規制改革推進会議（第21回）
議事概要

１．日時：平成29年10月24日（火）16:00〜17:30
２．場所：４号館12階共用1208会議室
３．出席者：
（委

員）大田弘子議長、金丸恭文議長代理、安念潤司、江田麻季子、髙橋滋、
野坂美穂、林いづみ、原英史、森下竜一、八代尚宏

（政

府）松本副大臣、河内内閣府事務次官、前川内閣府審議官

（事務局）田和規制改革推進室長、窪田規制改革推進室次長、林規制 改革推進室 次長、
福島規制改革推進室次長、荒木参事官、石崎参事官、佐脇参事官、
谷輪参事官、中沢参事官、西川参事官、福田参事官
（ヒアリング出席者）慶應義塾大学：村井純教授
一般社団法人渋谷クリエイティブタウン：冨田大祥理事
三ヶ森タクシー：貞包健一代表取締役
三和交通：吉川永一代表取締役社長
４．議題：
（開会）
１．屋外広告規制の見直しについて
２．利用者ニーズに応える新たなタクシー等の移送サービス実現について
３．規制改革ホットラインについて
（閉会）
５．議事概要:
○大田議長

皆様、こんにちは。「規制改革推進会議」第21回会合を開会いたしま す。

本日は、飯田委員、古森委員、長谷川委員、吉田委員が御欠席です。
安念委員、八代委員は、おくれての御出席です。
松本副大臣に御出席いただいております。ありがとうございます。
本日は、本会議 で取り組んで おります、イ ンバウンド支 援、オリン ピック・パラ リンピ
ック成功への規制改革の一環として、２つの課題を議論いたします。
第一のテーマは 、屋外広告規 制の見直し、 特にプロジェ クションマ ッピングに関 する規
制です。慶應義塾 大学の村井純 教授と一般社 団法人渋谷ク リエイティ ブタウンから 、ヒア
リングを行います。
第二のテーマは、利用者ニーズ に応える新 たなタクシー 等の移送サー ビス実現につ いて。
三ヶ森タクシーさんと三和交通さんから、御要望をお伺いいたします。
それでは、報道関係の方は、ここで御退席をお願いいたします。
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（報道関係者退室）
○大田議長

それでは、議題の１、屋外広告規制の見直しについて、行います。

先ほど御紹介い たしましたよ うに、慶應義 塾大学の村井 純先生、一 般社団法人渋 谷クリ
エイティブタウンの冨田大祥理事にお越しいただいております。ありが とうござい ます。
東京オリンピッ ク・パラリン ピック組織委 員会の中に設 置されてお ります、経済 ・テク
ノロジー分野の委 員会で、村井 先生がプロジ ェクションマ ッピングに ついて、御発 言をさ
れました。プロ ジェクショ ンマッピング は、日本 の街ですとか 、文化を アピールする のに、
大変重要な手段で すが、屋外広 告物法を初め とした、さま ざまな規制 がありまして 、日本
ではなかなか進ま ないというお 話を伺った次 第です。そこ で、きょう 、御説明をお 願いい
たしました。
村井先生が代表 理事を務めて おられます、 渋谷クリエイ ティブタウ ンの冨田理事 にも、
あわせて御説明をお願いしております。
まず村井先生か ら、動画を用 いたプロジェ クションマッ ピングの紹 介をお願いい たしま
す。
○村井教授

慶應義塾大学の村井でございます。よろしくお願いいたします。

今、大田議長が お話しされた とおり、オリ パラ、そうい った大きな 社会の中での イベン
トで、プロジェク ションマッピ ングと呼ばれ る技術、アー ト、エンタ ーテイメント が発展
をしてきております。
幾つかポイント があるのです けれども、１ つ目のポイン トは、この 分野は、日本 人のメ
ディアアーティス トの活躍が多 いのです。も ちろんリオの クロージン グや、先日ド イツで
開催されたCeBITも ありましたけ れども 、このオープ ニングは 、真鍋大 度さんという アーテ
ィストが担当され 、非常に大き なインパクト を持って、日 本というの は、先端技術 などが
進んでいて、一緒 に取り組まな ければいけな いということ を、ドイツ もEUも認識を したと
ころがありますし 、もちろんリ オのクロージ ングというの は、大変た くさんの人が 見てお
られたものでございます。
真鍋大度さんは 、Perfu meに代表され るように 、歌手の体 への高度な プロジェクシ ョンマ
ッピングで大変有名な方で、世界中で活躍をされています。
彼だけではなく 、世界で活躍 されている方 が多くいるの ですけれど も、学術的な 舞台と
いうか、こういった技術が公正に評価をされる主な場所が２カ所ありま す。
１つは、アルス エレクトロニ カという、こ れはコンファ レンスをや ったり、アワ ードを
出したり、あるい は展示を行っ たりしている 、デジタルメ ディア文化 の発祥の地、 メッカ
のようなところで す。あるいはACMと いう学会で は、SIGGRAPHとい う部会が有名 でして、新
しい技術や最先端 のアーティス トは大体ここ から生まれて くるという ことです。そ ういっ
た世界の権威の場所での受賞、活躍、参加について、日本人が大活躍を しているの です。
世界の中では、 こういった領 域で日本人が 活躍している ことを背景 に、２番目の ポイン
トとして、実施の 体制が、世界 と日本で多少 違うところが あります。 世界の中では 、一匹
2

オオカミで、大き いお金を動か してやるとい うスタイルが できるので すけれども、 日本は
いろいろな事情が ありまして、 日本人で活躍 している方は 、中グルー プや小グルー プをつ
くり、割合１つの 産業体でやっ ている方が多 いわけです。 デジタルエ ンターテイメ ント、
あるいはデジタル メディアビジ ネス、メディ アアーティス トが、こう いった融合で 、チー
ムとして動いている方がいらっしゃいます。
皆さんよく御存 じの猪子さん のチームラボ や、NAKEDの村 松さんも大 変有名な方だ と思い
ます。さきほどのラ イゾマティク スの真鍋大 度さん、本日来 ていただい ていますけれ ども、
慶應義塾大学の筧 先生などが、 世界で認知さ れるアーティ ストとして 、活躍をされ ている
のですが、チー ムラボのよ うな、チー ムで、小 さな産業体と して活動し ているという のも、
日本の特徴です。
３番目のポイン トは制度設計 です。安全性 や健康への影 響、光や都 市の美しさと いった
ことから、規制と いうのは生ま れてくると思 います。本日 の話題であ る屋外広告も そうだ
と思います。ただ し、ディズニ ーとか、ハウ ステンボスと いうのは、 プライベート な空間
で、大変新しい技 術が発展する のですけれど も、安全と安 心を確保し ないと、公共 空間で
は、それを発展さ せることがで きないわけで す。そういう ところでの 発展が、オリ パラを
機会に、どうやっ たらできるの か。日本では 、公共空間で の進め方が 難しいという 背景が
ございます。これ が本日の話題 です。小さな 産業体として 動いていく ときには、社 会の公
共性との親和性は 非常に高くで きますので、 そういう環境 整備がこれ から必要にな るので
はないかと思います。
私ども慶應のSFC の卒業生で活 躍をしてい る、若い 経営者で 、寺田君 という人がい ますけ
れども、寺田倉 庫は、都 市の空間の中 での新しい 試み、レス トランの展 開などをして おり、
彼もそういったこ とに対しての 要求を強く持 っています。 しかし、デ ジタルアート と彼ら
のビジネスがうま く進行してい かない。産業 として動いて いれば、安 心と安全を前 提とし
た、新しい展開ができるのではないかということでございます。
今、申し上げた ように、アー ティストが強 いということ 、あるいは 産業の活動の 形態、
そして、安心と安 全に対する、 ある意味の専 門知識を持っ ている。こ の３点から、 日本の
産業が、あるいは 日本のこの分 野が、世界に 貢献をしてい く可能性は 十分にある。 その機
会として、オリ パラの2020 年は、ちょ うどいいの ではないかと いうことで 、大田議長 とも、
オリパラのほうで、議論をさせていただいたのが、背景でございます。
それでは、ビデオをごらんいただければと思います。
（ビデオ上映）
○村井教授

