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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

1 01 北海道 01000 北海道
小規模サテライト
型障害者入所施設
北海道特区

名寄市、千歳市、伊達
市、北広島市及び石狩市
並びに北海道厚田郡厚
田村及び夕張郡長沼町
の全域

　身体・知的障害者入所施設について、地域移行を希望してい
るが直ちには移行できない者を対象に、市街地に設置した本体
施設とは別の小規模施設での施設運営を可能とする。このこと
により、地域の実情に応じた取組の選択肢を増やし、入所施設
利用者の地域生活への移行を促進するとともに、入所施設の
機能を地域生活支援へ転換し、ひいては「北海道障害者基本
計画」の目標を達成することを目指す。

930
・サテライト型障害者施設の
設置の容認

生活福祉
関連

第７回
（平成17
年10月31
日、平成
18年3月6
日変更）

平成19年
3月30日

2 01 北海道 01000 北海道
選べる福祉サービ
ス北海道特区

函館市、小樽市、釧路
市、留萌市、江別市、恵
庭市、伊達市、北広島市
及び石狩市並びに北海
道石狩郡当別町、厚田郡
厚田村、浜益郡浜益村、
樺戸郡月形町、新十津川
町、上川郡当麻町、上川
町、剣淵町、空知郡中富
良野町、虻田郡洞爺村、
静内郡静内町、川上郡弟
子屈町、白糠郡音別町、
樺戸郡浦臼町の全域

　障害者支援費制度による施設訓練等支援サービス等につい
て、日単位で利用可能とするほか、事業者間の契約によって、
一部のサービス提供を施設から他事業者に委託できることと
し、利用者の実情に即したサービス提供を可能とする。障害者
の選択により、入所施設、通所施設及び居宅サービスを組み合
わせて利用できるよう選択肢を拡充することにより、入所施設
から地域生活への移行を促進し、地域社会での自立生活の実
現をし、「北海道障害者基本計画」の目標を達成することを目指
す。

925
926

・障害者の施設訓練等の支援
費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助
の支援費の日額算定

生活福祉
関連

第７回
（平成17
年10月31
日変更）

平成18年
7月3日

3 01 北海道 01000 01100 北海道、札幌市
さっぽろベンチャー
創出特区

札幌市の全域

　北海道大学をはじめとする優れた研究機関の集積を生かし
て、外国人研究者の受入促進や産学官連携による研究開発の
促進のための規制の特例を導入し、大学や研究機関の研究成
果を活用したベンチャー企業など新産業の創出を促進し、研究
開発から事業化まで一貫した取り組みを推進するリサーチ＆ビ
ジネスパークの形成を図るとともに、既存産業の高度化と新た
な産業創出による重層的な産業基盤を構築する。

501502503
504
201
202
704
705
813
814
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第２回（平
成15年11
月28日、
平成16年
6月14日、
平成16年
12月8日
変更）

平成19年
3月30日

4 01 北海道 01100 札幌市
安心して働ける街
さっぽろ特区

札幌市の全域

　「札幌市就業サポートセンター（仮称）」を新設し，センター内に
官民共同の職業紹介窓口を開設して職業紹介事業を行うほ
か、官民共同による職業紹介窓口を活用した各種の新たな就
労支援事業を継続的に実施し，女性や中高年齢者にかかる雇
用状況の改善を図りながら就職者数の増加を図り，失業率を低
下させていく。こうした取組を，新たな形の総合的な就業支援事
業「札幌型就業支援事業」として相互に連携しながら実施し，地
域経済の活性化につなげていく。

903
・官民共同窓口の設置による
職業紹介

産業活性
化関連

第５回
平成17年
7月19日

5 01 北海道 01100 札幌市
風を感じる北のま
ちづくり・札幌カー
シェアリング特区

札幌市の全域

　『CO2削減アクションプログラム』を策定し環境対策を推進して
いる札幌市において、自動車の"所有"から"共有"という「脱マ
イカー」の発想をもとにカーシェアリング事業を行うことにより、
環境にやさしい新しいコミュニティづくりを進める。これにより、
地球の温暖化防止・CO2削減、交通渋滞の緩和、土地の有効
利用促進など、都市の環境問題解決を目指す。利用者の観点
では、低公害車・エコドライブなどへの認識が深まり、車所有に
要したコストの削減は新たな経済活動につながるとともに、車
の共有を通じた地域の新しいコミュニケーション、新しいビジネ
ス展開の可能性が期待される。

1217
・無人の自動車貸し出し（レン
タカー型カーシェアリング）

環境・新エ
ネルギー

関連
第７回

平成18年
7月3日

6 01 北海道 01100 札幌市
札幌市高度ICT人
材育成特区

札幌市の全域

　市内ＩＴ関連の従業員は16,000名に達し「サッポロバレー」と呼
ばれるほどの集積が進んでおり、そのさらなる発展のために高
度IT人材育成を産業振興施策の柱として実施していく予定であ
る。そこで、一定要件を満たす民間資格の取得を要件とする講
座を受講し一定の基準を満たす者に対し、基本情報技術者と初
級システムアドミニストレータの午前試験を免除する内容の特
例措置を設け、当受験者数並びに合格者数を増加させ、全国
的に受験者数の少ない高度技術系受験者の予備軍を創出す
る。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第９回
平成22年
11月30日

7 01 北海道 01100 札幌市
ビジネスフロンティ
ア育成特区

札幌市の全域

　ベンチャー企業の創出やリカレント教育の充実を目指す札幌
市において、株式会社が大学の設置主体となることを認めるこ
とにより、実社会で即戦力となるビジネスパーソンの育成を目
指した高度なキャリア教育を実現する。これによって地域にお
ける高い専門性を持った人材や自ら新しいビジネスを立ち上げ
る人材を育て、産業の育成を図るとともに、地元企業との連携
の充実、今後の雇用や消費の拡大などを通じて地域社会・経済
の活性化を実現する。併せて、校地・校舎の自己所有要件の緩
和等の特例を活用し、円滑な事業推進を支援する。

816
821(801-1)

828
829

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置
・空地に係る要件の弾力化に
よる大学設置

教育関連 第５回

平成23年
6月29日
申し出に
より取消

8 01 北海道 01100 01203 札幌市、小樽市
ビジネス人材育成
特区

札幌市及び小樽市の全
域

　小樽商科大学に開設されたビジネススクール（専門職大学
院）において、「夜間大学院留学生受入れ事業」の特例措置を
適用し、外国人留学生の受入れ体制を整備することによって、
多様な知識と経験を有する人材の確保が可能となり、これら留
学生と地域の連携によって既存産業のイノベーション、新産業
の創出、国際化の推進を図る。

508
・夜間大学院における留学生
の受け入れ

教育関連 第５回
平成18年
7月3日

9 01 北海道 01202 函館市
マリン・フロンティア
科学技術研究特区

函館市の全域

　太平洋、津軽海峡、日本海という性質の異なる三つの海に囲
まれた函館市において、北海道大学水産学部などの水産・海洋
に関する学術・研究機関や水産業をはじめとする独特な産業が
集積している地域の特性を活かした「函館国際水産・海洋都市
構想」を推進するため、科学技術研究に関わる規制の特例を導
入し、研究環境の向上や産学官連携の強化を促し、国際的な
水産・海洋に関する学術・研究都市の形成を図る。

501502503
504

704
705
813
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第２回（平
成16年6
月14日変

更）

平成19年
3月30日

10 01 北海道 01203 小樽市
福祉のまちづくり推
進特区

小樽市の全域

　重度心身障害児施設の給食を外部委託することは経済的効
果が大きく、バリエーション豊富なメニューが提供できるだけで
はなく、差益を利用して福祉職員の質、量を充実することが可
能となり、ひいては地域医療の充実や入所者サービスの向上、
地域の雇用促進に寄与する。

909(917)
・肢体不自由児施設等におけ
る調理業務の外部委託の容
認

生活福祉
関連

第４回
平成18年
7月3日

11 01 北海道 01205 01230
室蘭市、登別
市、白老町

室蘭登別白老広域
連携福祉輸送特区

室蘭市及び登別市並び
に北海道白老郡白老町
の全域

　北海道の南部に位置し隣接する室蘭市・登別市・白老町の三
市町は、住民が通勤、通院その他様々な日常生活の上で密接
に関わり合う地域である。室蘭市・登別市が合同で、白老町が
単独で福祉有償運送運営協議会を設置している。近年、三市
町においては高齢化率の上昇に伴い、公共交通機関の利用が
困難な方が増加しているが、その中には介助者の手助けにより
一般車両に乗降することで移動が可能な方が多く、そのニーズ
も非常に高くなっている。そこで、福祉有償運送でセダン型車両
を使用できる特例を活用することによって福祉輸送サービスの
充実を図り、移動制約者が自立できる地域社会を形成する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

12 01 北海道 01206 釧路市
釧路市ハートフル
セダン型特区

釧路市の全域

　本市は、北海道の東部太平洋岸に位置し、「釧路湿原」・「阿
寒」の二つの国立公園をはじめとする雄大な自然に恵まれた街
である。当市において、単独での外出が困難である障がい者の
外出は、家族の援助により成立しており、この「移動支援」を拡
充することが当事者やその家族から求められている。そこで本
特例を活用し、地域全体の輸送サービスを充実させ、障がい者
の外出機会の増加を促すことにより、自ら行動し実践していく社
会的訓練と、精神状態の安定につながり、障がい者の生活を支
える住みやすいまちづくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

全国展開等があった特区　［都道府県別］
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

13 01 北海道 01206 釧路市
釧路市阿寒湖温泉
地区共生型福祉
サービス特区

釧路市の区域の一部（阿
寒湖温泉地区）

　釧路市では、福祉サービスの基盤整備は主に都市部で進め
られてきたが、市中心部から最も遠い阿寒湖温泉地区に平成２
１年１２月、同地区初の福祉サービス提供拠点となる共生型多
機能施設が開設される。その中心となる小規模多機能型居宅
介護事業所において、高齢者とともに障害児（者）の受け入れを
行うことで、地区内で支援を必要とする全ての人が、住み慣れ
た地域で暮らし続けることのできる環境を整える。また、地域の
ノーマライゼーション意識を高めるきっかけとすることで、観光
地としてのホスピタリティー向上にも繋げる。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児
（者）の受入事業

生活福祉
関連

第２１回
平成28年
6月17日

14 01 北海道 01206 釧路市、白糠町
釧路・白糠次世代
エネルギー特区

釧路市及び北海道白糠
郡白糠町の全域

　釧路・白糠工業団地に建設中であるジメチルエーテル（ＤＭＥ）
実証プラントにおける実験を促進し、我が国のエネルギー政策
への貢献とともに、地域経済の活性化を図るため、特区におい
て、ＤＭＥ試験研究施設の変更手続きを簡素化する特例の導入
等により、実証プラントの利用実験を容易かつ有利に実施でき
る条件を整備し、ＤＭＥ関連の試験研究施設等の誘致を促進す
るとともに、DMEの研究・供給拠点の形成を図る。

1107
・ジメチルエーテル試験研究
施設の変更工事の手続き簡
素化

環境・新エ
ネルギー

関連
第２回

平成17年
7月19日

15 01 北海道 帯広市

帯広市ばんえい競
馬　新勝馬投票法｢
七重勝単勝式｣導
入特区

帯広市の区域の一部（帯
広競馬場）（詳細は内閣
府において閲覧に供す
る。）

　帯広市のみで開催しているばんえい競馬は、レジャーの多様
化や景気低迷、他競馬開催との重複等複合的な要因により発
売額が伸び悩む一方、構成比ではインターネット発売にシフトし
てきている。平成22年1月から競馬界初の｢五重勝単勝式｣を導
入し、発売額増を期待したが、1レースあたりの出走頭数が少な
い点、コースが1種類のみで単調であること等により、5レース分
の1着馬が的中されやすい傾向があり、魅力ある商品にはなり
きっていない。以上の理由から、新たな賭式「七重勝単勝式」を
導入しファンに提供することにより、発売額の増を目指すもの。

1012
地方競馬における七重勝単
勝式勝馬投票法の実施事業

産業活性
化関連

第２９回
平成26年
6月27日

16 01 北海道 01210 岩見沢市 ITビジネス特区 岩見沢市の全域

　優れたＩＴビジネス環境を創造するため、５ＧＨｚ帯無線アクセ
スシステムの導入など地域ＩＴ基盤のさらなる高度化を推進する
とともに、ＩＴ関連企業の集積など民間活力を主体とした地域産
業構造の抜本的な改革による経済活動の活性化を目指す。

405
406

・５ＧＨｚ帯無線アクセスシステ
ムにおける空中線利得増大
の容認
・電気通信業務以外での無線
アクセスシステム活用の容認

ＩＴ関連 第１回（２）
平成17年
11月22日

17 01 北海道 01211 網走市
網走市オホーツク
ふれ愛輸送特区

網走市の全域

　本市の重点施策として、介護保険制度及び支援費制度による
在宅福祉施策を推進しているが、障害者自立支援法の施行に
伴い、今後さらに障害者の在宅福祉の重要度が増すものと考
えられ、利用者からはサービスの充実が期待されている。介護
の必要な移動制約者は必ずしも福祉車両を必要とせず、一般
車両による移動支援で充分であることから、本特例を活用し、
一般車両による福祉有償運送を実施することにより、障害者福
祉をはじめとする在宅サービスの向上と、豊かな自然と共生し
たオホーツクの拠点にふさわしいまちづくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

18 01 北海道 01212 留萌市
医師臨床研修推進
特区

留萌市の全域

　留萌市では、医師確保による地域医療の充実を最重要課題と
して、市立病院における臨床研修の受入等に取り組んでいる。

しかし、近年、医師不足が深刻化し、大学病院からの医師派
遣に頼らざるを得ない状況が続いているため、地方公務員法の
特例措置により、臨床研修医の任用期間を延長し、２箇年を通
じた臨床研修を行う。

これにより、全人的な医療提供ができる医師の養成を図るとと
もに、市立病院における医師確保を推進し、地域医療の水準向
上を図る。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

生活福祉
関連

第１９回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

19 01 北海道 01212 留萌市
留萌市ふれあいセ
ダン特区

留萌市の全域

　留萌市は、坂道が多く、積雪量も多く、風も強く、また、病院や
中心市街地から離れた地区に、高齢者や障害者など移動制約
者が多く住む市営住宅や道営住宅が位置し、移動時における
身体的、経済的負担が大きい。そこで、NPO等によるセダン型
車両での福祉有償輸送を可能とする特例を活用することによ
り、移動制約者の負担軽減を図り、安心して外出する機会を増
やし、地域の人々との交流を促進するなど、安心して在宅生活
を送ることを可能とする。また、サービスを担う地元NPO等の活
動の活発化を促し、地域福祉の充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

20 01 北海道 01214 稚内市
ワイワイ子育て・楽
しさ支援特区

稚内市の全域

　稚内市は平成14年度に過疎地域に指定された。少子化の影
響と就労形態の多様化により市内の幼稚園（全て私立）の定員
は、漸減傾向にあるが、保育所へのニーズは年々高まってい
る。そこで、本市においては、私立幼稚園が既存施設をできる
だけ活用し、認可保育所として保育業務に参入する「幼保一元
化」を実現することにより、保育所定員の増員を可能として市民
の保育ニーズに応えるとともに、就学前児童の養育環境を私立
幼稚園による「幼保一元化」を基本として整備しようとするもの
である。

807
914
916

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成17年
11月22日

21 01 北海道 01214 稚内市
てっぺん教育力育
成特区

稚内市の全域

　稚内市では、「学校教育推進計画」において、国際感覚を備え
世界に活躍する人材の育成を目標に掲げているが、全般的に
全国標準を下回っている学力の向上と、生徒指導面を含めた
「個に応じた指導」の充実が課題となっている。そこで、市費に
より教職員を採用することで、小学校１年生と２年生では３０人
以下の少人数学級を実施し、３年生から６年生までは特定科目
（国語・算数）での少人数指導を実施する。子供一人一人に応じ
たきめ細かい教育を行うことで基礎・基本を身につけさせ、学ぶ
意欲のある児童を育む。

810 ・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第９回
平成18年
7月3日

22 01 北海道 01214 稚内市 国際交流特区 稚内市の全域

　稚内市は、ロシア連邦サハリン州に最も近い都市として、活ガ
ニをはじめとする水産物などの輸入に加え、サハリン大陸棚石
油・ガス開発事業に係る後方支援基地としての機能強化や国
際フェリーターミナル整備及び日ロ定期航路の運航維持など国
際交通網の充実を図りながら、海に開かれた賑わいある国際
交流都市の形成をめざす。

602
701
702

・数次短期滞在査証の発給手
続の簡素化
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における
通関体制の整備

国際物流
関連

第１回（２）
（第３回変

更）

平成18年
7月3日

23 01 北海道 01214 稚内市
稚内市外国人技能
実習生受入れ特区

稚内市の全域

　本市企業では基幹産業である水産業を中心に、ホタテ・ナマコ
等の主な輸出国である中国からの外国人技能実習生受入れを
行ってきているが、特例による外国人技能実習生受入れ人数
枠の拡大により、本市の高度な知識と技術の修得による研修
生派遣国のさらなる発展と、日中文化の触れあいによる国際交
流のよりいっそうの促進を目指す。

506
・外国人技能実習生受入れに
よる人材育成促進事業

国際交
流・観光
関連

第１９回
令和元年
８月14日

24 01 北海道 01215 美唄市
美唄市情報処理技
術者育成特区

美唄市の全域

　本市は、石炭産業の退潮に伴いＩＴ産業振興を目指し、ＩＴ関連
企業誘致・立地を推進するため空知団地テクノゾーン内にハイ
テクセンタービルを建て、ソフトウエアー関係企業の入居促進を
図る一方、情報処理技術者育成のための職業訓練法人ＨＣＣ
北海道中央コンピュータ・カレッジを設立し、これまで数多くの情
報処理技術者を輩出してきたが、近年の少子化と若者の都市
への志向から学生数確保に苦慮している。そこで、本特例を活
用し国家資格試験受験方法の変更により負担軽減し、カリキュ
ラムの充実とＰＲを行いＩＴ人材育成の推進を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

25 01 北海道 01216 芦別市
芦別市サテライト
型居住施設特区

芦別市の全域

　既存の特別養護老人ホームの定員の一部を施設本体とは別
の地域にサテライト居住施設として移すことにより、高齢者が住
み慣れた地域において、少人数で家庭的な生活を営めるよう支
援する。また、定員の一部を外に出した本体の特別養護老人
ホームには余裕が生じるため、個室・ユニットケア型への改修を
行い、入居者の生活環境の向上を図る。入居者とその家族及
び地域住民とが交流を深めることを通じ、高齢者が健康で生き
がいを持ち、住み慣れたところで安心して生活ができる地域社
会の構築を目指す。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第８回
平成18年
7月3日

26 01 北海道 01217 江別市

江別市認知症高齢
者グループホーム
短期入所事業利用
特区

江別市の全域

　江別市では、要介護認定者約3,000人のうち、71.6％が何らか
の認知症状を持っており、今後とも認知症高齢者が増加してい
くものと考えられる。また、介護保険のショートステイ利用施設
は増加が見込めない状況であるため、利用者の増加に対応で
きていない現状にある。このため、認知症高齢者グループホー
ムの短期入所の利用により、緊急時のニーズなどにも対応で
き、認知症高齢者を支える家族の負担を軽減し、認知症高齢者
が住み慣れた地域で安心して生活できる地域社会の形成を図
る。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

27 01 北海道 01219 01559

紋別市、遠軽
町、湧別町、滝
上町、興部町、
雄武町

オホーツク紋別地
域外国人技能実習
生受入れ特区

紋別市並びに北海道紋
別郡遠軽町、湧別町、滝
上町、興部町及び雄武町
の全域

　紋別市、湧別町、滝上町、興部町、雄武町はオホーツク海の
恵を共有し、安心安全な食糧を国内外に供給、なかでも経済発
展顕著な東南アジア諸国との交流が急成長し、消費財取引に
加え委託加工等の国際分業も拡大している。かかる食の国際
化を背景に、高水準な衛生管理や加工技術の向上への関係者
のニーズや期待は大きいことから、規制の特例を受けて外国人
技能実習生を受入れ、高度技術の習得、人材養成に取り組み、
国際貢献、国際協力を一層促進するとともに、今後グローバル
な提携や特化による新たな事業機会創出と地域の活性化を図
る。

506
(513）

・外国人技能実習生受入れに
よる人材育成促進事業

国際交
流・観光
関連

第１０回
令和元年
８月14日

28 01 北海道 01220 士別市
士別市安心・安全
輸送セダン型特区

士別市の全域

　士別市は、１市１町（士別市・朝日町）で平成１７年9月1日に合
併し、新「士別市」となった。本市の高齢化率は28.4％と高く、身
障者等も多く、こうした移動制約者が増加傾向にあるが、日常
生活において移動手段の十分な利便性が確保できている状況
ではない。そのため、NPO等による輸送サービス事業を実施す
るに当たり、セダン型車両の活用で移動制約者に対する輸送
手段の拡充を図ることで、高齢者や障害者が住み慣れた地域
で在宅生活を容易に続けられるようにし、「誰もが健やかに安心
して暮らせるまちづくり」を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

29 01 北海道 01222 三笠市
岡山・萱野小中一
貫教育特区

三笠市の区域の一部（岡
山小・萱野中学校校区）

　小中一貫教育を通じて一人一人の個性を生かし、個々の能力
に合った教育を実施することで、小学校から中学校へのスムー
ズな移行を図り、確かな学びと豊かな心を育む。具体的には、
小学校１年生から「国際科」、小学校３年生から「地域科」を新設
する等、現行の学習指導要領の教育課程を弾力化する。これ
により、確実な基礎基本の定着や国際化に対応した教育にお
いては、世界で活躍する人材を育成することを、地域の特色を
生かした教育においては、未来を築く人材を育成することを目
指し、地域父母から一層信頼される学校づくりを進める。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

30 01 北海道 01224 千歳市
千歳市幼稚園早期
入園特区

千歳市の全域

　千歳市では、少子化や核家族化、都市化の進行に伴い、家庭
及び地域において幼児が他の幼児と接する機会が減少してき
ており、社会性の低下などによる幼児の心身の健全な成長へ
の影響が懸念されている。そこで、満３歳に達する年度の当初
からの入園を可能とすることにより、同世代の幼児との集団生
活を早期に体験し、社会性の涵養を促すとともに、年間を通し
た計画的な教育課程の編成を行い、幼児教育の充実を図る。

806 ・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第９回
平成20年
7月9日

31 01 北海道 01224 千歳市 農村再生特区
千歳市の区域の一部（駒
里地域）

　駒里地域では、高齢化と後継者不足による離農が進んでお
り、遊休農地が将来増加すると見込まれ、地域活力の低下が
懸念されている。このため、農地の権利取得後の下限面積要件
を現行の2haから10aに緩和し、農業に参入しやすい環境を整え
ることにより、新規就農者の誘致を積極的に推進し、遊休農地
を解消しながら、新しい農業者と一体となって地域の活性化に
取り組み、活力ある農村地域として再生することを目指す。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第３回
平成17年
11月22日

32 01 北海道 01226 砂川市
砂川市セダン型輸
送特区

砂川市の全域

　砂川市は、道都札幌市と道北の拠点都市旭川市のほぼ中間
点に位置する工業・商業・農業の複合した都市である。近年は、
高齢化に伴い要介護者が増加するとともに、障害者支援費制
度の利用者も増加し、輸送に係る在宅生活基盤の整備が課題
となっているが、路線バスも廃止路線が増え、タクシー業者も車
両台数に限りがあり、これら住民の移送ニーズに十分対応出来
ているとは言えない。そこで、福祉有償運送においてセダン型
車両の使用ができる特例を利用することで、高齢者や障害者の
交通手段を充実し、住み慣れた地域で生活出来る地域社会づ
くりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

33 01 北海道 01229 富良野市
富良野市幼児教育
特区

富良野市の全域

　富良野市においては、核家族化の進行や女性の子育てと仕
事の両立の困難さ、精神的肉体的負担等の影響により少子化
が進み、家族や地域の教育力が低下している。市内には、私立
幼稚園が４園あり、幼児教育の充実を望む声が多くあるが、満
３歳にならなければ入園できない状況にある。このため、幼稚
園で３歳未満児を受け入れ、幼児の社会性や自立性を養うと共
に、女性の社会参加を促し、地域の活性化を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成20年
7月9日

34 01 北海道 01230 登別市
登別市産業活性化
ＩＴ人材育成特区

登別市の全域

　本市では、基幹産業である観光を軸とした産業を集積し、市
全域をひとつの観光経済圏として機能させる産業クラスター形
成計画を推進している。この計画では、新産業の創出と地元企
業の育成を図りながら、雇用の創出を目指しているが、企業に
おいては、新たなビジネスチャンスに対応できる人材が不足し
ており、とりわけ、近年のＩＴ化の進展に対応した高度なＩＴ資格
を有する人材の育成が急務となっている。そこで、本特例を活
用し、時代のニーズに即応した人材育成・能力開発を行うととも
に、地域経済の活性化を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

35 01 北海道 01230 登別市
安全で安心な給食
特区

登別市の全域

　近年、核家族化の進行やライフスタイルの変化に伴い、朝食
を食べない等、不適切な食事による子どもの心身への影響が
懸念されている。規則正しい生活リズムの確立、バランスのと
れた食生活、望ましい食習慣の定着に向けた食育を推進する
必要があり、給食センターから保育所に給食を提供することで
子どもたちの健やかな成長を促すことができる。また、地場の
食材を使用することで、安全で安心できる給食を提供できる。さ
らに食材の一括購入などにより経費を削減し、保育所の効率運
営を図る。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１６回
平成22年
11月30日

36 01 北海道 01231 恵庭市
恵庭市幼児教育特
区

恵庭市の全域

　恵庭市では少子化や核家族化等により、幼児の社会性の涵
養や健全な心身の成長の促進が困難な状況が発生しており、
幼児同士の触れ合いの機会の減少による社会性の低下や保
護者の養育力の低下に対する懸念が聞かれている。このため、
学校教育法第80条の規定にかかわらず、満二歳児を幼稚園で
受け入れ、4年間の幼児教育の実施により、幼児の社会性の涵
養や健全な成長の促進を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

37 01 北海道 01234 北広島市
エルフィンタウン北
広島セダン特区

北広島市の全域

　北広島市では、豊かな自然と都市の調和から「エルフィン（妖
精）と出会えるまち」をテーマとしたまちづくりを進める中、高齢
者や障がい者が住み慣れた地域での在宅生活を続けるために
地域福祉の充実を推進することを目的に移送サービスに力を
注いでいる。しかし、要介護認定を受けた大部分の高齢者や知
的障がい者、視覚障がい者等には一般乗用車両でのサービス
提供が求められており、ＮＰＯ等によるセダン型車両での福祉
有償運送を可能とする特例を活用することで、輸送体制の拡充
を図り、いつまでも安心した生活ができる地域づくりを推進す
る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

38 01 北海道 01234 北広島市
北広島市幼児教育
特区

北広島市の全域

　北広島市では少子化や核家族化等により、幼児の社会性の
涵養や健全な心身の成長の促進が困難な状況が発生してお
り、幼児同士の触れ合いの機会の減少による社会性の低下や
保護者の養育力の低下に対する懸念が聞かれている。このた
め、学校教育法第80条の規定にかかわらず、満二歳児を幼稚
園で受け入れ、4年間の幼児教育の実施により、幼児の社会性
の涵養や健全な成長の促進を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成20年
7月9日

39 01 北海道 01235 石狩市
石狩市あい風はこ
ぶ福祉輸送特区

石狩市の全域

　石狩市は、平成１７年１０月１日に２村と合併し、面積が６倍以
上に増えたが、市内の公共交通機関は路線バスとタクシーの
みであり、市の北部や内陸部などバスの運行数が極端に少な
い地域がある。近年、要介護認定者や知的障害者など単独で
は公共交通機関の利用が困難な移動制約者が増加しており、
移動支援の拡充が急務となっている。そこで、福祉有償運送に
おけるセダン型車両の使用を可能とする特例を活用し、移動制
約者の輸送サービスを充実することで、住み慣れた地域で安
心、安全に生活できる地域社会づくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

40 01 北海道 01304 新篠津村
新篠津村福祉輸送
特区

北海道石狩郡新篠津村
の全域

　本村は「田園福祉の村」をまちづくりの基本とし、ノーマライ
ゼーションの里づくりを進めている。しかし、村内及び近隣市町
村への唯一の交通手段となる路線バスは、運行本数が少なく、
乗降場所も限られているため、移動制約者にとっては家族が運
転する自家用車での移動に頼らざるを得ない状況である。そこ
でセダン型車両による福祉有償運送を実施することにより、気
兼ねなく容易に外出できる環境を整え、移動制約者のみなら
ず、負担の減った介護者も含め、全ての村民が住み慣れた地
域で安心して在宅生活を続けることを可能とし、地域福祉の充
実を推進する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

41 01 北海道 01331 松前町
松前町ふれあいス
テーション輸送特
区

北海道松前郡松前町の
全域

　松前町は、北海道内では少雪温暖な気候であり、「団塊の世
代」と呼ばれる都市部移住者とその家族の受け入れを進めてい
るが、保健・福祉・医療分野でのハード・ソフト面の環境整備が
急務である。その一環として、福祉有償運送におけるセダン型
車両の使用可能化によって移動制約者の移動手段を拡大する
ことで、本人の社会参加や自立を促し、介護者の過重な負担を
解消するとともに、安心な老後を過ごす環境を構築し、都市部
からの移住者の増加を図る。さらに、NPO法人等の活動の活発
化を促し、急激な過疎化により衰退傾向にある地域コミュニティ
の活性化を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

42 01 北海道 01345 森町
森町ボランティア輸
送特区

北海道茅部郡森町の全
域

　本町における高齢化率は25％を超え、全国平均を大幅に上ま
わっている。一方、公共交通機関は利便性が悪く、町内の移動
は自家用車に頼らざるを得ない状況である。東西に細長い町並
みを形成しているため、高齢者等の移動制約者が町中心部に
集中する医療機関に通うには家族による移送に頼るしかない
現状である。そこで、本計画では輸送車両をセダン型車両へ拡
大することにより、多くの移動制約者の移送に対応することで、
福祉ボランティア輸送サービスの活性化を促し、町民の住み慣
れた町での在宅生活を支援する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

43 01 北海道 01363 厚沢部町
厚沢部町セダン型
車両輸送特区

北海道檜山郡厚沢部町
の全域

　本町では、高齢者や障害者等の主な移動手段として路線バス
が運行されているが、便数が少なく、町全域を網羅していない。
また、ＮＰＯ等によるボランティア輸送も福祉車両が高額等の理
由から車両台数の確保が難しく事業参入されていないため、移
動するための利便性が確保されているとは言えない状況にあ
る。特例措置の導入により、ＮＰＯ等がボランティア輸送事業へ
参入することにより、多くの利用者に対する送迎サービスの提
供を可能とする。これにより、高齢者等が住み慣れた地域での
在宅生活を続けることが可能とし、誰もが健やかに、安心して
暮らせるまちの実現を目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

44 01 北海道 01364 乙部町
公設民営高齢者福
祉特区

北海道爾志郡乙部町の
全域

  公設公営の特別養護老人ホームを民間企業（株式会社）に管
理委託することにより、施設サービスと民間企業（株式会社）が
行っている在宅サービス及び町が運営委託している通所介護と
を併せた総合的なサービスの提供とともに、効率的、効果的な
運営によって経費の節減が図られ、節減された経費を他の福
祉サービス充実のための財源に当てることができる。更に、民
間感覚を活かした良質で利用者本位のサービスを提供できる
など高齢者が住み慣れた地域で暮らせる高齢者福祉の確立を
図る。

907-2
・地方公共団体の設置する特
別養護老人ホームの管理委
託

生活福祉
関連

第５回
平成19年
7月4日

45 01 北海道 01368 瀬棚町
有機酪農と有機農
業の推進特区

北海道瀬棚郡瀬棚町の
全域

　瀬棚町は農業・漁業が主要産業であるが、特に農業では、自
然豊かな中山間地域の特性を活かしながら、平成１０年から有
機農業の推進を町として積極的に取り組んできている。一方、
農業の後継者不足、農地の遊休化が懸念される状況になって
いるため、特区制度を活用し、町が賃借した農地を株式会社に
貸し付け、地元生産者と協力した有機農業による酪農・畑作複
合経営をモデル的に実施することにより、町全体の有機農業を
活性化させ、持続可能な循環型農業の構築を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

46 01 北海道 01371 せたな町
せたな町ふれあい
輸送特区

北海道久遠郡せたな町の
全域

　せたな町では、高齢者の要援護者に対してデイサービスや
ホームヘルプサービスなどを提供する在宅福祉サービスを推進
している。町としては可能な限り居宅での生活を送りながら、医
療施設などへ外出ができうるよう移送サービスを行っているが、
近年、高齢化の進展に伴い一人暮らし高齢者世帯が増加して
おり、更なる高齢者・障害者の在宅生活の支援充実を図るた
め、福祉有償運送においてセダン型車両の使用を可能とする特
例を活用し、高齢者等の送迎体制を確立させ、移動時の安心、
安全確保に努め、いつまでも住み慣れた地域で生活が送れる
よう「健やかに暮らせる福祉の町づくり」を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

47 01 北海道 01392 寿都町
寿都町外国人技能
実習生受入れ特区

北海道寿都郡寿都町の
全域

　本町は、北海道でも古くから漁業で栄え、獲れた魚を加工する
技術も蓄積され、全国的な評価も高い。近年主な輸出先でもあ
る中国からの外国人技能実習生の受入れを行ってきているが、
特区による受入人数枠の拡大により、より多くの技能実習生に
本町の高度な知識と技術の習得が図られ、技能実習生派遣国
の人材育成に係る国際貢献と、文化のふれあいによる国際交
流のより一層の促進を図るとともに、地域の活性化を図る。

506
(513）

・外国人技能実習生受入れに
よる人材育成促進事業

国際物流
関連

第３０回
令和元年
８月14日

48 01 北海道 01396 真狩村
真狩村ボランティア
輸送特区

北海道虻田郡真狩村の
全域

　村内の移動手段を鑑みると、村中心部への移動は朝晩1回の
スクールバスへの乗り合い、近隣町村へは1日7往復のバス路
線のみとなっている。移動制約者にとって、家族の自家用車が
主要な移動手段であるが、近年、高齢化・核家族化の進展にと
もない移動手段を持たない者が増え、福祉輸送に対する要望
が増大している。そこで、セダン車両による福祉有償運送を行
い、輸送サービスの円滑な実施を促し、第4次真狩村総合計画
で位置づけられた、子どもからお年寄りまで安心して活動し、快
適な生活を送れるよう「福祉システムの充実」を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日
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49 01 北海道 01399 京極町
京極町ボランティア
輸送特区

北海道虻田郡京極町の
全域

　京極町は、札幌市を中心とする道央経済圏の南西部に位置
する純農村地域であるが、近隣町村への交通手段が少なく、高
齢者などの移動制約者は自家用車による移動を余儀なくされ
家族に依存せざるを得ず、独居世帯や老人のみで構成される
世帯にあっては移動手段がない状況にある。そこで、ＮＰＯ等の
有償ボランティア輸送における使用車両をセダン型等の一般乗
用車両に拡大する特例を活用することにより、移動制約者の輸
送手段の充実を図り、住み慣れた地域での在宅生活を継続す
ることを可能とし、地域福祉の増進を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

50 01 北海道 01400 倶知安町
倶知安町ｊａｇａｔａ 
ＷＴセダン特区

北海道虻田郡倶知安町
の全域

　倶知安町は、男爵馬鈴しょを主産物とした農業が盛んで、ス
キーなど冬季スポーツ・レジャーのメッカである。高齢化率は１
９．３％であるが、年々増加しており、全国平均に迫っている。さ
らに、要介護（要支援）認定者数や身体障害者、知的障害者、
精神障害者など公共交通機関を利用しての移動が困難な者が
増加しており、移動支援としての移送サービスの充実が必要で
ある。そこで、ＮＰＯ等による福祉有償運送でセダン型車両が使
用できるようにすることにより移動手段を拡大し、高齢者や障害
者が住み慣れた地域において、安心した生活が送れるよう支援
し、地域福祉の充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

51 01 北海道 01402 岩内町
いきいき・あんし
ん・いわない輸送
特区

北海道岩内郡岩内町の
全域

　岩内町は、北海道の道央圏後志管内の南西部に位置する人
口約１万６千人の町であるが、高齢化率が26％を超え、要介護
（支援）認定者や視覚障害者、知的障害者等で公共交通機関を
利用しての単独での移動が困難な方が増加している。そこで、
福祉有償運送のセダン型車両への拡大を行うことにより、福祉
ボランティア輸送サービスの充実を図り、高齢者や障害者の定
期的な通院や社会参加を可能とし、住み慣れた地域で安心して
健康で豊かに暮らせるよう在宅生活を支援する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

52 01 北海道 01405 積丹町
積丹町愛の架け橋
セダン特区

北海道積丹郡積丹町の
全域

　本町は昭和31年に1町2村が合併し誕生した町で、集落間の
総延長は約40kmと長く、小規模集落が点在している。特に冬は
豪雪地帯でもあるため、公共交通機関の利用は極めて不便な
状況である。このため、単独では移動困難な介護認定者等が
外出する際は、家族等による移送に頼らざるを得ない状況であ
る。町を愛し、町と共に生きてきた者にとって、地元で生活する
ことが念願であり、今回セダン型車両による福祉有償運送を可
能とすることで、通院や催し等への移動手段として大きな架け
橋となり、在宅生活の助長を支援していく。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

53 01 北海道 01406 古平町
古平町ボランティア
輸送特区

北海道古平郡古平町の
全域

　本町は、高齢化率が30％を超え、要介護（支援）認定者や視
覚障害者、知的障害者、精神障害者等で必ずしも福祉車両を
必要としないが公共交通機関を利用して単独での移動が困難
な人の数が増加している。そこで、福祉有償運送における使用
車両についてセダン型車両にも拡大を行なうことにより、福祉ボ
ランティア輸送サービスを活性化し、高齢者や障害者の定期的
な通院・通所を可能とし、住み慣れた町での在宅生活を支援す
る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

54 01 北海道 01407 仁木町
児童福祉施設調理
特区

北海道余市郡仁木町の
区域の一部（銀山地区）

　児童養護施設の給食を食材の知識や調理に関して経験豊富
な民間調理業者に委託することにより、給食の質の一層の向上
が図られる。また、節減された経費により、福祉職員の質・量を
充実させることが可能となり、福祉サービスのさらなる向上が図
られる。

908(912)
・児童福祉施設における調理
業務担当者派遣の容認

生活福祉
関連

第４回
平成18年
7月3日

55 01 北海道 01407 仁木町
優しい心の仁木町
地域福祉輸送特区

北海道余市郡仁木町の
全域

　本町では、高齢者の通院に係る輸送に限り、社会福祉法人に
より無償の輸送事業が行われているが、その他の移動制約者
に対しての支援事業はなく、多くの移動制約者は家族による輸
送に頼っている現状である。そこで、セダン型車両によるボラン
ティア輸送サービスを可能とし、移動制約者の多様な移動ニー
ズへ対応することにより、適切なサービスが提供される輸送体
制を構築する。これにより、移動制約者の生活の利便性を向上
させ、家族の介護負担の軽減も期待できる。また、高齢者や障
害者のみならず、介護者も地域の行事等に参加することが可能
となり、地域福祉の向上と増進に資するものである。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

56 01 北海道 01409 赤井川村
赤井川村農村再生
特区

北海道余市郡赤井川村
の全域

　赤井川村は地域を「魅力ある農業・農村地域」として発展させ
ることを目標としている。そのための施策の一つとして、新規就
農を希望する者の農地取得に係る初期投資の軽減を図るた
め、構造改革特別区域の指定を受け、農地取得後の農地の下
限面積要件を３０ａに緩和し、農業に参入しやすい環境を整える
ことにより、農地の効率的活用と農地の保全管理が適切に行わ
れるよう誘導する。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

57 01 北海道 01423 南幌町 企業立地促進特区

北海道空知郡南幌町の
区域の一部（南幌工業団
地）

　札幌市及び新千歳空港に近接し、更に石狩湾新港・苫小牧港
のほぼ中間に位置しているという地理的条件に恵まれている地
域特性から、町有工業団地の有効活用により、道央圏の新たな
物流基地として効率的で信頼性の高い物流ネットワークを構築
し、地域経済の活性化を図る。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第１回(２)
平成17年
7月19日

58 01 北海道 01423 南幌町
南幌町くらしの架
け橋セダン型車両
輸送特区

北海道空知郡南幌町の
全域

　南幌町は、札幌市の東部に位置する人口約9,600人の町であ
るが、近年、高齢者や要介護者が増加しており、また、障がい
のある児童が養護学校に多数在籍している。交通アクセスは、
路線バスなどが運行されているものの充分な利便性が確保で
きておらず、町主体で福祉車両による有償運送を実施している
が、移動制約者のニーズに対応できていない。そこで、ＮＰＯ等
がセダン型車両を用いて福祉有償運送を行える特例を活用し、
福祉輸送サービスの充実を図り、介護者の負担を軽減するとと
もに、移動制約者の生活圏の拡大を可能とする。これにより、
誰もがいきいきと暮らせるまちの実現を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

59 01 北海道 01424 奈井江町
奈井江町セダン特
区

北海道空知郡奈井江町
の全域

　奈井江町は、「おもいやり明日へ」をまちづくりの指針的テーマ
として掲げ、町民と一体となった「人にやさしい」「おもいやりの
ある」まちづくりを進めているが、障害者や要介護者など移動制
約者に対する移動手段の充実が不可欠な事項の一つとなって
いる。そこで、NPO等による福祉有償運送においてセダン型車
両の使用を可能とする特例を活用することで、移動制約者の移
送にかかるニーズに対応し、安心して住み慣れた地域に生活
することができる「おもいやり」のまちづくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

60 01 北海道 01427 由仁町
風薫る福祉輸送ユ
ニ特区

北海道夕張郡由仁町の
全域

　由仁町は、北海道中央南西部に位置し南北に細長い町であ
る。町内のＪＲ列車と路線バスは本数が少なく、ハイヤー会社も
１社で、町営巡回バスも廃止が決定しており、高齢者や障害者
など移動制約者に対する運送サービスの体制整備が急務と
なっている。そこで、町内の社会福祉法人等によるセダン型車
両での福祉有償運送の充実により、移動制約者の外出時転倒
などのリスクを軽減し自立生活の向上を図るとともに、介護者
の負担軽減、健康維持と社会参加を図る。こうして、当町の目
標である「だれもができる限り住みなれた地域で安心して生活
できるまちづくり」を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日
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61 01 北海道 01428 長沼町
長沼町やすらぎ輸
送特区

北海道夕張郡長沼町の
全域

　本町は、高齢化率が２５％を超え要介護（支援）認定者や視覚
障害者、知的障害者、精神障害者等で必ずしも福祉車両を必
要としないが、公共交通機関を利用しての単独での移動が困難
な方が高齢化の進展とともに増加している。このような中で、ボ
ランティア運送の際に、台数が限られている福祉車両に加え、
セダン型等の一般車両にも使用車両を拡大することで、利用者
のニーズに応え、高齢者や障害者が健常者と同じように、容易
に移動ができるような体制を整備し、在宅での生活を支援す
る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

62 01 北海道 01429 栗山町
NPO農地トラスト特
区

北海道夕張郡栗山町の
全域

　本区域の農業の現状は、高齢化の進展と農家の減少が進
み、将来的に農地を託す担い手が十分でなく、遊休農地の増大
が懸念されている。このため町と農協で農業振興公社を設立
し、併せて農地保有合理化法人の認定を受けて平成１６年度か
ら本格的に農地流動化対策を推進していく。この公社を介し、
農地流動化面積を本地域農地の１２％にあたる７５０haを目標
として運営していく考えであり、本特区により特定非営利活動法
人への農地の賃貸借を行うことにより遊休農地の防止と担い手
育成を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

63 01 北海道 01429 栗山町
栗山町お出かけセ
ダン特区

北海道夕張郡栗山町の
全域

　栗山町は、福祉のまちとして、北海道内で初めて町立の「北海
道介護福祉学校」を開校した町である。町内の移動手段である
路線バスは便数が少ないことや乗降場所が限られていることか
ら、日常生活の移動は自家用車が中心となっており、特に、高
齢者や障害者など移動制約者は家族が運転する自家用車での
移動に頼らざるを得ない。そこで、福祉有償運送におけるセダ
ン型車両の使用を認める特例を活用し、移動制約者の輸送体
制の拡充を図り、地域福祉の充実を推進するとともに、移動制
約者及び介護する家族の社会参加を促進し、住み慣れた地域
で安心して生活できる地域づくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

64 01 北海道 01430 月形町
月形町ふらわーサ
ポートセダン特区

北海道樺戸郡月形町の
全域

　月形町は、北海道の中央西部、空知支庁管内の南西部に位
置し、基幹産業は農業で、米を中心に花き栽培、メロン等の果
菜栽培を行い、都市近郊型農業が確立しつつある町である。近
年、高齢者や要介護者の増加、障害者の社会参加に伴い、こう
した移動制約者の安全輸送体制確立が緊急課題となってい
る。そこで、福祉有償運送におけるセダン型車両の使用を認め
る特例を活用し、輸送サービスを充実することで、高齢者や障
害者の交通手段を確保し、住み慣れた地域で、生き生きと生活
できる地域社会づくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

65 01 北海道 01453 東神楽町
東神楽町福祉輸送
セダン特区

北海道上川郡東神楽町
の全域

　本町は社会福祉体制の充実を目指し、介護保険制度等によ
る各種施設及び在宅サービスを積極的に展開している。近年、
高齢化の進展に伴いこれら施設の利用者が増加しており、特に
在宅サービスの普及による通院サービスの需要が急増し、行き
先も町内診療所だけでなく隣接都市へ広がっている。今後も通
院を必要とする在宅介護者の増加が予想されるが、本特例を
活用しセダン型車両を福祉輸送車両として使用することにより、
多くの利用者に対するサービス提供が可能となり、住民が住み
慣れた地域で生活できる地域づくりを推進する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

66 01 北海道 01454 当麻町
当麻町いきいきサ
ポートセダン型特
区

北海道上川郡当麻町の
全域

　高齢化が進み、また核家族化の進行に伴い子どもとの同居世
帯が減少し、独居高齢者・高齢者夫婦世帯が増加している現状
を踏まえ、町の福祉施策に基づき移送サービスを実施してきて
いるが、本特例措置を活用することにより、今後も増加が予想
される高齢者や障害者に対して安定したサービスの提供を可
能とする。このことにより高齢者らが住み慣れた地域や家庭で
いきいきと在宅生活を続けることができ、当町の高齢者保健福
祉計画の目標である「すべての町民がいきいきと健やかに安心
して暮らせるまちづくり」を達成する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

67 01 北海道 01458 東川町
北海道東川町幼保
一元化特区

北海道上川郡東川町の
全域

　多様な保育ニ－ズに応えるため、幼保合築施設を平成14年
12月に開園した。幼保合築施設では、保育の実施に係る事務を
教育委員会に委任し、施設で完結型の事務処理体制を確立す
ることが利用者にとって最も望ましく、利用者の利便性の向上と
行政の効率化につながるものである。更に、同年齢の幼稚園児
と保育所児を定員の枠内で相互に乗り入れて合同活動を進め
ることにより、幼保の分け隔てのない一貫した幼児教育・保育を
実現する。

807
914
916

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成17年
11月22日

68 01 北海道 01460 上富良野町
上富良野町幼児教
育特区

北海道空知郡上富良野
町の全域

　幼児期は、人間形成の基礎が培われる重要な時期で、家庭と
幼稚園が十分な連携のもとで幼児のすこやかな発達を促すこと
は、当町の緊喫な課題である。少子化の進展により、集団にお
ける他の児童とのふれあう機会が減少していく傾向にあること
は、幼児の健全な成長を促すうえで憂慮すべき状況である。こ
のため、学校教育法第８０条の規定にかかわらず､３歳未満児
を満３歳に達する年度当初から、幼稚園で受け入れることによ
り幼児の社会性の涵養や健全な成長を促し、幼児教育を充実
させるものである。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成20年
7月9日

69 01 北海道 01462 南富良野町
南富良野町福祉有
償輸送セダン型特
区

北海道空知郡南富良野
町の全域

　町の面積が広大であるために日常生活で長距離移動が避け
られないうえ、公共交通機関が限られている本町では、高齢者
等の移動制約者にとって移動手段の確保が重要な問題であ
る。現在、福祉車両による有償輸送を行っているものの、その
台数が限られており、利用者のニーズに十分に応えられていな
い。本特例措置を活用し使用車両をセダン型車両に拡大し輸送
体制を充実させることで、そうした利用者のニーズに応え「安心
して長年住み慣れた郷土で住み続けられる」生活基盤の確立を
図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

70 01 北海道 01465 剣淵町
剣淵町ボランティア
輸送特区

北海道上川郡剣淵町の
全域

　剣淵町は、農業が中心産業で北海道では比較的古くから開け
た町である。隣町との交通機関は路線バスが運行されているが
便数が少なく乗車場所が限られているため、充分な利便性が確
保されているとはいえず、自家用車による移動が中心となって
いる。そのため、ＮＰＯ等による福祉有償運送においてセダン型
等の一般車輌を利用できるようにすることで、高齢者や障害者
など多くの移動制約者に対する移送サービス提供を可能とし、
住み慣れた地域での在宅生活を支援し、地域福祉の充実を図
る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

71 01 北海道 01468 下川町

森林
　モ　　リ

と人が輝くま

ち下川町福祉に優

しい移送特区

北海道上川郡下川町の
全域

　下川町は北海道の北部に位置し、スキージャンプのオリンピッ
ク選手を数多く輩出しており、アイスキャンドルなど多彩なアイ
ディアによるまちづくりを進めている。近年、高齢者や要介護
者、障害者など公共交通機関の利用困難な方や外出時に転倒
する方が増えており、特例を活用し福祉輸送サービスを充実す
ることにより、高齢者や障害者等が安全・安心な交通手段を確
保し、住み慣れた地域でいきいきと生活できる地域社会づくりを
推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

72 01 北海道 01468 下川町
下川町安心子育て
特区

北海道上川郡下川町の
全域

　現在町内には、公立の保育所と幼稚園があるが、共働き世帯
の増加や女性の社会進出により、保育所は定員を超え、幼稚
園は大きく定員割れの状態にある。また両施設の老朽化や、就
学前児童の合同平等保育を求める住民ニーズが多いことから、
幼稚園を廃止し、平成１８年４月オープンをめざし保育所（幼児
センター）の施設整備を進めている。
　当施設において私的契約児を含めた定員設定を行い、合同
平等保育や様々な子育て支援の充実を図ることにより、子育て
と仕事の両立支援、さらに地域の雇用促進を図る。

913
・保育所における私的契約児
の弾力的な受け入れの容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第７回
平成19年
7月4日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html


7 / 79 ページ

番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

73 01 北海道 01483 苫前町
苫前町しあわせ有
償輸送特区

北海道苫前郡苫前町の
全域

　本町では、移動手段として路線バスが運行されているが、便
数が少ないことと乗降場所が限られていることから、日常生活
の移動は自家用車で行われている。特に移動制約者は家族が
運転する自家用車での移動に頼らざるを得ない。そこで、セダ
ン車両での福祉有償運送サービスを可能にすることで、地域福
祉の充実を推進するとともに、移動制約者及び介助する家族等
の社会参加を促進する。このことで、地域行事への参加や温泉
施設利用の増加、水産業、観光産業、風力発電産業などへの
就労、まちづくりへの参加を促し、本町がめざす「町民が主役の
まちづくり」を実現する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

74 01 北海道 01485 初山別村
初山別村夢とロマ
ンと星の村セダン
特区

北海道苫前郡初山別村
の全域

　初山別村では、交通移動手段として路線バスが運行されてい
るが、便数が少ないことと乗降場所が限られていることから、日
常生活の多くで自家用車が使用されており、特に移動制約者は
家族が運転する自家用車に頼らざるを得ない。このため、社会
福祉法人等が行う福祉有償運送においてセダン型等の一般乗
用車両でのサービス提供を可能にすることで、地域福祉の充実
を推進するとともに、移動制約者及び介助する家族等の地域行
事への参加や観光施設の利用などを促進する。こうして、本村
が目指す「健康と潤いのある暮らしで生きがいのある村づくり」
の実現を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

75 01 北海道 01488 幌延町
幌延町ボランティア
輸送特区

北海道天塩郡幌延町の
全域

　本町は面積が広く、集落が町内に広く点在しているが、バスは
国道中心の運行であり、農山村部ではタクシー会社も近くにな
いため、自家用車による移動が中心となっている。町民の町立
病院への通院等のため、へき地患者輸送バスを週６回１日１往
復運行しているが、車両は移動制約者に対応しておらず、利用
しやすい状況とはいえない。このため、移動制約者が住みなれ
た地域で生活できるよう支援するため、福祉有償運送の利用車
両をセダン型車両へ拡大し、町障害者計画の基本目標である
「みんなでバリアフリーの環境をつくり、助け合って暮らす」の実
現を目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

76 01 北海道 01511 猿払村
猿払村「心と体を
育む給食特区」

北海道宗谷郡猿払村の
全域

　現在の浜鬼志別保育所の給食は、同施設内で調理し園児に
提供しているが、築後30年以上の建物及び機器の老朽化が著
しいため、10分ほどの距離にある鬼志別保育所（平成16年建
設）で浜鬼志別保育所3歳未満児も含め全園児分を調理し外部
搬入とする。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第２８回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

77 01 北海道 01511 猿払村
オホーツク海さる
ふつ外国人研修生
受入れ特区

北海道宗谷郡猿払村の
全域

　本村は、ホタテを中心とした水産加工が主たる産業であり、古
くからの製造技術・伝統を守りながら、新たな技術を導入し、世
界的にも高い水準にある。外国人技能実習生受入れ特区を活
用する事で、地元企業の持つ技術を多くの技能実習生が修得
し、派遣国において活用する事により、人材育成及び国際貢献
を推進するとともに地域相互の国際交流と地域の活性化を図
る。

506
・外国人技能実習生受入れに
よる人材育成促進事業

産業活性
化関連

第４回
令和元年
８月14日

78 01 北海道 01512 01514
浜頓別町、枝幸
町

北オホーツクえさ
し・はまとんべつ外
国人技能実習生受
入れ特区

北海道枝幸郡浜頓別町
及び枝幸町の全域

　枝幸町・浜頓別町は、ホタテ・サケ・毛ガニ等を中心とする漁
業の町で、それに伴う水産加工業は両町の経済を支える基幹
産業であり、その加工技術においても高い水準となっている。外
国人研修生受入れ特区の活用は、さらに多くの研修生が高い
技術を修得することによって、研修生派遣元国の人材育成や国
際貢献を図ることはもとより、併せて国際交流の促進と地域の
活性化をめざす。

506
(513）

・外国人技能実習生受入れに
よる人材育成促進事業

産業活性
化関連

第９回
令和元年
８月14日

79 01 北海道 01516 豊富町
豊富町福祉有償輸
送特区

北海道天塩郡豊富町の
全域

　豊富町は、北海道の北部稚内市に隣接する人口4,907人の町
で、高齢者や障害者等の移動制約者が増加傾向にあるが、移
動手段の充分な利便性が確保できてない。そこで、福祉有償運
送におけるセダン型車両の使用を可能とする特例を活用して移
動制約者の移動手段を拡大し、高齢者や障害者の自立と社会
参加の促進を図るとともに家族の介護負担を軽減する。また、
NPO法人等の活動の活発化や新規参入を促す。これにより、第
3次豊富町総合計画の保健福祉分野の基本目標である「豊か
な自然と調和し、安心して暮らせる定住できるまちづくり」の実
現を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

80 01 北海道 01517 礼文町
フラワーアイランド
礼文輸送特区

北海道礼文郡礼文町の
全域

　礼文町は、高齢化率が３０％を超えるなど公共交通機関を一
人で利用することが困難な高齢者や障害者が増加しており、移
動制約者への支援が急務となっている。そうした中、福祉車両
を使用した移送サービスを実施しているものの、福祉車両の台
数には限りがあることから、ニーズに十分に応えられていない。
そこで本特例を活用し移送体制の整備を行い、移動制約者に
対して通院時等の外出支援を安定的に提供していくことで、高
齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるような
まちづくりを進める。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

81 01 北海道 01541 01542 大空町
大空ふれあい福祉
輸送セダン型特区

北海道網走郡大空町の
全域

　本区域は、北海道の北東部に位置し、農業を基幹産業とする
自然豊かな地域である。近年の高齢化に伴い要介護者が増加
し、核家族化が進む中、公共交通機関を利用して外出すること
が困難な高齢者や障害者が増えている。これらの移動制約者
は、福祉サービスによる輸送が日常生活を支えている実情にあ
る。本特例を活用し、セダン車両による福祉輸送サービスを充
実することで、高齢者や障害者が安心して外出できる環境を整
備する。これにより移動制約者の社会参加を促進し、ふれあい
から生まれる豊かな心で「あったか福祉のまち」を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

82 01 北海道 01543 美幌町
長生きを楽しめる
美幌町福祉輸送特
区

北海道網走郡美幌町の
全域

　平成15年度からスタートした支援費制度に伴い、本町におい
ても障害児者のサービス利用が急増し、在宅生活の充実が図
られた。しかし、外出の際、公共交通機関だけでは充分な利便
性が確保されておらず、福祉車両による輸送サービスも、移動
を希望する障害児者全ての需要をカバーできる状況ではない。
本計画により、障害児者等の移動制約者に対しセダン型の一
般車両による輸送を行うことにより、外出する機会を増加し、充
実した在宅生活を行うことができる環境を提供する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

83 01 北海道 01544 津別町
津別町福祉有償運
送特区

北海道網走郡津別町の
全域

　本町では、移動手段をもたない要介護保険認定者及び身体
障害者等の移動制約者に対し、通院等のために外出支援サー
ビスを提供しているが、利用者の外出希望が多く、充分な対応
ができていない現状である。また、軽度の要介護認定者等は福
祉車両による輸送の必要はなく、セダン車両で充分な対応がで
きる。そこで、本計画により、社会福祉法人等によるセダン車両
による輸送体制の整備・拡充を図り、ボランティア輸送と町の福
祉輸送関連事業を併せて実施することにより、移動制約者に対
する効果的な外出支援サービスを提供する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

84 01 北海道 01546 清里町
清里町おもいやり
運送特区

北海道斜里郡清里町の
全域

　本町は、北海道でも有数の畑作地帯であり、麦、ビート、馬鈴
薯を主として生産している。1戸当たりの耕地面積は平均36haと
大規模化が進んでおり、年々増加傾向にある。こうした農家の
大半は家族経営であり、介護を行う家族も農業経営の重要な担
い手となっている。現在、高齢者、要介護者が増加しており、単
独で公共交通機関を利用するのが困難な方が増えている。福
祉有償運送のセダン型車両への拡大を可能とすることにより、
福祉輸送サービスを活性化し、高齢者や障害者の定期的な通
院、通所を可能とし、住み慣れた町での在宅生活を支援する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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85 01 北海道 01547 小清水町
小清水町ふれあい
輸送特区

北海道斜里郡小清水町
の全域

　本町は、昭和28年に町制施行となり、自然の「和」を中心に恵
まれた自然環境のもと「住民の和と創意がつくり出す愛情にみ
ちた平和郷の建設」を目指している。町内には、小清水赤十字
病院、天然温泉の施設などがあり、多くの高齢者や障害者等に
利用されており、今後とも健康の維持、増進のためこれらの利
用を図る必要がある。このため、本特区計画により福祉有償運
送のセダン型車両を活用し、これらの施設の利用を促しながら
高齢者や障害者の定期的な通院通所を可能とすることで、住み
慣れた町での在宅生活を支援する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

86 01 北海道 01552 佐呂間町
佐呂間町いきいき
子育て特区

北海道常呂郡佐呂間町
の全域

　少子化や長引く不況の影響により入園者が減少している幼稚
園を廃園し、同じく入所者が減少している保育所を統合すること
により、保育体制の充実を図っていくが、幼稚園廃園後、集団
生活に接する機会を失う児童については、保育所私的契約児と
して現行基準の定員を上回って受け入れることにより、集団生
活や保育の場を確保し、子ども達の健やかな成長に資する保
育環境の充実を図る。

913
・保育所における私的契約児
の弾力的な受け入れの容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成19年
7月4日

87 01 北海道 01558 上湧別町
上湧別町心やすら
ぐセダン特区

北海道紋別郡上湧別町
の全域

　本町は、北海道の北東部、網走支庁管内の中央部に位置す
る人口5,838人（平成17年10月31日現在）、行政面積160.69平方
メートルの農業を基幹産業とする町である。近年高齢者や要介
護者の増加に伴い、公共交通機関の利用が困難な方が増えて
いる。特に冬場は、路面凍結による転倒骨折等の危険があり、
厳しい環境となっている。本特例を活用し、福祉輸送サービスを
充実することで冬の交通手段を確保し、高齢者や障害者が、住
み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるような心やすらぐ
まちづくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

88 01 北海道 01571 豊浦町
豊浦「自然と芸術」
教育特区

北海道虻田郡豊浦町の
全域

　本計画は、欧米でも評価の高い芸術的手法による教育活動
（シュタイナー教育）を７年間実践するＮＰＯ法人が設立する学
校法人において、「特区研究開発学校設置事業」の特例措置を
活用し、自然体験をふんだんに取り入れ、芸術性あふれたカリ
キュラムによる小中一貫校を目指す。これにより、我が国最先
端の多様な教育環境の提供による芸術文化の担い手の育成、
更に自然豊かな環境下での交流・定住人口の増加や地域経済
の活性化を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

89 01 北海道 01585 安平町

安平町臨時職員の
任用期間延長によ
る子育て環境の充
実特区

北海道勇払郡安平町の
全域

　安平町では、多様化する子育て支援ニーズに対応するため幼
保連携型認定こども園や児童センターを併設した複合施設を開
設したが、一時預かり保育や休日保育等、保育サービスの一層
の拡充が求められている。しかし、少子化の進行や若年労働力
の町外への流出が著しく需要が増加する保育士等の専門職の
確保は困難な状況にある。そこで、地方公務員の臨時的任用
期間の延長事業による人材の安定的な確保により、安心して子
どもを産み育てられる子育て環境の充実や若年世代の定住促
進を図るものである。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用事業

