規制改革推進会議（第24回）
議事概要

１．日時：平成29年12月12日（火）16:00〜18:03
２．場所：中央合同庁舎４号館12階共用1208特別会議室
３．出席者：
（委

員）大田弘子議長、金丸恭文議長代理、安念潤司、髙橋滋、林いづみ、
原英史、森下竜一、八代尚宏、吉田晴乃

（政

府）梶山大臣、松本副大臣、河内内閣府事務次官

（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、
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
４．議題：
（開会）
１．屋外広告規制の見直しについて
２．地方における規制改革について
３．民泊サービスについて
（閉会）
５．議事概要:
○大田議長

ただいまから「規制改革推進会議」の第24回会合を開会いたします。

本日は、飯田委員、江田委員、古森委員、野坂委員、長谷川委員が御 欠席です。
原委員は、おくれての御出席と伺っております。
梶山大臣は、後ほどお見えになります。
本日は「１．屋 外広告規制の 見直しについ て」は、国土 交通省、東 京都からのヒ アリン
グです。
「２．地方における規制改革について」の報告審議です。
「３．民泊サー ビスについて 」の住宅宿泊 事業法の施行 に向けた、 地方自治体の 条例の
状況について、観光庁からのヒアリングを行います。
まず、議題１． 「屋外広告規 制の見直しに ついて」です が、第21回 会議において 、村井
教授、それから、 渋谷クリエイ ティブタウン から御提案の あった、プ ロジェクショ ンマッ
ピングの活用の推 進について、 関係省庁と自 治体から、御 見解と今後 の対応をお伺 いいた
します。
国土交通省から 、大内秀彦大 臣官房審議官 にお越しいた だいており ます。ありが とうご
ざいます。
それでは、資料１−１に基づいて、御説明をお願いいたします。
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○大内大臣官房審議官

それでは、資料１−１につきまして、御説明を申し上げます。

国土交通省大臣 官房審議官で、都市生活環 境担当という ことで、公園 でございます とか、
景観を担当させていただいております、大内と申します。よろしくお願 いいたしま す。
１ページをめく っていただけ ますでしょう か。プロジェ クションマ ッピングに関 する屋
外広告物規制につ きまして、現 状と今後の対 応方針という ことで、簡 潔に整理させ ていた
だいたもので、基本的な考え方を御説明申し上げます。
現状でございま すけれども、 屋外広告物に つきましては 、屋外広告 物法という法 律でご
ざいますが、規制 等の基本的な 枠組みを定め るものでござ いまして、 基本的に書い てあり
ますのは、各地域 に適用される 規制、それぞ れの規制は、 条例による ものと定めら れてお
りまして、屋外広 告物規制法自 体は、条例に よる規制につ いて、裏打 ちをし、また 、いろ
いろな規制につい ての根拠を法 律に置くとい う整理でござ います。そ ういうたてつ けにな
った法律でございます。
プロジェクショ ンマッピング につきまして は、屋外広告 物の定義の 上で、私ども として
は、建物その他の 工作物に表示 されたもの並 びにこれらに 類するもの に該当すると いう整
理を行っておりま す。常時、ま たは一定の期 間と掲示され るものでご ざいますけれ ども、
これらの判断につ きましては、 先ほど申し上 げました、法 律のたてつ け、条例によ るとい
う基本的なたてつけの関係から、私どもは、地方公共団体の判断に委ね ております 。
許可基準などに つきましても 、プロジェク ションマッピ ング自体に ついては、今 のとこ
ろ壁面広告で、ビ ルの横にぶら 下げたり、看 板をつけたり する形の広 告と同様の取 り扱い
をしているものが ございます。 全体として見 ると、まだ十 分なプロジ ェクションマ ッピン
グ自体を想定した基準、条例は、十分存じ上げておりません。
今後の対応方針 でございます けれども、今 、申し上げま したとおり 、プロジェク ション
マッピング自体 、大変新し い広告形態で ございますし 、また 、イベント でございます とか、
地方公共団体も含 めました、い ろいろな事業 、行事、その 中における 屋外広告物の １つの
類型と思っており ますので、そ の特性につい ては、私ども も、まだ十 分に把握し切 れてお
ると思っておりません。
地域の実情につ いても、いろ いろあると思 いますので、 従来の広告 物とは異なる 許可基
準、または、考え 方を定めてい ただくことが 、先ほど申し 上げました 、プロジェク ション
マッピングの新し い技術という ことで、鑑み た場合、望まし いのではな いかというこ とで、
現在、私どもが 実施してお ります、屋 外広告物の 条例ガイドラ イン、こ れらにつきま して、
運用上の参考事項 、いろんな技 術的な事項を 明記しており ますけれど も、この中に 、プロ
ジェクションマッピングについての考え方を、明示してはどうかと考え ております 。
２ページ以降に つきまして、 これまでのプ ロジェクショ ンマッピン グの規制の現 状と事
例につきまして、簡単に整理させていただいておりますので、御紹介申 し上げます 。
２ページ目でご ざいます。右 下に２と書い てあるページ ですけれど も、プロジェ クショ
ンマッピングに関する規制の現状でございます。
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プロジェクショ ンマッピング につきまして 、建築物には 限りません が、窓とか、 いろい
ろなものがありま すけれども、 投映用のプロ ジェクターを 用いて、映 像を投映する 表現手
法で、場合によっ ては、屋外広 告物として、 規制の対象と なり得ると いうことで、 考えて
おります。
これがイメージといいますか、その事例といいますか、表示された例 でございま す。
次のページは、 規制について の現在のとこ ろの条文上の たてつけと 、それぞれの 条例の
位置づけでございます。
先ほど申し上げ ましたとおり 、屋外広告物 法については 、良好な景 観を形成し、 もしく
は風致を維持し、 または、公衆 に対する危害 を防止すると いうことで 、必要な規制 の基準
を定めることにしております。
２つ目の矢印の ところでござ いますけれど も、屋外広告 物につきま しては、常時 、また
は、一定の期間継 続して、屋外 で公衆に表示 されるもの、 看板、立て 看板、張り紙 、また
は、張り札並びに 広告塔等々、 その他の工作 物に掲出され 、また、表 示されるもの 並びに
これらに類するものをいうということが、２条に書いてございます。
これまでの運用 上、都道府県 、指定都市及 び中核市にお きまして、 良好な景観の 維持と
いうことで、必要 である場合に は、条例で定 めていただく ことで、屋 外広告物の表 示の禁
止、または、許可制などの必要な制限を行うことができる、たてつけと なっており ます。
次のページに、条文をそのまま引っ張っております。御参照いただけ ればと思い ます。
５ページをごらんいただけますでしょうか。実施例で、名古屋の例で ございます 。
名古屋港のポー トタワーの周 辺でございま す。あの周辺 につきまし ては、名古屋 市にお
いて、都市景観形 成地区をかけ られておりま すけれども、 名古屋港の 管理組合、一 部事務
組合でございます が、そこの敷 地にあります ポートビル、 写真に書い てございます 、一番
右側の一番左側に 、小さいです が、建物がご ざいます。そ こに対して 、協賛企業名 や画像
を表示するプロジ ェクションマ ッピングを、 23日間にわた って実施し ました。これ は、昨
年でございまして、今年も、ほぼ同じ日程で、実施されております。
同市においては 、屋外広告物 に該当すると 判断をされ、 都市景観形 成地区の許可 基準で
ある、壁面面積の1 0分の１以内 を、昨年は適 用されており ます。口頭 では、本年は 、この
適用をしていないと聞いております。
次の例は、仙台 市でございま す。プロジェ クションマッ ピングの実 施例として、 仙台市
のマンションの建設予定地での例でございます。
マンション建設 予定地の敷地 内で、伊達政 宗でございま すけれども 、町の歴史や 未来像
を表示するプロジ ェクションマ ッピングとい うことで、５ 日間にわた って、実施さ れたも
のでございます。こ れにおいては 、屋外広告物 に該当すると いう判断は されていたも のの、
表示の期間が５日 間を超えない ものというこ とで、許可不 要という取 り扱いをされ たと聞
いております。
下に書いておりますけれども、条例の例でございます。
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７ページをごら んいただきま す。北九州市 のプロジェク ションマッ ピングの例で ござい
ます。
北九州市では、 夏祭りの協賛 金ということ で、協賛企業 名を市庁舎 に表示するプ ロジェ
クションマッピン グを、夏祭り 当日の30分程 度にわたって 、実施され ました。昨年 でござ
います。
同市におきまし ては、１日で あり、かつ30 分程度のため 、一定の期 間継続してと の屋外
広告物の定義に当 てはまらない という御判断 をされたとい うことで、 ちょっと見て いただ
きますと、北九州 市役所に対し て、川を越え て、または、 川の手前か らの表示を行 ったと
いうことでございます。
８ページ、静岡市の例でございます。
プロジェクショ ンマッピング の例として、 静岡市では、 商業複合施 設のグランド オープ
ンということで、 ビルの認知度 の向上及び中 心街の活性化 を目的に、 県道を挟んで 、金魚
の画像でございま すとか、主催 者の名前を表 示するプロジ ェクション マッピングを 、２日
間にわたって、実施されています。
このときの解釈 といたしまし ては、屋外広 告物に該当す るとしたも のの、イベン ト会場
に設置する広告物 ということで 、屋外広告物 規制の適用を 除外したと いうことでご ざいま
す。2013年の事例でございます。
最後のページに、静岡市の条例でございます。
以上のように、 例を幾つか御 説明をさせて いただきまし たが、一番 最初のページ に戻ら
せていただきます けれども、プ ロジェクショ ンマッピング について、 各自治体が主 体とな
って行っていただ いております 、規制に つきましては 、今、御説明申し 上げましたと おり、
地域の実情に応じ まして、それ ぞれ景観でご ざいますとか 、道路関係 の基準でござ います
とか、いろいろな 取り扱いがな されておりま す。これらに つきまして は、プロジェ クショ
ンマッピングとい うことで、従 来の立て看板 でございます とか、壁に かける壁面広 告とは
異なる技術的な要 素があると思 っております ので、これら について、 我々としては 、十分
な情報収集を行っ ているわけで はございませ んけれども、 引き続き、 情報収集を実 施した
上で、できれば、 屋外広告物条 例ガイドライ ンにつきまし て、必要な 見直しを行っ ていく
考えでございます。
以上、私からの資料に基づきましての説明は、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、ただいまの御説明に対して、御意見、御質問をお願いいた します。
吉田委員、どうぞ。
○吉田委員

ありがとうございます。

プロジェクショ ンマッピング に関しまして 、今までの経 緯で、全部 私も参加させ ていた
だいているわけで はないのです けれども、今 回の自分の個 人的な経験 を少し申し上 げます
と、物すごい技術 進化が見られ ます。驚いて しまったので すが、５月 に女性ダボス という
4

ことで、世界の66 カ国の女性の2 ,000人ほど 呼んで、迎賓 館でさせてい ただいたので すが、
迎賓館で、プロジ ェクションマ ッピングのラ イティングを しようとい うことになっ て、賛
否両論もあって、 私は、そんな ことにお金を 使ってもしよ うがないと 思って、「や めよう
派」だったのです。
ところが、見て びっくり、世 界中から集ま った女性の方 々も腰を抜 けたぐらいで 、これ
があの迎賓館かと いうぐらい、 すごくきれい になるのです 。私も知ら なかったので すが、
内閣府を含めた霞 が関の方も、 みんな驚いて いました。で すから現実 を知らない方 は多い
と思うのです。
日進月歩の技術 革新に対して 、規制を云々 するのであれ ば、これな らやろうとい う気持
ちになる方向性を 考える必要が あります。こ の辺のところ は、中央政 府というか、 国土交
通省さんも一緒に 中心になって 、勉強会を開 くとか、実際 に見せて差 し上げるとか 、そう
いった努力も必要かもしれません。私は絶対に地方創生につながると思 います。
この技術を駆使 して、ロンド ンオリンピッ クで、相当広 告効果をあ げることがで きまし
た。古い建物など に映し出した り、BTタワー という電話塔 があるので すけれども、 あそこ
をプロジェクショ ンマッピング で利用したり ということで 、いろいろな イベントが続 く中、
広告費としてみても大きな収入源となることは間違いないと思います。
私たち規制改革 推進会議とい うのは、600兆円 目指しての規 制改革と、当初、総理 から言
われております。 いかにみんな で

もうける

ために、規 制改革をし ていくのか、 そんな

観点で、地方の自 治体の方々な どにも、実際 に見てもらえ ば、急にい ろんなアイデ アが出
てくると思うので す。夜の畑にこ ういうもの を映し出した らとか、新幹 線が通るとこ ろに、
山にこういうもの を映し出した らなど、それ ぐらい光とい うのは、あ らゆる場面で 活用で
きて、かなり多様 な表現も可能 ですそんな観 点でリードを していただ き、柔軟性を 持って
規制改革を考えていただくこが必要だと思います。
○大田議長

