規制改革推進会議（第24回）終了後記者会見
議事概要

１．日時：平成29年12月12日（火）18:12〜18:38
２．場所：合同庁舎４号館２階共用220会議室
３．出席者：
（委

員）大田弘子議長

４．議事概要：
○大田議長

済み ません。プロ ジェクション マッピングの 議論が盛り 上がりまして 、お待

たせいたしました。
きょうの議題は、３つです。
１つ目は、屋外 広告物規制と いうことで、 これはプロジ ェクション マッピングに 対する
規制についてです。
２つ目は、地方における規制改革。
３つ目は、民 泊新法が成立 して、6月 に施行されま すが、既 に自治体で 、独自の条 例をつ
くるところが出て きております。新法制定後 の動向につい て、観光庁に おいでいただ いて、
御説明を伺いました。
まずプロジェク ションマッピ ングについて 、前半では、 国土交通省 、後半は、東 京都に
お話を伺いました。
屋外広告物の規 制は、地方が 条例を定める ことになって おりますの で、自治体の 判断が
重要です。そこで、東京都においでいただいた次第です。
議論を簡単に御紹介いたします。
国土交通省に対して、委員からは、次のような意見が出ました。
プロジェクショ ンマッピング は、技術進化 が目覚ましい ものだから 、地方創成に つなが
るように、自治体に実物を見せて、自治体のアイデアが出るようにして ほしい。
ベストプラクティスをベースに、国土交通省でガイドラインをつくっ てほしい。
申請する側から すると、どこ に申請すれば いいのかわか らない、ど のような手続 が必要
なのかもわからな いというのが 、前回の議論 で出されまし たので、手 続、申請、届 け出の
方法などをまとめた実施マニュアルも、ガイドラインの中に含めてほし い。
プロジェクショ ンマッピング のように、新 しい技術の場 合、自治体 からすると、 どう扱
っていいのか分か らず、実施に は勇気が必要 なので、こう いうことに ついては、条 例の主
体が自治体であっ ても、こうい うことならで きるといった ガイドライ ンを、国が積 極的に
示していかないと、テンポ感が遅くなってしまうのではないか。
屋外広告物は有 体物であるた め、面積や高 さの規制があ るが、プロ ジェクション マッピ
ングは、無体物だから、規制の必要性、根拠は異なるのではないか。
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こういうご意見 、ご質問に対 して、国土交 通省からの答 えをかいつ まんで申し上 げます
と、これまでの屋 外広告と、基 本的に異なる ものであると いう認識は 持っている。 技術的
進歩を妨げないよ う、適切な規 制にしていく 必要があるの で、条例を 決めるのは、 基本は
自治体ではあるけ れども、国土 交通省として 、ガイドライ ンを出して いきたい。そ のため
に、今、いろいろ な自治体で行 われている事 例について、 情報を収集 していると。 幾つか
の事例は、お手元にお配りしている資料の中に示されています。
条例変更が必要 な場合もある ので、もう少 し自治体から 実例を集め た上で、ガイ ドライ
ンを策定したい。実 施マニュアル のようなも のについても、自治体と情 報共有をした 上で、
ガイドラインに書き込んでいきたいということでした。
ただ、ガイドラ インがいつに なるのかとい うことが、明 確に示され ませんでした ので、
国土交通省は、もっと前向きになってほしいという意見が出されました 。
その他の委員の 意見として、 国内の事例を 集めるという ことだが、 海外にはいろ いろな
事例があるわけで 、これまでの 事例を国土交 通省は一体ど う見てきた のか。これま でなぜ
対応しなかったの か。ゆっくり やっていると 、日本中の創 意工夫を縛 ることになる のでは
ないかと。
国土交通省から は、これまで は、プロジェ クションマッ ピングとい うのは、屋外 広告物
として捉えてきて おり、対応に おくれがあっ たことは、否 定できない 。なるべく早 く、年
度内に自治体の情報を集めて、共有していきたいということでした。
私からは、2019 年にはラグビ ーワールドカ ップもありま すので、非 常に急がれる 課題で
あると。年度内に 自治体の情報 を収集して、 検討するとい うことであ れば、ガイド ライン
の策定は来年前半 のなるべく早 い時期に、私 どもが第３次 の答申をま とめる前に、 ぜひと
もお願いしたいということを、国交省にお願いいたしました。
次いで、東京都 の説明は、お 手元の資料を ごらんくださ い。条例は 、それぞれの 都道府
県の広告物審議会 というところ で、検討する ことになって おります。 平成24年度の 東京都
広告物審議会で、 プロジェクシ ョンマッピン グの議論をや った時点で 、国の見解は 、明確