ビデ オの後半は、 こうなったら いいというつ くり込みで 、前半は事例 でござ

います。
それでは、渋谷 のほうで、一 緒にこの試み を展開してい る、冨田さ んから、規制 に関し
てのプレゼンをしていただきます。
○冨田理事

ただ いま議長から 御紹介いただ きました、一 般社団法人 渋谷クリエイ ティブ
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タウンで理事をし ております、 冨田でござい ます。きょう は、どうぞ よろしくお願 い申し
上げます。
座って、御説明させていただきます。
まず村井先生に 理事長をして いただいてお ります、渋谷 クリエイテ ィブタウンに つきま
して、簡単に御紹介をさせていただきます。
渋谷クリエイテ ィブタウンで すけれども、 2020年及びそ れ以降の我 が国の成長に 向けま
して、コンテンツ サービスの高 度化とその発 信拠点となる 、渋谷地区 の国際的な都 市拠点
としての魅力を向 上すること、 活性化を図る こと、こちら を目的とい たしまして、 昨年設
立をした、生まれ立ての社団法人でございます。
具体的には、渋 谷地区のコン テンツやカル チャー、テク ノロジーを 結びつけまし て、訪
日外国人の目的と なるような、 魅力的なまち づくりを進め まして、我 が国のインバ ウンド
振興、並びに我が国 の魅力発信に 貢献しよう という目的を 持ちまして、活動しており ます。
今回、村井先生の御紹介ということで、私も出席をさせていただいて おります。
先ほども渋谷の 映像が多少出 てきましたが 、渋谷でいろ んな活動を しております と、さ
まざまな規制によ りまして、制 限が発生しま す。制限の中 で活動をし ないといけな いとい
うことが起こって おりまして、 そうした経験 が、渋谷に限 らず、東京 、日本に対し てござ
います。規制の改 革ということ で、お話をさ せていただき ますけれど も、活用がで きると
ころがあるのではないかということで、お邪魔をしております。
今、見ていただ きました、映 像による説明 に補足をさせ ていただき たいと思って おりま
すので、よろしくお願いいたします。
めくっていただ きまして、目 次のところで ございます。 右上のペー ジは１です。 基本的
に、きょうは、前 半と後半で分 けさせていた だきまして、 前半はプロ ジェクション マッピ
ングを取り巻く現 在の規制につ いての御説明 、後半は２の ところです けれども、規 制が緩
和されたら、こん なふうになる ということを 、事例を用い まして、規 制の改革の意 味合い
を御説明できればと考えております。
２ページ目です 。そもそもプ ロジェクショ ンマッピング とはという ところを、簡 単に説
明をさせていただ きたいと思っ ております。 先ほどの映像 の冒頭にも ございました が、建
築物などの壁面に 映像を投影す る形の新たな 表現手法でご ざいまして 、投影用のプ ロジェ
クターと大型の音 響機器を使っ て行われるこ とが、一般的 でございま す。基本的に は、明
る過ぎますと、で きませんので 、夜間のみの 催事というこ とで、実施 されます。先 ほど村
井先生からも御紹 介がありまし たが、リオの クロージング のイベント などでも、使 われた
ところでございます。
非常に新しいテ クノロジーの １つとして、 注目されてお ります、プ ロジェクショ ンマッ
ピングですけれど も、先ほどの 映像では、世 界の主要都市 、リオ、北 京、バルセロ ナなど
で行われている、 さまざまなエ ンターテイメ ントの様子を ごらんいた だきました。 こちら
でもプロジェクシ ョンマッピン グがふんだん に使われてお りまして、 映像という無 限の可
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能性のあるコンテ ンツを十分に 活用して、町 自体をエンタ ーテイメン トに成長させ るため
の非常に有益かつ効果的な手法の１つであるという認識でございます。
今回の映像作成 に当たりまし ては、先ほど も見ていただ きましたけ れども、リオ の閉会
式を手がけました 、日本を代表 するメディア アーティスト の真鍋さん に、インタビ ューを
させていただきま した。真鍋さ んがおっしゃ っていたこと は、大きく 言うと、２つ ござい
まして、１つ目、 新しい時代の 規制やガイド ラインが欲し いとおっし ゃっていまし た。２
つ目は、より魅力 あるキャンバ ス、白い画用 紙が欲しいと いう、非常 に印象的な２ つ目の
お言葉でした。
今後さらに発展 できる可能性 を秘めている ところが、プ ロジェクシ ョンマッピン グであ
ると考えております。
３ページ目でご ざいます。プ ロジェクショ ンマッピング の現行規制 でございます が、前
のページで、日本 のエンターテ イメントを成 長させる可能 性を強く秘 めていると申 し上げ
ましたが、今後の さらなる成長 に向けまして 、現状の規制 のポイント を簡単に説明 させて
いただきたいと思 っております 。大きく言い まして、ア、 イ、ウの３ つの規制のポ イント
がございます。
ア、道路など 、公道を 越えての投影 は不可とい う規制がござ います。右の図のとこ ろに、
間に道路があると だめとあるの ですけれども 、こちらは投 影用プロジ ェクターと、 投影さ
れる壁面の間に道 路があるとだ めというもの でございます 。大きな投 影を実施する ために
は、投影の距離が 必要になって くるのですけ れども、その 間に道路が 入ると危険と いう御
判断があるような のですが、現 状では、道路 が封鎖されて いる場合で も、一律にで きない
という状況でございます。
２つ目、イでご ざいます。企 業名、団体名 、商品名は、 プロジェク ションマッピ ングの
映像内に表示がで きないという 規制がござい ます。少し小 さくて恐縮 なのですけれ ども、
右の図は、海外の 飲料メーカー の事例でござ います。これ は海外事例 なのですけれ ども、
企業名や商品名、 商品のボトル さえも、ここ に表示されて いるという ことで、これ が国内
ではできない状況になってございます。
ウ、表示面積の 制限規制がご ざいます。右 の写真では、 制限規制の １つである、 高さの
規制がございます 。後ほど細か く説明をさせ ていただきま すけれども 、高さの規制 により
まして、52メート ルラインに矢 印をつけさせ ていただいて おりますが 、52メートル ライン
より下に広告物を つけないとい けないことに なっておりま して、ビル の52メートル ライン
よりも上に広告物 がつけられた 場合は、もっ と迫力のある 広告枠、キ ャンバスがで きるこ
とになっていくの ですけれども 、これが現状 ではできませ んというこ とになってご ざいま
す。
現行の屋外広告 物条例といい ますのは、一 番最近では、 平成16年、2 004年に改正 された
のが最後だと聞い ておりまして 、新しい時代 に合わせたガ イドライン が必要ではな いでし
ょうかと考えている次第です。
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４ページ目でご ざいます。こ ちらの資料で は、前ページ のウの表示 面積規制につ いて、
補足をさせていた だきます。映 像の中でも、 渋谷が出てま いりました けれども、こ ちらの
映像は、アニメっ ぽくさせてい ただいており ますが、渋谷 の道玄坂下 にあります、 ファッ
ションビルの109を使った事例でございます。
ごらんいただい ております、 真ん中のちょ っと上のあた りが、現在 の広告枠とい う形に
なっているのです けれども、こ れは、高さ、 大きさ、ビル の壁面に対 する総量、３ つの規
制によりまして、 制限を受けて いることにな っております 。現時点で も人気の渋谷 の広告
メディアの１つな のですけれど も、この規制 が緩和された 場合には、 キャンバスの 魅力が
もっとふえていくと考えている次第でございます。
５ページにいっ ていただきま して、こちら で、今まで御 説明申し上 げたところの 緩和要
望のまとめをさせていただきたいと思います。
要望点といたしまして、ア、道路をまたいだ投影実施への緩和。
イ、企業名、団体名、商品名といった、広告表示規制の緩和。
ウ、高さ、大きさ、壁面に対する総量の緩和。
この３つに関しまして、緩和の要望をいたします。
６ページにいっ ていただきま して、こちら から、後半を スタートさ せていただき ますけ
れども、規制が緩 和された場合 にはこうなる といった事例 を、具体的 に説明させて いただ
きたいと思っております。
資料の左側のと ころは、海外 の飲料メーカ ーの本社ビル ですが、彼 らの周年の記 念とい
うことで、ビルの 壁面全体を使 って、迫力の あるプロジェ クションマ ッピングを実 施した
という事例でござ います。こち らでも、彼ら の商品でござ います、ボ トルが表示さ れてお
りますし、ビルの 壁面全体とい うことで、大 きなキャンバ スを使った 事例という形 で、御
紹介をさせていただいています。
右側は、プロジ ェクターを使 っていない形 でのビルラッ ピングとい う事例で、挙 げさせ
ていただいており ますが、こち らもビルの壁 面の大部分を 使った、大 きなキャンバ スを使
ったビルラッピン グの事例とい うことで、例 示をさせてい ただきまし た。こちらの 写真に
あるように、上半 身裸がいいと いうことでは ございません が、見る人 に驚きとか、 大きさ
での楽しさみたい なことを与え るためのおも てなしの事例 ではないか と考えてござ います。
７ページにいっ ていただきま して、たびた びということ で、渋谷な のでございま すが、
昨年のリオオリン ピックの閉会 式でも登場い たしまして、 世界的にも 非常に有名な 交差点
でございます。今 、東京を観光 した訪日外国 人、旅行客が 、こちらに 寄って、自撮 りをす
るということで、非常に有名な観光スポットになっております。
渋谷のスクラン ブル交差点で 、規制が緩和 された場合、 こんなふう になるのでは ないか
という事例を、当て 込みで作成を してみまし た。左右の壁面 の大部分を 活用いたしま して、
こちらはテニスの 競技をやって いる状況です けれども、テ ニスのパブ リックビュー イング
を来街者に楽しん でいただきな がら、真ん中の109の メンズ館で は、飲 料メーカーの ボトル
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も入ったプロジェクションマッピングが展開するという事例でございま す。
もちろん集まっ た来街者の皆 様の安全・安 心の確保が大 前提である と考えており ますけ
れども、こうした エンターテイ メントが世界 に発信できる ようになれ ば、さらに世 界への
アピールができる のではないか と考えて、こ ちらの当て込 みをつくら せていただい たとい
うことです。
そのほかの同様 の事例という ことで、自動 車、電車の事 例を挙げさ せていただい ており
ます。ビル壁面以 外でも、海外 に負けないよ うな、迫力の ある、おも しろいデザイ ンが可
能になるというこ とでございま す。こちらは 、御参考まで に見ていた だくというこ とでご
ざいます。
以上で、私から の説明は終わ りになります けれども、最 後になりま すが、東京が 世界か
ら注目を浴びる202 0に向けまし て、安全・安 心を前提とし た、新しい 時代に即した 形で、
規制を改革して、 最新テクノロ ジーによるお もてなしを実 現したい。 当法人も、微 力なが
ら、御協力させて いただきたい と思っており ますので、引 き続き、ど うぞよろしく お願い
申し上げます。
以上でございます。
○大田議長