ありがとうございます。

ほかにございますか。八代委員、どうぞ。
○八代委員

吉田 委員から、非 常に迫力のあ るお話があり ましたが、 既に例を挙げ ていた

だいたものを見ま しても、期間 が短いとか、 壁面の10分の １とか、既 に自治体がい ろんな
基準で、事実上の規制緩和をしているわけです。
だから、おっし ゃったように 、そういうベ ストプラクテ ィスをベー スにして、ガ イドラ
インをつくってい ただく。それ があると、今 までやる気が なかったと ころも、やる ように
なるわけですので 、そういうプ ロジェクショ ンマッピング を実施する に当たって、 必要な
手続とか、申請と か、届け出先 とか、そうい うものをまと めたガイド ラインを、早 急につ
くっていただきたいのですが、いつごろ可能になるのでしょうか。
何といっても、 今、吉田委員 もおっしゃい ましたが、従 来の幕をつ けるとかの場 合と比
べて、こちらは技 術の質や公益 性が高いわけ で、そもそも 同じ規制を 適用するのが 妥当か
どうか、その２点について、お答えをいただければと思います。
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○大田議長

大内審議官、お願いします。

○大内大臣官房審 議官

今、お 話しいただき ました、吉田 委員からお 話がございま したと

おり、大変な技術 の進歩が進ん でおりまして 、今、行って おります壁 面広告の規制 につき
まして、または、 それぞれの条 例においても 、私どもがわ かる限り、 見る限りでは 、先ほ
ども御説明申し上 げました、取 り上げた特殊 な規制は、見 当たってお りませんので 、私ど
もとして、そうい うものは、技 術的な進歩が 適切な規制に なっていく ように、技術 的な情
報を提供していっ て、基本的な 規制は、条例 に基づいて、 各自治体が 行っていただ くこと
が、法律のたてつ けでございま して、いろい ろなバリエー ションがあ ると思ってい ます。
その部分につきまして、情報提供を進めていく必要があるだろうと思っ ております 。
八代委員からお 話がございま した、規制緩 和を進めさせ るというニ ュアンスで、 聞き間
違いだったら、申 しわけござい ません。私ど もは、あくま でも条例が どういう形で 規制さ
れるかについての 判断を左右す るのは、適切 ではないので 、技術的に どういうもの が規制
を行えるのではな くて、どうい うものであっ て、どういう 景観に影響 が出るとか、 どうい
う光が出るとか、 そういうもの についての事 例がこうであ るとか、こ ういう取り扱 いが行
われた例がござい ますというこ とを、提供申 し上げて、で きれば、自 治体の皆様が それぞ
れの地区に当ては めていただく 上で、規制の やり過ぎがな いようにして いただくもの です。
先ほどおっしゃ った、立て看 板と同じ扱い をするという ことではな くて、プロジ ェクシ
ョンマッピングと して、ふさわ しいものは何 かということ で、御判断 いただいては いかが
かということを、 お手伝いさせ ていただきた いと思ってお りまして、 ガイドライン という
言葉で、私どもは 表現しており ますけれども 、その中に入 れてはどう かということ を、考
えたいことでございます。
いつまでにとい う御指摘であ りましたけれ ども、申しわ けございま せん。今、私 どもが
情報収集をして、 各自治体に対 して、どうい う例があると いうことで 、先ほどのこ こにあ
りますような例で すとか、もっ と新しい例で 、2013年の例 が入ってい たりしますの で、も
っと新しい例で、 どういうもの があるとか、 担当者会議で 、情報共有 を進めさせて いただ
いて、自治体の条 例の変更が必 要になってく る可能性があ りますので 、そういうも のへの
必要な情報提供を 行っていくた めに、間に合 うように、ガ イドライン の整備を行っ ていき
たいと思っております。
できるだけ早く ガイドライン ということで はあると思い ますけれど も、条例の変 更が必
要になる可能性が ありますので 、その場合の ために向けて 、各自治体 の皆様に、今 、どう
いう自治体が、ど ういうものを 認めて、どう いうものを認 めないで、 そのときにど ういう
影響が出たとか、 出ないかとい う情報が共有 されていない のではない かと思ってお ります
ので、できるだけ そういう情報 共有を、自治 体の皆様と進 めていく、 まずそれをさ せてい
ただければと思っています。
その上で、条例 改正に必要な 、私どもとし て、ガイドラ インをまと めさせていた だくと
いう手順で、いか せていただけ ればと思って おります、い つまでのガ イドラインを という
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点では、御容赦願 えればありが たいと思いま すが、そんな に遅くない 時期に、やら せてい
ただきたいと思っています。
○大田議長

八代 委員からはガ イドラインの 時期について の御質問に 加えて、手続 、申請

などをまとめたガ イドラインを 、という要望 が出されまし た。これは 、村井先生と 渋谷ク
リエイティブタウ ンの方にご説 明を伺ったと きに、どこに どう申請す ればいいのか わから
ない、許可のプロ セスがわから ないという御 意見があった ためです。 プロジェクシ ョンマ
ッピングを実施す るに当たって 、必要となる 手続とか、申 請、届け出 先の一覧とか 、ある
いは留意点をまと めた実施マニ ュアルのよう なものを、お 示しいただ くことはでき ないか
というのが八代委員の御趣旨ですが、いかがでしょうか。
○大内大臣官房審 議官

おっし ゃっているこ とを含めて、 先ほど申し 上げましたよ うに、

自治体がどことど ういう形で調 整を行ったの か、例えば川 越しにプロ ジェクション マッピ
ングをしたものが ありますし、 道路越しのも のがあります 。道路越し のものだと、 道路占
有者との関係をど うしたのか、 これは、必ず しもつかんで おるわけで はございませ ん。河
川を越えているも のに対して、 河川管理者と の関係はどう したのか、 それをどうや ったの
かというのは、今 、持っており ませんし、そ ういうことに ついて、各 自治体の皆様 に、ど
ことどういう調整 を行って、先 生のおっしゃ った手続とし て、必要な ところはどこ だった
のかということを 、情報共有を 進めさせてい ただく中で、 ガイドライ ンにできれば そうい
うものを書き込んでいくことだと思っております。
技術だけではな くて、先 ほどおっしゃ った手続 、抵触してく るであろう 、いろんな 管理、
ほかの交通安全を 含めた仕組み 、そういうも のについても 、例示を挙 げていって、 できれ
ば、そういうもの で、各自治体 の皆様に、申 請を上げてこ られる事業 者の皆様との 意思疎
通を進められるように、させていただければと思っております。
○大田議長

八代委員、どうぞ。

○八代委員

自治 体の権限だと おっしゃいま したが、少な くとも、国 の規制には問 題がな

いといえませんか 。例えば川越 しに投影する 場合には、河 川の利用を 妨げているわ けでは
ないので、河川局 の使用許可が 要るなどとい うことはない ことをちゃ んと明示して いただ
きたいと思います。
○大内大臣官房審 議官

申しわ けございませ ん。川の河川 管理者が、 どういう管理 をして

いるかについて、 私どもは、担 当として、今 は、即答がで きかねます 。ただ、河川 の管理
者と道路管理者と、どういう調整 が必要であ ったのかとい うことについ て、事例を集 めて、
プロジェクション マッピングを 行っていただ く上で、共有 することが できれば、そ こにつ
いてのガイドラインを、私どもが書き込んでいくことは、可能だろうと 思っており ます。
○大田議長

髙橋委員、どうぞ。

○髙橋委員

１つ は、自治体に して見ると、 こういうもの を実施する ことについて は、か

なり勇気が必要で あり、そうい う意味では、 こういう先進 的な事例が 出てくるには 、必要
に迫られて一歩前に踏み出してみた、ということだと思うのです。
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そうしますと、 こういうこと について事例 を定着させる というので あれば、国の 方から
積極的にこういう ふうにすれば 問題がない、 と提示しない と、自治体 の経験を下か ら積み
上げていったのでは、テンポ感が全く違うと思います。
そういう意味で 、今のお話は 、国交省とし て前に進める という姿勢 が、私には伝 わりま
せんでした。例え ば河川管理者 との協議はど うなっている かとか、道 路管理者の協 議はど
うなるかというの は、国交省の 中で協議すれ ば決まる話な のではない ですか。この 技術に
ついて、河川局は どう考えるの か、道路局は どう考えるの かと聞けば 、それで話が 済むは
ずです。それは、 国交省できち っとやってい ただいて、そ の結果を自 治体にお知ら せすれ
ばいいわけであっ て、何もそれに ついて、自治 体に聞かなけ ればわかり ませんという 話は、
私はよくわかりません。
加えて、先ほど のお話のなか で、時期を示 せないという のは、私は わかりません 。各省
の中で、警察とも 調整が必要だ と思いますが 、国が積極的 に調整を進 めて、これな らでき
るということをき っちり合意す れば、ガイド ラインに示せ ると思いま す。そういう 観点か
らいって、お尻は切っていただくということは重要だと思いますが、い かがでしょ うか。
○大田議長

お願いします。

○大内大臣官房審 議官

御指摘 のとおりだと 思っておりま すので、そ ういう点につ きまし

て、国として、中 で議論が進め られるものに ついては、進 めた上で、 自治体に示し ていき
たいと思っております。
ただ、どの川が どういう形で 影響が出るの かということ については 、それぞれの 管理の
問題なのです。
○髙橋委員

それは、河川局がやればいい話です。

○大内大臣官房審 議官

そこは 、どういう協 議をしてくだ さいという ことは、私ど もがち

ゃんと示していきたいと思っています。
２点目にござい ました、国が 積極的に自治 体に示してい くというこ とは、もちろ ん大事
なことだと思って おりますので 、私どもとし ては、先ほど おっしゃっ た手続、プロ ジェク
ションマッピング に当たっての 技術的な景観 への影響等々 の事例、そ ういうものを 積極的
に集めて、提供さ せていただき 、最終的に自 治体の御判断 は、我々と しては、今の ものよ
りも緩やかという と変ですけれ ども、使いや すい制度にな っていただ くようにして いくこ
とが、必要だと思っております。
○大田議長

吉田委員、どうぞ。

○吉田委員

手短にします。

時期という意味 では、2019年 はラグビーワ ールドカップ 、2020年の オリンピック ・パラ
リンピック大会と いう「かきい れどき」をミ スしていただ きたくない ということと 、先ほ
どご指摘があった ように、今の 技術は、河川 どころか、道 路どころか 、県またぎで 夜空に
プロジェクション が可能なぐら いの技術がで きている中で 、県それぞ れの地方自治 体に考
えさせるというのは、余りにも酷だと思うのです。
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皆さん、これだ けのものがあ って、これぐ らいのビジネ スオポチュ ニティもあり ますの
で、こんなふうに やってみませ んかという、 そういうリー ダーシップ というのは規 制を考
えるでも必要だと思います。
○大田議長
○林委員

林委員、どうぞ。
ありがとうございます。

きょう、私は、 国交省から御 説明を伺うま で、もっと前 向きに取り 組んでおられ るのか
と思っていたので、ここまでのお答えを伺って、ちょっと驚いてしまい ました。
屋外広告物規制 法について、 有体物の広告 物に対して、 面積とか、 高さの制限を されて
いる時代と、無体 物の投射する 映像の場合で は、規制の必 要性や、必 要性の根拠も 全く変
わってくると思う のですが、国 交省としては 、有体物では ない、こう いった上映す る映像
について、どのような観点で、どういう規制が必要だとお考えなのでし ょうか。
○大田議長

お願いします。

○大内大臣官房審 議官

先ほど の３ページに ございます、 法律に戻っ て、大変恐縮 なので

ございますけれど も、良好な景 観をつくって いただく、こ れは、自治 体の皆様が努 力して
いただいているこ とであり、都 市生活、また は、住民の皆 様の生活の 上で、大変大 事なこ
とだと思っております。
一方で、屋外広 告物の規制等 々につきまし ては、法律、 または、条 令に根拠がな ければ
いけないという、 ある程度禁止 とか、制限と いうのは、抑 止的に運用 されるべきも のを考
えております。私 ども、そうい う意味では、 先生がおっし ゃったとお り、積極的な 活用が
行われているよう に、我々は、 技術的なサポ ートをしてい く必要があ るだろうと思 ってお
ります。
ただ、何のため に我々が規制 しているのか ということに ついては、 景観、住民の 生活環
境、そういうこと を保全してい きたいという 自治体の皆様 が、プロジ ェクションマ ッピン
グに限らず、広告 物全体につい て、制限をさ れるときの条 例に対して 、根拠をつけ させて
いただいているという形でございます。
○林委員

ありがとうございます。

そうすると、ガ イドラインの 中では、これ までの有体物 の広告物と は違った、プ ロジェ
クションマッピン グ、無体物に ついての積極 的な意義を評 価した上で 、考え方の整 理をお
示しいただくと、捉えてよろしいでしょうか。
○大田議長

お願いします。

○大内大臣官房審 議官

言葉と して正確では なかったので すが、技術 的に新しいも のなの

で、今、おっしゃ った有体物、 無体物という 捉え方は、申 しわけござ いません。私 は、初
めて考えているわ けなのですけ れども、それ でということ ではないの ですが、ただ 、技術
的に全く新しいこ とでございま すので、その 部分について、今の規制を 当てはめるこ とは、
必ずしも適切では ない例がある のではないか ということで 、先ほど申 し上げたよう に、新
しい技術にふさわ しい事例を集 めて、規制に ついて、もと もと抑止的 なものですか ら、そ
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れをちゃんと過剰 な規制になら ないような形 で、緩やかと いうと変で すけれども、 ふさわ
しい規制として、 緩やかに、プ ロジェクショ ンマッピング の特性に応 じた規制に直 すべき
であろうということを、しっかりと打ち出していきたいということでご ざいます。
○林委員