に示されていなか ったので、都 として、判断 をしたと。プ ロジェクシ ョンマッピン グとい
う新しい手法が、従 来の枠におさ まり切れな い場合も将来 的には出てく るかもしれな いが、
現段階では、従来 の屋外広告物 として取り扱 うことにした 、というこ とで、資料に あるよ
うな取りまとめをした、と。
つまり、企業名、 商品名が映ら ないこと、禁 止区域ではだ め、許可区域 では一定の 規格
内、道路をまたい だ投影はだめ 、ということ です。ただ、 新しい手法 ですから、個 々の事
例が出てきたらそ のつど判断し て、特例許可 を出すという 方針でやっ てきていると いうこ
とでした。
これに対して、 委員から出た 意見は、プロ ジェクション マッピング は、お金もか かりま
すし、営利というこ とを意識して いいのでは ないか。企業の 投資を喚起 することにも なる、
と。屋外広告物と 違って、プロ ジェクション マッピングは 、投影時間 が限られてい ますか
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ら、企業名が短時間出るのは考えていいのではないか。
また、なぜ道路 をまたいで投 影禁止という ことになるの か。プロジ ェクションマ ッピン
グの技術は、遠く から投影する ことで、かな り遠距離に映 写できるわ けです。だか ら、ド
ライバーから見え ない形で投射 することもで きますし、道 路を何かで 塞ぐというこ とはあ
りません。したがって、なぜ道路またぎがいけないのかと。
また、有体物の 広告物の場合 は、落下の危 険があります から、高さ とか、面積の 規制が
あるわけですが、 プロジェクシ ョンマッピン グは、そうい うことはな いので、なぜ 面積や
高さを規制するのか、その根拠はどこにあるのかといった意見がありま した。
つまりこれまで の枠にはまら ないのが、プ ロジェクショ ンマッピン グですから、 既存の
広告の規制を当てはめるのが、問題ではないかと。
さらに、そもそ もプロジェク ションマッピ ングは、屋外 広告物に当 たらないので はない
か。屋外広告物は 、有体物に該 当するもので 、物理的に塞 ぐとか、壁 を占有すると いうこ
とを前提にしてお りますが、プ ロジェクショ ンマッピング は、それで はありません から、
そもそも規制の対象になるのかといった意見がありました。
これに対して、 都からは、営 利目的につい ては、収入を 公益的目的 に入れるとい うこと
で、認めているということでした。
道路をなぜまた いではいけな いのかという ことについて は、安全上 の規制である と。遠
くからドライバー がプロジェク ションマッピ ングの映像を 見て、びっ くりすること がある
のではないか、あ るいは信号機 が塞がれてし まうことがあ るのではな いかというこ とでし
た。
また、将来、技 術革新が進ん で、現在の規 制が当てはま らないよう なことになれ ば、法
律を越えることだ から、国とし て、そういう 判断を示して ほしいとい うことを言わ れまし
たが、これに対し て、委員から は、都の条例 であっても、 屋外広告物 から外すこと はでき
るはずであると。
東京都からは、平 成24年の広告 物審議会の ときも、屋外広 告物に当て はまるのかど うか、
既存の規制に当て はまるのかと いう議論はあ った。しかし 、その時点 では、少なく とも、
何らかの対応をせ ねばならない し、新しい法 律は打ち出さ れていなか ったので、現 在の法
律の枠組みで、整理する必要があったという御回答でした。
国土交通省から ガイドライン が示されれば 、見直すのか という質問 に対しては、 内容を
まだ確認していないので、これから内容を見て、判断していきたいとい うことでし た。
また、特例許可 を出すのに、 どれぐらいの 時間がかかる のかという 質問に対して 、まず
やりたいという人 から相談があ って、いろい ろな条件を前 さばきして 、これならい けそう
だということが決 まってから、さ らに２〜３ カ月かかって、許可が出る ということで した。
これに対して、 そもそも特例 許可のつくり 方が問題なの ではないか 。つまり申請 する側
が、全部自分で調 整を行って、 前さばきをし なければなら ないという 、たてつけに なって
いるので、これで は、実際には 、プロジェク ションマッピ ングは進ま ないのではな いかと
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いう意見が出されました。
以上が主な議論です。
続いて、地方の規制改革についてです。
自治体ごとに書 式、様式が異 なっているこ とによって、 企業の負担 になっており 、各府
省に見直してほしいものを抽出しておりましたが、今回、46の書式等抽 出されまし た。
これについて、 今後、各府省 に改善を求め ていきます。