ありがとうございました。

それでは、事務局から、参考資料の説明をお願いいたします。
○荒木参事官

一 番下に付いて いる参考資料 「プロジェク ションマッ ピングに関す る主な

規制（イメージ）」をご覧いただきたいと思います。
この図は、ビル などの壁面に 道路を横断し てプロジェク ションマッ ピングを投影 する場
合を例としまして、関係する主な規制のイメージを示したものになって います。
プロジェクショ ンマッピング をしようとす る場合には、 表示行為自 体に向けられ るもの
としまして、屋外 広告物法によ る規制があり ます。図で言 いますと、 上半分の青系 統の色
を付けてあるとこ ろでございま す。これにつ きましては、 大きく分け て２つありま して、
禁止地域等、禁止 物件、許可地 域等というよ うな、上の３ つの「表示 ができるかど うかに
関する規制」と、そ の下にありま すように 、表示を行 う場合にお ける面積や高 さなどの「広
告物等の規格に関する規制」がある形になっています。
もう一つが、プ ロジェクショ ンマッピング を実施するた めに道路を 使うことに関 しまし
て、道路交通法と か道路法によ る規制がござ います。図で 言えば、下 半分の緑系統 の色が
付いている部分で す。これにつ きましては、 ビルの前に大 きな広場な どがない場合 には、
先ほども御説明が ありましたが 、道路を横断 して反対側か ら光を投影 しなければい けなく
なりますので、そ のため、「道 路の使用（投 影）」と書い てある部分 ですが、そう いう規
制がございます。 また、その下 にある、「道 路の使用・占 用」と書い てある部分で すが、
これには、プロジ ェクターを設 置するための ものと、プロ ジェクショ ンマッピング の実施
に併せてイベントなどを実施する場合におけるものの２つがあります。
先ほどの御説明 の中におきま しては、この 図で言えば、 「広告物等 の規格（投影 面）」
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と書いてある真ん 中の左側にあ るところと、 その隣の「道 路の使用（ 投影）」と書 いてあ
るところの規制の見直しができないかということであったと思われます 。
説明は、以上でございます。
○大田議長

ありがとうございます。

それでは、御意見、御質問をどうぞ。お願いいたします。
髙橋委員、どうぞ。
○髙橋委員

御提 案いただいた 趣旨は、非常 によくわかり ました。た だ、幾つか質 問があ

りまして、１つは 、伝統的な屋 外広告物規制 の対象になっ ているお話 と、今、新し い技術
としてのプロジェ クションマッ ピングのお話 とが、両方が まざったお 話になってい ると思
いました。少なく とも２−（３ ）については 、伝統的な屋 外広告物規 制の話だと思 います
し、大型ビルの話も、フィリピンについては多分そうなのではないか。
ただ、御提案の もともとの趣 旨は、新しい 技術のプロジ ェクション マッピングを どうや
って導入・促進す べきかという お話だと思い ますので、そ ういう意味 では、伝統的 な屋外
物規制とプロジェ クションマッ ピングの違い をはっきりさ せたほうが いいのではな いかと
思いました。
屋外広告物とい うのは、基本 的に恒常的な もので、一旦 やると、変 更がきかない し、か
つ地域についても 普遍的に規制 されていると 思いますが、 このお話と いうのは、中 心市街
地で、昼間は余り想定されていないのではないかと思います。
○村井教授

はい。

○髙橋委員

そう いう意味では 、時間を限っ て、かつ街区 を限ってや られることを 想定さ

れているのではな いか。そうい うことでは、 伝統的な広告 物規制とは 対象物が違う 。それ
に適合的な規制を してくれ、と いう話なので はないかと思 うのですが 、そこはいか がなの
でしょうか。
○大田議長

どうぞ。

○村井教授

全く おっしゃると おりです。プ ロジェクショ ンマッピン グの技術は、 今の三

次元のものに対し て、投影がで きるというと ころから始ま っています ので、夜間で あると
か、あるいは期間などが限定的であるところに、特徴があると思います 。
ただし、そのた めの規制の根 拠は、伝統的 な広告の規制 があるとい うことで、後 ろのほ
うに、そういった 資料をつけさ せていただい たというのが 、背景でご ざいまして、 今、御
指摘の点は、全くそのとおりです。
それから、オリ パラのコンテ クストでいっ たとしても、 ２つの問題 は、別である と思い
ます。例えば東京 都のバスなど が、フルラッ ピングになる ことも、あ る程度の期間 限定的
なことはあり得る と思いますけ れども、そこ の２つは違う 。根拠とな る規制が、同 じもの
が使われているか らということ です。本日の コンテクスト は、プロジ ェクションマ ッピン
グが焦点でございます。
○髙橋委員

そう いう意味では 、伝統的な屋 外広告物規制 をどうやっ てはねのける かとい
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う話、対象が一緒 なもの、バス みたいな話と 、プロジェク ションマッ ピングという 新しい
技術について、適 合的な規制を どう仕組むべ きかという、 関係省庁と の関係でも、 そこは
はっきり筋道が違 わないと、す れ違うおそれ があるのでは ないかと思 いました。そ こは老
婆心ながら、ご指摘させて頂きます。
○村井教授

ありがとうございます。御指摘のとおりだと思います。

繰り返しになり ますけれども 、規制の根拠 が屋外広告だ ったので、 そのことの根 拠とい
う意味で、表現させていただきました。
○大田議長

そう すると、今回 、規制改革と して扱うのは 、プロジェ クションマッ ピング

に絞って、新たなルールをつくっていくという受けとめでよろしいです か。
○村井教授

屋外 広告規制で、 今、プロジェ クションマッ ピングに規 制があるわけ ですか

ら、どのようなプ ロセスで、規 制改革が進め られるかとい うことに関 しては、私ど もはそ
れほどの知見を持 っていないの ですけれども 、安心・安全 というのは 、道交法では 重要で
すし、屋外広告物 法というのは 、規制の根拠 になっており ます。その 中で、プロジ ェクシ
ョンマッピングを どのようにし てうまく利用 できるように するかとい うことが、本 質でご
ざいまして、詳細 な規制の改革 の方法論とい うことは、私 どもの今の 御提案の中に は含ま
れていないと、お考えいただいたほうがいいと思います。
○大田議長

わかりました。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。林委員、どうぞ。
○林委員

この会 議では、珍し い、とてもイ ンパクトのあ るプレゼン をいただきま して、

規制の改革により 、東京はもっ とおもしろく なるという、 この会議の アピールに使 いたい
ぐらいのインパクトがありました。ありがとうございます。
渋谷クリエイテ ィブタウンの 方に、実務的 なことをお伺 いしたいの ですが、例え ば渋谷
の駅前の空間で 、資料の ３ページのア 、イ 、ウに書か れているも の、ま たは５ページ のア、
イ、ウに書かれて いるようなこ とをしようと 思ったときに は、具体的 には、どこの 役所に
申請に行って、そ のときに、何 に基づいてノ ーと言われる のでしょう か。そこを教 えてい
ただけますか。
○冨田理事

例え ば渋谷で実施 をする場合に 関しましては 、事務局に おつくりをい ただい

た、参考資料で御 説明をさせて いただきます が、私どもは 、渋谷区役 所に相談に上 がりま
す。渋谷区役所の 場合は、東京 都との連携で ある、屋外広 告物条例に 則した形で、 相談に
乗っていただくわ けなのですが 、そこからは 、先ほど御説 明申し上げ たとおりで、 これま
での屋外広告物条 例の規制でし たり、道路を 挟んで投影し てはいけない というところ から、
前に進まないという状況でございます。
○林委員