幼保連
携・一体
化推進関
連

第２４回

令和3年3
月26日申
し出によ
り取消

90 01 北海道 01603 日高町
日高門別とねっこ
輸送特区

北海道沙流郡日高町の
区域の一部（旧門別町）

　当町の公共交通機関として、JR線及び路線バスが運行されて
いるが、便数が少ないことや乗降場所が限られているなど、利
用者にとって充分な利便性が確保されている状況ではない。ま
た、65歳以上人口は3,036人で高齢化率は23.8％と高く、今後も
移動制約者の増加が見込まれており、移動手段の確保が急務
な状況となっている。本計画により、福祉有償運送における使
用車両をセダン型の自家用自動車にまで拡大することにより、
高齢者や障害者等が容易に町内医療機関や近隣の高度医療
を受診することが可能となり、地域の福祉の充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

91 01 北海道 01605 新ひだか町
静内ふつうの車で
安心輸送特区

北海道日高郡新ひだか
町の区域の一部（旧静内
町）

　本町は、軽種馬生産の中心地である北海道日高地方の中央
に位置し、映画「北の零年」の舞台として注目されている町であ
る。近年は、高齢化と過疎化の進行に伴い、高齢者や障害者を
はじめとする移動制約者の増加が著しく、地域住民の交通手段
の確保が大きな課題となっている。本特例により、セダン型等
の一般車両によるボランティア輸送を可能とすることにより、地
域資源を有効活用し、あらゆる人にやさしい交通ネットワークを
構築することで、年齢や障害にとらわれることなく地域住民が安
心して社会参加できる、活力あるまちづくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

92 01 北海道 01607 浦河町
浦河町あんしん支
え合いセダン特区

北海道浦河郡浦河町の
全域

　浦河町は北海道の南部に位置し、豊かな自然を活かした軽種
馬生産で多くの名馬を輩出している町として有名である。しかし
近年は高齢者や要介護者が増加してきており、こうした方々の
交通手段の確保が求められているが、町内の公共交通機関が
限られていることや公共交通機関の利用が困難な方が多いこ
とから、十分な体制とはなっていない。そこで、本特例を活用し
て福祉輸送サービスを充実させ、高齢者や障害者の安全・安心
な交通手段を確保し、住み慣れた地域で生き生きと生活できる
地域社会づくりを推進する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

93 01 北海道 01608 様似町
様似町アポイの樹
風輸送特区

北海道様似郡様似町の
全域

本町内には鉄道及び路線バスが運行されているが、車両は
移動制約者対応ではなく便数も少ない。また、主要産業である
農林水産業を支える漁家や農家は大半が家族経営で、介護者
も重要な仕事の担い手であるため、家族介護者の送迎負担に
よる労力の低下が深刻化している。本計画を活用することによ
り、セダン型車両による福祉有償輸送を可能とし、移動制約者
の定期的な通院や、家族の介護負担の軽減を図る。また、高齢
者や障害者の住み慣れた地域での在宅生活を支援することに
より、地域福祉の充実を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

94 01 北海道 01609 えりも町
えりも町ハートフル
サービス輸送特区

北海道幌泉郡えりも町の
全域

本町では、特有の強風や濃霧のため、移動制約者が離れた
乗降場所へ行くのは困難であり、バスが運休することも多い。ま
た、町内において路線バスが運行されているが、車両は福祉対
応ではなく、便数も少ない。そのため移動制約者は家族の移送
に頼らざるを得ず、多くの介護者が携わっている昆布採取漁業
にも影響が出ており、安定した輸送の確保が課題となってい
る。そこでセダン車両による福祉有償運送を実施し、移動制約
者の定期的な通院等を可能とすることにより、住み慣れた町で
の在宅生活を支援する。このことにより、家族介護者の負担も
軽減され、基幹産業である昆布採取漁業の生産力向上にも繋
がる。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

95 01 北海道 01631 音更町
音更町ボランティア
輸送特区

北海道河東郡音更町の
全域

　本町は、冬期間になると日中でも氷点下のままの期間が１ヶ
月以上続くため、路面が凍結し滑りやすく、交通事故等が発生
しやすい状況にあり、高齢者や障害者などの移動制約者にとっ
ては外出が困難な状況にある。また、現在の高齢化率は20%近
くあり、今後も高齢化が進んでいくと予想され、利便性の良い交
通手段の確保が必要となっている。そこで福祉有償運送におけ
る使用車両をセダン型車両に拡大することにより、より多くの高
齢者や障害者等の社会参加を促し、地域の活性化や地域福祉
の充実と、より良いまちづくりを目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

96 01 北海道 01633 上士幌町
上士幌町子育て安
心特区

北海道河東郡上士幌町
の全域

　上士幌町には、現在、認可保育所が1箇所、無認可保育所が
6箇所ある。このうち、市街地にはそれぞれ1箇所ずつあるが、
無認可保育所においては近年入所児童数が減少し、ピーク時
の3割ほどの状況となっている。このため、無認可保育所を認可
保育所に統合し、私的契約児を含めた定員設定を可能とするこ
とで、保育を必要とする乳幼児に対する公平・平等な保育機会
を提供し、保育体制の整備を図るとともに、子育て環境の充実
した社会の構築を目指す。

913
・保育所における私的契約児
の弾力的な受け入れの容認

生活福祉
関連

第１２回
平成19年
7月4日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

97 01 北海道 01636 清水町
文化のまちの心の
教育特区

北海道上川郡清水町の
全域

　文化のまち第九のまちという特性を生かし「豊かな心」を育む
教育活動の充実を図っていくため、小学校低学年における学級
編制について２０人規模を基準とし、新たな学級編制に伴い任
用する教員の給与を町費で負担することにより、きめ細かな指
導を通じた学校生活への円滑な適応と基礎学力の定着ととも
に、子供たちの心の教育の充実に寄与する少人数学級を実現
する。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第１回（２）
平成18年
7月3日

98 01 北海道 01636 清水町
文化と人が響き合
う清水町教育特区

北海道上川郡清水町の
全域

　現在、不登校児童生徒や高校の中途退学者の数は全国的に
増えており、清水町においても町内の不登校の児童生徒が学
びやすい環境づくりが切望されている。そこで、町民による第九
合唱の取り組みから「第九のまち」として育んできた芸術文化の
実践活動を活用し、生徒が得意分野を学ぶ｢芸術コース」の課
程を持つ新しいコンセプトの株式会社立の通信制高等学校を設
置する。また、町内の専門技術を持つ町民が指導や授業を行う
ことで、地域との交流から子供たちに自信と社会参加の可能性
を与え、豊かで楽しい人生を切り拓く力を育む教育を実現する。

816
820(801-2)

（全）
830

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置
・市町村教育委員会による特
別免許状の授与

教育関連 第８回

平成27年
6月30日
申し出に
より取消

99 01 北海道 01640 01643 幕別町
幕別町福祉有償運
送特区

北海道中川郡幕別町の
全域

　高齢者や障害者などが年々増加している本町において、移動
手段である鉄道や路線バス等は運行本数が少ないなど移動制
約者のニーズを充分に満たしているとは言い難い状況である。
また、本年2月の合併による町域の拡大に伴い、地域において
利便性の高い交通手段の確保が求められている現状である。
このため、福祉有償運送における使用車両をセダン型等の一
般車両まで拡大し、多くの高齢者や障害者などの社会参加機
会を増加することにより、地域の活性化や地域福祉の充実を図
り、豊かで住みよいまちづくりを実現する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

100 01 北海道 01645 豊頃町
豊頃町ふれ愛協働
のまち輸送特区

北海道中川郡豊頃町の
全域

　豊頃町の公共交通として、ＪＲ、バス、タクシーなどが利用され
ているが、バス路線の廃止やタクシー事業者の配置台数が減
少している状況である。町では町有バスの運行により対応して
いるが、依然として交通弱者への移送手段の確保が課題となっ
ている。また、高齢化により介護保険サービス利用者が増加し
ており、移動制約者に対する輸送サービスへの対応が急務と
なっている。移動制約者のうち、車いす等を使用する者以外は
一般車両の乗降が可能であることから、本計画により福祉有償
運送における一般車両の使用拡大を行い、今後の利用者ニー
ズを踏まえた在宅サービスの充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

101 01 北海道 01645 豊頃町
豊頃町みんなで楽
しい給食特区

北海道中川郡豊頃町の
全域

　豊頃町立認可保育所の２施設では、現在保育所での単独調
理を実施しているが、学校給食センターから給食を外部搬入す
ることにより、保育所運営の効率化と多様化する保育ニーズへ
の対応を図る。また、今後ますます共働きの世帯が増加するこ
とが予想され、女性が就業を継続する上で出産、育児は大きな
問題となっていることから、子育て支援を実施し、安心して子育
てできる環境整備を目指すとともに、「食育」の推進等による児
童福祉の向上、購入食材の検討による地場産品の消費拡大を
図る。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１２回
平成22年
11月30日

102 01 北海道 01646 本別町
人にやさしい、温も
りある福祉のまち
輸送特区

北海道中川郡本別町の
全域

　本町は、高齢化率が２８．５％に達し、要介護認定者や知的障
がい者等で福祉車両による輸送を必要としないが、公共交通機
関での単独移動が困難な方が増加している。また、本年４月に
は、第三セクター鉄道が廃線となる状況にもある。そこで、セダ
ン型車両による輸送サービスを提供することにより、移動制約
者の移動手段を確保し、在宅生活の長期継続や、家族の介護
負担軽減を図る。また、本年２月には、「福祉でまちづくり宣言」
を町民と共に宣言しており、本計画の実施により、当町の地域
福祉計画の基本理念のひとつである「いつまでも住み続けたい　
人にやさしい　温もりある福祉のまち　ほんべつ」の実現を目指
す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

103 01 北海道 01647 足寄町
足寄町子育て安心
特区

北海道足寄郡足寄町の
全域

　本町には現在認可保育所が２箇所、無認可保育所が１箇所
あるが、認可保育所では、老朽化が著しいなどの理由で満足の
行く対応ができていない。一方、無認可保育園においては近年
入所児童数が減少し、ピーク時の半分に満たない状況にある。
そうした状況を踏まえ、平成18年度に足寄保育所を改築するこ
とを機に３箇所の保育施設を統合するとともに、特例措置を活
用し私的契約児を含めた定員設定を可能とすることで、保育を
必要とする乳幼児に対する公平・平等な保育機会の提供、幼児
教育にふさわしい環境のもとで集団生活における保育体制の
整備を図る。このことにより、将来にわたり子育て環境の充実し
た社会の構築を目指す

913
・保育所における私的契約児
の弾力的な受け入れの容認

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
7月4日

104 01 北海道 01649 浦幌町
浦幌町福祉有償運
送特区

北海道十勝郡浦幌町の
全域

　本町では、鉄道や民間バス等の公共交通機関の利便性が低
く、高齢化の進展に伴い移動制約者が増加している状況にあ
り、今後、さらに増え続けることが予想される。また、高齢者、障
がい者は公共交通機関の利用が難しくなるにつれ、家に閉じこ
もりがちになる傾向もある。そこで、福祉有償運送のセダン型車
両への拡大を行ない、輸送サービスを充実させることにより、移
動制約者が外出する機会を増やし、住み慣れた地域で在宅生
活を続けることを可能とし、まちづくり計画の基本目標である
「人に優しく思いやりのあるまちづくり」の実現を目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

105 01 北海道 01662 厚岸町

厚岸町あみか
（あっけし・みんな
の・かいご）福祉輸
送特区

北海道厚岸郡厚岸町の
全域

　本町は、高齢者や障がい者の在宅福祉施策や介護予防事業
等を積極的に推進しているが、近年、景気低迷による人口の減
少や就職等による若年層の町外への流出に伴う高齢化の進展
から、高齢者等やその介護を行う家族に対する支援が喫緊の
課題となっている。そこで本特例を活用し、在宅で生活する公
共交通機関を利用しにくい高齢者等の移動手段を確保し、家族
の介護負担の軽減や就労機会の確保を図ることにより、町民が
健康で生きがいを持ち、地域で支える介護システムの構築や人
にやさしいまちづくりを推進する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

106 01 北海道 01668 白糠町
白糠町おたすけ福
祉輸送セダン特区

北海道白糠郡白糠町の
全域

　本町は、高齢者率が26.8％であり、災害時に弱い立場にある
高齢者等の情報の共有が不可欠なことから、地域で住民同士
が助け合う隣保共助体制の整備を行い、高齢者も暮らしやすい
まちづくりを進めてきている。本計画では特例措置を活用するこ
とで、地元の社会福祉法人等による輸送体制の構築を促し、高
齢者等が安心して外出できるような環境を整備する。これにより
高齢者等が住み慣れた地域において健常者とともに安心な在
宅生活ができるなど、地域福祉の更なる充実と隣保共助体制
の推進を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

107 01 北海道 01691 別海町
別海町ボランティア
輸送特区

北海道野付郡別海町の
全域

　本町は、広大な行政面積に家屋が点在しており、高齢者等の
移動制約者にとっては、医療機関への移動が困難である等、住
み慣れた地域で生活を全うするのは大変難しい状況にある。移
動制約者においては、家族による輸送に頼っている現状である
が、基幹産業である酪農に携わる家庭においては、その輸送に
対応できる時間が限られ、自由に外出するのは困難な状況と
なっている。そこで、セダン型車両による福祉有償運送を実施
することにより、移動制約者の多様な輸送ニーズに対応し、そ
の活動範囲を拡大する。これにより定期的な通院や福祉施設
への通所が可能となるなど、長年住み慣れた地域での豊かな
在宅生活を支援する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

108 01 北海道 01694 羅臼町
世界自然遺産のま
ち羅臼町福祉輸送
特区

北海道目梨郡羅臼町の
全域

　本町は､アイヌ語で「大地の果てる所」を意味する北海道東北
端に位置し､平成17年７月世界自然遺産に登録された貴重な自
然と人々の生活が共存共生する漁師町である。近年、漁獲量
の激減に伴う人口流出等により高齢化が急速に進んでおり､要
介護者や身体障害者など公共交通機関の利用が困難な方が
増えている。交通手段の乏しい本町において、本特例を活用し､
セダン型車両を軸とした福祉輸送サービスを充実させることで、
要介護者や障害者等の定期的通院や施設利用等の外出機会
を増加し､住みなれた地域でいきいきと生活できる地域づくりを
推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

109 02 青森県 02000 青森県
津軽・生命科学活
用食料特区

青森市、弘前市、黒石
市、青森県西津軽郡鰺ヶ
沢町、中津軽郡岩木町、
南津軽郡藤崎町、大鰐
町、平賀町、田舎館村、
碇ヶ関村、北津軽郡板柳
町及び鶴田町の全域並
びに五所川原市、深浦町
及び中泊町の区域の一
部

　青森県津軽地域は、農業生産に恵まれ、食品関連企業の立
地、弘前大学などによる生命科学技術研究が集積するという地
域特性を有している。この特性を生かし、①食品製造業者等の
農業参入により遊休農地等の有効利用を図るとともに、共同研
究及び受託研究等によって研究交流を進める弘前大学と連携
しつつ特区内の農産物を利用した新商品の開発を促し、アグリ
ビジネスの展開を推進する。②また、市民農園の開設や農地の
権利取得後の下限面積緩和により、遊休農地の有効利用、都
市農村交流の拡大を図る。

1001
1002
1006

704
705
813
815

・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第１回（１）
（第４回、
平成16年
6月14日、
第6回変

更）

平成17年
11月22日

110 02 青森県 02201 青森市
青森企業立地促進
特区

青森市の区域の一部（青
森中核工業団地）

　本県の行政、経済、産業等の中心的役割を担っている青森市
に工業集積の拠点として整備した青森中核工業団地において、
多様化する企業の進出形態に対応し、進出の際の初期投資を
軽減させる規制緩和（賃貸制度の導入）を行い、先端技術産業
や高付加価値型産業等の集積を積極的に推進し、工業集積の
拠点づくりを通じて地域経済の活性化を図る。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第４回
平成17年
7月19日

111 02 青森県 02201 青森市
青森市障害者デイ
サービス特区

青森市の全域

　青森市は、広大な面積を有する全国有数の豪雪都市である
にもかかわらず、知的障害者及び障害児のデイサービス事業
所は市内に各１箇所のみであり、障害者が生活する身近な地
域においてサービスを提供する基盤が十分ではない状況にあ
る。このため、規制の特例措置の導入により指定通所介護事業
所等を活用して、市の中央部、東部、西北部、南部の各エリア
に最低限1箇所の知的障害者・障害児のデイサービス事業所を
配置し、青森市障害者福祉計画の「ライフステージの各段階で
の的確な福祉サービスを提供できる体制の確立」を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第６回（平
成17年4
月27日変

更）

平成19年
3月30日

112 02 青森県 02202 弘前市
弘前ＩＴ人材育成特
区

弘前市の全域

　現在、ＩＴは生活の一部であるとともに、地域産業の活性化に
向けて重要な手段となっている。特例措置を活用することで、学
生の就職や社会人のキャリアアップを支援し地域情報化の牽
引役となるべきＩＴ人材の育成を支援する。情報技術に強い人材
が地域内から供給されることで、商工業を中心に民間企業によ
るＩＴの導入が着実に進み、地域内企業の再生・活性化が実現
し、長期的には情報産業系企業の立地環境が整備されることと
なり、雇用の拡大につながるものと期待される。

1132(1144、
1146)

1131(1143)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除
・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

113 02 青森県 02203 八戸市
八戸ＩＴ人材育成特
区

八戸市の全域

　ITは地域の経済活性化にとって極めて重要な手段であり、今
後もITの高度化や情報化の進展に伴い、IT人材の必要性が高
まることが予想される。このため八戸市では、平成18年4月策定
の「e-八戸推進計画」を踏まえ、地元企業のIT化を支援するとと
もに、IT関連企業の集積促進による地域IT産業の育成と振興に
向け、特区制度を導入し、ITの高度な知識・技術を有する人材
の育成を促進する。これにより、地域内での人材基盤を確実な
ものとするとともに、地域雇用の創出と経済の活性化につなげ
る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１２回
平成22年
11月30日

114 02 青森県 02206 十和田市
十和田市中心市街
地にぎわい特区

十和田市の区域の一部
（中心市街地）

　整然とした格子状の街並みを誇り、近代都市計画のルーツと
いわれている十和田市の中心市街地は、空き地の増加に伴う
景観悪化が懸念されるとともに、中心商店街の地盤沈下が進
むなど、空洞化が顕著になっている。この様な現象に歯止めを
かけ活気を取り戻すため、現状の交通規制の見直し等による路
上空間の有効利用を通じ、まちを使用したイベントの充実を図
るとともに、都市景観への付加価値を生み出す施策を展開しな
がら、魅力的な空間を創造することで、賑わいの創出、民間投
資の誘発等を図り、中心市街地の活性化をめざすものである。

102
・地域参加型のまちづくり計
画に基づく交通規制の実施

まちづくり
関連

第７回
平成18年
7月3日

115 02 青森県 02207 三沢市
三沢市サテライト
型居住施設特区

三沢市の全域

　特別養護老人ホームの入所定員の一部を施設本体とは別の
地域に分館として設置することにより、入居者が住み慣れた地
域でのサービス展開を可能とし、また入居者とその家族及び地
域住民との交流を促進することを目指す。これにより、当市が
展開を予定する介護予防施策の拠点を拡大することが可能と
なり、地域に密着した高齢者福祉の充実をはかり、これによる
地域活性化を図っていく。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第７回
平成18年
7月3日

116 02 青森県 02207 三沢市
三沢市英語教育推
進特区

三沢市の全域

　三沢市は、民間空港や航空自衛隊三沢基地、在日米軍三沢
基地など全国有数の航空施設を有する「大空のまち」であり、外
国人が基地内外に多く居住しているなど異国情緒あふれる国
際都市としての一面を持っている。そこで、市内全小学校で英
語教育を実施することにより、”未来からの留学生”である次代
を担う子どもたちに早期に英語に慣れ親しませ、国際感覚とコ
ミュニケーション能力を身に付けさせることで、国際社会に貢献
できる青少年の育成及び地域の国際交流活動の進展や活性
化を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第８回
平成20年
7月9日

117 02 青森県 02384 鶴田町
「鶴と国際交流の
里」英語教育推進
特区

青森県北津軽郡鶴田町
の全域

　鶴田町は、昭和５２年に「まちづくりはひとづくり」を基本理念と
し、アメリカ合衆国フッドリバー市と姉妹都市を締結して以来、
「鶴と国際交流の里」をキャッチフレーズに中学生大使の派遣
や国際交流員の招致など様々な事業を展開しながら、国際化
に対応できるひとづくりを推進している。国内外の交流をより一
層推進し国際性豊かな子ども達を育成するために、管内全小
学校の学校教育のカリキュラムの中に英語活動科を設ける。こ
のことにより国際理解と英語によるコミュニケーション能力を生
み、国際交流の担い手となる人材育成を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

118 02 青森県 02424 東通村
東通村「わが村の
先生制度」特区

青森県下北郡東通村の
全域

　東通村では、児童数の減少の続く学校を統合するなどの教育
環境の整備に取り組んでおり、この一貫として、小規模校での
生活に慣れた子どもたちの学習面や生活面での支援を行うた
めに村費負担の非常勤講師を配置しているが、非常勤では学
級担任ができないなど力を十分発揮できていない。そこで、本
特例を導入し、村の教育に心血を注いでくれる常勤教員を採用
し、当該教員が学級担任として学習面だけではなく生活指導や
校務分掌などにも携わることを可能とする。このことにより、学
習指導と生活指導の充実を図り、変化の著しい国際社会の中
でも夢と希望を持ち、たくましく生きていける子どもを育む。

810 ・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第９回
平成18年
7月3日

119 02 青森県 02424 東通村
東通村英語教育特
区

青森県下北郡東通村の
全域

　東通村では、次代を担う子どもたちが夢と希望を持ち、変化の
著しい国際社会の中においてたくましく生きていけるよう、教育
環境の整備充実に取り組んでいる。その基幹施策として、幼小
中一貫教育を行い、確かな学力の向上と個性の伸張を目指し
ている。その一環として、平成18年度からは、村費負担教員を
採用し、小中連携と小学校英語活動の充実を図っているところ
だが、これに加えて本特例措置の活用により、英語専科教員に
よる小学校での週１～２時間の英語教育の実施と、村独自の英
語カリキュラムの作成を行い、子供たちの豊かな国際感覚とコ
ミュニケーション能力の向上を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１１回
平成20年
7月9日

120 03 岩手県 岩手県、宮城県
いわて・みやぎ自
動車輸送特区

盛岡市、花巻市、北上
市、遠野市、一関市、釜
石市及び奥州市並びに
岩手県紫波郡紫波町及
び矢巾町、胆沢郡金ヶ崎
町、西磐井郡平泉町並び
に気仙郡住田町並びに仙
台市、多賀城市、栗原市
及び大崎市並びに宮城
県宮城郡利府町並びに
黒川郡大和町、富谷町及
び大衡村の全域

　岩手県南部地域及び宮城県北部地域は自動車関連産業の
集積が急速に進んでおり、この地域の自動車生産拠点としての
優位性を高め、さらなる自動車関連産業の集積を図ることは地
域経済の活性化に繋がる。このため、長大フルトレーラ連結車
による輸送効率化事業により自動車生産工場からの陸上輸送
ロットを増大することで企業活動の効率化を可能とするもので
あり、輸送コストの削減や運行回数の低減のほか、CO2の排出
量の低減および交通渋滞の緩和等の効果があり、当該地域に
おける自動車関連産業のさらなる集積が期待できる。

1223
・長大フルトレーラ連結車によ
る輸送効率化事業

産業活性
化関連

第24回
平成26年
6月27日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
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地方公共団

体コード
（１）
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申請地方公共団
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特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

121 03 岩手県 03201 盛岡市
盛岡市eビジネス
創造人材育成特区

盛岡市の全域

　本市は，ＩＴの積極的活用による起業化支援などを推進するた
め，平成１４年に盛岡市情報化基本計画を策定し，市産業支援
センターを設置のうえ，情報サービスやソフトウェア業等の起業
家育成に努めている。また，本市にはソフトウェア系企業１３６
社が立地し，IT関連事業所の集積度が高く，県内等の各大学や
情報ビジネス系専門学校等の出身者の大きな受け皿となって
きた。今後もビジネスチャンスや雇用の拡大を目指し，本特例
措置を活用して，合格者の増加に努め，ITの先端技術等を習得
した人材の育成を推進する。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成19年
3月30日

122 03 岩手県 03205 花巻市
花巻市内幼稚園早
期入園特区

花巻市の区域の一部（旧
花巻市）

　少子化による幼児数の減少や核家族化により、幼児の社会
性を涵養することが難しくなっている。三歳未満児が年度当初
から一緒に幼稚園に入園することにより、早い時期からの集団
生活を通して、幼児の調和のとれた心身の発達を促す。また、
保護者が子どもと共に学び合う「親と子の育ちの場」としての幼
稚園の役割や機能の充実を図るとともに、ゆとりある子育てを
可能とし、子育てを行う保護者の地域活動などの社会参加を促
して、地域の活性化を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成20年
7月9日

123 03 岩手県 03209 一関市
幼稚園早期入園特
区

一関市の全域

　少子化が進んでいる一関市において、特に市中心部の幼児
の減少が目立っていることから、三歳未満児の幼稚園入園の
特例により入園を促進させ、園児に集団生活を経験させること
によって、幼児の望ましい成長の育成を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１回（２）
平成20年
7月9日

124 03 岩手県 釜石市 港湾物流特区
釜石市の区域の一部（釜
石港地域の一部）

　釜石市では鉄鋼産業が基幹産業であり、釜石港までの鉄鋼
製品の輸送には明治時代より鉄道輸送を中心とした大ロット輸
送を行ってきたものの、競争激化により合理化を余儀なくされ、
平成６年には鉄道輸送を廃止し全面トラック輸送体制に切り替
えた。しかし、車両総重量規制による小ロット輸送の問題が顕
在化してきた。このため、輸送車両の総重量に係る特例を活用
し、港湾背後地から港頭地区への輸送効率の向上を図る。これ
により、輸送コスト及び環境負荷を低減し、もって釜石港地域に
おける産業経済の活性化を図る。

1205（1214、
1221）（一部）

・重量物輸送効率化事業
産業活性
化関連

第１５回
平成26年
6月27日

125 03 岩手県 03212 江刺市
人の和の花咲く特
区

江刺市の全域

　江刺市では、都市の消費者に農業や農村、農産物への理解
を高めてもらうため、農作業や農村体験及び農産物加工など、
多くの体験メニューを用意し、「通過型交流」から農家に宿泊す
る「滞在型交流」への移行を推進している。このため、特区制度
を活用し農家民宿の設置を容易にし、地域住民や農地所有者
が指導者として体験者（都市の消費者）と交流する機会を増加
させ、これにより担い手農家の育成と地域の活性化につなげて
いく。

407
・農家民宿における簡易な消
防設備等の容認

都市農村
交流関連

第４回
平成17年
7月19日

126 03 岩手県 03301 雫石町
しずくいし子育て支
援・幼稚園早期入
園特区

岩手県岩手郡雫石町の
全域

　雫石町では、少子化による幼児数の減少や核家族化により、
幼児が家庭や地域で社会性を涵養することが難しくなってい
る。そこで、満３歳児が年度当初から一緒に幼稚園に入園する
ことを可能とすることにより、望ましい集団生活を早期に体験す
ることができ、本町の全ての子どもたちの望ましい成長を促す。
また、早くから幼稚園とかかわることによって、教職員から子育
てに関する相談に応じてもらえるなど保護者の子育て環境も改
善し、保護者同士、家庭と幼稚園、地域との連携など地域ぐる
みで子育てをする環境を構築する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

教育関連 第８回
平成20年
7月9日

127 03 岩手県 03483 岩泉町
岩泉町地域農業再
生特区

岩手県下閉伊郡岩泉町
の全域

　少子化及び高齢化の進行による農家戸数の減少や農業の担
い手不足により、当町の農村は存亡の危機に直面している。農
村の存在は、当町における経済・社会の基本となっていること
から、農家の自立に向けた対策が必要不可欠なものとなってい
る。このため、農業生産法人以外の法人が農業経営に参入し、
自立する農家農村の創造に取り組むとともに、外部からの新規
就農者確保及び担い手の育成による定住化を進め、活力に満
ちたまちづくりを目指していく。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

128 03 岩手県 03524 一戸町
公設民営型小規模
多機能福祉特区

岩手県二戸郡一戸町の
全域

　小規模の特別養護老人ホームを町が出資する第三セクター
に管理運営委託することにより、民間の経営感覚を取り入れた
効率的かつ機能的な運営を図るとともに、多様なサービスを組
み合わせて高齢者のニーズに即した福祉サービスを提供する。

907-2
・特別養護老人ホームの法人
への管理委託容認

生活福祉
関連

第３回
平成19年
7月4日

129 04 宮城県 04000 宮城県 みやぎ教育特区 宮城県の全域

　生徒や地域等の実情に応じた特色ある学校づくりを一層推進
するため、多様な教育課程を編成し教育活動を展開することに
より、生徒が学習選択の幅を拡大し、各種の資格取得、体験学
習・実習等を行い、様々な単位の修得を通して多様な力量を兼
ね備え、将来にわたって地域社会に貢献することができるよう
な人材となるよう育成することを目指す。

804
・高等学校等における校外学
習の認定単位数の拡大

教育関連 第１回(２)
平成17年
7月19日

130 04 宮城県 04000 宮城県
みやぎ地域生活支
援デイサービス特
区

石巻市、古川市、名取
市、角田市、岩沼市、栗
原市及び東松島市並び
に宮城県柴田郡大河原
町、村田町、柴田町、川
崎町、黒川郡大和町、大
郷町、富谷町、大衡村、
加美郡色麻町、加美町、
志田郡松山町、三本木
町、鹿島台町、遠田郡小
牛田町、涌谷町、南郷
町、牡鹿郡女川町、本吉
郡志津川町、歌津町の全
域

　日本一の福祉先進県づくりを目指す宮城県においては，「地
域で自分らしい生活を安心して送れる社会」を基本理念とする
プランを策定し，その実現に向け取り組んでいる。知的障害者
及び障害児についてこの基本理念を実現させるために，利用者
の身近な所でデイサービスなどの多様なサービスを確保すると
ともに，高齢者等多様な利用者とのかかわりによるＱＯＬの向
上を図るものである。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第７回（平
成17年10
月1日変

更）

平成19年
3月30日

131 04 宮城県 04000 宮城県
みやぎＩＴ人材すく
すく特区

宮城県の全域

　本県は、第三次産業の就業の割合が全国的に見ても高く、特
に情報・通信分野でのＩＴ人材へのニーズが高く、質・量ともに充
実したＩＴ人材が求められている。そのため、各種施策の中でもＩ
Ｔ人材育成を最も重要な基盤として注力し、初中級レベルから
高度技術者まで広範に体系化を図りながら推進している。そこ
で、本特例措置を活用することにより、さらなるＩＴ人材の裾野を
広げる若年層の拡大を図り、ＩＴ人材の層を厚くし、ＩＴ関連産業
の集積等により活力豊かな地域経済の実現を目指す。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレーター試
験の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連
第７回（第
１０回変

更）

平成19年
3月30日

132 04 宮城県 04000 宮城県
みやぎ中心市街地
活性化古川にぎわ
い特区

古川市の区域の一部（駅
前、台町、七日町地区の
一部）

　県北の中心都市である古川市では、車社会の進展や郊外大
型店の出店等により中心部の大型店４店が閉店、中心市街地
の空洞化や衰退化が進み、かつての賑わいを失っている。そこ
で、中心市街地内の従前大型店があった区域に「大規模小売
店舗立地法」に係る特例措置を講じ、撤退した大型店に替わる
新たな店舗の迅速な出店を誘導し、関連事業や行政・TMO・商
店街・NPO等と密接な連携を講ずることで、地域住民の生活利
便性の向上や雇用拡大、商店街の活性化を図り、にぎわいと魅
力ある中心市街地の再形成を目指す。

1102
・中心市街地における商業の
活性化(大規模小売店舗法の
特例)

まちづくり
関連

第８回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

133 04 宮城県 04000 宮城県
宮城県認知症高齢
者グループホーム
短期利用事業特区

石巻市、塩竃市、古川
市、気仙沼市、白石市、
名取市、角田市、多賀城
市、岩沼市、登米市、栗
原市及び東松島市並び
に宮城県刈田郡蔵王町
及び七ヶ宿町並びに柴田
郡大河原町、村田町、柴
田町及び川崎町並びに
伊具郡丸森町、亘理郡亘
理町、宮城郡七ヶ浜町及
び利府町並びに黒川郡
大郷町、富谷町及び大衡
村並びに加美郡色麻町
及び加美町並びに志田
郡松山町、三本木町及び
鹿島台町並びに玉造郡
岩出山町及び鳴子町並
びに遠田郡涌谷町、田尻
町、小牛田町及び南郷町
並びに牡鹿郡女川町、本
吉郡本吉町、唐桑町及び
南三陸町の全域

　本県では、宮城県高齢者保健福祉計画等に基づき、認知症
高齢者に対する総合的な支援を行ってきているが、近年の高齢
化の進展に伴い、認知症高齢者も年々増加し、家族の介護負
担も大きくなっている。そこで、認知症高齢者及び介護家族の
臨時、緊急ニーズ等に対応し、介護家族が介護から一時離れ
ることで介護疲労を解消し、生き生きと生活できる環境づくりを
行うため、認知症高齢者グループホームにおいて短期入所
サービスを利用できるようにすることにより、住民がいつまでも
なじみの場所で生活できる環境づくりを推進する。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

134 04 宮城県 04000 宮城県
みやぎ私立学校教
育特区

宮城県の全域

　地域に根ざした特色ある学校づくり、開かれた学校づくりを推
進するため、小学校全学年に「英語科」を新設する等教育課程
の基準によらない教育課程を編成・実施し、将来にわたり本県
の地域社会に貢献することができるような人材を育成する。ま
た、教育における先進的な取組みは、県内の私立学校の教育
活動に好影響を与え、私立学校の自主性・独自性を生かした特
色ある教育活動の活性化が進む。これにより、多様な学習機会
を県民が享受することが可能となり、有為な人材の育成が一層
期待できる。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

135 04 宮城県 04000 宮城県
みやぎ情報産業人
材育成特区

宮城県の全域

　宮城県は第３次産業の就業割合が全国的に見ても高く、特に
情報・通信分野でのIT人材へのニーズが強く、質・量ともに充実
したIT人材が求められている。そのため、各種施策の中でもIT
人材育成に重きを置き、地域においては初中級レベルから高度
技術者まで、広範に体系化を図りながらIT人材育成を推進して
いる。今回申請する特区計画を実施することにより、更にIT人
材の裾野を広げる若年層の拡大を図り、IT人材の層を厚くし、IT
関連産業の集積等により活力ある豊かな地域経済の実現を目
指す。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１４回
平成22年
11月30日

136 04 宮城県 04100 仙台市
杜の都新エネル
ギー創造活用特区

仙台市の全域

　｢杜の都｣の環境を守るため｢脱スパイクタイヤ運動｣を市民総
ぐるみで展開し粉じん公害の撲滅を全国へ広めた実績を生か
し、次は地球温暖化の防止とエネルギー資源の有効活用に取
組む。大口エネルギー需要者が集中する地区において、天然
ガスを利用したコージェネレーション、太陽光発電、水素エネル
ギー貯蔵システム等を組合せ、共同による高効率なエネルギー
供受給システムの開発・運用モデル事業を実施し、次世代のエ
ネルギー利用システムの構築を図り、｢環境先進都市・杜の都
仙台｣の実現と地球環境の保全を目指す。

1103(1122)
・電力の特定供給事業の許可
対象の拡大

環境・新エ
ネルギー

関連
第４回

平成17年
7月19日

137 04 宮城県 04100 仙台市
仙台市セダン型福
祉有償運送特区

仙台市の全域

　仙台市において移動制約者の数は年々増加する傾向にあ
る。また移動制約者の中には、福祉車両ではなく、一般の車両
による輸送を希望するニーズもあるが、公共交通機関のみで
は、こうした人々の移動ニーズを満たしているとは言い難い状
況である。このため、特例措置を活用することで、一般の車両を
使用する福祉有償運送事業を実施する計画を有する３団体と
の協働により、移動制約者の輸送手段を確保し、移動制約者の
社会参加等の促進を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

138 04 宮城県 04100 仙台市
幼稚園活用型保育
所待機児童対策特
区

仙台市の全域

　幼稚園・保育所併設施設において相互の合同活動を実施す
ることにより，幼児の社会性の涵養のほか，幼稚園が保育所を
併設しやすい環境整備を整える。関連事業として実施している
幼稚園への保育所併設のための支援事業との相乗効果によ
り，幼稚園の保育所事業への参入促進を図る。また，３歳未満
児に係る幼稚園入園事業により，幼児教育の充実を図るほか，
保育所への入所希望者を吸収することを期待する。これらによ
り，幼児教育の充実と保育所待機児童の解消を図るものであ
る。

806
807
914

・三歳未満児の幼稚園入園の
容認
・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成20年
7月9日

139 04 宮城県 04100 仙台市 国際知的産業特区 仙台市の全域

　「学都仙台」の風土やこれまでの産学官連携の実績を土台
に、東北大学等の研究機関が持つ世界レベルの先端技術を応
用し、｢健康｣、｢情報｣、｢環境｣及び「ナノ・材料」の４つのフロン
ティアにおいて研究開発を推進し、これにより新産業の創出・集
積を図り、国際的な知的産業都市の実現を目指す。

501502503
504

704
705
813
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第１回（１）
（第４回、
平成16年
6月14日
変更）

平成19年
3月30日

140 04 宮城県 04206 04208

白石市、角田
市、蔵王町、大
河原町、村田
町、柴田町、川
崎町、丸森町

仙南地区セダン型
福祉有償運送特区

白石市及び角田市並び
に宮城県刈田郡蔵王町、
柴田郡大河原町、村田
町、柴田町及び川崎町並
びに伊具郡丸森町の全
域

　当地域においては路線バスや町民バスが運行し、より身近な
公共交通機関として大きな役割を果たしているが、高齢者や障
害者の中には停留所までの移動が困難なものもあり、ドア・
ツー・ドアの移動手段の確保が課題となっている。また、高齢化
の進展等により、外出等の移動支援が必要な障害者や高齢者
はさらに増加していくものと見込まれている。従来から行われて
きた家族等による送迎や、タクシーを含む公共交通機関による
移動に加え、ＮＰＯ等の行う福祉有償運送事業を展開し、様々
な運行主体による協働の体制を整備することにより、移動制約
者の移動確保という地域の課題を、地域の資源を生かして解決
を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

141 04 宮城県 04208 角田市
小学校英語教育推
進特区

角田市の全域

　角田市では、交流活動を通して歴史文化、自然環境、生産資
源など広く内外に情報発信し、世界に開かれた地域社会の形
成や国際感覚にあふれた都市の姿を国際的な感覚で考え、そ
こで活躍できる人材の育成を図ることを重要な取り組みと位置
づけている。その実現のために、小学校に「英語活動科」を設置
し、小学校１年生から６年生まで「英語によるコミュニケーション
能力の育成」を図るため、年間３５時間の授業を行う。関連事業
として、中学校において「選択教科等に充てる授業時数」を活用
して、小・中学校一貫の英語教育を行う。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

142 04 宮城県 04209 多賀城市
多賀城市幼稚園早
期入園特区

多賀城市の全域

　本市は都市化の進行に伴い、幼児が安心して遊ぶことができ
る場所が減少しており、また、少子化や核家族化の進行に伴
い、幼児が他の幼児と接する機会が減少していることは、幼児
の心身の健全な成長に少なからず影響を及ぼしていると思わ
れる。特例措置の活用によりこれら問題の緩和を図るとともに
幼児を預けることができる施設が増加することにより、母親が就
労しやすい環境を構築し、幼稚園教職員の配置見直しに伴い、
新規雇用が発生する可能性もあるため、地域経済へのプラス
効果も期待できる。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第７回
平成20年
7月9日

143 04 宮城県 04212 登米市
豊里小中一貫教育
特区

登米市の区域の一部（旧
宮城県登米郡豊里町）

　現在の６・３制から、３（低学年部３年）・４（中学年部４年）・２
（高学年部２年）制を実施することにより、児童・生徒の発達段
階や個人差に応じた弾力的なカリキュラムの編成が可能とな
り、中学校入学時での難易度の急激な変化への対応や習熟度
に応じた指導によって基礎学力の定着を着実に進める。さらに
英語教育の早期開始により、国際化に対応できる児童生徒の
育成を図る。また、小・中学校での９年間を通じて、連続性及び
一貫性のある教育の実践が可能となり、児童・生徒のニーズに
合った一貫指導が展開できる。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第３回
平成20年
7月9日

144 04 宮城県 04213 栗原市
高清水かつらっこ
特区

栗原市の区域の一部（旧
高清水町）

　幼稚園と保育園の共用化施設において幼稚園児と保育園児
の合同活動を行い、少子化の中で育つ子どもたちの社会性，協
調性，自主性を涵養し，また，地域の子どもたちを地域皆で支
えていくことにより女性の働きやすい環境を創造し、「日本一子
育てのしやすい町づくり」を目指す。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回（平
成17年4
月1日変

更）

平成17年
11月22日
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

145 04 宮城県 04213 栗原市
自然まるごと共生
特区

栗原市の区域の一部（旧
花山村）

　宮城県の最北端に位置した山村地域の花山村は、過疎化、
農業の担い手の減少、高齢化が進行している。自然に恵まれ、
観光資源も多く、風光明媚な村であり、最近は２戸の農家が農
地を取得して移住している。その後も小規模な農地取得を希望
する都市部からの移住希望者があるが、農地取得後の農地の
下限面積が50アール以上との要件があり、折角移住したという
希望があっても受け入れをできない状況でった。このため、特区
の特例を活用し、農業への新規参入を容易にする。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連

第４回（平
成17年4
月1日変

更）

平成17年
11月22日

146 04 宮城県 04216 富谷町

富谷町待機児童対
策臨時的任用職員
(保育士)の任用期
間の延長特区

宮城県黒川郡富谷町の
全域

　富谷町では毎年２５名～３０名程度の臨時的任用職員（保育
士）を採用しているが資格職であるため必ずしも必要数を確保
出来ないのが実情である。特区の認定を受けることによって公
立保育所で任用している臨時的任用保育士の確保を容易に
し、多様化する保育ニーズへの対応とともに、保護者の方の子
育てに対する不安の軽減、さらに、待機児童の減少を図り、「安
心して子育てのできる環境の充実したまち」を目指す。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用事業

生活福祉
関連

第２５回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

147 04 宮城県 04323 柴田町

柴田町少子化対策
臨時保健師及び保
育士職員の任用期
間の延長特区

宮城県柴田郡柴田町の
全域

　柴田町では、少子・高齢化や保育ニーズの増加により、保健
師や保育士の早急な確保が求められている。一方、行財政改
革も推進する必要性から、将来的に指定管理者制度の活用を
図っていく予定としているが、その間においても保育サービスを
始めとする少子化対策を推進するため、臨時保健師及び保育
士職員の任用期間を延長することで、能力のある人材を安定的
に確保する。これにより、子育て支援を行い、男女共同参画社
会の実現を推進する。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

地方行革
関連

第１５回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

148 04 宮城県 04421 大和町

大和町臨時保育士
の任用期間延長に
よる保育事業充実
特区

宮城県黒川郡大和町の
全域

　近年の急激な人口の増加に伴う保育所待機児童の解消と多
様化する家庭環境に応じた保育サービスの提供を図るため、地
方公務員の臨時的任用に関する特例措置により、不足する保
育士資格を有する人材を確保し、保育ニーズピーク後の適切な
定員管理を念頭に入れ、少数精鋭を基本とした職員配置と効
率的な行政運営の取組みを継続しながら、保育サービスの拡
充と安心して子どもを預けられる環境整備を推進し、もって、子
育てに関する負担軽減と不安の解消を図り、保護者の子育てと
仕事の両立の実現を目指すもの。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用事業

地方行革
関連

第３０回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

149 04 宮城県 04421 04422 大和町、大郷町

緑豊かな町たい
わ・おおさと活き生
き福祉有償運送特
区

宮城県黒川郡大和町及
び大郷町の全域

　大和町及び大郷町は「高齢者や障害者等にやさしいまちづく
り」を基本に施策を推進しているが、その基盤となる交通施策に
ついてはまだまだ不十分であり、移動制約者の移送手段の確
保が課題となっている。このため、ＮＰＯ等がセダン型等の一般
車両を用いて輸送サービスを実施することにより、移動制約者
に対し低廉な輸送サービスを提供するとともに、高齢者の介護
予防効果や、障害者の社会参加を促進し、地域福祉の向上を
図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

150 50
その他（宮
城県、高知

県）
04422 39305 大郷町、北川村

地域個性を活かし
た未来人材育成特
区

宮城県黒川郡大郷町及
び高知県安芸郡北川村
の全域

　大郷町及び北川村は環境エネルギーに関して将来にわたっ
て共通する施策をもつ。したがって、１００年後の新しいエネル
ギーと新しい環境のシステムを展望しうるような環境エネル
ギーを専門とする株式会社が設立する大学を誘致したいと考え
る。当該地域の歴史、文化、風土、そして産業の継続などの地
域個性を伝承しうる教育をも組み込むとともに、即戦かつ実践
的な教育人材育成による人材育成を期待するものである。

816
821(801-1)

（全）

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置

教育関連 第７回

平成24年
3月29日
申し出に
より取消

151 04 宮城県 04461 松山町
「醸華邑(じょうかむ
ら）」構想・水田農
業活性化特区

宮城県志田郡松山町の
全域

　一般企業に農地の耕作を認めることにより、遊休農地の防止
を図るとともに、当該企業が環境保全米（NPO法人「環境保全
米ネットワーク」（仙台市）が低農薬・無農薬で環境負荷の少な
い米づくりを目指して定めた基準に従って栽培された米）を栽培
し、これにより商品性の高い清酒製造を行うこと等により、生産
活動を活性化し、雇用増大・地域経済の活性化を目指す。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

152 04 宮城県 04502 大崎市
たじり子育てスマイ
ル特区

大崎市の区域の一部（旧
田尻町）

　少子化の進行により、「子育て支援活動計画（子育て・あんし
んプラン）」を策定し、安心して子どもを産み育てることができる
町づくりを進めている。そこで、平成１７年４月開所予定の保育
所・幼稚園の合築施設「子育て支援総合施設」における合同活
動については、特区認定を受けているが、さらに保育室の共用
化を図り、本当の意味での幼保一元化を図る。さらに、食教育
を推進することを念頭に、現在幼稚園には搬送している地元食
材を使った学校給食センターからの給食を４・５歳児の保育所
入所児にも提供する。

920
807
914
916

・公立保育所における給食の
外部搬入容認
・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成22年
11月30日

153 04 宮城県 04528 金成町
のびのび童っ子
（わらすっこ）特区

宮城県栗原郡金成町の
全域

本町では、少子化等の進行により同年齢の子ども同士のふれ
あう機会が減少し，幼児の社会性などが育ちにくくなっている。
このため、幼稚園保育所の共用化施設の整備と併せて，現在
の幼稚園１年保育，保育所の１歳６ヶ月以上児の受入から，幼
稚園の３年保育，保育所の１歳未満児の受入へと拡大するとと
もに、幼稚園児・保育所児の合同活動事業を通じて、保護者の
環境にかかわらず，同年齢の幼児が分け隔てなく活動できるよ
うにすることで、地域の子どもたちの育ちの保障をし、ともに生
きる社会を築いていく。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第７回
平成17年
11月22日

154 05 秋田県 05000 秋田県
美の国あきた景観
特区

横手市及び湯沢市並び
に秋田県仙北郡角館町
の区域の一部

　古い街並みを今に残す角館町の重要伝統的建造物群保存地
区、緑豊かな風致地区を背景に良好な住環境を有する住居専
用地域を中心とした横手市・湯沢市の伝統的・歴史的特性を活
かし、違反広告物の簡易除却を推進するために、簡易除却対
象物件の拡大及び除却要件の緩和により良好な広告景観を形
成する。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化及び対象拡大

まちづくり
関連

第４回
平成17年
7月19日

155 05 秋田県 05000 秋田県
スペース・イオ学習
特区

秋田県の全域

　平成１７年４月に開設する教育・福祉複合ビルの中に、「ひき
こもり」やその傾向にある児童生徒の心の寄りどころとなる場所
として「スペース・イオ」を設置する。そこに専門指導員や臨床心
理士等を配置し、相談・指導に当たる。「スペース・イオ」での対
面指導や、訪問指導及びＩＴ等を活用した学習活動等の内容に
ついて、所属校と連携し特区の特例を活用してこれらの活動を
生徒指導要録上出席扱いとする。

805
・ＩＴ等の活用による不登校児
童生徒の学習機会の拡大

教育関連 第４回
平成17年
11月22日

156 05 秋田県 05000 秋田県
秋田スギ利活用推
進福祉特区

男鹿市の全域

　 秋田県の恵まれた森林資源を活用し、木材関連企業等地場
産業の活性化を図るため、高齢者福祉施設等施設整備基準の
中の耐火・準耐火要件を秋田県が当該施設の入所又は利用者
に係る必要な安全性が確保されていることを認めた場合に適用
除外し、秋田スギ等木製品の持つ環境に優しい、癒し空間が提
供できる木造構造物の建設を促進する｡

915
・木造建築による社会福祉施
設の設置

産業活性
化関連

第５回
平成18年
7月3日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

157 05 秋田県 05000 秋田県
秋田ＩＴ人材育成特
区

秋田県の全域

　本県産業の活性化を図るためには、ＩＴを活用した生産性の向
上や新事業の創出による産業振興が重要になる。その中核と
なるのは、情報サービス企業だけでなく、一般企業においても
高度な情報処理技術を習得した人材であり、地域において恒常
的に人材を育成することが必要である。そこで、人材育成の方
法として、本特例措置により、情報処理のエキスパートの増加
を可能とするとともに、情報処理を学ぶ人々のモチベーションを
高め、ひいては全体のレベルの底上げを図ることに貢献するも
のと考える。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

158 05 秋田県 05000 05201 秋田県、秋田市
秋田デイサービス
特区

秋田市の全域

　従来の高齢者・障害者・障害児といった対象者別に行ってき
た福祉施策から、誰もが安心して活き活きと、住み慣れた家庭・
地域で自立した生活が可能となるよう、指定通所介護事業所等
における知的障害者の受入を実施し、既存施設を有効活用す
ることによって、在宅介護サービスの充実・拡大を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第６回（平
成18年1
月1日変

更）

平成19年
3月30日

159 05 秋田県 05201 秋田市
秋田市地域密着共
生型福祉特区

秋田市の全域

　秋田市では、各種規制緩和措置を活用することにより、基準
該当施設で障害児（者）の受入が可能となっており、市内全域
で障害の有無や年齢の区別無く福祉サービスが推進されてい
る。こうした措置と併せて、本計画で小規模多機能型居宅介護
事業所において、障害児（者）の受入を可能とすることにより、
障害児（者）の地域での自立を促進するとともに、秋田市型福
祉サービスの一層の推進を図る。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１６回
平成28年
6月17日

160 05 秋田県 05209 鹿角市
鹿角市幼保一体的
運営特区

鹿角市の区域の一部（八
幡平の区域）

　女性の社会進出や就業構造の変化等により、少子高齢化が
顕著に進んでいる。八幡平地域の公立幼稚園3園と、へき地保
育園1園はともに定員割れの状態が続いており、今後もこの傾
向が続くものと推測される。平成16年度建設中の(仮称)八幡平
子ども未来創造センターは、このような少子化の影響を踏まえ、
施設の一体感だけでなく、保育園児と幼稚園児の精神面の一
体性・共調性を培い、保育士・幼稚園教諭間の一体性を構築す
るものである。当センターにおいて、保育園児と幼稚園児の合
同活動事業を実施し、幼児の人間性・社会性を涵養し健全な成
長を促す。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

161 05 秋田県 05214 にかほ市
にかほ市どぶろく
特区

にかほ市の全域

　本市の農業は、米価の価格や生産調整などに起因する厳し
い経営環境、担い手不足などや就業者の高齢化などにより、耕
作放棄地が発生するなど農地の荒廃が進んでいる。活力ある
地域づくりを進めるためには、農産物の生産・出荷からグリーン
ツーリズム等を活用した「人を呼び込み、地域ブランドを発信す
る農業スタイル」への転換が必要である。濁酒の製造は、本市
の新たな地域資源として必要不可欠であり、豊かな地場産業と
組み合わせることで、特色のある地域として都市住民の誘客を
図ることが可能となり、地域経済及び集落の活性化が図られ
る。

707(708)
・特定農業者による特定酒類
の製造事業

農業関連 第３１回
令和2年
12月11日

162 05 秋田県 05434 美郷町

美郷町資格要件付
臨時的任用職員の
任用期間の延長特
区

秋田県仙北郡美郷町の
全域

　本町では、低迷する経済情勢を背景として非正規社員の増加
による保育需要の不規則さや施設統合に伴う業務増のため、
やむをえず臨時的任用職員を雇用しているが、雇用期間が最
長で１年と短いことから必要数の確保に苦慮している。特に、認
定こども園保育士や図書館司書などの資格職については、近
隣市への人材流出を招いている状況であるため、任期の特例
を活用し、充実した認定こども園及び図書館運営を目指すとと
もに適正な人員配置により行政組織のスリム化を図る。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

地方行革
関連

第２７回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

163 05 秋田県 05434 美郷町
美郷町幼保一体的
運営特区

秋田県仙北郡美郷町の
全域

　少子化の進展に伴い、地域内の幼児同士のふれあいや交流
機会の減少する状況下において、保育所、子育て支援セン
ター、幼稚園が横並びに合築されている環境の有効活用を図る
べく、幼保一体で教育・保育活動を行い、子供達の健全な成長
を促すなど、社会性の涵養を図る。

807
914
916

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回（平
成16年11
月1日変

更）

平成17年
11月22日

164 06 山形県 06000 山形県
超精密技術集積特
区

山形市、米沢市、寒河江
市、上山市、天童市及び
東根市並びに山形県東
置賜郡高畠町の全域

　精密加工分野において高いレベルの技術を有する企業の集
積と、全国的にも高い技術水準の研究シーズを有する国立大
学の存在等を活かし、「超精密加工テクノロジー」と「有機エレク
トロニクス」分野で核となる先導的なプロジェクトを実施すること
により、「超精密技術」領域における産業の育成と集積を図る。

501502503
504
706
202
704
705
813
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・保税蔵置場設置基準の弾力
化
・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第１回（１）
（第３回、
平成16年
6月14日
変更）

平成19年
3月30日

165 06 山形県 06000 山形県

山形県東南村山・
北村山・置賜地区
福祉有償運送セダ
ン型車両特区

山形市、米沢市、上山
市、長井市、村山市、天
童市、東根市、尾花沢市
及び南陽市並びに山形
県東村山郡山辺町及び
中山町、北村山郡大石田
町、東置賜郡高畠町及び
川西町並びに西置賜郡
小国町、白鷹町及び飯豊
町の全域

　山間部が多く公共交通機関もあまり整備されておらず、移動
手段は自家用車によるところが多いことから、移動制約者の移
動は家族等への依存度が高い状況にある。その一方で共働き
世帯の割合が全国１位であるなど、移送の家族等への依存は
限界となっている。このため、要介護者、要支援者、障害者等
の移動制約者に対して、社会福祉協議会やＮＰＯ法人等が、福
祉車両だけでなくセダン型車両も用いて、福祉有償運送サービ
スを実施し、移動制約者が保健・福祉サービスを「いつでも、ど
こでも、だれでも」利用できるようにすることにより、健康で生き
がいを持ち安心して生活できる地域社会の実現を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

166 06 山形県 06201 山形市
山形市のびのび入
園特区

山形市の全域

　本市では国公立幼稚園は１園のみで，私立幼稚園26園が幼
児教育の大半を担っている。近年少子化の影響から，多くの幼
稚園では園児数が減少し，空き教室が生じてきている。また，
核家族化，共働き世帯の増加による幼児教育力の低下や，幼
児同士による触れ合いの機会の減少による社会性の低下が懸
念される状況である。このため，学校教育法第80条の規定にか
かわらず，三歳未満児を幼稚園で受け入れて4年間の幼児教育
を実施することにより，幼児の社会性の涵養や健全な成長の促
進を図り，幼児教育を充実させようとするものである。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成20年
7月9日

167 06 山形県 06203 鶴岡市
鶴岡バイオキャン
パス特区

鶴岡市の区域の一部（旧
鶴岡市）

　生命科学関係研究教育機関を一層高度に活用しながら、バイ
オ研究の振興とバイオ産業の発展、また、ナチュラルバイオ市
民学習農園の開設など、高度で最先端の研究から市民の基礎
的な学習や交流活動まで、まち全体がキャンパスとの構想のも
と、新しい時代に相応しい地方の自立した成長を図る。

501502503
504
1002
813
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第１回（１）
（平成16
年6月14
日、平成
17年10月
31日変

更）

平成19年
3月30日

168 06 山形県 06203 鶴岡市
地産地消で育つ元
気な子どもの楽し
い給食特区

鶴岡市の区域の一部（旧
藤島町）

　平成15年度まで各地区にあった4つの集団型児童館を統合
し、新しく3歳以上児の保育園として平成16年4月に新設開園し
た公立保育園の給食について、公設の”藤島町ふれあい食セン
ター”からの搬入方式に変更する。当センターは、町が推進して
いる｢安全安心な有機農産物」を食材とした給食作りを行ってお
り、現在学校給食だけでなく、障害更正施設及び私立幼稚園に
も給食を提供している。給食の外部搬入により、公立保育園の
運営の合理化と地産地消による地場産農産物の消費拡大を図
る。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html


15 / 79 ページ

番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

169 06 山形県 06205 新庄市
飛躍に向けた新庄
市みらいＩＴ人材育
成特区

新庄市の全域

　世界規模で急速に発展する高度情報化の進展は様々な分野
で市民生活の向上をもたらすものであり、その活用が求められ
ている。本市においても重要課題の一つである産業の活性化、
雇用の確保・拡大、新産業の創出を図るためには、ＩＴ技術者の
育成・確保を図り、ＩＴ利活用の技術の向上を図るとともに市民
全体の情報利活用の知識の底上げを図るなどの裾野を拡大す
ることが必要である。そのため、本特例を活用することにより、
地域情報化に貢献する人材の育成・輩出を行うとともに、地域
経済の活性化を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成19年
3月30日

170 06 山形県 06209 長井市
食の安全安心＝レ
インボープラン特
区

長井市の全域

　市内全域で特定事業への農地の貸付事業を行うよう規制の
特例措置を講ずることで、市民と農業者により構成されたNPO
が農地を借用し、生産から提供・販売を消費者といっしょに携わ
り、安全安心な食料を生産する。この活動によって、農産物生
産を始め、遊休農地の有効管理、食農教育やアグリセラピーの
実践、新規農業者の研修の受け入れを図っていく。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

171 06 山形県 06210 天童市 高原再生特区 天童市の全域

　本市では、周辺農村部の人口減少に伴い、コミュニティ維持が
大きな問題となっている。また、周辺農村部の人口減少は、耕
作放棄地の増加や農業生産の低下だけでなく、農業の多面的
機能の低下をも招き、社会的にも経済的にも大きな損失をもた
らすことが懸念されている。こうしたことから、本特例を活用して
農村地域の特性を活かした地域の魅力を加えることで地域内
外との交流人口を拡大し、周辺農村部の活性化を図る。これに
より、農業の持続的発展とともに観光などの他の産業への副次
的効果も狙いつつ、地域経済・コミュニティの活性化を促進し、
市民生活の安定につなげていく。

707 ・農家民宿等における濁酒の
製造免許の要件緩和

都市農村
交流関連

第９回

令和3年7
月20日申
し出によ
り取消

172 06 山形県 06361 金山町
保育所・学校での
一貫食育を通じた
金山人づくり特区

山形県最上郡金山町の
全域

　当町では現在公立の保育所で独自調理による給食、公立の
小中学校５校の給食は共同調理場で調理して学校に運搬する
という方法をとっているが、給食に関しては町の方針である幼
児期からの一貫教育に必ずしもそぐわない面もある。こうしたこ
とから、保育所の給食を共同調理場で調理して搬入することに
より、同一メニューによる栄養と健康また食材の生産などにつ
いて一貫した教育を目指すとともに、園児・児童生徒の保護者
などが生産する地場産物の地場消費（地産地消）を進めつつ基
幹産業である農業の活性化につなげる。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第７回

平成23年
6月29日
申し出に
より取消

173 06 山形県 06461 遊佐町
食料自給率向上特
区

山形県飽海郡遊佐町の
全域

　農業は地域の基幹産業であるが、米の需要は低下し水稲生
産の生産調整が長期に実施されてきた。耕作放棄されそうな農
地を借り受けて飼料用米の生産を行う主体として、消費者の理
解を得て設立されたＮＰＯ法人が参入することにより、水田の多
面的機能を維持すると同時に飼料穀物の自給率向上を図るた
めに、飼料用米の生産を振興し、養豚業者・生協団体との協同
による国内産飼料と豚肉の生産を行い、農業生産拡大による
地域活性化を図る。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

174 07 福島県 07000 福島県
知的創造・開発特
区

会津若松市及び郡山市
の全域

医療福祉機器産業が集積し、会津大学や日本大学工学部等の
高い研究ポテンシャルを有する地域特性を活かし、医療福祉機
器関連の優秀な外国人研究者の受入促進等により、新技術に
よる機器の開発・製造を加速させ、新産業創出とさらなる産業
集積、地域経済の活性化を図る。

501502503
504

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第１回（１）
（平成16
年11月1
日変更）

平成19年
3月30日

175 07 福島県 07202 会津若松市
会津若松市新規就
農支援特区

会津若松市の区域の一
部

　地域農業の担い手不足・農地の遊休化が進むなか、農地に
関する権利の取得に関する下限面積要件を弾力化し、新規就
農者の受け入れを促進すべく、「会津若松市新規就農支援セン
ター」による関係機関が一丸となった新規就農者の受入体制を
整備し、その確保を図る。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

176 07 福島県 07202 会津若松市 会津若松市ＩＴ特区 会津若松市の全域

　情報化を担う人材の育成とともにＩＴ化社会に対応した教育振
興に努めるため、ＩＴに不可欠な英語のコミュニケーション能力を
育成する小学校段階からの「英語科」の導入や、不登校児童生
徒対策など、ネットワークを活用したｅ－ラーニング環境に取組
み、教育用コンテンツづくりに努めることにより、知的資源の集
積を推進する。