ありがとうございます。ぜひそれを迅速にお願いしたいと思います。

○大内大臣官房審議官

急ぎたいと思っております。

○大田議長

森下委員、どうぞ。

○森下委員

会話 を聞いていて 、国交省さん が前向きなの か、後ろ向 きなのか、全 くわか

らない会話が続い ています。ど う考えても、 新しい技術を 伸ばさなけ ればいけない という
話が前提にあって 、今までとは 違うというの は、皆さん、 一致してい ると思うので す。そ
う考えると、もうち ょっと前向き なお話をい ただけないと、困るのでは ないかという のが、
１点です。
もう一点は、自 治体から国交 省さん、担当 部局に問い合 わせがあっ ても、先ほど の河川
は、今から勉強し ますとか、結 局のところ、 答えが返って こないよう な状況では、 地方自
治体のほうも困る のではないか と思うのです 。少なくとも 出そうな質 問に関しては 、この
場で答える程度の ところまで、 技術レベルで 御回答があっ てもしかる べきではない かと思
うのですが、それ は、やりたく ないから、全 く勉強してい ないのか、 どういう状況 で、そ
ういう中途半端なお答えになるのか、お聞き願いたいのです。
○大田議長

お願いします。

○大内大臣官房審 議官

私ども として、何度 も繰り返しに なるのかもし れませんけれ ども、

新しいマッピング の技術につい て、できるだ けそれにふさ わしい形の 規制といいま すか、
手法があっても、 おかしくない と思っていま す。その上で 、今の手法 が不適切なの か、過
剰ではないかとい うお問い合わ せで、先ほど からいただい ております けれども、そ の部分
については、私ど もとしては、 もっと緩やか な形で、何か できないの かという点で は、先
生と方向としては、同じだと思っております。
その次に、自治 体を待つ訳で はないと言っ ておりますが 、吉田先生 からもお話が ござい
ましたように、現 にたくさんの 事例があると いうことでは ありません 。まだそんな にたく
さんあるものでも ないので、私 どもとしては 、うまくいっ た事例、悪 くなった事例 それぞ
れを収集させてい ただく中で、 自治体の皆さ んも、十分情 報を持って いらっしゃら ないこ
とだと思います。
自治体の間で、 どういうもの を認めて、ど ういうものだ と、どうい う認めること によっ
ての問題があった のか、なかっ たのか、そう いうものを共 通化してい きたいと思っ ており
ます。そういうこ とを通じて、 可能になって いけば、我々 としては、 ふさわしいの ではな
いかと思っております。
○森下委員

もっ と積極的にや るのが普通で はないですか 。自治体が 困らない限り 、検討

しないといっていることと等しいと思うのです。
○大田議長

金丸議長代理、どうぞ。
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○金丸議長代理

私は、聞くに たえないので すけれども、 国内の事例 は、今、この 規制が

あるので、過剰か どうかは別に 、当たってい ないわけです 。プロジェ クションマッ ピング
というのは、想定 外な昭和24年 という古い時 代に決めて、 法律をつく ったわけです 。新し
い物が出てきて、 皆さん、企画 をしたり、あ るいは地域お こしをやっ たりするわけ ですか
ら、よかれと思っ てやるときに 、そういえば 、法律のここ に書いてあ るこれが、該 当する
かもということで、我々は発展していないわけではないですか。
国内の事例を調 べるとおっし ゃいましたけ れども、もっ と成功して いる例という のは、
海外にあるわけで す。海外でも 、そんな事例 がたくさん出 てきていた にもかかわら ず、中
央官庁として、国 交省がそれを 今までどう見 てきたのです か。どう見 てきて、どう 感じて
きて、これまでな ぜ規制改革推 進会議で取り 上げる前に、 みずから対 応しようと思 わなか
ったのか。
これからガイド ラインをおつ くりになると きに、想定し ているもの は何かを示し てほし
いのです。今の事 例は、きょう 、この瞬間に 、過去事例で す。そうす ると、来年、 再来年
で、面積と高さに もこだわって いるというか 、今の規制だ と該当する ようですけれ ども、
面積と高さという概念は、多分なくなると思うのです。
面積と高さの測 定は、誰がど うやってする のか、映像は 物すごいス ピードで動く わけで
す。そうすると、 その測定は、 その瞬間にど うやってやる のですか。 前提にしてい るもの
が違っていれば、 ガイドライン たるものも、 また、我々の 日本中の創 意工夫を縛る ことが
あると思うのです。
今までチャンス があったのに 、そういうこ とについて、 対応する気 がなかったか 、して
いなかったことを 、まず反省し て、時期の明 示もできない というのだ ったら、時期 の明示
は、いつできるのですかという話だと思うのです。
○大田議長

お願いします。

○大内大臣官房審 議官

広告物 の関係のプロ ジェクション マッピング について、例 えば今

のプロジェクショ ンマッピング ではない広告 物の規制につ きましては 、設置の位置 ですと
か、形状、面積、 色彩、デザイ ン、そのエリ アの景観上、 色彩の規制 がかかってい るもの
については、色彩の規制がかかったりいたします。
プロジェクショ ンマッピング は、今、おっ しゃったとお り、これら に当てはまら ないこ
とがたくさんある と思っており ます。私ども としては、こ れらについ て、もう少し 緩やか
な考え方で、規制 ができないか という点につ いては、これ から検討さ せていただき たいと
思っております。
これまでどうし てきたのかと いう点につき ましては、今 まで私ども としては、プ ロジェ
クションマッピン グについて、 屋外広告物と して、各条例 が規制され ているものと 、大変
恐縮でございます けれども、そ ういうもので 考えておりま して、積極 的にプロジェ クショ
ンマッピングにつ いての具体的 な技術的な革 新をフォロー してきてい ないのは、事 実でご
ざいます。申しわけございません。
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３点目、スピー ドアップとい うことでござ いました。今 、私どもと しては、でき れば年
度内にでも、先ほ ど申し上げま した、今まで 許可を行った り、許可を 行う意思のあ る自治
体、または、そう いうアプロー チを受けてい る自治体につ いて、意見 交換といいま すか、
どういう困難を抱 えておられる のかについて の聴取と私ど もなりのガ イドラインに 盛り込
むべき点について、整理を行っていきたいと思っております。
○大田議長

ありがとうございます。

2019年にラグビ ーのワールド カップもあり ますし、村井 先生の御意 見でも、すぐ れた日
本人のプロジェク ションマッピ ングのアーテ ィストはいる けれども、 経験を積まな いとい
けない、と。それからすると、非常に急がれます。
今、年度内に、 自治体との意 見交換、情報 共有というこ とでしたが 、そうすると 、ガイ
ドラインができるのは、来年の前半と考えてよろしいのでしょうか。
○大内大臣官房審 議官

条例に 間に合うよう にと思ってお りますので 、９月の県会 が多い

のではないかと思 うのですけれ ども、それに 間に合うよう にやってい きたいと思い ます。
ですから、前半よりもちょっと早目に頑張りたいと思っております。
○大田議長

私ど もは、６月ご ろに次の答申 になりますの で、その前 に、ぜひお示 しいた

だけるように、よろしくお願いいたします。
○大内大臣官房審議官
○大田議長

わかりました。

ありがとうございました。

きょうは、大内 審議官、お忙 しいところ、 ありがとうご ざいました 。ガイドライ ンをど
うぞよろしくお願いいたします。お待ちしております。
（国土交通省関係者退室）
（東京都関係者入室）
○大田議長

それ では、次に東 京都から、上 野雄一都市整 備局技監に お越しいただ いてお

ります。ありがとうございます。
それでは、資料１−２に基づいて、御説明をよろしくお願いいたしま す。
○上野都市整備局 技監

東京都 の都市整備局 技監の上野で ございます 。どうぞよろ しくお

願いいたします。
失礼して、着座にて御説明させていただきます。
お手元の資料、 規制改革推進 会議説明資料 の表紙をおめ くりいただ きまして、２ ページ
をごらんください 。こちらは、 プロジェクシ ョンマッピン グに対しま す東京都の取 り扱い
をまとめたものでございます。
平成24年のとき に、東京都の 広告審議会で 整理した内容 でございま す。右側に写 真がご
ざいますように、 当時、東京駅 の駅舎が復元 されて、創建 当時の姿に 復元されたと きに、
イベントで、プロ ジェクション マッピングが 使われたとき の事例でご ざいますけれ ども、
このような実例も 出てきました 当時としては 、こういうプ ロジェクシ ョンマッピン グの形
態の広告物の相談 が、どんどん ふえていくだ ろうというこ とも、見込 まれていた状 況でご
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ざいました。
そうした中で、 プロジェクシ ョンマッピン グにつきまし て、当時の 条例に、どの ように
位置づけて、どの ように取り扱 うかを整理い たしまして、 基準化した ものでござい ます。
これにつきまして は、既存のも のに当てはめ るということ で、条例改 正や規則改正 まで必
要ないとして、整備したものでございます。
具体的な内容と して、３点ご ざいまして、 １点目は、イ ベント等で 、企業名、商 品名等
が映らない映像に つきましては 、一時的に投 映するもので あれば、規 制の対象外に してい
いのではないかと いう判断で、 対象外として 扱うとしたも のでござい ます。このと きは、
東京駅のイベント で使われた実 例にも対応す るものとして 、このよう な取り扱いに したも
のでございます。 このときの一 時的な取り扱 いにつきまし ては、都と いたしまして は、お
おむね５日間程度ということで、運用しているものでございます。
２点目、営利内 容を含む映像 を投映するも のにつきまし ては、禁止 区域では出せ ないの
ですけれども、許 可区域では、 通常の広告板 の計算式に準 じて、面積 計算をしてい ただき
まして、一定の 規格の中で あれば、許 可により 、投映できる としている ものでござい ます。
３点目、今の１ 点目と２点目 とは別に、道 路等をまたい だ投映につ きましては、 不可と
しております。交 通管理者の警 視庁などとも 相談いたしま して、ドラ イバーの通行 をする
際に、プロジェク ターの光が点 滅するとか、 光源がまぶし いとか、そ ういったこと から、
ドライバーの安全 面の確保に、 支障が出るの ではないかと いう懸念も あったことか ら、道
路そのものが禁止 区域でもござ いますので、 道路をまたい だ投映につ きましては、 一律的
に不可にするという取り扱いにしたものでございます。
この３点は、原則的な取 り扱いという ことで、当時、許可 権者である 区市などに対 して、
周知をしているも のでございま す。東京都に おきましては 、条例に基 づく広告物の 表示、
あるいは設置に係 る許可の権限 につきまして は、自治法の 規定に基づ きまして、都 の事務
処理の特例に関す る条例に基づ きまして、区 や市に権限を 移しており ます。そうい ったこ
とで、実際の許可 権は、区市に ございますの で、そこで統 一した運用 を行うために 、この
取り扱いにつきま しては、平成2 5年でござい ますけれども 、許可権者 に周知をして いると
ころでございます。
原則的な取り扱 いでございま すけれども、 この中で、こ れにつきま しては、一般 の事業
者の方から相談が あれば、区市 の窓口におき まして、こう いったルー ルにしていま すとい
うことを御説明し て、御理解をい ただいてい るという運用 をしていると ころでござい ます。
原則に乗らない ものについて 、全く出せな いかというこ とにつきま しては、下に 書いて
あるのですけれど も、例えば企 業名、商品名 が出る広告物 につきまし て、禁止区域 内で出
せないのかとか、 面積などの基 準を超えるも のについて、 出せないの かとか、また 、道路
またぎのものは 、全く出せ ないのかとい うと、そ うではなくて 、個別に 判断いたしま して、
一番下に書いてご ざいますけれ ども、禁止区 域や基準を超 える場合で あっても、安 全性な
どを確保すること を条件といた しまして、条 例に基づく特 例許可がご ざいまして、 これに
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よって、出すことが可能というものでございます。
これにつきまし ては、恐れ入 りますけれど も、次のペー ジをごらん いただきたい のです
が、３ページのところに、特例許可の流れを示しております。
左下のところに 、特例許可の 条件を示して おります。良 好な景観形 成に資するも の、交
通管理者等との協 議の上、安全 上支障がない もの、あるい は地元区市 町村の了解が 得られ
て、広告料の収入 につきまして は、公益的取 り組みに充当 するといっ たことを条件 といた
しまして、東京都 の広告物審議 会の了承が得 られれば、特 例許可が出 せることにな ってお
ります。
２ページにお戻 りいただきた いのですけれ ども、こうい ったことで 、現在、都と いたし
ましては、下に書 いてあります ように、2020 大会の開催に 向けまして 、特に大会の 気運醸
成につながるもの につきまして は、特例許可 を有効に活用 して、気運 を盛り上げて いきた
いという方針でございます。
中身につきまし ては、特例許可 が活用でき るということ につきまして 、許可権者の 中で、
十分周知されてい ないところも ございますの で、事業者に 対しての御 案内が十分で はない
ところがございま すので、この 点につきまし ては、改めて 許可権者に 、特に大会の 気運醸
成につながるもの についての取 り扱いなどに つきましては 、改めて許 可権者に周知 してい
きたいと思っております。
また、この内容 につきまして は、一般の方 にも、こうい った取り扱 いをしている といっ
たことにつきまし ては、都のホ ームページな どを通じまし て、周知を 図っていきた いと考
えております。
次に、具体的な 事例を幾つか 御紹介させて いただきます 。４ページ をごらんいた だきた
いと存じます。こ れは、イベン トの事例の１ つでございま す。プロジ ェクションマ ッピン
グの実施例①としております。
東京2020大会の 開催３年前に 開かれたイベ ントの開催に あわせて、 行われたもの でござ
いまして、東京都 議会の議事堂 で映されたも のでございま す。これに つきましては 、実際
は、１つのコマが1 0分程度のも のですけれど も、本日、約 １分程度に 短縮したバー ジョン
で、動画を用意し ておりますの で、よろしけ れば、そちら をごらんい ただきたいと 存じま
す。よろしいでしょうか。
○大田議長