ありがとうございます。

そうしますと、 条例の規制を 緩和すること が１つなのだ と思うので すが、一方で 、先ほ
どのビデオの中で は、アーティ ストの方から 、ガイドライ ンを明確に していないの で、政
策にも支障が生じ るというコメ ントがあった かと思うので すが、そう しますと、条 例自体
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ははっきりしてい るという問題 と、条例の基 準が、渋谷区 ではこうだ けれども、東 京の中
でも、別の区では 解釈が違うと か、解釈ばら ばら問題があ るのではな いかと思いま す。ま
た、京都では条例 が違うとか、 そういう条例 ばらばら問題 があるのか 、その点は、 いかが
なのでしょうか。
○冨田理事

先ほ どの参考資料 で御説明をさ せていただき ます。先ほ ど私から御説 明差し

上げた、屋外広告 物法、条例に 関しましては 、先ほど申し 上げたとお り、渋谷区役 所に御
相談に上がるので すが、そこで 、この資料で いう、左下の 道路交通法 にかかわるよ うなと
ころに関しては、 渋谷警察に相 談に行きます 。さらに右下 のところで ございますが 、道路
法にかかわってく るところでい きますと、道 路管理者、区 道でござい ましたら、渋 谷区に
なりますし、都道でしたら、東京都になってくる形になっております。
先ほどの真鍋さ んのガイドラ インがよくわ からないとい うのは、何 をどういう順 番で、
誰に相談するのか というのが、 非常にわかり づらいという ことで、私 、当日のイン タビュ
ーにも立ち会いま したけれども 、誰を先にす るのかみたい な順番が、 非常にわかり づらい
という思いも、ガイドラインにはあったようです。
以上です。
○林委員

具体的 なそういう問 題事例に対応 した、規制の 改革が必要 であるとわか りまし

た。ありがとうございます。
○大田議長

ほかにいかがでしょうか。江田委員、どうぞ。

○江田委員

御説明ありがとうございました。

プロジェクショ ンマッピング もそうですけ れども、その 先の技術も 、より最新の ものを
取り込んで、楽し いことができ るはずだと思 っております ので、より 魅力的なまち づくり
のためにも、ぜひとも応援していきたいと思います。
先ほどビデオの 中に、都庁で 、NHKがやっ ていたものが 映りました。 NHKさん、う らやま
しいというコメン トがあって、これ は、ひょっとした ら、民間あるいは ビジネスでな いNHK
であったりとか、 より公的なと ころで、通り やすさが違っ たりとか、 そういったこ とはあ
るのですか。
○冨田理事

今の 御指摘のとお りで、先ほど の屋外広告物 法、道路交 通法、道路法 のこと

をよく知っている 人が、どうい う順番でやる かということ を考えた場 合には、同じ ことを
するにしても、う まくいくパタ ーンと、うま くいかないパ ターンが出 てきているの が現状
です。
○江田委員

今の 話は、最初に 村井先生から 御説明があり ましたよう に、産業体と して動

いていったほうが、やりやすいみたいなところにもつながっていくので すか。
○村井教授

産業 体といっても、例えばNHKと 都庁の関係と いうのは、そ れをかなり越 えた、

大きな力だとは思 います。真鍋 さん自身は、 小さな産業体 として動い ているのです が、そ
こでも、どういう プロセスをと れば、許可が とれる、許可 がとれない ということが よくわ
からないので、うらやましいということを、真鍋さんはおっしゃったわ けです。
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それから、真鍋 さんがおっし ゃったように 、ガイドライ ンなのか、 新しいルール が何ら
かの形で示されて 、それに従っ て動くことが できる、そう いうことが 望まれている という
ことだと思います。
繰り返しになり ますけれども 、どういうル ールの改変が 必要かとい うことではな くて、
ここで真鍋さんが 表現された、 あるいは我々 がここで言っ ているのは 、それがどう いう限
定なのか、そして 、何ができる のか、そうい うことは、ど うやったら できるのかと いうこ
とを含めたガイド ラインがあれ ば良いという 表現だったと 思います。 もちろん先ほ ど髙橋
委員がおっしゃったような、限定的な中で動くことだとは思います。
もう一つ、江田 さんからの技 術の件なので すが、先ほど 画用紙と、 冨田さんがお っしゃ
ったので、語弊が あるといけな いのですけれ ども、これは 三次元の空 間があって、 そこに
対して、どういう 表現ができる かということ が、技術なア プローチで す。今、ちょ うど日
本は、オープンデ ータの一環と して、三次元 地図をつくっ ていくとい うことを進め ており
ますけれども、こ ういうことが できますと、 三次元の空間 に何を表現 できるかとい うこと
の精度も非常に上 がってまいり ますので、そ れは先端技術 的な意味で の大きな貢献 になっ
てきます。そうい うことも、日 本での技術的 な、あるいは 社会的な発 展と同期して 、大き
な期待ができるのではないかと思いました。
以上でございます。
○大田議長

よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

プロジェクショ ンマッピング を建物単体や プライベート な場所以外 でやる場合の ルール
として、海外に何か事例はあるのでしょうか。
○冨田理事

こち らで調べた範 囲でいいます と、一番大き いのは、そ れをやること によっ

て、我々と同じで すが、警察、 こういうこと をやると危険 である、危 険ではないと いうと
ころが、非常に大 きなポイント です。これは 厳しくやるよ うです。海 外では、昨今 、テロ
のことも多いです ので、それは かなり厳しく 言われるとい うことです が、大きさ規 制に関
しては、かなり自由度が高いということを聞いております。
○大田議長

ありがとうございました。

よろしいでしょうか。
きょうは、大変 貴重なお話を ありがとうご ざいました。 プロジェク ションマッピ ングの
活用が進められる ように、御説 明いただいた 提案を含めて 、関係省庁 にも参加して もらっ
て、検討を進めて まいります。 今後ともどう ぞよろしくお 願いいたし ます。ありが とうご
ざいました。
○村井教授

どうもありがとうございました。

○冨田理事

ありがとうございました。
（村井教授、冨田理事退室）

○大田議長

それ では、議題の ２、利用者ニ ーズに応える 新たなタク シー等の移送 サービ

ス実現についてのお話を伺います。
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少々お待ちください。
（貞包代表取締役、吉川代表取締役社長入室）
○大田議長

きょ うは、タクシ ー事業を営ん でおられます 、三ヶ森タ クシー代表取 締役、

貞包健一様、三和 交通代表取締 役社長、吉川 永一様におい でいただい ております。 お忙し
いところ、ありがとうございます。
順番に御説明をいただき、質疑に入りたいと思います。
恐縮ですが、御説 明は10分程度 でお願いで きれば幸いで す。よろしく お願いいたし ます。
○貞包代表取締役