802
805

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・ＩＴ等の活用による不登校児
童生徒の学習機会の拡大

教育関連 第１回（２）
平成20年
7月9日

177 07 福島県 07202 喜多方市
喜多方市アグリ特
区

喜多方市の全域

　高齢化が進み農家が減少する中で農地の遊休化が進行して
おり、効率的に利用されていない農地が相当程度存在する雄
国地区において、農業内部だけで遊休農地を解消するのは困
難であることから、法人の農業参入と市民農園の開設に係る特
区を導入し、遊休農地の解消と担い手の確保、都市との交流拡
大により農業振興と地域活性化を図る。

1001
1002

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第２回
平成17年
11月22日

178 07 福島県 07203 郡山市
郡山市中心市街地
駐車場運営特区

郡山市の区域の一部(駐
車場整備地区)

　当市の中心市街地である郡山駅西口地区は、地域の物流、
交通の拠点としての役割を担っている。多様化する中心市街地
の駐車需要に対しては、迅速かつ柔軟な駐車場運営により対
応する必要があり、本特区により、市営駐車場が地域の実情に
あった特別料金を設定することで、駐車場の有効活用と、中心
市街地の利便性向上を図る。

1211
・駐車場料金の設定・変更手
続きの容易化

まちづくり
関連

第３回
平成18年
3月31日

179 07 福島県 07203 郡山市
郡山市小中学校英
語教育特区

郡山市の全域

　本市では、21世紀を担う国際化に対応した人材を育成するた
めに「国際化推進人材育成事業」や「小中一貫教育」に取り組
んでいるが、特区の特例により、中学校に単独で英語指導がで
きる外国人講師を市単独で採用し、中学校における実践的英
語活用能力や国際感覚を身につけた人材の育成に取り組むと
ともに、小学校においても英語を教科として位置づけ、小学校
から中学校まで9年間を見通した系統性・継続性のある小中一
貫や小中の連携による英語教育の充実を図る。

802
810

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

180 07 福島県 07203 郡山市
郡山市産業活性化
ＩＴ人材育成特区

郡山市の全域

 近年、IT資格を持つ人材は、情報関連産業だけでなく様々な分
野において活躍の場を広げていることから、企業においては、
産業の高度化、情報化に対応するための人材の確保が課題と
なっている。そこで、本特例措置を活用することで、高度なＩＴス
キルを持った人材が多数輩出・育成され、企業においても即戦
力となる人材の確保が容易となる。このことは、商業や工業、さ
らには新産業を中心に企業によるＩＴの導入が推進されることか
ら、本市における新たな雇用の創出や地域産業の活性化につ
ながることが期待される。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

産業活性
化関連

第１３回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

181 07 福島県 07204 いわき市
いわき地域の産業
を支える情報化
リーダー育成特区

いわき市の全域

　福島県ＩＴコーディネータ協議会やいわきコンピュータ・カレッジ
が中心となり、商工団体や高等教育機関とも十分に連携しなが
ら、地域産業を支えるＩＴ人材＝「情報化リーダー」の育成を促進
することにより、これからの企業活動、社会活動に不可欠な情
報技術活用能力をいわき地域全体で高め、雇用拡大や地域企
業の情報化進展、地域への企業立地環境向上、新産業創出な
どの地域産業の活性化を実現する。

1131
1132

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

産業活性
化関連

第８回
平成19年
3月30日

182 07 福島県 07204 いわき市
いわき市認知症高
齢者サポート特区

いわき市の全域

　本市では、要支援・介護認定者の認定調査時における認知症
割合が県内でも高く、きめ細かな認知症高齢者対策が求められ
ている。そこで本特例措置により高齢者がグループホームを短
期利用できるようにすることにより、①「住み慣れた地域におけ
る生活の継続」、②「短期入所系サービスの選択肢の増加」、③
「短期入所サービスの供給による利便性の向上」、④「入居を決
定する判断材料として入居の実体験を提供と、入居に先立って
利用することで環境変化による状態悪化を緩和」を目的に掲
げ、サービスの向上を推進する。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

183 07 福島県 07204 いわき市
国際交流都市いわ
き・英語教育特区

いわき市の全域

　小学校全学年の教育課程に「英語科」を設置して市内の全て
の小学校において英語の授業を実施し、英語教育を早期から
計画的・系統的に行うことにより、英語でのコミュニケーション能
力の基礎を養うとともに、豊かな国際感覚を備えた人材の育成
を図り、「世界に開かれたまちづくり」を推進する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

184 07 福島県 07208 喜多方市
喜多方市小学校農
業教育特区

喜多方市の全域

　農業従事者の減少や高齢化が進行する中，農業のもつ教育
的効果を見直し、小学校において学習指導要領によらない「農
業科」を新設する。これにより、農業体験学習等を通して、今日
的教育課題である「心の教育」の解決を図り、自然に関心をも
ち，食のあり方について自ら考え、生命や環境を大切にする児
童の育成を図るとともに、地域と学校の結びつきを深め、将来
農業のよき理解者・支援者となる児童の育成を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

185 07 福島県 07301 桑折町
企業誘致による地
域活性化促進特区

福島県伊達郡桑折町の
区域の一部（桑折工業団
地区域）

　景気は緩やかに回復傾向にあるものの、長期化する景気低
迷を背景に、土地開発公社が地域振興を目的として造成した工
場用地の分譲が捗らない。このため、現在所有する未分譲地へ
の企業誘致を促進し、現在の企業ニーズにあった事業用借地
権を設定し賃貸することによる企業進出機会の促進、地域産業
の振興、及び雇用創出機会の増大等の地域経済活性化を目指
す。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第６回
平成17年
7月19日

186 07 福島県 07303 国見町
国見町福祉有償運
送セダン型車両特
区

福島県伊達郡国見町の
全域

　本町では、高齢者や障害者など外出が困難な移動制約者に
対して、福祉タクシー券支給事業などを実施してきたが、利用
者の特性に合ったサービスの提供が困難となっている。そこ
で、福祉車両を必要としない移動制約者の送迎について、セダ
ン型車両による福祉有償サービスを実施することにより、高齢
者や障害者等の移動制約者の行動範囲の拡大を図り、社会参
加の促進と地域で安心して生活できる地域福祉サービスの充
実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

187 07 福島県 07405 西会津町
西会津町ミネラル
栽培活性化特区

福島県耶麻郡西会津町
の全域

　過疎化・高齢化や担い手不足を背景として農地の遊休化が進
み、基幹産業である農業に深刻な影響を与えている。そこで、
建設業者等の農業経営参入を促し、遊休農地を活用して町の
基本施策「健康のまちづくり」ともリンクしたミネラル栽培の取組
を推進し、高付加価値農業を確立することにより、農業の再起
と地域の活性化を目指す。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

188 07 福島県 07447 会津美里町
会津美里町ニッ
キーズ食育特区

福島県大沼郡会津美里
町の全域

　少子化の進行や保護者の就労形態が多様化する中で、会津
美里町では就学前の幼児についての一体的な教育・保育を目
指している。そこで、平成19年4月から町内新鶴地域の幼稚園
及び保育所で教育と保育における食育教育を推進し、学校給
食センターから幼稚園に搬送している地域食材を使った給食を
共に食するため、3～5歳児の保育所入所児に対する学校給食
の供給を実施する。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１２回
平成22年
11月30日

189 07 福島県 07502 玉川村
元気な玉川農村再
生特区

福島県石川郡玉川村の
区域の一部（東部地域）

　本村の基幹産業である農業においては、近年、農業従事者の
高齢化や農業後継者の不足等による農地の荒廃化が懸念され
ており、特に東部地区において顕著である。その一方で、安心
で安全な農産物を小規模な農地で自ら作りたいと希望する村内
外からの声も高まりつつあるが、現行の権利取得後の下限面
積では、面積が大きすぎてなかなか手が出ないという現状があ
る。そこで、下限面積を１０ａに変更することにより、新規就農の
増加及び農地の流動化を促進し、農地の荒廃化を防ぎながら
「元気な農村」としての再生を目指す。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第５回
平成17年
11月22日

190 08 茨城県 08000 茨城県
いばらき美しい景
観づくり特区

水戸市及び龍ケ崎市の
区域の一部

　本県では県の権限を市町村に移譲し違反広告物の簡易除却
を行っているが，屋外広告物法の要件に当てはまらない違反広
告物も多く，まちの美観を阻害している。そこで，日本三公園の
一つである偕楽園や千波公園などの名所，史跡を有する観光
地である水戸市及び大規模ニュータウンの開発等により急速に
都市化が進む龍ケ崎市において，規制の特例を適用し重点的
に違反広告物の除却を実施することにより，違反広告物の減
少，景観に対する住民意識の高揚を図り，地域の魅力を向上さ
せるとともに，県全体の良好な景観形成を促進させる。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化及び対象拡大

まちづくり
関連

第４回
平成17年
7月19日

191 08 茨城県 08000 茨城県
いばらき幼保連携
特区

筑西市の区域の一部（旧
下館市）及び龍ヶ崎市の
全域

　下館市及び龍ヶ崎市に所在する幼稚園のうち，保育所が隣接
する幼稚園２園において，隣接する保育所児等が幼稚園に一
定時間登園し，幼稚園児と保育所児等合同で活動を行う。これ
により，同年齢帯の幼児とともに活動する機会の充実を図り，
幼児の社会性を涵養する。また，保育所児等にも幼稚園教育を
受けさせたいという保護者の要望に応える。

807
・幼稚園における幼稚園児と
保育所児の合同活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

192 08 茨城県 08000 茨城県
水戸黄門さんまち
おこし特区

水戸市の区域の一部（駅
前地区・南町地区・泉町
地区・大工町地区）

　近年、周辺都市における商業の集積等により、本区域の商業
集積の吸引力が低下し、大型店の閉店も相次ぎ、来街者の減
少が懸念されている。そこで、水戸市の「街の顔」である中心市
街地への商業集積の魅力を高めるため、集客の核となる大型
店の迅速な出店を可能とすることで、中心市街地への大型店の
誘導を図る。また、大型店の出店による集客効果を、既存の中
心商店街活性化策と連携させることで、賑わいと魅力ある中心
商店街の形成を図り、地域の活性化を促進する。

1102
・中心市街地における商業の
活性化(大規模小売店舗法の
特例)

まちづくり
関連

第８回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

193 08 茨城県 08000 茨城県
いばらき幼児教育
特区

土浦市、古河市、石岡
市、結城市、龍ケ崎市、
下妻市、水海道市、高萩
市、北茨城市、笠間市、
取手市、牛久市、つくば
市、鹿嶋市及び潮来市並
びに茨城県東茨城郡茨
城町、桂村、西茨城郡友
部町、岩間町及び岩瀬
町、行方郡北浦町、稲敷
郡美浦村及び阿見町、新
治郡八郷町、真壁郡真壁
町、結城郡八千代町、猿
島郡総和町、五霞町、三
和町及び境町並びに北
相馬郡利根町の全域並
びに水戸市、日立市、筑
西市、板東市及び常陸大
宮市、穂敷市、かすみが
うら市及び城里町の区域
の一部（旧東茨城郡内原
町、旧日立市、旧下館
市、旧岩井市、旧那珂郡
大宮町、旧稲敷郡新利根
町、旧新治郡霞ヶ浦町及
び旧東茨城郡桂村）

　日立市など３６市町村の幼稚園のうち，保護者からの要望が
あり，かつ，受け入れ態勢が整っている幼稚園において，３歳未
満児の入園を実施する。これにより，幼児の社会性を涵養する
とともに，早期から子どもに教育を受けさせたいという保護者の
要望に応え，幼稚園教育の充実・普及を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成20年
7月9日

194 08 茨城県 08201 水戸市
水戸市幼・小・中英
会話教育特区

水戸市の全域

　規制の特例措置の利用により，小学校に「英会話の時間」を
新設し，発達段階に応じた系統的な英会話教育を行う。また，
幼稚園では，遊びの中で英語に触れる体験的な活動を行い，
中学校でも英会話に重点を置いた活動の充実を図る。中学校
卒業時には，簡単な日常会話ができる程度の英会話力を身に
つけ，国際社会に対応できる時代を担う人材を育成することを
目指す。現在，世界で広く通用している英語による実践的コミュ
ニケーション能力の育成を図ることで，国際交流事業の拡大や
国際会議の開催等社会的経済的な活性化も期待できる。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

195 08 茨城県 08201 水戸市
元気都市・水戸 ＩＴ
人材育成特区

水戸市の全域

　情報処理技術や通信技術の急速な進展により，当該分野に
ついて基礎的な知識を持つ人材は情報関連産業ばかりではな
く多くの分野において必要となっている。そのため水戸市では，
基本情報技術者試験の午前試験を免除する特例措置を活用
し，学生の就職支援や社会人のキャリアアップに寄与するとと
もに，地域産業の活性化のけん引役となる人材の育成を図る。
また，資格取得の促進を通じて市内の企業が情報技術に通じ
た人材を確保しやすいようにすることにより，ＩＴ導入推進による
地域産業の活性化を図る。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

196 08 茨城県 08203 土浦市
土浦市ＩＴ人材育成
特区

土浦市の全域

　本市域において、特例措置を活用することにより、学生の就職
や社会人のキャリアアップを支援し、地域情報化と産業活性化
の牽引役となるＩＴ人材育成のための基盤整備を行うことによ
り、市内への流入人口の拡大を図り、学生や求職者への就職
支援の一助となるとともに、中心市街地活性化や起業の誘発を
図り、ひいては地域産業の活性化につながるものと期待され
る。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

197 08 茨城県 08205 石岡市
石岡市福祉有償運
送セダン型車両特
区

石岡市の全域

　本市においては、鉄道・バスが市民の暮らしの足として欠くこ
とのできない交通手段となっている。しかし、モータリゼーション
の進展により、バス路線の廃止や便数の減少等が進み、公共
交通機関以外の交通手段を持たない交通弱者のニーズに対応
できない状況になっている。このため、ＮＰＯ法人等によるセダ
ン型等の車両を使用した福祉有償運送サービスを実施すること
により、高齢者や障害者等の移動制約者の行動範囲の拡大、
社会参加を促進し、日常生活での自立支援や介護予防、家族
の介護負担の軽減を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

198 08 茨城県 08208 龍ケ崎市
龍ケ崎市福祉有償
運送セダン型車両
特区

龍ケ崎市の全域

　民間路線バスが相次いで廃止される中、コミュニティバス等に
より交通空白地を補ってきているが、ノンステップバスが少なく、
移動制約者にとって必ずしも利用しやすい環境が整っている状
況にはない。福祉有償運送においてセダン型の車両を使用可
能とすることで、ＮＰＯ等による福祉有償運送サービスの充実を
図るとともに、要介護高齢者や障害者などの移動制約者の生
活の利便性を向上させ、家族の移動及びそれに伴う介護に要
する負担の軽減を図る。これにより、要介護高齢者や障害者な
どの社会参加と介護者の就労機会の促進を図り、住み慣れた
街で生き生きと暮らし、ともに生きる街づくりを目指した福祉を
推進する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

199 08 茨城県 08212 常陸太田市
常陸太田市金砂郷
幼保一体的運営特
区

常陸太田市の区域の一
部（旧茨城県久慈郡金砂
郷町）

　本町においては，昭和５０年代以降出生数が減少を続け，平
成１５年では，就学前児童数は人口の４．３％と少子化が進み，
幼児の社会性を育むうえで問題が生ずる状況である。そのた
め，「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」に基づ
き「こどもセンター」（合築施設）を建設し，施設の共用など幼保
の交流を図っている。さらに幼稚園児，保育所児の合同活動な
ど少子化に対応した保育環境を整備し，幼児の豊かな人間性と
社会性を涵養していくものである。

807
914
920

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第２回
平成22年
11月30日

200 08 茨城県 08215 北茨城市
北茨城市福祉有償
運送セダン型車両
特区

北茨城市の全域

　ＮＰＯ法人等による福祉有償運送事業が規制緩和されたが、
車両が福祉車両に限定されているために、気軽に利用できる交
通手段が少ない現状にある。そこで、福祉有償運送事業での使
用する車両をセダン型車両に拡大することによって、高齢者や
障害者等の移動制約者の行動範囲の拡大を図り、社会参加の
促進と地域で安心して生活できる地域福祉サービスの充実を
図る。

1206(1216)
・ＮＰＯ等によるボランティア
輸送としての有償運送におけ
る使用車両の拡大事業

生活福祉
関連

第１１回
平成19年
3月30日

201 08 茨城県 08217 取手市
取手市福祉有償運
送セダン型車両特
区

取手市の全域

　本市は東京のベッドタウンとして発展してきたが、近年、急速
に高齢化が進行している。また、地理的にも複雑に入り組み、
坂道が多く点在しているため、歩行に不安な高齢者や障害者に
は近距離の移動でも容易ではない状況がある。そのため、福祉
有償運送において、セダン型の車両を使用可能とすることで、
移動を制約されている高齢者・障害者の活動範囲を拡大し、社
会参加を促進させ、介護者の負担を軽減することによる就労機
会の拡大など、地域福祉サービスの充実を図る。また、地域に
おけるNPO法人等の活動の活発化を図っていくことと併せて
「人にやさしいまちづくり」社会の形成を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

202 08 茨城県 08219 牛久市
牛久市福祉有償運
送セダン型車両特
区

牛久市の全域

　当市は茨城県の南部に位置し、首都圏から５０ｋｍの距離で
あり、都市基盤の整備が進められたことから、人口は増加傾向
である。人口増に伴い要支援者等移動制約者の移動手段の確
保が課題の一つとなっているが、福祉車両を必要としない移動
制約者が、気軽に利用できる交通手段が少ない現状にある。そ
こで、福祉有償運送において使用できる車両をセダン型車両に
拡大することによって、要介護者や障害者等の移動制約者の
行動範囲の拡大を図り、社会参加の促進と地域で安心して生
活のできる地域福祉サービスの充実を目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

203 08 茨城県 08220 つくば市
つくば市新エネル
ギー特区

つくば市の全域

　先進的な新エネルギー研究活動や、環境に対する高い市民
意識を活かし、２００５年開通予定の「つくばエクスプレス」沿線
開発地域をはじめとする市内全域で、規制の特例により燃料電
池や自然エネルギーをはじめとする新エネルギー機器の導入
の促進を図るとともに、市民生活・地域社会と密着した新エネル
ギー研究開発の促進、関連する新産業の創出を、地域内外の
産学官民の連携により推進する。

1104
1106

・一般用電気工作物への位置
づけによる家庭用燃料電池
発電設備の導入
・不活性ガスを使用しない家
庭用燃料電池発電設備の導
入

環境・新エ
ネルギー

関連
第２回

平成17年
7月19日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

204 08 茨城県 08220 つくば市
万葉の里つくばあ
ぐり特区

つくば市の全域

　つくば市の農業は高齢化、担い手不足等による耕作放棄地が
年々増加する傾向にある。市では、認定農業者を中心とした担
い手の確保に取り組んでいるが、今回、新たな担い手の確保を
目的として、構造改革特別区域の特例措置を適用することに
よって、農業生産法人以外の法人が農業へ参入できるようにす
るものである。農外からの参入によって新たな担い手の確保が
図られ、担い手不足による農地の遊休化を防止するとともに、
企業的な経営感覚により農地の持つ多面性的機能の維持と、
地域農業の活性化を図る。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

205 08 茨城県 08220 つくば市
つくば市福祉有償
運送セダン型車両
特区

つくば市の全域

   本市では、つくばエクスプレスやこれに伴う沿線開発など新た
な都市基盤の整備が進められているが、その一方で都市部に
比べ農村部では高齢化率が高く、今後もますます増加する傾
向にある。このため、ＮＰＯ等がセダン型等の一般車両を用いて
移動困難な高齢者や障害者を対象に移送サービスを実施する
ことにより、移動制約者の一人ひとりの自立を促し、地域で安全
で安心して生活できるよう、地域福祉サービスの充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

206 08 茨城県 08220 つくば市
つくばモビリティロ
ボット実験特区

つくば市の区域の一部
（つくばセンターエリア
及びつくば研究学園エ
リア）

　次世代ロボット産業の育成を目指して、つくば市内の一定エリ
アの公道において、モビリティロボットの実証実験を行う。主に、
モビリティロボットの社会的な有効性、歩行者等との親和性、実
環境における搭乗者の安全性等に主眼を置き、検証実験を行
う。

105(106・
107・108）

1222

搭乗型移動支援ロボットの公
道実証実験事業

産業活性
化関連

第２５回
平成27年
11月27日

207 08 茨城県 08220 つくば市 つくば市教育特区 つくば市の全域

　つくば市では、不登校生徒や中途退学者の増加が問題となっ
ている。一方、研究学園都市として知的資源や豊富な人材を有
している。このため、市北部地域の廃校となった小学校を利用
して、主に不登校生を対象とした通信制高等学校を設置し、若
者に意識改革の機会を与え、個人の興味と可能性を引き出し、
自立するための教育を行う。これにより、「学ぶことの大切さの
再認識」や「社会観・教育観を身につける」教育目標を実現する
とともに、地元の雇用創出と学校周辺地域の活性化を図る。

816
・学校設置会社による学校設
置事業

教育関連 第１５回

令和3年3
月26日申
し出によ
り取消

208 08 茨城県 08221 ひたちなか市
ひたちなか市福祉
有償運送特区

ひたちなか市の全域

　ひたちなか市では、「ひたちなか市高齢者保健福祉計画」の
中で高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進のため、高齢者
の移動手段の確保策のひとつとして福祉有償運送の必要性を
位置づけている。特例措置によるセダン型等の車両を利用した
社会福祉法人やＮＰＯ法人の実施する福祉有償運送サービス
を同時に促進することにより、障害者等が健常者と同じように健
やかで快適に生活でき、目的を持っていきいきと暮らせるまち
づくりを目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯ等によるボランティア
輸送としての有償運送におけ
る使用車両の拡大事業

生活福祉
関連

第１１回
平成19年
3月30日

209 08 茨城県 08221 ひたちなか市
ひたちなか市ＩＣＴ
人材育成特区

ひたちなか市の全域

　本市は県下有数の工業都市として発展したが、景気低迷の影
響から産業全般に閉塞感が強く、将来に向けて人材育成を含
む地域資源を活用した地域活性化と産業振興が不可欠であ
る。このため、市のＩＴ推進計画でも人材育成、地域の活性化及
び産業の振興等を計画目標に掲げ、地域住民のためのＩＴサ
ポートセンターの開設や産学官公民の連携を促進する「なか
ネットワークシステム」の設立等を実現してきたが、依然として
人材育成は重要な課題である。そこで、本特例を活用してＩＣＴ
人材育成を行い、さらなる地域活性化と産業振興を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

210 08 茨城県 08222 鹿嶋市 鹿嶋英語教育特区 鹿嶋市の全域

　近年の急激な国際化に対応する人材を育成するため、言語
発達が著しい小学校段階において、英語によるコミュニケーショ
ン能力の効果的な育成と、異文化理解を推進する。鹿嶋市立
小学校全校において、全学年の教育課程に「英語科」を新設
し、第１、第２学年は年間２０時間とし、第３学年から第６学年ま
では年間３５時間実施する。また、早期英語教育の導入により、
外国人の受け入れ環境を整備し、「鹿島神宮」などへの観光客
の増加や海外からの研究者の受入れを活発化させる。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１３回
平成20年
7月9日

211 08 茨城県 08224 守谷市
守谷もりもり福祉
輸送特区

守谷市の全域

　本市は首都圏近郊都市として発展してきたが、大規模な住宅
団地の居住者が高齢化を迎え、今後一層の高齢化の進展が見
込まれるなか、現役退職者等の活力をいかにまちづくりに活か
していくかが課題となっている。また、福祉車両を必要としない
移動制約者が、気軽に利用できる交通手段が少ない状況にあ
るため、福祉有償運送事業で使用できる車両をセダン型等の車
両に拡大することにより、要介護者や障害者等の移動制約者
の行動範囲の拡大、社会参加の促進と地域で安心して生活で
きる地域福祉サービスの充実を図り、誰もがまちづくりの主人
公になれる「住みつづけたい・住んでよかった」と心から思える
まちづくりを目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

212 08 茨城県 08225 常陸大宮市
常陸大宮市福祉有
償運送セダン型車
両特区

常陸大宮市の全域

　本市は森林原野面積が６０％を占める中山間地域であり、狭
隘な道路も多く、マイカーの普及や過疎化の進行に伴うバス路
線の廃止や運行本数の大幅な減少により、生活の足となる交
通の不便な地域が多い状況にある。そのため、福祉有償運送
事業での使用する車両をセダン型車両に拡大することによっ
て、高齢者や障害者等の移動制約者の行動範囲の拡大、社会
参加の促進と地域で安心して生活できる地域福祉サービスの
充実を図り、住み慣れた地域で、誰もが健康で安心して生き生
きと暮らすことの出来る地域社会の形成の推進を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

213 08 茨城県 08226 那珂市
那珂市福祉有償運
送特区

那珂市の全域

　本市は鉄道がＪＲ水郡線のみで、路線バスも４路線しかなく、
一部を除いては自家用車がないと交通の利便が悪い地域であ
る。そのため、高齢者や障害者等の移動制約者の交通手段を
確保する施策として、福祉循環バスを運行させているが、運行
本数が少ないなど利用者が十分に満足する体制とはなってい
ない。このような状況のなか、市の福祉タクシー券交付事業とと
もに、ＮＰＯ等によるセダン型等の車両を利用した運送サービス
を行うことにより、移動制約者が目的を持って生き生きと暮らせ
るまちづくりを進める。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

214 08 茨城県 08303 08304 小美玉市
小美玉市福祉有償
運送セダン型車両
特区

小美玉市の全域

　鉄道、バスが当該地域における公共交通機関であるが、モー
タリゼーションの進展のなかで利用者が減少し、採算上の都合
から存続自体が問題となるなど、路線数や便数が削減され、公
共交通機関以外に交通手段を持たない交通弱者のニーズに対
応できない状況にある。そこで、福祉有償運送事業での使用す
る車両をセダン型車両に拡大することにより、高齢者や障害者
等の移動制約者の行動範囲の拡大、社会参加の促進と地域で
安心して生活できる地域福祉サービスの充実を図り、「小川町・
美野里町・玉里村総合計画」等が目標とする、住み慣れた地域
で、誰もが健康で安心して生き生きと暮らすことの出来る地域
社会の形成を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

215 08 茨城県 08321 笠間市
笠間市（旧友部町）
ＮＰＯ等有償運送
セダン型車両特区

笠間市の区域の一部（旧
友部町）

　旧友部町は、福祉の町づくりモデル町の指定を受けた福祉の
先進地であり、また、交通の要衝の地として開発が進んできた
が、近年、低迷する社会経済情勢や少子化の影響から人口も
伸び悩みの状況にある。ＮＰＯ法人等による福祉有償運送事業
が規制緩和されたが、車両が福祉車両に限定されているため
に、福祉車両を必要としない移動制約者が、気軽に利用できる
交通手段が少ない現状にある。そのため、福祉有償運送事業
での使用する車両をセダン型車両に拡大することによって、高
齢者や障害者等の移動制約者の行動範囲の拡大を図り、社会
参加の促進と地域で安心して生活できる地域福祉サービスの
充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050719/dai8/gaiyou.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050719/dai8/gaiyou.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050719/dai8/gaiyou.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

216 08 茨城県 08341 東海村
東海村福祉有償運
送セダン型車両特
区

茨城県那珂郡東海村の
全域

　本村では、高齢者や障害者など外出が困難な移動制約者に
対して、福祉タクシー券事業などを実施してきたが、車両の不
足などの理由により効果は十分とはいえない。そこで、必ずしも
福祉車両を必要としない移動制約者の送迎について、セダン型
等の車両による福祉有償サービスを実施することにより、高齢
者や障害者等の移動制約者の行動範囲の拡大を図り、社会参
加の促進と地域で安心して生活できる地域福祉サービスの充
実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第８回
平成19年
3月30日

217 08 茨城県 08443 阿見町
阿見町福祉有償運
送セダン型車両特
区

茨城県稲敷郡阿見町の
全域

　本町では、福祉車両を必要としない移動制約者が、気軽に利
用できる交通手段が少ない現状にある。そこで、福祉有償運送
事業での使用する車両をセダン型車両に拡大することによっ
て、高齢者や障害者等の移動制約者の行動範囲の拡大並びに
社会参加の促進等、地域で安心して生活できる地域福祉サー
ビスの充実を図り、「阿見町第5次総合計画」、「阿見町老人保
健福祉計画」及び「阿見町障害者基本計画」が目標とする、住
み慣れた地域で、誰もが健康で安心して生き生きと暮らすこと
の出来る地域社会の形成の推進を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

218 08 茨城県 08447 河内町
河内町福祉有償運
送セダン型車両特
区

茨城県稲敷郡河内町の
全域

　本町では従来運行していた民間の路線バスが撤退し、わずか
にコミュニティバスが試験的に運行しているのみで、ケアが必要
な高齢者や身体障害者にとっては移動の手段が確保されてい
るとはいえない状況にある。そのため、セダン型等の一般車両
を使用可能にする福祉有償運送事業を実施することにより、Ｎ
ＰＯ等による輸送サービスの充実を図るとともに、要介護高齢
者や障害者などの移動制約者の生活の利便性を向上させ、家
族の移動及びそれに伴う介護に要する負担の軽減を図る。ま
た、これによる移動制約者の社会参加と介護者の就労機会の
促進を図り、住み慣れた街で生き生きと暮らし、ともに生きる街
づくりを目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

219 08 茨城県 08482 08483 つくばみらい市
つくばみらい市福
祉有償運送セダン
型車両特区

つくばみらい市の全域

　本市では障害者や要介護者などの外出が困難な移動制約者
に対する施策として、交通機関の協力を得てタクシー利用助成
事業等を実施しているが、行政サービスだけでは必ずしも十分
な状況にはない。こうした移動制約者が身近な日常生活圏域で
生涯にわたる生活を維持するため、行政サービスとＮＰＯ法人
等によるセダン型の車両を使用した福祉有償運送サービスを
実施することにより、生活の利便性を向上させ、社会参加の促
進を図ることにより、自立支援や介護予防、家族の介護負担を
軽減し、誰もが真に社会福祉の豊かさを享受できる環境整備を
目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

220 08 茨城県 08564 利根町
利根町福祉有償運
送セダン型車両特
区

茨城県北相馬郡利根町
の全域

　本町は昭和４０年代後半から相次ぐ宅地開発で県南で代表的
な住宅都市として発展してきたが、居住者の高齢化により年々
高齢化率が上昇する状況にある。また路線バスも１社のみの運
行で、運行時間やコース、便数など、要介護高齢者や障害者等
の移動制約者が十分に利用しやすい環境にはない。そのた
め、セダン型車両を使用したＮＰＯ等による福祉有償運送サー
ビスを実施し充実を図ることにより、移動制約者の生活の利便
性を向上させ、家族の移動及びそれに伴う介護に要する負担
の軽減を図るとともに、日常生活上の悩み相談や様々な情報
提供など各種サービスの充実を図り、誰もが安心して生活でき
るまちづくりを目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

221 09 栃木県 09000 栃木県
宇都宮にぎわい特
区

宇都宮市の区域の一部
(都心部地区及びJR宇都
宮駅西口地区）

宇都宮の中心市街地において、大店立地法の手続きを簡素化
することで、集客の核である大型店の空き店舗状態の解消を図
り、中心商業地の賑わいを回復する。

1102
・中心市街地における商業の
活性化(大規模小売店舗法の
特例)

まちづくり
関連

第２回
平成19年
3月30日

222 09 栃木県 09000 栃木県
栃木県福祉有償運
送セダン型車両特
区

栃木県の区域の一部（栃
木県の全域のうち旧今市
市及び高根沢町を除く地
域）

　高齢化の進展するなかで、要介護高齢者や障害者等の移動
制約者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心した生活を
送るためには、県民がこれらの人たちを地域で支える仕組みづ
くりが重要になっている。なかでも移送手段の確保は特に重要
な課題であり、タクシー等の公共交通機関では十分な輸送サー
ビスが確保できないときの移動制約者の交通手段の一つとし
て、ＮＰＯ法人等による福祉有償運送が大きな役割を果たして
いる。そこで、セダン型車両による福祉有償運送を可能にする
ことにより、移動制約者が地域で安心して暮らしていくために必
要な移動手段を確保するとともに、ＮＰＯ法人と地域住民のボラ
ンティア活動の活性化を図り、地域福祉の充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

223 09 栃木県 09000 09210
栃木県、大田原
市、さくら市

喜連川社会復帰促
進センター等ＰＦＩ
特区

大田原市及びさくら市の
全域

　現在、さくら市に整備中の喜連川社会復帰促進センターにつ
いては、ＰＦＩ手法を活用した地域との共生による運営を行うこと
となっている。そこで、大田原市にある既設の黒羽刑務所を含
めて、特例措置「特定刑事施設における収容及び処遇に関する
事務の委託促進事業」を活用することにより、地域雇用の拡大
による人口増加や地域経済の活性化を図る。

510
511・929

・特定刑事施設における収容
及び処遇に関する事務の委
託促進事業
・特定刑事施設における病院
等の管理の委託促進事業

産業活性
化関連

第１３回
平成21
年7月17
日

224 09 栃木県 09201 宇都宮市
うつのみや生き生
き宮っ子特区

宇都宮市の全域

　学校教育へのニーズは多様化し，特に国際化の進展に対応
した教育の充実が求められている。そこで市全域を学区とした
研究開発小学校を認定し，放課後児童の個性を伸長する活動
の実施，地域との連携体制の整備，特に教科面では，英語や
日本語による実践的なコミュニケーション能力をねらいとした会
話科を導入するなど，魅力ある特色をもった学校づくりを研究す
る。この成果を，他校の特色ある学校づくりの活性化と英会話
活動等の充実に生かし，多様なニーズに対応した学校教育の
実現と国際化の進展に対応した人づくりを目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

225 09 栃木県 09201 宇都宮市
宇都宮キャリア人
材育成特区

宇都宮市の全域

　株式会社が高度な職業教育に重点をおいた大学を設置する
ことを認めることより、専門性の高いキャリア教育を充実させ、
新規産業や地域経済の活性化を牽引する人材の育成・輩出を
図る。また，産学官連携の強化や新しい学びの場の創出による
教育の多様化・活性化を図るとともに，中心市街地におけるに
ぎわいの回復を図り、地域の活性化を目指す。

816
821(801-1)

828
829

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置
・空地にかかる要件の弾力化
による大学設置

教育関連 第８回
平成21年
11月26日
申出取下

226 09 栃木県 09202 足利市
足利英会話教育特
区

足利市の全域

　小学生から英語による積極的なコミュニケーションのための資
質や能力を育成するため、カリキュラムを柔軟化する特例によ
り、年間で１・２年生は生活科の時間から１０時間、3～６年生ま
では総合的な学習の時間から２０～３５時間を、新たに設ける
「英会話学習」に充てる。学級担任と市が独自に採用する英会
話学習指導員（ネイティブスピーカー等）とのティームティーチン
グにより、児童が生きた英語にふれる授業を展開する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第２回
平成20年
7月9日

227 09 栃木県 09203 栃木市
栃木市幼児教育特
区

栃木市の全域

　少子化により地域の幼児数が減少傾向にある今日、幼児期
の社会性の涵養は、幼稚園や保育園等の教育・保育に期待さ
れている。特に本市では、幼稚園への入園率が６割を超え、就
学前教育に果たす幼稚園の役割は大きい。現在、幼稚園に入
園できる者は満３歳児からとなっているが、本市では保護者の
強い要望で、満３歳児の年度途中の入園が増加傾向にある。そ
こで、幼児が満３歳に達する年度の当初から入園できるように
することで、４月からの学級編制を可能とし充実した幼児教育を
実践する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１０回
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

228 09 栃木県 09207 日光市
いまいちネットワー
クシステム特区

日光市の区域の一部（旧
今市市）

　平成16年度からＮＰＯ法人等による福祉有償運送事業が規制
緩和されたが、車両が福祉車両に限定されているために、現在
実施している２つのＮＰＯ法人を含めて、多くの社会福祉法人等
において申請が難しい状況にある。そこで、福祉車両を必要と
しない移動制約者について、使用車両をセダン型等の一般車
両にまで運用の拡大を行うことにより、介護保険の軽度の要介
護者等の社会参加による重度化の予防、また、障害者本人の
社会参加と介護者の就労機会の促進を図るものである。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第７回（平
成18年3
月31日変

更）

平成19年
3月30日

229 09 栃木県 09207 日光市
日光市小中一貫教
育特区

日光市の区域の一部（旧
今市市）

　本市の学校教育における課題として、中学校入学後に不登校
が急増する問題がある。その方策として、「総合的な学習の時
間」や「特別活動」及び「外国語」に関してカリキュラムを再編し、
小中一貫した教育を展開する。特に英語教育については、小学
校において「英語科」を新設し、英会話や国際理解教育を系統
的・発展的に指導する。また、中学校において「外国語科」の授
業時間数を増やし、英語によるコミュニケーション能力の育成を
図る。さらに、上記英語教育の強化に対応し、小学校6年生から
中学校の教科書を使用できるようにする。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

230 09 栃木県 09208 小山市
小山市英語教育推
進特区

小山市の全域

　これまで主に「総合的な学習の時間」の一部として英語活動を
実施してきたが、英語による実践的コミュニケーション能力の基
礎を養うため、規制の特例措置の活用により市内全小学校・全
学年に「英語科」の時間を新設する。学級担任とＡＬＴとのティー
ム・ティーチングにより、生きた英語の習得を図るとともに、早期
からバランスのとれた国際感覚とコミュニケーション能力を養っ
ていく。これにより、今後の国際化・情報化社会の中で活躍でき
る人材を育成し、同時に広く活発に交流・連携するグローバル
都市“おやま”の実現をめざしていく。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

231 09 栃木県 09210 大田原市
大田原市医療福祉
産業特区

大田原市の区域の一部
（中田原工業団地）

　 本市は、医療機器や医薬品製造工場など、医療関連産業が
集積しており、県北地域の中核的医療機関や医療福祉係の大
学などが立地している。また、平成１６年度には、新たに栃木県
土地開発公社が整備した、「中田原工業団地」が分譲開始と
なった。このため、企業の用地確保に対する多様なニーズに対
応しつつ、当該工業団地を中心に今後、成長が期待される医療
福祉関連産業や医療機関、研究機関等の立地を促進するとと
もに、既存産業の活性化、新産業の創出、市民への保健・医
療・福祉サービスの向上を目指す。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第５回
平成17年
7月19日

232 09 栃木県 09210 大田原市　　　
大田原市英語教育
特区

大田原市の全域

　小学校のカリキュラムの中に「英語活動」を位置付け、すべて
の市立小学校で、１年生から外国語や外国の文化・生活に慣れ
親しむ環境づくりを進める。英会話能力の基礎を培い、コミュニ
ケーションを図ろうとする資質や態度を育て、国際社会に貢献
できる人材の育成を図る。そのため、市独自で統一したカリキュ
ラムを作成し、それをもとに全小学校が担任、英語活動指導
員、ＡＬＴと協力して授業を行う。１・２年生は、年間１６時間、３
年生以上は年間３５時間の「英語活動」を実施をする。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

233 09 栃木県 09213 那須塩原市
那須塩原市個性
き・ら・り教育特区

那須塩原市の全域

 　那須塩原市は、不登校や学校不適応などへの対策を主要事
業に位置付け、市が独自に採用した教員を小中学校に配置す
るなどの方策を講じている。しかし、市内や那須地域には不登
校などの生徒の受け皿となる高等学校がない。また、本市は団
塊の世代等の二地域居住を含む移住者が多く、高卒の資格取
得を目指す者もいる。このため、通信制・単位制高等学校を設
置し、不登校や学校不適応者に加え、中高年者などの多様な
学習ニーズに応じための学習環境の整備を促進し、雇用の創
出や集中スクーリング時の消費の拡大を図り、地域の活性化を
推進する。

816 ・学校設置会社による学校設置 教育関連 第１５回
平成21年
7月17日
申出取下

234 09 栃木県 09215 那須烏山市
那須烏山市英語コ
ミュニケーション特
区

那須烏山市の全域

　那須烏山市では、英語を通して広い視野で考え、豊かなコミュ
ニケーション能力を身に付け、意欲と創造力をもって明日の那
須烏山市を切り拓くことのできる人材育成を重要課題としてい
る。このため、市内の小中学校の全学年に「英語コミュニケー
ション科」を設置し、小中一貫したプログラムによる教育を行う。
併せて、海外姉妹都市との交流事業、英語支援員等の協力に
よる英会話教室、市民国際交流活動などを行う。これらの取組
への積極的な参加を通じ、地域の活性化を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１５回
平成20年
7月9日

235 09 栃木県 09384 塩谷町 塩谷町教育特区
栃木県塩谷郡塩谷町の
全域

　廃校となった本町の学校施設を株式会社立の学校として活
用。
教育の特色としては、年々増加する不登校生の学業不振の解
消を目的としているところ。
経済効果としては、町への施設賃借料、生徒たちの集中スクー
リングによる宿泊客の増加、地元雇用の創出など。
その他にも地元コミュニティとの交流などにより、都市農村交
流、世代間交流などで地域活性化に貢献。
今回の変更申請では、体験学習施設を現在の小学校施設か
ら、県より譲渡を受ける高校施設への変更を行うことにより、更
に充実した体験メニューが可能となることを見込んでいる。

816
820(801-2)

（全）

・学校設置会社による学校設
置事業
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置事業

教育関連 第８回

平成25年
11月29日
申し出に
より取消

236 09 栃木県 09386 高根沢町
高根沢町福祉有償
運送セダン型車両
特区

栃木県塩谷郡高根沢町
の全域

　本町では、西部丘陵地域に病院や商業施設が集中している
が、公共交通機関は町全体を網羅している状況ではなく、町の
大部分を占める郊外に居住している人たちが、通院や買い物を
しようとする場合、ほとんどが自家用車を利用しなければならな
い状況にある。高齢者に関しても、年々ひとり暮らしや高齢世帯
が増えており、家族に頼ることができない人たちも見られるとこ
ろである。そのような状況に対し、特例措置のボランティアによ
る有償運送と他の外出支援事業を組合わせ活用することによ
り、移動制約者がスムーズに移動できる環境を整備するととも
に、引きこもりの防止や介護予防を推進していく。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

237 10 群馬県 10000 群馬県
群馬県福祉有償運
送セダン型車両特
区

群馬県の区域の一部（群
馬県の全域のうち高崎市
域を除く地域）

　群馬県の要介護(支援)認定者は約5万8千人、身体・知的･精
神障害者手帳所持者は約7万6千人にも上る。これら移動制約
者の福祉輸送は月に２万回を超えるものと考えられ、現在、移
動制約者の移動手段の確保という観点から、ボランティア等の
取り組みを支援するため、複数市町村による運営協議会設置
の準備を進めている。また、運行可能な車両を福祉車両のみな
らずセダン型の一般車両に拡大することにより、サービス提供
の継続性を確保し、運送事業の活性化・地域福祉の充実を推
進していく。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第８回（平
成18年5
月31日変

更）

平成19年
3月30日

238 10 群馬県 10000 10201 群馬県、前橋市
前橋競輪にぎわい
特区

前橋市の区域の一部

　本市競輪事業は昭和２５年に戦災復興を目的に開設さ
れ、平成２年には、最大収容人員２００００人を誇る全国
初の全天候型ドーム競輪場「グリーンドーム前橋」を建設
した。しかしながら、バブル崩壊後の長引く景気低迷によ
り、売上額・入場者数ともに低下の一途をたどり、歯止め
がかからないため、入場料無料化により、新規ファンの開
拓・獲得など競輪事業の活性化を図るだけでなく、周辺商
店街や関係交通機関の活性化を資する。

1140 ・競輪場の入場料の無料化
産業活性
化関連

第７回（平
成18年7
月3日変

更）

平成20年
3月31日

239 10 群馬県 10201 前橋市
前橋市ＩＴ人材育成
特区

前橋市の全域

　近年、情報処理産業において都心部では人材不足が急速に
進んでいる。県内においても、情報処理技術を持った人材確保
の要請は高まっており、レベルの高い情報処理技術者の育成・
供給が、情報処理産業のみならず、多くの分野において必要と
なっている。このため、本市では、基本情報技術者試験の午前
試験を免除する特例措置を活用し、企業が求める高度なＩＴ技
術を身につけた人材を育成することにより、学生の就職支援や
社会人のキャリアアップを推進するとともに、地域産業の更なる
活性化を図る。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

240 10 群馬県 10202 高崎市
高崎市ＩＴ人材育成
特区

高崎市の全域

　近年の急速なＩＴ化に伴い、情報関連産業だけでなく他の分野
の産業においても、地域企業ではレベルの高い情報処理技術
者の人材の育成及び確保が強く求められている。そのため、本
市では基本情報技術者試験の午前試験を免除する特例措置を
活用し、その資格取得を促進することで、各分野の地域企業が
求める高度なＩＴ技術を身に付けた人材を育成することにより、
学生の就職支援や社会人のキャリアアップを推進するととも
に、地域企業における情報化の推進並びに情報通信分野での
起業・創業の誘発による地域産業の更なる活性化を図る。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

241 10 群馬県 10202 高崎市
高崎ボランティア輸
送特区

高崎市の全域

　平成16年度から「ＮＰＯ法人等によるボランティア輸送としての
有償運送可能化事業」が全国展開されたが、高崎市の公共交
通機関の整備状況を勘案し、要介護者、身体障害者のうちの移
動制約者に係る十分な輸送サービスを確保するため、輸送可
能な車両をセダン車まで拡大し、一層の地域福祉サービスの向
上を図る。

1206(1216)
・NPOボランティア輸送による
セダン車の使用

生活福祉
関連

第５回（平
成18年5
月31日変

更）

平成19年
3月30日

242 10 群馬県 10205 太田市
定住化に向けた外
国人児童・生徒の
教育特区

太田市の全域

　指定した学校に外国人の子どもたちを集中させ、習熟度に応
じた日本語指導教室を実施する。その習熟度を小・中学校一貫
でに３段階に分け、独自のカリキュラムによる日本語と教科指
導を行なう。また、市費負担のバイリンガルの教員を採用し、日
本語と母国語とのバイリンガルでの日本語及び教科指導を行
なうことにより、外国人の子どもたちの日本語の習熟度と主要
教科の理解度を向上させる。また、就学前の外国人の子どもた
ちや、途中来日者で日本語が解らない子どもたちを対象にプレ
スクール（塾形式）を開設し、就学時における言葉の障害を軽減
し、定住化に向けた日本語学習の環境をつくる。

808
809
810

・特別免許授与手続きの簡素
化・迅速化
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連

第４回
（平成17
年3月28
日変更）

平成18年
7月3日

243 10 群馬県 10205 太田市
太田外国語教育特
区

太田市の全域

　市と民間が協力して小中高一貫教育を実施する学校を設立
し、検定教科書の英語版を教科書として用いて、国語等を除い
た大半の授業を外国人教諭が英語で行うなど、子供たちが生き
た英語や世界に通用する感性・国際感覚を身につけられる教
育環境を構築する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１回（１）
平成20年
7月9日

244 10 群馬県 10322 倉渕村
明日から同じクラ
スのおともだちにな
る特区

群馬県群馬郡倉渕村の
全域

　過疎化による急速な少子化、女性の社会進出等に伴う保育
ニーズの多様化により、今まで1園しかなかった倉渕幼稚園の
余裕施設を活用して保育所を併設し、平成16年6月から運営を
行ってきた。今後、出生数が1年間に20人を下回る状況の中で、
既存の幼稚園・保育所を包括して「仮称：くらぶちこども園」とし、
制度上の理由によりこども達を区別することなく、共通年齢であ
る３歳以上児については、同一の保育室において同一のクラス
編成のもと、合同活動を行うことによって、集団性を確保し、幼
児の社会性・創造性の涵養を図る。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第７回
平成17年
11月22日

245 10 群馬県 10427 六合村 幼保一体化特区
群馬県吾妻郡六合村の
全域

　幼稚園と保育所の合築施設において、一緒に教育・保育活動
を行うことにより、子供の活動機会を促進し、児童の社会性・創
造性の涵養を図るとともに、保護者の負担を軽減し、女性の社
会参加の推進を図る。また、保育に係る事務を教育委員会へ一
本化することにより、効率的な事務運営と住民サービスの向上
を図る。

807
914
916

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１回（１）
（第３回変

更）

平成17年
11月22日

246 10 群馬県 10522 明和町
子供たちを地元産
食材で育てる特区

群馬県邑楽郡明和町の
全域

　当町では平成１２年に保育園と幼稚園を一体化した合築園舎
を建設し、多様化するニーズに対応出来る子育て環境づくりを
進めているが、建物は一緒でも給食については、幼稚園（３歳
以上）が学校給食センターから完全給食搬入、一方保育園は園
内調理室で副食のみの給食を行っていたところ、今般、保育園
の３歳以上児についても学校給食センターから完全給食の搬
入を行うことにより、親の負担軽減、食材の一括購入による経
費節減、職員の適性管理による効率的運営を図る。更に給食
センターでは地元産野菜の購入を行い、地産地消の更なる推
進を目指す。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成22年
11月30日

247 10 群馬県 10524 大泉町
大泉町英語教育特
区

群馬県邑楽郡大泉町の
全域

　大泉町の外国人登録者は、人口の１５．２％を占める。このよ
うな状況を踏まえ、国際共通語であり、最も身近な外国語であ
る英語を早期（小学校段階）から習得させていくことは、本町の
共生、国際化推進を図る上で非常に重要である。そこで全小学
校に英語科を取り入れる。具体的には、小学１年で２０時間、２
～６年で３５時間の英語の授業を実施。各小学校にＡＬＴ、日本
人英語担当講師を雇用し、担任とのＴＴで指導する。外国語に
慣れ親しむ環境づくりを進めながら、英語能力の基礎、表現力
等の資質や能力の育成を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

248 11 埼玉県 11000 埼玉県
食と農の担い手づ
くり特区

埼玉県の全域

　埼玉県農業大学校において、食に関するカリキュラムの導入
など、県民や学生への教育内容を充実・強化を図ることにより、
食と農に関する知識や技術を有する優れた人材を育成し、本県
の農業及びその関連産業の担い手の確保を促進するとともに、
県民の食と農への理解を促進するなど、本県における「食と農
の担い手づくり」の充実を図る。

905
・農業大学校における無料職
業紹介事業実施の容易化

農業関連 第１回(２)
平成17年
7月19日

249 11 埼玉県 11000 埼玉県
埼玉県サービス管
理責任者の資格要
件弾力化特区

埼玉県の全域

　本県では、障害者支援計画に基づき、地域で生活する障害者
の支援体制の充実等に努めている。そのためには、障害者が
必要なサービスを選択し、組み合わせて利用できるような環境
が必要である。そこで、障害者自立支援法に基づく障害福祉
サービス事業所等を増やしてきたが、事業所指定基準を満たせ
ないケースが増えている。よって、本特例を活用し、サービス管
理責任者の資格要件を緩和し、障害福祉サービス事業所等を
さらに増やすことで、障害者が様々な活動にチャレンジでき、
チャンスにあふれる社会づくりを推進する。

938
・サービス管理責任者の資格
要件弾力化事業

生活福祉
関連

第２４回
令和3年
11月30日

250 11 埼玉県 11000 埼玉県
埼玉県いきいき活
動セダン型車両特
区

埼玉県の全域

　埼玉県の要介護（支援）認定者は約１４万４千人、身体・療育
手帳所持者等は約２９万１千人にも上る。このような状況の中、
移動制約者の移動手段の確保という観点から、ＮＰＯ等のボラ
ンティアによる有償運送の取組みを支援するため、複数市町村
による運営協議会の設置準備を進めている。さらに、運送可能
な車両を福祉車両のみならず、セダン型の一般車両に拡大して
取り組むことを可能とすることにより、サービス提供の機会を十
分に確保し、移動制約者の社会参加を促進していくとともに、ボ
ランティア活動の活性化による地域福祉の推進を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

251 11 埼玉県 11000 埼玉県
埼玉県はばたくＩＴ
人材特区

埼玉県の全域

　埼玉県は、東京に隣接するという立地特性と経済の高度成長
により、我が国の代表的な内陸型工業県としての地域を築いて
きた。近年の高度情報化、サービス経済化が顕著となる中で、Ｉ
Ｔ企業の立地やＩＴ人材供給において、本県の東京への依存が
拡大傾向にある。特例措置の活用により、県内情報処理教育を
充実させ、ＩＴスキルの高い人材を地元企業に輩出するととも
に、県内経済の活性化を図ることができる。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

252 11 埼玉県 11000 埼玉県
農業の６次産業化
普及活動人材活用
特区

埼玉県の全域

　普及指導の現場では、農業経営の多角化や６次産業化など、
多様な課題への対応が求められている。
　一方、農産物の加工や販売といった２次、３次産業と関連ある
事業について識見を有する普及指導員が不足している。
　そこで、国が行う普及指導員資格試験の合格者及びその他
政令で定める資格を有する者のほか、中小企業診断士や管理
栄養士といった農業経営や農産加工品のマーケティング等のス
ペシャリストを６次産業化を推進する普及指導員として任用し、
その専門知識を活用して、地域全体の収益力の向上を目指し
ていく。

1013
農業関連事業普及指導員任
用事業

農業関連 第２９回
平成28年
3月30日

253 11 埼玉県 11000 11229 埼玉県、和光市
国際研究開発・産
業創出特区

和光市の全域

　県内産業が国内外の厳しい競争に打ち勝つためには、独自
性を高め、付加価値の高い新技術・新製品の開発など、新事
業・新分野への進出が必要になっている。
　そこで、外国人研究者受入れ促進を図る規制の特例措置を活
用することにより、当該区域に立地する高い国際性を有する研
究機関の研究活動を促進して、その成果を活かした事業活動を
当該区域内及び県内に展開するため、研究機関と県内産業と
の交流促進等に取り組み、新技術・新産業の創出を図る。

501502503
504

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第７回
平成19年
3月30日

254 11 埼玉県 11100 さいたま市
さいたま市小・中一
貫「潤いの時間」教
育特区

さいたま市の全域

　国際社会において活躍するには、広い視野と柔軟な考え方を
もち、さまざまな人々と協調しながらよりよく課題解決を図り、豊
かな心とたくましい精神力で主体的に活動できる人材が求めら
れている。そこで、小学校から系統的・継続的な小・中一貫カリ
キュラムのもと「潤いの時間」（人間関係プログラム・英会話）を
教育課程に新設し、スキル習得、コミュニケーション能力、豊か
な人間関係作り能力及び国際社会をたくましく生き抜く能力など
を育成する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第７回
平成20年
7月9日

255 11 埼玉県 11202 熊谷市
熊谷市中心市街地
活性化駐車場利用
促進特区

熊谷市の区域の一部（熊
谷市中心市街地活性化
基本計画に定める中心市
街地の区域）

　市営本町駐車場は、中心市街地の中心部に位置し、来街者
の駐車需要を満たす施設として運営しているが、需要がありな
がら料金体系が長時間利用者のニーズに応えられておらず、
利用状況も減少傾向にある。そこで、利用者のニーズに迅速か
つ柔軟に応える運営が必要であり、中心市街地活性化対策と
歩調を併せ、規制の特例により多様化する駐車需要に対応し
た特別料金を設定し、駐車場の利用促進を図り、もって中心市
街地の活性化に寄与していくことを目指す。さらに、新幹線が停
車する熊谷駅の利用者に対しても、駐車場の利用促進を図る。

1211
・駐車場料金の設定・変更手
続きの容易化

まちづくり
関連

第５回
平成18年
3月31日

256 11 埼玉県 11203 川口市
川口市障害者コ
ミュニケーション充
実特区

川口市の全域

　障害者福祉の一層の充実を目指す中で、聴覚障害者のコミュ
ニケーションを円滑に行うため、障害福祉課に臨時任用職員と
して手話通訳者を常時配置し、庁内案内や各種行政情報の提
供を行っているが、任用期間が最長でも１年間に限定されてい
ることなどから、応募者が少なく、人材確保が極めて困難な状
況にある。このため、任用期間を最長３年間まで延長し、聴覚
障害者とのコミュニケーションを確保する。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

生活福祉
関連

第３回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

257 11 埼玉県 11206 行田市
浮き城のまち人づ
くり教育特区

行田市の全域

　行田市では、「まちづくりはひとづくりから」の理念のもと、「い
にしえの人々から引き継がれてきた輝かしい歴史を守り伝える
とともに、文化の薫り高い、活力に満ちたまちをつくりあげていく
ことのできる人材」を育成していくことが大きな目標である。その
ために、市費負担常勤講師を任用し、少人数学級編制(小１・２
及び中１の３０人学級、中２・３の３４人学級)によるきめ細かな
指導を行うことにより、確かな学力の育成とマナーの向上、本市
ならではの特色ある教育活動の一層の推進を図る教育を展開
する。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連

第２回（第
７回、平成
18年1月1
日変更）

平成18年
7月3日

258 11 埼玉県 11206 行田市
「古代蓮の里ぎょう
だ」のびのび英語
教育特区

行田市の全域

　学習指導要領の教育課程の基準によらない特例を活用して、
小学校に「英語活動」を導入する。小学校から英語教育を実施
することで、国際感覚とコミュニケーション能力を培い、「国際社
会に貢献できる人材の育成」を目指す。そのために、小学校全
校にネイティブの英語指導助手を配置し、学級担任とのティー
ムティーチングによる英語活動を実施する。また、市内から英語
ボランティアを募り、市民の学校教育への参加を促し、開かれ
た学校づくりの一助とする。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

259 11 埼玉県 11207 秩父市
秩父市障害者地域
ケア特区

秩父市の全域

　障がい者の主体性、選択性を尊重する支援費制度の施行に
ともない、デイサービス事業への期待が高まっていることを踏ま
え、障がい者（児）による既存の指定通所介護事業所の利用を
可能にすることにより、障がい者（児）の地域での自立支援と社
会参加、家族にとっての肉体的・精神的負担の軽減を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第３回（平
成17年4
月1日変

更）

平成19年
3月30日

260 11 埼玉県 11207 秩父市
秩父市幼児教育特
区

秩父市の全域

　少子化や核家族化が進行し、地域や家庭での幼児教育が低
下し、社会性を経験する機会が減少している中で、三歳未満児
の幼稚園入園により、幼児教育の充実を図る。これによって、
時間に余裕の生まれた保護者の社会参画が進み、地域の活性
化が期待できるとともに、働きながら幼稚園に通わせたいという
保護者の要望も解消できる。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成20年
7月9日

261 11 埼玉県 11207 秩父市

秩父市臨時職員の
任用期間の延長に
よる保育の充実特
区

秩父市の全域

　進行する少子化とは反対に、子育て支援に関するニーズは
年々高まっている。　臨時的任用職員（保育士）の任用期間を
最長３年までに延長することで、臨時的任用職員の保育士採用
が容易となり、保育所職員全員が知識、経験豊富な保育士とし
て、安全な保育サービスを提供する。これにより市民のニーズ
に柔軟かつ迅速に対応し、いつでも誰もが安心して子育てので
きる助けあい温もりのまちづくりをさらに推進する。その社会形
成の中で、女性の社会参加やボランティア活動が活発化し、男
女共同参画社会の実現を目指す。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用事業

生活福祉
関連

第５回
令和２年
８月７日

262 11 埼玉県 11215 狭山市
外国語早期教育推
進特区

狭山市の全域

　「外国語を話せる市民の育成」を推進する狭山市において、外
国人や海外での生活経験が豊富で外国語の堪能な民間人等
を教師として任用し、小学校の授業に外国語の授業を導入する
ことにより、市民の国際感覚や異文化の理解を醸成し、世界に
目を向けたまちの実現を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１回（２）
平成20年
7月9日

263 11 埼玉県 11224 戸田市
国際理解教育推進
特区

戸田市の全域

　戸田市では「国際社会で活躍できる戸田っ子の育成」を目指し
て、市内全小学校で英語の授業を実施することにより、次代を
担う子どもたちに早期に英語に慣れ親しませ、国際感覚を身に
付けさせるとともに、英語教育や国際交流に対する市民の関心
を高めて、「市民一人ひとりが主役となる国際交流都市戸田」の
実現を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１回（２）
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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264 11 埼玉県 11228 志木市
ハタザクラプラン教
育特区

志木市の全域

　小学校１，２年生で実施してきた２５人程度学級編制の検証結
果を下に、小学校における発達段階を考慮した少人数学級編
制の充実を図る。きめ細やかな指導を行い、秩序と落ち着きの
ある学校生活を実現するとともに、一人ひとりの児童に優しい
心と確かな学習力をしっかり身につけさせるなど、明日の志木
市を担う人づくりを推進する。学級増にともなって新たに必要と
する教職員は、「市町村負担教員任用事業」（特定事業８１０）に
より任用した教職員とすることで、国・県での新たな財政支出に
つながらないようにする。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第４回
平成18年
7月3日

265 11 埼玉県 11228 志木市
志木市地方自立特
区

志木市の全域

　本市は、長引く不況や少子高齢化により、税収や地方交付税
等が減少しても市民サービスを向上させ、市民と協働して運営
する日本一あたたかい、ローコスト、ローランニングコストの街
を目指す地方自立計画を策定した。この計画が効果的・効率的
に進行するよう退職者不補充で職員の削減を行うなど行政組
織も見直していくが、職員減に伴う事務量と「行政パートナー」
へ委託する事務量が合致しない場合、その所属の市民サービ
スに支障を来すことになるので、１年を超えた臨時的任用の活
用を図るものである。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

地方行革
関連

第３回

平成26年
6月27日
申し出に
より取消

266 11 埼玉県 11230 新座市 国際化教育特区 新座市の全域

　「教育」、「交流」及び「共生」の三つの柱のもとで、市内の全市
立小・中学校の全学年において「英会話」の時間を新設するな
ど、各種事業を推進することにより、特に教育分野に特色のあ
る、国際交流が盛んで、国際化が進み世界に開かれた都市の
形成を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１回（２）
平成20年
7月9日