お願いします。

○上野都市整備局技監

それでは、お願いいたします。
（動画上映）

○上野都市整備局技監

どうもありがとうございました。

５ページをごら んください。 こちらも同じ くイベントで 使われた事 例でございま す。こ
れも東京2020大会 の1,000日前の 記念イベン トで、実 施された事 例でございま す。新 宿にあ
るNTTドコモの代々木ビルで使われたものでございます。
６ページ目は、 プロジェクシ ョンマッピン グにつきまし て、特例許 可をした事例 は、ま
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だございません。類似するものとして、参考としてお示ししているもの でございま す。
参考１につきま しては、日本 橋のシティド レッシングで 使われたも のでございま す。ち
ょうどデジタルサ イネージ技術 を使って、映 像を放映して いるものでご ざいます。こ れは、
一定の規格、面積などを超えたものにつきまして、特例許可で認めた例 でございま す。
次に、もう一つ 、参考事例と して、７ペー ジにつけてお るものがご ざいます。こ れは、
サッカーのワール ドカップのと きの関係で出 されたもので すけれども 、建物の大型 の壁面
広告として、特例許可で認めた例でございます。
こういったもの につきまして も、プロジェ クションマッ ピングにつ きましても、 中身次
第で、個別の中で 見させていた だいて、警視 庁などともよ く相談しな がら、安全上 の支障
がなくて、幾つか の条件が満た せるものにつ きましては、 認めていき たいというこ とでご
ざいます。
あわせて、内閣 府さんからい ただいている ものとして、 国に対して の要望がない かとい
うことでございま す。これにつ きましては、 国の見解は、 恐らく屋外 広告物規制に つきま
しては、各地域の 特性に応じて 、行われるべ きという考え から、自治 体でやってく ださい
ということだと思 いますけれど も、平成24年 度に、都の広告 物審議会で 整理したとき にも、
国におきましては 、新しいタイ プの広告物に ついての見解 が出されて いない状況で ござい
ました。
そういった状況 の中で、都として、条例の中で 、ある程度 判断してい こうというこ とで、
議論をしたもので ございます。 そのときの議 論のポイント というのは 、もともと法 を受け
て、条例ができて いるという制 約の中で、新 しい手法なる ものが、従 来の枠におさ まり切
らなくなるという ことも、生じ てくるのでは ないか、どこ かで限界が 出てくるので はない
かという議論もある中で、条例の中に落とし込んでいこうとしていたも のでござい ます。
技術の進展の中 で、従来の枠 におさまらな いものが、今 後、出てく るような状況 になっ
た場合には、法律 の中で、どの ように整理す るかというこ とは、恐ら く課題になっ てくる
のではないかと思 われますので 、そういった 際には、国に おいて、適 切な対応をし ていた
だきたいと、お願いしたいと思っております。
あわせて、参考 となるような 優良事例など につきまして の情報提供 ですとか、あ るいは
技術的助言がござ いましたら、 これにつきま しても、国土 交通省さん に求めていき たいと
考えているところでございます。
雑駁でございますけれども、説明は以上でございます。
○大田議長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明に対して、御質問、御意見をお願いしま す。
吉田委員、どうぞ。
○吉田委員

御説明をありがとうございました。

私は、大いに営 利目的にする べきだと思う のです。そう いうのは、 ロンドンオリ ンピッ
クは、ネットでの 参加も含めて 、40億人のビ ュアーがあっ たわけなの です。これだ けたく
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さんの人が見ると いうので、物 すごく宣伝広 告の効果があ ったわけな のです。これ が次の
日の株価にも影響してくるぐらいという連動が見られたのです。
これこそ2019年 のラグビーワ ールドカップ 、2020年オリ ンピック・ パラリンピッ ク大会
を活用して、ここ で

もうける

べきだと思 うのです。そ のときに、 このプロジェ クショ

ンマッピングは、 相当お金がか かるかもしれ ませんが、す でに多額の 投資をしてい るゴー
ルドパートナー企 業も含めて、企 業の皆さん にロゴ、企業名 を打ち出す 機会にしても らう。
こんなビジビリテ ィーの高まる ２年間はない わけですから 、大いに営 利目的に、逆 にそれ
を推奨するぐらい で、東京都と しても、がっ つりもうけま しょうぐら い勢いで、い いので
はないかと思うのですけれども、それはだめなのでしょうか。
あと、もう一つ 、道路またぎ の不可という かたくなな前 提も再考す る必要がある ように
思います。今回の 技術革新の一 番大きなとこ ろというのは 、光の距離 が飛ぶように なった
ということです。 遠くから放映 すると大きな 映像が映りま す。それこ そ夜空にもと いう世
界の中で、道路ま たぎをとりあ えず原則不可 というのは、 考え直さな ければいけな いので
はないかと思うのです。
この２点について、お願いいたします。
○大田議長

技監、お願いします。

○上野都市整備局 技監

１点目 の営利目的に つきましてで すけれども 、先ほど申し 上げた

のですが、３ペー ジのところで 、特例許可の 条件としてい るのですが 、収入は、広 告料収
入を上げていただ いてもいいの ですが、それ につきまして は、例えば公 益的取り組み には、
充当してください ということに していますの で、それでも って、オリ ンピック招致 の活動
に入れていただく とか、そうい ったことで、 使っていただ くというこ とであれば、 認めて
いくということで すので、宣伝 効果は、別の ところで、発 揮していた だくことがあ り得る
と思うのですけれ ども、収入そ のものにつき ましては、し っかり公益 的目的に入れ てくだ
さいということを 、条件にして おりますので 、その中で、 さらに営利 にも結びつく のであ
れば、それはそれでいいのではないかと思います。
道路またぎの件 ですけれども 、これにつき ましては、基 本的には、 道路交通法と の整合
をとるということ ですので、そ ちらでの安全 性に支障がな ければ、恐 らく警視庁も 認める
のではないかと思 いますので、 基本的にはそ ういうことで 、個別に特 例許可の中で 、一つ
一つ安全性に問題 がないかを、 確認していき ましょうとい うことでご ざいますので 、当面
はそういった中で 、数とか、事 例などを積み 上げながら、 そういった ものを一般的 に扱っ
ていいかどうかについて、引き続き、警視庁とも相談してみたいと思い ます。
○吉田委員

ぜひよろしくお願いいたします。

○大田議長

八代委員、どうぞ。

○八代委員

国交 省は、この問 題は、基本的 に条例による ものであっ て、自治体に お任せ

していると言って いるわけなの ですが、今の 東京都のお話 だと、国交 省の判断がな いと、
わからない部分が あるというこ となのですが 、具体的にど ういうことを 国交省が変え れば、
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東京都としてやり たいことがで きるのか。そ こを我々が一 番知りたい ところなので す。お
互いに責任を押し つけ合ってい る状況なので 、東京都から 、これを国 にやっていた だけれ
ば、東京都としては問題ないことを、明確に示していただきたい。
今、吉田委員も おっしゃった けれども、道 路をまたいだ らいけない のかというの は、先
ほどの御説明では 、ドライバー の安全面の理 由や道路自体 が禁止区域 だからという ことで
すが、ドライバー が見えないよ うな上空の光 であれば、当 然問題はな いわけですし 、また
道路の上に何かつ くるわけでは ないわけです から、道路が 禁止区域だ ということと 、道路
を飛び越えたらい けないという のは、全く関 係のないこと ではないか 。いちいちそ れを特
例許可の条件では なくて、例え ば２ページの ３のところな のですが、 道路等をまた いだ投
映は、ドライバー の安全面とか 、道路の利用 自体に影響を 与えなけれ ばいいのだと いうと
ころまで、書いてもらえないかということです。
特例許可をいち いちもらうと 、それに関す る時間とかも あるわけで す。ついでに 、特例
許可を得るときに 、どれくらい 時間がかかる のかというこ とも、教え ていただけれ ばと思
います。
○大田議長

お願いします。

○上野都市整備局 技監

１点目 の国の件です けれども、現 時点では、 都の条例の枠 の中で

判断していこうと いうことでご ざいます。先 ほど申し上げ たのは、将 来、技術革新 がさら
に進んで、技術の 進展が出て、 今まで想定し ていないよう なものが出 てきて今の現 行の法
令に当てはまらな いような、そ ういう状況が 生じるような 場合には、 そのような国 での対
応をお願いしたい と申し上げた までで、現時 点では、都の 条例の中で 判断していき たいと
いうことでございます。
２点目の道路ま たぎにつきま しては、これ も悩ましいと ころがござ いますけれど も、基
本的には、遠くか ら見たときに 、ドライバー は、動画が流 れることに よって、そち らに注
意がいってしまっ て、運転上、 集中できなく なるとか、あ るいはびっ くりして、急 にハン
ドルを切ってしま うとか、いろ いろなことが あり得ること があって、 これを一律的 にフリ
ーにしていいかということについては、かなり議論があるところでござ います。
いずれにしても 、個別に一つ 一つ支障がな いものがある ことはあり ますから、具 体的に
中身を見ながら、 対応させてい ただきたいと いうことでご ざいまして 、一般的なル ールに
できるのかにつき ましては 、先ほど申し 上げましたけ れども、それについて は、引き 続き、
警視庁さんと相談をさせていただきたいと思います。
期間につきまし ては、前さば きが終わって 、具体的なも のに基づく 相談があって 、これ
でいけるだろうと いうことで、 警視庁さんと か、関係者、 地元区市町 村などと協議 が整っ
て、いけるだろうと なったときか ら、手続的に ２〜３カ月を 要している ことでござい ます。
以上でございます。
○大田議長

髙橋委員、どうぞ。

○髙橋委員

ちょ っと整理をし たいのですが 、道路またぎ とか、そう いうものは、 一般的
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な許可を要する条 件になってい て、その一方 、東京都の特 例許可の条 件は、３ペー ジです
ね。そういう意味 では、道路ま たぎについて 、警視庁が問 題ないと言 えば、出せる 仕組み
なのですね。そこは、それでよろしいのでしょうか。
○上野都市整備局 技監

３ペー ジに書いてあ ります交通管 理者との協 議の上の中に は、道

路またぎも、判断 事項の対象に なっているこ とでございま す。ですか ら、道路また ぎのも
のであっても、支障がなければ、特例許可が出せるということでござい ます。
○髙橋委員

それ から、国交省が 出している モデル条例の 中に、特例許 可みたいな制 度は、

一般的にあるので しょうか。今 のお話をお聞 きしたら、特 例許可は、 現行の運用の なかで
重要な位置にあり ますが、予見可 能性のある 基準になって いません。こ れだったらだ めで、
これだったらいい という話は、 依然として、 基準が抽象的 過ぎて、申 請者にはわか りにく
いのでないか。
特例許可は、プ ロジェクショ ンマッピング の推進につい ては、非常 に重要な運用 な手段
だと思いますので、もう少し基準 を具体化す る御努力をお 願いできない でしょうか。以上、
２点について、御教授いただければと思います。
○大田議長

お願いします。

○上野都市整備局技監
○髙橋委員

モデル条例の中には、どうも入っていないようでございます。

東京都独自の制度ですか。

○上野都市整備局 技監

そのよ うでございま す。事実確認 をする必要が ありますけれ ども、

具体的には、今、 お手元資料の ８ページのと ころに、都の 条文で、特 例許可の第30 条なの
ですが、書いてございますが、どうも国のモデル条例にはないようでご ざいます。
２点目の予見可 能性でござい ますけれども 、恐らくこれ は、抽象的 ということは あると
思いますが、今の 段階で、一般 的に言えると いうことは、 ここまであ るということ で、恐
らく具体的に事例 が出てくる中 で、この程度 のものが認め られている という数が積 み上が
るものを、そうい う情報発信な どをする中で 、申請者の方 に参考にし ていただくよ うな、
そういう工夫は必要だと思っております。
○荒木参事官

事務的に補足してよろしいでしょうか。

先程のモデル条 例の件ですが 、国交省が出 しているいわ ゆるモデル 条例案の中に おきま
しては、「知事は 、広告物の表 示又は掲出物 件の設置が前 項の基準に 適合しない場 合にお
いても、特にやむ を得ないと認 めるときは、 屋外広告物審 議会の議を 経て、これを 許可す
ることができる」というものが入っております。
○髙橋委員

要す るに全国的に 、各団体がこ れを活用すれ ば、しよう と思えばでき るとい

うことですか。
○荒木参事官
○髙橋委員

そういうことになります。
あと もう一つは、 積み上がって からというの は逆で、関 係者と実際に 事業を

やりたい人と話を 詰めていただ いて、基準化 を進めていた だかないと 、運用できな いので
はないかというところがありますので、そこは、重ねてお願いできない のですか。
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○上野都市整備局 技監