三ヶ森タクシーの貞包と申します。

貴重なお時間を頂戴いたしまして、説明をさせていただきます。
資料は「多様な運 転手が旅客運 送サービス を提供する新 たなタクシー 事業の実現」です。
２ページ目です 。まず私の立 ち位置なので すけれども、 ライドシェ アは、白タク であり
まして、安全性や 事故の補償が 十分に担保さ れていないと 言われてお ります。私も ライド
シェアそのものの上陸については、断固反対をしております。
しかしながら、 後ほど参考情 報を資料とし てつけておる のですけれ ども、いろん な文献
を読んだり、ロン ドンとか、マ ニラとか、Gr abとか、Uber とか、そう いうライドシ ェアに
自分で乗車しなが ら、ライドシ ェアから学べ るものも非常 に多くて、 ただ反対を叫 んでい
ても、だめだと考えております。
ライドシェアの よさを研究し て、取り入れ るべきものは 、積極的に 取り入れて、 日本の
タクシーをよりよくしていくべきだと思っております。
赤字で書いてい ますが、Uber に負けないサ ービスを提供 することが 、究極のライ ドシェ
ア対策だと考えております。
３ページ目は、 皆さん、御存 じだと思うの ですけれども 、アメリカ の各都市では 、指数
関数的に運転者の数が伸びております。
右の最近の日経 の夕刊で見ま しても、Uber の乗車回数が 、イエロー キャブを上回 ったと
いう記事もございました。
私が注目してお りますのは、 もちろんUber が伸びたとい うこともあ るのですけれ ども、
イエローキャブとU berの両方を 足した乗車回 数自体で見ま すと、どん どん伸びてい るとい
うことで、需要が伸びていることに注目しております。
４ページなので すけれども、 日本のタクシ ーを見ますと 、平成７年 から平成26年 、約20
年間で、輸送人員 が40％も減少 しております 。先ほどの乗 車回数が伸 びたというこ とと比
較しますと、日本 の場合には、 乗車回数がど んどん減少し ているとい うことで、こ れは何
か問題があるのではないかと考えております。
日本のタクシー 事業の現状② なのですけれ ども、福祉限 定車両、い わゆる福祉を 専門と
するタクシー、あ るいは自家用 有償運送、運 転代行、これ らの新しい サービスは、 伸びて
おります。本来は 、こういった 新しいサービ スの形態とか 、低価格帯 のサービスを タクシ
ーが担うべきでは なかったのか と、反省すべ きところもあ ります。こ ういったこと も課題
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であると考えております。
６ページですけ れども、運転 者の状況なの ですが、最近 、本当に深 刻な運転者不 足にな
っております。こ の図は、私の 地元である北 九州市内の状 況です。一 番下のほうに 、点線
で書かれているよ うに、2,734台とい うのが、北九州交 通圏のタク シーの台数で す。上の実
線が、毎年の運転 者数の推移を 示しておりま して、見てわ かりますよ うに、ほぼ直 線的に
右に下がっており ます。このま ま回帰線で下 に引っ張って いきますと 、平成33年に は、台
数を割り込んでいくくらい、深刻な推移になっております。
平均年齢が64.3歳ということで、非常に高齢化していることも、問題 であります 。
７ページですけ れども、ライ ドシェアから 学べることと いうことで 、具体的には 、いろ
んな文献などを調べておるのですが、これは結論的なものです。
ライドシェアが 躍進してきた 背景として、 利用者、運転 者、運営会 社、それぞれ 三方よ
しから、伸びてき たということ で、この辺に ついては、見 習うべきこ とがあると考 えてお
ります。
１番、配車アプ リというのは 、欠かせない ということで 、必須の内 容として、ク レジッ
トの支払い、事前 に運賃がわか る、迅速な配 車、運転手の 評価、国際 性がございま す。国
際性というのは、例 えば日本でダ ウンロード したアプリを アメリカへ行 っても使える とか、
そういう意味です。
２番目は、柔軟 な働き方がで きる。今回、 運転手が不足 しているこ とに対して、 柔軟な
働き方ができると いうことが、 大きな改革の 方策だと考え ております 。運転手の登 録制度
があるのですけれ ども、現在は 会社登録です が、将来的に は、個人的 なライセンス にすべ
きではないかと考えております。
３番目は、安価にで きる工夫を考 えるというこ とで、Uberにつき ましても、UberX という
一番安いものが、 非常に躍進し たということ でございまし て、今のタ クシーより安 いモー
ドのものをつくったら、まだ需要は大きくあるのではないかと考えてお ります。
４番目、サージ プライシング についても、 いろいろな状 況で値段を 上下させるこ とも、
ある意味では、需要に応えることができると考えています。
ライドシェアが いいとは言え ませんけれど も、こういっ た競争を促 すことで、サ ービス
水準が上がっていくことは、事実であると考えております。
８ページ目です 。ライドシェ アに学ぶタク シー改革の道 筋として、 もうちょっと フレキ
シブルな運賃で、タクシー需要をふやす。
現状のコストを切り下げる工夫を考える。運行管理コスト等です。
多様な運転者が 提供できるサ ービスとして 、後で1 .5種と書い ているのです が、二 種免許
の無意味なハードルをとっていく。
コストカットし た別モードの タクシーを考 えるというこ とで、ぶら 下がり自家用 車運送
をやったらどうかということを考えております。
９ページ目です けれども、現 状のコストは 、総人件費が ７割強、そ の他、燃料費 などあ
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りますが、まずコ ストを下げて いくというこ とで、配車の コスト、事 務経費、運行 管理の
コストを下げてい くということ です。これら についても、 具体的な目 標をつくって 、幾ら
下げるかということで、考えていく必要があると思っています。
さらに今回は自家用運転者の活用を考えております。
10ページ目は、 コストカット した別モード のタクシー、 大胆な提案 ということで 、これ
は私が２年ほど前 に提案させて いただいたも のなのですけ れども、現 在あるタクシ ーを、
半分は今と同じ、 流しのできる タクシーにし て、あとの半 分は、ロン ドンのプライ ベート
ハイヤーを見習っ ているのです が、ハイヤー 的なタクシー にする。1.5種 と書いていま すが、
そのあたりは 、どういっ た免許が必要 かということ を議論すべき ということで 、1.5 種とい
うことにしており ます。もうち ょっとフリー なタイプのハ イヤーをつ くったらどう かとい
うことです。
これらの管理は 、全て配車ア プリで、タク シー会社が担 うというイ メージを考え ており
ます。
11ページですけ れども、多様 な運転手を活 用できる新た なタクシー 事業というこ とで、
上のところと重な るのですが、 運転手の要件 、雇用、車両 の要件とか 、大体は現在 ある訪
問介護事業所が行 う、いわゆる ぶら下がり許 可と呼んでい ますけれど も、許可基準 に倣う
ような形で、タクシー会社ができないものかということを考えておりま す。
最後のページは 、弊社のタク シーメニュー で、つけ足し ですけれど も、現在、定 期券と
か、フリーパスな どをやってお りまして、ま だまだいろん なことをや りたいのです が、そ
の辺ももうちょっと緩和できたらいいと思っています。
以下は、参考情報として、後ほどごらんいただけたらと思います。
以上で終わります。
○大田議長