具体的な 書式について は、資

料をごらんください。
これに対して、 地方において 、書式、様式 が統一される だけではな くて、同じよ うなデ
ータを何度も入力 しなくて済む ように、ワン スオンリーを 心がけてほ しいという意 見があ
りました。
また、行政手続 部会の髙橋部 会長から、こ れでどれだけ 企業の行政 手続コストが 削減さ
れるのかというこ とが問題であ るので、行政 手続部会でも 連携して、 この効果を図 ってい
きたいという御意見が出されました。
最後に、民泊についてです。
お手元の資料に ありますよう に、大田区、 新宿区につい ては、条例 案を議決済み 、その
他、京都市、世田 谷区、横浜市 では、条例案 の意見募集、 条例検討の ための有識者 会議等
の設置がなされています。
今後の観光庁の スケジュール は、12月内に ガイドライン を出すと。 また、現在、 自治体
との連絡会議を行 って法律の趣 旨の説明をし ており、第３ 回が12月19 日に開催され るとの
ことです。
これに対する委 員の意見とし て、ガイドラ インのおくれ が問題であ る、と。私ど もは、
地方の条例によっ て、民泊の趣 旨が生かされ ず、実質的に 民泊ができ ない状態にな るので
はないかというの は、懸念をし ておりました 。このことに ついて、観 光庁からは、 ガイド
ラインを示すとい う回答を得て おりました。 しかし、ガイ ドラインは 、少なくとも 政令が
できた直後に出されないと、国としての役割を果たせないのではないか と。
これに対して、 観光庁からは 、年内には出 したいがおく れてしまっ た、なるべく 法律の
趣旨を届けるよう に、牽制球は 投げているし 、周知徹底に も努力して いるのだが、 なかな
か届いていないようだとのお答えがありました。
なぜこんなにお くれたのかと いうことを質 問しますと、 パブコメで いろいろな論 点が提
示され、条文ごと に細かく想定 されるものを 記述する形で やっている ので、おくれ てしま
ったということでした。
次に委員からの 質問として、 新宿区、大田 区で決められ た条例の中 身は、過去の 国会答
弁に照らすと、不適切と言えるのではないか、これに対して、どう対応 するのかと 。
観光庁のお答え は、不適切な 要素があるよ うに見受けら れる。ただ し、大田区は 、特区
でうまくいってい るので、これ をそのまま引 き継ぎたいと いうことで あるという説 明があ
りました。
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また、現在、既 に条例ができ ているものに 見直しを要請 できるのか という質問に 対して
は、既に決め た条例を直 せとは言えな いが、客観的に見て 、法解 釈上、問題がある場 合は、
それをきちんと伝えて、よく考えてもらうことにしたいという答えでし た。
また、条例は、 ６月の法施行 の後も制定で きることにな っているわ けので、民泊 事業を
やっている人から 見ると、途中 で状況が変わ ってしまうこ とになり、 不安定になる のでは
ないかという質問がありました。
これに対しては 、自治体に対 して、法施行 後に条例を決 める場合は 、事前の周知 を徹底
し、経過措置をしっかりとるよう、求めていくということでした。
また、条例を検 討中の京都、 世田谷、横浜 に対して、再 検討を求め るアクション を起こ
してはどうかとい う意見に対し て、常に要請 をしているし 、今後も再 検討を求めて いきた
いということでした。
私からは、早急 にガイドライ ンをつくって いただき、法 律の趣旨を 周知徹底して ほしい
ということをお願いいたしました。
この件は、規制改革推進会議でも、フォローアップしていきます。
きょう、梶山大臣 からは、プロ ジェクション マッピングが より効果的 に活用できる よう、
新たな許可基準を 定めることも 含めて、検討 が行われるこ とを期待す る。２年後、 ３年後
に活用できるよう に、課題の洗 い出しをやっ てほしいとい う発言があ りました。民 泊につ
いては、「幾つか の地方自治体 で実施を制限 する条例が定 められてい る。民泊の積 極的な
活用を図るために は、関係省庁 による制度の 周知徹底が重 要だ、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大事だ」という御発言でした。
私からは、以上です。
○司会