個々の 建物の状況と か、周りの道 路との関係 とか、一つ一 つは、

個別に見ていく必 要があると考 えていますの で、その辺が 一般化でき るような中身 があれ
ば、その辺の基準 化もできると 思いますけれ ども、今のと ころ一つ一 つ状況を見て いくと
いうのは、現段階の対応のやり方と考えているところでございます。
○大田議長

ほかにいかがでしょうか。吉田委員、どうぞ。

○吉田委員

経済 界を代表すも 委員としては 、どうしても 営利目的にこ だわりたいの です。

これは、本当にも うかるのです 。ネットの進 化で、40億人 のビュワー は、こんなビ ジビリ
ティーは、二度とないです。今度は、60億人になるかもしれないわけで す。
その中で、企 業とする 、企業のロゴ ないし商品 名なり、プ ロダクトが 出るのだとし たら、
それはインベスト メントに値す ると思うので す。例えば先 ほどおっし ゃっていた、 公益目
的ではないとだめ だというのは 、それはそれ で一つの考え 方かもしれ ませんが、だ とした
ら、これをもっと ポジティブに 考えて、貧困 層と子供基金 にするとか 、それこそ、 今、言
っている森林産業 の再生のため に使うとか、 スペシフィッ クに目的を 設けて、世界 中から
インベストさせるということも、１つだと思うのです。
そこを特例許可 でやりますと いうとどうし ても前向きで はなくなっ てしまう。ど うして
もというのだった ら、許可しま すというスタ ンスではなく て、２年間 の攻めの、す なわち
機関限定でさまざ まな試みをさ せてあげるプ ロジェクショ ンマッピン グ・プログラ ムを実
施するぐらいのこ とでいいので はないかと思 うのです。そ のトーンで 実行できない ものな
のですか。
○大田議長

どうぞ。

○上野都市整備局 技監

特に公 益目的という ことで、制約 がすぐには 出てこないみ たいな

のですけれども、 基本的には、 通常は、地域 のエリアマネ ジメントの 活動の一環と して、
広告が使われるこ とが多いので すけれども、 その中で、特 例許可を出 してくるのが 多いん
です。
そうしますと、 そのときに、 地元の振興に 役立つという ことで、そ ういう意味で の地元
の自治会の方とか 、エリアマネ ジメントの活 動に資すると いうものの 活動費に充当 すると
いうのが、申請者 が出してくる ものが多くて 、例えばエリ アマネジメ ント団体が、 地域の
地元の清掃活動の 活動費に充当 するとか、割 とそういった ものが、公 益目的として 、申請
されるものが多い ので、大体そ の辺を、今ま で念頭に置い たものにし ているのです けれど
も、おっしゃったものが対象になるかは、少し研究させていただきたい と思います 。
○吉田委員

その 分類でもいい かもしれませ んが、ポイン トは、どう いうものが公 益かと

いうことにですね 。もうちょっ と積極的に押 し出すという 感覚で、こ れからの２年 間を活
動することが大切 です。その宣伝 広告内容で、この技術進化 を活用して といったよう に様々
な可能性を考える 。多分こうし たことに必要 な技術はいろ んな企業が すでにいっぱ い持っ
ていると思います 。それを「攻 めのプロジェ クションマッ ピング」活 動と呼びたい と思い
ますが、やりようはあると思っています。
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○大田議長

通常 の屋外広告物 だと、ずっと 出ているわけ ですけれど も、プロジェ クショ

ンマッピングは、 先ほど見せて いただいたよ うに、一定の 短いわけで す。その最後 に、ス
ポンサー名を短時間出すということもだめなのですか。
○上野都市整備局 技監

それは、今、特例許可 の対象として いるという ことでござい ます。

今の御発言の関 係でいきます と、２ ページに書い ているのです けれども 、今 、当面 、2020
大会の気運醸成に つながるよう なものにつき ましては、積 極的に活用 していきまし ょうと
いうことでござい ますので、そ ういう趣旨の ものにつきま しては、そ ういった意味 での積
極的な活用は、ま さに攻めの方 向では向いて いるというこ とで、補足 をさせていた だきた
いと思います。
○大田議長

副大臣、どうぞ。

○松本副大臣

こ こで、事例を 挙げていただ いたものとい うのは、東 京都が大きく 絡んで

いるのです。東京 オリンピック の関連です。 東京都が主導 して、警視 庁とか、いろ んなと
ころと役所のトップが折衝を重ねるという状況です。
例えば民間の業 者がどこへ相 談に行ったら いいというの は、引き続 いて、どこへ 行った
らいいかわからな いような話な のです。中野 区の何とかに これをやりた いといったと きに、
提案を誰にするか というと、区 にするしかな いのです。現 実には、区 の裁量が大き いので
はないですか。民間 の事業者がこ れをやろう として、できた 事例という のはあるので すか。
○上野都市整備局 技監

先ほど 申し上げた、 プロジェクシ ョンマッピ ングで、先ほ どの特

例許可での事例は 、都ではござ いません。そ れから、イベ ント等で、 まさに企業名 が映ら
ないということで あれば、公的 なものとして 、都が主導的 にやってい るものが多い という
ことでございます。
○松本副大臣

都が主導的にやっているのですね。

○上野都市整備局技監
○松本副大臣

そうです。

地 域の商店街と か、都商連と か、あるいは 民間の技術 を試したいと か、そ

ういうことでできた事例というのは、まだ皆無ですか。
○上野都市整備局 技監

まだ都 においてはな いです。規格 の中で、営 利目的でもっ て、例

えば許可区域でも って、一定の 範囲の面積の 中で、つくる というのは ありますけれ ども、
プロジェクション マッピングと いうのは、大 きなものです から、そう いう面では、 事例は
ございません。
それから、相 談窓口でご ざいますけれ ども、基 本的には、先ほどの区 市町が窓口で すが、
特例許可につきま しては、都の 広告物審議会 に絡むことで すので、御 相談というこ とであ
れば、特例許可に ついては、東 京都の相談窓 口にも、御相 談していた だければ、そ ちらで
対応していきたいと考えております。
○松本副大臣

要 するに具体的 には、東京都 がやるのだっ たら、特例 許可が出ます 。そう

だけれども、一般 の人たちがや るのだったら 、東京都へ来 てください 、あなた、直 接東京
都の公安委員会に 行って、相談 してきてくだ さい、道路管 理者のとこ ろに行って、 相談し
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てきてくださいと いう世界です ね。ワンスト ップサービス で、東京都 が全部引き受 けて、
公安委員会との話 も、道路管理 者との話も、 電力会社との 話もやって あげますとい う世界
ではないですね。
だから、一般個 人では難しい という現実が あるわけで、 特例と言っ たって、特例 をやっ
ているのは、東京 都だけの話で 、自分たちの ことで、オリ ンピックの ことだけで、 民間企
業を活性化させて いくという観 点から考えた ときに、日本 の世界に発 信をするクー ルジャ
パンの一貫として 、これを活用 しようとした ときに、今の 状況では課 題があるので はない
ですか。
○上野都市整備局 技監

そこに つきましては 、まさにワン ストップで 、全部一元的 に判断

する仕組みは、今 、なっており ませんけれど も、民間の営 利企業が映 すものを、特 例許可
で認めていくとい うことにつき ましても、一 旦、都で御相 談をいただ いて、都を通 じて、
警視庁などに話を 紹介して、つ なげていくこ とはできます ので、そう いったものの 中で、
できる限り円滑に 進むような、 今までどおり 、個別の一般 の特例許可 の中で対応し ており
ますので、そうい ったやり方を 通じて、そう いうノウハウ を生かしな がら、円滑な 手続が
進むような形で、やっていきたいと思います。
○吉田委員

そこ も含めて、民 間にアウトソ ースしてしま えばいいで はないですか 。その

ほうがもうかります。
○上野都市整備局 技監

恐らく そこは、許可 権限との関係 があると思 いますので、 そこの

つくりにはなっていないところだと思います。
○大田議長
○林委員

林委員、どうぞ。
ありがとうございます。

２つ、教えていただきたいと思います。
きょうの資料１ −２の８ペー ジ、９ページ を拝見してい るのですが 、道路またぎ の根拠
です。条例の６ 条には、広告物を表示 し、また は提出物件を 設置しては ならないとあ って、
10号に道路などが 挙がっている のですが、プ ロジェクショ ンマッピン グの場合は、 道路に
広告物を表示する わけでもない し、道路に物 件を設置する わけでもな いと思うので すが、
道路またぎが一律禁止になるのは、なぜなのか。これが質問の１点です 。
２番目ですが、 条例の21条を 拝見すると、 規則で定める 規格を設け たときは、こ れらの
規格によらなけれ ばならないと して、７号で、
「 建築物の壁 面を利用する 広告物等」と あり、
９ページの規則を 拝見すると、 別表第３にお いて、建築物 の壁面を利 用する広告物 等の規
格が設けられてい て、例えば50 メートル以下 という高さ規 制ですとか 、５項のとこ ろに、
表示面積について、100 平米以下とか、壁 面面積の10分 の３以下と いう、面積規制が ござい
ます。
有体物の広告物 を建物の壁面 につけるので あれば、看板 の落下によ る人身事故な どもあ
り、これはこれで 危険なので、 わかるのです けれども、プ ロジェクシ ョンマッピン グの場
合に、従来の別表 ３にあるよう な、高さ規制 とか、面積規 制をする必 要性は、どこ にある
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のでしょうか。
○大田議長

お願いします。

○上野都市整備局 技監

１点目 でございます 。８ページの ところで、 直接的に明記 してあ

りますが、交通管 理者との関連 で明記してお りますのは、 左側の19条 の２項の４号 がござ
います。信号機ま たは道路標識 等に類似し、 また、これら の行為を妨 げるなど、道 路交通
の安全を阻害する おそれのある 広告物等とな っておりまし て、基本的 には、ここに 関連し
て、交通管理者とも協議しているところでございます。
プロジェクショ ンマッピング の光が、信号 機などに反射 することに よって、信号 機が見
えなくなるとか、 そういうこと も考えられま すので、こう いったもの を根拠に、１ つは対
応しています。
あと、特例許 可を出すに 当たりまして 、３ペー ジにございま すように 、関係機関と して、
交通管理者、道路 管理者が入っ ているのです けれども、道 路交通法の 運用との整合 性をと
ることもありまし て、交通管理 者と協議をし て、安全性が 確認できる ということを 、条件
としているということでございます。
面積につきまし ては、現行の 仕組みの中に 当て込めてい く。その中 に、プロジェ クショ
ンマッピングも位 置づけて、対 応していくと いうことでご ざいまして 、プロジェク ション
マッピングそのも のの、まさに 投映される面 積、スクリー ンの面積、 それを広告板 の表示
面積と見立てて、 その面積を一 定の範囲の中 におさめてい こう。要す るに、既存の 仕組み
の中で対応してい くときに、一 般の広告物と して扱うので あれば、面 積の制限もそ の中に
おさめないといけ ません。それ を一般ルール として示した というのが 、２ページに 記載し
ているところでございます。
○林委員

まさに これまでの有 体物を前提と した広告物の 、枠にはま らない、プロ ジェク

ションマッピング が出てきたの だから、それ にふさわしい 規格を新たに 考えるべきと ころ、
既存のものに合わ せてしまった ところが、問 題なのではな いか。その 点を私どもは 指摘さ
せていただいてい るので、既存 の広告物に対 する面積、高 さの規格と は区別して、 規格を
緩和していただく必要があるのではないかと思います。
それから、先ほ ど「道路また ぎ」の点は、 19条の「道路 交通の安全 を阻害するお それ」
があるかどうかを 、管理者との 協議で決定す るということ なので、そ の必要性はそ れなり
にわかるのですが 、その場合、 これは特例の みならず、一 般的な問題 として、民間 の立場
の方は、区道、市 道、都道、国 道、いろいろ あって、どこ に相談しに いけばいいの かわか
らないというお話 も、前回のヒ アリングでは 受けています 。相談窓口 のワンストッ プ化と
か、予測可能性をレベルアップしていただく、簡略化が必要なのではな いかと思い ます。
また、きょう、 御紹介いただ いたように、 東京2020に向 けての都主 催のイベント であれ
ば、2,600平米 とか、5,20 0平米の面積 や、高さ13 6メートルの 投射が、道路をまたい でいて
も、許されている わけです。安 全性について の考え方は、 同じだと思 いますので、 御検討
いただきたいと思います。
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○大田議長

先ほ ど、
「将来、技術革新が あって、今の広告 物規制の枠 に当てはまら ない事

例が出てきたら 」というお 話がありまし たが、こ れまで議論し てきた、私どもの認識 では、
プロジェクション マッピング自 体が、非常に 進んだ技術で あって、こ れまでの広告 の概念
にははまらないも のである。し たがって、新 しい規制の枠 が必要であ る、というこ となの
ですが、今の林委員の指摘とあわせて、そこはいかがでしょうか。
○上野都市整備局 技監