267 11 埼玉県 11233 北本市
北本市きめ細かな
教育特区

北本市の全域

　幼児期の基本的生活習慣や社会性の涵養が不十分なため、
小学校段階での指導に困難な状況が見られる。また中学校で
は、人間関係づくりがうまくいかないため、集団生活への不適応
や学習意欲の低下を起こし、非行や不登校の原因ともなってい
る。このため、市費による常勤の教員を採用して学級担任を持
たせ、学校生活の原点である小学校１年生で少人数学級を編
制し、きめ細かな指導を展開することにより、課題を解決し、確
かな学力と豊かな人間性を陶冶し、保護者の期待に応える学
校教育を推進する。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第３回
平成18年
7月3日

268 11 埼玉県 11233 北本市 幼児教育特区 北本市の全域

　少子化による幼児数の減少、核家族化の進展や家庭の教育
力の低下等により、幼児の社会性を涵養することが困難になっ
ている状況の中で、三歳未満児の幼稚園入園により幼児教育
の充実を図るとともに、時間に余裕の生まれた幼児の保護者の
社会参加区が進むことにより、地域の活性化も期待する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１回（１）
平成20年
7月9日

269 11 埼玉県 11234 八潮市
八潮市小中一貫教
育特区

八潮市の全域

　八潮市では、これまで教育に関して様々な研究を重ねてきた
が、不登校の児童生徒数は県平均を大きく上回っている。ま
た、学力に関しても全国平均を下回る状況にある。このため、国
語、算数・数学、の基礎的学習内容の確実な習得と英語学習に
よるコミュニケーション能力の育成に主眼をおき、小中９年間を
見通した系統性・継続性のある小中一貫教育を行う。これによ
り、21世紀を担う心豊かでたくましく、知性と品格に満ちた八潮
市の児童生徒の育成を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

270 12 千葉県 12000 千葉県 国際空港特区

市川市の区域のうち原木
及び原木１丁目から原木
４丁目までの区域並びに
成田市、富里市、下総
町、神崎町、大栄町、栗
源町、多古町、蓮沼村、
松尾町、横芝町及び芝山
町の全域

　日本最大の国際空港であり、アジア地域においても国際航空
貨物の拠点空港となっている成田空港の機能を最大限に活用
し、企業の国際物流ニーズに対応した物流の高度化と新しい国
際物流をはじめとする産業集積の促進を図る。

701
703

・臨時開庁手数料の軽減
・民間事業者等による総合保
税地域における一団の土地
等の所有又は管理

国際物流
関連

第１回(１)
平成17年
7月19日

271 12 千葉県 12000 千葉県
千葉県戦略的企業
誘致推進特区

千葉市緑区の区域の一
部（千葉土気緑の森工業
団地：千葉市緑区大野台
1丁目､2丁目）及び富津
市の区域の一部（富津市
青木土地区画整理事業
施行地区：富津市青木字
曽根新田の区域の一部）

　産業競争力の低下や産業の空洞化が見られるなど、産業構
造が大きな転換期を迎え、新たな事業の可能性をもった企業誘
致が重要となる中、規制の特例措置を活用し、土地開発公社の
造成地の賃貸を可能にすることにより､企業ニーズに柔軟に対
応した立地を促進する。また、本県のもつ企業立地優位性の効
果的なアピールやワンストップサービスの推進、立地後の継続
的な支援、柔軟かつ多様な企業誘致手法の導入等を図りなが
ら、戦略的、効果的な企業誘致を推進し､地域における産業競
争力の強化や経済の活性化を実現する｡

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第６回
平成17年
7月19日

272 12 千葉県 12000 千葉県 健康福祉千葉特区

銚子市、市川市、船橋
市、木更津市、松戸市、
茂原市、成田市、佐倉
市、東金市、旭市、勝浦
市、市原市、流山市、我
孫子市、鎌ヶ谷市、富津
市、印西市、白井市、南
房総市、香取市の区域の
一部（旧栗源町）及びい
すみ市並びに千葉県印
旛郡栄町、香取郡東庄
町、長生郡睦沢町、長生
村及び白子町、夷隅郡御
宿町並びに安房郡鋸南
町の全域

　千葉県では、従来の高齢者・障害者・児童といった対象者別
に行ってきた施策から、対象者横断的な取組へと転換する「健
康福祉千葉方式」による保健・医療・福祉の総合的な展開に取
り組んでいる。　この施策を推進するため、「健康福祉千葉特
区」において、指定通所介護事業所等の空き分に知的障害者
等を受入れる規制の特例措置を適用することにより、高齢者、
障害者、児童等の誰もが、住み慣れた家庭・地域で安心して活
き活きと自立した生活ができるよう「施設から地域・家庭へ」の
施策を強化する。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第１回（１）
（第４回、
第５回、第
６回、平成
17年7月1
日、平成
17年12月
5日、平成
18年3月
20日変

更）

平成19年
3月30日

273 12 千葉県 12000 千葉県
ブレーメン福祉有
償運送特区

千葉県の区域の一部（千
葉県の全域のうち千葉
市、流山市、我孫子市及
び印旛郡栄町の区域並
びに成田市の区域の一
部を除く地域）

　千葉県では、「誰もが、ありのままに、その人らしく、地域で暮
らす」ことができる地域社会の実現に向け、様々な施策展開を
図っている。そのような中で、移動困難者の外出手段について
は福祉車両による送迎は実施されているものの、知的障害者
等に対する車両台数が少ないため、運行車両の拡大が望まれ
ている。そこで本特例により、セダン型車両で輸送可能な移動
困難者の移動手段を拡充し、地域での社会生活を支援してい
く。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

274 12 千葉県 12000 千葉県 安房自然学校特区

館山市、鴨川市、富浦
町、富山町、鋸南町、三
芳村、白浜町、千倉町、
丸山町及び和田町の全
域

　自然と調和したライフスタイルに対する都市住民のニーズが
高まる中で、安房地域に自然学校の一大拠点を育成整備し、
都会では得られない新鮮で充実した体験活動や体験学習を、
「市民農園の開設者の範囲の拡大」や「国立・国定公園におけ
る自然を活用した催しの容易化事業」の特例措置を活かしなが
ら、首都圏をはじめ様々な地域の家族や青少年、シニア世代
に、四季の変化に応じた自然体験メニューとして提供する。

1002
1301・1302

・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・国立・国定公園の特別区域
におけるイベントの容易化

都市農村
交流関連

第２回
（第７回変

更）

平成18年
7月3日

275 12 千葉県 12000 千葉県
千葉県新産業創出
特区

千葉市、松戸市、木更津
市及び君津市の全域並
びに柏市の区域のうち旧
沼南町を除く区域

　千葉大学、東京大学、放射線医学総合研究所、かずさＤＮＡ
研究所等県内の知的集積を活用し、千葉地域、東葛飾北部地
域、かずさ地域の３つの個性豊かな研究開発拠点間の相互連
携を強化することにより、バイオ、ナノテクノロジー関連分野を
中心とした世界レベルの研究開発の促進と研究成果の産業化
を通じた新産業創出拠点の形成を促進する。

202
501502503

504

704
705
813
815

・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第１回（２）
（平成16
年1月14
日、平成
16年6月
14日変

更）

平成19年
3月30日
申し出に
より取消



24 / 79 ページ

番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

276 12 千葉県 12000 千葉県
京葉臨海コンビ
ナート活性化特区

市原市及び袖ヶ浦市の全
域

　４つの石油・石油化学コンビナートがある京葉臨海コンビナー
トは、本県工業の中核地域であるが、近年、設備投資の低下が
顕著で、将来、地域産業の競争力低下が懸念される。そこで、
生産・物流・研究活動などの面で企業の合理的な活動に影響を
与えている各種規制を見直し、企業の国際競争力の強化を図
るとともに、研究機能の強化による高付加価値産業への転換を
促進し、地域経済を活性化していく。また、４つのコンビナートが
集積する特性を生かし、企業の枠組み超えた地域連携による
取組を促進していく。

911-1
1119
1128

・ボイラー及び第一種圧力容
器における開放検査周期の
延長事業
・高圧ガス設備の開放検査期
間の延長
・石油コンビナートにおける試
験研究施設の変更工事手続
の簡素化

産業活性
化関連

第５回
平成20年
7月9日

277 12 千葉県 12000 千葉県
ちばｅビジネス振
興・ＩＴ基盤人材育
成特区

千葉県の全域

　千葉県では、「千葉県情報化推進アクションプログラム」を策
定し、ＩＴ化による産業振興とＩＴ教育推進による情報利活用能力
向上を図る取組みを進めている。ＩＴ技術に関する国家資格であ
る「初級システムアドミニストレータ試験」及び「基本情報技術者
試験」に関する規制緩和（午前試験の免除）により、ＩＴ資格の取
得を促進し、企業ニーズに即した職業能力の開発を図るととも
に、ＩＴ人材の裾野を広げることで、将来ＩＴ関連産業や各産業で
のＩＴ部門における情報化リーダーとなりうる高度なＩＴ人材育
成、県内産業の振興を目指す。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

278 12 千葉県 12000 12100 千葉県、千葉市 千葉国際教育特区 千葉市の全域

　社会の国際化が進展し国境を越えた人の移動が増大する
中、外国人子女や日本人帰国子女等、様々な国で教育を受け
た児童の受入体制の充実が課題になっている。そこで、外国人
の教育環境整備と国際人の育成を推進するため、帰国子女等
の日本人をはじめ多国籍の児童が一緒に学ぶ幼稚園・小学校
を設置する。また、英語によるイマージョン教育を導入するとと
もに、転出入の多い児童に対応し、個々の学習歴に応じた指導
を実施するなど、現行の教育課程の基準によらない教育課程
の編成を行う。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１１回
平成20年
7月9日

279 12 千葉県 12000 12211 千葉県、成田市 国際教育推進特区
成田市の区域の一部（旧
成田市地域）

　成田空港を擁する国際的な地域の特性や国際教育の実績を
踏まえ、特定の小学校に英語科を設置し、効果的な国際教育
の推進により、児童生徒自身が英語に慣れ親しみ、実践的なコ
ミュニケーション能力を高める為の諸施策を総合的に推進す
る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１回（２）
平成20年
7月9日

280 12 千葉県 12000 12238
千葉県、いすみ
市

ブレーメン共生型
サービス推進特区

いすみ市の全域

　本県では、民間と行政が協働した施策の企画及び展開、障害
者、高齢者等対象者横断的な施策展開を内容とする「健康福祉
千葉方式」により、「誰もが、ありのままに・その人らしく、地域で
暮らすことができる地域社会（「ブレーメン型地域社会」）」を目
指し、健康福祉政策の展開を図っている。「指定小規模多機能
型居宅介護事業所における障害児（者）の受入事業」の展開を
図り、障害者がより住み慣れた地域で福祉サービスを利用する
ことを可能とすることにより、対象者横断的な施策をさらに推進
し、本県が目指す地域社会の実現を図る。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１４回
平成28年
6月17日

281 12 千葉県 12000 12402
千葉県
大網白里町

ＮＰＯ活動推進特
区

大網白里町大字砂田の
区域のうち、字中内野の
全域並びに字金畑、字宮
久保及び字木戸口の区
域の一部

　ＮＰＯ法人が遊休農地を活用した農業参入を通じて、農地の
保全・有効利用の確保、農作物の栽培や農作業を通じた教育、
環境保全活動等の多様な農地利用のニーズに対応した都市住
民と農村との交流など、ＮＰＯの活動領域の拡大と新たな農業
生産システムの構築を図り、農業分野でのモデル的なＮＰＯ活
動を実証する。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

都市農村
交流関連

第１回（１）
平成17年
11月22日

282 12 千葉県 12000 12405
千葉県、山武
町、白浜町

有機農業推進特区

千葉県山武郡山武町の
区域の一部（千葉県山武
郡山武町の区域のうち、
大字埴谷、大字板川、大
字板中新田、大字横田及
び大字実門）及び安房郡
白浜町の全域

　安全・安心・新鮮でおいしい農産物の安定的な供給を目指し
県内各地で個性豊かな生産が展開される中、食に対するニー
ズや需要動向を的確に踏まえ国際・産地間競争に負けない体
質の強い産地を形成していくためには、各地域に適した独自の
産地戦略を構築していく必要がある。そこで、戦略的な産地づく
りの一環として、外食関連企業等が地元野菜生産者・自治体等
と連携し有機農業を展開することにより、定時・定量・定価・定
質で野菜を生産出荷できるモデル的な産地形成を目指す。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連
第３回（第
６回変更）

平成17年
11月22日

283 12 千葉県 12100 千葉市
千葉市健康福祉有
償運送セダン特区

千葉市の全域

　本市では、様々な施策展開により、障害者や高齢者の地域社
会生活を支援している。移動制約者の多くは、セダン型等一般
車両での輸送対応が可能であるため、本特例により、一般車両
による福祉有償運送を可能とし、それぞれの実情や用途に応じ
て移動手段を選択できる体制を整える。これにより、移動制約
者が医療や福祉サービスを十分に受ける事が可能となり、症状
の改善や介護予防の効果が期待できる。また、移動制約者の
みならず、介護者の負担軽減にも繋がり、地域活動などの社会
参加、消費行動の促進が図られ、さらにはNPO法人等の活動
が促進され、地域社会や経済へ新たな波及効果をもたらすもの
である。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

284 12 千葉県 12100 千葉市
キャリア人材育成
特区

千葉市の全域

　「躍動し賑わいを生む産業を展開する」を市政運営の中期的
指針としている千葉市において、株式会社が専門性を重視した
大学の設置主体になることを認めることにより、キャリア教育を
充実させ、専門的知識を有した即戦力となる人材が育成され
る。このような人材が地域に輩出されることにより、雇用の創出
や消費の拡大等につながり、地域産業・経済の活性化を図る。
併せて、校地・校舎の自己所有要件及び運動場・空地に係る要
件の緩和の特例を活用することにより、中心市街地に大学を開
校することができ、市街地の活性化も図る。

816
821(801-1)

828
829

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置
・空地に係る要件の弾力化に
よる大学設置

教育関連 第５回

平成23年
3月25日
申し出に
より取消

285 12 千葉県 12204 船橋市
船橋市英語教育特
区

船橋市の全域

　船橋市は、地理的にも世界各地から多くの人々が訪れるな
ど、早くから国際化への対応が迫られていた。このため、特に教
育においては国際理解教育及び英語教育に力を注いできた
が、本計画において、より効果的な英語教育を実践するために
小学校では英語の授業を創設すること、中学校においては、生
徒の実践的コミュニケーション能力を育成するために週３時間
の通常授業に加え、「アクティビティ・タイム」として週１時間の授
業を増やすこととした。積極的な英語教育の推進により、国際
交流事業の活性化、市民の国際感覚を涵養し、「世界に開かれ
た船橋市」を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

286 12 千葉県 12211 成田市
ふれあいセダン特
区成田

成田市の全域

　本市は昭和41年の成田空港設置閣議決定以降、流通と工業
の発展に伴い、人口が年々増加してきた。しかし開発時の転入
者が高齢期に差し掛かり、今後も高齢化が進むと考えられる。
そのような中、市では「住みなれた地域で安心して暮らせる福
祉都市  成田」を実現するため，保健福祉施策を展開してきた。
その一端として、事業者が福祉有償運送事業に参入しやすい
よう一般車両を用いての事業を可能とし、介護が必要な方や障
がいを持つ方等、公共交通機関の利用が困難で移動に制限が
ある方の移動機会を増やし、誰にでも住みよいまちづくりの推
進を図るものである。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

287 12 千葉県 12216 習志野市
習志野きらっとこど
も園特区

習志野市の全域

　核家族化、女性の社会進出等の社会変化を受け、幼稚園の
定員割れによる小規模化や、保育所入所希望者の増加に伴う
待機児の増加といった状態を生み、子ども施策の大きな転機を
迎えている。そこで新しい子育ち・子育ての支援のあり方を検証
した結果、既存施設の枠を超えて地域の子育ての拠点として市
内全域に保育一元化施設「こども園」を設置することとした。「こ
ども園」では、幅広い子育て支援を実現すると共に、保育所児・
幼稚園児の合同活動を実施することにより、習志野市のすべて
の子どもの望ましい成長発達を実現する。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

288 12 千葉県 12218 勝浦市
安全で安心な給食
特区

勝浦市の全域

勝浦市においても、核家族化の進行やライフスタイルの変化
に伴い、子供達の食生活や栄養バランスに問題のある家庭が
増えており、望ましい食習慣の定着に向けた食育を推進する必
要がある。新鮮で安全な地元産の食材の一元購入が可能であ
り、また、スタッフや調理設備等が整っている給食センターから
公立保育所に給食を提供する外部搬入方式を実施することで、
子供達の食生活を改善し、地産地消の食育を推進することがで
きる。また、食材の一元購入、人件費の節減、調理業務効率の
向上などを通じて経費の節減が図られ、これによって得られた
財源により、保育サービスの充実が実現できる。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１８回
平成22年
11月30日

289 12 千葉県 12220 流山市
流山福祉輸送セダ
ン特区

流山市の全域

　現行の福祉車両による輸送サービスは、車椅子等の補装具
を利用する障害者には有用であるが、視覚・知的・内部障害者
等の輸送については台数が不足し、十分な対応ができていな
い。また、身体的な衰えからの要介護認定者への介護予防の
ためにも、セダン型の一般用車両の拡大が不可欠になってい
る。特例措置を活用し、セダン車による輸送を可能とすること
で、既存の社会福祉法人やＮＰＯ法人等の活力を引き出すとと
もに、移動制約者が健常者と同じように移動できるような体制を
維持し、流山市全域における福祉輸送サービスの活性化を目
指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第７回
平成19年
3月30日

290 12 千葉県 12222 我孫子市
我孫子市福祉運送
セダン特区

我孫子市の全域

　本市の平成17年4月1日現在の人口は131,592人、高齢化率は
17.3%となっている。今後さらに高齢化が進み、同20年頃には
20％を超える超高齢社会に入ると予測される。市では誰もが快
適に外出できるように交通バリアフリー化を実施してきたが、同
時に移動制約者にとっての交通移動手段の改善が必要であ
る。そこでボランティア輸送において、セダン型等の一般車両を
含めた幅広い利用を可能とし、移動手段を拡大する。これによ
り、買物や地域交流等の社会参加の機会が増加し、さらには家
族の介護に依存している状況の改善も図られ、バリアフリーの
まちづくりにより地域福祉の充実を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

291 12 千葉県 12222 我孫子市

我孫子市認知症高
齢者グループホー
ム短期利用事業特
区

我孫子市の全域

　我孫子市では、短期入所生活介護の需要に対し施設供給基
盤が不足しており、緊急時を含め利用希望に対し十分な対応を
とることが困難な状況である。そこで地域に密着し、家族的な介
護を提供する認知症高齢者グループホームをあらかじめ利用
期間（退所日）を定めて短期利用できるようにすることで、在宅
で生活する認知症高齢者の臨時、緊急ニーズに対する新たな
受け皿として活用する。また、体験的な利用により入居後のリロ
ケーションダメージの緩和や、認知症高齢者に対する新しいケ
ア方法の形成が期待でき、住みなれた地域で安心してくらして
いける環境の構築を目指す。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

292 12 千葉県 12223 鴨川市
鴨川市棚田農業特
区

鴨川市の区域の一部（旧
鴨川市の棚田地域）

　東京から一番近い棚田の里という地域特性を活かして、「日本
の棚田１００選」の一つである大山千枚田における棚田オー
ナー制度の実績を踏まえ、都市との協働による棚田保全活動を
市内全域に拡大することにより、更なる中山間地域農業の活性
化を図る。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第１回（１）
（平成17
年2月11
日変更）

平成17年
11月22日

293 12 千葉県 12322 酒々井町

酒々井町認知症高
齢者グループホー
ム短期利用事業特
区

千葉県印旛郡酒々井町
の全域

　酒々井町では、在宅福祉施策を推進しているところだが、近
年、高齢化の進展に伴い要介護等高齢者数が介護保険制度施
行時と比べ倍増しており、介護者の休息等といった認知症高齢
者の在宅生活を支援するための短期入所サービスの充実が求
められている。そこで、本特例を活用し、認知症高齢者グループ
ホームにおいて短期入所サービスを利用できるようにすること
により、在宅で生活する認知症高齢者の臨時、緊急ニーズ等に
対応し、住民がいつまでもなじみの場所で生活できる地域づくり
を推進する。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

294 12 千葉県 12329 栄町
栄町福祉有償運送
サービス特区

千葉県印旛郡栄町の全
域

　本町では、福祉サービスの一環として福祉タクシーサービス
事業を展開しているが、通院に限定したサービスとなっており、
移動制約者からは福祉有償運送の要望が多く寄せられてい
る。移動制約者の多くは福祉車両を必要とせず、一般車両での
移送で充分対応できることから、セダン型車両による福祉有償
運送を実施し、移動手段の選択肢を広げ、より多くの移動制約
者の外出需要に対応する。これにより福祉輸送サービスの活
性化を図り、既存の社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の活力を引き
出し、住み慣れた地域で全ての人がいきいきと生活できる地域
社会の創出と、地域福祉の推進を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

295 12 千葉県 12346 栗源町
紅小町の郷ゆった
り空間交流特区

千葉県香取郡栗源町の
全域

　地域が抱える担い手不足や農地の遊休化といった課題に対
して、従来の農業内部の体制だけでは対応できない状況にある
ことから、市民農園の開設主体を新たに拡大して町内全域を市
民農園として位置づけ、農地の有効利用を促進するとともに、
特産のサツマイモ栽培等の農業体験を通じて、農業と観光を結
びつけた都市と農村との交流を推進し、農業振興及び地域活
性化を促進する。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第６回
平成17年
11月22日

296 12 千葉県 12423 長生村

「安心して子どもを
産み育てられる」子
育て環境の充実特
区

千葉県長生郡長生村の
全域

　長生村では、安心して子育てができる環境づくりのため、様々
な子育て支援を実施している。
　近年、核家族化の進展等により、保育を必要とする家庭が増
加しており、とりわけ、０，１歳児が増加傾向にあり、行財政改革
の推進などもあり臨時保育士に頼らざるを得ない状況にある。
　しかし、現在の法制度の中では、最長1年という任用期間が影
響し、資格職である保育士等の確保に支障をきたしている。
　本特例を用いて保育士及び看護師の確保と質の高い保育
サービスの提供を図り、もって、人口の定住化を推進する。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

地方行革
関連

第２９回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

297 13 東京都 13000 東京都 国際港湾特区

中央区、港区、江東区、
品川区、大田区及び江戸
川区の全域並びに中央
防波堤内側埋立地の全
部

　コンテナ貨物取扱量が日本一であり、首都圏4000万人の生活
と産業を支える東京港において、港湾サービスの向上、コスト
の低減を図ることで東京港、ひいては日本の港湾全体の国際
競争力強化を図る。

701
702

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における
通関体制の整備

国際物流
関連

第１回（１）
平成17年
11月22日

298 13 東京都 13000 東京都
手話と書記日本語
によるバイリンガル
ろう教育特区

東京都の全域

　現行のろう学校では、聴覚口話法を中心にした教育を行って
いるが、重度の聴覚障害児など中には必ずしも適合できない児
童が存在している。これらの児童はNPO法人バイリンガル・バイ
カルチュラルろう教育センターが運営する「龍の子学園」で授業
を受けている。同学園は新たに学校法人を設立して、手話と書
記日本語による教育（バイリンガルろう教育）を実践する私立学
校（小学部・幼稚部）を設置する予定であることから、東京都とし
ても支援し、教育方法としてのバイリンガルろう教育の確立とろ
う教育の選択肢の拡大を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１３回
平成20年
7月9日

299 13 東京都 13103 港区
国際人育成を目指
す教育特区

東京都港区の全域

　港区は、多くの大使館と外資系企業が立地し、住民の約1割
が外国人であるという地域特性をもっている。現在、国際理解
教育を推進しているが、この基盤を生かし、区立小学校には「国
際科」を新設し、区立中学校では小学校での英語教育に連動し
たより高い目標設定による英語教育を実施する。また、コミュニ
ケーション能力の育成だけでなく、区立小・中学校に在籍する
様々な国の子どもたちが生活習慣、文化などの違いを学び合う
ことにより、国際協調の精神と国際コミュニケーション能力を備
えた真の国際人を育成する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第８回
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

300 13 東京都 13104 新宿区 専門職育成特区 東京都新宿区の全域

　特例措置を活用して、高度なＩＴ関連国家資格を有する人材を
地域に輩出することにより、情報関連産業の発展をはじめ既存
産業の強化と新産業の創出を促していく。また、芸術感性豊か
な人材と高度専門職業であるメディア・コンテンツのクリエイター
及びプロデューサーを輩出することにより、新たな文化の創造
と発信を行う。このように専門性の高い人材を育成することで、
地域の経済と産業の活性化を図る。

508（全）
816

821（801-1）
（全）
828
829

1131（全）
1132(1144、
1146）（全）

・夜間大学院留学生受入れ事
業
・学校設置会社による学校設
置事業
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置事業
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置事業
・空地にかかる要件の弾力化
による大学設置事業
・修了者に対する初級システ
ムアドミニストレータ試験の午
前試験を免除する講座開設
事業
・修了者に対する基本情報技
術者試験の午前試験を免除
する講座開設事業

教育関連 第４回
平成25年
11月29日

301 13 東京都 13105 文京区
文京区ＩＴ人材育成
特区

東京都文京区の全域

　生涯学習へのニーズは、従来の初級者を対象とした趣味・教
養講座から、より高度な知識習得やキャリアアップのための講
座へと変化している。このため、文京区では、（仮称）文京アカ
デミー構想を策定し、１６大学が集積する地域性を活かしなが
ら、大学・ＮＰＯ・企業等との協働のネットワーク機能を重視した
生涯学習施策を展開する。その一弾として、ＩＴ関連国家資格で
多くの需要が見込まれる「初級システムアドミニストレータ」及び
「基本情報技術者」資格取得のための講座を開設する。

1131
1132

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレーター試
験の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第６回
平成19年
3月30日

302 13 東京都 13106 台東区
台東ＩＴ人材育成特
区

東京都台東区の全域

　ＩＴ技術の高度化や情報化の進展に伴い、企業、地域における
ＩＴ人材の必要性も高まっている。また、一層の少子化により若
年層の労働力人口が減少していくことから、職業能力開発を支
援する取組みが求められている。
　このため、基本情報技術者試験の一部を免除する講座開設
に関する特例措置を活用し、資格取得を目指す学生や社会人
に対して効果的かつ効率的な学習を支援し、多くのＩＴ人材を育
成・輩出することで、若年層の進学、就職支援や、社会人に対
するキャリアアップを図ることを目指す。

1132(1144、
1146)

1131(1143、
1145)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除
・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

303 13 東京都 13107 墨田区
魅力都市すみだデ
ジタルIT人材育成
特区

東京都墨田区の全域

　首都圏で地上デジタル放送用の電波を送出する「新タワー」
(世界一の高さで610メートル)が本区に2011年の開業が決定し
た。このタワーを機軸に、街全体を一変させ、区の施策の方向
性も大きく変える、千載一遇のチャンスがやってきたことを意味
している。これを契機に伝統ある製造業の生き残りや、国際的
に通用するニューベンチャー企業を橋渡しするITを駆使した有
能な人材確保を全国に先駆けて推進するため、特例措置を活
用して地域情報化に貢献するＩＴ人材を育成・輩出するとともに、
地域経済の活性化を目指す。

1131(1143,1
145)

1132(1144,1
146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１４回
平成22年
11月30日

304 13 東京都 13108 江東区
育てよう！こうとうＩ
Ｔ職人特区

東京都江東区の全域

　江東区は、近年、臨海部の急速な発展に伴い、ＩＴ関連産業等
の事業所数や従業者数は、下町の近隣区と比較をして突出し
ている。また、大学等の区外からの移転進出により、区内中小
企業との連携を推進する産学公連携事業や、区内中小企業のＩ
Ｔ化を支援する様々な事業を実施している。このような状況を踏
まえて、本特例措置を活用し、高度なＩＴ技術に習熟した人材を
育成することで、本区の雇用促進並びに地域産業の更なる活
性化を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

305 13 東京都 13109 品川区
品川区ボランティア
輸送特区

東京都品川区の全域

　区民の価値観や生活環境が大きく変化する中で、福祉需要は
ますます増大・多様化しており、高齢者や障害のある人を含め
たすべての区民が家族や地域とのつながりを保ちながら、とも
に暮らせる地域社会を実現することが強く求められている。地
域福祉の新たな担い手であるＮＰＯ等が行うボランティアによる
有償運送を推進し、移動制約者の社会生活の利便と生活圏の
拡大を図るとともに、『品川区地域福祉計画』の基本理念である
「みんなが主役　参加と支えあいのまち　品川」を実現する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

306 13 東京都 13109 品川区 小中一貫特区 東京都品川区の全域

　現在の小・中学校が、学習・生活指導面で、必ずしも子どもの
成長や発達の実態に合っていない面があることから、カリキュラ
ムの柔軟化のための特例を導入することにより、小学校と中学
校の垣根を取り去り、９年間一貫したカリキュラムを４・３・２年の
まとまりで編成・実施する小中一貫校を開設する。さらに、教育
課程のみならず学校運営や施設面でも一体化した小中一貫校
の複数開設を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第２回
平成20年
7月9日

307 13 東京都 13111 大田区
大田区福祉有償運
送特区

東京都大田区の全域

　大田区では、17年6月に道路運送法第80条第1項による許可
に必要な福祉有償運送に係る運営協議会を設置し、ＮＰＯ等に
よるボランティア輸送を実施する予定である。区内には福祉車
両だけではなく、セダン型車両によりボランティア輸送を希望し
ている団体が複数あり、区としても移動制約者のニーズに対応
するため、その必要性を感じていることから、ＮＰＯ等によるボラ
ンティア輸送としての有償運送における使用車両を拡大し、移
動制約者の外出支援を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第８回
平成19年
3月30日

308 13 東京都 13111 大田区
おおた高度ＩＴ技術
者育成特区

東京都大田区の全域

　情報化の推進に伴い、企業におけるコンピュータに関する高
度な技術者の獲得の必要性が高まっている。そこで本特例措
置を活用し、区内の高等学校･専門学校の学生及び技術専門
校生を中心としたＩＴ人材の育成を促進し、雇用の拡大及び社会
人のキャリアアップを図る。同時に、区内企業がＩＴ化を推進する
にあたり、必要とされる人材を獲得しやすい環境整備も図る。さ
らに情報関連業種など成長型サービス産業の起業を促し、区
内産業の活性化につなげる。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

309 13 東京都 13111 大田区
羽田空港ロボット
実験特区

東京都大田区の区域の
一部（詳細は内閣府にお
いて閲覧に供する。）

　搭乗型移動支援ロボットは、羽田空港エリアでは空港従業員
や空港利用者の移動手段として、また、空港周辺地域では、観
光客などの新しい移動手段として大いに活用が見込まれる。今
後、公道等での走行における安全性、有効性や親和性等の実
証実験を行い、将来的な実用化に向けた取り組みを検討する。
さらに、羽田空港を最先端の技術ショールームとする「羽田ロ
ボットプロジェクト」を組み、区内企業とロボットメーカーとの連携
やマッチングを図ることで、大田区の産業や観光等の活性化に
寄与する。

105(106・
107・108）

1222

搭乗型移動支援ロボットの公
道実証実験事業

産業活性
化関連

第２９回
平成27年
11月27日

310 13 東京都 13112 世田谷区
ＮＰＯ等移送協働
特区

東京都世田谷区の全域

　世田谷区内には、既に数年以上活動実績がある移送サービ
ス団体があり、また、これらの団体が協議・課題解決の場とした
ネットワークとして移動サービス協議会を形成していることを活
かし、今後さらに、効率良い移送サービスの体制づくり、移動困
難者が利用しやすいシステムの構築を行って、移動困難者の
社会参加の拡大を図る。

1206(1216)
・NPOボランティア輸送による
セダン車の使用

生活福祉
関連

第１回（２）
（平成16
年4月1日

変更）

平成19年
3月30日

311 13 東京都 13112 世田谷区

認知症高齢者グ
ループホーム短期
利用事業せたがや
支えあいステーショ
ン特区

東京都世田谷区の全域

　世田谷区では、介護保険制度の基本である在宅重視の考え
に基づきショートステイの充実に努めているところである。しか
し、現状は必要な時に利用出来ないといった声が多くあり、早急
な対応が求められている。このため、本特例措置の適用を受け
ることで、認知症高齢者グループホームにおいて、あらかじめ
利用日数を決めて短期利用できるようにし、認知症高齢者の臨
時・緊急ニーズ等に対応した柔軟なサービスを提供していく。住
み慣れた地域での在宅生活の継続が出来るように支援するこ
とで、「高齢者がいつまでも安心して住み続けられる地域の実
現」を目指す。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050719/dai8/gaiyou.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

312 13 東京都 13112 世田谷区
世田谷「日本語」教
育特区

東京都世田谷区の全域

　これからの国際社会を生き抜くには、深く考える素養を身に付
け、自己を表現し、日本文化を理解した人材の育成が必要であ
る。そのためには総ての思考の原点となる言語力＝日本語能
力の向上が求められるので、世田谷区立の全小・中学校で「日
本語」科を新設する。「深く考える力」、「表現力」、「日本文化」の
学びは、思考の原点である言語力の向上を導き、他の教科等
における学力も併せて高める。また、表現力の育成により豊か
なコミュニケーション能力が育まれ、良好な地域社会の形成に
も寄与する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

313 13 東京都 13112 世田谷区
世田谷ＩＴ人材育成
特区

東京都世田谷区の全域

　今日の行政サービスでは、高度なＩＴの利用を推進するととも
に、地域コミュニティと協働した区民生活に直結する情報化に取
り組み、ＩＴの便益を地域の活性化に活かすことが求められてい
る。世田谷区では、この課題に対応するため「地域社会の活性
化のための情報化」を「電子政府世田谷推進計画」における４
つの目標の一つとして掲げている。本特例を活用することによ
り、世田谷区内におけるＩＴ人材の育成を促進し、より一層の地
域の情報化推進、活性化に資する。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

314 13 東京都 13114 中野区
なかのIT人材育成
特区

東京都中野区の全域

本区の「新しい中野をつくる１０か年計画」では、「産業と人々
の活力がみなぎるまち」として、中の駅周辺の警察大学校等移
転跡地など、新しいまちづくりの進展にあわせ、新たな産業発
展の活力を創出するための施策を展開しているところである。

そこで本特例措置を活用し、多数の優秀なＩＴ人材の育成・輩
出を支援することにより、区が進めている就労支援の推進、ＩＴ・
コンテンツや環境など都市型産業の誘導、産業教育環境の整
備などの取り組みを促進する。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１９回
平成22年
11月30日

315 13 東京都 13115 杉並区
杉並区福祉有償運
送特区

東京都杉並区の全域

　当区においては、昭和５４年以降、福祉車両を使用した福祉
有償運送団体による移動困難者向けのサービスが提供されて
いる。しかし、区が予測する移動制約者の潜在的な必要件数
と、区内団体の活動実績には隔たりがあり、供給量が大きく不
足している現状がある。現在、移動制約者の中には、福祉車両
までは必要としないが、一般タクシーでは利用が難しい者も多
い。そこで、使用車両をセダン型にまで拡大することで、供給量
の増大を図るとともに、利用者の目的にあった車輌の有効的な
活用を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第８回
平成19年
3月30日

316 13 東京都 13115 杉並区
小学校英語教育特
区

東京都杉並区の全域

　子どもたちが生きる２１世紀は経済、文化等でグローバル化
が一層進むようになる。本区においても外国人登録人口が増え
るなど、国際化に対応した人材の育成が急務である。こうした
社会を主体的に生き抜くために必要とされる英語による実践的
なコミュニケーション能力を育成するために、小学校における英
語教育を第１、２学年では１７単位時間、第３学年以上は３５単
位時間実施する｡なお、第１,２学年は時間数を増加し、第３学年
以上は総合的な学習の時間から充てる｡

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第７回
平成20年
7月9日

317 13 東京都 13115 杉並区
杉並ＩＴ人材育成特
区

東京都杉並区の全域

　杉並区では、ＩＴ技術の高度化や情報化の進展に伴い、地域、
企業におけるＩＴ人材の必要性、重要性が高まっている。このた
め、情報処理技術者試験に係る特例措置を活用し、資格取得
の負担軽減を図る。これにより、合格者の増加が見込まれ、資
格取得を目指す学生及び求職者を増加させて、地域の活性化
を図る。また、若年層の職業能力開発や進学・就職の支援、区
民の生涯学習への支援も併せて実施し、まちづくりのための人
づくりを推進する。

1131(1143,1
145)

1132(1144,1
146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１５回
平成22年
11月30日

318 13 東京都 13116 豊島区
豊島区外出支援
サービス特区

東京都豊島区の全域

　豊島区は、交通機関が比較的発達しているが、住居系地域も
多く、幅員４ｍ以下の狭あい道路による交通不便地域が残され
ている。区では、タクシー券の交付や自動車燃料費助成など、
こうした地域の障害者や、高齢者の外出支援を講じてきたが、
多様化する福祉ニーズに行政が全てを支援することには限界
があり、ＮＰＯ法人等の移送サービスを活用していく必要があ
る。このため、特例措置としてのボランティアによるセダン型有
償運送事業を展開することにより、移動制約者が気軽に社会参
加できる環境と、地域での支え合いや見守りの仕組みを構築
し、長く地域で自立した生活を過ごすことができるまちづくりを推
進する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

319 13 東京都 13118 荒川区
国際都市「あらか
わ」の形成特区

東京都荒川区の全域

　国際都市「あらかわ」の形成に向けて、「首都東京の玄関口」
としての役割を果たせるような「まちづくり」を行うことに併せて、
「まちづくり」を支える国際性豊かな「ひとづくり」を行っていくた
め、小・中一貫の英語教育を実施し、これにより、英語による実
践的なコミュニケーション能力を育成していく。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１回（２）
平成20年
7月9日

320 13 東京都 13119 板橋区 板橋福祉輸送特区 東京都板橋区の全域

　板橋区では、平成15年度より13ヵ年計画でバリアフリー総合
計画「すべての区民が自由に行動し、社会参加できるまち」を計
画の理念とし、計画の重点基本目標の一つ、多様な交通機関
を活用した「ＳＴＳ・移送サービス」の充実を推進している。この
ような中、要介護者、身体障害者等のうちの移動制約者に係る
充分な輸送サービスを確保するため、輸送可能な車両をセダン
型まで拡大し一層の地域福祉サービスの向上を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第６回
平成19年
3月30日

321 13 東京都 13120 練馬区
練馬区福祉有償運
送特区

東京都練馬区の全域

　練馬区では、16年12月に道路運送法第80条第1項による許可
に必要な福祉有償運送に係る運営協議会を設置し、ＮＰＯ等に
よるボランティア輸送を実施する予定である。区内には人工透
析患者等を対象にセダン型車両によりボランティア輸送を希望
している団体が複数あり、区としてもその必要性を感じているこ
とから、ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての有償運送にお
ける使用車両を拡大し、移動困難者の外出支援を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第７回
平成19年
3月30日

322 13 東京都 13120 練馬区
練馬区IT人材育成
特区

東京都練馬区の全域

　情報化社会の進展に伴い地域や企業におけるＩＴ人材育成の
必要性・重要性が高まっている。
　そこで本特例措置を活用し、多数の優秀なＩＴ人材の育成・輩
出を支援することにより、区が進めている就労支援の推進やコ
ンテンツ産業などの都市型産業誘導の取り組みを推進する。

1132(1144、
1146)

・修了者に対する基本情報技
術者試験の午前試験を免除
する講座開設事業

ＩＴ関連 第２２回
平成22年
11月30日

323 13 東京都 13121 足立区
人材ビジネスを活
用した雇用創出特
区

足立区の全域

　民間の高いカウンセリング能力やスキルアップ能力を活用す
る観点から、足立区が提供する施設内において、公共職業安
定所と民間職業紹介事業者が共同で職業紹介窓口を設置し、
職業紹介サービスをワンストップで実施することにより、区民の
雇用機会の拡大を図るとともに地域経済の活性化につなげる。

903
・官民共同窓口設置による職
業紹介事業の実施

生活福祉
関連

第１回(１)
平成17年
7月19日
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

324 13 東京都 13121 足立区
障害者社会生活え
んじょい特区

東京都足立区の全域

　調理業務を民間調理事業者に委託することにより、これまで
事業者に培われた障害者に対する食事提供のノウハウが生か
され、障害児の摂食制限に応じた食材の選定や、食事の加工
（流動食・経管栄養等）が必要な児童への対応、暖かい家庭的
な雰囲気での食事の提供等を実施する。

909
・肢体不自由児施設等におけ
る調理業務の外部委託の容
認

生活福祉
関連

第２回
平成18年
7月3日

325 13 東京都 13121 足立区
小中一貫教育によ
る人間力育成特区

東京都足立区の全域

　９年間を通して発達段階に応じた学習に取り組むことは、確か
な学力を子どもたちにつけるとともに、小から中への進学に際
するストレスの軽減にもなり不登校発生の予防ともなる。そこ
で、発達段階に応じた計画的・継続的な教科・生活指導を行う
ため、９年間のカリキュラム編成・標準授業時数の変更や教科
担任制・選択授業の導入、国際理解・英語活動や体験学習を通
じ人間力育成のための「国際コミュニケーション科」の創設等に
より、のびのびとした学校生活の中で、ひとり一人の個性・能力
を伸ばし、発達段階に応じた指導を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第７回
平成20年
7月9日

326 13 東京都 13122 葛飾区
障害者福祉整備推
進特区

東京都葛飾区の全域

　葛飾区では、各障害者施設における調理業務を民間事業者
に委託することにより、効率的な施設運営と経済活動の活性化
などの推進を図っている。しかし、知的障害児通園施設におけ
る調理業務については、これまで法令により施設の職員により
行われるものとされており、民間事業者が参入する余地はな
かった。そこで、特区制度を導入し健全な競争環境による民間
活力を活用することによって、利用児童の特性に合わせて安全
で良質な食事を提供するとともに、民間事業活動の参入による
地域経済の活性化を図る。

909(917)
・肢体不自由児施設等におけ
る調理業務の外部委託の容
認

生活福祉
関連

第４回
平成18年
7月3日

327 13 東京都 13122 葛飾区
地域連携・のびの
び型学校による未
来人材育成特区

東京都葛飾区の全域

　本区では、「元気な子どもの育つまち」を重点施策に掲げ、子
育て支援環境の整備や教育の充実に取り組んできたところであ
る。しかし、近年、本区においても不登校児童・生徒数が高い水
準で推移しており、児童・生徒一人一人に応じたきめ細かい教
育機会の提供と進路選択の支援が求められている。このため、
本特例措置を活用し、地域と協働して、不登校生徒向けの柔軟
な教育内容の学校を設置・運営することで、教育機会の確保と
進路支援の充実を図るほか、地域と生徒との交流による地域
活性化や地域産業育成の担い手づくりを目指す。

820(801-2)
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置事業

教育関連 第１１回
平成19年
7月4日

328 13 東京都 13122 葛飾区
葛飾区幼稚園早期
入園特区

東京都葛飾区の全域

　少子化・核家族世帯の増加に伴い、特に若い世代の保護者
層には育児に対する不安とともに、早期からの幼児教育等の要
望など、さまざまなニーズが要望されている。そこで、幼稚園の
入園要件を満３歳に達する年度の年度当初からとすることによ
り、幼児が早期に集団生活を経験し、自我の育成に適した環境
を提供するとともに、幼稚園教育カリキュラムによる必要な知識
の早期取得や幼児の心身の健全な発達を醸成する。また、保
護者の育児負担を解消するとともに、育児不安の問題も知識の
豊富な幼稚園とのかかわりの中で解消する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

教育関連 第７回
平成20年
7月9日

329 13 東京都 13201 八王子市
不登校児童・生徒
のための体験型学
校特区

八王子市の全域

　不登校児童、生徒を対象に廃校利用による公立小中一貫校
を設立し、一人一人の学力に合わせた習熟度別ステップ学習、
多様な体験学習など特色ある教育課程を編成実施し、不登校
児童、生徒の社会的自立を促すとともに、保護者の精神的、経
済的負担の軽減を図る。

803
・不登校児対象学校における
教育課程弾力化

教育関連 第１回（１）
平成17年
11月22日

330 13 東京都 13209 町田市
福祉のまちづくり推
進特区

町田市の全域

　発達に心配のある就学年齢前の乳幼児を対象とした公設の
知的障害児通園施設であるすみれ教室において、行政改革の
一環としての事業経費のスリム化を図ることに伴い、特例の導
入により事業認可の基準要件である給食調理業務を外部委託
することにより、行政経費を節減すると共に地域雇用の増進を
図る。

909
・肢体不自由児施設等におけ
る調理業務の外部委託の容
認

生活福祉
関連

第２回
平成18年
7月3日

331 13 東京都 13209 町田市
町田市福祉有償運
送セダン型車両特
区

町田市の全域

　町田市は住宅地が郊外部に立地するため、自動車交通への
依存度が高いが、狭隘路線が多くバス交通の空白区域が多い
こともあり、精神障害や認知症高齢者等の移動制約者の外出
需要に応える状況には至っていない。町田市では運営協議会
を設置し、ＮＰＯ等によるボランティア輸送を実施する予定であ
るが、使用車両をセダン型車両まで拡大することで、さらなる移
動制約者の外出を支援し、市の基本構想にも掲げる「ともに生
きるための支えをつくる」ことを目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

332 13 東京都 13210 小金井市
みんなに優しく、と
もに支えあうまち移
送特区

小金井市の全域

　現在、多様な福祉関連施策の展開が図られる中、今後は、既
存の福祉サービスをより一層充実させることはもとより、市民・
行政といった垣根を越えた取り組みが必要である。そこで、小
金井市では、NPO等によるボランティア輸送としての有償運送
を制度的に保障し、障害者、要介護者等の地域内移動手段を
確保し、社会参加を促進する。また、家族介護者等の負担軽減
や市内のNPO等を支援することにより、地域の活性化を推進
し、ノーマライゼーション社会の実現を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第８回
平成19年
3月30日

333 13 東京都 13211 小平市
小平市認知症高齢
者あんしん生活特
区

小平市の全域

　小平市では、要介護認定者の増加に伴い、在宅サービスにつ
いては事業者数の確保など体制の整備に努めてきたが、一方
短期入所サービスについては多くの需要があるにもかかわら
ず、事業者の参入が思うように進んでいない。そこで、本特例措
置を活用し認知症高齢者グループホームにおいて短期入所
サービスを利用できるようにすることで、高齢者の臨時的なニー
ズやその家族のレスパイトなどの需要に応え、在宅生活を継続
していくための基盤整備の充実を図る。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

334 13 東京都 13212 日野市
日野市福祉有償運
送特区

日野市の全域

　日野市は東京都の南西部、都心から３０ｋｍに位置し、日野台
地、多摩丘陵を擁すことから、全体に起伏に富んだ地形であ
る。このような中、高齢者や障害者などの移動制約者を対象に
民間タクシー事業者等により福祉車両による移送サービスが展
開されているが、ニーズを充たすだけの福祉車両が確保されて
おらず、また移動制約者の中にはセダン型車両で対応可能な
方も多く、その有用性は明らかである。そこで当市では本特例
を活用しつつ、行政とＮＰＯ、一般市民の協力体制のもと、セダ
ン型車両を利用した移動制約者に対する外出支援の仕組みを
構築し、支え合いによる地域の活性化と共生社会への移行を
実現する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

335 13 東京都 13215 国立市
くにたちＩＴ人材育
成特区

国立市の全域

　ＩＴは今や生活の一部であるとともに、地域産業の活性化に向
け極めて重要な手段となっている。そのため、基本情報技術者
試験の一部を免除する講座の開設事業に関する特例措置を活
用し、企業が求める高度なＩＴスキルを身につけた人材を育成す
ることで、市民等の就業支援や社会人のキャリアアップを図ると
ともに、地域産業のさらなる活性化を図る。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

336 13 東京都 13225 稲城市
稲城市サテライト
型居住施設特区

稲城市の全域

　特別養護老人ホームの１ユニット分程度を「サテライト型居住
施設」として市街地に整備し、本体施設機能のバックアップを受
けつつ、これに通所介護、訪問介護などの機能を付加すること
により、施設の一部を小規模・多機能サービス拠点として整備
する。この拠点整備を中核とし、誰にとっても住みやすい「介護
のまちづくり」を進める。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第７回
平成18年
7月3日

337 13 東京都 13229 西東京市
みんなで支える地
域福祉特区

西東京市の全域

　高齢者・身体障害者のうちの移動制約者について、円滑な移
動を支援するしくみの一つとして、使用する車輌をセダン型車
輌へと拡大することにより、市民活動移動サービス団体の人
材、スキル、車輌等の地域の社会資源を有効に活用するととも
に地域福祉サービスの充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第７回
平成19年
3月30日

338 13 東京都 13364 神津島村
神津島村子供たち
の安全安心子育て
特区

東京都神津島村の全域

　本村は、自然に恵まれた離島であり、豊かな自然環境のもと
で子供たちはのびのびと成長している。しかしながら、少子化の
進行と核家族化に伴い、村内に共働きの世帯が増え、小学校
就学前の保育に対するニーズ、親の子育て支援の場所として
の保育所への期待が大きく膨らんでおり、村としてもこうした住
民のニーズに応えることが重要と考えている。そのため、本計
画により保育所での食事内容の充実と保育所、小学校、中学
校での一貫した食育の推進を図るほか、食材の一括購入や調
理部門の集約等による経費の軽減を図り、村立保育所の効率
的かつ安定的な運営を目指す。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１１回
平成22年
11月30日

339 14 神奈川県 14000 神奈川県
神奈川県福祉有償
運送セダン型車両
特区

神奈川県の区域の一部
（神奈川県内全域のうち
大和市域を除く地域）

　移動制約者の移動手段の確保という課題を、地域において自
ら解決しようという社会福祉協議会やＮＰＯ法人等の取組みに
ついて、福祉車両のみならず、セダン型車両の使用に拡大して
取り組むことを可能とすることにより、事業の実施体制を整備し
活力を与え、民間の自主的活動による地域福祉の充実を推進
する。また、県域での特区認定を受けることにより、地域福祉推
進主体である市町村が主宰する運営協議会において、セダン
型車両による福祉有償運送の必要性も含めて協議することを
可能とする。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第６回
平成19年
3月30日

340 14 神奈川県 14000 神奈川県
神奈川県児童福祉
施設調理特区

藤沢市の全域

　神奈川県では、県の総合計画である「神奈川力構想・プロジェ
クト５１」において子どもの健やかな育ちを支える環境づくりを掲
げている。食材の知識や調理に関して経験豊富な民間調理業
者に児童養護施設の給食を委託できる特例を活用して、給食
の質の向上を図るとともに、節減された経費により福祉職員の
質・量を充実させることで、福祉サービスのさらなる向上を図
る。

908(912)
・児童福祉施設における調理
業務担当者派遣の容認

生活福祉
関連

第７回
平成18年
7月3日

341 14 神奈川県 14000 神奈川県
神奈川カーシェアリ
ング利用促進特区

神奈川県の全域

　神奈川県では、「かながわ交通計画」の中で、既存の交通施
設を有効に活用し、車以外の交通手段への変更などを促す交
通需要マネジメントやバス・鉄道等の連続性の向上などソフト施
策の充実強化に取組むこととしている。そこで、環境に配慮した
車両を使用したレンタカー型カーシェアリングを県内各地に普及
させることにより、公共交通の利用促進、自動車交通渋滞の緩
和及び環境負荷軽減を図る。

1217 ・無人の自動車貸し出し（レン
タカー型カーシェアリング）

環境・新エ
ネルギー

関連
第９回

平成18年
7月3日

342 14 神奈川県 14000 14100
神奈川県、横浜
市

京浜臨海部再生特
区

横浜市鶴見区及び神奈
川区の区域の一部（臨海
部の工業地域及び工業
専用地域）

　産業の空洞化が進み、早急に再編整備を図る必要がある京
浜臨海部において、理化学研究所横浜研究所等を中心に、研
究開発型企業等が集積しつつある特色を活かして、バイオ・IT
など今後成長が期待できる産業の集積、既存立地企業の高付
加価値型生産構造への転換、新技術・新製品など研究開発の
振興等による国際競争力のある新たな産業拠点の形成を図
る。

501502503
504
505

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・外国人の永住許可の弾力化

産学連携
関連

第１回（２）
（第５回変

更）

平成19年
3月30日

343 14 神奈川県 14000 14130
神奈川県、川崎
市

国際臨空産業・物
流特区

横浜市鶴見区及び神奈
川区並びに川崎市川崎
区の区域の一部（京浜臨
海部）

　京浜臨海部が、首都圏の大消費地に隣接していること、広域
交通網の結節点であることなどの地域特性を活かし、我が国の
中枢を担う一大貿易拠点である川崎港の国際物流機能の効率
化、高度化を図るとともに、将来の羽田空港の再拡張・国際化
による、人・物・情報の交流の活発化に対応する物流拠点など
の国際的な臨空産業の集積を図る。

701
702

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における
通関体制の整備

国際物流
関連

第１回（２）
平成17年
11月22日

344 14 神奈川県 14000 14100
神奈川県、横浜
市

DME普及モデル特
区

横浜市鶴見区及び神奈
川区並びに川崎市川崎
区の区域の一部（京浜臨
海部）

　京浜臨海部は、石油化学工業の集積地であり、ジメチルエー
テル（DME）などの新エネルギーや石油化学製品に関する研究
開発などの取組みも活発化していることから、ＤＭＥ普及モデル
事業を当地域で実施することにより、その研究開発の進展や普
及を促進し、京浜臨海部の活性化を図る。

1107
・ジメチルエーテル試験研究
施設の変更工事の手続き簡
素化

産業活性
化関連

第１回(２)
平成17年
7月19日

345 14 神奈川県 14100 横浜市
市民利用型農園促
進特区

横浜市の全域

　市民等の「民の力」を導入することで、良好な都市環境を形成
する重要な役割を担っている農地を保全するため、市民農園の
開設主体を市民に拡大する特例を導入し、市民、ＮＰＯ等が農
作業を通じて、環境学習や福祉活動などのさまざまな活動をす
ることのできる機会をつくる。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第２回
平成17年
11月22日

346 14 神奈川県 14100 横浜市 国際物流特区

横浜港臨港地区（横浜市
金沢区八景島の全域を除
く。）及び特別工業地区
（金沢産業団地地区及び
鳥浜工業団地地区）

　横浜港において、国際基幹航路の受け入れに対応した高規
格コンテナターミナルの整備とともに、港湾利用コストの低減化
や、リードタイムの短縮化など港湾利用サービスの向上により、
使いやすいみなとづくりを実現することで、国際コンテナを中心
とした港湾取扱貨物の増加と背後地域を含めた産業活性化の
推進を図る。

701
702
1208

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における
通関体制の整備
・特定埋立地の所有権移転制
限期間の短縮（１０年→５年）

国際物流
関連

第１回（１）
（第４回、
第７回変

更）

平成19年
3月30日

347 14 神奈川県 14100 横浜市
みなとの賑わい特
区

横浜市鶴見区、神奈川
区、西区、中区、磯子区
及び金沢区の全域

　既存の港湾機能の質的転換を図りながら、みなとみらい２１地
区や金沢ベイサイドマリーナ地区等において、土地の流動化の
促進や臨海部の魅力を高めるなどの規制緩和により更なる臨
海部の活性化を推進し、賑わいと潤いのあるウォーターフロント
の整備や国際港湾都市にふさわしい都心の形成を目指す。

1208
・特定埋立地の所有権移転制
限期間の短縮（１０年→５年）

産業活性
化関連

第３回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

348 14 神奈川県 14100 横浜市
都市型大学推進特
区

横浜市の全域

　「創業・ベンチャープロモーション」事業により創業ベンチャー
ビジネスの促進、産学連携を推進している横浜市において、株
式会社が専門性を重視した大学の設置主体になることを認め、
多様な主体による大学を都市部のビルなどに誘致する。このこ
とにより、意欲のある学生・社会人が実践的で高度なキャリア
教育を受ける機会を拡大し、専門的な人材育成を実現し地域の
活性化を図る。

816
821(801-1)

828
829

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置
・空地に係る要件の弾力化に
よる大学設置

教育関連

第５回（
平成16年
9月30日
変更）

平成23年
6月29日
申し出に
より取消

349 14 神奈川県 14100 横浜市
不登校等生徒支援
教育特区

横浜市の全域

　学校法人が新たに不登校あるいは不登校傾向のある生徒の
ための中学校を設置し、生徒の実態に応じたきめ細かな指導を
行う観点から、現行の教育課程の基準によらない教育課程を編
成･実施する。また、登校が困難な生徒に対し、継続した学習環
境を保証し、支障なく復学できるよう、ＩＴ等を活用した学習活動
を可能とする。専任のカウンセラーを配置するなど教育内容の
充実を図ることなどにより、多くの生徒が充実した学校生活を送
れるようにする。

820(801-2)
803(818)

805

・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置　
・不登校児童生徒対象学校設
置に係る教育課程の弾力化
・ＩＴ等の活用による不登校児
童生徒の学習機会の拡大

教育関連

第５回（平
成17年10
月31日変

更）

平成19年
7月4日

350 14 神奈川県 14100 横浜市
国際ＩＴビジネス交
流特区

横浜市の全域

　横浜市では、新横浜の半導体開発、横浜駅周辺のソフトウェ
ア開発、関内・山下地区のデジタルコンテンツ制作など特徴あ
るＩＴ産業の集積が見られ、創造的な事業活動が展開されてい
る。この強みを活かしつつ、さらに国の構造改革特区の規制緩
和を措置を活用しながら、横浜を新しいIT産業の拠点として、一
層の集積を目指す。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)
504
505
507

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・外国人情報処理技術者の在
留期間延長

ＩＴ関連 第５回
平成22年
11月30日

351 14 神奈川県 14100 横浜市

よこはま若者サ
ポートステーション
におけるハロー
ワークインターネッ
トサービス求人情
報を利用した職業
紹介特区

横浜市の全域

　ハローワークインターネットサービスの求人情報検索において
事業所名等が非公開となっている事業者について、よこはま若
者サポートステーションを運営するＮＰＯ法人が、利用者に職業
紹介をすることを前提としてハローワークに事業者名等の問い
合わせを行なう。事業者が了承した場合は事業者等がハロー
ワークを通じて公開されるため、当該事業者に対して求人の申
し込みを依頼し、利用者に対して職業紹介を行なう。このことに
より、よこはま若者サポートステーションの職業紹介サービスの
利便性を高めることができる。

937
・ＮＰＯ法人による職業紹介に
対する支援事業

生活福祉
関連

第２４回
平成24年
11月30日

352 14 神奈川県 14130 川崎市
かわさきIT人材育
成特区

川崎市の全域

　川崎市では、マイコンシティにおけるマイコン関連研究開発型
企業の集積、南武線沿線を中心とした世界的なIT機器メーカー
の集積が進んでいる。しかし、これらの情報通信関連産業で必
要とするIT人材には不足が生じており、技術力の高いIT人材の
育成が必要となっている。今回特区の認定を受けることにより、
本市においてより多くの優秀な情報処理技術者の育成・輩出す
ることが期待でき、企業が求める質の高い情報処理に関する技
術者を供給することが可能になると考える。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１４回
平成22年
11月30日

353 14 神奈川県 14201 横須賀市
横須賀市国際教育
特区

横須賀市の全域

　育事業を展開するための最初のステップとして、地域に住む
人材の活用の観点から、児童・生徒の外国語によるコミュニ
ケーション能力の向上や国際理解教育の推進に大いに寄与し
ている外国語指導助手等に特別免許状を授与し、特例の導入
により市町村費負担の教職員として活用する。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第２回
平成18年
7月3日

354 14 神奈川県 14206 小田原市 都市農業成長特区
小田原市の区域のうち農
業振興地域

　小田原市は、東京から８０km圏にあり、豊富な交流人口を背
景に、都市と農村（田園）が共生できる都市であることから、小
田原市農村振興基本計画に基づき実施する施策と、規制の特
例措置を活用して、ブランド化、農業所得の向上、地産地消、担
い手の育成・確保を確立し、都市農業の成長を目指す。

1001
1002

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第１回（２）
平成17年
11月22日

355 14 神奈川県 14206 小田原市

ＬＤ、ＡＤＨＤ等の不
登校児童生徒の個
に応じた「生きる
力」を育む教育特
区

小田原市の全域

　ＬＤ、ＡＤＨＤ等の不登校児童生徒への対応は、大きな教育的
課題の一つである。これについてフリースクール等で実績を上
げているＮＰＯ法人ライナスの会が、校地校舎等を自己所有し
ない学校法人を設置し、柔軟な教育課程を取り入れた小中高
一貫教育を展開することにより、児童生徒の生きる力を育み、
学校や社会生活への参加を促進する。また、その教育指導方
法等の専門的成果を全国へ波及させるとともに、学校・教育関
係者と地域コミュニティとの交流等により地域の活性化をも図
る｡

803(818)
820(801-2)

・不登校児童生徒対象学校設
置に係る教育課程の弾力化
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置

教育関連 第６回
平成19年
7月4日

356 14 神奈川県 14206 小田原市
医師臨床研修推進
特区

小田原市の全域

　平成16年4月から医師卒後臨床研修が必修化されることに伴
い、地方公務員の臨時的任用期間に関する規制の特例を導入
し、卒後の2年間を臨時的任用職員として雇用し、研修プログラ
ムに基づく2年間を通した臨床研修を行うことにより、臨床研修
必修化の目的である全人的な医療を提供できる優秀な医師を
養成する。
　また、研修を修了した有能な医師が地域医療に従事すること
により、地域医療の水準向上を図る。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

生活福祉
関連

第３回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

357 14 神奈川県 14207 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市地域情報
化推進特区

茅ヶ崎市の全域

　高度情報化社会を迎え、民間企業ではシステム導入やネット
ワーク構築等ＩＴ整備の必要性が高まっており、特例を活用し
て、ＩＴ経営を導入・実行できる人材を育成することにより、産業
の活性化、雇用の拡大を図る。また、多くの市民が資格を取得
し、様々な場面で当該スキルを生かすことで、市民の情報利活
用能力（リテラシー）の向上を図り、地域情報化に資する。

1131
・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレーター試
験の一部免除

ＩＴ関連 第６回
平成19年
3月30日

358 14 神奈川県 14209 相模原市
相模原市新都市農
業創出特区

相模原市の区域のうち農
業振興地域

　都市化の進行等に伴い遊休農地が拡大する中、「地産・地発・
地工・地消」をコンセプトにした農業の創出を実現するため、農
業分野以外からの農業への参入を促し、農地利用の拡大を図
るとともに、地域ポテンシャルを活かした民間活力による農業の
創出と雇用機会の拡大を図り、もって「新都市農業」の実現を目
指す。

