水面埋立免
許が取得できるよう、免許基準を明確化する。

民間活力を積極的に活用するこ
とで、公共による施設整備等の負
担の軽減となる。
民間事業者による新たな設備投
資等が地域経済に活性化をもたら
す。

提案者

提案名

実施場所

実施内容

根拠法令等

４県３市
・
愛知県

港湾機能の
強化

愛知県
三重県

「国際産業ハブ港」の実現に向
け、国際海上コンテナ取扱機能の
強化に必要な施設整備を確実に行
う。また、国際バルク戦略港湾と
して、国民の生活に必要不可欠な
食糧を輸送するバルク船の大型化
に対応するため、航路・泊地の増
深整備推進を図る。

港湾法第 52 条

４県３市
・
愛知県

コンテナタ
ーミナル運
営会社の統
合を促進す
る優遇制度
の創設

愛知県

コンテナターミナル運営会社の
合併に伴う税制優遇措置

登録免許税法別表（合
併に係る部分に限る）
法人税法第 62 条
租税特別措置法 第 62
条の３（改正にて平成
29 年 3 月 31 日まで適用
停止）

規制の内容

新たな措置内容

経済的社会的効果

平成 25 年に港湾法の一部改正
が行われ特定貨物輸入拠点港湾制
度が創設されたものの、国費負担
率が他の事業と同等の取扱いとな
っている。
名古屋港と四日市港は、港湾法
附則第 31 項の規定に基づき政令
により、国際戦略港湾とみなされ、
港湾運営会社については国際戦略
港湾と同様の制度が適用されるも
のの、コンテナヤードの整備等に
対する支援制度については差が生
じている。
名古屋港においては、各時代に
おいて最適な整備手法を採用して
コンテナターミナルを整備してき
たことから、コンテナターミナル
の運営主体として、名古屋港管理
組合と民間企業が存在している。
民間企業の中には、そのスケー
ルメリットを活かした運営の効率
化やコスト削減などによる競争力
の向上に向け、合併の検討を始め
た事業者もある。しかしながら、
民間企業は多くの不動産を保有し
ているため、合併に伴う法人税、
登録免許税の負担が、合併の妨げ
の一つとなっている。

連携して「国際産業ハブ港」の取組を進めて
いる名古屋港及び四日市港において、航路・道
路等の整備を図るとともに、コンテナヤード等
の港湾整備に関して、
「国際コンテナ戦略港湾」
と同等の支援措置の適用を図る。また、「国際
バルク戦略港湾」を「国際コンテナ戦略港湾」
と同等に扱い、バルク船の大型化に対応する国
際バルク戦略港湾施策に係る航路・泊地の増深
整備等、施設整備への国費負担率の引き上げや
対象施設の拡充を図るとともに、民間施設の増
深整備への国費投入、無利子貸付金制度の創設
を図る。
コンテナターミナル運営会社の合併に伴う
存続会社及び消滅会社に係る法人税（土地譲渡
益課税含む）
、登録免許税の非課税措置

国際バルク戦略港湾政策が推進
されることにより、輸入ばら積み
貨物の安定的かつ安価な供給に資
する。
国際戦略港湾並みの支援制度が
得られることにより、低廉で良質
な港湾サービスの提供が可能とな
り、中部圏に集積する我が国の基
幹産業の国際競争力の維持・強化
に資する。
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コンテナターミナルの運営会社
の合併が促進され、合併による運
営の効率化やコスト削減により、
地域の産業競争力強化が実現でき
る。