もしそ ういう話だと すると、法の 枠組みを超 えて、位置づ けると

いう話になります 。それは国の ほうで、整理 していただく 必要がある 。まずはそれ が必要
になってくると思います。
○大田議長

安念委員、どうぞ。

○安念委員

全く 見当違いのこ とを言ってい るかもしれな いので、教 えていただき たいの

ですが、そもそも 建築物の壁面 を利用する広 告物等に、プ ロジェクシ ョンマッピン グは当
たらないのではないですか。
ここで、表示と いう言葉が使 われていて、 表示という言 葉の日常言 語というか、 辞書的
な意味では、確か に映出する、 映示すること も表示だろう けれども、 ここでの用語 は、全
て有体物を前提としているように見えます。
例えば施行規則 の別表三の二 の３を見ると 、壁面の外郭 線から突出 して表示し、 また設
置しないこととあ ります。つま り映示してい れば、外郭線 から突出す ることはあり 得ない
ので、これは有体物を念頭に置いているはずです。
また、４も、窓 または開口部 を塞いで表示 し、とありま すが、これ は物理的に塞 ぐこと
です。つまり開口 部が使えなく なると困るの で、物理的に 塞ぐなとい うことです。 広告幕
は軽いので、それを押せば、外に出られるから、これは例外にしている のだと思い ます。
つまり物理的に 何か物がある というのが、 ここで言う広 告物なので あって、プロ ジェク
ションマッピング は、そもそも ここで規制の 対象にはなっ ていないの ではないかと 思った
のですが、どうでしょうか。
○上野都市整備局 技監

まさに そこが平成24 年度の広告物 審議会で議 論するときの 前提条

件というか、そも そもこれをど ういうふうに 扱うべきかと いう議論が 、入り口にあ ったわ
けです。そういう 面であれば、 既存の新しい 手法なるもの は、まさに 有体物でない もので
すから、それだっ たら、既存の 中に当てはめ ることが難し いのではな いかという議 論が一
方であって、でも、何か対応をしなければいけない。
対応していくと きに、まさに 新しいものの 中で、法律な どが改正さ れて、それに 基づい
てやっていくとい うやり方もあ り得たでしょ うし、少なく とも、その ときは、今あ る法の
枠組みと条例のツ ールを使って 、どういうふ うに対応して いくか、ど ういうふうに その中
で位置づけて対応 していくかと いうことで整 理したもので すから、有 体物もおっし ゃると
おりだと思います けれども、それ を今の枠組 みの中に、どう いうふうに 当て込んでい けば、
対応が可能かとい うふうにつく り込んでいる ものですから 、まさにそ この出発点、 入り口
のところで、これ は別の枠にす べきだという 議論は、確か にあり得る と思います。 もしそ
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れをやるとしたら 、そもそもの 出発点、入り 口、上流のと ころで、整 理をし直す必 要があ
るのではないかと思います。
○安念委員

それ は国の話であ る必要は、全 くありません 。都独自の 条例として、 都の規

制の範囲外だという整理は、幾らでもできるはずです。
○上野都市整備局 技監

そうい う意味におい て、イベント 等で、企業 名や商品名等 が映ら

ない映像、一時的に 投映するもの については、少なくとも対 象外にしよ うとしたわけ です。
○安念委員

違い ます。私が申 し上げている のは、プロジ ェクション マッピングは 、条例

の規定に当たらな いと読めるは ずなのに、な ぜ落とし込ま なければい けないのか。 そんな
ことは、する必要 が全くない。 要するに既存 の条例の体系 では、規制 の対象にしな いとい
う決断をすればい いだけの話で す。あと、道 路をまたぐと 困るという のは、道路関 係の法
令で規制すればい いのであって 、屋外広告物 関係の法令の 体系で規制 する必要は、 全くな
い。もともと規制 する必要がな いものを、規 制してしまっ たのではな いかというの が、私
の考えです。
○上野都市整備局 技監

いろん な御意見はあ るかと思うの ですけれど も、当時は、 そうい

うことでした。
○松本副大臣

東京都の審議会で議論となる点ですね。

○大田議長

髙橋委員、何かありますか。

○髙橋委員

特例 許可の制度の つくりが、問 題だと思いま す。特例許 可というのは 、現に

使っている制度だ と思っていた のですが、全 く使っていな い制度だと いうことが、 初めて
わかって、びっく りしておりま す。その理由 が、１つは、 地元市町村 の了解がなけ ればい
けない。事務処理 特例でおろし ているのです から、基準は 東京都が決 められるはず なので
す。東京都がきち んと決めて、 やると言った ら、了解では なくて、地 元市町村長と の協議
ぐらいが普通です 。そういう意 味では、同意 がなければ出 せませんと いうのが、使 わない
制度にしているのだと思います。
それから、②の 申請者は、な ぜ関係機関と 自分で協議し なければい けないのです か。申
請の対象は、市町 村長を経由し て、整備局な のだから、そ こに申請す ればよくて、 協議は
整備局がやって、 必要な情報を 申請者から関 係機関がとる 。なぜここ で協議をしな ければ
いけないのですか 。要は調整を 全部申請者が やって、いみ じくもおっ しゃったのは 、前さ
ばきが終わってか ら申請すると いう制度にな っているので 、申請者が すごい負担を しなけ
ればいけない。そ ういう意味で 、特例許可の 制度そのもの が、使えな い制度になっ ている
のではないかと思うのですが、そこはいかがでしょうか。
○上野都市整備局 技監

まだプ ロジェクショ ンマッピング での特例許 可の事例がな いとい

うことでございま すので、今後 、この制度を 活用して、今 まで周知が 十分でなかっ たとこ
ろについては、十 分に図ってい って、この活 用を積極的に 図っていく ということを 、やっ
てきたいというと ころが、１つでござい ます。姿 勢としては 、そういう ことでござい ます。
あとは、３ページ の話だと思う のですけれ ども、30条の特 例許可の権 限につきまし ても、
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区長に事務処理特 例で権限を委 任しておりま すので、各首 長さんの権 限に属してい ること
でございますから 、そちらのと ころの了解が 必要であると いうことで ございまして 、基本
的には、そちらと やりとりをす る必要がある のですが、東 京都の審議 会の議を経て という
手続がございまし て、東京都の 都市整備局の 中で、回して いかなけれ ばいけません から、
そこにつきまして は、関係機関 と協議をして いくというプ ロセスが入 ってしまって いると
いうことでございます。
○髙橋委員

事務 処理特例とい うのは、そん なものではな いと思いま す。都の基準 を決め

て、分権の観点か ら、市町村長 などに運用を 任せているの が、事務処 理特例です。 そうい
う意味で、都が基 準を決めて、 これでやって くださいとい うことで、 十分に協議す るのは
当たり前なのです けれども、同 意が要るとい うのは、おか しいのでは ないでしょう かと言
っているわけです。
○上野都市整備局 技監

繰り返 しになります けれども、自 治法の規定 に基づいて、 事務処

理特例に関する条 例により、30 条の許可も含 めて、区市に その権限を 委任している 状況で
ございますので、 そこについて は、首長さん の判断に委ね られている という理解で ござい
ます。
○大田議長

時間 が押しており ますので、最 後に伺いたい のですが、 先ほど国土交 通省に

御意見を伺ってお りましたが、 なるべく早い 時点で、プロ ジェクショ ンマッピング という
新たな手法につい て、より緩や かな、技術特 性に応じたガ イドライン をお示しにな るとい
うことなのですが 、それが出て きたら、東京 都もそれに応 じて、見直 しを検討して くださ
るということでしょうか。
○上野都市整備局 技監

まだ具 体的に拝見し ていませんが 、中身を見 た上で、判断 したい

と思います。
○大田議長

これ から自治体の 方と意見交換 をし、自治体 の実例を集 めてからとい うこと

でした。
○上野都市整備局 技監

国交省 さんからも、 中身を聞いて 、しかるべ き対応をして いきた

いと思います。
○大田議長

オリ ンピック・パ ラリンピック というのは、 東京の魅力 をアピールす る最大

のすばらしいチャ ンスで、プロ ジェクション マッピングは 、そのため の重要な手段 です。
組織委員会の中で は、私が委員 長をしており ます、経済・ テクノロジ ー委員会で、 プロジ
ェクションマッピ ングを大いに 活用しようと いう議論があ りまして、 そこで、村井 先生か
ら、こんなに規制 があるという 問題提起が出 されたという のが、今回 テーマにとり あげた
発端です。そうい う議論をして いるときに、 お膝元の東京 で厳しい規 制が行われて いると
いうことに、き ょうは、い ささか驚きま した。時間 は余りありま せんので 、オリンピッ ク・
パラリンピックが 、東京にとっ てすばらしい チャンスにな るように、 都としても、 前向き
な御検討をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
きょうは、お忙しい中、ありがとうございました。
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○上野都市整備局技監

どうもありがとうございました。

○大田議長

この件は、この会議でも、引き続き、議論をしていきたいと思います 。

○安念委員

規制 しなければい けない理由が 、全くわかり ません。光で 目がまぶしい とか、

それは当然です。だけれども、それは広告物の話ではありません。
○大田議長

ありがとうございます。

今後の運びについては、また御相談をさせていただきます。
（東京都関係者退室）
○大田議長

それ では、ここで 、梶山大臣よ り御挨拶をい ただきます が、その前に 、報道

関係に御入室いただきます。
（報道関係者入室）
○大田議長

それでは、大臣、よろしくお願いします。

○梶山大臣

委員 の皆様におか れましては、 お忙しい中、 御出席いた だきまして、 ありが

とうございます。
本日はまず、屋外広告規制の見直しについて御議論いただきました。
プロジェクショ ンマッピング が、２年後、 ３年後の大き なイベント で、しっかり と活用
されるべきだと思 いますし、早 急かつ簡素な 手続で実施が できるよう に、国土交通 省が、
都道府県というよ りも、まずは 東京都と連携 をとりながら 、何に課題 があるのかと いうこ
とについて、実施を 前提にすり合 わせを進め ていく必要が あると感じた ところであり ます。
また、この後、地 方における規 制改革と民泊 サービスにつ いても御議 論をいただき ます。
地方における規制 改革につきま しては、地方 自治体の手続 上の書式等 が異なるため に、事
業者が広域で業務 をしている場 合には負担が 大きいという 課題があり 、各府省に改 善方策
の検討を求めることとしています。
民泊については 、来年６月に 住宅宿泊事業 法が施行され ますが、幾 つかの地方自 治体に
おいて、実施を制 限する条例の 制定が進めら れております 。民泊の積 極的な活用を 図るに
は、関係省庁によ る制度の周知 徹底が必要で ありますし、 シェアリン グエコノミー をしっ
かりと広げていく ことが日本経 済の発展が資 するものと思 っておりま すので、しっ かりと
した御議論をお願いしたいと思います。
先ほどの屋外広 告の規制につ いてもそうで すけれども、私も規制改革 の担当大臣と して、
しっかりとサポー トしてまいり たいと思いま すので、御議 論をよろしく お願いいたし ます。
○大田議長

大臣、ありがとうございました。

それでは、報道関係の方は、ここで御退室をお願いいたします。
（報道関係者退室）
○大田議長

それ では、議題「 ２．地方にお ける規制改革 について」 事務局から説 明をお

願いします。
○荒木参事官

お 手元にある、 資料２−１「 地方における 規制改革に ついて」と、 資料２

−２をご覧いただきたいと思います。
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地方における規 制改革につき ましては、資 料２−１の１ ページのと おり、今年６ 月９日
に閣議決定されま した規制改革 実施計画にお きまして、こ こに書いて あるようなこ とが決
められております。
これに従いまし て、夏以降、 行ってきまし た作業の概要 を２ページ に記載してあ ります
ので、２ページをご覧いただきたいと思います。
先の閣議決定に おきましては、
「書 式等の洗い 出しを行い」とな っておりまし たので、緑
色の部分ですが、 ①のとおり、 各府省に対し て、所管行政 分野に係る 地方自治体に おける
手続のうち、地方 自治体の間で 書式等が異な るもののリス トの作成を 依頼しました 。この
結果、各府省からは、159件出されました。
次に、
「事業者の負担 を踏まえてリ ストアップ」とな っておりま したので、ピンク 色の部
分ですが、②のと おり、①のリ ストを参考と しまして、事 業者団体に 対しまして、 地方自
治体における手続 上の書式等が 異なっている ことにより、 事業者とし て負担が大き いもの
についての情報提供をお願いしました。
最後に、
「自 治体と十分に 協議する」となっており ますので 、黄色の部分 ですが、③のと
おり、地方自治体に対して、事業者からいただきました負担の内容の提 供を行いま した。
これらの作業を 経まして、真 ん中あたりの 青色の部分で すが、各府 省に改善方策 の検討
を求める書式等の案として、46件の書式等をピックアップさせていただ きました。
この46件の書式 等につきまし ては、少し飛 ぶのですが、 ４ページ目 に一覧表を付 けさせ
ていただいております。
それとともに、 資料２−２に は、それぞれ の書式等につ きまして、 その根拠規定 や実際
に事業者団体から いただきまし た負担の内容 を個別に記載 したものを 付けさせてい ただい
ております。
資料２−１にお 戻りいただき まして、３ペ ージをご覧い ただきたい と思います。 ここに
は、今後の進め方の案を記載させていただいております。
ここに書いてあ りますように 、⑤のところ ですが、今後 、各府省に 改善方策の検 討を依
頼させていただこうと思っております。
各府省にお願い させていただ こうと思って いる内容につ きましては 、その下の緑 の枠で
囲っている部分ですが、求める検討の内容として記載させていただいて います。
内容としまして は、「各府省に 検討を求め る改善方策は、「書式等の 統一」とする 。統一
の方法は、国の法 令等による書 式等の規定、 国から地方自 治体への技 術的助言によ る書式
等の雛形の提示、 地方自治体側 の連携による 書式等の雛形 の作成等に よる。なお、 国の法
令等で統一的・標 準的な書式等 が規定されて いる場合は、 その使用を 進めることも 考えら
れる。また、書式 等が異なるこ とによる事業 者の負担の内 容に応じて 、書式等の統 一の検
討に併せて、統一 的なオンライ ン化の推進、 記載項目の整 理等の改善 方策を検討す ること
とする。」とさせていただいております。
これによりまし て、各府省に 検討していた だくのですが 、その結果 、出てきた改 善方策
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の案につきまして 、下の黄色の 部分ですが、 地方自治体に 確認をして いただいた後 、この
会議等におきまし てヒアリング をして、最終 的な改善方策 を決めると いう手順で、 進めさ
せていただきたいと考えております。
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、ただいまの御説明に関し、御意見、御質問をお願いいたし ます。
吉田委員、どうぞ。
○吉田委員