そうしま したら、御質 問のある方は 、挙手の上、 お名前と御 所属を言って いただ

きまして、簡潔にお願いいたします。
どうぞ。
○記者

プロジェクションマッピングのことで、２点、教えてください。

１つは、国交省 のガイドライ ンのお話があ りましたけれ ども、会議 としては、こ れが出
てくるのを待つこ とになるので しょうか。そ れとも、引き 続き、この 件というのは 、ずっ
と議論をしていくのでしょうか。
もう一つは、東 京都と国交省 の両方で、委 員の方から出 てきた、そ もそも規制の 必要は
ないのではないか 、有体物では ないでしょう というのは、 ガイドライ ンの中で、そ ういう
要素が出てくる可 能性があるイ メージを持っ てもいいので しょうか。 ガイドライン という
のは、あくまで規 制の対象とし て、今までの ものとは違う 形の規制を していきます という
意味なのか。規制 の必要がない という議論は 、きょうのと ころでは、 東京都や国交 省から
は、それはないという感じなのでしょうか。
○大田議長

きょ う、さまざま な論点が出さ れて、この問 題は重要で あるという認 識を新

たにしましたので 、今後の進め 方は今の時点 では何とも申 し上げられ ませんが、引 き続き
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の議論をしていき たい、ガイド ラインが出る のを待ってい ることには しない、と思 ってい
ます。
それから、プロ ジェクション マッピングは 、そもそも屋 外広告物と しての規制は 必要な
いのではないかと いうのが委員 の意見であっ て、全く自由 にしろとい うことではあ りませ
ん。
国交省からは 、きょうは 、それにつ いての直接 の御回答はあ りませんでし たが、有 体物、
無体物という分け 方は、これまで していなか ったものの、プ ロジェクシ ョンマッピン グは、
技術の手法として 、新しいもの であるので、 これまでの規 制の枠組み ではない、技 術特性
に合った枠組みを考えたいというお答えがありました。
よろしいですか。
○記者

はい。ありがとうございます。

○司会

ほかにございますか。どうぞ。

○記者

民泊のと ころについて なのですが、 新宿区と大田 区の条例の 件で、観光庁 から、

不適切な要素もあ るという説明 があったとい うことなので すが、具体 的にどの部分 が趣旨
と反するということなのか、教えていただけますか。
○大田議長

これ は正確にお答 えしたほうが いい箇所だと 思います。 まず委員の質 問を咀

嚼して言いますと、民 泊というのは、住 居専用地域で 営業するとい うことで、180日 以内と
いう制限が設けら れています。 ところが、大 田区・新宿区 の場合は、 住居専用地域 でだめ
だということにな っているわけ です。そうい うことを踏ま えての質問 で、それに対 して、
不適切な要素がないとは言えないという回答でした。
○司会

もう少し 技術的に言い ますと、広範 な区域で、年 間を通じま して、全面的 にいわ

ゆる民泊を禁止す るということ は、事実上、 営業ができな くなってし まうという、 過度な
規制になるので、法の趣旨に照らして、適切ではないということだった と思います 。
○記者

ありがとうございます。

そこの部分なの ですが、大田 区の場合は、 全ての期間、 住専地域で 禁止というこ とで、
今の趣旨に反する と思うのです が、例えば新 宿区だったり 、ほかの横 浜市などの検 討状況
で、平日は禁止と なっていると 思うのですが 、そういった 場合も、こ の趣旨に反し てくる
という理解でよろしいのでしょうか。
○大田議長

そこ は明快な回答 はありません でした 。ただ 、年間180日 以内というの が法律

ですから、そこと 余りに大きく 乖離している ことに対して の委員から の質問であっ たと思
われます。
観光庁からは不 適切な要素が ないとは言え ないが、それ ぞれの地域 の実情がある のでと
いう答えですね。
○司会

もうちょ っと踏み込ん でいました。 不適切かどう か、そのよ うな要素は、 強いと

思うということで した。大田区、新宿区は 、土地柄が 違うので 、いろん な事情を踏ま えて、
考えられておられるのだけれどもという感じでした。
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○大田議長

よろしいですか。

○記者

はい。

○司会

それでは、そろそろお時間ですので、よろしいでしょうか。

それでは、本日の記者会見は、終了いたします。ありがとうございま した。
○大田議長

ありがとうございました。
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