1001
1006

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連
第１回（１）
（第３回変

更）

平成17年
11月22日

359 14 神奈川県 14209 相模原市
さがみはらＩＴ人材
育成特区

相模原市の区域の一部
（旧相模原市）

　相模原市は、首都圏南西部一体における最先端技術を駆使
した産業の世界屈指の集積地である「ＴＡＭＡ地域」の主要な一
角をなしている。
　一方、ＩＴ化の急速な進展は企業活動にあっては最重要課題
であり、ＩＴ環境の高度化やそれに対応しうる人材の確保・育成
が求められている。
　さらに、深刻化する若年者のニート・フリーター等の安定的な
就労支援が必要となっている。
　そこで、本特例措置を活用することにより、企業のＩＴ化の促進
や若年者の雇用・就業状況の改善等を図り、地域経済の活性
化を目指す。

1131（1143、
1145）

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

産業活性
化関連

第１３回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

360 14 神奈川県 14212 厚木市
あつぎIT人材育成
特区

厚木市の全域

　厚木市では、市の重要政策として地域情報化を積極的に推進
しており、電子自治体として多くの市民サービスを提供してきて
いる。しかしながら、近年、ＩＴ技術の一層の進展により、情報の
受け手のみならず、情報を発信できる高度なＩＴ技術を持つ人材
の育成・確保が課題となっている。そこで、本特例を活用するこ
とにより、市内の教育機関と連携しながら、情報処理関連の国
家資格が計画的・段階的に取得できる講座を開講し、市民の情
報リテラシーの向上を図る。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１４回
平成22年
11月30日

361 14 神奈川県 14213 大和市
みんなで進める地
域福祉特区

大和市の全域

　要介護高齢者など移動制約者のアクセスフリーの実現という
地域的課題を、市民と行政による協働事業として解決していこ
うという、自立的地域づくりを推進していくことにより、民間活力
による地域福祉の充実を図る。

1206(1216)
・NPOボランティア輸送による
セダン車の使用

生活福祉
関連

第１回（１）
（平成16
年4月1日

変更）

平成19年
3月30日

362 14 神奈川県 14382 箱根町
箱根町幼保一元化
特区

神奈川県足柄下郡箱根
町の全域

　幼保共用化施設において、幼稚園児が降園するまでの時間を
完全な合同活動とする「幼保合同活動（保育）」を実施する。幼
稚園の「教育的要素」及び保育園の「養護的要素」を併せ持っ
た幼児に必要となる保育を全ての幼児に平等に与え、就学前
教育（保育）環境の質的な向上を図るとともに、幼児がより多く
の子ども達と交わることによって、幼児の社会性の涵養を図る。

807
914

・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成17年
11月22日

363 14 神奈川県 14384 湯河原町
ゆがわら食の専門
人材育成特区

神奈川県足柄下郡湯河
原町の全域

　湯河原町は、宿泊観光客数の逓減、遊休農地の拡大な
ど、多くの地域課題を抱える中、株式会社が専門職大学院
の設置主体となり、「食」に関わる学術研究に習熟した専
門人材や新しいビジネスを立ち上げようとする専門人材の
育成を図る。この大学院が、地域活性化及び食育推進のた
めのシンクタンク的機能を果たしながら、地域の第一次、
第二次、第三次産業との連携役を担うことにより、新産業
や雇用機会の創出に繋がり、ひいては地域社会及び経済の
活性化を図る。

816
・学校設置会社による学校設
置

産学連携
関連

第１２回

平成19年
11月22日
申し出に
より取消

364 14 神奈川県 14424 相模原市
藤野『教育芸術』特
区

相模原市の区域の一部
（旧藤野町）

　藤野町は、「芸術による町おこし」を推進している。本計画は、
欧米でも評価の高い芸術的手法による教育活動（シュタイナー
教育）を長年実践するNPO法人を誘致し、日本初の学校法人化
による学校を設置を行う。「校地校舎の自己所有を要しない学
校設置の容認」「特区研究開発校制度」を利用し、廃校となる小
学校で、芸術性あふれた特色あるカリキュラムの小中一貫校を
目指す。これにより、我が国最先端の多様な教育環境の提供、
住民の選択肢の多様化、芸術の担い手の育成、更に地域の芸
術活動や経済の活性化を図る。

802
820(801-2)

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

365 14 神奈川県 14424 藤野町

ノーマライゼーショ
ンを目指す町に
「心の教育・トータ
ルケアの場」をＬＤ・
ＡＤＨＤ児に保障す
る藤野町特区

神奈川県津久井郡藤野
町の全域

　ＬＤ（学習障害）･ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）等による不登
校児を対象として、個々のニーズ・特性・状況に応じた個別指導
計画作成、学級編成による支援を行うための日本初の学校法
人を設立する。教育課程を弾力的に運用し、個別指導・小集団
指導や社会性訓練を大幅に導入する。ＬＤ･ＡＤＨＤ等の教育支
援に重要な「心の教育」「トータルケア」に重点を置き、教育・心
理・医療・福祉の専門家の参加のもと、小中高一貫校による我
が国最先端の長期の個別支援体制を実現する。

820(801-2)
803(818)

・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置
・不登校児童生徒対象学校設
置に係る教育課程の弾力化

教育関連 第４回

平成16年
12月8日
申し出に
より取消

366 15 新潟県 15000 新潟県
新潟県農業大学校
アグリワークサ
ポート特区

新潟県の全域

　農業大学校において人材の紹介、斡旋、仲介等を実施するこ
とにより、農業法人への適正な人材の供給が可能になるととも
に、学生が地域の農業関連企業等に就職することにより、地域
の農業生産や消費の実態を把握した企業活動が促進され、都
市との交流や地域の活性化が期待される。

905
・農業大学校における無料職
業紹介事業実施の容易化

農業関連 第１回(２)
平成17年
7月19日

367 15 新潟県 15201 新潟市
新潟市国際創業特
区

新潟市の全域

　産業の空洞化現象が深刻化される中，産業振興，雇用の確
保の観点から，外資系企業の誘致及び外国籍住民の起業を促
進する必要がある。外資系企業の進出が地域経済にもたらす
波及効果は，地域産業の活性化や国際化をはじめ，社会・教
育・文化など多方面にわたり，その役割は大きい。そのために
は，国際的に人と情報が流入集積し，新たなビジネスを生み出
すためのソフトインフラの整備が不可欠であり，国際拠点都市と
して，国際創業特区の建設を目指すものである。

509
・外国企業支店等の開設準備
を行うビジネスマンへの在留
資格付与

産業活性
化関連

第６回
平成17年
11月22日

368 15 新潟県 15201 新潟市
新潟市IT人材ス
テップアップ特区

新潟市の全域

　新潟市では，行政サービスの高度化や地域社会及び経済活
動の活性化のために，「地域の情報化」と「行政の情報化」とい
う2つの側面から取り組みを進めてきたほか，情報系ベンチャー
企業の育成を目的としたインキュベーション施設「にいがたｅ起
業館」の運営や，これらの企業の中心市街地への進出支援な
どにより企業集積を進めている。今後，こうした取り組みがさら
に進展していく中で，本特例措置を活用し，情報処理技術者試
験の合格率の向上・合格者の拡大により，質と量を伴う若年ＩＴ
人材の輩出を図る。

1132(1144、
1146)

1131(1143、
1145)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除
・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除

ＩＴ関連 第９回
平成22年
11月30日

369 15 新潟県 15202 長岡市
ながおか「活き活き
集落づくり」特区

長岡市の区域の一部

　都市農村交流の促進や交流機会の充実を通じて、多様で、か
つ新たな農業･農村の担い手づくりを進め、地域資源の保全と
活用の促進、地域経営の多様化につなげ、農業･農村の活性化
を実現する。
　このため、中山間地域や市街地周辺の介在農地等、遊休化
や放棄化の進行が懸念される農地の多面的な利用を促すこと
として、特定法人等の農業参入機会の拡大、市民農園の開設
等を図る。

1001
1002

・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

370 15 新潟県 15202 長岡市
やまこし農地利用
特区

長岡市の区域の一部（旧
新潟県古志郡山古志村
の全域）

　本村の農業は、自然的地形条件に恵まれないため、規模は
零細で農業依存度は低く、経営意欲の減退が懸念される。しか
し、生産された米、野菜の食味は一等級であり、ブランド化しつ
つある。農業は自然保護等中山間地域の果たすべき役割であ
るため、遊休農地を活用し、農業者の高齢化、後継者不足の解
消を図るべく、建設業者の農業経営参入により、国土保全、農
用地再生、基盤整備を促進し、担い手育成や若者の定住促進、
後継者、配偶者の確保育成が図られる新たな農村活性化を目
指す。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連

第５回（平
成17年4
月1日変

更）

平成17年
11月22日

371 15 新潟県 15202 長岡市

地域社会での暮ら
しを再構築する長
岡市サテライト型
居住施設推進特区

長岡市の全域

　既にある特別養護老人ホームから定員の一部をサテライト型
居住施設に移し、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設と
して運営し、併せて短期入所生活介護事業、通所介護事業、配
食サービス等の事業を展開する。また既存の本体施設におい
ては、定員の減少により生じた空間を利用して個室化を図るな
ど、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設への改修を促進
する。このことにより、施設利用者とその家族及び地域住民と
の交流を育み、「地域での介護・地域での福祉」を推進していく。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第７回
平成18年
7月3日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

372 15 新潟県 15204 三条市
街なか行政サービ
ス拡大特区

三条市神明町の区域の
一部

　住民基本台帳カードを利用して「住民票の写し」及び「印鑑登
録証明書」を発行する自動交付機について、特例の導入によ
り、商業施設ビルである「パルム１」に移設し、その運用時間を
市役所窓口時間外でもサービス提供できるよう設定（10:00（日
曜のみ8:30）～19:30）する。

401
402

・住民票の写しの自動交付機
の設置場所の拡大
・印鑑登録証明書の自動交付
機の設置場所の拡大

生活福祉
関連

第２回
平成17年
7月19日

373 15 新潟県 柏崎市
柏崎市保育園看護
師配置補助緩和事
業

柏崎市の全域

子育て世帯を取り巻く環境は複雑化しており、産休・育休明け
から子どもを預ける保護者が増加している。家庭における養育
機能の低下を補う保育園では、多様な保育サービスが求めら
れている。看護師又は保健師の配置を促進することで、病気や
体調不良児の保育ニーズに対応し、さらには園児の健康管理
や保護者に対しての保健指導を充実させ、保育サービスの向
上はもとより、子どもの健やかな成長のための施策を推進す
る。

936
保育所における看護師配置
補助要件の緩和事業

生活福祉
関連

第25回
平成26年
6月27日

374 15 新潟県 15206 新発田市
新発田市日本語教
育特区

新発田市の全域

　新発田市立の小中学校では、言語環境の乱れやコミュニケー
ション能力の欠如などにより人間関係のトラブルなど様々な問
題が発生している。また、すべての学習の土台となる正しい日
本語の教育を充実することは当市の大きな課題である。
　これらの課題を解決するため、小中学校に、日本語の美しさ
や日本文化について考える教科「日本語」を設置し、豊かな情
操や自己表現力、コミュニケーション能力、他者への思いやりの
心等を身につけた子どもの育成目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１６回
平成20年
7月9日

375 15 新潟県 15206 新発田市
しばたっ子食農給
食特区

新発田市の全域

　平成19年度に現在の西園幼稚園に西園保育園及びひまわり
学園を合築し、幼稚園児と保育園児（４・５歳児）の合同保育の
実施を計画している。当市の幼稚園及び小中学校では共同調
理場で調理した給食を実施し、幼児期からの一貫した食育を推
進している。そこで、西園幼稚園と合同保育を行う西園保育園
の４・５歳児の給食においても、同じ共同調理場から搬入し同一
メニューとすることで、幼・保の壁を超えた一貫した保育を実施
するとともに、共同調理場で地元産農産物の食材を取り入れる
ことで、幼児期からの一貫した食農教育の推進を目指す。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１１回
平成22年
11月30日

376 15 新潟県 15212 村上市 朝日村活性化特区
村上市の区域の一部（旧
朝日村）

　少子高齢化、若者の村外流出などで地域社会の活力が低下
し、その維持機能等が懸念されている。このような状況の中で
当村の最奥地の山間地域の農業者が都市との交流人口増に
活路を求め、廃校になった小学校を改築し、食堂をオープンし
た。食材は地元産の農水産物、ソバ、山菜等である。中山間地
域の活性化には、農林水産資源の活用が最も重要な課題であ
り、農業者が基幹となる米を活用した特産品（濁酒）を生産し、
食堂で郷土料理の一品として観光客に提供し、活力ある農村
地域の再生を目指す。

707
・農家民宿等における濁酒の
製造免許の要件緩和

都市農村
交流関連

第７回

平成20年
11月11日
申し出に
より取消

377 15 新潟県 15212 村上市
魅力ある山北町再
生特区

村上市の区域の一部（旧
山北町）

　山北町は「定住と生きがいのある町づくり」を目標に町づくりを
推進してきた。最近は都市住民の自然回帰思考の高まりと体
験型観光がマッチし田舎を訪れる滞在型交流が増加傾向にあ
る。このような中で、農家民宿を活用し都市住民と地元住民の
交流を図る場合に、”おもてなし”として「濁酒」を振る舞うことは
地域の経済は勿論のこと地域の活性化に大いに貢献する。ま
た、交流人口の増加は地元住民に知恵と工夫によりやる気を
起こさせ、農林水産物の地産地消を促し、ふるさとの魅力を再
認識することで、地域全体の活性化を図る。

707
・農家民宿等における濁酒の
製造免許の要件緩和

都市農村
交流関連

第４回

平成20年
11月11日
申し出に
より取消

378 15 新潟県 15216 糸魚川市
糸魚川ボランティア
輸送特区

糸魚川市の全域

　本市は人口５万人の地方小都市で、路線バスや鉄道があるも
のの自家用車が生活必需品となっている。特に移動制約者に
ついては、家族などが運転する自家用車やタクシーに頼る状況
にあるが、勤務等のための時間の制約や、中山間地においてタ
クシー会社が近くに無い等利用しにくい現状がある。このような
中、ＮＰＯ法人等多くのボランティアの協力を得ながら地域にお
いて自ら取り組む移動制約者に限った輸送活動について、セダ
ン型車両の使用を可能とすることで、輸送事業の体制整備を図
るとともに、地域福祉の充実を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

379 15 新潟県 15216 糸魚川市
翠の里産業共生特
区

糸魚川市の区域の一部
（旧糸魚川市の全域）

　地域が抱えている担い手の高齢化と耕作放棄地の増加に対
して、農業関係者だけではこうした課題の解決が困難なことか
ら、法人が農業経営に参入することにより民間企業の活力を農
業に生かし、担い手の確保と耕作放棄の防止を促進し、継続的
な営農体制づくりを推進するとともに、市民農園の開設増加を
通じて、農林水産資源を活用した体験交流活動を促進し、食と
農を通じた地域内の産業連携を推進することにより、中山間地
域の活性化、地域の産業振興と雇用の確保及び農地の持つ多
面的機能の増進を図る。

1001
1002

・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連

第４回（平
成17年3
月19日変

更）

平成17年
11月22日

380 15 新潟県 15222 上越市
広域拠点企業立地
促進特区

上越市の全域

  上越市は、日本海側及び北陸地方のほぼ中央に位置し、交
通網の結節点に位置するため、立地を希望する企業が多数あ
るものの、長引く不況や地価の下落のため、借地により用地を
確保しようという企業が増えている。土地開発公社の所有する
造成地の賃貸事業を行うことにより、上越市の優位性を活かし
た企業の立地が促進され、地域経済の活性化が図られるととも
に、上越市の健全な発展と秩序ある経済基盤整備に寄与する
ことになる。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第４回
平成17年
7月19日

381 15 新潟県 15222 上越市
上越ボランティア輸
送特区

上越市の全域

  障害者や高齢者を対象にした有償運送について、ＮＰＯや社
会福祉法人が実施する場合は、車いすのまま乗車できる装置
などを装備した車両に限り認められている。しかし、この装置
は、高価であること、要介護認定者や身体・知的・精神障害者
の中には必要でない人が多いことからＮＰＯ法人等の事業参入
に支障をきたしている。このため、セダン型等の自家用車運送
を可能にすることで、障害者や高齢者の移動制約者の行動範
囲の拡大を図り、自立と社会参加の促進と地域で安心して生活
できる環境整備を行う。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第７回
平成19年
3月30日

382 15 新潟県 阿賀野市
阿賀野市保育園看
護師配置補助要件
緩和事業特区

阿賀野市の全域

　子育て世帯を取り巻く環境は複雑化しており、産休・育休明け
から子どもを預ける保護者が増加している。家庭における養育
機能の低下を補う保育園では、多様な保育サービスが求めら
れている。看護師又は保健師の配置を促進することで、病気や
体調不良児の保育ニーズに対応し、さらには園児の健康管理
や保護者に対しての保健指導等を充実させ、保育サービスの
向上はもとより、子どもの健やかな成長のための施策を推進す
る。

936
保育所における看護師配置
補助要件の緩和事業

生活福祉
関連

第29回
平成26年
6月27日

383 15 新潟県 15226 南魚沼市
高等教育機関を活
用した異文化理解
特区

南魚沼市の全域

　南魚沼市は、世界50ヶ国以上の留学生が学ぶ国際大学が在
ることから、子どもたちに異文化体験や早期に英語に慣れ親し
ませることにより、豊かな国際感覚とコミュニケーション能力を
身に付けた「国際人の育成」を大きな目標としている。このた
め、市内の５校の小学校に「国際科」を新設し、「国際理解」と
「英語教育」を内容とした学習に取り組む。これにより、子どもた
ちはもとより市民の国際理解や国際交流を促進し、地域社会の
活性化を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１５回
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

384 15 新潟県 15310 新潟県、中条町
新潟中条産業立地
推進特区

新潟県北蒲原郡中条町
の区域の一部（中条中核
工業団地）

　中条中核工業団地は、国際的、先進的といったまちのイメー
ジを大切にした近未来型の工業団地として造成され、地域振興
整備公団、新潟県、中条町の三者は協力して分譲に向けた誘
致活動を展開している。しかしながら、現在、初期投資を抑える
ために、分譲ではなくリースを希望する企業が増加していること
から、そうした企業の要望に応えることにより、これまで投資を
見合わせていた企業の進出を促し、雇用の創出と地域経済の
活性化を図るとともに、ここで働く人々が豊かな創造性と高い生
産性を発揮できる「技術の快適空間」の形成を目指す。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第５回
平成17年
7月19日

385 16 富山県 16000 富山県
とやま幼稚園早期
入園特区

富山市、高岡市、射水
市、氷見市、滑川市、砺
波市及び南砥市並びに
富山県中新川郡立山町
及び下新川郡入善町の
全域

　少子化等に伴う幼児の兄弟姉妹や遊び相手の減少、高い女
性就業率などを背景に、本県では、早期から幼児の社会性を涵
養することができる幼稚園教育や働きながら子どもを幼稚園に
通わせることができる子育て支援に対する保護者の要望が強
い。こうした中で、満３歳になる幼児を年度当初から幼稚園が受
け入れ、保護者の要望に応えることにより、幼稚園教育の充
実・普及を図るとともに、男女共同参画社会の実現や少子化対
策の一翼を担うことができる。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成20年
7月9日

386 16 富山県 16000 16201

富山県、富山
市、高岡市、魚
津市、氷見市、
滑川市、黒部
市、砺波市、小
矢部市、南砺市
及び射水市並び
に富山県中新川
郡上市町及び中
新川郡立山町

富山型デイサービ
ス推進特区

富山市、高岡市、魚津
市、氷見市、滑川市、黒
部市、砺波市、小矢部
市、南砺市及び射水市並
びに富山県中新川郡上
市町及び中新川郡立山
町の全域

　高齢者、身体障害者、知的障害者及び障害児が、区別なく一
緒に身近な地域でデイケアを受けられるよう指定通所介護事業
所等で知的障害者や障害児のデイサービスを実施し、「富山型
デイサービス」の一層の充実を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第３回（第
４回、第５
回、平成
16年11月
1日、平成
17年4月1
日、平成
17年11月
1日、平成
18年3月
31日変

更）

平成19年
3月30日

387 16 富山県 16000 16201
富山県、富山
市、高岡市、立
山町

富山型福祉サービ
ス推進特区

富山市及び高岡市並び
に中新川郡立山町の全
域

　富山県では、富山型デイサービス推進特区や各種規制緩和
措置を活用することにより、多くの指定通所介護事業所や基準
該当短期入所生活介護事業所で障害児（者）の受け入れが可
能になっており、県内ほぼ全域で障害の有無や年齢の区別なく
福祉サービスを提供する富山型福祉サービスが推進されてい
る。こうした措置と併せて、本計画で小規模多機能型居宅介護
事業所において、障害児（者）の受入れを可能とすることによ
り、障害児（者）の地域での自立を促進するとともに、富山型福
祉サービスの一層の推進を図る。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１１回
平成28年
6月17日

388 16 富山県 16000 16210 富山県、南砺市
舞台芸術特区
TOGA

南砺市の区域の一部（利
賀村上百瀬地区）

　国際的に「演劇の利賀」として知られ、世界一流の舞台芸術家
が訪れる「演劇の聖地」である利賀芸術公園において、劇場の
誘導灯に係る特例を適用し、劇場の芸術性をさらに高め、「演
劇の聖地」にふさわしい舞台芸術空間を実現し、国際舞台芸術
人材育成等の事業に取り組む。　これにより、舞台芸術家が集
い、創造・発信し、専門的支援を受け、質の高い舞台芸術を提
供する、「世界の舞台芸術の拠点づくり」を進め、富山から世界
に発信する一流の芸術文化の振興を図り、県民の誇りとなる世
界のブランド「TOGA」の確立を目指す。

411
・劇場等における誘導灯及び
誘導標識の設置の不要化

国際交
流・観光

関連
第１０回

平成20年
7月9日

389 16 富山県 16201 富山市
越中八尾スロータ
ウン特区

富山市の区域の一部（黒
瀬谷、卯花、室牧、野積、
仁歩及び大長谷地区）

　癒しややすらきを求めるなど都市住民の価値観の変化を踏ま
えて、豊かな自然環境、農村景観や伝統文化との共生を目指
す町「スロータウン越中八尾」として、農家民泊や市民農園の拡
大などによるグリーンツーリズムの推進や、新規就農の条件整
備、緑の新規産業の創出を図り、スローライフを求める都市住
民との共生・対流を進めることにより、交流人口の拡大を通じた
地域農業の振興と地域の活性化を図る。

407
1001
1002
1006

・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認　
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の
拡大　
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

都市農村
交流関連

第３回（平
成17年4
月1日変

更）

平成17年
11月22日

390 16 富山県 16202 高岡市
高岡市ものづくり・
デザイン人材育成
特区

高岡市の全域

　高岡市は、加賀藩二代藩主前田利長公により奨励された銅
器や漆器の伝統産業を始めとしたものづくりのまちとして発展し
てきたが、現代は従事者の高齢化や後継者不足が進み、地場
産業の低迷が問題となっている。そこで、伝統産業・地域産業
関係機関等との連携のもと、市立小中養護学校全40校に、「も
のづくり・デザイン科」を必須科目として設置し、実技体験等を
取り入れた授業を通し、伝統文化・技術の継承や人材育成、も
のづくりのまち高岡の市民としての意識の醸成を図り、地場産
業の活性化を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

391 16 富山県 16202 高岡市
高岡市産業活性化
IT人材育成特区

高岡市の全域

　本特例措置に基づく講座開設事業により、基本情報処理技術
者試験やCIW資格といったITの専門性に富んだIT人材の育成を
進めることで、高岡市におけるデザイン・情報産業支援事業、情
報通信関連企業の立地促進事業、若者の地元企業への就職
支援などの取り組みや、高岡を象徴する伝統工芸やデザイン関
連産業を始めとする既存産業の高度情報化への対応、新たな
IT関連産業の振興を促進し、地元産業・経済の活性化、市民生
活へのIT普及などにつなげていく。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成21年
11月26日
申出取下

392 16 富山県 16207 16341 黒部市、宇奈月町
黒部国際化教育特
区

黒部市及び富山県下新
川郡宇奈月町の全域

　黒部市・宇奈月町は、経済、観光等の面から海外との関わり
が深く「国際交流盛んなまちづくり」を進めている。国内外との交
流をさらに進めるためには、地域の環境整備とともに国際理
解、外国人とのコミュニケーション能力を身につけた人材の育
成が急がれる。そのため、規制の特例措置の適用を受け、現行
の教育課程の基準を変更し、この地域の次代を担う小学校、中
学校のカリキュラムの中に教科｢英会話」を設定する。このこと
により、英語によるコミュニケーション能力を育み、国際理解、
国際交流の担い手を育成することを目指す。

802 ・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第９回
平成20年
7月9日

393 16 富山県 16210 南砺市
五箇山地域（上平・
平・利賀地区）農地
保全継続創造特区

南砺市の区域の一部

　高齢化等による農業労働力弱体化傾向に伴い、今後、耕作放
棄地増大が懸念される等大きな課題を抱えている。こうした状
況を打破するために農業公社を設立し、農作業受委託促進や
耕作放棄地発生防止等の推進により、かけがえのない農地の
保全に向け邁進している。農業公社が核となり牽引していくこと
を大前提としながら、農地権利取得後の下限面積要件弾力化
の特例措置導入を通じて、意欲ある担い手の農地取得の活発
化、都市住民の入村による新規就農の創出を図り、農業公社と
の二本柱による農業振興、村民活力向上及び農地保全を図
る。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連

第４回（平
成16年11
月1日変

更）

平成17年
11月22日

394 16 富山県 16422 福岡町
福岡町次世代を育
む子育て支援のま
ちづくり特区

富山県西礪波郡福岡町
の全域

　本町では、公立の保育所２施設と公立の幼稚園５施設を設置
しているが、少子化や女性の社会進出が進んだことにより、保
育所及び幼稚園の入所希望に偏りが著しくなり、既存の施設配
置が住民ニーズにあわなくなっている。また、小規模な幼稚園
が増加し運営上の問題が発生している。そこで、共用化指針に
基づく施設への再編を行い、保育所児及び幼稚園児の合同活
動、保育室の共用化を進めるとともに、学校法人による運営に
切り替えるなど、住民ニーズの多様化に対応した保育及び幼児
教育を実現し、あわせて小規模幼稚園での運営上の問題の解
決を図る。

807
914
916
823
921
831

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任
・幼稚園と保育所の保育室の
共用
・幼稚園の基準面積算定方法
の弾力化

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成17年
11月22日

395 17 石川県 17000 石川県
石川グリーン・ツー
リズム促進特区

七尾市、輪島市、珠洲市
及び羽咋市並びに石川
県羽咋郡富来町、志雄
町、志賀町及び押水町、
鹿島郡鳥屋町、鹿島町及
び鹿西町、鳳至郡穴水
町、門前町、能都町及び
柳田村並びに珠洲郡内
浦町の全域並びに金沢
市の区域の一部（中山間
地域）

　過疎化、高齢化が進行している中山間地域の農林漁家にお
いて、地域資源を活用したグリーン・ツーリズムへの取り組みを
推進するため、規制の特例により農家民宿や市民農園の開業・
開設を促進し、都市農村交流を活発化させ、中山間地域の活
性化を図る。

407
1002

・農家民宿における簡易な消
防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第１回（２）
平成17年
11月22日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
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地方公共団
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（１）
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申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

396 17 石川県 17000 石川県
河北潟干拓地農業
活性化特区

金沢市並びにかほく市、
石川県河北郡津幡町及
び内灘町の区域の一部
(国営河北潟干拓事業に
おける農地造成地)

　１千ha余りの農地を有する河北潟干拓地を有効利用し、農業
の生産力を高めることは本県の重要課題である。
　このため、農業生産法人以外の法人が新たに農業経営に参
入することで、新たな担い手の確保や遊休農地等の有効活用
を図り、さらに民間活力を活かした市民農園の開設により都市
住民等に対するやすらぎの機会の提供、農地の保全と有効利
用を図ることを通じて、地域経済の活性化を図る。

1001
1002

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第３回
平成17年
11月22日

397 17 石川県 17201 金沢市
「世界都市金沢」小
中一貫英語教育特
区

金沢市の全域

　金沢のあるべき将来像を定めた「金沢世界都市構想」の理念
に基づき、「世界都市金沢」の人材を創生するため、既に平成８
年から小学校において英語活動を導入し、平成１４年からは、
小学校第３学年以上の「総合的な学習の時間」に国際理解教育
として小学校英語を週１時間実施してきた。これらを踏まえ、小
学校で培ってきた力をさらに中学校へつなげ、児童生徒が豊か
なコミュニケーション能力を身に付け、金沢の文化を伝えること
ができるよう、小学校に英語科を設け、より高い英語力を習得し
た人材の創生を推進する。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

398 17 石川県 17203 小松市
小松っ子育成支援
特区

小松市の全域

　少子化、都市化、核家族化などによる兄弟姉妹や遊び相手の
減少、地域や家庭の教育力の低下といった状況下において、児
童の社会性の涵養を図る場として保育所・幼稚園の持つ役割
が大きくなってきている。しかし、幼稚園の入園は３歳の誕生日
が経過した日からの入園となり、３歳未満児の独立学級の設置
や専任教諭の配置を困難にしている。そこで満３歳に達する年
度当初からの入園を認めることにより、３歳未満児の入園が促
進され、十分な集団生活を体験できることで、子どもたちの望ま
しい成長を促す。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成20年
7月9日

399 17 石川県 17206 加賀市
認知症高齢者グ
ループホーム短期
利用事業特区

加賀市の全域

　本区域では、できる限り在宅で生活することを望むものが９割
に上り、住み慣れた地域で暮らしていけるための環境整備、
サービス基盤整備が求められている。そこで、認知症高齢者グ
ループホームにおいて、あらかじめ入所期間を定めて、指定認
知症対応型共同生活介護を利用できるようにすることで、在宅
の認知症高齢者の臨時、緊急ニーズに対応するとともに、体験
入所を可能として、入居直後のリロケーションダメージの緩和に
つなげ、認知症高齢者の在宅生活を支援する。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第８回
（平成17
年10月1
日変更）

平成18年
7月3日

400 17 石川県 17207 羽咋市
羽咋のとっても簡
単就農特区

羽咋市の区域の一部（羽
咋市神子原地区・邑知地
区・寺家町・滝町・一ノ宮
町・上甘田地区）

　羽咋市の中山間地域や周辺農村集落における、空き農家や
農地の遊休化がへの対策として、平成１５年度から市は「空農
地・農家情報バンク」を設け、農家と農地をセットにし、新規収納
希望者に斡旋している。更に、農地取得下限面積を10aとするこ
とにより、意欲的な新たな農業経営者の創出を促し、遊休化し
た農地を活用、保全し、集落機能の維持、発展を図る。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

401 17 石川県 17207 羽咋市
はくい幼児教育特
区

羽咋市の全域

　羽咋市には、私立幼稚園２園が設置されており、幼児教育を
担っている。この２園では、満３歳経過後の年度途中の入園を
実施している。しかしながら、少子化の進行により、子どもの健
全な発達に必要な自主性や社会性を育む機会が減少してい
る。このため、保護者からは年度当初からの入園希望が強く、
一方幼稚園側も年間を通しての教育課程が組みにくいなどの
問題がある。そこで、特例を活用することにより、満３歳に達す
る年度当初から就園を可能とし、幼児の社会性の涵養など幼児
教育の充実や、子育て支援の拡充を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第８回
平成20年
7月9日

402 17 石川県 17323 石川県、辰口町
新産業創造拠点化
推進特区

石川県能美郡辰口町の
区域の一部（いしかわサ
イエンスパーク）

　「いしかわサイエンスパーク」において、日本屈指の頭脳を有
する北陸先端科学技術大学院大学を中心に材料系（新素材、
バイオなど）に特化した共同研究や情報ネットワーク関連企業
の集積を促進し、新産業創造拠点化を図る。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第１回(２)
平成17年
7月19日

403 18 福井県 18000 福井県
ふくい美観風致維
持特区

福井市、敦賀市、武生
市、大野市及び鯖江市の
区域の一部

　本県は、越前の豊かな山並みと変化に富んだ若狭の海岸線
に代表されるように、昔から「越山若水」と呼ばれ、県土全体に
わたり豊かな自然に恵まれているが、大量のはり札等の違反
広告物が景観を阻害する事例も多く見られている。このため、
市町村や住民の取り組みにより簡易に除去できる違反広告物
の対象を拡大するとともに、即時に除去できる特例を設けること
により、本県における景観の質の向上を図る。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化及び対象拡大

まちづくり
関連

第４回
平成17年
7月19日

404 18 福井県 18000 福井県
福井型エコ・グリー
ンツーリズム推進
特区

福井県今立郡今立町及
び遠敷郡上中町の全域

　福井県では、農山漁村地域の雇用を創出し地域産品の消費
拡大を図るとともに、地域住民の誇りや意識を高めるため、県
内各地域において地域固有の魅力ある資源を活かした「福井
型エコ・グリーンツーリズム」を推進することとしている。このた
め、農家民宿における簡易な消防用設備要件の緩和や農業生
産法人等による市民農園開設を可能にすることにより、各地域
が食、自然、歴史・文化等を組み合わせた体験プログラムを実
施し、都市住民との交流をさらに深め、農業に対する理解の促
進と地域の活性化を図る。

407
1002

・農家民宿における簡易な消
防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第４回
平成17年
11月22日

405 18 福井県 18000 福井県
ふくい福祉サービ
ス充実特区

福井市、敦賀市、大野
市、鯖江市及びあわら市
並びに福井県足羽郡美
山町の全域

　本県は女性就業率と共働き世帯比率がともに日本有数の労
働意欲の高い地域であるが、障害者福祉サービス施設が少な
いため、障害者を持つ家族には介護等の負担が重くのしかかっ
ている。このため、近隣で在宅福祉サービスを十分に受けられ
ない地域において、受益者区分ごとに区分されている各種施設
の利用を可能し、最も近隣の施設において在宅福祉サービスを
受けることができるよう在宅介護サービスの充実・拡大を図り、
高齢者・障害者福祉の向上に資する。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第４回
平成19年
3月30日

406 18 福井県 18000 福井県
ふくい幼稚園入園
年齢緩和特区

福井市、敦賀市、武生市
及び大野市の全域

　少子化が進む一方で、女性の就業率、共働き世帯比率がとも
に日本有数である本県においては、より早い時期から子どもを
幼稚園に通わせたいという保護者の要望や、社会進出を望む
女性からの育児サポート体制の強化に対する要望が強くなって
いる。このため、３歳未満児の幼稚園入園を可能にすることに
より、幼児教育の普及・拡大を図り幼児の成長や社会性の涵養
を促すとともに、男女共同参画社会の実現を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成20年
7月9日

407 18 福井県 18000 福井県
ふくいＩＴ達人育成
特区

福井県の全域

　福井県では、情報サービス産業を支えるＩＴ技術者や製造業、
商業などの産業のＩＴ化を担う人材の確保が大きな課題となって
いる。このため、新たに情報処理技術者試験の一部試験が免
除となる講座を開設する特例措置を用いた特区計画を実施す
ることにより、受験者と合格者の増大をめざし、情報サービス産
業の発展や他の産業のＩＴ化を担う人材を確保し、県内産業の
活性化を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

408 18 福井県 18201 福井市
来てみて福井けい
りん特区

福井市の全域

　競輪事業の収益は、機械産業の振興や福祉の増進に大き
く貢献してきたが、長引く景気の低迷やファン層の高齢
化、娯楽ニーズの多様化等により、車券売上は右肩下がり
の傾向が続いている。福井市は、新賭式の導入等による新
規ファン拡大対策や、場外車券発売日数の拡大、さらには
施設のリニューアル整備などに積極的に取り組んでいる
が、抜本的な活性化対策には至っていない。
　このため、自転車競技法等の規制を緩和し入場しやすい
環境づくりを行い、車券売上額の増加を図るなど、競輪事
業を活性化する。

1140 ・競輪場の入場料の無料化
産業活性
化関連

第７回
平成20年
3月31日

409 18 福井県 18208 あわら市
あわら市幼児教育
推進特区

あわら市の区域の一部
（旧芦原町）

　あわら市の一部の地域においては、少子化の影響により幼稚
園及び保育園のいずれにおいても少人数の教育・保育を余儀
なくされている状況にある。こうしたことから、構造改革特区の
認定により、保育所児と幼稚園児の合同活動を行い、小学校入
学までの一貫した幼児教育・保育を実施する。こうした幼保一
体化の実現により、子どもたちの成長に適合したカリキュラムに
よる幼児教育及び社会的ニーズに対応した総合的な保育を推
進する。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

410 18 福井県 18208 18365
あわら市、坂井
市

あわら・坂井いきい
き福祉輸送特区

あわら市の全域及び坂井
市の区域の一部

　あわら市並びに坂井市の旧春江町及び旧坂井町では、視覚
障害者、肢体不自由者をはじめとする身体障害者、要介護者等
の移動制約者の、医療機関や介護施設へ通院・通所する際の
移動手段が、家族の送迎、福祉車両やタクシーの利用等に限ら
れている。このため、本特例を活用し、ＮＰＯによる福祉有償運
送サービスを可能にすることにより、移動制約者の生活の利便
性を向上させるとともに、家族の負担を軽減し、これらの者の社
会参画と就労機会の増進を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

411 18 福井県 18364 坂井市
人と人・ぬくもりあ
ふれる丸岡特区

坂井市の区域の一部（旧
丸岡町）

　本町においては女性の職場進出や、核家族の増加に伴い幼
稚園への就園が減少していることから、特例の導入により、幼
稚園が年度当初から満2歳児を受け入れることができるように
し、幼児の成長や社会性の涵養を促すとともに、働きながら子
供を幼稚園に通わせたいという保護者の要望に応えることによ
り、男女共同参画社会の実現を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第２回
平成20年
7月9日

412 19 山梨県 19000 山梨県 体験活動教育特区
甲府市の区域の一部(駿
台甲府高等学校通信制
課程）

　高等学校通信制課程において、生徒が行う学校外の学修とし
て認定できる単位数の上限の拡大をモデル的に実施し、多様な
ニーズに対する学習機会を提供することにより、地域社会に貢
献できる人材を育成する。

804
・高等学校等における校外学
習の認定単位数の拡大

教育関連 第２回
平成17年
7月19日

413 19 山梨県 19000 山梨県
山梨県福祉有償運
送セダン型車両特
区

山梨県の区域の一部（山
梨県の全域のうち、南巨
摩郡早川町、東八代郡芦
川村、並びに北都留郡小
菅村及び丹波山村域を除
く地域）

　移動制約者の移動の確保について、従来の公共交通機関及
び営利法人の事業活動に加え、社会福祉法人やＮＰＯ法人等
の非営利法人の協力を得て、様々な輸送主体による多様な移
動手段を確保することにより、全ての移動制約者の円滑な日常
生活を保  障し、その自立を支援する。具体的には、福祉車両
のみならず、セダン型等の一般車両の必要性も含めた移動手
段を確保することにより、地域の実情をより反映し、地域の移動
制約者の移動ニーズに対応した取組を促進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

414 19 山梨県 19000 山梨県
国際交流型公共政
策拠点形成特区

甲府市の全域

　山梨学院大学大学院社会科学研究科は、主に地域の公共政
策の企画・管理・運営の中核を担うべき人材に対して、社会科
学についての理論的研究を深め、奥行きのある職業的実践的
能力を涵養・育成することを特色として、地方自治体・企業など
から学生を受け入れている。東アジア地域との関係が深まる
中、東南アジアからの留学希望も多くあることから、当該特例を
活用し、同大学院の国際的な学術交流を通じた公共政策の拠
点としての機能を高める。

508
・夜間大学院における留学生
の受入れ

教育関連 第６回
平成18年
7月3日

415 19 山梨県 19000 山梨県
ワイン産業振興特
区

塩山市、山梨市、笛吹
市、牧丘町、三富村、勝
沼町、大和村、中道町、
芦川村及び豊富村の全
域

　ぶどうの一大産地であり、ワイナリーが集積している当地域の
特性を活かし、ワイン醸造会社によるワイン造りとぶどう作りの
一体化等による高品質ワインの製造などによりワイン産地ブラ
ンドを確立し、ワイン産業の活性化を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第１回（１）
平成17年
11月22日

416 19 山梨県 19000 山梨県
やまなしＩＴ人材育
成特区

山梨県の全域

　山梨県では、「豊かな県民生活を創造し、県内産業に活力を
与えるＩＴ社会」の実現を目標に掲げ、申請や届出など行政手続
きの電子化の推進など行政サービスや教育、防災、医療、交通
などの公共サービスへのＩＴ利活用を推進するとともに、ＩＴ環境
の充実に向けた「やまなしＩＴプラン」を策定した。
　本特例措置を活用することにより、企業ニーズに即した職業
能力の開発、ＩＴ関連産業の担い手となり得る高度な人材育成、
産業の情報化などＩＴ関連産業を中心としたあらゆる県内産業
の振興へ貢献することが期待できる。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

産業活性
化関連

第１２回
平成22年
11月30日

417 19 山梨県 19202 富士吉田市
幼稚園入園事業特
区

富士吉田市の全域

　市内の幼児の数が減少し、他の子供と共に活動する機会が
減少していることから、三歳未満児の幼稚園入園の特例により
幼稚園への入園を促進し、幼児期における社会性の涵養を図
り、心身の発達を助長する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１回（２）
平成20年
7月9日

418 19 山梨県 19202 富士吉田市
健やかな成長を応
援する給食特区

富士吉田市の全域

富士吉田市では給食センターからの給食の外部搬入を実施
することにより、公立保育所における経営の合理化を図る。ま
た、節減された経費を財源として、多様化する保育ニーズに充
てることにより、子育て支援事業、親子のふれあいや交流の場
づくり等の充実を図る。給食センターにおいては地場産の食材
を使用するなど、地産地消に取り組んでおり、給食の内容の充
実はもちろん、保・小中学校との連携の強化など一貫した認識
のもと食育の推進が可能となる。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１９回
平成22年
11月30日

419 19 山梨県 19205 山梨市
山梨市農地いきい
き特区

山梨市の区域の一部（笛
吹川右岸区域）

　果樹生産が盛んな地域において一層の果樹振興を図るため、
株式会社、ＮＰＯ等の多様な主体の農業参入や市民農園の開
設を進め、果樹、花き、野菜、稲などの体験農業を含めた農業
経営を実施することにより、都市住民との交流や観光農業の振
興等を図る。

1001
1002

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第１回（２）
平成17年
11月22日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

420 19 山梨県 19206 大月市 大月エコの里特区
大月市の区域の一部（富
浜町鳥沢地内中野・山谷
地区）

　宅地開発事業者から寄附を受ける4.2haの農地と5.8haの山
林・原野を、大月市のめざす「自然と共生する環境調和都市」の
実現に向けて設立するＮＰＯ法人「大月エコの里」に貸付ける。
大月エコの里において、里山保全等の環境保全活動を行うとと
もに、農業や森づくりを体験する事業や環境教育事業などの都
市農村交流を進める事業を展開することにより、交流人口を効
果的に増大させ地域の活性化を図る。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

都市農村
交流関連

第６回
平成17年
11月22日

421 19 山梨県 19208 南アルプス市
南アルプス市農地
有効利用活性化特
区

南アルプス市の区域の一
部（旧御影村のうち六科
地区、旧巨摩町のうち飯
野地区、旧百田村のうち
百々地区、旧源村、旧芦
安村、旧小笠原町、旧榊
村、旧野之瀬村、旧落合
村、旧大井村）

　年間５ha、５年間で２５haの遊休農地解消を目標に、農地の権
利取得にかかる下限面積要件を現行の４０ａ以上から１０ａ以上
に緩和することで、それまで初期投資として多額の資金を必要
とするため就農を断念していた新規就農希望者を年間１５名、５
年間で７５名受入れ、定住し農業を本業とする農業者を育てる。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

422 19 山梨県 19208 南アルプス市
南アルプス市バイ
リンガル教育特区

南アルプス市の区域の一
部

　南アルプス市は、国際的な視野をもつ住民の育成や在住外国
人を含む市民の外国語講座・日本語講座等を開催し、互いに理
解・協力し合えるまちづくりを進めている。
この取り組みに加え、新設される私立小学校の教育課程に「英
語科」を新設しするとともに、日本語と英語の両語を用いた授業
を行い、国際社会に対応できる次代を担う人材の育成を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１６回
平成20年
7月9日

423 19 山梨県 19208 南アルプス市
より安全で安心で
きる給食特区

南アルプス市の全域

南アルプス市は、平成15年4月1日に八田村、白根町、芦安
村、櫛形町、若草町、甲西町の４町２村が合併して、現在の南
アルプス市となっており、それぞれの町村の特性を生かしなが
ら新しい都市づくりを進めている。
　本事業を実施することにより、公立保育所において、児童の健
やかな心身の発達を促し、より安全で安心できる保育所給食を
通じて家庭や社会の中で児童一人ひとりの「食べる力」を豊か
に育むことを目標とし、地域の特性を生かしながら、高齢者をは
じめとする地域住民との交流にも積極的に取り組む。また、働く
親が安心して子育てができるように延長保育、一時保育、乳児
保育、障害児保育などの更なる充実を図る。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１８回
平成22年
11月30日

424 19 山梨県 19209 北杜市
増富地域交流振興
特区

北杜市の区域の一部（旧
増富村の全域）

　高齢化・担い手不足による遊休農地の増大、交流人口の低迷
等の深刻な課題を抱える増富地区は、秩父多摩甲斐国立公園
の西の玄関口として素晴らしい自然景観を有していることから、
ＮＰＯ法人の参入を求め、農業や国立公園での都市農村交流
プログラムを展開することにより、交流人口を効果的に増大させ
集落機能の維持と地域経済の活性化を図る。

1001
1301･1302

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認
・国立、国定公園の特別区域
におけるイベントの容易化

都市農村
交流関連

第１回（１）
（平成16
年11月1
日変更）

平成18年
7月3日

425 19 山梨県 19212 上野原市
上野原市幼児教育
特区

上野原市の全域

　少子化や核家族化による、幼児の社会性の涵養や健全な心
身の成長の促進が困難な状況が発生しており、幼児同士の触
れ合いの場の減少よる社会性の低下のみならず、保護者の養
育力の低下が懸念されているところである。このため、上野原
市では、３歳未満児を平成１９年度当初から受け入れることによ
り、幼児の社会性の涵養や健全な成長を促すとともに、保護者
同士、保護者と幼稚園、地域との連携を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１３回
平成20年
7月9日

426 19 山梨県 19344 六郷町
六郷町幼保一元化
特区

山梨県西八代郡六郷町
の全域

　少子化により町内の幼稚園・保育園に入園する園児が減少し
てきている。この傾向は今後も続くことが見込まれ、このことは
園児や保護者だけでなく、地域にとっても深刻な問題となってい
る。このため、幼保の合同活動事業を実施し、幼児の交流の機
会の増加、社会性の涵養を図り、また施設の効率的な活用、教
職員の柔軟な配置などにより幼児教育、幼児保育の質的向上
を目指す。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

427 19 山梨県 19407 小淵沢町
こぶちさわアグリル
ネッサンス特区

山梨県北巨摩郡小淵沢
町の全域

　本町は、４００ヘクタール余りの農地のうち約４割が遊休化し、
農業内部の対応だけではこの状況を解決することは到底不可
能であり、このままでは地域農業の崩壊が懸念される。一方、
農的暮らしや、安全・安心な農産物の生産、グリーンツーリズム
の活動などに参加したいと願う地域の非農家や都市生活者が
年々増加している。このため、遊休農地の市民的利活用や、都
市農村共生･対流の積極的展開を図り、本町農業農村の再生
（アグリルネッサンス）を実現する。

1001
1002

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第３回
平成17年
11月22日

428 19 山梨県 19425 山中湖村
山中湖観光農業推
進特区

山梨県南都留郡山中湖
村の全域

　山中湖村においては、主産業である観光業と融和した観光農
業の振興を図る必要がある。そのため、農地を村が借り受け、
これを法人に貸し付ける形で法人の農業参入を認めることによ
り、観光農業の振興を図り、住民の観光農業への関心を高め、
住民を巻き込み村ぐるみで農業の振興を図り、遊休農地の解消
をおよび地域の活性化を目指す｡

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

429 20 長野県 20000 長野県
長野県農業大学校
ガイダンス特区

長野県の全域

　近年の長野県の新規就農者数は、年間１５０人程度まで減少
しており、今後、農業従事者が高齢化に伴い順次リタイアしてい
くものと見込まれることから、農業大学校における効率的な就
職あっせんを実施し、県内就農者の確保・育成に努めることに
より、長野県農業を担う若い就農者を早急に確保し、世代交代
を円滑に進める。

905
・農業大学校における無料職
業紹介事業実施の容易化

農業関連 第１回(２)
平成17年
7月19日

430 20 長野県 20000 長野県 信州国際物流特区

上田市、伊那市、駒ヶ根
市及び東御市並びに長
野県上伊那郡南箕輪村
の全域

　経済のグローバル化の進展、国際競争力の激化など企業環
境が変化する中で、電気機械産業を中心とする県内製造業は
受注環境が厳しく、産業の空洞化が問題となっている。このた
め、県内製造業の国際競争力を高めることが不可欠であること
から、製造業が集積した地域に保税蔵置場の設置を可能にし、
国際物流の拠点を整備する。この結果、国際物流分野への新
規参入が促進されるとともに、製造・物流コストの低減により県
内製造業の国際競争力の強化が図られる。

706
・保税蔵置場設置基準の弾力
化

国際物流
関連

第７回
平成17年
11月22日

431 20 長野県 20000 長野県
満３歳になる年度
当初から幼稚園に
入園できる特区

長野市（旧長野市）、松本
市、上田市、岡谷市、飯
田市、諏訪市、佐久市、
須坂市、小諸市、伊那
市、駒ヶ根市、中野市（旧
中野市）、大町市、千曲市
（旧更埴市及び旧戸倉
町）、飯山市、塩尻市（旧
塩尻市）、北佐久郡軽井
沢町、御代田町、小県郡
丸子町、真田町、諏訪郡
原村、上伊那郡辰野町、
南安曇郡豊科町、北安曇
郡白馬村の全域

　幼児の幼稚園への就園率が全国最下位の状況下で、幼稚園
が年度当初から３歳未満児を積極的に受け入れることにより、
幼児教育の普及を図り、幼児の社会性の涵養を促すとともに、
働きながら子供を幼稚園に通わせたいという保護者の要望に
応えることにより、子育てを行う市民の社会参加を促す。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１回（１）
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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（１）
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申請地方公共団
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規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

432 20 長野県 20000 20201 長野県、長野市
ものづくり研究開
発促進特区

長野市、須坂市、上田
市、小諸市、佐久市、松
本市、塩尻市、岡谷市、
諏訪市、茅野市、伊那
市、駒ヶ根市及び飯田市
並びに長野県埴科郡坂
城町、小県郡丸子町、北
佐久郡御代田町、南安曇
郡豊科町、諏訪郡下諏訪
町、富士見町及び原村並
びに上伊那郡南箕輪村
の全域

　ものづくり研究開発促進特区の重点目標である「ナノテク」関
連の長期的優位性をもつ産業集積「スマートデバイス・クラス
ター」形成のためには、ナノテクをベースとした電子・電機・機械
を中心とするものづくりの技術力と情報処理（ＩＴ）技術との融
合・連携による、スマートデバイスの開発が重要であることか
ら、外国人情報処理技術者の受入れ促進事業等を追加する。

501502503
504
507
704
705
813
814
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・外国人情報処理技術者の在
留期間延長
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第２回（第
３回、平成
16年6月
14日変

更）

平成19年
3月30日

433 20 長野県 20000 20202 長野県、松本市
松本市梓川地域活
性化特区

松本市の区域の一部（旧
長野県南安曇郡梓川村
の全域）

　地域が抱える担い手不足や、農地の遊休化といった深刻な課
題に対して、農業内部での対応だけでは、これらの問題が解決
できない状況にあることから、農業生産法人以外の法人（株式
会社　ファインフーズ梓川）の農業への参入による遊休農地の
解消や発芽玄米に適した品種(巨大胚芽米や新形質米等)の開
発及び減農薬・有機栽培の実証展示ほ場の設置等により、農
地の適正かつ効率的な利用を促進する。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連

第１回（２）
（平成17
年4月1

日）

平成17年
11月22日

434 20 長野県 20000 20412 長野県、売木村
売木村ふれあい交
流農園特区

長野県下伊那郡売木村
の全域

　地域が抱える担い手不足や、農地の遊休化といった深刻な課
題に対して、農業内部での対応だけでは、これらの問題が解決
できない状況にあることから、市民農園の開設主体を新たに拡
大し、村内全域での市民農園の開設により、農地の適正かつ効
率的な利用を促進し、都市住民との交流を図る。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第１回（２）
平成17年
11月22日

435 20 長野県 20000 20417 長野県、大鹿村
大鹿村中山間地農
業活性化特区

長野県下伊那郡大鹿村
の全域

　地域が抱える担い手不足や、農地の遊休化といった深刻な課
題に対して、農業内部での対応だけでは、これらの問題が解決
できない状況にあることから、農業生産法人以外の法人（建設
業者）による農業への参入により、農地の適正かつ効率的な利
用の確保するとともに、建設業が抱えている労働力の活用によ
り、地域内の活性化を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第１回（２）
平成17年
11月22日

436 20 長野県 20000 20421
長野県、木曽福
島町

木曽福島町都市農
村交流特区

長野県木曽郡木曽福島
町の区域の一部（旧新開
村）

地域が抱える担い手不足や、農地の遊休化といった深刻な課
題に対して、農業内部での対応だけでは、これらの問題が解決
できない状況にあることから、農業生産法人以外の法人（特定
非営利活動法人ふるさと交流木曽）による農業への参入によ
り、農地の適正かつ効率的な利用の確保と農業体験を通した
都市住民との交流促進を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

都市農村
交流関連

第１回（２）
平成17年
11月22日

437 20 長野県 20000 20449 長野県、波田町
波田町都市農村交
流特区

長野県東筑摩郡波田町
の全域

地域が抱える担い手不足や、農地の遊休化といった深刻な課
題に対して、農業内部での対応だけでは、これらの問題が解決
できない状況にあることから、市民農園の開設主体を新たに農
業開発公社へ拡大することにより、農地の適正かつ効率的な利
用を促進する。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第１回（２）
平成17年
11月22日

438 20 長野県 20201 長野市
信州豊野ぬくもり
特区

長野市の区域の一部（長
野市豊野町）

　畑地かんがい施設を利用した果樹栽培が主体である当町で
は、担い手不足、高齢化等に伴う農地の遊休荒廃化が進み、
償還金等の捻出が困難となっている。町が建築中の8月にオー
プン予定の「豊野温泉りんごの湯」に併設される直売所への果
樹以外の作物出荷量の不足も懸念される。このため、意欲ある
者の新規就農に期待し、農地取得時の下限面積要件を緩和す
ることにより、小規模でも新規に畑作農家になれることを可能と
する。また、都市住民等のニーズに応えるべく、農家主体の市
民農園開設により農業体験の機会の増加と、利用者の増進を
図り、もって遊休荒廃農地の解消に努める。

1002
1006

・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連

第５回（平
成17年1
月1日変

更）

平成17年
11月22日

439 20 長野県 20201 長野市
小規模校いきいき
教育特区

長野市の全域

　山間地では美しい自然環境と伝統的な文化や風習が残され
伝承されており、体験的学習を中心に特色ある教育を行なって
きている中で、近年、小規模校の中では複式学級が発生してい
る学校があり、たくましく心豊かな子どもの育成や学力向上を図
る上で、新たな教職員等の配置が課題となっており、連級緩和
を図る目的で特例の導入により市費負担の学級担任を配置し、
地域に根ざした教育を充実させ、地域の発展を図る。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第２回
平成18年
7月3日

440 20 長野県 20201 長野市
長野市インター
ネットアカデミック
特区

長野市の全域

　ＩＴに関するインフラ整備が進み、情報産業における人材育成
の強い要望がある長野市に、インターネットを利用した通信教
育だけを行う大学院大学を設置することにより、学生の時間的・
地理的制約の解消や経済的負担の軽減が図られ、社会人の再
教育の機会拡大や生涯学習の活性化が期待できる。また、高
度な専門的知識を有する人材が地域産業の担い手となり、ベン
チャー企業や雇用の創出など、地域経済と産業が活性化する。

821(801-1)
832

・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置
・インターネット大学における
校舎等施設要件の弾力化

教育関連 第６回

平成18年
7月3日申
し出によ
り取消

441 20 長野県 20201 長野市
長野市地域力活用
教育特区

長野市の全域

　人間性形成の礎となる小学校での教育において、児童一人ひ
とりに視点を置いた指導や支援を進める中で、心理面や情緒
面、人間関係等の理由により、公立や都市部での学校生活に
なじめない児童に対し、地域が有する自然、文化、人材、施設
等の豊富な財産をフルに活用し、また、そこで生活している住
民も関わって、「校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設
置事業」の特例を活用し、地域一体となって学校法人を設立し
小学校を設ける。そのことにより、義務教育に求める市民の選
択の幅を広げ、児童や保護者の多様なニーズに応えると共に、
地域住民が積極的に教育に関わることで中山間地域の活性化
とより強固な地域の絆づくりに寄与する。

820(801-2)
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置

教育関連 第６回
平成19年
7月4日

442 20 長野県 20201 長野市
長野市ＩＴ人材育成
特区

長野市の全域

　近年の急速な情報化社会の進展に伴い、企業等では高度な
IT技術者や研究者が強く求められ、人材の育成及び確保に努
めることが急務である。
　当該特例措置を活用し、地域内で、より多くのIT技術者を育成
することにより、企業等はＩＴ技術者を地域内で確保することが
容易となる。これにより、企業の競争力が高まり、若年層の就
職率の向上にも寄与することができ、もって地域産業の活性化
につながるものと期待する。

1132(1144)
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１２回
平成22年
11月30日

443 20 長野県 20202 松本市
選べる障害福祉
サービスまつもと
特区

松本市の全域

　松本市では、障害者が住みなれた地域で生き生きと暮らすこ
とができるまちづくりを進めているが、施設入所者の地域移行
の推進と、障害者の地域での自立した生活を支えるサービスの
整備が課題となっている。しかし、サービス提供の根幹をなす
支援費制度では、施設サービスと居宅サービスが明確に区分
され、その併用が限定されているため、障害者のニーズに十分
に応えられていない。そこで本特例措置により、施設入･通所者
が居宅サービスを柔軟に利用できるようにすることで、利用者
の意思･ニーズに基づいた地域生活の実現と施設入所者の地
域移行の円滑な推進を図る。

925 ・障害者の施設訓練等の支援
費の日額算定

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

444 20 長野県 20202 松本市
学都松本英語教育
特区

松本市の全域

　松本市では、公立の小中学校に外国人英語指導講師を配置
することなど、国際理解と英語教育の充実を図っています。こう
した取組みに加え、ＮＰＯ法人が学校法人を設立し、構造改革
特別区域研究開発校として教育課程を弾力的に運用する私立
小中一貫校を設置します。新設校は、小学校で英語科を新設
し、毎日英語授業を行うとともに、英語のみを用いてネイティブ
スピーカーの指導のもとで野外活動をする授業などを行い、生
きた英語を学び英語によるコミュニケーション能力の育成に努
め、国際社会に対応できる次代を担う人材の育成を図ります。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

445 20 長野県 20202 松本市
松本市ＩＣＴ人材育
成特区

松本市の全域

　21世紀の高度情報化社会に地域が対応していくためには、そ
の推進役となる高いスキルを有する人材や企業における即戦
力となる人材の育成が不可欠となっている。本市では、情報化
を都市づくりの重要な施策と捉え、「松本市ＩＴ基本戦略」に基づ
く地域の情報化施策を展開している。この取組みを更に推進す
るために、本特例措置を活用し、情報処理技術者試験の午前
試験を免除する講座を開設する事業主体とともに、高度なスキ
ルを有する人材を育成することにより、ＩＣＴ人材の裾野の拡大
や雇用の拡大等により、地域の活性化を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

446 20 長野県 20203 20341 上田市
上田市福祉輸送セ
ダン特区

上田市の全域

　上田市においては、要介護認定者が6千人、身体・知的・精神
障害者手帳所持者が8千人に上る。これらの移動困難者の移
動手段として、非営利法人等が行う福祉輸送サービスについ
て、運営協議会を設置し、福祉輸送のあり方を検討している。現
在福祉運送は使用車輌が福祉車両に限定されているが、移動
困難者の状況等によってはセダン型車輌の利用が適している
場合も多い。そのため、福祉有償運送において利用できる車輌
をセダン型車両にも拡大することにより、高齢者や障害者の自
立と円滑な社会参加を促進し、地域福祉の充実を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

447 20 長野県 20203 上田市
上田市地域分散型
サテライト特区

上田市の区域の一部（旧
真田町の区域）

　高齢社会において、要介護者が住み慣れた地域で居住し、介
護を受け地域での生活を継続していく重要性に鑑み、施設で介
護を受ける高齢者が一箇所に集って介護を受けるのではなく、
住み慣れた地域に分散し、人間としての権利が守られつつ家庭
的な介護が受けられるよう施設整備を行う。既に特別養護老人
ホームアザレアンさなだが進めている「地域分散型ケア」とあわ
せ、サテライト型居住施設、それに併設される短期入所施設及
び宅老所を整備することで、現在検討中である｢地域密着型
サービス｣の実現を図る。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第７回
（平成18
年3月6日

変更）

平成18年
7月3日

448 20 長野県 20203 上田市
菅平小中一貫教育
特区

上田市の区域の一部（菅
平小中学校区）

　上田市の菅平地域は、農業はレタスなどの高原野菜が主で、
観光は昭和２年にスキー場が開設されレジャースキーが盛んで
あり、高地トレーニングへの適正に着目し、各種球技の合宿招
致にも力を注ぎ、現在では「ラグビー合宿のメッカ」となってい
る。しかし、子ども達の中には、地域の産品や産業に対する理
解や愛着が薄れつつあり、若者の流出傾向もあることから、地
域の活性化に向けた人づくりが大きな課題となっている。このた
め、将来地域を背負って立つ人材の育成を小・中学校から進め
るため、地域の理解、校技スキー、英会話を中心とした「すがだ
いらの時間」を小中で一貫したカリキュラムとして導入する。こ
れにより、地域を担う人づくりを重視した取組みを促進する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１５回
平成20年
7月9日