前に 行政手続のほ うでやってく ださっていた 三原則の１ つ、書式の統 一とい

うことだと思うの ですけれども 、ここで大事 なのは、忘れ てはいけな いのは、ワン スオン
リーです。どんな に書式が同じ でも、何度も ファイルする のではなく て、あとは追 加の情
報ということで、 そこが認識さ れていかなけ ればいけない というのが 、究極のオン ライン
化のベネフィットだと思っています。
書式というのは 、データにな った途端、こ こに住所があ って、ここ に名前があっ てとい
うのは、余り関 係なくて 、重要な情報 がそこにあ りますという ことと、１回聞いたも のは、
ビッグデータのス トレージの中 にプールされ て、あとは、 何を追加し ていくかとい うこと
になります。
この環境ができ れば各府省に 縦割りになっ ていても、ち ゃんと横串 が通り、皆で 情報は
共有されるのです 、そこまで意 識した書式、 まずは紙ベー スでの書式 の統一という ことな
のだろうと思って いるのですけ れども、そこ の一連の流れ を意識した 中で、書式も つくっ
てくださいと申し 上げたい。そ の背景を前提 にして、今、 書式の統一 が必要ですと いう認
識から始まるのは、非常に重要なのだろうと思っています。
○大田議長

ありがとうございます。

ほかによろしいでしょうか。髙橋委員、どうぞ。
○髙橋委員

今、 吉田委員がお っしゃったよ うに、行政手 続コストの 削減ともかな りつな

がる話でございま して、そうい う意味では、 46件まで案件 を積み上げ ていただいて 、事務
局の御努力にお礼申し上げたいと思います。
これで、どれだ けコストが削 減されるかと いうことは、 行政手続部 会とも連携し て、効
果を見える化して いただくとい いと思ってい ます。どれだ けできるか わかりません が、３
月に出るというこ とでございま すので、基本 計画の改定も 含めたとき に、行政手続 コスト
に反映できるよう な形で、事務 局間の連携と いうことで、 ぜひお願い したいと思い ますの
で、よろしくお願いいたします。
○大田議長

よろしくお願いします。

林委員、どうぞ。
○林委員

聞き漏 らしてしまっ たかもしれな いのですが、 ３ページの ⑤の各府省に よる改

善方策の検討とい うのは、遅く とも１月末ま でには、資料 ２−２の各 項目について 、改善
方策を御回答いた だけるという ことで、よろ しいのでしょ うか。その 回答は、我々 が１月
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末の段階で、確認できるのでしょうか。
○荒木参事官

こ れから各府省 に改善方策の 検討を求めよ うと思って おりまして、 その期

限は１月中を考え ております。 その後、事務 的な整理等も ございます ので、実際に 先生方
にご覧いただくのは、３月以降ぐらいになると想定しております。
○林委員

⑥は、 ⑤で検討され た改善方策に ついて、地方 自治体によ る確認を２月 に行う

ということで、１ 月末の段階で 、改善方策は 整理されてい ると思うの で、私どもが 拝見で
きない理由は、どうしてなのでしょうか。
○荒木参事官

そ こについては 、知事会等と も相談しなけ ればいけな いところがあ るので

すが、検討させていただきたいと思います。
○大田議長

ほかはよろしいでしょうか。

それでは、46件の 書式等につい て、各府省に 改善方策の検 討を求める という点につ いて、
御了承いただけま すでしょうか 。それでは、 そのように検 討を求める ことといたし ます。
よろしくお願いいたします。
それでは、議題の「３．民泊サービスについて」を議論いたします。
住宅宿泊事業法 の施行に向け 、民泊の実施 を制限する条 例の状況に ついて、お伺 いいた
します。
（観光庁関係者、厚生労働省関係者入室）
○大田議長

観光 庁、秡川直也 審議官、鈴木 貴典観光産業 課長、厚生 労働省、竹林 経治生

活衛生課長にお越しいただいております。
それでは、観光庁さんより、資料３に基づいて、御説明をよろしくお 願いいたし ます。
○秡川審議官

観光庁の秡川と申します。

きょうは、機会をいただきまして、どうもありがとうございます。
民泊の法律は、 こちらの会議 の場で、規制 改革の実施計 画をつくっ ていただいて 、それ
を法律の形にした もので、本年 の６月の通常 国会で成立を させていた だきまして、 政省令
も10月末に公布を させてもらい ました。来年 の６月15日か らスタート ということで 、今、
いろいろな準備をしているところであります。
あと、民泊と関 連した旅館業 法の改正は、 旅館業法にの っとったや り方があるの ですけ
れども、その罰則と か、そういう ものを旅館業 法でやること ができてい なかったので すが、
このたびの特別国会で、その改正もできたということです。
きょうの主題は 、地方自治体 が定める条例 の制限ですの で、そうい う部分での現 状と国
会での審議の状況 等を御説明さ せていただい て、御指導い ただきたい と思っていま す。ど
うぞよろしくお願いいたします。
それでは、課長の鈴木から、説明をさせていただきます。
○鈴木観光産業課 長

７月から 、観光庁で観 光産業課長を やっており ます、鈴木と 申しま

す。
資料の御説明をさせていただきたいと思います。
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失礼ですが、着座にて、御説明させていただきたいと思います。
資料３をごらんいただきたいと思います。
１ページをごら んいただきた いと思います 。条例の問題 でございま すけれども、 そもそ
もどのような考え 方で、この法 律ができたか 、また、法律 がどうなっ ているかとい うこと
を御説明させていただきたいと思っています。
１ページ目では 、規制改革実 施計画の概要 を添付させて いただいて おります。御 案内の
とおりでございま すが、住宅宿 泊事業法につ きましては、 規制改革推 進会議におけ る議論
を踏まえまして、2 8年６月に閣 議決定された 計画に基づき 制度設計さ れ、立案され ている
ものでございます。
内容は、御案内のと おりでござい ますが、右側の１．の（１）、
（２）も同じなので すが、
一番下のところに 線を引かせて いただいてお りますが「住 居専用地域 でも民泊実施 可能と
するが、地域の実 情に応じて条 例等により民 泊不可とする ことも可能 とする」とい うこと
の中で、現在の法制度が立案されてきたという経過がございます。
２ページ目をご らんいただき たいと思いま す。国会での 審議を経ま して、６月16 日に法
律が公布されたわけでございます。
改めて内容を御 説明させてい ただきますと 、住宅宿泊事 業は、届け 出制で行われ るとい
うことでございま して、家主不 在型について は、管理業者 への委託義 務がかかると いうこ
とでございます。こちらについても、規制改革実施計画のとおりとなっ てございま す。
また、宿泊者名簿の作成等の業務の適正性の確保の措置等も盛り込ん でございま す。
地域の実情を反 映する仕組み ということで 、後ほど内容 を御説明させ ていただきま すが、
法18条が規定されているところでございます。
３ページ目をご らんいただき たいと思いま す。改めまし て、住宅宿 泊事業法18条 の御説
明をさせていただ きたいと思い ますが、上の 箱が法律でご ざいます。 生活環境の悪 化を防
止するため、必要 があるときは 、合理的に必 要と認められ る限度にお いて、条例が 制定で
きることになってございます。
また、下の箱で ございますけ れども、政令 で基準を定め させていた だいておりま して、
この会議における これまでの御 意見等も踏ま えまして、18 0日とか、10 0日とか、単 純に日
数を制限するとい うことではな くて、やって はならない期 間を指定し て行います。 必要性
があって、生活環 境との関係で 、問題がある からやっては いけないと いう期間につ いて、
指定できるという 政令にさせて いただいてお ります。当期 間の指定に ついては、特 に必要
な場合に限ってやっていいということも、記載させていただいてござい ます。
４ページ目をご らんいただき たいと思いま す。住宅宿泊 事業法に関 するこれまで の議論
等の経過でござい ますけれども 、その中で、 観光庁として 、どのよう な対外的な説 明をさ
せていただいているかということを、御説明させていただきたいと思い ます。
ここに書かれて いるとおりで ございますが 、国会審議、 国会で法律 が制定されて から２
回、近々３回目を 開催しようと 思っておりま すが、東京に 全ての自治 体を集めて、 説明会
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等を開催させてい ただいており ます。また、 意見募集、パ ブリックコ メントなども させて
いただいていると ころでござい ます。こうい った場を通じ て、条例に ついての観光 庁の考
え方を示させていただいているところでございます。
内容でございま すが、５ペー ジ目をごらん いただきたい と思います 。これは法律 ができ
たときの国会審議 、住宅宿泊事 業法のときの 国会審議でご ざいますけ れども、民進 党また
は自民党の先生の 名前を書かせ ていただいて おりますが、 両方の先生 の議論として は、割
と自由にやったら 、自治体の裁 量で条例を定 めることがで きるのでは ないかという 問題意
識でございました。
観光庁といたし ましては、田村観 光庁長官から、基 本的に１年間 365日、全てをだ めだと
いうものは、住宅 宿泊事業に係 る規制、振興 の両面を有す る本法案の 目的を逸脱す るもの
であり、適切では ないとか、そ ういったこと で、御答弁を させていた だいていると ころで
ございます。
６ページ目は、 国会の審議の ときにつけら れた、附帯決 議でござい ます。地域の 実情を
十分に配慮するよ うということ で、附帯決議 がつけられて おりますの で、御参考で ござい
ます。
７ページ目をご らんいただき たいと思いま す。７ページ 目は、政省 令をつくった 際にパ
ブリックコメント をしておりま して、この中 でも、18条に関 する意見が 多数ございま した。
できるだけ自治体 が自由にやっ たらいいので はないかとい う御意見も あれば、そう ではな
くて、こういうも のは制限的に すべきではな いかとか、両 方の御意見 がございまし たが、
その中でも、ここに 書かせていた だいている とおり、０日等 のこういっ たものについ ては、
適切でないという ことを回答さ せていただい ておりまして 、この旨に ついては、自 治体等
にも改めてお伝えしているところでございます。
８ページ目をご らんいただき たいと思いま す。こちらは 、さきの旅 館業法の一部 改正法
の審議の際の国会 答弁でござい ますが、共産 党の先生から 、このよう な御質問をい ただい
て、それに対して 、観光庁とい たしましては 、広範な区域 で、年間を 通じて、全面 的に住
宅宿泊事業を禁止 するような、 事実上、営業 できなくなっ てしまうよ うな過度な規 制は、
適切でないと御答弁をさせていただいているところでございます。
９ページ目、10 ページ目は、 現在の自治体 の検討状況で ございます が、こちらの 御報告
をさせていただきたいと思います。
９ページ目でご ざいますが、 住宅宿泊事業 を所管する自 治体は、保 健所設置市等 を含め
ると、最大で144自 治体になりま すが、これ らのうち、２ つの自治体、 大田区、新宿 区で、
条例案が議決をされてございます。
そのほか、京都 市、世田谷区 、横浜市等で 、現在、検討 が進められ ていると、把 握をし
てございます。
新宿区、大田区 でございます が、新宿区に ついては、住 居専用地域 において、平 日は禁
止をするという条例ができてございます。
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大田区につきま しては、特区民 泊と同様の 規制をされる とお伺いして おりますけれ ども、
住専地域等で規制 をするという ことでござい ます。大田区 の住専地域 は、18％ぐら いの面
積があると聞いて おりまして、 田園調布等の 住宅街で禁止 されること になるという ことで
ございます。
10ページ目でご ざいますが、 京都市におき ましては、京 都大学の先 生であります とか、
弁護士の方であり ますとか、有 識者の方を集 められて、検 討会をされ ながら、現在 、条例
案について検討されていると、お伺いしてございます。
今の案では、特に民泊関 係の苦情が少 ない、閑 散期の１〜２ 月に限って 、営業を認 める。
住居専用地域につ いては、その期 間以外の期 間は禁止する とお伺いをし ております。ただ、
家主居住型であり ますとか、一 定の住宅宿泊 事業について は、除外を するとお伺い してご
ざいます。
11ページ目でご ざいますが、 今後の我々の 予定でござい ますが、12 月19日に第３ 回の自
治体連絡会議を東 京で開催し、1 2月内に発出 を予定してい るガイドラ イン等の内容 につき
まして、説明をし たいと思って います。特に 18条の条例に ついては、 我々といたし まして
は、生活環境の悪 化を防止する ために、必要 な場合に限っ てやるもの であるので、 慎重か
つ十分な検討をし ていただいた 上で、条例を 制定するなら 、制定して いただきたい という
ことで、法律の趣旨を十分に御説明していきたいと思ってございます。
平成30年３月15 日に届け出等 の準備行為が 開始されまし て、６月15 日に施行され る状況
になってございます。
簡単ではございますが、私からの説明は、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、ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問をお願い いたします 。
吉田委員、どうぞ。
○吉田委員