ありがとうございました。

それでは、引き 続きまして、 三和交通の吉 川様から御説 明いただい て、あわせて 質疑を
行わせていただきます。よろしくお願いします。
○吉川代表取締役社長

三和交通の吉川と申します。よろしくお願いいたします。

私は、救援タクシーの基準の緩和についての御提案をさせていただき ます。
提案構成について、まずお話させていただきます。
弊社の概要と、その後、救援タクシーとはどういったものなのかを御 説明いたし ます。
そして、弊社が ことしの３月 にリリースし ようとした、 救援タクシ ーの拡充させ た、タ
クシー便について、お話させていただきます。
タクシー便のメ リットについ てお話させて いただいて、 最後に、規 制改革推進会 議様へ
の要望を述べさせていただきたいと思います。
会社概要でござ います。三和 交通株式会社 は、573台の タクシーで、 神奈川県、東 京都、
埼玉県など、５つの営業圏でタクシーの運営を行っております。
以下がグループ会社になります。これは御参考まで載せております。
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早速、３ページ の救援タクシ ーについてお 話していきま すが、救援 タクシーとは 、タク
シー事業者が行う救援事業等として、平成元年より認められている事業 でございま す。
この図のとおり なのですが、 例えば病院に カーディガン を忘れてし まった。それ をぐあ
いが悪いのに、ま たとりに行か なければいけ ない。せっか く病院に行 って、家に帰 ってき
て、また行くのは 、ちょっとと いう方に、タ クシー会社に お電話をし ていただいて 、かわ
り病院まで忘れ物 をとりに行っ て、御自宅ま でお届けする ようなサー ビスを含んだ もので
ございます。
救援事業自体は 、４ページの 救援タクシー の届け出にご ざいます。 事業計画書は 、届け
出になっておりま す。認めてい ただいている のですが、事 業内容とし て、緊急の要 請を受
けて、買い物、忘 れ物、手荷物 、書類等の受 領届け出と書 かれており ます。そのた め、緊
急時の要請を受け れば、貨物運 送を行えると いうのが、タ クシー業界 の通念として ござい
ました。
ただ、下に注釈 がありますが 、規制改革実 施計画に基づ いて、国土 交通省様のほ うで、
過疎地にのみ、貨 客混載が進ん でおりますが 、これは救援 事業という 全く違うアプ ローチ
で、形態も違うものであると考えております。
５ページでござ います。これ は弊社がこと しの３月に実 施しようと した、タクシ ー便の
プレスリリースで ございます。 救援事業計画 書の届け出を していたこ とから、救援 タクシ
ーの一環として、 宅配サービス を拡充したタ クシー便とい うものを実 施しようとし たとこ
ろ、関東運輸局神 奈川運輸支局 様より、それ は待ってくれ と言われて しまいました 。今は
延期という状態で、何もやっておりません。
実際、タクシー 便というもの があったら、 どんなメリッ トがあるの かということ を、６
ページからお話していきます。
多様化するお客様のニーズに対応できる。
貨物運送事業の 人手不足解消 の一助となる 。これは後ほ ど細かく説 明させていた だきま
す。
タクシーリソー スの有効活用 が可能になる。24 時間、365日走っ ているタクシ ーを、もっ
と有効活用できないかという御提案でございます。
７ページで、多 様化するお客 様ニーズに対 応可能とござ います。こ れは実際にあ った、
お客様からの要望 のケースでご ざいます。企 業様によって は、夜間11 時ぐらいに、 次の日
の朝までに、遠隔 地、多摩から 千葉なのです が、そこに部 品を届けて ほしいという 依頼を
受けるのですが、 現状ですと、 荷物を持って お客様に乗っ ていただい て、目的地ま で着い
て、荷物を置いて 、またタクシ ーに乗って帰 ってくること になります 。これは労働 時間の
問題もありますし 、帰って寝た いという方も いらっしゃる と思います し、結構無駄 が多い
のです。でも、こ れがタクシー 便であれば、 片道程度の料 金で、移動 時間なしで済 ませる
ことができます。
考え方からいう と、バイク便 に近いものだ と考えていま す。バイク 便ですと、確 かに早
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いのですが、運べ る量が限られ ております。 それに類似し たサービス もなくはない のです
が、大きく世の中に認知されているものは、今のところ、少ないように 感じており ます。
８ページ目です 。貨物運送事 業の人手不足 解消の一助と あります。 宅急便の取り 扱い数
は、年々ふえておりまして、この先も、予測としては、ふえる予測でご ざいます。
実際にあったの は、貨物運送 事業者様から 、夜間配送を かわりにや ってくれない かとい
うお願いを受けま した。これは 完全にお断り しております 。深夜帯の 再配達で、ト ラック
と人を１人押さえ て、３カ所だ けのためにや るのだったら 、タクシー に任せたいと いう要
望だったのですが 、これはタク シーから見ま すと、完全に 貨物になっ てしまうので 、今は
できませんということで、お断りいたしました。
もう一件あった のは、引っ越し のトラック に乗り切らな かったので、段ボール２つ のみ、
届けてほしいとい うお願いがご ざいました。 当然予約制で すので、当 日、引っ越し するの
に、２個乗らない 。もっと大き いトラックを その場で用意 はできませ んし、もう一 台とい
うのも、なかなか 難しいです。 ただ、そこら じゅうに走っ ているタク シーであれば 、即時
で受けて、運ぶこ とができます 。これもお断 りしたのです が、結果、 荷主様に一緒 に乗っ
ていただきまして 、解決いたし ました。これ は二度手間に なってしま って、申しわ けなく
思っております。
こういったところも、人手不足の解消の一助と考えております。
９ページ目です が、１日のタ クシーの稼働 について、御 説明させて いただきます 。タク
シーの需要は当然2 4時間で 、時間帯によ って、か なりのばらつ きがございま す。多い のは、
午前中、出勤、あ るいは病院に 行く時間帯と 、あと、終電 間際の時間 帯が最も忙し い時間
帯でございます。
ただ、タクシー 事業者として は、需要に応 えるために、 出庫時刻の 時差シフトで 、24時
間の稼働を確保しています。
10ページ目の図 のように、タ クシーリソー スの有効活用 が可能であ ると考えてい ます。
割とアイドルタイ ムがあるので 、ここでタク シー便とか、 あるいは違 うことができ るので
はないかと、今、考えています。
11ページで、も う一度、出さ せていただい ていますが、 こういった 一石三鳥のサ ービス
があると私たちは考えておりましたが、残念ながら、今は凍結していま す。
12ページ目です が、タクシー便 凍結の理由 でございます。太枠内が主 な理由なので すが、
一文、読ませてい ただきます。 「単に役務を 提供する行為 及び役務提 供に連動して 生ずる
非定型的な物品輸 送であって社 会通念上貨物 運送行為とみ なされない ものを行う場 合につ
いても、実情に応 じてこれに準 じた取り扱い を行うことと されたい」 ということで 、社会
通念上、貨物が主 となると、エ ヌジーなので す。役務がつ いていれば 、オーケーと いうニ
ュアンスだと、受けとめています。
私どもでは、昨 年の11月より 、ペットタク シーをやって いるのです が、ペットだ けをお
預かりして、病院 にお届けして 、診察券をお 渡しして、預 けてくる。 あるいはペッ トだけ
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をお預かりして、 ペットホテル に持っていっ て、お預けす る。そのと きも、受け付 けをす
るといった役務がついていれば、ぎりぎりセーフです。
関東運輸局様か ら質問があっ て、こう答え て、これは役 務がついて いるので、大 丈夫で
すねというお話を したときは、 問題なく大丈 夫だったので す。それを 弊社で勝手に 拡大解
釈して、御迷惑を かけてしまっ たのですが、 手荷物と役務 がセットな ら、全部オー ケーな
のではないかと、強引にやってみました。残念ながら、今は凍結となっ ております 。
13ページ、規制 改革推進会議 様への要望と いたしまして 、社会通念 上、運送行為 とみな
されないという解 釈が、現状は 曖昧な解釈に なっておりま すので、タ クシー事業者 から見
ていると、ここが グレーなので す。ですので 、この要件が 本当に必要 かということ を問題
提起させていただきたいと思います。
恐らく貨物運送 事業者様との 競合を懸念し ていると思う のですが、 我々は、決し て定期
便とか、ルート 集荷とか 、ルート配送 などをする わけではござ いません 。あくまで一 契約、
バイク便と同じよ うに、あるい はタクシーを 呼ばれるお客 様と同じよ うに、１回呼 ばれた
ら、１回行って、 届けるという ことを繰り返 していきます 。料金形態 は、エリアに よって
若干違うのですが、大 体時間貸し料 金です。30分で3,0 00円弱かか りますので、非常 に高価
であります。です から、かなり 限られた需要 になると考え ていますの で、同様のサ ービス
を同一価格帯で提供するような競合は、決して生じないと考えています 。
市場に委ねるこ とで、利用者 のニーズにあ わせて、適正 にすみ分け が進んでいく のでは
ないかと、何となくですが、予想をしております。
私どもは、当然 本業がござい ます。タクシ ーで旅客をや っていくこ とが本業でご ざいま
すので、それを妨 げない範囲で あれば、高い 価格帯であり ますし、あ いた時間に、 今まで
そんなに浸透して いなかったサ ービスを提案 するというの は、シェア リングエコノ ミーと
しては、一番きれいな形なのではないかと考えております。
一番下、社会通 念上貨物運送 行為とみなさ れないの要件 を削除して 、その中に、 規制と
して、同時に複数 契約をしない とか、あるい は一度に輸送 可能な荷物 の量、例えば トラン
クにおさまる限り 、後部座席等 に荷物を積ま ないとか、そ ういった規 制をかけるこ とによ
って、やっていけるのではないかと考えております。
以上のことを御提案とさせていただきたいと思っております。
以下、参考資料 なのですけれ ども、15ペー ジ目、タクシ ー便の仕組 みとして、当 初考え
ていたことは、荷 物を即時運び たいお客様か らお電話で受 けて、無線 室のオペレー ターが
乗務社員に指示。 お客様のもと に乗務社員が 向かって、そ の場で、時 間貸しの料金 精算を
して、荷物を目的地まで届け、サインをいただくという流れとなってお ります。
16ページにＱタ クというもの があります。 これは神奈川 県生活支援 ネットワーク 協同組
合が平成12年から ことしまでや ってきたサー ビスでござい ます。救援 事業の届け出 を受け
て、このパンフレ ットをつくり 、関東運輸局 神奈川支局様 にこちらを 持っていって 、確認
をとった上で、やって いたのですが、陣 痛119番は物す ごい数が来 るのですが、ほか のこと
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に関しては、ニッ チ過ぎて、全 く需要がなか ったのです。 うまく広告 できていなか った。
マーケティングが 完全に失敗し ていたので、 これが私はも ったいない と思って、タ クシー
便と銘打ったので すが、タクシ ー便というネ ーミングその ものが、運 送を主として いるの
ではないかという ところに抵触 してしまいま して、現状は 、ストップ している状態 でござ
います。
以上をもちまし て、三和交通 からの提案と させていただ きます。ど うかよろしく お願い
いたします。ありがとうございました。
○大田議長

どうもありがとうございました。

それでは、御意見、御質問をよろしくお願いいたします。
森下委員、どうぞ。
○森下委員

最初 の三ヶ森タク シーさんの12 ページのとこ ろで、御質 問をしたいの ですけ

れども、弊社のタ クシーメニュ ーということ で、定期券と か、魅力的 なメニューが いろい
ろ書いてあるので すが、これは 現在できてい るのですか。 これはでき ない例として 出して
いるのか、どちら なのですか。 その下に、14 年間扱えずと 書いていま すけれども、 先ほど
実際にできているという表現もあったような気がしたのですが、どちら なのですか 。
○貞包代表取締役

これは第三 次構造改革特 区で申請をし て、規制が ちょっと緩和 されて

いるときに、うちが正式に認可をとったのです。ですから、今もやって います。
○森下委員

その 下の14年間扱 えずというの は、14年扱え なかったも のが、できた という

意味なのですか。
○貞包代表取締役

正式な認可 をもらったの ですけれども 、その後、 規制が強化に なりま

したので、扱うこ とができなか ったというこ とです。変更 すると、で きなくなりま す。規
制が強化になって 、今はこれが できないので す。今、やっ ていますか ら、そのまま であれ
ば、できるのです けれども、何 か変えようと することがで きません。 そういう意味 合いで
す。
○大田議長

改善ができないということですね。

○貞包代表取締役
○森下委員

改善ができないということです。

例え ば月額１万5,0 00円以上を ２万円にした ら、で きないという 、そう いう意

味ですか。
○貞包代表取締役

そうです。

○森下委員

それもふざけた話ですね。

○八代委員

今でも特区ではできるのですか。

○貞包代表取締役

特区で出し たのですが、 そのときは、 国交省の回 答が、現状の 法律で

できるという回答だったので、うちが申請して、とったということです 。
○森下委員

特区でも、変えることができないという理解ですね。

○貞包代表取締役
○大田議長

今はできないようになっています。

どうぞ。
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○森下委員

今度 は三和交通さ んなのですけ れども、16ペ ージの救援 タクシー、Ｑ タクの

話なのですが、こ れはタクシー 便に変えただ けで、だめに なったとい うことなので すか。
先ほどは、そう聞こえる説明でした。
○吉川代表取締役 社長

宅配サ ービスという のも、本来は アウトだっ たのですが、 これを

持ち込んで、御相 談させていた だいたときに 、ルート配送 とか、定期 便という貨物 事業を
侵食するようなこ とはしないで くださいと言 われて、もち ろんそうい ったことは考 えてお
りませんという返事をして、運用されていました。
そんなに表に出 ていませんで したので、弊 社が、ことし 、タクシー 便としてメデ ィア向
けにプレスリリー スを行ったと ころ、某テレ ビ局様が、関 東運輸局様 に連絡をして 、これ
は本当に大丈夫な のですかとい う話になって 、だめですと いう回答に なったという のが、
現状でございます。
○大田議長
○原委員