449 20 長野県 20203 上田市
上田市の産業を支
えるＩＴ人材育成特
区

上田市の区域の一部（旧
上田市の全域）

　本地域には、県営リサーチパーク内に県工科短期大学校、ソ
フトウェア産業、マルチメディア情報センター等が集積しており、
「上田市高度情報化推進基本計画」の中でも、「人材育成と地
域情報化」を推進している。昨今のＩＴ技術の高度化や情報化の
進展にともない、高度情報化社会を支える人材を育成すること
が求められ、一層の教育内容の充実が必要である。 このため、
情報処理に関する基本資格とされている国家資格の取得者を
増やし、IT技術者の育成と人材の供給を促進し、高度情報化社
会に対応した社会基盤構築を推進する。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

450 20 長野県 20203 上田市
蚕都上田　ラ・サン
テボナールワイン
特区

上田市の全域

　上田市は、果樹生産に適した地理的、気象的条件を生かし、
りんご、ぶどうを中心として果樹産地を形成している。
　そのなかで、耕作放棄地の解消を図るため加工用ぶどうの栽
培が進む中、収穫作業体験や栽培技術等に関するワインセミ
ナーを開催しワインへの関心や地域の活性化が進んでいる。
　そこで本特例措置活用により特産果実酒・リキュール製造事
業を支援し、地域振興を図るとともに、上田地域定住自立圏に
おけるワイン用ぶどうやワイン生産に関する連携事業を進め、
圏域全体の発展を目指す。

709(710) ・特産酒類の製造事業 農業関連 第３５回

平成27年
6月30日
申し出に
より取消

451 20 長野県 20203 上田市
上田市コミュニ
ティー教育・交流特
区

上田市の全域

　上田市は日本のほぼ中央に位置し、地勢的条件、自然環境、
道路鉄道交通網に恵まれていることから古くから観光地として
発展してきた。これらの恵まれた環境の下、株式会社による広
域通信単位制高校を設立し、不登校等により特別な教育を必
要とする生徒への学習機会を提供し、地域の不登校状態にあ
る生徒への支援の充実を図るとともに、スクーリングの際に地
域参加型の体験学習も行う。このことにより、不登校等の生徒
を支援する教育・社会環境づくりを図り、地域活性化の促進、交
流人口の拡大などを目指す。

816
820(801-2)

（全）

・学校設置会社による学校設
置事業
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置事業

教育関連 第８回

平成27年
6月30日
申し出に
より取消

452 20 長野県 20205 飯田市
飯田市福祉有償運
送特区

飯田市の全域

　本市では、電車やバスなどによる外出が困難な障害者等に対
して様々な移送サービスの支援を行ってきたが、民間バスの路
線廃止による市民バスの運行など、財政的な「公助」としての外
出支援策は限界に来ている。これからは可能なことは身近な地
域で支え合う「共助」の仕組み作りと、民間の活力を積極的に活
用する環境を整える必要がある。このため、地域に根ざしたＮＰ
Ｏをはじめとする民間ボランティア団体による移動困難者に対
する外出支援事業を推進することにより、健常者と同じように外
出できる自由を享受できるまちづくりを推進するとともに、地域
の支え合いの中でコミュニティの再生を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

453 20 長野県 20206 諏訪市
相手意識に立つも
のづくり教育特区

諏訪市の全域

　諏訪市は、製糸業から始まり、電子機械工業の日本有数の集
積地であるが、若い人の製造業離れ、後継者不足等の課題に
直面している。このため、小、中学校に「相手意識に立つものづ
くり科」を創設し、諏訪の製造業の歴史教育や地元企業の工場
見学、製造体験等を行い、ユーザー（使い手）の立場に立った
付加価値の高いものづくりを考える教育を行う。これにより、未
来の製造業を担う人材を育成し、地域産業の活性化を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１５回
平成20年
7月9日

454 20 長野県 20208 小諸市
信州小諸ワイン特
区

小諸市の全域

　本市では農業者の所得向上や農村の活性化を目的として、６
次産業化推進を重点施策に位置付け、関連して都市農村交
流、地産地消の推進等を重視している。
　市内では、民間ワイナリー1社が40年以上稼動し、高品質のワ
インを醸造しており、近年は気候条件からワイン用ぶどう栽培
適地として注目され、農地の照会も増加している。
　特例措置活用により小規模ワイナリー建設が可能となること
で、栽培地としての知名度向上、雇用の創出につながるほか、
地域特産物の生産増加、ワインツーリズムを目的とした集客等
を図る。

709(710) ・特産酒類の製造事業 農業関連 第３６回

平成27年
6月30日
申し出に
より取消

455 20 長野県 20209 伊那市
伊那市地域共生型
福祉特区

伊那市の全域

　近隣において障害者自立支援法に基づく指定生活介護若しく
は指定生活訓練を利用することが困難な障害者が、介護保健
法による指定小規模多機能型居宅介護のうち通所サービス又
は宿泊サービスを利用することを可能にすることにより、当該障
害者の身近な場所におけるサービス利用を可能にすることを目
的とする。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１４回
平成28年
6月17日
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

456 20 長野県 20209 伊那市
伊那市における福
祉有償運送使用車
両の拡大特区

伊那市の区域の一部（旧
伊那市）

　急速に高齢化が進む伊那市では、単に長生きするだけでな
く、生き生きとした生活を送ることが可能な街づくりを目指してい
る。しかしながら、特に移動が困難である要支援認定者等の移
動制約者においては、駅がバリアフリー化されていないことや
バスの運行回数が少ないこと等、現状の公共交通機関では利
用制限を受ける状況となっている。このような中、社会福祉法人
等による有償運送の使用車両を、セダン型等の一般車両に拡
大することにより、移動制約者の社会参加を促進する。また、当
市としては、本事業を通じて地域住民の福祉行政への積極的
な参加を進め、元気のある伊那市づくりを目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回（平
成18年3
月31日変

更）

平成19年
3月30日

457 20 長野県 20209 伊那市
まほらいな有害鳥
獣被害防止特区

伊那市の全域

　伊那市では、農業従事者の高齢化や後継者の減少に直面し
ており、遊休荒廃農地が増大している。農地の流動化や新たな
担い手の確保などの各種対策を進めているが、近年、農業を基
幹産業とする中山間地を中心に鳥獣による農産物被害が急増
しており、生産意欲を減退させ、耕作放棄地の増加につながっ
ている。そこで、本特例措置を活用し、狩猟免許保持者を中心
に農業従事者自らが有害被害対策を行うことで、生産性の向上
による農家所得の増加を図り、地域産業の活性化を目指す。

1303
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者容認事
業

農業関連 第２４回
平成24年
11月30日

458 20 長野県 20210 駒ヶ根市
駒ヶ根市子ども行
政の一元化特区

駒ヶ根市の全域

　少子化や核家族化が進行し、地域や家族での幼児教育が低
下する状況下において、少子化対策、子育て支援及び家庭機
能の充実の重要性が高まる中、本市における「子ども」に関わ
る施策が年齢や施設により窓口が分散するなど利用者にとって
有効に機能していなどの状況にある。このため特区の特例措置
の適用を受け、管制塔機能を有した「子ども課」を教育委員会に
設置することにより、利用者にとっての利便性の向上を図るとと
もに、子育て支援施策と教育行政が一体となって、「子ども」に
関わる一貫した施策展開の実現を目指します。

916
保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成17年
7月19日

459 20 長野県 20211 中野市
信州中野ふるさと
交流特区

中野市の区域の一部（旧
中野市）

　近年、食や農への関心が高まり、消費者が安心安全な農産物
を求めている中で、農業生産と農村生活体験を通じて交流を行
うことは、心の豊かさや自然を親しむ癒しへのニーズを満たすも
のである。農家民宿や市民農園で、農業農村体験やおいしい農
産物を味わうこと、また自ら野菜を栽培することで、エノキ茸や
巨峰ぶどうなど果樹で全国有数の園芸産地である本市の農産
物と農業農村への理解がより深まると期待でき、信州中野をふ
るさととするファンを増やし、農産物の消費拡大や遊休農地の
有効活用につなげ、農業振興及び地域活性化を図る。

407
1002

・農家民宿における簡易な消
防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第４回（平
成17年4
月1日変

更）

平成17年
11月22日

460 20 長野県 20211 20213

中野市、飯山
市、山ノ内町、木
島平村、野沢温
泉村、栄村

北信地域福祉輸送
セダン特区

中野市及び飯山市並び
に長野県下高井郡山ノ内
町、木島平村、野沢温泉
村及び下水内郡栄村の
全域

　北信地域は、全国有数の豪雪地帯であり、鉄道・バス等の公
共交通機関が不足していることもあり、特に冬期間の移動制約
者の移動については、家族などが運転する自家用車やタクシー
に頼っている現状であるが、移動制約者の移送ニーズに十分な
対応ができているとはいえない。このため、特例措置を活用し、
セダン型等一般車両による輸送を可能にすることで、既存の社
会福祉法人やNPO法人等の活力を引き出すとともに、移動制
約者が健常者と同じように移動できるような体制を維持し、北信
地域全体における福祉輸送サービスの活性化を目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

461 20 長野県 20217 佐久市
コスモス街道ふる
さと農園特区

佐久市の区域の一部（旧
内山村）

　首都圏直結の交通利便を持つ佐久市の特徴を生かして、民
宿、旅館等宿泊施設の経営者が、既存施設（休憩、温泉、宿泊
施設等）を活用した、コスモス街道ふるさと農園（自然環境のな
かで地域住民と交流しながら野菜や草花を栽培し、ふるさとに
帰ったようにゆったりできる市民農園）を特例の導入により、開
設し、それを拠点として、都市住民と地域との交流を促進すると
ともに、地域活性化を図る。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第２回（平
成17年4
月1日変

更）

平成17年
11月22日

462 20 長野県 20217 佐久市
浅科故郷づくり特
区

作詞の区域の一部(旧長
野県北佐久郡浅科村の
全域）

　当村においては、兼業化や高齢化等が進行し年々遊休荒廃
農地が増加している。その一方で、上信越自動車道などの高速
交通網が整備され、大都市圏との時間、距離が短縮されたこと
により、退職後に農業を行うことを目的とした永住希望者等が
多い。このため、農地の下限面積緩和により、農地を持たない
住民が水田や畑を購入したり貸借することが円滑にできること
で、シルバー世代が自然あふれる環境の中で生きがいが持て
る村を形成できるとともに、一般家庭でも親子での農業体験を
通じた「故郷づくり」の推進をすることにより、農業の活性化と荒
廃農地の解消を図る。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連

第５回（平
成17年4
月1日変

更）

平成17年
11月22日

463 20 長野県 20219 東御市
とうみSunライズ ワ
イン・リキュール特
区

東御市の全域

　東御市は、巨峰産地のパイオニアとして、果樹生産に適した
地理的、気候的条件を生かし、巨峰を中心としたぶどう、リンゴ
等の果樹産地を形成している。
　新品目として加工用ぶどうの導入が進む中、これらを活用した
自家製果実酒により、新たな地域ブランドの創出と地域振興を
模索する意欲的な生産者が増えつつあることから、本特例措置
を活用して、特産果実酒・リキュールの製造事業への参入を支
援し、地域農業の再興を図る。

709 ・特産酒類の製造事業 農業関連 第１８回

平成27年
6月30日
申し出に
より取消

464 20 長野県 20220 安曇野市
安曇野市障害者支
援特区

安曇野市の区域の一部
（旧豊科町）

　障害者の主体性､選択性を尊重する支援費制度の施行に伴
い､デイサービス事業への期待は高まる反面､町内には利用で
きる施設は存在しない。障害のある人達が、人間としての尊厳
が守られ､豊かな人生を自己表現できるよう、障害者のケアマ
ネジメント体制の構築を図りつつ､障害者（児）による既存の指
定通所介護事業所の利用を可能にすることにより､障害者（児）
の地域での自立支援と社会経済活動への参加を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第７回（平
成17年10
月31日変

更）

平成19年
3月30日

465 20 長野県 20220 安曇野市
安曇野福祉輸送セ
ダン特区

安曇野市の全域

　当市は松本市から３０ｋｍ圏内にある近郊の住宅都市として、
平成17年10月1日に市制施行となり、人口は９万８千人となっ
た。このうち、要支援者等の移動制約者は多数いるが、福祉車
両の台数不足により福祉有償輸送サービスが十分に行われて
いない。このような中、特例措置を活用し､セダン車による輸送
を可能とすることで､既存の社会福祉法人やNPO法人等の活力
を引き出すとともに､移動制約者が健常者と同じように移動でき
るような体制を維持し､全域における福祉輸送サービスの活性
化を目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

466 20 長野県 20303 小海町
小海町福祉輸送特
区

長野県南佐久郡小海町
の全域

小海町では、既存の公共交通機関が歩行困難者や車イス利用
者のための特殊車両を有しておらず、高齢者や身体障害者等
移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保されていない
ため、小海町社会福祉協議会があらかじめ登録した会員等に
対し安心で安全かつ低廉な有償輸送サービスを提供することに
より、地域福祉の増進を図る。

1206(1216)
・NPOボランティア輸送による
セダン車の使用

生活福祉
関連

第１回（２）
（平成16
年4月1日

変更）

平成19年
3月30日

467 20 長野県 20304 川上村
川上村福祉有償運
送特区

長野県南佐久郡川上村
の全域

　川上村は、長野県の東南端に位置し、東西に細長く８つの集
落から形成される村である。同村内の要介護者、要支援者、障
害者等の移動制約者に対して、社会福祉協議会等が福祉有償
運送サービスを実施するに当り、福祉車両だけでなく一般的な
セダン型車両も利用できるようにすることにより、福祉有償運送
の円滑な実施を支援する。これによって、移動制約者が安心し
て生活できる村作りを進めるとともに、必要とする保健･福祉
サービスが十分に利用できる地域づくりを推進する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

468 20 長野県 20305 南牧村
南牧村福祉有償運
送特区

長野県南佐久郡南牧村
の全域

　本村は長野県の東端に位置し、集落が点在していることか
ら、地域住民の移動において、公共交通機関が住民の希望通
りにカバーされている状況ではなく、特に、同村内の要介護者、
要支援者、障害者等の移動制約者は、移動手段の確保が困難
である。そこで、社会福祉協議会等が福祉有償運送サービスを
実施するに当り、福祉車両だけでなく一般的なセダン型車両も
利用できるようにすることにより、移動制約者が安心して生活で
きるようにすると共に、地域において必要とする保健･福祉サー
ビスを利用できる地域づくりを推進する。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

469 20 長野県 20305 南牧村
南牧こまやか教育
特区

長野県南佐久郡南牧村
の全域

　すでに保育園、小学校と少人数の学級編成による適切な指導
と基礎学力の充実を行っており、さらに特色ある教育活動に向
け取り組みを図っていくため、中学校における学級編成を２０人
規模を標準として新たな学級編成を行い、この編成に伴い任用
する教員を特例の導入により村費で対応し、ふるさとに誇りと自
信と愛着を持つ人材の育成を図ることを目指す。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第２回
平成18年
7月3日

470 20 長野県 20324 立科町
都市農村交流空間
創造特区

長野県北佐久郡立科町
の全域

　当町では、都市との共生により、地域経済の活性化に結びつ
けるため、立科町農村活性化構想や農山村滞在型余暇活動機
能整備計画に官民一体となったグリーン・ツーリズム推進のま
ちづくりを位置づけているところである。こうした取組や農業生
産法人の行う農業関連事業を拡大する特区の活用により民間
活力を導入し、地域住民との様々なふれあいの場を通じて、地
域産業の活性化、農村景観や地域資源の保全を図り、魅力あ
る農村空間を創造する。

1005
・農業生産法人による農家民
宿の経営容認

都市農村
交流関連

第３回
平成17年
11月22日

471 20 長野県 20350 長和町
長和町福祉有償運
送セダン型車両特
区

長野県小県郡長和町の
全域

　本町では、高齢化率が３０％を超え、独居高齢者・高齢者世帯
も多い。また、公共交通機関については、民間バスが１社運行
しているが、町内の一部のみで町内全体をカバーするにはい
たっていない状況にある。このため、従来より外出支援サービ
スを実施してきたが、今後本特例措置を活用することによって、
増加が予想される移動困難者への移送サービスを確保すると
ともに、高齢者等の移動困難者の社会参加を容易にし、いつま
でも、住み慣れた地域・在宅でいきいきと生活ができる住みよい
地域づくりを推進し、当町の保健・福祉・医療の将来像”ひととし
て『輝き』続けるやさしいぬくもりの郷”の実現を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

472 20 長野県 20350 長和町
ながと有害鳥獣被
害防止特区

長野県小県郡長和町の
区域の一部（旧長門町）

　長門町は中山間地域に位置し、高齢化・過疎化による担い手
の減少が進むなかで荒廃遊休農地が増大している。農地の流
動化や新たな担い手の確保などによる農地の保全が課題であ
るが、近年の有害鳥獣による農作物被害の増大が農業収益の
減少のみならず営農意欲をも減退させている。そこで、有害鳥
獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者容認事業を活用し
て、狩猟免許保持者を中心に農業者自らが鳥獣害被害対策に
乗り出すことにより収益の安定、さらには地域の活性化を目指
すものである。

1303
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者容認事
業

環境・新エ
ネルギー

関連
第７回

平成24年
11月30日

473 20 長野県 20350 長和町
生き生き長和っ子
給食特区

長野県小県郡長和町の
全域

　長和町では、核家族化の進行と就業する女性の増加により、
子育て支援や保育所に対する期待が高まっている。町内には３
つの保育園があるが、よりきめ細かい対応をするため、子ども
達の発達段階に応じたバランスのとれた給食の促進を行うた
め、給食の外部搬入を導入する。これにより、食材の一括仕入
れを行い、地産地消を推進し、地域の活性化を進める。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１５回

平成27年
3月27日
申し出に
より取消

474 20 長野県 20361 下諏訪町 英語教育推進特区
長野県諏訪郡下諏訪町
の全域

　下諏訪町は、昭和５９年より英語を中心とする国際理解教育、
英語教育の推進を図るため、町単独で中学校にＡＬＴを採用し２
０年目を迎えた。国際社会の共通語として「英語」が中心となっ
ていることから「英語が話せ使える日本人」を目指して、小学校
1年から６年に英語科を設置し、特色ある授業カリキュラムを取
り入れ児童の発達段階に応じた活動内容を組み合わせ授業を
形成しする。また、全校にＡＬＴを派遣し学級担任とのティーム・
ティーチングによる指導と柔軟な教育課程を編成し、生きた英
語の習得と早期から国際感覚とコミュニケーション能力を養い、
個性的で表現力豊かな人材の育成を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

475 20 長野県 20381 高遠町
信州高遠花いっぱ
い特区

長野県上伊那郡高遠町
の全域

　建設・製造業者の農業経営参入により遊休農地を再利用して
通年に渡り花を観光客に楽しんでもらえるようにすることに加
え、行政や市民、ＮＰＯ等も協働し、高遠町の観光資源である
「タカトオコヒガンザクラ」を中心に「花の高遠」をブランド化して
いく。これにより、「ゆとりある生活」「自然回帰」など首都圏の
ニーズに応えた通年にわたる滞在型の観光地となるための基
盤を構築する。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

476 20 長野県 20403 高森町
高森町福祉輸送セ
ダン特区

長野県下伊那郡高森町
の全域

　本町は、中央アルプスの麓に位置し、扇状地と天竜川による
河岸段丘からなる特有の地形が公共交通網の発達を妨げる原
因となっている。町では、介護保険の要支援・要介護認定を受
けている人や障害者など外出が困難な移動制約者に対応する
移送政策の一つとして、福祉有償運送が有益なものと考えてお
り、セダン型等の一般車両の使用を可能とすることで、移送
サービスの充実を図るとともに、NPO法人や社会福祉法人等の
活動の活発化を促進することにより、地域福祉サービスの向上
を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

477 20 長野県 20413 天龍村
天龍村福祉輸送セ
ダン特区

長野県下伊那郡天龍村
の全域

　当村の地勢状況は、明治から繰り返されてきた統合により中
山間地域に多くの集落が点在し、その多くは高齢者世帯であ
り、村の高齢化率も４８％と極めて高い状況である。これらの状
況から近年移動制約者が急増しており、当村では、この問題の
解消は高齢者福祉の重要課題の一つであると認識している。
そこでセダン型車両についても福祉有償輸送を可能とすること
で、過疎地域に住む移動制約者の移動手段を確保し、生まれ
育った自分の地域に安心して住める環境を構築し、高齢化社会
に対応した、交通システムの構築を目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

478 20 長野県 20413 天龍村
地域と一体化した
プロジェクト教育推
進特区

長野県下伊那郡天龍村
の全域

　小学校の廃校をＮＰＯ法人が特区による校地・校舎の自己所
有用件を不要とする特定事業を活用して設立する学校法人に
貸与し、地域の高齢者の知恵と技術を子供教育に融合させた
地域特性を活かしたプロジェクト学習中心の教育を実践するこ
とにより、高齢者の生きがいづくりと子供の生きる力を育む教育
を実現する。

820(801-2)
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置

教育関連 第５回
平成19年
7月4日

479 20 長野県 20415 喬木村
喬木村福祉有償運
送セダン型車両特
区

長野県下伊那郡喬木村
の全域

　本村は、面積の多くを山林が占め、山間地に位置する。現状
の公共交通機関では、人口約７千人の移動について、住民の
希望を充分満たせておらず、特に、移動制約者にとっては、こ
のような山間地であることから、移動手段を確保することが大
変困難な状況である。このような状況下、本村においてはかね
てから移動制約者の移動手段の確保について、公共交通機関
の事業者等と交通システムの検討を行ってきた。今般、社会福
祉法人等を実施主体とし、セダン型等の一般車両を用いて有償
運送を行うことにより、移動制約者の社会参加を促進し、社会
福祉の向上を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

480 20 長野県 20416 豊丘村
豊丘村福祉有償運
送セダン特区

長野県下伊那郡豊丘村
の全域

　本村では高齢化率が２８％を超え、要介護認定者や身体障害
者、知的障害者、精神障害者等移動制約者も多く、必ずしも福
祉車両を必要としないものの、単独で公共交通機関を利用する
ことが困難な人が増加している｡そこで、福祉有償運送において
使用できる車両をセダン型車両にも拡大し、福祉ボランティア輸
送サービスを活性化することにより、移動制約者の行動範囲の
拡大を図り、自立と社会参加を促す。また、この福祉ボランティ
ア輸送事業を活性化させることで、移動制約者が安心して地域
に住み続けることのできる環境整備を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

481 20 長野県 20430 大桑村
大桑村障害者地域
ケア特区

長野県木曽郡大桑村の
全域

　障害者の主体性、選択性を尊重する支援費制度の施行にとも
ない、ディサービス事業への期待は高まっていることを踏まえ、
障害者共同作業所の設置等とあいまって、障害者（児）による
既存の指定通所介護事業所の利用を可能にすることにより、障
害者（児）の地域での自立支援と社会参加を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第１回（２）
平成19年
3月30日

482 20 長野県 20430 大桑村
切磋琢磨とこまや
か学習特区

長野県木曽郡大桑村の
全域

　小学校・中学校を通じて全学年を２学級体制とし、新たな学級
編制に伴い任用する教員の給与を村費で負担することにより、
互いに切磋琢磨してともに伸びる環境を設定し、生きる力の基
本となる「基礎・基本の学習の修得」を図る。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第１回（２）
平成18年
7月3日

483 20 長野県 20447 坂井村
さかい有害鳥獣被
害防止特区

長野県東筑摩郡坂井村
の全域

　坂井村は中山間地域に位置し、高齢化、過疎化による担い手
の減少が進む中で荒廃遊休農地が増大している。農地の流動
化や新たな担い手の確保などによる農地の保全が課題である
が、近年の有害鳥獣による農作業被害の増大が農業収益の減
少のみならず営農意欲をも減退させている．そこで本特例を適
用して、狩猟免許保持者を中心に農業者自らが有害被害対策
に乗り出すことにより収益の安定、更には地域の活性化を目指
すものである。

1303
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者の容認

環境・新エ
ネルギー

関連
第８回

平成24年
11月30日

484 20 長野県 20423 南木曽町 南木曽町教育特区
長野県木曽郡南木曽町
の全域

近年、高校中退者やニート・フリーターと呼ばれている若年
層、不登校生徒やさまざまな理由で進路変更を余儀なくされて
いる者が増えている。そこで本特区を活用し、｢自分のキャリア
デザインを描く高等学校」を設置し、若者に様々なキャリアを体
験させることで社会に復帰する力と意欲を身につけさせる。ま
た、学校と地域住民の協働により、新しい教育環境を構築する
ことで地域づくりを推進する。

816
・学校設置会社による学校設
置

教育関連 第１８回

平成26年
6月27日
申し出に
より取消

485 20 長野県 20449 波田町
波田町障害児（者）
社会参加促進特区

長野県東筑摩郡波田町
の全域

　波田町では、町民すべてが安心して豊かに暮らせる町づくり
を推進している。しかし、在宅知的障害者及び障害児の日中活
動の場としての障害者施設が当町には不足しており、身近な場
所でデイサービスが利用できない状態である。障害児（者）は町
外の障害者施設の利用を余儀なくされており、通所にあたり利
用者及び保護者に肉体的、精神的また、経済的に負担が重く
のしかかっている。そこで、町内の指定通所介護施設におい
て、知的障害児者及び障害児の受け入れを可能にし、障害者
が地域で生き生きとして暮らせる社会づくりを推進する。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

486 20 長野県 20449 波田町
波田町福祉有償運
送セダン特区

長野県東筑摩郡波田町
の全域

　当町には、公共交通機関として私鉄と民間１社のタクシー営
業所が２ヶ所あるが、これらの公共交通機関だけでは、要介護
者や障害者の移動制約者に対する移送サービスが十分に確保
されていない状況である。移動制約者のニーズに対応するた
め、特例措置の活用により、ＮＰＯ法人等による福祉有償運送
サービス事業の実施において、セダン型車両の使用を可能とす
ることにより、移動制約者の移動手段の確保するとともに、社会
参加の促進と地域福祉サービスの向上を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

487 20 長野県 20521 坂城町 さかきワイン特区
長野県埴科郡坂城町の
全域

　坂城町は、果樹栽培に適した地理的、気候的条件を活かし、
先駆的な技術導入により巨峰を中心としたぶどう、りんご等の
果樹産地を形成している。
　そのなかで現在、「坂城町ワイナリー形成事業」による醸造用
ぶどうの産地化、産業連携による経済活動への波及等を目指
した事業展開を図っており、本特例措置活用による特産果実
酒・リキュール製造事業への小規模事業者参入や組織化を支
援し、産地構造の変革を図る。

709(710) ・特産酒類の製造事業
産業活性
化関連

第３２回

平成27年
6月30日
申し出に
より取消

488 20 長野県 20541 小布施町
信州おぶせ緑のか
け橋特区

長野県上高井郡小布施
町の全域

　生産者の顔の見える「安全安心」の農産物の提供、夜なべ談
義や新鮮な野菜の朝採り体験等、農業体験や農村体験など滞
在型の都市農村交流を進めるため、農家民宿の開設を容易に
する特例を導入し、農業農村への理解を深める。これにより小
布施町のファンやリピーターを増やし、農産物の販路拡大につ
なげる。

407
1006

・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

都市農村
交流関連

第２回（第
３回変更）

平成17年
11月22日

489 20 長野県 20561 山ノ内町
北信州やまのうち・
よってかっしゃい！
農業特区

長野県下高井郡山ノ内町
の全域

　農業従事者の高齢化､後継者不足等により遊休荒廃農地が
増加し、一方では非農家や都市生活者は｢癒し」「くつろぎ」「食
の安全･安心」を求め、家庭菜園､農業体験､滞在型観光等の
ニーズが高まっている。農地取得に伴う下限面積要件を緩和
し､サラリーマン(定年後を含む）など非農家の農地取得を促進
するとともに、農家又は他産業従事者等、多様な主体による市
民農園の開設を促し、遊休荒廃農地の解消、都市農村交流空
間の整備､地産地消、グリーンツーリズム等の推進により地域
が一体となった産業の活性化を図る。

1002
1006

・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

都市農村
交流関連

第５回
平成17年
11月22日

490 20 長野県 20562 木島平村
木島平村デイサー
ビス事業バリアフ
リー特区

長野県下高井郡木島平
村の全域

　障害者の主体性、選択性を尊重する支援費制度の施行にとも
ない、ディサービス事業への期待は高まっていることを踏まえ、
障害者のケアマネジメント体制の構築を図りつつ、障害者（児）
による既存の指定通所介護事業所の利用を可能にすることに
より、障害者（児）の地域での自立支援と社会参加を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第１回（２）
平成19年
3月30日

491 20 長野県 20581 信州新町
信州新町福祉輸送
サービスセダン型
車両特区

長野県上水内郡信州新
町の全域

　当町は集落が山間部に点在しているため、町営バスを運行し
住民の足の確保に努めているが、本数が少なく、利便性が確保
されているとは言い難い状況である。また、高齢化率も約３９％
と県平均を大きく上回っており、停留所まで歩くのが困難な人も
年々増加している。このため、社会福祉法人が行う福祉有償運
送においてセダン型車両も使用可能とすることにより、移動制
約者が安心して利用できる移動手段を安定的に確保するととも
に、要介護度の進行防止、移動制約者や家族の社会参加の促
進および在宅福祉の推進等を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

492 20 長野県 20584 牟礼村
牟礼村地域活性化
特区

長野県上水内郡牟礼村
の全域

　農業従事者の高齢化や兼業化により、担い手の減少による遊
休荒廃地の増加が深刻な問題となってきており、今後、環境問
題や災害対策等にも大きな影響を及ぼすことが懸念される。こ
れらの問題は、農業内部の対応だけでは解決できない状況に
あることから、農業生産法人以外の法人（牟礼村ふるさと振興
公社等の企業）の農業への参入により、遊休農地の解消や特
産品目のとしてのそば・米・果樹等を栽培することにより、農地
の適正かつ効率的な利用を促進し、地域農業の活性化を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第５回
平成17年
11月22日

493 20 長野県 20590
長野県上水内郡
飯綱町

飯綱町地域住民支
援特区

長野県上水内郡飯綱町
の区域の一部（旧三水村
の全域）

　知的障害者及び障害児による既存の指定通所介護事業所の
利用を特例の導入により可能にすることにより、障害者（児）の
地域での自立支援と社会参加を図るとともに、高齢者や障害者
等移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保されていな
いことから、社会福祉協議会があらかじめ登録した会員に対
し、安心かつ安全な有償輸送サービスを提供する特例により、
移動制約者の自立支援と地域福祉の増進を図る｡

906

1206

・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第２回（平
成16年6
月14日、
平成17年
10月1日
変更）

平成19年
3月30日

494 20 長野県 20928 南信州広域連合
南信州広域連合福
祉有償運送セダン
型車両特区

長野県下伊那郡松川町、
阿南町、清内路村、阿智
村、平谷村、根羽村、下
條村、売木村、泰阜村及
び大鹿村の全域

　当地域は、長野県の南端に位置する中山間地域であり、高齢
化が急速に進んでいる。また、圏域内にはバス等の公共交通
機関が不足しており移動が困難な地域である。要支援・要介護
者、障害者等の移動制約者は年々増加してきており、今後も引
続き増加することが予想されことから、移動手段の確保は急務
となっている。こうしたことから、本支援措置の活用により、福祉
有償運送において使用可能な車両の範囲を拡大してセダン型
等一般車両の使用を可能とし、ＮＰＯ法人等の活動を充実させ
ることにより、移動制約者の自立支援、社会参加を促進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

495 21 岐阜県 21000 岐阜県
美しいひだ・みの
景観特区

大垣市、高山市、多治見
市、瑞浪市、土岐市、可
児市及び瑞穂市並びに
岐阜県可児郡御嵩町の
区域の一部

　美観風致の維持・公衆に対する危害の防止のため、屋外広告
物法第７条で定める要件に従い、市町において違反広告物を簡
易除却しているが、要件に当てはまらないため簡易除却ができ
ず、路上に放置されている違反広告物が多く、街の美観を損ね
てい
る。当該特区を設定することにより、要件の緩和及び除却物件
の拡大が図られ、実効性のある簡易除却が実施されることによ
り、違反広告物の減少、良好な景観形成並びに住民の意識高
揚及び景観形成に向けた活動を促進する。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化及び対象拡大

まちづくり
関連

第３回、第
４回

平成17年
7月19日

496 21 岐阜県 21000 岐阜県
スイートバレー・情
場形成特区

岐阜市、大垣市、関市、
美濃市の全域及び各務
原市の区域の一部（旧各
務原市）

　県南部地域の木曽三川流域を中心とした地域に、世界有数
の先端技術産業集積地の形成を目指す「スイートバレー構想」
において、１）高度なＩＴ関連産業や優秀な人材の一層の集積、
２）地域情報化の推進、を目指しており、高度情報化社会におけ
る付加価値の高い情報やサービスの生産現場「情場」の形成を
図る。

103
403

501502503
504
507
202
404
813
815

・公道におけるロボット歩行等
実験の許可の円滑化
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認
・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・外国人情報処理技術者の在
留期間延長
・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・地方公共団体による通信事
業者への通信回路の開放
・国有施設等の廉価使用の拡
大

ＩＴ関連

第１回（１）
（第３回、
第５回、第
６回変更）

平成19年
3月30日

497 21 岐阜県 21000 岐阜県
岐阜県福祉有償運
送セダン型車両特
区

岐阜県の区域の一部（岐
阜県の全域のうち多治見
市域を除く地域）

　岐阜県では県内各地で要介護高齢者や身体障害者等の移動
制約者の移動手段として、以前からボランティア団体やＮＰＯ法
人により有償のボランティア移送が実施されている。平成16年3
月に国から「福祉有償運送等に係る道路運送法による許可の
取扱い」が出され、このガイドラインに沿い手続きが進められて
いるところである。しかし、このガイドラインにおいて認められる
車両については、リフト等を備えた福祉車両のみとされているた
め、セダン型車両を使用している団体についてもガイドラインの
適用対象とし、福祉輸送サービスの活性化を図ることにより、移
動制約者の日常生活における移動利便性の向上を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

498 21 岐阜県 21000 21201
岐阜県、
岐阜市

岐阜市中心商店街
再生特区

岐阜市の区域の一部
（柳ヶ瀬地区及び駅前地
区）

　当該区域では、モータリゼーションの進展や長引く不況によ
り、歩行者通行量の減少、空き店舗の増加、大型店の閉店が
相次いでる。こうした衰退傾向に歯止めをかけ、魅力ある中心
市街地を目指すため、岐阜市では大規模小売店舗立地法の特
例により手続き期間を短縮し、手続きを簡素化することで、駅前
再開発を核とした商業核の誘導、商店街の企画力向上と賑わ
いの創出を図る。

1102
・中心市街地における商業の
活性化（大規模小売店舗立地
法の特例）

まちづくり
関連

第３回
平成19年
3月30日

499 21 岐阜県 21201 岐阜市
岐阜市きれい・すっ
きり簡易除却モデ
ル特区

岐阜市の区域の一部

　美観風致の維持・公衆の安全確保のために､屋外広告物法に
定める要件に従い違反広告物を簡易除却しているが､要件に当
てはまらないため簡易除却ができず､路上に放置されているも
のが少なからずある。
　岐阜市内でも､特に美観風致の維持・公衆の安全確保が必要
な地域の簡易除却対象を拡大することによって、路上に放置さ
れている違反広告物を全て簡易除却することができるようにし、
景観を良好に整備するとともに、住民や来岐者に対して岐阜市
のモデル的な取り組みを発信する。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化及び対象拡大

まちづくり
関連

第３回
平成17年
7月19日

500 21 岐阜県 21201 岐阜市
岐阜市駐車場運営
特区

岐阜市の区域の一部（岐
阜駅北地区）

　ＪＲ岐阜駅北口の岐阜市駅西駐車場では、周辺民間開発によ
る駐車需要の増加が見込まれ、開発事業の進捗状況に応じて
利用者の求めている多様な料金制度や各種サービスをスピー
ディーに実施することにより、駐車場利用者へのサービスの拡
大と地域全体への来訪者の利便性の向上、さらには周辺地域
における民間開発事業の促進を目指す。

1211
・駐車場料金の設定・変更手
続きの容易化

まちづくり
関連

第３回
平成18年
3月31日

501 21 岐阜県 21201 岐阜市
福祉サービスの向
上特区

岐阜市の全域

　障害児通園施設の調理業務を外部委託することにより、提供
される食事の質の向上と効率的な運営による経費の削減を図
るとともに、デイサービス事業など在宅福祉サービスの拡充を
図ることにより、市内の障害児・者に対して多様な福祉サービス
を提供するとともに、サービス提供基盤の整備を図る。

909(917)
918

・肢体不自由児施設等におけ
る調理業務の外部委託の容
認
・人員及び設備要件を緩和し
た単独型児童短期入所事業
所の設置

生活福祉
関連

第１回（２）
（第３回、
平成16年
6月14日
変更）

平成18年
7月3日

502 21 岐阜県 21201 岐阜市
不登校生徒を対象
とした「ぎふ・学び
の部屋」特区

岐阜市の全域

　岐阜市では不登校児童・生徒への対応を図るため様々な諸
施策を行ってきた結果，現在不登校の増加に歯止めがかかっ
ている。さらに効果をあげるために，不登校生徒が学校へ復帰
する際の阻害要因である学習の遅れを解消し，学習への自信
や意欲を育むことをめざし，通級式の「ぎふ・学びの部屋」を設
置する。その中で，市費負担講師を配置し，学校との連携を図
りながら、一人一人の実態を踏まえた習熟度別の補充学習など
を柱とする弾力的な教育課程の編成・実施により，在籍校への
復帰や社会的自立を支援していく。

803(818)
810

・不登校児童生徒対象学校設
置に係る教育課程の弾力化　
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第３回
平成18年
7月3日

503 21 岐阜県 21201 岐阜市
岐阜市  人と地球
にやさしい公共交
通利用促進特区

岐阜市の区域の一部（一
般国道２１号、１５６号及
び主要地方道岐阜環状
線に囲まれた市街地と岐
阜大学周辺を結ぶ地区）

　岐阜市は自動車依存度が極めて高く、交通渋滞、公共交通の
衰退、中心市街地の空洞化、環境問題等が顕在化している。こ
れら課題に対応するためには、バスやタクシー等公共交通を都
市の装置として位置づけ、公共交通の走行・利用環境整備、
ネットワーク化を推進し、利便性の高い公共交通の実現を図っ
ていく必要がある。今回地域参加型の協議会を設立し、協議会
が策定した公共交通機関等の利用促進のための計画に基づき
交通規制を実施することで、公共交通への転換・意識高揚が図
られ、本市の抱える問題解決に繋がる。

104
・地域参加型の公共交通利用
促進計画に基づく交通規制の
実施

まちづくり
関連

第７回
平成23年
6月29日
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
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特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

504 21 岐阜県 21201 岐阜市
岐阜発「英語でふ
るさと自慢」特区

岐阜市の全域

　早期から英語に慣れ親しませ，小学校中学年から系統的・計
画的に英語教育を実施し，日常生活における簡単な英会話が
できるようにする。そのために，小学校第３学年から第６学年に
教科としての「英語」を新設し，学級担任が主体となって英語教
育を実施していく。具体的には，義務教育９か年を見通した英
語教育のカリキュラム作成，指導法の開発，教員研修の充実等
を行う。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第３回
平成20年
7月9日

505 21 岐阜県 21202 大垣市
ほほえみスタディ
サポート特区

大垣市の全域

　引きこもりの状態の児童生徒が、自宅等において一定の学習
を行うために、学習ボランティアが定期的に訪問して支援を行う
とともに、学校や教育研究所は直接あるいは学習ボランティア
を通して評価等を行うこととし、在籍校の校長が、自宅等の学
習であっても指導要録上の出席扱いとする特例を導入する。こ
の学習支援から、学校復帰へのきっかけとする。

805
・ＩＴ等の活用による不登校児
童生徒の学習機会の拡大

教育関連 第２回
平成17年
11月22日

506 21 岐阜県 21202 大垣市
大垣市幼保一体化
運営特区

大垣市の全域

　大垣市では、少子化が進んでいる地区の子どもの育ち合いの
環境を確保するため、現行施設を最大限活用し、幼稚園と保育
所の一体化運営施設を設置することとした。この施設におい
て、幼稚園児と保育所児の合同活動を実施し、それぞれの保育
室を利用し、適正な集団のなかで年齢別で同じカリキュラムに
よる幼児教育・保育を実施し、一体的運営を進める。

807
914
823
921
831

・幼稚園児と保育所児の合同
活動
・幼稚園と保育所の保育室の
共用
・幼稚園の基準面積算定方法
の弾力化

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

507 21 岐阜県 21202 大垣市
大垣市サテライト
型特別養護老人
ホーム設置特区

大垣市の全域

　本体施設である特別養護老人ホームと密接な連携を確保しつ
つ、本体施設とは別の場所で運営する個室・ユニットケア型の
サテライト型特別養護老人ホームを整備する。このことにより、
高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できることとなるほか、
サテライト施設を核とした福祉サービスを提供することにより、
「一人ひとりのこころを大切にし、誰もが安心して暮らせるまち
大垣」の実現を目指す。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第７回
平成18年
7月3日

508 21 岐阜県 21202 大垣市

大垣市認知症高齢
者グループホーム
の短期利用事業特
区

大垣市の全域

　本市では、全国で初めて24時間ホームヘルプサービス事業を
始めるなど、在宅福祉施策を積極的に推進している。近年、高
齢化の進展に伴い要介護等高齢者数が数年前に比べ倍増して
おり、介護者の休息など認知症高齢者の在宅生活を支援する
ための短期入所サービスの充実が求められている。そこで、認
知症高齢者グループホームの一部の部屋について、短期入所
サービスとしての機能を設け、あらかじめ利用期間（退所日）を
定めて認知症高齢者グループホームを利用できるようにするこ
とにより、在宅で生活する認知症高齢者の臨時、緊急ニーズ等
に対応し、住民がいつまでもなじみの場所で生活できる地域づ
くりを推進する。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第８回
平成18年
7月3日

509 21 岐阜県 21202 大垣市
大垣市地域密着型
福祉サービス特区

大垣市の全域

　現在、市内には介護保険事業所が多数存在し、小規模多機
能型居宅介護事業所については３ヶ所ある。しかし、障害者や
障害児が利用できる事業所は少ないのが現状がある。そこで、
小規模多機能型居宅介護事業所の、「通う」「泊まる」「訪問す
る」という機能を活かし、障害者・障害児に利用していただき、家
族等の介護負担の軽減や、世代を超えた交流ができると予想さ
れる。また、誰もが住み慣れた地域で生活できる環境を作るこ
とができ、地域の活性化にも繋がると考えられる。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児
（者）の受入事業

生活福祉
関連

第１４回
平成28年
6月17日

510 21 岐阜県 21202 大垣市
水都っ子わくわく英
語プラン特区

大垣市の全域

　市内には外国人が増加している。学校では，オーストラリア
「グレンアイラ市」など海外６都市と交流も継続的に行われてい
る。その中で 小学校では，総合的な学習の時間に国際理解教
育の一環として「英語活動」を実施してきた。今後さらに，小・中
学校との連携を図り，英語学習に抵抗なく取り組めるようにする
ために，小学校３学年から６学年に「英語科」を新設する。この
ことで，小学校段階から，英語によるコミュニケーション能力の
基礎を身につけ，自分のことや大垣市のことを外国人に積極的
に英語で話す児童の育成をめざす。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

511 21 岐阜県 21202 大垣市
大垣市ＩＴエキス
パート育成特区

大垣市の全域

　大垣市では、岐阜県との共同事業としてソフトピアジャパンプ
ロジェクトを推進しており、高度なＩＴ人材の集積が急務である。
また、大垣市ＩＴ戦略計画に基づき、ＩＴ社会をリードする人材の
育成に取り組んでいる。このため、「初級システムアドミニスト
レータ試験」及び「基本情報技術者試験」に係るの特例措置を
活用し、さらなるＩＴ人材の育成を図る。この取組により、企業へ
高度なＩＴ人材を供給し、活力ある地域経済を実現するほか、ＩＴ
活用促進による市民生活の向上を目指す。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第９回
平成22年
11月30日

512 21 岐阜県 21203 高山市
国府町生き活き農
業特区

高山市の区域の一部（旧
国府町）

　国府町では遊休農地が年々拡大しているところであるが、特
に遊休農地が多く、かつ今後も拡大が危惧される山裾地域を中
心に、農業生産法人以外の特定法人による農業参入を図り、不
足している農業労働力を確保するとともに、遊休農地を活用し
た特産品の生産拡大や寒冷山間地域に適した高付加価値作
物の生産振興の取り組みを行い、地域の活性化を目指す。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連

第６回（平
成17年2
月1日変

更）

平成17年
11月22日

513 21 岐阜県 21204 多治見市 キキョウ学習特区 多治見市の全域

　引きこもり状態の不登校児童生徒に対して、ＩＴ等の機器を活
用した学習支援を行い、自宅での自習を出席扱いすることによ
り学習意欲を喚起する。あわせて大学生が定期的に訪問した
り、ＩＴ等の機器を活用してより多く外部と接触させ、社会とのつ
ながりを広げることで、社会への興味・関心を持たせ、引きこも
り状態の解消を目指す。

805
・ＩＴ等の活用による不登校児
童生徒の学習機会の拡大

教育関連 第１回（２）
平成17年
11月22日

514 21 岐阜県 21204 多治見市
多治見福祉輸送セ
ダン特区

多治見市の全域

　市街地とともに、昭和５０年代に名古屋市のベッドタウンとして
開発された住宅団地の一部がシルバータウン化し始めている
が、移動を確保する路線バスは主要道路に偏っており、地域に
よっては最寄りのバス停まで遠く、周辺地域に居住する高齢者
や障害者等にとって不便な状況にある。このため、要介護高齢
者や身体障害者等の移動制約者の移動手段として、ボランティ
アによる有償運送においてセダン型車両を使えるようにするこ
とで、移動制約者の日常生活における移動の利便性を向上さ
せ、住み慣れた地域で安心して過ごすことができる地域社会の
実現を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回（平
成18年3
月31日変

更）

平成19年
3月30日

515 21 岐阜県 21204 多治見市
多治見障害児者デ
イサービス特区

多治見市の全域

　多治見市では、障害者が年々増加傾向しているものの、障害
児者に対する指定デイサービス事業所数は少なく、障害児者や
その家族のニーズに十分対応できない状況である。そこで既存
の指定通所介護事業所を有効活用して高齢者と障害児者のデ
イサービスの相互利用を行うことにより、在宅介護サービスの
充実を図る。こうした取組により、従来の高齢者、障害児・者と
いった対象者別に行ってきた福祉施策から、障害の有無にかか
わらずだれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社
会」、障害児・者が障壁を感じることなく権利に基づく生活を送
れる社会を目指す。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
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地方公共団

体コード
（１）
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申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

516 21 岐阜県 21208 瑞浪市 幼児教保育特区 瑞浪市の全域

　市立幼稚園３施設及び市立保育所７施設のそれぞれにおい
て一部保育室を共有化し、当該地区内の保育所又は幼稚園の
分園とし、幼稚園児及び保育所児の合同活動を実施する。ま
た、当該特区計画を実施していくにあたって、幼稚園施設内の
保育所分園の保育所児に対して、市立給食センターから配膳を
行う。これらにより、住民のニーズに合った平等な保育サービス
の提供を図る。

807
914
920
823
921
831

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・公立保育所における給食の
外部搬入
・幼稚園と保育所の保育室の
共用
・幼稚園の基準面積算定方法
の弾力化

幼保連
携・一体
化推進関

連

第２回
平成22年
11月30日

517 21 岐阜県 21214 可児市
ＩＴ等を活用した学
校復帰支援特区

可児市の全域

　不登校児童生徒に対し、学校復帰支援プログラムに従って引
きこもり状態からの脱却を希求させ、その際に障害となる登校
日数の不足、それに伴う学習の遅れ、集団生活に対するおそ
れなどを取り除くため、家庭訪問等の支援を行いながら、ＩＴ等を
活用した学習活動や体験活動を出席扱いとするための条件整
備を行う。

805
・ＩＴ等の活用による不登校児
童生徒の学習機会の拡大

教育関連 第１回（２）
平成17年
11月22日

518 21 岐阜県 21217 飛騨市

河合・宮川村デマ
ンド式ポニーカー
システム有償運送
特区

岐阜県吉城郡河合村及
び宮川村の全域

　村営バス・スクールバス以外に公共交通機関がないため、特
例の導入により、車の運転ができない高齢者等の輸送の確保
に河合宮川シルバー人材センターを中心に住民ボランティアが
サービス実施運転者として登録し、登録した運転者が最寄りの
公共交通機関にアクセス出来る地点、あるいは診療所、買い
物、その他日常生活の移動の目的地等まで当該住民に対して
輸送サービスを提供する。

1207
・交通機関空白の過疎地にお
けるボランティア輸送の有償
化

生活福祉
関連

第2回
（第４回変

更）

平成16年
6月14日

519 21 岐阜県 21221 海津市
海津市幼保連携的
給食特区

海津市の全域

海津市では、少子化による児童数の減少を受け、将来的な幼
保一元化・一体化を検討しており、これとあわせて来年度に竣
工される給食センター（市内1箇所）から給食を提供することで
経費を節減し、延長保育、一時保育、地域子育て等の拡充など
他の保育サービスの充実を図ることとしている。

また、食育の推進とあわせ、地域の食材を使用した給食を提
供するなど、「海津健康づくりプラン」の実現を目指す。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１７回
（２）

平成22年
11月30日

520 22 静岡県 22000 静岡県
しずおか景観形成
促進特区

熱海市及び三島市の区
域の一部

　近年急増しているプラスチック製や金属製等のはり札及び立
看板並びにのぼり旗等、現行の屋外広告物法では簡易除却不
可能な違反広告物を、簡易除却の対象とすることにより、熱海
市及び三島市における美観・風致の維持増進及び市民が主体
となった景観形成の取組みを推進する。こうした取組により、地
域における景観保全意識の高揚を図り、県下全域における屋
外広告物施策の推進につなげていく。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化及び対象拡大

まちづくり
関連

第４回
平成17年
7月19日

521 22 静岡県 22000 静岡県 国際港湾交流特区
静岡市の区域の一部（清
水港臨港地区)

　清水港の先進の港湾システムを活かして、国際競争力を高め
る24時間フルオープン型の物流体制を実現させ、全国港湾の
国際競争力の向上と地域経済の活性化を図る。

701
702

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における
通関体制の整備

国際物流
関連

第１回（１）
平成17年
11月22日

522 22 静岡県 22000 静岡県
先端健康産業集積
特区

三島市及び静岡県駿東
郡長泉町の全域

　医薬品・医療用具製造事業所の集積や国立遺伝学研究所を
はじめとする医薬、食品、バイオ関連研究機関の立地、県立静
岡がんセンターの開院等の地域特性を活かして、世界レベルの
高度医療を目指した「研究開発の促進と健康関連産業の振興・
集積」を図り、県民の健康の増進と我が国経済の再生に貢献す
る。

501502503
504

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第１回（２）
平成19年
3月30日

523 22 静岡県 22000 静岡県
静岡県福祉有償運
送セダン型車両特
区

静岡県の全域

　障害福祉制度の抜本的改正が予定され、移動制約者の輸送
ニーズの増大も予想される中、県内における公共交通は、移動
制約者のニーズに必ずしも十分に対応できる状況にない。この
ため、知的障害者や発達障害者などの移動制約者の移動手段
を確保するための介護輸送について、福祉車両のほか、地域
の実情に応じて一般的なセダン型車両も利用できることとし、移
動制約者がＮＰＯ等の福祉輸送サービスも利用できる途を開
き、タクシー等公共交通と福祉有償運送の協働による障害者等
の移動制約者の外出機会の確保及びその社会参加を促進す
る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

524 22 静岡県 22000 静岡県
自動車輸送効率化
特区

静岡県の全域

本県は、大手自動車メーカーの工場を中心に、部品製造を行な
う中小企業の高度な集積が形成された我が国を代表する輸送
用機器の工場地域である。しかしながら、国際競争が激しくなる
一方で、産業の空洞化が危惧されており、効率的な物流システ
ムを構築し、地域の競争力を高めることが喫緊の課題となって
いる。このため、本特例を活用することで積載効率の高い21mフ
ルトレーラを導入し、自動車輸送の効率化を図り、輸送コストの
削減、運行回数削減による交通量やCO2の削減を実現し、自動
車生産地の雇用確保ひいては地域における産業の活性化を図
る。

1223
・長大フルトレーラ連結車によ
る輸送効率化事業

国際物流
関連

第24回
平成26年
6月27日

525 22 静岡県 22000 22202
静岡県及び浜松
市

光技術関連産業集
積促進特区

浜松市の区域の一部（旧
浜松市、旧天竜市、旧浜
北市、旧細江町、旧引佐
町）

　浜松地域における光技術関連産業の集積を図るため、光・電
子関連の研究開発や人材の育成、起業化・製品化を進めてい
るが、外国人研究者の在留期間の延長や入国審査等の迅速化
などの特例により、研究開発の計画的な推進や外国人研究者
が安心して業務に専念できる環境を整えるとともに大学の試験
研究施設の廉価使用の拡大などの特例措置を適用することに
より、関連産業の集積を加速させ、地域の活性化を図る。

501502503
504
704
705
813
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第２回（平
成16年6
月14日、
平成17年
10月1日
変更）

平成19年
3月30日

526 22 静岡県 22000 22222

静岡県、沼津
市、伊豆市、下
田市及び伊豆の
国市並びに静岡
県賀茂郡東伊豆
町、河津町、南
伊豆町、松崎町
及び西伊豆町

伊豆アドベン
チャーレース特区

伊豆市、沼津市、下田市
及び伊豆の国市並びに
静岡県賀茂郡東伊豆町、
河津町、南伊豆町、松崎
町及び西伊豆町の全域

　伊豆半島における過疎化防止と地域の活性化のため、魅力
ある地域づくりをしていく必要がある。このため、「伊豆新世紀創
造祭」において総合賞を獲得した伊豆アドベンチャーレースの
コースエリアの拡大とともに、将来的には世界大会を目指して
いる。当レースを核として、国立公園が広範囲に指定されてい
る伊豆の大自然を利用したスポーツ大会などのイベント等の開
催や都市と農村との交流、コミュニティ活動の推進などにより、
観光振興ひいては地域経済の活性化、地域雇用の創出を図
る。

1301・1302
・国立、国定公園の特別区域
におけるイベントの容易化

都市農村
交流関連

第５回
（平成17
年4月27
日、平成
17年9月1
日変更）

平成18年
7月3日

527 22 静岡県 22201 静岡市
中枢都市型企業人
育成特区

静岡市の全域

　中枢都市にふさわしく高度な都市型産業を担う人材が求めら
れている中で、静岡市は、市の中心地区に「SOHOしずおか」、
「産学交流センター」（中小企業支援センター）を開設し、産業
界、大学、行政との連携事業を進めている。これにより、新事業
への進出、企業、経営革新などに挑戦する人材の育成や新企
業、新事業の創出に取り組んでいる。
　このような取り組みをさらに強化するため、専門的な知識を有
した人材を育成する株式会社大学の誘致や高度なIT技術者を
育成する体系を整え、即戦力となる優れた人材の養成をはか
り、地域経済の活性化を進めていく。

816
828
829

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・学校設置会社による学校設
置事業
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置事業
・空地に係る要件の弾力化に
よる大学設置事業
・修了者に対する初級システ
ムアドミニストレータ試験の午
前試験を免除する講座開設
事業
・修了者に対する基本情報技
術者試験の午前試験を免除
する講座開設事業

産学連携
関連

第５回

平成23年
3月25日
申し出に
より取消

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030908/030908keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

528 22 静岡県 22202 浜松市
元気なはままつ農
業特区

浜松市の区域の一部（農
業振興地域内の農用地
区域）

　本市の農業を取り巻く環境は、都市化の進展・農業従事者の
高齢化や担い手の不足に伴い、遊休農地が拡大している。近
年は、農産物に対し安全性や新鮮さを求める消費者の増加な
どにより、「地産地消」や「環境保全型農業」への関心も高まって
いる。新しい担い手の参入による農業就業形態の多様化と併
せ、物作り産業などの異業種からの農業への参入を活かした
新しい農業形態により、地元で作った安心・安全な農産物を地
元で加工･販売・消費する「地産地消」や「環境保全型農業」を取
り組む都市型農業により浜松農業の活性化を目指す。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

529 22 静岡県 22203 沼津市 戸田幼保教育特区
沼津市の区域の一部（旧
静岡県田方郡戸田村の
全域）

　本村では少子化が進み、乳幼児の社会性を涵養することが困
難となったことや、保護者より幼保一体化の要望が高まったこ
とから、これまでの幼稚園・保育園を一体化し、幼保園として運
営することにより、多様な保育ニーズや社会の変化に対応し、
併せて乳幼児の健やかな成長を促進する。また、教育委員会
への事務の一元化により、乳幼児教育・保育におけるハード面
とソフト面の充実を図る。

807
914
916

・幼稚園児と保育所児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回（平
成17年4
月1日変

更）

平成17年
11月22日

530 22 静岡県 22203 沼津市
沼津市言語教育特
区

沼津市の全域

　近年、子どもたちの言語環境の悪化が指摘されているが、沼
津市においても対人関係の不安定さを抱えている児童生徒へ
の指導が教育課題の一つとして上げられている。このため、論
理的思考力を含む読解力の向上により言葉の応用力の育成を
目指す「読解の時間」と、中学校卒業段階の英語力を確かなも
のにし実践的コミュニーション能力の育成を目指す「英語の時
間」からなる「言語科」を新設することにより、「夢を持つ子、夢に
挑戦する子、存在感を感じることができる子」「世界に羽ばたく
沼津の子」を育成する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

531 22 静岡県 22206 三島市
早期幼児教育入園
特区

三島市の全域

　少子化や核家族化の影響により、幼稚園入園前に家庭や地
域で幼児の社会性を涵養することが困難になってきている。３
歳未満児が同年齢や異年齢の幼児と共に活動できる機会の充
実を図り、心身の発達を助長するため学校教育法第８０条の規
制の特例により、満３歳に達する年度当初から私立幼稚園に入
園することを可能にする。このことにより、家庭と幼稚園の連携
による保護者の育児不安の解消、私立幼稚園の個性豊かな４
年間一貫教育による計画的かつ適切な教育課程の下での幼児
期の人間形成の基礎を培うことが期待される。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

532 22 静岡県 22206 三島市
三島市ＩＴ人材育成
特区

三島市の全域

　 本市は、これまで静岡県と共同で「SOHOみしま」を設立し、
起業家支援や先端技術企業の誘致に取組んでいる。また、県
が推進する「ファルマバレー構想（富士山麓先端健康産業集積
構想）」の核となる地域のひとつであり、医薬関連企業のほかＩＴ
関連企業の誘致や連携を図り、構想を実現させる上でもＩＴの技
術力の高い人材の育成が必要となってくる。本特例措置を活用
し、初級システムアドミニストレータ試験及び基本情報技術者試
験の合格者数を増加させ、地域産業の情報化推進や競争力の
強化を図り、雇用創出や地域経済の活性化を目指す。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

533 22 静岡県 22208 伊東市
伊東市書道教育特
区

伊東市の全域

　文化事業や芸術の盛んな伊東市において、書道の向上は、
文化と地域発展のための重要な要素であり、教育に寄せる市
民の期待には大きなものがある。一方、児童の「表現力の向
上」「心の教育の充実」などは、伊東市の教育課題として取り上
げられており、それらを解決していくことが求められている。そこ
で、特例を活用し、小学校第１・２学年の教育課程に「書道科」を
位置付け、書道の基礎を身に付けさせるとともに、書道を通して
日本の伝統文化への関心を高めたり、美意識や自省心などを
培ったりして、児童の心の教育の充実・豊かな感性の涵養を図
る。

802 ・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第９回
平成20年
7月9日

534 22 静岡県 22211 磐田市
「歴史と文化のま
ち、ふるさと先生制
度」特区

磐田市の全域

　本市では、従来から「学校いきいきプラン補助員」や「特別に
支援を要する学級への補助員」を配置し、確かな学力の定着
や、よりよい学級づくりを通して心の教育を目指してきた。今回
の特例により、学級担任等の責任と役割を持つ地域に根ざした
市費負担教員「ふるさと先生」を任用し、３５人学級を実施する。
このことにより、一人一人の学力や心の状態を正確に把握し、
個の実態に応じた目標や指導計画を立て、新市教育の重点で
ある「確かな学びの力」「郷土を愛する豊かな心」を持つ子の育
成を目指す。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連

第６回
（平成17
年4月1日

変更）

平成18年
7月3日

535 22 静岡県 22213 掛川市
保育一元・幼保一
元特区

掛川市の全域

　平成１２年に策定した「掛川市幼児教育振興計画」に則り、就
学前の児童に保育園・幼稚園の区別なく同一の場所で同一内
容の保育を実施し、質の高い幼児教育を保障していくため、現
在、市内の公私立幼稚園・保育園の再編成を進めており、これ
と合わせ、幼稚園児と保育園児の合同活動を可能とし、より質
の高い幼児教育・保育を展開する。

807
914
916

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成17年
11月22日

536 22 静岡県 22222 伊豆市
伊豆市人あった
か・子供いきいき給
食特区

伊豆市の全域

　伊豆市は、平成１６年に４町が合併して誕生した市で、市内に
８公立保育所・２私立保育所・５公立幼稚園を有する。しかし、
少子高齢化の急激な進行により保育所への入所児童が減少
し、保育所の再編、幼保一元化が検討されている中、多様な
ニーズに対応するには、効率的な施設整備、人員配置が必要
となってくる。
　このため、市立保育所の給食を施設に余裕のある市内の学
校給食センターで一元調理、集中管理することにより、経費の
節減を図り、保育所、幼稚園、小学校、中学校までの一環した
食育の実施を可能とする。また、伊豆市で生産された食材を積
極的に使用し、地産地消、食育の推進を図る。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１９回