今、 規制がないた めに、実は民 間で民泊が現 実に始まっ ていると聞い ていま

す。すごい勢いで す。みんなホ ームステイ感 覚でやってい るわけです 。私が思った のは、
ホームステイとい うのは、今、 規制を適用し ているのでし ょうか。間 違えなく、今 、外資
系の代理店を通じ て現実が進行 しています。 口コミで、１ 回やっても うかった人は 、もう
一回やりたくなる から、も う一回、ア プライする わけです。ちゃんとし たことをしな いと、
ネットに書き込み などがあって 、今度は使い ませんという ことで、市 場で淘汰され ていく
というロジックが 働いている。 実際には、い ろいろ進んで いるので、 事例はふえて いると
思います。こういう 方々のヒアリ ングを聞い て、一番最初に 考える必要 があると思う のは、
事故です。このよ うなポイント も今後施行ま でのガイドラ インに組み 込んでいただ きたい
と思います。
○鈴木観光産業課 長

法律の中 でも、もとも と28年６月の 閣議決定の 際に、家主が 居住し

ている、つまりホ ームステイタ イプのものと 、家主が不在 で貸し出さ れているもの と、分
けて規制をかけて おりまして、 一部、家主居 住型、ホーム ステイタイ プのほうが、 規制も
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省略されているというか、軽くなっている部分もございます。
また、我々とし ましても、Air bnbさんとか 、ああいった 現場の実態 に詳しい方と もよく
議論をさせていた だきながら、 適切な運用が できるように 、負担にな り過ぎないよ うな運
用ができるように、気をつけてまいりたいと思っております。
○大田議長

森下委員、どうぞ。

○森下委員

これ は早くしない と、実際上、 法律が骨抜き になってし まいと思いま す。月

曜から木曜とか 、京都の１ 月、２月な んて、も ともと必要が ない時期に 民泊を解禁し ても、
意味がないと思い ます。そうい う意味では、 本来、必要な ときにでき ないというの は、法
の趣旨に大きく外 れていると思 うので、スケ ジュール感が 遅いのでは ないか。この 調子で
いくと、ガイドラ インが出るま でに、自治体 でいっぱい条 例をつくっ てしまうこと になり
かねないので、も っと前倒しで やっていただ いて、条例の 要件を見た ら、早目に観 光庁か
ら牽制球を投げて もらわないと 、意味がなく なってしまう のではない かと思います 。手を
こまねいている印象が非常に強いのですけれども、いかがですか。
○大田議長

民泊 新法で、自治 体が条例を定 めることがで きるという ことになって 、民泊

の趣旨が生かされ ないようにな ってしまうの ではないか、 実質的に民 泊が阻害され てしま
うのではないかと いう懸念を、 私どもはずっ と表明してお りまして、 それに対して 、観光
庁さんからは、そ うならないよ うに、ガイド ラインを出す というお答 えをいただい ており
ました。政令がで きて、間を置 かずにガイド ラインができ ると、私ど もは思ってい たわけ
ですけれども、い まだに出てお りません。今 、森下委員か らあったよ うに、既に自 治体で
条例を決めてしま っています。 新法ができた ときに、ガイ ドラインを 即座に出さな いと、
国としての役割を果たせないと思うのですが、そこはいかがでしょうか 。
○秡川審議官

ガ イドラインは 、御指摘のと おりだと思い まして、年 内にというこ とで、

もう12月になって いますけれど も、年内ぎり ぎりにならな いように、 今、頑張って 準備を
していますので、もう少しというところです。
それから、先生 が御指摘の牽 制球は、いろ んな機会に牽 制球を投げ ているつもり なので
すけれども、届い ていない牽制 球もあるかも しれません。 19日もしっ かりと牽制球 を投げ
ようと思っている のですけれど も、ガイドラ インを早くや るというこ とと、周知徹 底の両
方をしっかりやりたいと思います。
○大田議長

なぜこんなにおくれてしまったのですか。

○秡川審議官

条 文ごとに、細 かく想定され るものを記述 するという 形でやってい るので

す。パブリックコ メントなどを やりますと、 いろんな論点 が提示され るものですか ら、そ
れについて、でき るだけ応えら れるように思 って、充実を 図りつつ、 時間がかかっ ている
状況です。きょうの御意見も踏まえて、早急に頑張っていきます。
○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。

確認なのですが 、自治体を４ つ御紹介いた だきました。 新宿区、大 田区、横浜市 、京都
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市の条例と条例案 を御説明いた だきましたが 、これは過去 の国会答弁 などを踏まえ ると、
不適切ということ でよろしいの ですか。不適 切だとお考え になっている ということな のか。
不適切であるとき に、どう対処 されるのでし ょうか。ガイ ドラインを 整備されるだ けでは
なくて、個別の条例についてどうされるのか、教えてください。
○大田議長

お願いします。

○秡川審議官

不 適切かどうか ということで いうと、不適 切な要素が かなり強い部 分もあ

ると思います。大 田区と新宿区 といっても、 土地柄が違う と思います ので、それぞ れの御
事情を踏まえて、 お考えになっ ていると思い ます。そこは よく説明を していますの で、そ
れを踏まえてやっているのだろうと思っています。
大田区の場合は 、先ほども御 説明しました が、特区でス タートして いるのです。 ２年前
からやっていて、 大田区では非 常にうまく回 っているよう であります 。田園調布な どがあ
るような、すてき な区ですから 、どんなもの かと、最初は 思ったので すけれども、 今のと
ころ、１年間やっ てみて、クレ ームはゼロら しいです。で すから、特 区でやってい るやり
方をそのままパラ レルで、引き 続きやってい きたいという のが、大田 区さんのお考 えだと
いうことで、それを表現すると、こうなってしまうようです。
先ほど説明した 民泊新法の考 えからいうと 、不適切ゾー ンに近い感 じはあるので すけれ
ども、大田区の１ 年間の実績だ と、引き続き 、こういう形 でやりたい ということで 、決め
られたということ なので、法律 の趣旨は、19 日も含めて、 きちんと伝 えながら、ど ういう
ふうにやっていく のかというこ とは、大田区 にきちんと考 えていただ いて、促した いと思
っております。
○原委員

不適切 かどうかは、 よくわかりま せんみたいな ことを言わ れていると、 これか

らもこういったも のがどんどん できていく可 能性があって 、大田区の 条例は、法令 に基づ
いて考えたら、明 らかに法律違 反ではないか と思います。 法律に書い てあるのは、 期間を
制限できると書い てあって、こ れは期間の制 限ではなくて 、地域を制 限しているわ けです
から、おかしいと 思います。そ ういうことを より明確に言 っていかな いと、この問 題は解
決しないのではないかと思いました。それが１つです。
もう一つ、質問させ ていただきた いのは、先ほど144 自治体、所管し ている自治体 がある
ということでござ いました。こ れから法律が 施行されて、 施行された 後も、随時、 いろん
な自治体がこの条 例をつくって いくことにな ると、民間の 事業者から すると、この 地域で
スタートしていた のだけれども 、ある日、突 然、条例がで きて、でき なくなってし まいま
した。大田区のよ うな条例がで きて、だめだ と言われまし たというこ とが、生じる 可能性
があるのかどうか。これはどうお考えになっているのか、教えてくださ い。
○大田議長
○秡川審議官

お願いします。
144 の自治体とい うのは、アッパ ーなのです。政令 市とか、そういう 資格の

ある自治体の上限 が144です 。来年の６ 月15日に制度 がスタート するのですけ れども 、その
ときまでに条例を 定めないと、 ある自治体に おいては、自 由に何でも できますとい うこと
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になってしまいま すので、それ でよしという 自治体は、も ちろんそれ でいいと思う のです
けれども、そうで なければ、何 らかのアクシ ョンというか 、お考えが あれば、条例 を定め
るという方向にな るのではない かと思ってい まして、動き としては、ま だ少ないので すが、
これからいろんな ところが、そ ういう議論を 深めていくの ではないか と、予想はし ていま
す。
○原委員

伺った 趣旨は、６月 までにつくら れるところ、 施行までに 条例をつくら れると

ころはいいのです が、そうでは なくて、施行 された後でも 、条例はつ くり得るわけ です。
そうすると、大変 不安定な状況 になるのでは ないかと思う のですが、 そこの御指導 はどう
されるのでしょうか。
○鈴木観光産業課 長

法律でこ ういう形にな っております ので、制度 的には、条例 は制定

し得るということは、御指摘のとおりでございます。
一方で、委員 が御指摘の とおり、そ うすると 、住宅宿泊事 業を実施さ れる方にとっ ては、
大変不安定な状況 になるという ことで、我々 といたしまし ては、各自 治体に対して 、条例
を事後的につくる ような場合に つきましては 、例えば適切 な事前周知 でありますと か、経
過措置等を条例において定めることを求めて、推奨していきたいと思っ てございま す。
以上でございます。
○大田議長

八代委員、どうぞ。

○八代委員

先ほ ど大田区につ いては、特区 民泊の規制だ からいいと いう理屈があ るらし

いのですが、特区 民泊の場合は 、たしか２泊 ３日以上であ れば、それ 以上の期間に ついて
の制限がないこと が住宅宿泊事 業法との大き な違いです。 ですから規 制強化を求め る側の
良いとこ取りのよ うなロジック を認めるとい うことは、や はりおかし いのではない かと思
います。そういうことも強く言っていただければと思います。
○原委員

補足さ せていただく と、特区民泊 についても、 法律上は、 住居専用地域 もでき

るのです。大田区では、条例で制限をしていたということです。
○大田議長

今の点で、何かありますか。

○秡川審議官
○大田議長

今の御意見もきちんと伝えたいと思います。ありがとうございます 。
先ほ ど原委員から 、法律に照ら して、不適切 ではないか という御質問 のとき

に、これにどう対 応するのかと いう質問があ ったのですが 、既に条例 を決めてしま ったと
ころについては、不適切であっても、見直しは求められないということ ですか。
○秡川審議官

法 令上、あなた のところの条 例を直しなさ いという権 限は、我々に ないの

ですけれども、か といって、客 観的な法律と の関係、解釈 があります ので、そこは きちっ
と伝えて、よく考えてもらうようにしたいとは思っております。
○大田議長
○林委員

林委員、どうぞ。
来年４ 月の京都のホ テル予約をと ろうとしたら 、いっぱい で、年々すご いこと

になっているので すが、京都、 世田谷、横浜 という、今、 制限の方向 で条例案を固 めつつ
あるところに対し て、再検討を 求めるアクシ ョンは、観光 庁としては 、計画されて いない
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のですか。
○鈴木観光産業課 長

京都市に おきましても 、ほかの市に おきましても 、そうなので すが、

我々は、説明会等 を通じて、こ の条例につい ては、生活環 境の悪化を 防止するため に、真
に必要な場合に限 って、限定的 にやってくだ さいというこ とは、常に お願いをさせ ていた
だいているところでございますし、これからもさせていただきたいと思 っておりま す。
以上でございます。
○林委員

一般論ではなく、今の３つについては、再検討を求めるのですね。

○秡川審議官

３ つも144のうち の１つで、12月1 9日も来ます し、きょう、こういう 会議で

御議論いただいた ということも 、伝えるいい チャンスだと 思っていま すので、３つ につい
ても、伝えて、検討してもらうようにしたいと思っています。
○林委員

ありがとうございます。

しっかりと再検討をお願いしていただきたいと思います。
○大田議長

ほかはよろしいでしょうか。安念委員、どうぞ。

○安念委員

秡川 審議官に、こ んなことを申 し上げるのは 、完全に釈 迦に説法なの だけれ

ども、今、新宿区 の条例の11条 を見ておりま して、まさに 場所の制限 なのですが、 これは
普通のローヤーの 感覚からする と、政令の規 定に違反して いるように 見えます。政 令の規
定の仕方は相当厳 しいもので、 よほどのこと がないと制限 はできない というのが、 ありあ
りとにじみ出てい る文言になっ ていますが、 新宿区の11条 を見る限り では、政令の 規定を
クリアできるだけ のものがある とは思えない 。これは私の 個人的な感 覚かもしれま せんけ
れども、もし機会 があったら、 そういう意見 もあったとい うことをお 伝えいただけ れば、
幸いでございます。
○秡川審議官
○大田議長

承知いたしました。ありがとうございます。
ほかはよろしいでしょうか。

ともあれ、ガイ ドラインを早 急に策定して いただき、関 係自治体に 、ここでの議 論を含
めて、法律の趣旨をしっかりと伝えていただきたいと思います。
その状況につき ましては、こ の会議でも、 引き続き、フ ォローアッ プしてまいり ますの
で、よろしくお願いいたします。
○秡川審議官
○大田議長

承知いたしました。ありがとうございます。
本日は、ありがとうございました。

観光庁、厚生労働省の皆様は、ここで御退席いただきます。ありがと うございま す。
（観光庁関係者、厚生労働省関係者退室）
○大田議長

以上 によりまして 、本日の議事 は、全て終了 いたしまし た。ありがと うござ

いました。
事務局から、何かありますか。
○佐脇参事官
○大田議長

次回の会議日程は、後日、事務局から御連絡いたします。
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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