ほかにいかがでしょうか。原委員、どうぞ。
ありがとうございます。

２つ目の三和交 通様のお話で 、社会通念上 、貨物運送行 為という意 味が、さっぱ り理解
できませんでした 。例えばなか なか買い物に 行けないよう なお年寄り のうちに、救 援事業
として、食事をデ リバリーする というのは、 貨物運送行為 になると、 お考えになる べきも
のなのでしょうか。どうなのでしょうか。
○吉川代表取締役 社長

この中 に、買い物の 代行サービス がございま すので、頼ま れたも

のを代理で買って 、持っていく ことは、可能 となっており ますが、例 えばUberEATS のよう
に、食事の宅配を主とした事業になった場合は、エヌジーになると考え ております 。
○大田議長

八代委員、どうぞ。

○八代委員

ありがとうございました。

三和交通さんに お聞きしたい のですが、普 通の運送業と の違いを明 確にするため に、例
えば会員制にする とか、そうい う形で差別化 して、クレジ ット払いに する。多分政 府が心
配しているのは、麻 薬の配送にで も使われた ら困るという ことがあるか もしれません ので、
お客のほうも身元 をきちっと確 認するような ことで、考え られないか どうかという ことで
す。それだけ会費 を取ってもい いし、付加価 値を高めると いうことは 、考えておら れるか
どうかということです。
○吉川代表取締役 社長

登録さ れたお客様の 利用を想定し ております ので、まずは 弊社の

無線室のオペレー ターで、顧客 情報を持った 方か、あるい はアプリか ら会員登録を された
方の御利用を想定しておりました。
○八代委員

ありがとうございました。

○大田議長

江田委員、どうぞ。

○江田委員

三ヶ 森タクシーさ んのほうへの 御質問なので すけれども 、イメージが 湧かな

くて、10ページの ぶら下がり自 家用車運送で あったりとか 、ぶら下が りのところの イメー
ジを教えていただきたいと思います。
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○貞包代表取締役

今、弊社は 、普通のタク シーと介護タ クシーとい う、いわゆる 介護保

険のものと、両方 やっているの ですけれども 、その中で、 青ナンバー で介護タクシ ーをや
っておりまして、 介護保険と運 送事業を両方 持っていると ころは、白 ナンバーもあ わせて
ふやすことができ るようになっ ております。 それをぶら下 がりと言っ ています。11 ページ
の一番下に書いて ありますが、 許可基準とい うものがある のですけれ ども、現在、 許可基
準に相当するもの をぶら下がり と呼んでいま す。そういう 意味合いで す。タクシー 事業者
がその下にぶら下がってというか、自家用車で運送ができるという意味 合いです。
○大田議長

ほかにいかがでしょうか。

三ヶ森タクシー さんにお伺い したいのです が、同 じ10ページに あります 、1.5種免 許とい
うのは、何かイメージがありますでしょうか。
○貞包代表取締役

一種免許と いうのは、タ クシー業界と しては、衝 撃だと思いま して、

今、私のイメージ としては、例 えば中型限定 を解除するの に、５時間 ぐらいの講習 を受け
ると、限定が解除で きたりするの ですけれど も、そういうあ る一定の時 間の講習を受 けて、
1.5種というか 、名前はいい のですが、そういうもの をつくると か、あるい は今、UD 研修と
か、そういうものが ありますけれ ども、そうい う研修をやる ことをイメ ージしており ます。
○大田議長

UDですか。

○貞包代表取締役

ユニバーサ ルデザインタ クシーの研修 があるので すけれども、 そうい

うものを受けるこ とによって、 付加するとか 、私のイメー ジでは、一 種にプラスア ルファ
のものをつけるというイメージです。
○大田議長

ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。髙橋委員、どうぞ。
○髙橋委員

最初 の三ヶ森タク シー様の10ペ ージですけれ ども、非常 におもしろい 発想だ

と思いました。タ クシーの人と 雑談をすると 、客が通りで 立っている ときに、路線 変更を
するとか、お客さ んを降ろした り、拾うとき に、事故が一 番多い。そ れは技量的に 一番問
題で、流しではな いタクシーと いうのは、あ る意味では、 そういうリ スクがないの で、多
少免許の基準を変 えてもいいと 思うのですが 、どうでしょ うか。ただ 、ちょっとし た講習
でいいという話に なると、担当 官庁の合意も 得にくいと思 うのですが 、どこまで緩 和でき
るとお考えでしょうか。
○貞包代表取締役
○髙橋委員

免許の話ですね。

はい。

○貞包代表取締役

例えば自動 車学校の数時 間とか、そう いうイメー ジで、運転の 付加的

な研修をするとい うイメージで す。ただ、今 の警察の制度 からいうと 、そう簡単で はない
という気がします。
○髙橋委員

どうもありがとうございます。

○大田議長

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○髙橋委員

今度 は三和交通様 ですけれども 、もともとの たてつけが 、救援事業に 係る例
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外というところで 出発したので 、それを部分 的に突破して いくという のは、国交省 の関係
では難しいという 気がするので す。そういう 意味では、正 面突破を図 る、すなわち 、単な
る配送ではなくて 、役務が加わ って、かつ、 かなり高度な 、要するに 人がきちんと 面倒を
見ますみたいな役 務ですという 点において、 単なる配送と 差別化はで きると思うの です。
そういう形で、正面突破するという考え方は、事業者さんにはないので しょうか。
○吉川代表取締役 社長

正面突 破とおっしゃ いますと、貨 客混載とし て進めるとい う形で

すか。
○髙橋委員

新し いタクシーの 業態を認可し てもらうとい うことです 。認知しても らうと

いうことです。要 するに運転手 が役務を引き 受けて、何か 物を運ぶ。 荷物を運ぶと いうこ
とではなくて、そ れにある種の 高度な役務、 例えばペット をきちんと 運ぶとか、そ ういう
プラスの役務をや ったというこ とで、単純な 貨物運送では ないという 、タクシーの 新しい
業態を国交省に認めてもらうという、正面突破という考え方はないので しょうか。
○吉川代表取締役 社長

私ども としては、救 援事業があっ て、ここの 中で、手荷物 等を扱

えるという文言が ありましたの で、ここを広 げることが一 番近い道だ と考えて、今 回はお
話をさせていただきました。
もちろん役務を 兼ねた、便利 屋タクシーみ たいな形のも のを認めて いただけるの であれ
ば、それはそれで、新しい可能性があるのではないかと考えております 。
○大田議長

八代委員、どうぞ。

○八代委員

先ほ どの件の確認 なのですが、 三ヶ森さんの ほうですが 、12ページの 弊社の

タクシーメニュー について、特 区を申請され たら、国交省 が今でも可 能なのだから といっ
て、それで終わっ たのに、後で 規制を強化し て、やはりだ めだった。 そうであれば 、再び
特区申請をすることも可能なわけですね。
○貞包代表取締役
○大田議長

可能かもしれません。

いかがでしょうか。

貞包さんに１つ お伺いしたい のですが、10ペー ジに、
「台数や運 賃規制なし」とあ ります
が、運賃は11ペー ジで見ると、 予約配車のみ 可で、金銭の 授受は禁止 、と。クレジ ットカ
ードか何かという ことだと思う のですが、運 賃に関しては 、予約の時 点で、双方の 取り決
めで決めるということで、よろしいのでしょうか。
○貞包代表取締役

ロンドンの プライベート ハイヤーのイ メージなの ですけれども 、タク

シーはタクシーメ ーターで、ロ ンドンタクシ ーはちゃんと 決まってい まして、プラ イベー
トハイヤーは、会 社ごとに料金 を決めている 形になってい ますので、 私のイメージ は、会
社ごとに、自由に料金を決めているという感じです。
○大田議長