平成29年
5月16日
申し出に
より取消

537 22 静岡県 22342 長泉町
長泉町書道教育特
区

静岡県駿東郡長泉町の
全域

　文化芸術活動の盛んな長泉町においては、特に、書道教室な
どにおいて、子どもから大人まで書道に親しみ、町民文化祭な
どへの出品も盛んである。また、書道教育は文化と地域発展の
ための重要な要素であり、書道教育に寄せる町民の期待は大
きい。町内では、一方、児童の「表現力の向上」「心の教育の充
実」などは、今後の教育課題として取り上げられている。そこ
で、特区を活用し、小学校教育課程の中に「書道科」を新設し、
年間を通して計画的に指導を行うことにより、日本の貴重な伝
統芸術の一つである書道を核として、表現力の向上や心の教
育の充実を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１３回
平成20年
7月9日

538 22 静岡県 22424 吉田町 吉田町教育特区
静岡県榛原郡吉田町の
全域

　静岡県の中央に位置し温暖な吉田町は、地理的条件に恵ま
れており、豊かな自然環境と調和した自立したまちづくりを目指
す地方都市である。一方、吉田町においても不登校や中途退学
などの教育的課題が存在しており、町としても教育相談などの
対策に取り組んでいる。こうした中、さらに高校段階における支
援を行うために、株式会社立の広域通信制高等学校を設立し、
不登校や引きこもり、高校中退者などの問題を抱えた青少年が
学習を行う環境を整えて希望と生きがいを与え、社会的復帰の
支援を行う。これにより、地域の課題を解決するとともに、町の
新たな魅力を内外に発信し、吉田町の地域の活性化に繋げる。

816
820(801-2)

・学校設置会社による学校設
置
・校地、校舎の自己所有を要
しない小学校等設置

教育関連 第９回

平成23年
6月29日
申し出に
より取消

539 23 愛知県 23000 愛知県
中部臨空都市国際
交流特区

常滑市の全域並びに名
古屋市、春日井市及び小
牧市並びに愛知県西春
日井郡豊山町の区域の
一部（名古屋空港）

　中部国際空港近接部において、24時間空港の開港や製造業
の集積地としての優位性を背景に、国際空港機能を活用した国
際的な交流拠点の整備・集積を図るとともに、燃料電池等の新
エネルギーの導入による環境負荷の少ないまちづくり・ものづく
りの実現を目指す。

701
1201

・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更
等の柔軟化

国際物流
関連

第１回
(２)、第５

回

平成17年
7月19日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

540 23 愛知県 23000 愛知県
あいち新たな農業・
関連産業人づくり
特区

愛知県の全域

　愛知県立農業大学校長が、同校の学生・研修生及び同校を
卒業した者に対し、就農又は就職先として県内の農家、農業法
人及び農業関連産業への無料職業紹介を実施する。大学校で
の研修教育の強化などとともに、この新たな人材供給体制を通
じて「農業を支える人づくり」を進め、地域農業の発展、農業関
連産業活動の活性化及び若者の雇用促進を図る。

905
・農業研修施設における無料
職業紹介の容認

農業関連 第３回
平成17年
7月19日

541 23 愛知県 23000 愛知県
あいち・知と技の探
究教育特区

愛知県の全域

　本県が「モノづくり県」として、その優れた技術力により発展し
てきたことを踏まえ、特区内の高等学校生徒の中で、理科・数
学や情報科学、モノづくりの技術・技能等の特定の分野におい
て、特に優れた資質をもつ生徒を対象に、学校の枠を超えた特
別コースとして「知の探究コース」及び「技の探究コース」を編成
し、その能力に応じた学習指導を行う。対象生徒については、
通常の授業日（週の１日）に大学又は企業において比較的高度
な教育課程を実施し、その成果等を学校外の学修として単位認
定する。

804
・高等学校等における校外学
習の認定単位数の拡大

教育関連 第４回
平成17年
7月19日

542 23 愛知県 23000 愛知県
愛知福祉輸送セダ
ン特区

愛知県の全域

　愛知県内の、要介護者、要支援者、障害者等の移動制約者
に対して社会福祉協議会やＮＰＯ法人等が福祉有償運送サー
ビスを実施するに当り、福祉車両だけでなく一般的なセダン型
車両も利用できるようにすることにより、福祉有償運送の円滑な
実施を支援する。このことにより、移動制約者が健康で生きが
いを持ち、安心して生活できるようになるとともに、地域におい
て必要とする保健・福祉サービスを「いつでも、どこでも、だれで
も」利用できる地域づくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第８回
平成19年
3月30日

543 23 愛知県 23000 愛知県
自動車環境戦略推
進特区

愛知県の全域

　愛知県では、平成１４年１０月に全国に先駆け「あいち新世紀
自動車環境戦略」を策定し、人が安心して快適に生活できる自
動車環境の実現を目標として、自動車環境対策に取り組んでい
る。この戦略の中で、カーシェアリングは自動車利用方法の改
善に有効な施策として位置づけており、今回の特区は、民間事
業者が個人や法人を対象に、自動車の貸渡しが無人で行われ
る低公害車を活用したレンタカー型カーシェアリングシステムを
設置することにより、大気環境の改善、渋滞緩和、駐車場問題
の解消等を図るものである。

1217
・無人の自動車貸し出し（レン
タカー型カーシェアリング）

環境・新エ
ネルギー

関連
第８回

平成18年
7月3日

544 23 愛知県 23000 愛知県
あいちIT人材育成
特区

愛知県の全域

　モノづくりの強みを十分に生かしながら、既存産業の高度化と
ともに新たな産業分野の振興を重点的に進め、産業発展を力
強く支えていくことが当地域の課題となっている。一方、情報通
信産業は、あらゆる産業分野と密接に関わり、その製品や活動
の付加価値を高めていくものである。そこで、本特例を活用し
て、情報技術者の裾野を広げ、産学行政が一体となって、さら
に高度な技術者の育成確保や、各分野にわたる産業振興策な
どを総合的に展開することにより、情報通信産業など愛知の産
業活力をより一層力強いものにしていく。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

545 23 愛知県 愛知県
あいち自動車輸送
効率化特区

名古屋市、豊橋市、岡崎
市、半田市、豊川市、碧
南市、刈谷市、豊田市、
安城市、西尾市、蒲郡
市、新城市、東海市、大
府市、知立市、高浜市、
豊明市、田原市及びみよ
し市並びに愛知県知多郡
東浦町及び愛知県額田
郡幸田町の全域

愛知県には、自動車生産工場が豊田市をはじめ複数の市に立
地しており、自動車産業の盛んな地域である。しかしながら、近
年、国際競争の激化により、産業の空洞化が進んでおり、今後
も、地域の主要な産業として、発展し続けるためには、効率的な
物流システムを構築し、輸送コストを削減していくことが重要と
なっている。このため、本特例を活用することで、積載効率の高
い21mフルトレーラを導入し、輸送コストの削減、交通量の削
減、CO2の削減を図り、さらなる自動車産業の発展を目指す。

1223
・長大フルトレーラ連結車によ
る輸送効率化事業

産業活性
化関連

第24回
平成26年
6月27日

546 23 愛知県 23000 23100

愛知県、名古屋
市、瀬戸市、春
日井市、豊田
市、尾張旭市、
長久手町

あいち・なごやモノ
づくり研究開発特
区

名古屋市、瀬戸市、春日
井市、豊田市及び尾張旭
市並びに愛知県愛知郡
長久手町の全域

　世界的な産業技術の中枢圏域である名古屋圏の中核をなす
愛知県において、名古屋市及び周辺に立地する大学及び研究
機関を中心に、特例の導入により、優秀な外国人研究者の受
入れ体制を整備し、併せて民間企業との産学連携を促進するこ
とにより、地域が持つ高度な「モノづくり」の技術とノウハウを活
用して新産業分野(環境、健康・医療・福祉、新産業技術、情報
通信)を創出・育成し、産業競争力の強化を図る。

501502503
504
505
202
704
705

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第２回（平
成16年6
月14日、
平成17年
4月27日
変更）

平成19年
3月30日

547 23 愛知県 23000 23201
愛知県、豊橋
市、蒲郡市、御
津町、田原町

国際自動車特区

豊橋市及び蒲郡市並び
に愛知県宝飯郡御津町
及び渥美郡田原町の全
域

　わが国の輸入自動車の約50％を占め、内外の主要自動車企
業が集積する三河港地域において、自動車流通機能を高める
と共に、自動車関連技術の研究開発を促進することにより、国
際ビジネス拠点や産学連携の研究拠点等が複合する国際自動
車産業都市の実現を目指す。

501502503
504
1204
704
705
813
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・自動車の回送運行時におけ
る仮ナンバー表示の柔軟化
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

国際物流
関連

第１回（２）
（平成16
年6月14
日変更）

平成19年
3月30日

548 23 愛知県 23000 23211 愛知県、豊田市 農ライフ創生特区
豊田市の区域のうち農業
振興地域

　豊田市では、増加が懸念される遊休農地を含む農地という
「土地資源」と数年先に急増する定年退職者を含む農業志向の
市民等の「人的資源」を融合するシステムとして、１６年度から
農作物栽培研修、農業志向の市民等への農地・農家の仲介等
を行う（仮）営農支援センター事業を始める。そのため、農地の
権利取得に係る下限面積の引下げ、市民農園開設主体の拡大
等の認定を受け、定年退職者の体力に見合った農地の仲介、
農家ヘルパーの斡旋等、仕組みを整備し、遊休農地の解消と
農地保全、高齢者の生きがい対策を推進する。

1002
1006

・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

549 23 愛知県 23100 名古屋市
障害者地域生活支
援特区

名古屋市の全域

　本市では、「名古屋市障害者基本計画」において、地域生活を
支援するサービスの充実として在宅サービスの拡充を掲げてい
る。中でもデイサービス事業については、日中活動の場として
充実させていく方向を出している。しかしながら、知的障害者デ
イサービス事業所は、その数も限られており、近隣において利
用することは困難な状況にある。指定通所介護事業所が利用
できれば、住み慣れた地域でサービス提供を受けることが可能
となり、利用者本人はもとより介護者にとっても安心してサービ
スの利用が可能となり制度の利便性が高まる。規制緩和により
既存の施設を生かすことによって、知的障害者の生活を支援
し、社会参加や社会活動の促進を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第５回
平成19年
3月30日

550 23 愛知県 23201 豊橋市
「国際共生都市・豊
橋」英語教育推進
特区

豊橋市の全域

　豊橋市では、現在小学校３年生から６年生まで全市一斉に年
間３時間の英会話を実施しているが、英語運用能力の習得に
は至っていない。また、市内の外国人居住者は、一万八千人
（人口の約５％）を超えており、「国際共生都市・豊橋」として、英
語教育の充実を基盤とした国際理解と共生意識の涵養が課題
となっている。そこで、市内の公立小学校全校で、小学校３年生
から教科「英会話」を教育課程に位置づけるとともに、公立中学
校全校で、英語の授業を週４時間（現行より１時間増）にし、小
中一貫した豊橋市独自のカリキュラムによる「英会話のできる
豊橋っ子」の育成を目指す。

802 ・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第９回
平成20年
7月9日

551 23 愛知県 23202 岡崎市
岡崎・国際学術研
究交流特区

岡崎市の全域

　既存産業の構造的変化、次世代産業創出の遅れ等に伴う地
域経済の低迷、近隣都市の成長・成熟化による拠点性の喪失
などが起因となり、都市活力や都市求心力を著しく低下させて
いる。そこで、国内外の第一線の研究者が集う自然科学研究機
構において、外国人研究者の受入れを促進することにより、世
界をリードする研究成果、社会経済に貢献する革新技術の創
出につなげ、もって新産業の創出を促し、地域経済の活性化と
雇用の創出を目指す。

501502503
504

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第６回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

552 23 愛知県 23203 一宮市
一宮市英語教育特
区

一宮市の全域

　合併して新たに誕生した一宮市は、「個性を育む教育・文化の
まちづくり」を掲げ、文教施策を実施している。今、グローバル化
や外国人との共生の必要性が高まる中、英語教育の一層の充
実が望まれている。そこで、特例措置を活用し、市内全小学校
の第３学年から第６学年に年間３５時間、「英語活動科」を位置
づける。小中連携を進め、小学校の発達段階に即して系統的・
計画的に英語教育を実施し、国際理解を深めるとともに英語に
よる実践的なコミュニケーション能力を育成する。さらに、生涯
学習の取り組みなどを通じ、「市民が国際感覚に満ち、一宮市
の将来を国際的な視野に立って考え支えていくことができる」世
界に開かれたまちの実現を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

553 23 愛知県 23211 豊田市
障がい児ｈｕｇ（は
ぐ）くみ給食特区

豊田市の区域の一部（旧
愛知県西加茂郡小原村
の全域）

　福祉サービスがより利用者本位の制度へと見直されている現
在、限られた資金の効率的活用を図りつつ、福祉サービスの充
実を通し、生活の質の向上を図る必要がある。障害児施設にお
ける給食調理業務を実績豊富な調理専門業者へと委託し、安
価で良質かつバラエティ豊かな給食を提供することで、利用者
へのサービス向上を図る。また、併設される障害者施設での配
食と一括した食材調達及び調理を実現することで、提供される
食事の質の向上が期待できるとともに、効率的な運営による経
費の削減を図ることができる。

909(917)
・肢体不自由児施設等におけ
る調理業務の外部委託の容
認

生活福祉
関連

第６回
（平成17
年4月1日

変更）

平成18年
7月3日

554 23 愛知県 23211 豊田市
健やかな子どもの
成長を育む給食特
区

豊田市の全域

豊田市では、公立保育所において給食の外部搬入を進めるこ
とで、保育所経営の合理化を図り、効率的な施設運営及び経費
節減により、他の保育サービスを充実し、子育て家庭の負担の
軽減を図ることで、市全体の児童福祉を向上させる。

外部搬入は、３～５歳児の給食を対象とし、０～２歳児の給食
は引き続き自園調理を原則とする。なお、食物アレルギー児、
体調不良児等への対応は各園に設置する調理室において実施
する。

なお、搬入元となる学校給食センター等では、地産地消に取り
組んでおり、個々の保育所レベルの需要量では調達できない地
域食材の給食での供与が可能である。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１７回
（２）

平成22年
11月30日

555 23 愛知県 23211 豊田市
豊田市立ち乗り型
パーソナルモビリ
ティ実験特区

豊田市の区域の一部（日
南町、月見町、若宮町、
昭和町、竹生町、久保
町、日之出町、中島町、
寺部町、高橋町、上野
町、千石町、広川町、森
町、白浜町、八幡町、挙
母町、喜多町、神明町、
桜町、元城町、西町、小
坂本町、小坂町、神田
町、十塚町、砂町、瑞穂
町、広路町、長興寺、元
宮町、松ヶ枝町、錦町、金
谷町、常盤町、樹木町、
上挙母、朝日ヶ丘、御幸
町、新生町及び細谷町）

豊田市は、全国有数の製造品出荷額を誇る「クルマのまち」とし
て知られ、世界をリードするものづくり中枢都市として発展して
きたが、世界に誇れる「かしこい交通社会」を目指して人と環境
にやさしい交通まちづくりを進めてきた。特区取得により、立ち
乗り型パーソナルモビリティを他の交通手段、特に公共交通機
関と組み合わせることによって、低炭素で利便性の高い移動環
境を作り出すことを目的とする。また、歩行者と共存しながら回
遊性を高めるためのツールとしての検討をし、将来の都心交通
における新たな移動手段の一つとしての構築を目指す。

105(106・
107・108）

1222

搭乗型移動支援ロボットの公
道実証実験事業

まちづくり
関連

第３３回
平成27年
11月27日

556 23 愛知県 23213 西尾市 心豊かな給食特区
西尾市の区域の一部（旧
一色町）

日本一の養殖ウナギの産地として、地域ブランド化を推進して
いる本区域（旧一色町）では、食の安全・安心を重点に、地産地
消や食育についてこれまでも積極的に取り組んできた。
本区域内の保育所の給食について、「西尾市立一色学校給食
センター」からの給食搬入を実施し、地域の食材を一括購入す
ることで経費削減はもとより、乳幼児期から中学生までの発達
段階に応じ連携した食育の実施や、顔の見える生産者による
地場産品の消費拡大など地産地消の一層の促進を目的とす
る。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第１７回
（２）

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

557 23 愛知県 23213 西尾市
吉良もりもり元気っ
ズを育てる給食特
区

西尾市の区域の一部（旧
吉良町)

本区域では、全国で先駆け、県内でも有数の保育料軽減措置
を実施している。しかし高まる保育ニーズに対応するには保育
所運営費に係る一般財源持ち出しは多額になり、厳しい財源状
況の中、個々の保育所において調理業務を行うことは、非常に
非効率な状況である。このため新設した学校給食ｾﾝﾀｰからの
搬入を可能にし、保育所運営の合理化を進めながら、園児の発
育・発達段階に応じた食事の提供をするため保育所専任の栄
養士を配置し、栄養教諭と共に小中学校とタイアップした食育
指導を行う。また安心な地元食材による地産消費を進める。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第１７回
（２）

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

558 23 愛知県 23213 西尾市
はずっ子を育む楽
しい給食特区

西尾市の区域の一部（旧
幡豆町）

本区域（旧幡豆町）は、少子高齢化が進み厳しい財政状況の
中、公立保育所を４園運営しているが、特区を活用し学校給食
センターからの外部搬入方式を行い、保育所の効率的な運用
実施することで、各種の子育てサービスの充実を図る。また、子
どもの成長と健康に重要な時期である幼児期から小中学校ま
での一貫した給食の充実を図ることで食育の推進に取り組み、
さらには地元の食材を取入れ地産地消を進める。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第１７回
（２）

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

559 23 愛知県 23214 蒲郡市

「いつまでも住みな
れたまちで」がまご
おりグループホー
ム短期利用特区

蒲郡市の全域

　蒲郡市では、高齢化率が愛知県下３３市中３番目に高い状況
となっている。介護保険施行後、高齢者介護の基本を在宅中心
という考え方で進めてきたが、近年のアンケート調査では、施設
入所を申し込んでいる高齢者の割合が高く、入所待機者、
ショートステイ利用者も急増している。そこで、本特例を活用し、
認知症高齢者グループホームにおいて短期入所サービスが利
用できるようにし、在宅で生活する認知症高齢者の臨時、緊急
のニーズ等に対する受け皿としての機能を持たせるものであ
る。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

560 23 愛知県 23214 蒲郡市
こころ豊かな「安
心」給食特区

蒲郡市の全域

蒲郡市内の公立保育所（１７園）の大半は昭和４０～５０年代
に建築されたため、著しく老朽化が進み、施設の統廃合と併せ
てその改築についても課題となっている。

一方、市では、郷土への想いや地域を大切にする心を発達段
階に応じて育む施策を推進しているところであり、市内の１７公
立保育所において、学校給食センターから給食を外部搬入する
ことにより、季節の食材や地域の行事と結びついた献立を提供
するなど幼児期からの一貫した食育の推進を図り、子どもがこ
ころ豊かに育つ環境づくりを推進することとしている。

また、食材の一括仕入れ、一括調理による調理コストの削減
や公立保育所の運営の合理化とともに、安全・安心な地域食材
を積極的に活用することで、地産地消による地元産品の消費の
拡大を図る。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１７回
（２）

平成22年
11月30日

561 23 愛知県 23215 犬山市

観光・健康さあ行こ
う！みんな来る!来
る!サイクルタウン
いぬやま特区

犬山市の区域の一部（犬
山市今井開拓パイロット
地域）

　今井開拓パイロット地区は、従事者の高齢化と兼業農家の増
加により、農地の農業的利用の減少が進んでいる。一方、全域
が国定公園に指定される豊かな自然に恵まれた環境にあり、
周囲にはアミューズメント施設も所在し、交通アクセスも良く、県
内有数の観光スポットである。自然活用イベントを新たに開催
するとともに、農業体験をはじめとする都市と農村地域との交
流施策の強化等に取り組むことで、交流人口を増やし、来訪者
による物品購入、市内施設利用などにつなげていくことによっ
て、地域の活性化を目指す。

1301・1302
・国立・国定公園の特別区域
におけるイベントの容易化

都市農村
交流関連

第６回
平成18年
7月3日

562 23 愛知県 常滑市
常滑市児童発達支
援センター安心安
全給食特区

常滑市の全域

　子ども発達支援センター千代ケ丘学園に、学校給食センター
で調理した給食を外部搬入するものである。子ども発達支援セ
ンター千代ケ丘学園は、通所定員30名と小規模であり、学校給
食センターからの給食外部搬入を導入することにより、給食調
理業務の効率・安定化及び経費節減が図られ、また食材の調
達も一元化され、地元産農畜産物の使用にも繋がり、ひいては
「地産地消の推進」に寄与する。併せて、専門的な調理器具等
の費用が節減され、経費的及び人的資源を児童発達支援セン
ター調理業務に求められている食育推進にも充てることが可能
となり、療育事業の充実に寄与する。

939
障害児通所施設（児童発達支
援センター）における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第２９回

平成26年
6月27日
申し出に
より取消
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

563 23 愛知県 23227 高浜市
みんなの居場所
「ふれあい・だんら
ん」特区

高浜市の全域

　指定通所介護事業所での知的障害児・者のデイサービス事
業の利用が可能な特例によって、当該施設の有効利用を図り、
家族にとっての肉体的・精神的負担の軽減、就労機会の提供を
図り、ものづくりが盛んな本市の産業界における労働力の確保
と雇用機会の増大に寄与する。また、市が進める福祉施策であ
る公的サービスとインフォーマルなサービスを組み合わせ、地
域とかかわりをもちながら暮らしていくことを実現する。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第２回
平成19年
3月30日

564 23 愛知県 23304 長久手町
長久手田園バレー
特区

愛知県愛知郡長久手町
の全域

　長久手町では、田園環境の保全や活用、また、農的な営みや
農的なくらしの保全を図るための取組として、都市農村交流施
設の設置や市民農園の整備を行う｢長久手田園バレー事業｣を
実施している。これに加え、株式会社等による農業経営や、農
地所有者等による市民農園の開設を推進するための取組を実
施することにより農業外の新たな活力を導入することによって、
当地域農業の持続的発展を図る。

1001
1002

・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

565 23 愛知県 23345 清須市
はるひ心暖か、に
こにこ給食特区

愛知県清須市の区域の
一部（旧春日町）

　春日町では、少子高齢化の進行により保育所への入所児童
が減少し、保育所の再編、幼保一元化が検討される中、多様な
保育ニーズに対応するには、効率的な施設整備、人員配置が
必要である。
　このため、保育園給食を設備に余裕のある町内の学校給食セ
ンターで一括調理、集中管理をすることにより、経費の節減、学
校給食との連携による給食内容の充実、地産地消、食育の更
なる推進を図る。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第１７回
（２）

平成27年
3月27日
申し出に
より取消

566 23 愛知県 23427 飛島村
小さくてもキラリと
光る飛島村教育特
区

愛知県海部郡飛島村の
全域

　全国的に少子高齢化が進む中、飛島村でも出生数の減少や
若者の転出に伴い児童生徒数も減少傾向にある。このため、現
在では小・中学校各学年の多くが１学級の小規模校となってい
る。飛島村は、平成３年から人材育成事業の一環として中学２
年生を対象とした海外派遣研修を実施しており、国際交流に対
する村民の関心が高い地域である。そこで特例を活用し、小学
校に英語科を新設することで、英語教育の早期導入を図り実践
的なコミュニケーション能力を育成する。また、小中一貫教育を
推進することで“魅力ある村づくり”を進め、村の活性化を図る。

802 ・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第９回
平成20年
7月9日

567 23 愛知県 23561 設楽町
食育したら給食特
区

愛知県北設楽郡設楽町
の全域

設楽町では公立保育所を３箇所運営しているが、町の北部に
位置する名倉地区は、本町の中でも農業振興地区として位置
づけられ、水稲や夏野菜を中心とした食材が豊富である。

このため当地区の名倉保育所において、特区制度を活用し隣
接した名倉小学校との統一献立による「一貫給食」を実施し、一
貫した「食育」の指導を推進するとともに、特色のある地元食材
購入による地産地消をすすめる。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１７回

平成29年
5月16日
申し出に
より取消

568 23 愛知県 23563 豊根村
とよねがんばらマ
イカー特区

愛知県北設楽郡豊根村
の全域

　豊根村では、過疎化の進行とともに交通弱者の移動手段であ
るバス・タクシーが減少していることから、村の登録ボランティア
の自家用車等を活用し、路線バスの補完、病院・買い物等のた
めの移動サービスを充実することにより、住民の利便性の向上
を図る。

1207
・交通機関空白の過疎地にお
けるボランティア輸送の有償
化

生活福祉
関連

第３回
平成16年
6月14日

569 23 愛知県 23563 豊根村
とよね有害鳥獣被
害防止特区

愛知県北設楽郡豊根村
の全域

豊根村では、イノシシ、シカ、サルなどの有害鳥獣による農作物
の被害が顕著になっており、農業所得が低下し、農家の生産意
欲が大きく減少してきている。このような状況の中で、網・わな
狩猟免許所持者の指導監督により、農家等狩猟免許非所持者
が協力して有害鳥獣を捕獲することにより、安定的な農業生産
を確保し、地域の活性化を図る。

1303
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者容認事
業

農業関連 第２０回
平成24年
11月30日

570 23 愛知県 23604 豊川市
「ハートフルタウン　
みと」英語教育特
区

豊川市の区域の一部（旧
御津町の全域）

　御津町では、第３次御津町総合計画の中で、多様な分野にお
いて、町の個性を生かした国際交流・地域間交流を充実し、広
い視野を持つ人材の育成を図っていくことを最重点課題として
いる。そのために、小中学校全学年を対象に英語活動、英語教
育に取り組んでいるが、英語力の習得には至っていない。そこ
で、町内小学校の３年生から「英語活動」を教育課程に位置付
け、中学校では、英語の授業を１時間増やし週４時間にし、小中
の一貫性を持たせ、「英語の話せる御津町民」を育成する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

571 23 愛知県 23999
名古屋港管理組
合

名古屋港産業ハブ
特区

名古屋港臨港地区

　名古屋港における物流コスト低減、サービスの向上を図るとと
もに、企業のサプライチェーンマネジメントを支援する港湾物流
の新しい仕組みである「ロジスティクスハブの形成」や、中部地
域産業の活性化に向けた臨海部基盤産業の新展開を支援する
「基盤産業ハブの形成」により、地域経済のみならず、我が国経
済の活性化を促進する。

701
702
1204

・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における
通関体制の整備
・自動車の回送運行時におけ
る仮ナンバー表示の柔軟化

国際物流
関連

第１回（１）
（第６回変

更）

平成17年
11月22日

572 24 三重県 24000 三重県
三重県福祉有償運
送セダン型車両特
区

三重県の区域一部（三重
県の全域のうち旧飯高町
域を除く地域）

　本県の要介護(支援）認定者は約6万9千人、身体障害者手帳
等所持者は8万8千人に上り、これら移動制約者の数は年々増
加してきている。また、これらの移動制約者は今後も引き続き増
加することが予想されることから、移動制約者の移動手段の確
保が急務である。こうしたことから、福祉有償運送において使用
可能な車両の範囲を拡大し、セダン型等一般車両の使用を可
能にすることにより、既存公共交通機関を補完するとともに、移
動制約者の移動手段を確保し、移動制約者の自立支援、社会
参加の促進を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

573 24 三重県 24000 三重県
みえメディカルバ
レー創生特区

津市の全域

　医療・健康・福祉産業の創出と集積を目指し、県内産学官が
一体となって取組を進めている「みえメディカルバレープロジェク
ト」の実現を促進するため、研究開発機能の強化、知的財産の
活用等による産学官連携の取組を一層促進することにより、研
究成果の産業化やベンチャー企業等による新事業の展開、新
産業の創出を加速的に進め、新たな雇用の創出、地域の活性
化を図る。
　また、特区において、大学・研究機関の集積、充実した交通・
情報基盤や産業集積の拠点整備が進む地域の特性を活かす
とともに、外国人研究者を活用し、ベンチャー企業等の創出、開
発型企業の誘致等を促進することにより、競争力のある産業の
創出と集積を図る。

501502503
504

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第５回
平成19年
3月30日

574 24 三重県 24000 三重県
三重県障害児者デ
イサービス推進特
区

津市、四日市市、伊勢
市、松阪市、桑名市、鈴
鹿市、名張市、亀山市、
鳥羽市、熊野市及び伊賀
市並びに三重県桑名郡
木曽岬町、員弁郡東員
町、三重郡菰野町、安芸
郡安濃町、多気郡勢和
村、宮川村、度会郡玉城
町、度会町、南伊勢町及
び大紀町の全域

　県民しあわせプランにより、福祉サービスを必要とする人が、
多様なサービスを自ら選び、利用しながら、住み慣れた地域に
おいて生活できることを目指している三重県において、近隣で
知的障害者デイサービス事業を利用することが困難な知的障
害者及び児童デイサービス事業を利用することが困難な障害
児が、介護保険法による指定通所介護事業所、身体障害者福
祉法による指定デイサービス事業所等を利用することにより、
身近な場所でのサービスを可能とする。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第７回（平
成17年11
月1日、平
成17年12
月1日、平
成18年7
月31日変

更）

平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

575 24 三重県 24000 三重県
三重県ＩＴスペシャ
リスト育成特区

三重県の全域

　本県の今後の産業動向等を踏まえ、本特例措置を活用して若
者のＩＴ関連の資格を取得し易くすることにより、資格試験にお
いて、受験者数及び合格率を増加させ、高度なＩＴ技術を持った
即戦力となる人材育成を進めていく。また、当該講座を開設す
る教育機関等の指導力、生徒・学生の学習意欲を向上させると
ともに、ＩＴ関連産業等の立地促進や雇用の創出につなげる。さ
らに、各事業所におけるＩＴ技術を駆使した経営改革等を推進
し、ＩＴ利活用の増加によるサービスの高度化を図り、地域経済
の活性化を目指す。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第９回
平成22年
11月30日

576 24 三重県 24000 24999
三重県
四日市市四日市
港管理組合

技術集積活用型産
業再生特区

四日市市、川越町及び楠
町の全域

　三重県北部臨海地域の石油精製・石油化学産業は大きな構
造転換が求められているが、今まで蓄積してきた技術、人材、
インフラ等の集積や近接する電気・電子・自動車産業などが存
在する強みを活かし、高付加価値型や次世代産業への展開を
加速し、国際競争力のある産業集積地としての再生を果たす。

408
1120
701
702
1104
1106

・石油コンビナート施設のレイ
アウト規制の緩和
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における
通関体制の整備
・不活性ガスを使用しない家
庭用燃料電池発電設備の導
入

産業活性
化関連

第１回（１）
（平成16
年6月14

日）

平成17年
11月22日

577 24 三重県 24201 24381 津市、河芸町
複合型産業集積特
区

津市及び三重県安芸郡
河芸町の区域の一部（中
勢北部サイエンスシティ）

　津市は外国人研究者等を対象とする「みえメディカルバレー創
生特区」の区域でもあり、先端的な研究開発やバイオ、メディカ
ル分野での産業集積の早期形成が容易である。このため、中
部国際空港への良好な海上アクセスを持つ利点を活かし、情報
通信やバイオ・メディカル関連分野等の外国企業の支店等開設
に向けた事業活動を円滑に行える環境を整備することで、中勢
北部サイエンスシティへの外国企業の立地を促進し、活力ある
産業振興拠点の形成を目指す。

509
403

・外国企業支店等の開設準備
を行うビジネスマンへの在留
資格付与
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第３回（第
８回変更）

平成17年
11月22日

578 24 三重県 24201 津市
津市小中一貫教育
特区

津市の区域の一部（旧津
市）

　津市は、中部国際空港のアクセス港開港により、一層見込ま
れる国際化に対応するとともに、合併を契機に更に発展が期待
されている県庁所在都市として、これまでにも増して県勢をリー
ドしていく必要がある。このため、市内２地区をモデル校として、
小学校における「英語科」と「選択教科」の実施及び９年間を見
通した小中一貫カリキュラムの編成による新しい教育システム
の構築に取り組み、これを実践していくことによって、将来の本
市を担う国際感覚を備えた優れた人材を育成していく。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第５回
平成20年
7月9日

579 24 三重県 24202 四日市市
塩浜地区公立園幼
保一体化特区

四日市市の区域の一部
（塩浜地区）

　石油コンビナート関連企業のお膝元で南部臨海地域の中心と
して栄えた本市塩浜地区は、少子高齢化が特に顕著であり、そ
の活性化が喫緊の課題である。幼稚園・保育園の存亡が及ぼ
す地域づくりへの影響は大きく、幼稚園・保育園を存続しつつ、
幼保の一体的運営を目指し、既存施設の活用による保育室の
共用化や園児の合同活動を実施し、身近な施設において適正
規模の集団保育を確保することにより園児の社会性の涵養を
図るとともに、女性の社会進出を促進しつつ、地域ぐるみの子
育て支援の気運の醸成を期す。

807
914
823
921
831

・幼稚園児と保育所児の合同
活動
・幼稚園と保育所の保育室の
共用
・幼稚園の基準面積算定方法
の弾力化

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

580 24 三重県 24202 四日市市
四日市市特別養護
老人ホーム地域展
開推進特区

四日市市の全域

　当市では、地域が主体的にまちづくりに取り組むことを支援
し、高齢者が安心して生活を続けることができるよう、地域にお
ける福祉の充実に努めているが、介護を要する高齢者が、住み
慣れた地域で生活を継続していくためには、在宅サービスだけ
ではなく、入所型の施設が不可欠である。そこで、既存の大規
模な特別養護老人ホームから定員の一部を市街地に整備した
小規模な特別養護老人ホームに移動することにより、地域での
福祉の拠点とする。また、本体施設においては、定員の減少に
より確保されるスペースを活用して個室化及びユニットケアを推
進し、入所者の生活環境の向上を図る。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第７回
平成18年
7月3日

581 24 三重県 24204 松阪市
松阪市飯高町ＮＰ
Ｏ福祉移送サービ
ス特区

松阪市の区域の一部（旧
飯高町の全域）

　松阪市飯高町は、面積が広く集落が点在し、高齢化率が約３
６％と非常に高く、少子高齢化が著しく進行している過疎の町で
あり、公共交通機関による高齢者や障害者等の交通弱者の移
動が十分確保されていないために、充実した医療が受けられる
病院への通院や日常生活必需品の購入にも支障を来してい
る。このため、高齢者や障害者の移動支援策として、福祉移送
サービスを行い日常生活の利便性の向上及び社会参加を促進
し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを実現し、地域福祉の充
実を図る。

1206(1216)
・NPOボランティア輸送による
セダン車の使用

生活福祉
関連

第３回（平
成17年1
月1日変

更）

平成19年
3月30日

582 24 三重県 24207
三重県
鈴鹿市

燃料電池技術を核
とした産学官連携
ものづくり特区

鈴鹿市の全域

　「環境都市モデル地域」づくりを通じて、新エネルギーの普及
促進や関連機器の技術開発、商品化を図り、さらにこの技術を
活かして新たな産業分野の創造、育成を促進することとしてい
る。また、産学官連携の推進によって、「燃料電池技術」を核と
した既存産業の高度化、高付加価値化を図り、強靭な産業構造
への転換を進めるとともに、これを支える人材を育成し、２１世
紀のビジネスモデルの構築を目指す。

403
1104

・土地開発公社造成地の賃貸
の容認
・一般用電気工作物への位置
づけによる家庭用燃料電池
発電設備の導入

産業活性
化関連

第５回
平成17年
7月19日

583 24 三重県 24208 名張市
名張市企業立地促
進特区

名張市の区域の一部（滝
之原工業団地）

　名張市は豊かな自然に恵まれた田園都市であり、1970年代
から90年代にかけて住宅団地の造成が進み、人口が急増し
た。しかし、一方で市内の産業基盤整備と雇用機会確保は遅れ
ており、この対策として平成11年度滝之原工業団地を造成し
た。しかし、景気の後退等から企業立地が困難な状況が続いて
いる。このため、土地の賃貸制度を導入することにより企業の
初期投資を軽減し、製造業・流通業はもとより育苗プラント施設
等の新しい産業を誘致して、地域経済の活性化と雇用機会の
増大を図る。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第５回
平成17年
7月19日

584 24 三重県 24214 いなべ市
いなべ市企業立地
促進特区

いなべ市の区域の一部
（藤原工業団地、東山工
業団地）

　いなべ市は、交通条件の良さを活かした物流関係や自動車関
連企業が立地しており、各種製造業・サービス業まで総合的な
立地が展開されている。しかしながら、未立地の工業団地も存
在しているのが現状である。そこで当市は合併時の新市建設計
画において、「活力と活気あふれる産業のまちづくり」をテーマ
に掲げ、造成地の賃貸を可能とすることにより、工業の発展を
目指し生活環境との調和を保ちつつ、既存企業の経営基盤の
強化に努めるとともに、多彩な工業の振興に努め、工場出荷額
や雇用数がさらに上昇することにより新市の活性化につなげて
いく。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第５回
平成17年
7月19日

585 24 三重県 24214 いなべ市
藤原町幼保一体的
運営特区

いなべ市の区域の一部
（旧藤原町）

　特区認定により４・５歳児においては既に合同保育を実施し、
適正な集団の中で極めてスムーズに就学前教育及び保育がで
き、しかも顕著な効果が見られる。しかし給食については保育
所児は保育所施設の給食、幼稚園児は学校給食センターの給
食を食しており、メニューも異なるなど共に行動する中で唯一違
和感が存在しています。このため4･5歳児の給食においては給
食センターの給食を搬入することにより、給食の統一を図る。

807
914
916
920

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成22年
11月30日

586 24 三重県 24215 志摩市 志摩自然学校特区
志摩市の区域の一部（旧
阿児町）

　伊勢志摩国立公園の豊かな自然、歴史文化、地場産業を活
かした自然学校を開設し、多様な自然体験プログラム、指導者
の育成を図ることにより、自然環境の保護、集客交流に繋げて
いく。その一翼をＮＰＯ法人が担い、遊休農地の多様な利活用
を通して、ＮＰＯ法人の農業分野への活動領域の拡大を図り、
農業参入へのモデル事例を目指す。また、地域住民と連携をす
る中で、より多くの人々が農業生産活動への参画をすることに
より、農地、里山の保全、遊休農地の解消を目指す。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連

第４回（平
成16年10
月1日変

更）

平成17年
11月22日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

587 24 三重県 24215 志摩市
伊勢志摩インター
ネット高校特区

志摩市の区域の一部（旧
阿児町）

　既に光海底ケーブルの陸揚げ基地とインターネット接続網の
一大基地がある、という条件を活用し、その恵まれたブロードバ
ンド（高速大容量）の情報通信ネットワーク資源を生かして、遠
隔教育を通した地域活性化を行う。インターネット高校を設置認
可し、通年をとおして豊富な自然環境とスポーツに適した環境と
高度ブロードバンド環境が共存するバーチャルスクールを推進
する。テニス、ゴルフ、海洋スポーツに適した環境を生かして、
学業とスポーツの両立を目指せる環境をつくり、自然とスポーツ
を加えた情報通信ネットワークの町、阿児町を全国区にアピー
ルして行く。

802（全）
816

820（全）

・構造改革特別区域研究開発
学校設置事業（全）
・学校設置会社による学校設
置事業
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置事業
（全）

教育関連 第４回

令和３年
７月20日
申し出に
より取消

588 24 三重県 24216 伊賀市
伊賀市意育教育特
区

伊賀市の全域

　廃校となった小学校を利用して、主に不登校、高校中退者を
対象とした通信制及び多部定時制の２つのコースを持つ株式
会社立の高等学校を設立する。この高校では、「意育」という新
しい教育の概念を理念とした教育を実践する。意育とは、「自分
の意志で選択、決断できる学力を身につける教育」と定義し、こ
の理念をベースとして、生徒が自ら設定した課題や目的を解
決、達成するため、生徒個々の能力、意志、意欲を引き出す指
導を行い、自分の存在に自身の持てる人材を育成し、社会に輩
出していくことを最大の目的とする。

816
820(801-2)

（全）
830

・学校設置会社による学校設
置事業
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置事業
・市町村教育委員会による特
別免許状授与事業

教育関連
第６回（第
７回変更）

平成29年
5月16日
申し出に
より取消

589 24 三重県 24303 木曽岬町
木曽岬すくすく給
食特区

三重県桑名郡木曽岬町
の全域

　町内の保育園児、幼稚園児が同一の給食を食することによ
り、共通の話題が生まれるなど、楽しく食べる体験を通じ、食へ
の関心を育み食を営む力の基礎を培う食育の充実を図る。幼
児の数が減少するなかで、保育園と幼稚園に分かれた少人数
の保育形態は成り立ちにくく、特に幼児期の人間形成の基礎づ
くりにおいて最も重要な時期であり、子どもたちにとって集団生
活の中から、一人ひとりが自立心を持ち、生活習慣の形成や心
身の発達などを育むことが大切と考え、豊かな人間性、社会
性、創造性を育む場とすることを目的とする。

920（一部）
2001

・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業
・公立幼保連携型認定こども
園における給食の外部搬入
方式の容認事業

幼保連
携・一体
化推進関
連

第１４回

令和４年
３月３１日
（P）申し
出により
取消

590 24 三重県 24324 東員町
東員すこやか給食
特区

三重県員弁郡東員町の
全域

　東員町では、多様化した保育ニーズに対応し一貫した幼児教
育を実施するため、幼保合築園舎化を推進しており、現在で
は、町内５園中３園が合築園舎となり、残る２園についても今後
整備していく方針である。しかし、同一施設内で、幼稚園児が学
校給食センターの給食、保育園児が自園での給食を食べてお
り、交流保育、合同保育を実施する上で不都合が生じている。
このため３歳から５歳の保育園児については、直営する学校給
食センターから統一的に給食の外部搬入を行うことで、同じ時
間に、同じ給食を楽しく食べることを可能とし、保育所、幼稚園
から小学校、中学校までの一貫食育を通じ、幼児教育の充実を
図る。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１０回
平成22年
11月30日

591 24 三重県 24402 四日市市
四日市市産業連携
特区

四日市市の区域の一部
（あがた栄工業団地、四
日市ハイテク工業団地、
南小松工業団地、笹川南
住宅団地業務施設用地）

　四日市市の臨海部工業地帯は、周辺地域に集積する電気・
電子・自動車等のエンドユーザー企業との事業連携を深める中
で、高度な機能化学素材を提供する高付加価値型産業への転
換を進めている。このような動きに呼応し、設備・装置メンテナン
ス、部材供給等の分野での新たな事業所参入の動きも活発化
しており、その受け皿となる四日市市土地開発公社造成地の賃
貸を可能にすることにより、産業連携の円滑な展開を促進し、
国際競争力のある産業集積地の形成を目指す。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第５回
平成17年
7月19日

592 24 三重県 24442 明和町
明和町幼保一体的
運営特区

三重県多気郡明和町の
全域

　当町では、幼稚園への就園率が低下する一方、共働世帯等
の増加により短時間的な幼児教育や長期休暇のある幼稚園を
避け保育所を希望する保護者が多く、仮設増設により保育所児
を収容し待機幼児もあるなど、幼稚園児と保育所児の収容に著
しい差が生じている。このため、幼稚園で幼稚園児と保育所児
等の合同教育活動を行うことにより幼保の均一なサービスが可
能となり、住民のニーズに応えるとともに、異年齢の交流活動・
遊び等を通じ、幼児の社会性等の涵養を図る。これにより、家
族が勤労や家族介護等に専念でき、住民の社会参画、経済活
動への積極的進出が可能となり、経済産業の回復と少子化の
抑制につなげる。

807
・幼稚園における幼稚園児及
び保育所児等の合同活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成17年
11月22日

593 25 滋賀県 25000 滋賀県
滋賀県国際物流特
区

彦根市、長浜市、甲賀
市、東近江市及び米原市
並びに滋賀県蒲生郡日
野町、神崎郡能登川町、
愛知郡愛知川町、犬上郡
豊郷町、多賀町及び坂田
郡近江町の全域

　滋賀県経済は、第２次産業とりわけ製造業に大きく依存した
構造となっており、近年の厳しい国際競争の中、県経済の活力
が低下し、雇用機会が減少するという問題が生じていることか
ら、県内企業の国際競争力の強化が喫緊の課題となっている。
当該区域において保税蔵置場等の内陸物流施設を整備するこ
とにより、物流におけるリードタイムの短縮、コストの削減、利便
性の向上を図り、内陸税関のメリットを活用した物流拠点の形
成を目指すとともに、新たな産業立地、雇用拡大を誘導し、地
域経済の活性化を目指す。

706
・保税蔵置場設置基準の弾力
化

国際物流
関連

第６回（第
７回変更）

平成17年
11月22日

594 25 滋賀県 25000 25201
滋賀県
大津市
草津市

琵琶湖南部エリア
大学発新産業創出
特区

大津市及び草津市の区
域の一部（瀬田地区及び
野路地区）

　滋賀医科大学、龍谷大学、立命館大学の持つ「知」の資源の
活用を図るため、３大学がポテンシャルを有する環境分野、健
康・福祉・医療・バイオ分野、ＩＴ分野、ナノテクノロジー分野の４
分野を中心に、構造改革特区制度を効果的に活用し、海外の
大学、研究機関等から優れた外国人研究者を招聘して、当該
区域における研究活動や内外の研究者による研究交流を促進
し、大学発ベンチャー、第二創業等による新産業創出を目指
す。

501502503
504

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第４回
平成19年
3月30日

595 25 滋賀県 25000 25201

滋賀県、大津
市、彦根市、長
浜市、近江八幡
市、草津市、守
山市、栗東市、
甲賀市、野洲
市、湖南市、高
島市、東近江市
及び米原市並び
に滋賀県蒲生郡
安土町、日野町
及び竜王町、愛
知郡愛荘町、犬
上郡豊郷町、甲
良町及び多賀
町、東浅井郡虎
姫町、湖北町並
びに伊香郡高月
町、木之本町、
余呉町及び西浅
井町

選べる福祉サービ
ス滋賀特区

滋賀県の全域

　入所施設や通所施設での生活とあわせて、地域社会や家庭
での生活や活動が可能となるようサービスの選択肢を拡充し、
入所施設から地域生活への移行や地域社会での自立生活の
実現を円滑に促進する。具体的には、支援費制度における施
設訓練等支援サービスおよび知的障害者地域生活援助支援
サービスを日単位で利用可能とするため、支給決定を日数で行
い、その支援費を日額で支給する。また、サービス提供事業者
間の契約によって、特定の施設訓練等支援サービスと他の施
設訓練等支援サービスや居宅生活支援サービスを活用できる
ものとする。

925
926

・障害者の施設訓練等の支援
費の日額算定
・知的障害者の地域生活援助
の支援費の日額算定

生活福祉
関連

第５回
（平成16
年10月1
日、平成
17年2月
14日、平
成17年10
月1日、平
成18年3
月20日変

更）

平成18年
7月3日

596 25 滋賀県 25203 長浜市
ホスピタリティ都市
構想特区

長浜市の区域の一部（旧
長浜市）

　海外からの多くの知識人を迎えるためのホスピタリティのある
都市の創造に向け、市内すべての小学校において英語科教育
を実施するとともに、外国人児童生徒の母国語の指導ができる
よう授業時間を確保すること等を通じて、英語が通じ外国の文
化と交流できるまちづくりを目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１回（２）
平成20年
7月9日

597 25 滋賀県 25207 守山市
守山市きめ細かな
指導の教育特区

守山市の全域

　守山市は「人・まち・自然が元気な健康都市守山」をめざし、都
市と自然が調和したまちづくりを推進している。大阪、京都に近
く通勤圏内として住宅地造成が進み、都市化傾向が進む中、子
育て世代の流入も盛んである。市民や社会の願いに応え、心豊
かでたくましく生きる児童生徒の育成を図るため、市費負担教
員を任用し学級担任とすることで、長い学校生活の礎を築く小
学校低学年において25人程度学級編制を実施し、一人ひとりの
子どもに行き届いたきめ細かな指導を行う。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第８回
平成18年
7月3日

598 25 滋賀県 25211 湖南市
石部南地域給食外
部搬入特区

湖南市の区域の一部（石
部南地域）

　阿星保育園の給食について、現在同じ旧石部町地域の石部
保育園において調理した給食を外部搬入しているが3歳未満児
においても外部搬入とする。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

地方行革
関連

第２５回

令和3年
７月２０日
申し出に
より取消

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

599 26 京都府 26000 京都府
京都ＩＴ人材育成特
区

京都府の全域

　京都府では、京都デジタル疏水ネットワーク（光ファイバ情報
通信網）の広範な利活用等を推進し、人間性豊かなＩＴ先進地づ
くりを進めるとともに、「新京都府雇用創出・就業支援計画」に基
づき、常用雇用等安定的な就業機会の創出・拡大と地域経済・
社会を支える人材育成・確保を進めている。本特区計画の実現
によりＩＴ活用人材の裾野を広げ、各産業分野におけるＩＴの積極
的な活用や若年者を中心とした常用雇用機会の創出、情報産
業の振興と地域産業の情報化の促進による活性化を目指す。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

600 50 その他 26000
京都府、大阪
府、奈良県

けいはんな学研都
市知的特区

関西文化学術研究都市
の全域

　近畿圏は、都市再生プロジェクトで「大阪圏における生活支援
ロボット産業の形成」地域と位置付けられるなど、ロボット研究
開発プロジェクトが推進されており、とりわけ同研究の先端地域
である学研都市内の研究機関等ではロボットの研究開発が重
要な施策と位置付けられ、鋭意取り組まれている。今後、 ロ
ボットが障害者等を実際に公道で安全に誘導するためには、凹
凸、段差のある公道での実証実験が不可欠であるが、道路交
通法の規制がある。このため特区を活用することにより同実験
が円滑に進むことが期待できる。

501502503
504
505
103
202
704
705
811
813
815

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先
処理
・外国人の永住許可の弾力化
・公道におけるロボット歩行等実
験の許可の円滑化
・国立大学教員等の勤務時間内
兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手続
きの迅速化、使用の容易化
・大学設置における校地面積基準
の引き下げ
・国有施設等の廉価使用の拡大

産学連携
関連

第１回（１）
（平成16
年6月14

日、第８回
変更）

平成19年
3月30日

601 26 京都府 26100 京都市
知の創出・活用特
区

京都市の全域

市内に３７の大学・短期大学が所在し、大学関係者の人口比率
が全国１位を占める京都市の特性を活かして、産学官の連携に
よる研究開発の促進・新事業の創出等を進め、地域の活性化
を図る

201
202
704
705
813
815

・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第1回(１)
平成16年
6月14日

602 26 京都府 26100 京都市
京都市不登校生徒
学習支援特区

京都市の全域

　児童生徒の状態や不登校の要因・背景等を適切に把握し,一
人一人が自己実現を図ることができる教育を創造するため，現
在，京都市教育相談総合センター（こども相談センター・パトナ）
内に設置されている不登校児童生徒を対象とした適応指導教
室「ふれあいの杜」を核として，不登校児童生徒の実態に応じた
柔軟な教育課程を実施する地域学習拠点（サテライト）を備える
新しい中学校を創設する。

803(818)
・不登校児童生徒対象学校設
置に係る教育課程の弾力化

教育関連 第３回
平成17年
11月22日

603 26 京都府 26100 京都市
京都市小中一貫教
育特区

京都市の区域の一部（合
併前の京都市の全域）

　小学校と中学校の9年間を接続し，児童生徒の精神的・身体
的な発達段階の特性を考慮して，前期教育（小1～小4）・中期
教育（小5～中1）・後期教育（中2～中3）の3段階に分け，計画
的・系統的な教育を行い，児童生徒個々の持つ能力や適正を
十分引き出していけるよう指導を行い，子どもたちに確かな学
力と豊かな心・健康な体を育む教育を推進する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

604 26 京都府 26100 京都市
京の人づくり推進
特区

京都市の全域

　平成12年度から独自に取り組んできた少人数教育実践研究
の成果を活かして、市町村負担職員を採用することにより、市
内すべての小学校の低学年において、学校生活の最初の時期
において基本的な生活習慣やルール等のきめ細かな指導を行
う少人数学級を実施し、地域や各学校の特性に応じた教育の
振興を図る。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第１回（２）
平成18年
7月3日

605 26 京都府 26201 福知山市
福知山市福祉有償
運送セダン型車両
特区

福知山市の全域

　本市においては、かならずしも路線バスも市全域を網羅したも
のではなく、バス停から数キロ以上離れた集落も多数ある。ま
た、運行間隔が２時間以上ある地域もあり、とても公共交通機
関の利便性が高い状況にはない。このため、従来から実施して
きたタクシー利用助成や外出支援サービスに加え、特例措置に
よるセダン型等の車両を使用したＮＰＯ等による福祉有償運送
サービスを実施することにより、高齢者や障害者など外出が困
難な移動制約者の生活の利便性を向上させ、家族の介護等に
要する負担の軽減を図るとともに、本市の基本計画の目標でも
ある、住み慣れた地域社会の中で互いに尊重し支え合い共に
生活していく社会の構築を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

606 26 京都府 26202 舞鶴市
まいづる『グリーン
ツーリズムの郷』創
造特区

舞鶴市の区域の一部（舞
鶴市の農業振興地域）

　舞鶴市では、農業生産活動、自然景観、伝統文化等多様な資
源を活かした都市農村交流を進めている。こうしたなか、特区
の導入と都市農村交流拠点施設の開業を有機的に連携させ、
多様な担い手の確保や一層の都市住民の来訪や受入れを促
進することにより、交流の流れを加速させ、都市近郊でありなが
ら自然と伝統文化の残る農村地域のアイデンティティを確立し、
そのような特徴と豊富な資源を活かした、目指すべき農村の姿
である「『グリーンツーリズムの郷』の創造」を目指す。

1001
1006
1002
407

・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和
・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

607 26 京都府 26202 舞鶴市
舞鶴市福祉有償運
送特区

舞鶴市の全域

　本市は障害者をはじめとする移動制約者の移動支援につい
て、既存の公共交通機関だけでは十分とはいえず、社会福祉
協議会をはじめとするボランティアに頼らざるを得ない状況があ
る。また、誰もが住み慣れた地域で健やかに暮らしていくために
は、地域住民の福祉意識の高揚を図り、障害者や高齢者を支
えることへの理解を進めることが重要である。このため、公共交
通機関を利用して移動することが困難な人を対象にＮＰＯ法人
等が実施している福祉有償運送について、福祉車両のみなら
ずセダン型の一般車両の使用を可能としたボランティア輸送体
制を整備することにより、本市が目指す「誰もが健やかに暮らせ
る社会の構築」を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

608 26 京都府 26203 綾部市
綾部市農村交流促
進特区

綾部市の区域のうち市街
化区域を除く区域

　過疎化、高齢化による農地保全機能や農村活動の低下が著
しい本市において、農家民宿の起業による新たな雇用機会の
創出、農産物の利活用など総合的な新産業創出を図るととも
に、市民農園に多様な主体が参入することにより、都市住民の
農に親しむ機会の提供、遊休・荒廃農地を活用することによる
農地保全を進め、地域の活性化及び農業農村振興を図る。

407
1002
1006

・農家民宿における簡易な消
防設備等の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

都市農村
交流関連

第１回（２）
（第３回変

更）

平成17年
11月22日

609 26 京都府 26203 綾部市
綾部市福祉有償運
送特区

綾部市の全域

　本市は繊維産業を中心とした工業都市として発展してきた
が、繊維産業の衰退を背景として、近年、若年層の都市流出や
高齢化が進行している。市域が広く中山間地域が多いため、バ
ス停から数キロ以上離れている地域もあり、移動制約者の具体
的な移送手段の確保が課題となっている。そのため、ＮＰＯ法
人等が福祉有償運送サービスを実施するにあたり、福祉車両
だけでなく一般的なセダン型車両も利用できるようにすることに
より、福祉有償運送の円滑な実施を支援し、移動制約者が健康
で生きがいを持ち、安心して生活できるようになるとともに、地
域において必要とする保健・福祉サービスを利用しやすいまち
づくりを推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

610 26 京都府 26204 宇治市
宇治市福祉有償運
送セダン型車両特
区

宇治市の全域

　本市では、平成１１年に障害者福祉基本計画を策定し、「機会
均等の保障による、共生と参画、平等のまちづくり」を基本理念
のひとつとしている。公共交通機関を利用することが困難な障
害者にとっては、社会福祉法人やＮＰＯ法人等による福祉有償
運送が、社会参加を容易にする手段のひとつとなっているとこ
ろである。しかし、移動困難者全員がリフト付車両等を必要とし
ているわけではないため、本特例を活用し、セダン型の車両を
使用することで、社会参加をさらに促進する「健康でゆたかな暮
らしをめざす福祉都市」を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

611 26 京都府 26205 宮津市
宮津市福祉有償運
送特区

宮津市の全域

　本市は、京都府の北西部・日本海に面し、日本三景「天橋立」
に象徴される、豊かな自然と優れた歴史文化に恵まれた観光
都市である。本市の課題の一つとして、人口減少、少子高齢化
が急速に進行する中、障害者や要介護・要支援認定者等移動
制約者の移送手段の確保が挙げられる。この課題を解決すべ
く、移動制約者を対象として、市社会福祉協議会やＮＰＯ法人が
セダン型の一般車両を用いて福祉有償運送を実施することで、
移動制約者の利便並びに安全の確保を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

612 26 京都府 26206 亀岡市
都市・農村ふれあ
い交流特区

亀岡市の全域

府下第一の農地面積と農業生産を誇る“亀岡”の特色を活か
し、不耕作農地について既存の花農園や散策路等と連携した
ふれあいと交流の「市民農園」として整備することにより、耕作
放棄農地の解消と今後における農地の遊休化を抑制し、同時
に市民に農園を開放することで農業や農村への理解と認識を
喚起するとともに、都市・農村間の交流により地域社会の活力
を醸成する。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

都市農村
交流関連

第１回（２）
平成17年
11月22日

613 26 京都府 26206 亀岡市
亀岡福祉有償運送
セダン特区

亀岡市の全域

　市内の公共交通機関の整備状況を市街地と山間地で比較す
ると両者の間ではその整備状況に大きな格差が見られ、とくに
移動制約者からは交通費の軽減や利便性の向上についての
要望が強い。このため、福祉タクシー助成等の従来からの事業
に加え、ＮＰＯ法人等がセダン型の一般車両を使用して福祉有
償運送サービスを実施することにより、移動制約者の社会参加
を促進し、人が人としてあたりまえに暮らせる幸福な社会を目
指す「支え合い、助け合い、あたたかいまちをつくろう～キラリ、
かめおか”きずな”プラン」を基本目標に「家族的地域社会」を構
築する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

614 26 京都府 26208 向日市
向日市幼稚園早期
入園特区

向日市の全域

　向日市では、核家族化及び少子化の進展に伴い、子ども同士
のふれあいや地域における世代を超えた子どもとの関わりが減
少している。このため、三歳未満児の幼稚園早期入園の特例を
活用することにより、異年齢も含め多くの幼児と集団生活を経
験することで幼児の社会性の涵養を図るとともに、幼稚園が子
育てに関する相談機関としての機能を果たし地域社会全体で
子どもを育てることができる環境を構築する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１０回
平成20年
7月9日

615 26 京都府 26209 長岡京市
長岡京市幼稚園早
期入園特区

長岡京市の全域

　少子化等の進展により、幼児が遊びの相手や異年齢等の集
団と関わる機会が減少しているため、幼児が家庭や地域で社
会性を培うことが難しくなっているため、特例の導入により、満
三歳未満児の幼稚園入園を可能とし、他の幼児とともに集団で
活動する機会の充実を図りつつ社会性の涵養を促すとともに働
きながら子どもを幼稚園に通わせたい保護者の期待や社会参
加の実現に応え、地域経済の活性化に寄与する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第２回
平成20年
7月9日

616 26 京都府 26212 京丹後市
京丹後市福祉有償
運送特区

京丹後市の全域

　当市では、公共交通機関が未整備である地域が多い上、市内
を走る鉄道や路線バスの利便性が高いとはいえず、日常生活
においては自家用自動車による移動が中心となっている。特に
移動に制約のある高齢者や障害者は、家族の運転による自家
用車での移送に頼らざるを得ないが、一人暮らし高齢者など移
送を頼める家族がいない者も多い。そこで、ＮＰＯ法人や社会福
祉法人等がセダン型等の一般車両を用いて移送サービスを実
施することにより、移動制約者の行動範囲を拡大し、社会参加
を促進することで、京丹後市の基本理念である「ともに支え合
い、安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり」の実現を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

617 26 京都府 26213 南丹市
南丹市福祉有償運
送セダン型車両特
区

南丹市の区域の一部（旧
園部町及び旧八木町）

　本市では、ＪＲや町内バスが運行され、より身近な公共交通機
関として大きな役割を果たしているが、年々増加している高齢
者と障害児者等移動制約者のニーズを充分に満たしていると
は言いがたい状況にある。そのため、福祉サービス活動を主と
する社会福祉協議会等がセダン型等の一般車両を用いて福祉
有償運送を実施することにより、通院等の利便性の向上と社会
参加を促進し、誰もができる限り住み慣れた地域で安心して生
活することができる、市の実現を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯ等によるボランティア
輸送としての有償運送におけ
る使用車両の拡大事業

生活福祉
関連

第１１回
平成19年
3月30日

618 26 京都府 26303 大山崎町
大山崎町幼稚園早
期入園特区

京都府乙訓郡大山崎町
の全域

　核家族化及び少子化の進展に伴い、子ども同士のふれあい
や地域における世代を越えた子どもとの関わりが減少する状況
下において、三歳未満児の幼稚園早期入園の特例を活用する
ことにより、幼児の社会性の涵養が図られ、また、地域ニーズ
の解消や、保護者の育児ストレス等の解消、社会参加による地
域（コミュニティ）の活性化等が期待される。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第２回
平成20年
7月9日

619 26 京都府 26322 久御山町
「久御山っ子」就学
前、元気で明るい
給食特区

京都府久世郡久御山町
の全域

　久御山町では、幼保一体的運営に取り組んでおり、平成１５年
４月に１校区（東角校区）で幼稚園と保育所の５歳児の一体的
運営を行い現在に至っている。平成１８年４月からはさらに佐山
校区でも同様に５歳児の一体的運営を佐山幼稚園（佐山保育
所分園）において実施することとしており、施設も平成１７年度
に整備したところである。そこで、同一校区の５歳児が、給食を
共にすることを可能とするため、東角小学校から給食の搬入を
行い、効率的な保育所の運営と就学前児童の食育の充実を図
る。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１０回
平成22年
11月30日