わかりました。ありがとうございます。

ほかに何かございますか。どうぞ。
○松本副大臣

今 、タクシー会 社で、普通の 一種免許の人 を募集して 、自動車学校 に行か

せて、二種免許を 取らせます。 二種免許を取 らせるのがそ んなに難し いことなのか 、普通
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の一種免許の人だ ったら、二種 免許はそんな に難しくなく て、１〜２ 週間で取れる ものな
のかという、実態 を聞かせてほ しいのです。 誰もが二種免 許をそんな に難しくなく 取れて
いるのだったら、規制緩和する必要はないのではないかという発想が当 然出てきま す。
それと、運転手 登録制という 場合に、働き 方改革との絡 みもあって 、非常に魅力 的な提
案という感じもす るのですけれ ども、二種免 許を持ってい れば、個人 タクシーがで きるわ
けではないので、 その差という か、そこら辺 がどうなるの かというこ とを教えても らいた
い。
三和さんに聞き たいのですけ れども、今、 宅配サービス がだめにな っているわけ です。
これは１回、神奈 川県生活支援 ネットワーク 協同組合が、 県のどこか と相談をして 、組合
自体に県が深くか かわって、行 政的に指導し てつくられた 組合なのか 、ただ単に一 般の人
たちが勝手につく ってやった組 合なのか、そ こら辺の行政 とのかかわ りがわからな くて、
行政が入って決め たことを、す ぐだめにして しまうみたい な話なのか 、そこら辺を 説明し
ていただけると、ありがたいです。
○大田議長

貞包さん、どうぞ。

○貞包代表取締役

二種免許を 自動車学校で 取るのは、大 体二十数万 円ぐらいで、 ２週間

程度で取得ができ ますので、そ れが短いとい うか、長いと いうか、感 覚的なものは あると
思うのですけれど も、私が直接 面接などをす る限りにおい ては、割と ハードルがあ るとい
う感覚は、個人的 には持ってお ります。その 辺がもうちょ っと簡単に なればという ところ
はあります。
確かに個人タク シーさんは、 今、個人にな るのは、ハー ドルが高い ので、そうい う面で
いうと、おもしろ くないという か、簡単に個 人的なタクシ ーができる となると、そ の辺の
整理が必要という感じがします。
○松本副大臣

教 えてほしいの ですが、２週 間で二十何万 という場合 のハードルと いうの

は、値段的なハー ドルなのか、 普通の一種免 許を持ってい る人が、二 種免許を取ろ うとす
るのに、合格率が3 0％しかあり ませんとか、 50％しかあり ませんとか 、ハードルと いうの
は何なのか。金の問題なのか、時間の問題なのか、本人の能力の問題な のか。
○貞包代表取締役

能力的なも のは、余り影 響しないです 。ほぼ取れ ますので、合 格率が

云々ということは ございません から、料金と 時間のハード ルです。会 社が金額を立 てかえ
て、２年間ぐらい で返していた だくとか、そ ういう制度が 多いとは思 いますけれど も、そ
ういったもののハードルだと思います。
○大田議長

お願いします。

○吉川代表取締役 社長

神奈川 県生活支援ネ ットワーク自 体は、全国 で最も早く陣 痛タク

シーを始めた団体 でございます 。ですので、 陣痛タクシー を始めたこ とに関してと か、物
によって、行政と お話し合いを したことはあ りますが、パ ンフレット をつくるに当 たって
は、特に相談をして決めたということは、伺っておりません。
発足当時、私は ここにはおり ませんでした ので、それ以 上のことは わかりかねま す。申
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しわけございません。
○大田議長
○松本副大臣

どうぞ。
三 和さん、荷物 だけをとって 届けるという 話の中で、 すごく心配な のは、

今、振り込め詐欺 とか、オレオ レ詐欺などで 、受け子とい うのですか 、そういうこ とに使
われる心配という のは、ないの でしょうか。 登録をどれだ け正確にす るかというこ とにか
かわってくること なのですけれ ども、スマホ で登録しまし たというこ とだけでやら れてし
まうと、まさしく オレオレ詐欺 集団は、タク シー会社へ電 話して、ど こ行って、紙 袋１つ
受け取って、ここ へ運んでくれ と言われてし まうと、すご く嫌だ、心 配をするので すが、
その点はどうなのでしょうか。
○吉川代表取締役 社長

スマホ のアプリの登 録でありまし ても、電話 自体が盗まれ た物で

あったりした場合 は、どうしよ うもないこと があり得ると 思うのです が、ただ、料 金決済
のクレジットカー ドと電話番号 の認証を併用 しておれば、 ある程度は 、抑制できる のでは
ないかと考えております。
あと、無線室へ の電話の場合 も想定してお りまして、電 話の場合も 、ほとんどが 固定電
話からの登録にな っております。ですので、地 元の方々の利 用を想定し ておりました ので、
そこから先は、研究課題だと思います。
○松本副大臣
○大田議長

ありがとうございました。
いかがでしょうか。よろしいですか。

ありがとうございました。
きょうは、三ヶ 森タクシーさ んと三和交通 さんから、大 変貴重な御 要望をお聞き いたし
ました。
タクシーをめぐ る規制につい ては、第一期 でもいろいろ 議論をしてま いりました。実際、
今、外国人による 白タクの問題 も大々的に報 道されており ます。もち ろんこれは違 法行為
ですので、取り締 まりを強化す るのは、当然 必要なのです が、一方で 、既存のタク シーが
十分なサービスを 供給できてい ないという面 が背景にある ことも、否 定できないの ではな
いかと考えており ます。しかる べく規制を見 直すことで、 利用者のニ ーズに応える ことは
もちろん、国際化 、人材不足と いった業界の 問題にも対応 する余地が あるのではな いか、
今後、国交省ともよく意見交換をしていきたいと思っております。
きょうは、本当にありがとうございました。
（貞包代表取締役、吉川代表取締役社長退室）
○大田議長

それ では、最後の 議題です。規 制改革ホット ラインにつ いて、事務局 から説

明をお願いいたします。
○福田参事官

お 手元の資料３ −１をごらん ください。規 制改革ホッ トラインの運 用状況

について、御報告いたします。
10月10日時点の ホットライン の提案の受け 付け件数は、 資料３−１ の左上に記載 のとお
り、909件となりました。
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いただいた提案 のうち、所管 省庁へ検討を 要請いたしま したのは、 上の段の表の 右下の
記載のとおり、666件でございます。
そのうち、所管省庁 より回答を得 られましたの は、資料３−１左 下の記載のと おり、638
件ございます。
今、申し上げま した、受け付 け件数909件 と、省庁への 検討要請666 件との差が大 きい理
由でございますが 、９月に実施 いたしました 、ホットライ ンの集中受 け付けキャン ペーン
の成果でございま す。キ ャンペーンの １カ月間の期 間で、4 00件余りの 改革提案を頂 戴いた
しました。
いただいた提案 に関しまして は、事務局に て、１件ずつ 丁寧に読み 合わせを行っ ており
ます。場合によっ ては、御要望 者への詳細を 確認するなど して、提案 内容の精査を してい
る最中でございますので、近日中に所管省庁への回答要請をいたします 。
続きまして、資 料３−２をご らんください 。今、御案内 いたしまし たとおり、い ただい
た改革提案は、所 管省庁の回答 とあわせて、 ホットライン 対策チーム の主査、主査 代理及
び委員の先生方に審査いただき、各ワーキング・グループへ振り分けら れます。
今、ごらんいた だいておりま すリストは、 先生方の審査 を経て、本 会議またはワ ーキン
グ・グループで、既に検討中または検討が予定されている提案事項です 。
提案の詳細は、リストの右側に振られましたページにて、ごらんいた だけます。
資料３−２の２ 枚目をごらん ください。こ ちらは、ホッ トライン対 策チームにお いて、
検討が必要ではな いかと、数多 い御提案の中 から、ホット ライン対策 チームの先生 方に、
再検討の必要性を御検討いただいたものでございます。
今回の御報告か ら、提案ごと に、新規、継 続の区別、及 び所管省庁 からいただき ました
回答をお示ししております。
継続の区分が示 された御提案 は、所管省庁 の回答に納得 がいかない などの理由で 、何度
も改革要請をいた だいているも のです。省庁 からの回答は 変わらない 場合が多いの で、や
りとりが繰り返されております。
委員の先生方に は、各提案の 右に記載があ ります、別添 の資料のペ ージをお目通 しいた
だきまして、改革の必要性について、御検討をお願いしたいと思います 。
もう一枚おめく りいただきま して、資料３ −２の中ほど の３、専門 チームで扱う 事項を
ごらんください。 ホットライン 対策チームの 主査の御判断 により、こ ちらに記載さ れてお
ります６件の御提案は、専門チームにて検討されることとなりました。
最後に、資料３ −２の一番最 後につけてお ります、資料 ３−３をご らんください 。こち
らは、９月の 集中受け付 けでお寄せい ただきました 、391件 の提案の内 訳を記載して おりま
す。御参考までに、ごらんいただけますよう、お願いいたします。
ホットラインに関する事務局からの御報告は、以上でございます。
○大田議長

ありがとうございました。

ただいまの御説明について、御意見、御質問はございますでしょうか 。
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○大田議長

江田委員、何かございますか。

○江田委員

特にありません。

○大田議長

ありがとうございます。

それでは、以上で、本日の議事は全て終了いたしました。
事務局から何かありますでしょうか。
○佐脇参事官
○大田議長

次回の会議日程は、後日、事務局から連絡いたします。
それでは、これで本日の会議を終了いたします。ありがとうございま した。
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