620 26 京都府 26361 山城町
山城町農地いきい
き活性化特区

京都府相楽郡山城町の
全域

　山城町における遊休・荒廃農地は、山間地はもとより平野部
においても多く見られ非常に深刻な状況にある。農地の権利取
得後の最低経営規模面積要件を緩和することにより、意欲ある
小規模な農業を営む者へ農地を誘導し、地域リーダーの養成
や都市住民との交流を通じ就農希望者の受入等小規模農地の
有効利用を促進することによって農地の保全を推進する。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

621 26 京都府 26361 26362
山城町、木津
町、加茂町、精
華町

山城町・木津町・加
茂町・精華町福祉
有償運送特区

京都府相楽郡山城町、木
津町、加茂町及び精華町
の全域

　本地域では、各町の「老人保健福祉計画」「障害者計画」に基
づいて各種福祉施策を計画的に推進している。近年、高齢化・
障害の重度化の進展に伴い、単独では公共交通機関の利用が
困難な者が増加しており、その福祉の向上、介護者への就労機
会の提供など、移動制約者の在宅生活を支援するためのサー
ビスの充実が求められている。そこで、本特例を活用し、セダン
型等一般車両での福祉有償運送を利用できるようにすることに
より、在宅で生活する移動制約者のニーズ等に対応し、住民が
安心・安全に暮らせるまちづくりの実現を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

622 26 京都府 26407 京丹波町
京丹波町福祉有償
運送セダン型車両
特区

京都府船井郡京丹波町
の全域

　本町は住民の生活交通手段を確保するために、撤退路線を
継承する形で、町営バスの運行を実施しているが、移動制約者
の移送に必ずしも適当ではなく、民間バス、町営バスそしてＮＰ
Ｏ等の役割分担による輸送体制を確立することが課題となって
いる。そのため、福祉サービス活動を主とする社会福祉協議会
やＮＰＯがセダン型等の一般車両を用いて福祉有償運送を実
施することにより、通院や買い物などの利便性の向上と社会参
加を促進し、本町が目指す「すべての人が健康で安心して暮ら
せる街づくり」の実現を目指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

623 26 京都府 26461 26462 与謝野町
与謝野町福祉有償
運送特区

京都府与謝郡与謝野町
の全域

　計画区域には、障害者や要支援･要介護認定者等の移動制
約者が多く存在し、公共交通機関は、路線バスや一部の地域に
第３セクターによる鉄道があるものの、中山間等の地域的条件
により、依然として公共交通機関よりも家族等が運転する自家
用車による移動が中心となっている。ＮＰＯ等による輸送事業を
円滑に実施するために、福祉有償運送等運営協議会を設置
し、輸送事業の必要性、課題、利用者の安全と利便の確保に係
る方策等を協議し、福祉車両のみならずセダン型の一般車両
の使用を可能としたボランティア輸送体制を整備することで、移
動制約者の社会参加の促進や地域福祉サービスの充実を目
指す。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

624 26 京都府 26463 伊根町
交通弱者のための
福祉有償運送事業
特区

京都府与謝郡伊根町の
全域

　伊根町の交通環境は、民間路線バスと町営バス運行により交
通空白地域は解消されてきたが、年々進む高齢化に加え、障
害者、肢体不自由者等も増加し、交通弱者の移動は、現行の
交通機関で対応しきれている状況にはない。また、タクシー営
業所も30ｋm圏内になく、生活や通院等に大きな支障をきたして
いる。このため、現行の交通手段で救済できない部分をＮＰＯ等
の法人がボランティアとして有償運送することで、交通弱者の
生活支援と社会参加の促進を図り、ボランティア活動の活性化
と共助社会の実現を目指す。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

625 27 大阪府 27000 大阪府 国際交流特区

泉佐野市、泉南市及び田
尻町の区域の一部（関西
国際空港及びりんくうタウ
ン）

　我が国唯一の24時間運用可能な関西国際空港を擁すること
から、空・陸のネットワークを活用した国際物流機能の強化や
大学等研究開発機能を活用した成長産業の集積、複合的なエ
ンターテイメントゾーンの形成を目指し、国内外の企業にとって
投資魅力のある地域の形成を図る。

701
1201

・臨時開庁手数料の軽減
・公有水面埋立地の用途変更
等の柔軟化

国際物流
関連

第１回(１)
平成17年
7月19日

626 27 大阪府 27000 大阪府
ハイテク産業創造
特区

和泉市及び堺市の区域
の一部　（テクノステージ
和泉、大阪府立産業技術
総合研究所及び大阪府
立大学）

　和泉周辺地域における企業の集積や、ナノテク分野で優れた
研究機能を有する大阪府立大学、大阪府立産業技術総合研究
所などの知的資源を活かしつつ、外国人研究者の受入促進や
産学官による共同研究・事業化の推進などにより、新産業の創
造と企業のイノベーションを促進する。

501502503
504
505

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・外国人の永住許可の弾力化

産学連携
関連

第１回（１）
平成19年
3月30日

627 27 大阪府 27000 大阪府
バイオメディカル・
クラスター創成特
区

茨木市、吹田市及び豊中
市の区域の一部（彩都ラ
イフサイエンスパーク、国
立大学法人大阪大学、国
立循環器病センター及び
千里ライフサイエンスセン
ター）

　北大阪（彩都周辺）地域における大阪大学をはじめとした優れ
た研究機関の集積を活かし、大学・研究機関におけるバイオメ
ディカル分野の研究振興、基礎研究成果を活用した企業への
技術移転、ライフサイエンス企業の集積を図る「バイオメディカ
ル・クラスター」の形成を目指す。

501502503
504
505
202
704
705
813
814
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・外国人の永住許可の弾力化
・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第１回（１）
（平成16
年6月14
日、平成
16年9月
30日、平
成17年7
月1日変

更）

平成19年
3月30日

628 27 大阪府 27000 大阪府
大阪府サービス管
理責任者の資格要
件弾力化特区

大阪府の全域

　本府では、大阪府障がい者計画に基づき、地域で生活する障
がい者の支援体制の充実等に努めている。そのためには、必
要なサービスを選択し、組み合わせて利用できるような環境が
必要である。そこで、障害者自立支援法に基づく障がい福祉
サービス事業所等の増設に努めてきたが、サービス管理責任
者を確保できないケースが見受けられる。よって、本特例を活
用し、サービス管理責任者の資格要件を緩和し、障がい福祉
サービス事業所等をさらに増やすことで、障がい者が様々な活
動にチャレンジでき、チャンスにあふれる社会づくりを推進す
る。

938
・サービス管理責任者の資格
要件弾力化事業

生活福祉
関連

第２５回
令和3年
11月30日

629 27 大阪府 27000 大阪府
障害者に対する職
業能力開発ＩＴ特区

大阪府の全域

　障害者にとって「働くこと」は自立や社会参加を促進し、自己
実現を図る上で極めて重要であり、障害者個人の適性と能力に
応じた多様な働く場が確保されるよう、職業能力開発の面から
支援が必要である。このため大阪府では障害者に対して様々な
障害者の就労支援施策を展開している。その一環として、大阪
障害者職業能力開発校において、本特例を活用した情報処理
技術に関する講座を開設して訓練を行うことにより、障害のある
生徒の受験負担の軽減等が図られるとともに、資格取得による
障害者のIT関連職種への就労促進や定着の改善を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成19年
3月30日

630 27 大阪府 27000 大阪府
大阪ＩＴ人材育成特
区

大阪府の全域

　大阪の産業・経済の発展を支える中小企業の人材育成を推
進し、雇用のミスマッチを解消するため、情報処理に関する一
定の知識・技能を有した技術者を育成することが必要である。
そこで、初級システムアドミニストレータ及び基本情報技術者試
験の午前試験が免除される特例を受けることにより、府内にお
いてより多くの優秀な情報処理技術者の育成、輩出が期待さ
れ、府内の中小企業に、企業が求める質の高い情報処理に関
する技術者を供給することが可能となる。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

631 27 大阪府 27000 27202

大阪府、堺市、
岸和田市、高槻
市、枚方市、茨
木市、富田林
市、和泉市及び
大阪狭山市並び
に大阪府三島郡
島本町及び豊能
郡豊能町

大阪をたがやそう
特区

堺市、岸和田市、高槻
市、枚方市、茨木市、富
田林市、和泉市及び大阪
狭山市並びに大阪府三
島郡島本町及び豊能郡
豊能町の全域

　大阪の農業は担い手の高齢化、後継者不足などの課題があ
る一方で、農業に参画したいという府民ニーズが高まっている。
このような中、農業関係者と府民、行政、関係団体が協働・連
携し、府民による農業や自然資源の保全活動への参画を促進
することが重要になっている。そのため、「大阪をたがやそう特
区」として、特にニーズの高い地域などについて、特定農地の貸
付や下限面積要件の緩和措置を講じることにより、農業振興は
もとより、都市住民や高齢者の生きがい・余暇活用の推進を目
指す。

1002
1006

・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連
第７回（平
成17年7
月1日）

平成17年
11月22日

632 27 大阪府 27000 27203 大阪府、豊中市
障害者の地域生活
支援特区

豊中市の全域

　大阪府策定の第3次障害者計画の基本理念である「人が人間
（ひと）として普通に暮らせる自立支援社会づくり」の実現に向
け、「障害者の地域における自立生活の場の確保」を図るた
め、大阪府等の独自施策に加え、特区制度によるグループホー
ムの定員要件緩和を活用し、住戸物件の確保が難しい都市部
において、グループホームの設置促進を図り、障害者の地域で
の自立的な生活の支援を図る。

931 ・知的障害者グループホーム
の定員要件の緩和

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

633 27 大阪府 27000 27205
大阪府、吹田
市、寝屋川市

大阪元気コミュニ
ティ創造特区

吹田市及び寝屋川市の
全域

　地域通貨は、金銭ではやりとりのしにくい「見守り」や「声かけ」
といったコミュニティには欠かせない活動に対して、目に見える
形で「ありがとう」の気持ちを伝えやりとりする機能があり、地域
コミュニティ活動を推進する上で有効な手段である。このような
中、地域通貨を発行するＮＰＯ法人等が取り組みやすいように
法令で規定する資本要件を撤廃し、地域通貨の発行にかかる
手続きやコストの軽減を図る。これにより、ＮＰＯ法人等による
地域通貨の取組みがさらに活発化し、住民のコミュニティ活動
への参加や住民同士のふれあう機会の増加など、元気コミュニ
ティを創造する基盤が整備される。

302
・「地域通貨」を発行するNPO
等への事前登録要件の緩和

まちづくり
関連

第７回
平成19年
7月4日

634 27 大阪府 27100 大阪市 国際交易特区
大阪市の区域のうち此花
区、港区、大正区及び住
之江区の全域

　本市においては、昨年の失業率が全国第３位となるなど、産
業・経済の活性化が求められており、当区域においても、国際
交易産業の集積に資する企業の誘致や、企業の活動を支援す
る取組みが不可欠である。そこで、近畿圏を中心とする西日本
を背後圏とする大阪港の優位性を活かし、国際競争力の強化
に資する物流及び新たなまちづくりとしての拠点形成に向け、
(1)アジア主要港と競争可能な港湾の実現、(2)国際交易産業
（ロジスティクス産業）の集積、(3)大阪経済・産業の活性化、及
び(4)研究機関や研究開発型企業の集積を図るものである。

504
507
1208
701
702

・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・外国人情報処理技術者の在
留期間延長
・特定埋立地の所有権移転制
限期間の短縮（１０年→５年）
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における
通関体制の整備

国際物流
関連

第１回（１）
（第９回変

更）

平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

635 27 大阪府 27100 大阪市
ビジネス人材育成
特区

大阪市の全域
　株式会社が専門職大学院を設置し、高度なＩＴ技術を持つビジ
ネス人材を体系的に育成し、大阪市の産業育成と雇用の拡大
を図る。

508（全）
816

821(801-1)
（全）

828(全)
833（全）

1131（1143､
1145）（全）
1132（1144､
1146）（全）

・夜間大学院留学生受入れ事
業（全）
・学校設置会社による学校設
置事業
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置事業（全）
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置事業（全）
・校地・校舎の自己所有を要
しない専修学校等設置事業
（全）
・修了者に対する初級システ
ムアドミニストレータ試験の午
前試験を免除する講座開設
事業（全）
・修了者に対する基本情報技
術者試験の午前試験を免除
する講座開設事業（全）

教育関連 第３回

平成28年
11月29日
申し出に
より取消

636 27 大阪府 27100 大阪市
埋立用途区分柔軟
化特区

大阪市の区域の一部（夢
洲地区）

　公有水面埋立法上の特例措置を活用することで、夢洲地区に
おける環境・エネルギーをはじめとした先端産業の生産拠点や
それら産業を支える高機能物流施設の誘致を促進し、産業の
国際競争力の強化・臨海部の活性化を図る。

1227
・公有水面埋立地における用
途区分柔軟化事業

国際物流
関連

第３２回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

637 27 大阪府 27140 堺市
さかいバリュアブ
ル・スタッフ特区

堺市の全域

　「行財政改革計画」推進の一環として「職員構成の抜本的な見
直し」を進めており、その手法のひとつとして平成15年度から
「バリュアブル・スタッフ制度」を導入した。「バリュアブル・スタッ
フ」とは、価値のある、貴重な職員という意であり、民間等で培っ
た豊かな能力・知識・経験等を有する者を短期臨時職員として
任用するものである。平成16年度以降、この制度を更に拡充
し、市民サービスの質的向上に努めるとともに、行政運営への
参画を通じて行政と市民の協働したまちづくりを担うことのでき
る人材の育成などにも努め、行財政改革と「まちの構造改革」を
推進する。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

地方行革
関連

第３回

令和２年
３月16日
申し出に
より取消

638 27 大阪府 27140 堺市
さかいＩＣＴひとづく
り特区

堺市の全域

　堺市は、製造業や商業など幅広い産業集積を有しており、こ
れらの基盤を活かして、企業立地促進や起業支援を進めてい
る。今後、地域産業のさらなる発展を図るためには、情報化に
対応できる高度な知識、技能を有するＩＴ技術者の育成、充実が
非常に重要になることから、高度ＩＣＴ人材を育成し、雇用対策
や地域経済の活性化につなげるとともに、観光、安全・安心な
まちづくりなど多様な分野でのＩＴ導入・利用にも取り組むこと
で、暮らしやすいまちづくり、魅力ある都市の実現を目指す。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146）

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１２回
平成22年
11月30日

639 27 大阪府 27201 堺市
さかい新時代もの
づくり特区

堺市の区域のうち工業再
配置促進法第二条第一
項に規定する移転促進地
域

 堺市は、臨海部の大規模製造業や内陸部の多彩な中小企業
の集積により、ものづくりのまちとして成長してきたが、産業構
造の転換に伴い、企業の市外流出や廃業・倒産が相次ぎ、雇
用吸収力が低下している。このため、当該特区計画により、内
陸部の移転促進地域の適用除外を行ない製造業の域外移転
の抑制を図るとともに「堺産業振興ビジョン」及び「産業再生緊
急プロジェクト」に基づき実施される既存企業の高度化、臨海部
への企業立地促進、雇用対策等の多様な施策を講じることによ
り、地域の産業再生と雇用の創出を図る。

1141
・移転促進地域からの除外に
よる事業者の交流連携の促
進

産業活性
化関連

第８回
平成18年
7月3日

640 27 大阪府 27201 堺市
さつき野小中一貫
キャリア教育特区

堺市の区域の一部（さつ
き野小学校及びさつき野
中学校の校区）

　隣接した小･中学校を一貫校として再構築し、９カ年を見通し
たカリキュラム編成により、①４・３・２年制教育システムによる
基礎基本の徹底を図る学習、②異学年・地域交流などを積極的
に展開した豊かな心の育成、③キャリア基盤形成と望ましい勤
労観・職業観の育成を目指すキャリア教育の展開、④国際性豊
かな人材の育成をめざす小学校段階からの英語科の創設など
を重点的に推進しながら、今後の社会に貢献できる人材育成を
図る。また、小中一貫校を核とした教育コミュニティを形成し、地
域の総合的教育力の活性化を推進する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

641 27 大阪府 27204 池田市
「教育のまち池田」
特区

池田市の全域

　英語教育・国際理解教育や科学教育・情報教育等を推進する
ため、一部学習指導要領によらない幼稚園から中学校までの
一貫した教育や、市独自の教員の採用による小学校低学年に
おける少人数学級編制を通した細やかな指導を実施し、国際性
や創造力豊かな人材を育成するとともに、継続した学習指導や
生徒指導により、校種間の段差やいじめ・不登校等の教育課題
の解決を図り、「小さくとも世界に誇れる池田」を創造する。

802
810

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

642 27 大阪府 27205 吹田市
美のまち　すいたＩ
Ｔ活性化特区

吹田市の全域

　情報通信関連産業は、商工業における情報提供の充実、人
材育成、企業支援や高付加価値化を推進する点や、また、市内
商工業の発展、育成に対して支援的な機能を有することから、
現在において非常に重要なものとなっている。一方、環境面に
おいても、これらの業種は、従来型の製造工場等と比較すると
環境負荷が少ないこと等から魅力的かつ総合的な創造力のあ
る都市をめざす本市においても、更に振興を図ることが必要で
ある。そこで本特例措置を活用し、IT人材を輩出することによ
り、本市におけるＩＴ産業の活性化と地域経済の活性化を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回

平成19年
3月30日
申し出に
より取消

643 27 大阪府 27206 泉大津市
泉大津市立駐車場
運営特区

泉大津市の区域の一部
(泉大津駅東地区)

　泉大津駅東地区における再開発事業に伴う駐車需要に対応
し、泉大津駅周辺の秩序ある交通環境を形成するために、駅前
広場地下駐車場の整備を行ったが、長引く不況の影響と周囲
の民間駐車場と比較して割高感があるため利用率が低迷し、
経営状況が悪化している。その要因として料金体系の硬直化
があげられ、これを改善するために多様化する利用者ニーズを
反映した特別料金の設定及び変更を速やかに行い、利用者の
増加と地域の活性化を目指すものである。

1211
・駐車場料金の設定・変更手
続きの容易化

まちづくり
関連

第５回
平成18年
3月31日

644 27 大阪府 27210 枚方市
福祉移送サービス
特区

枚方市の全域

　本市においては、福祉施設等を市域の特定の地域に集中さ
せることなく、バランス良く配置しているが、これらの施設を有効
に機能させるために、ＮＰＯによる福祉移送サービスを拡大し、
移送サービスのニーズと供給のミスマッチの解消を図る。

1206(1216)
・NPOボランティア輸送による
セダン車の使用

生活福祉
関連

第１回（１）
平成19年
3月30日

645 27 大阪府 27210 枚方市
枚方市小中一貫英
語教育特区

枚方市の全域

　枚方市には留学生が多く学ぶ大学があり、これまでも大学と
の連携を図りながら小中学校における英語教育の充実に取り
組んできた。このような経験を活かし、小学校の第５学年と第６
学年の教育課程に「英語科」を新設、教材には中学校第１学年
用の教科書を活用し、中学校英語科教員や英語を母語とする
講師等との連携のもと、小学校の教員による授業を行う。中学
校では、教育課程を編成する際、小学校で身につけた英語力を
基礎として、指導内容の一層の充実をめざす。これらの取組み
により、聞くことや話すことなどの英語の音声によるコミュニケー
ション能力の育成を図り、豊かな国際性を身につけた人材の育
成と国際理解の推進を目指す。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第９回
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

646 27 大阪府 27213 泉佐野市
すくすく・すこやか
泉佐野給食特区

泉佐野市の全域

　本市の公立保育所は、建築年が昭和４０年代と古く、調理室
設備の老朽化と増加する保育需要により自園調理の実施が困
難な状況にある。一方保育所では、よりきめ細やかな保育サー
ビスに対する取組みと、親の子育ての負担を軽減するための施
策を図る必要がある為、公立保育所における給食の外部搬入
の実施により、安全衛生面、食育等に十分配慮しながら、調理
員の人件費の節減や給食材料の一元購入など、経費面での節
減が図られ、その財源を保育サービスの向上はもとより、子ど
もの健やかな成長のための施策の充実に活用することが可能
となる。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第２４回

平成27年
6月30日
申し出に
より取消

647 27 大阪府 27214 富田林市
「学びのまち富田
林」特区

富田林市の全域

　急速に進展する情報化社会・国際社会を生き、拓いていく子ど
もたちの国際的なコミュニケーション能力を向上させ、英語教
育・国際理解教育を推進するため、教育課程を弾力化し小学校
に教科として「英語活動」を設置するとともに、幼稚園から中学
校までの一貫した取組を展開する。また、市費で常勤講師を任
用し、小・中学校で少人数学級編制を行い、個に応じたきめ細
かな指導を行うことで「小１プロブレムの解消」「不登校児童生
徒の減少」「確かな学力の定着」など様々な教育課題を改善す
る。これにより、富田林市の「未来を拓く人材の育成」を図る。

802
810

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第８回
平成20年
7月9日

648 27 大阪府 27215 寝屋川市
寝屋川市小中学校
英語教育特区

寝屋川市の全域

　寝屋川市では「ふくらまそう夢・育てよう未来の宝」のスローガ
ンのもと、「小中一貫教育」を柱にした魅力ある学校園づくりに
取り組んでいる。特区の特例により、２１世紀を担う国際化に対
応した人材を育成するために、小中学校において「国際コミュニ
ケーション科」を教科として位置づけ、小中学校９年間を見通し
た系統性・継続性のある英語教育のカリキュラムを作成し、実
践的英語活用能力を養い、コミュニケーション能力の向上を図
る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

649 27 大阪府 27218 大東市
大東市生活核都
市・先端産業都市
形成特区

大東市の全域

　大阪産業大学は様々な分野で地域振興に貢献する学びの杜
として、市民生活に密着した存在である。当大学は産学連携に
よる地元企業の生産技術向上等に大きく寄与するとともに、学
内学生だけでなく地域住民の人材育成の取組みも活発である。
こうした中、大学が主催するＩＴ関連講座の環境をさらに充実さ
せることで、高度なＩＴ技術者やＩＴ実務者の人材を育成すること
ができ、ひいては、①産学連携に基づく新産業創出、②地域住
民の就労支援、③地元企業のＩＴ活性化等につながるとともに、
産学官連携のまちづくりを図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成19年
3月30日

650 27 大阪府 27220 箕面市
箕面市きめ細やか
な教育特区

箕面市の全域

　市単費教員を採用することにより、幼稚園から小学校へ入学
する小学校１年生に対して、少人数学級（３０人規模）を編成す
る。このことにより、小学校における学習の進め方や、基本的な
生活習慣、人間関係や学校生活のルールを丁寧に指導するこ
とがより一層可能となり、「個に応じた指導」の充実を図り、６年
間の小学校生活をより豊かなものにしていく。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第７回
平成18年
7月3日

651 27 大阪府 27221 柏原市
「生きる学力育成」
小中一貫教育特区

柏原市の全域

　小中一貫教育校を設置し、「表現・コミュニケーションの力」「基
礎基本となる学力」「体験・労働学習、キャリア教育により育てる
生きる力と心」が、互いに働きあって育成される「生きる学力」を
９年間一貫して育てる。このため、「表現科」と「英語コミュニ
ケーション科」を新設し、「恵まれた自然環境を生かし、豊かな
心と生きる学力を育て、人と協調しつつ世界に羽ばたく人材」を
育成する。新教科及び少人数指導、キャリア教育を実施するた
め、人員配置など市独自の施策、外部人材の活用を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

652 27 大阪府 27223 門真市
門真市「わがまち
が誇れる学校づく
り」特区

門真市の全域

　門真市では、門真市次世代育成支援行動計画の基本施策の
一つとして子どもの教育環境を掲げ、子どもの生きる力の育成
に向けた学校の教育環境の整備を重点目標としている。また、
学力実態調査の結果分析により、国語力や英語コミュニケー
ション力の向上が求められている。そこで、学習指導要領によら
ない教科時間の編成を行うこととし、小学校では「ことばの時
間」、中学校では「コミュニケーション」を新設することにより、基
礎的・基本的な知識・技能を身に付けさせ、「確かな学力」を持
つ児童・生徒の育成を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

653 27 大阪府 27227 東大阪市
東大阪市モノづくり
再生特区

東大阪市の区域の一部
（工業再配置促進法第二
条第一項に規定する移転
促進地域）

　「モノづくりのまち」東大阪市は、基盤的技術産業を中心に多
種多様な製造業が集積し、我が国のモノづくりを支えているまち
である。しかし、昭和４７年に都市から地方への工場移転を目
的に制定された「工業再配置促進法」において、今なお本市の
一部が「移転促進地域」として指定されていることから、その指
定を除外し、基盤的技術産業集積の維持発展を図るとともに、
本市が、今後とも我が国製造業が国際競争力のある高付加価
値製品を作り出すための苗床としての機能的役割を果たし、地
域産業・経済を再生する。

1141
・移転促進地域からの除外に
よる事業者の交流連携の促
進

産業活性
化関連

第７回
平成18年
7月3日

654 27 大阪府 27227 東大阪市
東大阪市IT人材育
成特区

東大阪市の全域

　東大阪市では、中小企業の集積率日本一を誇るモノづくりの
まち、また市内５大学と近隣２大学で構成している「東大阪市及
び大学連絡協議会」をもち、大学の集積を生かしたまちづくりを
積極的に推進している。
　近年、急速に普及したICT技術に対応するため、企業は情報
処理に精通した人材の育成、大学は学生の輩出が求められて
いる。そこで、本特例を活用し、基本情報技術者試験の午前試
験が免除されることにより、市内においてより多くの優秀な情報
処理技術者の育成、学生の輩出が期待され、市内の企業に時
代のニーズにあった質の高い情報処理に関する技術者を供給
することが可能となる。中小企業の活性化、地域社会に貢献で
きる人材の育成を図る地域づくりを推進する。

1132(1144、
1146)

・修了者に対する基本情報技
術者試験の午前試験を免除
する講座開設事業

ＩＴ関連 第２２回
平成22年
11月30日

655 27 大阪府 27228 泉南市
泉南市児童発達支
援センター安心安
全給食特区

泉南市の全域

　泉南市子ども総合支援センターは、地域療育の拠点として、
府内全域を対象に子どもたち一人一人の発達の特性に応じた
集団および個別療育を展開している。また、就学前の育ちをつ
なぐために、保育所・幼稚園・小学校・中学校の巡回指導を実
施、特別支援コーディネーターの研修や民間事業所の研修や
実習も受け入れている。
現在市直営のデイサービス事業で実施している民間事業所で
調理した給食を提供する外部搬入方式を継続することによっ
て、食事内容の充実や経費の削減を図れるとともに運営効率
化によって削減された経費を活用し、療育水準の充実の維持や
食育の推進を図っていく。

939
・児童発達支援センターにお
ける給食の外部搬入方式の
容認事業

生活福祉
関連

第３６回

令和４年
３月31日
（P）申し
出により
取消

656 27 大阪府 27231 大阪狭山市
大阪狭山市幼・保
一元化特区

大阪狭山市の全域

　近年、幼稚園の就園率が低下する一方で保育所の待機児童
が増加する傾向があるなか、平成16年7月に「幼・保連携施策
推進計画」を策定し、これを契機に、当該特例を活用すること
で、幼稚園児と保育所児の合同活動を進め、就学前児童への
一貫した幼児教育・保育サービスの実現をめざす。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

657 27 大阪府 27301 島本町
島本町英語教育特
区

大阪府三島郡島本町の
全域

　島本町では、英語教育の推進に対して児童・保護者のニーズ
が強く、英語教育の充実が望まれている。国際化が急速に進む
２１世紀を担う児童生徒に、異文化を理解し、積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度を培うことを目標に、本特例を活
用し、小学校に英語科を新設し、英語教育内容の充実に努める
とともに、幼稚園・小学校において積み上げてきたことを発展さ
せるため、中学校英語科において全学年週あたりの授業時数
を４時間とし、実践的コミュニケーション力の育成を目標として、
「聞く」「話す」を中心とした授業等を実施する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

658 28 兵庫県 28000 兵庫県 国際経済特区
尼崎市、西宮市及び芦屋
市の全域

　優れた産業基盤が整備され国際的な水準にある都市環境を
有する地域の特性を活かし、外国人研究者の活用等を通じて、
ライフサイエンス分野をはじめとした研究成果と企業の技術の
融合を図ることにより、地域のものづくり産業の国際競争力の
強化や対内投資の促進を目指す。

501502503
504

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第１回（２）
平成19年
3月30日

659 28 兵庫県 28000 兵庫県
ひょうご狩猟免許
取得推進特区

兵庫県の全域

　兵庫県では、野生鳥獣の捕獲の担い手である狩猟免許所持
者が昭和40～50年代をピークに年々減少しており、さらに高齢
化も著しく進んでおり、将来の有害鳥獣捕獲や野生鳥獣の個体
数管理の担い手不足が大きな課題となることが予想される。そ
こで、本特例を適用し、網猟・わな猟にそれぞれ限定した狩猟
免許試験を実施することで、知識や技術の専門性が高められる
と同時に、受験者の知識・技能に係る負担を軽減し、狩猟免許
所持者の増加を図る。それによって、各市町で組織する有害鳥
獣の捕獲班の体制強化による農林作物被害の防止を図り、安
心して農林業に従事できる地域社会を再構築する。

1307 ・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の可能化

環境・新エ
ネルギー

関連
第９回

平成19年
7月4日

660 28 兵庫県 28000 兵庫県
ひょうごＩＴエキス
パート育成特区

兵庫県の全域

　兵庫県では、「ひょうごＩＴ新戦略」により、次世代の情報社会
における創造力豊かな人材の育成を目指して、学校、大学にお
ける情報化の推進や県民や企業、行政がＩＴを主体的に活用し
て情報の発信や交流を行い、創造的な活動を展開できるようＩＴ
の活用能力の向上を図る「情報社会の人づくり」を進めている。
本計画の実現により、県内産業の生産性や市場競争力の向上
に資するとともに、情報産業の振興と地域産業の情報化がさら
に進むことにより、元気・活力・自立の兵庫に資することとなる。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

661 28 兵庫県 28000 28205
兵庫県、淡路
市、洲本市及び
南あわじ市

くにうみツーリズム
特区

淡路市、洲本市及び南あ
わじ市の全域

　国生み神話、人形浄瑠璃、地場産業での体験メニューといっ
た多彩なツーリズム資源や四季を通じて和みを与えてくれる自
然に恵まれた淡路地域において、国立公園における自然を活
用した催しの容易化の特例を核として、市町等が実施するイベ
ントに対する地域独自の支援を一体的に行うことにより、誘客
促進を図るとともに、地域資源活用・住民参加・自然環境配慮と
いった新たなツーリズムモデルの構築を目指す。

1301・1302
・国立・国定公園における自
然を活用した催しの容易化

都市農村
交流関連

第２回
（平成17
年4月27
日、平成
18年2月
11日変

更）

平成18年
7月3日

662 28 兵庫県 28000 28226 兵庫県、淡路市 自然産業特区 淡路市の区域の一部

　農地の約４割が耕作放棄されている淡路島北部丘陵地域に
おいて、特例措置を活用した多様な主体による新たな農業経営
や楽農生活への取組を推進するとともに、県が整備した「淡路
景観園芸学校」や「あわじ花さじき」などの花き園芸振興拠点施
設、計画中の風力発電等クリーンエネルギー施設等との連携
により「人集い、花と緑あふれる淡路島北部丘陵地域」の創出
をめざす。

1001
1002

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連

第１回（２）
（平成17
年4月1

日）

平成17年
11月22日

663 28 兵庫県 28000 28229

兵庫県及びたつ
の市並びに兵庫
県赤穂郡上郡町
及び佐用郡佐用
町

先端光科学技術特
区

たつの市並びに兵庫県赤
穂郡上郡町及び佐用郡
佐用町の区域の一部（播
磨科学公園都市）

　世界最大の大型放射光施設SPring-8を擁し、ナノテクノロジー
等の先端分野に関わる放射光研究が展開されている播磨科学
公園都市の特性を活かし、外国人研究者の受け入れ促進等に
より、研究開発成果の実用化や人材の集積を強化し、国際的な
光科学技術拠点を形成するとともに、新産業創出による地域全
体の経済活性化を目指す。

501502503
504

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第１回（１）
（第７回、
平成17年
10月1日
変更）

平成19年
3月30日

664 28 兵庫県 28000 28207

兵庫県、伊丹
市、宝塚市、川
西市、三田市、
猪名川町

ひょうご阪神北地
域有害鳥獣対策特
区

伊丹市、宝塚市、川西市
及び三田市並びに兵庫
県川辺郡猪名川町の全
域

　阪神北地域は、都市と農村・里山の両方が存在し、都市近郊
の優位性を活かした農林業が営まれている。しかし、近年の鳥
獣による被害も都市部における生活被害から農村部における
農林業被害まで多岐にわたっており、地域の実情に応じた対応
が求められている。このため、本特例により、被害を受けた人や
自治会との連携による有害鳥獣捕獲活動を展開することができ
るようになることから、猟友会だけでは十分な人員を確保するこ
とが難しい駆除体制を強化し、機動的な捕獲活動を実施するこ
とで、生活環境被害の軽減や地域農業の振興を図るとともに、
適切な生息数を維持しながら、人と野生鳥獣の共生を図る。

1303
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者の容認

都市農村
交流関連

第１０回
平成24年
11月30日

665 28 兵庫県 28000 28208

兵庫県、相生
市、赤穂市、宍
栗市、たつの
市、太子町、上
郡町、佐用町

西播磨「水と緑の
郷」特区

相生市、赤穂市、宍栗市
及びたつの市並びに兵庫
県揖保郡太子町、赤穂郡
上郡町、佐用郡佐用町の
全域

　西播磨地域では、自然や農産物に恵まれていることから、都
市と農村の交流の拠点づくりを行うことにより、グリーンツーリ
ズムによる都市住民との交流を推進し、西播磨地域への観光
入込客の増加を図り、地域のツーリズム産業の振興を促進す
る。今後は、特に、①市民農園整備事業、②国立・国定公園に
おける自然を活用した催し、③有害鳥獣捕獲などに取り組み、
体験交流型ツーリズムの推進を図る。参加型ツーリズムを進め
るための市民農園開設促進とそのＰＲ、また、西播磨地域の誇
る豊かな自然を活かした国立・国定公園内でのイベントの開催
などに取り組んでいく。

1301･1302
（全）
1303

・国立・国定公園における自
然を活用した催しの容易化事
業（全）
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者容認事
業

都市農村
交流関連

第５回
平成24年
11月30日

666 28 兵庫県 28000 28223
兵庫県、多可
町、神河町

多自然居住促進特
区

兵庫県多可郡多可町及
び神崎郡神河町の全域

　本区域では、都市住民の定住等を促進するとともに地域の活
性化を図るため、NPO法人等による空き家情報の提供や農業
参入、農地の取得促進等に取り組んできたが、有害鳥獣による
農作物被害が大きく、家庭菜園をしたい多自然居住希望者や
新規就農者が定住等を実現する際の支障となっている。そこ
で、鳥獣被害を受けている農業者や農業協同組合等が、高齢
化の見られる免許所持者の有害鳥獣捕獲活動に補助的に参
加して、捕獲活動を強化することによって農作物の被害を削減
するとともに、農業経営の安定を図る。これにより、新規就農者
や農ある生活、半定住・定住を求める多自然居住希望者の増
加を一層促進する。

407（全）
1001（全）
1002（全）
1006（全）
1215（全）

1303

・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認事業（全）
・地方公共団体又は農地保有
合理化法人による農地又は
採草放牧地の特定法人への
貸付け事業（全）
・地方公共団体及び農業協同
組合以外の者による特定農
地貸付事業（全）
・農地の権利取得後の下限面
積要件の特例設定基準の弾
力化による農地の利用増進
事業（全）
・地域活性化のための空き家
情報提供等の推奨事業（全）
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者容認事
業

都市農村
交流関連

第５回
平成24年
11月30日

667 28 兵庫県 28100 神戸市 六甲有馬観光特区

神戸市東灘区、灘区、中
央区及び北区の区域のう
ち国立公園の区域並びに
神戸市北区有馬町の全
域

　六甲・有馬地区は、豊かな自然資源を有しているが、阪神・淡
路大震災後から落ち込んでいる観光客数は未だ回復していな
い状況である。この地区の活性化を図るため、六甲地区におい
ては、自然の中での芸術創作活動による「六甲芸術村構想」を
推進し、有馬地区においては健康保養温泉地という新たな魅力
づけを行なう。また、「地域参加型協議会」においてケーブル
カー、ロープーウェイなどの公共交通利用促進のための計画を
策定し、公共交通機関の利便性を向上することにより、自家用
車からの転換を図り、交通公害及び環境負荷の軽減につなげ
ていく。

104（全）
1301・1302

（全）

・公共交通利用促事業
・国立・国定公園における自
然を活用した催しの容易化事
業（全）

国際交
流・観光

関連

第３回
第１０回

平成23年
11月28日

668 28 兵庫県 28100 神戸市
人と自然との共生
ゾーン特区

神戸市の区域の一部

　神戸市では、「人と自然との共生ゾーン条例」に基づき、ゾー
ン指定による計画的な土地利用のコントロールのほか、地域住
民と市が協働で進める総合的な地域施策を結びつけることに
よって、農業振興と農村振興の新たな仕組みの構築を進めてい
る。その一方で、農業の担い手の確保や農作物価格の低迷、
鳥獣害等の農作物被害の多発など農業経営においても多数の
課題を抱えている。そこで、多発する有害鳥獣による農作物被
害防止として、本特例措置を積極的に活用することで有害鳥獣
の捕獲・駆除を強化し、農業経営の安定を図るとともに、市民農
園の拡大や農家民宿等の滞在型施設の整備など農村資源の
活用も進めながら、活力ある農業の持続的発展を目指す。

407（全）
1001（全）
1002（全）
1006（全）

1303

・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認事業（全）
・地方公共団体又は農地保有
合理化法人による農地又は
採草放牧地の特定法人への
貸付け事業（全）
・地方公共団体及び農業協同
組合以外の者による特定農
地貸付け事業（全）
・農地の権利取得後の下限面
積要件の特例設定基準の弾
力化による農地の利用増進
事業（全）
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者容認事
業

農業関連 第３回
平成24年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

669 28 兵庫県 28201 姫路市
環境・リサイクル経
済特区

姫路市広畑区富士町の
全域

　鉄鋼業における廃タイヤのガス化リサイクル利用など技術蓄
積を生かした環境・リサイクル分野への事業シフトの促進、環
境・リサイクル産業の集積による雇用の創出など、循環型社会
の構築に向けた広域リサイクル拠点の創出、環境産業の集積
を図る。

1304
・再生利用認定制度対象品目
の拡大（廃タイヤ）

産業活性
化関連

第１回（１）
平成18年
7月3日

670 28 兵庫県 28202 尼崎市
ものづくりのまち
「あまがさき」再生
特区

尼崎市の区域の一部（工
業再配置促進法第二条
第一項に規定する移転促
進地域）

　産業都市として発展してきた尼崎市は、事業所の過度の流出
により、まちの活力に大きな影響を及ぼしている。このため本市
域の工業再配置促進法の移転促進地域からの除外を実現し、
ものづくりのまちとしての再生に向けて、既存のものづくり産業
の高度化や新事業展開への支援、国内外企業の新規立地促
進、企業間交流の促進等による地域産業の活性や雇用の創出
を通じて、まちの活力再生を図る。

1141
・移転促進地域からの除外に
よる事業者の交流連携の促
進

産業活性
化関連

第７回
平成18年
7月3日

671 28 兵庫県 28202 尼崎市 尼崎計算教育特区 尼崎市の全域

　小学校の教育課程に新たに「計算科」を位置付け、ソロバンに
よる教育を実施し、「計算の基礎的な知識と技能の習得」「 日常
生活等で計算を活用しようとする態度の育成」を図る。また、低
学年から「計算科」を導入し、集中した指導、継続した指導の２
つの形態の指導を行うことにより、効率的・効果的な計算（ソロ
バン）能力の習得を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

672 28 兵庫県 28205 洲本市
ＩＴベンチャー育成
特区

洲本市の全域

市が整備した光ファイバー網を活用し、情報通信環境の整備を
促進することにより、外出先でも高速なインターネットが無線で
利用できるホットスポットサービス、動画等の大容量データをス
ムーズに扱えるサービス等を実施するＩＴソフトベンチャー企業
の誘致や育成、新規産業の創出を進めるとともに、一層の市民
サービス向上を図る。

404
・地方公共団体による電気通
信事業者への通信回線の開
放

ＩＴ関連 第1回(１)
平成16年
6月14日

673 28 兵庫県 28207 伊丹市
「読む・書く・話す・
聞く」ことば文化都
市伊丹特区

伊丹市の全域

　伊丹市では、「伊丹の未来を託す人づくり」を重点施策とし、国
際化・情報化社会に対応できる人材の育成を目指している。小
学校ではすべての学習の基盤となる国語力の向上を図るため
「ことば科」を新設し、俳人鬼貫生誕の地という特性を生かした
俳句作り、スピーチ等に取り組む。中学校では、「グローバルコ
ミュニケーション科」を新設し、英会話、スピーチ等により実践的
英語力の育成に取り組む。市民への文化行事の推進とあわせ
て、市全体で、ことば文化への意識を高めることにより「ことば
文化都市伊丹」の創造を目指す。

802
810

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

674 28 兵庫県 28207 伊丹市
いたみ支えあい福
祉まちづくり特区

伊丹市の全域

　本市では、すべての人が「住み慣れた地域で安全に安心して
暮らせ、地域で支えあえるまちづくり」を目指し、様々な分野に
わたり障害者施策を積極的に推進している。年々、障害者数が
増加するとともにニーズも多様化し、在宅していても身近に受け
られるサービスの利用がより一層求められるようになった。そこ
で、障害者自立支援法に基づく日中活動・宿泊サービスを介護
保険法の小規模多機能型居宅介護事業所で利用可能にするこ
とにより、障害者のニーズに柔軟に応えるとともに、より主体的
な共生福祉社会を目指し、地域福祉力の推進を図る。

934
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１４回
平成28年
6月17日

675 28 兵庫県 28209 豊岡市
城下町いずし”うな
ぎの寝床”町家特
区

豊岡市の区域の一部（豊
岡市出石伝統的建造物
群保存地区）

出石地域は、城下町として重要伝統的建造物群保存地区とし
て国から選定を受けており、年間100万人の観光客が訪れる。
しかし、１時間程度の立寄り観光客が多く、地元全体の活性化
につながるに至っていない。
また、中心地は高齢化等による人口減少が進んでおり、今後保
存地区内に空家が増加する恐れがあり、貴重な建造物の良好
な維持が損なわれると危惧している。
地元主体の取組みで保存地区内の空家を活用した宿泊場所を
確保することにより、貴重な景観財産である町家の維持と滞在
型観光客の誘導につなげ、地域の活性化を図る。

935
・伝統的建造物を利用した旅
館営業事業

都市農村
交流関連

第２３回
平成24年
11月30日

676 28 兵庫県 28210 加古川市
加古川市就学前教
育モデル特区

加古川市の区域の一部
（志方町）

　平成１４年４月１日に合築施設として開園した「しかた幼稚園・
しかた保育園」において、４歳児及び５歳児について、幼稚園児
と保育所児の合同活動を実施することにより、自立心、社会性
の基礎を養うとともに、小学校や地域と連携した子育て支援を
通して、保護者の多様な教育ニーズに対応しつつ、「健やかで
心豊かな子どもの育成」を目指す。

807
914

・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成17年
11月22日

677 28 兵庫県 28210 加古川市
播磨社会復帰促進
センター等ＰＦＩ特
区

加古川市の全域

　特例措置「特定刑事施設における収容及び処遇に関する事
務の委託促進事業」を活用することで、民間事業者による刑務
所の事務及びその関連するサービスの提供を通じて地域の雇
用機会の拡大や生産人口の増加を図る。また、刑務所での受
刑者及び職員向けの給食に地元農産物を食材としての供給
や、定住する刑務所勤務職員及びその家族の定住に伴う消費
拡大などにより、地域経済の活性化を図る。

510
・特定刑事施設における収容
及び処遇に関する事務の委
託促進事業

産業活性
化関連

第１３回
平成21
年7月17
日

678 28 兵庫県 28216 高砂市
都市近郊型産業集
積特区

高砂市の区域の一部（高
砂工業公園）

　高砂市は重化学工業を中心に発展をしてきたが、近年の工業
を取り巻く環境の変化、特に製造業における産業空洞化に対応
し、「伸びる産業をより伸ばす」という観点から、都市近郊で成長
する産業（製造業）を積極的に誘致し、「都市近郊型製造業」と
位置付け、集積を図り、産業構造の変革に資する。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第１回(２)
平成17年
7月19日

679 28 兵庫県 28220 加西市 加西市幼児園特区 加西市の全域

　加西市は少子化傾向にあり、適正規模の集団保育が困難と
なってきている状況を踏まえ、平成１３年８月に、時代に対応し
た新しい保育や幼児の教育施策の構築を目指した「幼稚園・保
育所の望ましいあり方」の審議会で幼児園構想についての答申
がなされた。幼児園は、幼稚園と保育所の両方の機能を備えた
施設であるが、市の財政状況が厳しい中、幼児園を新しく建設
することは不可能であるため、現行施設の活用と効率的な運営
が求められており、保育所における保育所児及び幼稚園児の
合同活動事業を実施する。

914
・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成17年
11月22日

680 28 兵庫県 28220 兵庫県、加西市 産業集積特区
加西市の区域の一部（加
西南産業団地及び加西
東産業団地）

　山陽自動車道と神戸淡路鳴門自動車道の開通により環瀬戸
内海地域の広域的な交通圏域が拡大し、大消費地である京阪
神地区と中国・四国地域を後背地として活用できる優れた立地
条件と、豊かな自然環境に恵まれた田園都市地域を有する地
域の特性を活かし、企業の立地に伴う初期投資の軽減等に資
する規制緩和を行い産業集積の促進を図る。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第１回(２)
平成17年
7月19日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

681 28 兵庫県 28222 大屋町 有機の里特区 大屋町の全域

　自然環境の保全、遊休農地、耕作放棄地の拡大を防ぐため、
大屋町では有機の里構想を樹立し、住民すべてが農家であり
消費者であるという考えのもと、有機農業の実践、地産地消の
ための体制づくりを進めている。有機農業の実践については、
堆肥センターを核とした体制の確立、地産地消については、直
売活動及び学校給食等への食材提供等体制を整えつつある。
このため、農地取得後の農地の下限面積を特区制度により緩
和することにより、小規模農家の規模拡大と非農家の農業参加
を可能にする。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

682 28 兵庫県 28222 養父市
養父市鳥獣被害防
止特区

養父市の全域

　養父市は、総面積の約８４％が山林に覆われていて、特に山
間部では経営規模も零細な農家が多い。近年はシカ、イノシ
シ、ヌートリアなどの鳥獣による被害が増加し、この鳥獣被害が
農作物への直接的な被害だけでなく、農家に精神的な被害を与
えることによって耕作意欲の低下を招き、耕作放棄地や農地の
荒廃化を加速的に進行させている。また、狩猟免許保持者につ
いても高齢化、減少化が進んでおり、狩猟者の確保についても
深刻な問題になりつつある。そこで、本特例を適用することによ
り現在の有害鳥獣駆除体制に農業者自らが加わることにより防
除体制の強化を図り、持続的な農業構造の確立、野生獣との
共存構造の確立につなげる。

1303 ・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者の容認

農業関連 第９回
平成24年
11月30日

683 28 兵庫県 28223 丹波市
環境保全型農業等
推進特区

丹波市の区域の一部（旧
兵庫県氷上郡市島町）

　現在、認定を受けている｢環境保全型農業等推進特区｣におい
て、新規就農希望者の実習・研修用農場は、就農後引き続き本
人の就農地となるが、今回追加する特定事業による農地取得
の下限面積要件の弾力化によって、小規模な面積でも農地の
取得が可能となり、より一層の就農促進が期待できる。また、即
就農者や定年帰農者等に対しても、同様に農地の取得が容易
となり、こうした多様な担い手による農地の保全や有効活用に
より、担い手不足の解消や農地の遊休化防止を図り、｢有機の
里いちじま｣の確立を目指す。

1001
1006

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連

第１回（２）
（第６回、
平成16年
11月1日
変更）

平成17年
11月22日

684 28 兵庫県 28228 加東市
加東市はぐくみ給
食特区

加東市の区域の全域

　加東市では、合併以来公共施設の適正配置が課題となって
おり、公共施設適正化に関する計画を策定し、その解決に取り
組んでいる。平成28年4月の公立保育所の公立幼保連携型認
定こども園への移行と、平成31年度の現公立保育所・現公立幼
稚園の統合(新設：公立幼保連携型認定こども園）を控え、特例
措置を活用し、社こども園(仮称)で一元調理した給食を米田こ
ども園(仮称)に搬入することにより、調理設備等の集約と作業
の効率化による経費削減を図るとともに、調理員間の連携を深
め、食材の選択、給食メニューの研究、研修会への参加による
調理員のスキルアップと園児の食育の充実を図る。

2001
・公立幼保連携型認定こども
園における給食の外部搬入
方式の容認事業

幼保連
携・一体
化推進関
連

第３８回

令和3年7
月20日申
し出によ
り取消

685 28 兵庫県 28381 稲美町
稲美町すくすく教
育特区

兵庫県加古郡稲美町の
全域

　小学校の２～３年の低学年で町費負担の常勤講師を特例に
より任用して、１学級３５名程度を上限とする少人数学級を編制
し、低学年のうちに一人ひとりの児童に対して、個に応じたきめ
細かな指導を行うことにより、児童の心の安定を図り、基礎・基
本の充実に裏打ちされた確かな学力と望ましい生活習慣の確
立を目指し、稲美町の将来を担う子供たちが健やかにたくましく
成長していける基盤づくりを図る。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第７回
平成18年
7月3日

686 28 兵庫県 28441 神崎町 楽農・田舎人特区

兵庫県神崎郡神崎町の
区域の一部（新田地区、
作畑地区、大畑地区、越
知地区、岩屋地区、猪篠
地区）

　中山間に位置する神崎町では、町が主体となり都市農村交流
の施設としてグリーンエコー笠形、新田ふるさと村、ヨーデルの
森、桜華園等を整備し、四季折々の自然を通じて都市住民との
交流を深め、年間４０万人以上の入り込み者を迎えるようになっ
た。
　地域住民が主体となり、農地取得面積の下限の緩和、市民農
園の整備、農家民宿の拡充、廃校舎利用の山村留学センター
の設置、ワーキングホリデーの実施等により、交流から定住、
帰農に向けた新たなグリーンツーリズム活動に取り組む。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

687 28 兵庫県 28585 香美町
香美町障害者福祉
サービス特区

兵庫県城崎郡香美町の
全域

　障害者の主体性、選択性を尊重する支援費制度が平成１５年
４月からスタートしたことに伴い、障害者のデイサービス事業へ
の期待が高まっている。このことを踏まえ、知的障害者及び障
害児による既存の町内の指定通所介護事業所の利用を可能に
することにより、障害者(児)の地域での自立支援と社会参加の
促進を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第４回（平
成17年4
月1日変

更）

平成19年
3月30日

688 29 奈良県 29000 奈良県
ふるさと「なら」屋
外広告物美観風致
維持特区

奈良県の区域（奈良市の
全域を除く。）のうち、第一
種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用
地域、第二種中高層住居
専用地域、風致地区、伝
統的建造物郡保存地区
並びに一般国道、県道及
び市町村道の区域

　本県では本年度から、「ふるさと「なら」景観づくり事業」として
総合的な景観形成への取り組みを推進している。そのなかで景
観を阻害する違反広告物対策は緊急の課題と位置付けてお
り、管理されていない広告物の簡易除却の導入により、古都「な
ら」にふさわしい良好な広告景観の形成を図ることにより、歴史
文化自然を生かした地域づくりを推進する。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化

まちづくり
関連

第３回
平成17年
7月19日

689 29 奈良県 29000 奈良県
まほろば創生・なら
教育特区

奈良県の全域

　学習指導要領によらない教育課程の弾力化を特例の導入に
より行うことにより、奈良県の特性を活かして日本史や理数科
の学習を重点化するなど、学校と地域との双方向の「学び」を構
築し、もって、特色ある学校づくりと地域の活性化を図る。

802
804

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・高等学校等における校外学
習の認定単位数の拡大

教育関連 第２回
平成20年
7月9日

690 29 奈良県 29000 奈良県
やまとＩＴ人材育成
特区

奈良県の全域

　本県においては、ソフト系ＩＴ産業開業数が大きな伸びを示し、
県内中小企業は高い技術を有しており、特許出願率も全国的
に高い水準にあり、ＩＴ関連の人材へのニーズが高い。そのた
め、本県では人材の養成・確保、学校での情報教育等の重要
性を認識しており、本特例措置を活用してＩＴ関連の資格取得を
容易にすることにより、裾野の拡大及び教育機関の指導力及び
生徒の学習意欲の向上を図り、さらなるＩＴ関連企業の立地に寄
与するとともに、中小企業の人材の確保を図り、地域経済の活
性化を促進する。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

691 29 奈良県 29000 29202
奈良県、大和高
田市

大和高田農地活
用・新規就農支援
特区

大和高田市の全域

　大和高田市地域では、軟弱野菜の栽培により集約的な収益
性の高い農業生産が営まれている一方、高齢化により担い手
が不足し、遊休農地も急速に増加している。このため、農地取
得の下限面積要件を緩和し、市独自の担い手育成制度とあわ
せ、都市住民等の農業参入を促進し、多様な担い手の育成を
進め、地域農業の活性化とさらには地域全体の活性化を図る。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

692 29 奈良県 29000 29208 奈良県、御所市
御所農地活用・新
規就農支援特区

御所市の全域

　御所市は大都市近郊都市として発達し、農村部では兼業化と
農業者、非農業者の混住化が進んでいる。ヤマノイモ、柿、鉢
花栽培や酪農など集約的な農業経営が行われている一方、農
業就業人口の高齢化により担い手が不足し、遊休農地が急速
に増加している。このため、特区において農地取得の下限面積
要件を緩和し、特産品生産の後継者のほか、多様な担い手の
育成を進め、遊休農地の解消、地域農業の活性化とさらには地
域全体の活性化を図る。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第８回
平成17年
11月22日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050719/dai8/gaiyou.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

693 29 奈良県 29000 29210 奈良県、香芝市
香芝市農地利活用
支援特区

香芝市の全域

　本計画区域は大阪大都市圏に近接していることから、昭和40
年代後半以降都市化が進み、混住化と兼業化が進んでいる。
農業面では、数少ない専業農家がブドウ栽培により集約的な収
益性の高い農業生産を営み、都市農村交流にも取り組んでい
る。一方、農業就業人口の高齢化等により担い手が不足し、遊
休農地も急速に増加している。このため、特区において農地取
得の下限面積要件を緩和し、都市住民等の農業参入を促進
し、多様な担い手の育成を進め、遊休農地の解消、地域農業の
活性化とさらには地域全体の活性化を図る。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

694 29 奈良県 29000 29211 奈良県、葛城市
葛城アグリチャレン
ジ特区

葛城市の区域のうち市街
化調整区域

　葛城市は大阪都市圏に近接していることから、昭和40年代以
降都市化が進み、農村部では兼業化と農業者、非農業者の混
住化が進んでいる。生産量日本一の二輪ギクをはじめとして、
野菜栽培や酪農など農業が盛んな地域であるが、一方、農業
就業人口の高齢化により担い手が不足し、遊休農地が急速に
増加している。このため、特区において農地取得の下限面積要
件を緩和し、特産品生産の後継者のほか、多様な担い手の育
成を進め、遊休農地の解消、地域農業の活性化とさらには地域
全体の活性化を図る。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第８回
平成17年
11月22日

695 29 奈良県 29000 29425 奈良県、王寺町
王寺・水と緑のや
わらぎ共生特区

奈良県北葛城郡王寺町
の全域

　王寺町は昭和30年代後半以降、大阪の衛星都市として発達
した。農業面では、直売所・朝市の活用などにより、都市農村交
流型農業が展開されている一方、兼業化と農業者、非農業者
の混住化が進み、農業就業人口の高齢化により担い手が不足
し、遊休農地が急速に増加している。このため、特区において
農地取得の下限面積要件を緩和し、都市農業を支える後継者
など担い手の確保を図り、遊休農地の解消、地域農業の活性
化とさらには地域全体の活性化を図る。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第８回
平成17年
11月22日

696 29 奈良県 29000 29426 奈良県、広陵町
元気でやさしい生
きがい特区

奈良県北葛城郡広陵町
の全域

　広陵町では、高齢化により担い手が不足し、遊休農地も急速
に増加している。農業者による市民農園の開設を可能にし、高
齢化を迎える団塊の世代の「生きがいづくり」や都市と農村が連
携した農地保全を進める。同時に農地取得の下限面積要件を
緩和し、都市住民等の農業参入を促進し、多様な担い手の育
成を進め、地域農業、さらには地域全体の活性化を図る。

1002
1006

・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

697 29 奈良県 29000 29427 奈良県、河合町
かわい・水のまほ
ろば創生特区

奈良県北葛城郡河合町
の全域

　本計画区域は都市化が進む一方、一部では中山間地域の性
格を有している。農業面では、ナシ等特産品栽培により集約的
な収益性の高い農業生産を営み、「中山間地域等直接支払制
度」の導入により中山間での農業生産活動等の維持に努めて
いる。しかし、農業就業人口の高齢化等により担い手が不足
し、遊休農地も急速に増加している。このため、特区において農
地取得の下限面積要件を緩和し、都市住民等の農業参入を促
進し、多様な担い手の育成を進め、遊休農地の解消、地域農業
の活性化とさらには地域全体の活性化を図る。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

698 29 奈良県 29000 29442 奈良県、大淀町
大淀農地活用・新
規就農支援特区

奈良県吉野郡大淀町の
全域

　本計画区域は大阪大都市圏に近接していることから、昭和40
年代以降都市化が進み、「田園住宅都市」として発達した。農村
部では、都市住民を対象にした朝市・直売所の運営など、都市
農村交流型農業が定着しつつある一方、混住化と兼業化が進
み、農業就業人口の高齢化等により担い手が不足し、遊休農
地も急速に増加している。このため、特区において農地取得の
下限面積要件を緩和し、都市住民等の農業参入を促進し、多
様な担い手の育成を進め、遊休農地の解消、地域農業の活性
化とさらには地域全体の活性化を図る。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

699 29 奈良県 29201 奈良市
奈良市屋外広告景
観維持特区

奈良市の区域の一部

　平成１４年度より奈良市屋外広告物条例を施行し、古都奈良
の屋外広告景観の保全を推進している。本市は、第１種、第２
種低層住居専用地域の多い住宅都市であるとともに、歴史都
市として、風致地区、歴史的風土保存地区等、風致景観を保全
する区域も多く、簡易な違反広告物対策が必要であることか
ら、違反広告物の簡易除却を行うものとする。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化及び対象拡大

まちづくり
関連

第３回
平成17年
7月19日

700 29 奈良県 29201 奈良市

「世界遺産に学び、
ともに歩むまち―
なら」小中一貫教
育特区

奈良市の全域

　小中一貫教育校を設置し、９年間の一貫したカリキュラムを４・
３・２年のまとまりで編制・実施する。また、郷土「なら」科、英会
話科、情報科を新設し、国際文化観光都市「奈良市」の担い手
となる人材の育成をめざす。さらに、第３～９学年について、年
間３５時間の授業時数の上乗せを行ない、現在の小学校第５,６
学年、中学校第１～３学年の算数科・数学科、理科、外国語科
の教育課程を再編し、中期課程の第５学年から中学校の教科
書を使用する。その他、個に応じた指導や体験的な学習の充実
のために外部人材、外部施設の活用を図る。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

701 29 奈良県 29203 大和郡山市
不登校児童生徒支
援教育特区

大和郡山市の全域

　学校教育を展開する学科指導教室「ＡＳＵ」（あゆみスクエアユ
ニバース＝あす）を設置し、特例の導入により、個に応じた教育
課程の柔軟な編成、ひきこもり状態の児童生徒に対するIT等の
活用による学習機会の拡大、学習指導等充実のための市費負
担教員の配置等を共に推進することにより、「新しい教育のパラ
ダイム」としての『不登校対策総合プログラム』を推進する。

803
805
810

・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第２回
平成18年
7月3日

702 29 奈良県 29208 御所市
葛小中一貫教育特
区

御所市の区域の一部（葛
小中学校区）

　科学教育を重視した９年間を見通した小中一貫教育の実施と
ともに、小学校から中学校に進学する際に見られる子どもの不
安や問題行動等の教育課題の解消を図るため、体験的な学習
を中心に据えた「しぜん」の時間の創設や小学校段階での英語
教育、サイエンス・アドバイザー等の地域の教育力の活用、小
中学校双方の教員による指導、小中学校の児童生徒の合同授
業などを実施する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第２回
平成20年
7月9日

703 29 奈良県 29209 生駒市 情報教育推進特区 生駒市の全域

　国際化、情報化が進展する社会にあって、英語と共にコン
ピュータの運用能力を身につけることが児童生徒の将来をより
良いものとしていく上で重要である。これまで情報教育を推進し
てきた実績を生かし、小学校1年生～6年生で「情報科」を、中学
校では選択「情報」を学習することで、小学生段階から系統的な
教育課程による情報活用能力の育成を図る。そのため、構造
改革特別区域研究開発学校設置事業（特定事業番号８０２）を
活用し、全ての小学校に「情報科」を設置する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

704 30 和歌山県 30000 和歌山県
和歌山元気まちお
こし特区

和歌山市の区域の一部
（本町･城北地区)

　和歌山市の中心市街地において、大規模小売店舗立地法の
手続きを簡素化することにより、大型店の出店を促し、中心市
街地の賑わいを回復する

1102
・中心市街地における商業の
活性化(大規模小売店舗法の
特例)

まちづくり
関連

第４回
平成19年
3月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

705 30 和歌山県 30000 和歌山県
エイジフリー・デイ
サービス特区

海南市、橋本市、有田
市、御坊市及び田辺市並
びに海草郡下津町、野上
町及び美里町、那賀郡打
田町、粉河町、那賀町、
桃山町、貴志川町及び岩
出町、伊都郡かつらぎ
町、高野口町、九度山
町、高野町及び花園村、
有田郡湯浅町、広川町、
吉備町、金屋町及び清水
町、日高郡美浜町、日高
町、由良町、川辺町、中
津村、美山村、龍神村、
みなべ町及び印南町、西
牟婁郡白浜町、中辺路
町、大塔村、上富田町、
日置川町及びすさみ町の
全域

　「紀の国障害者プラン」を策定し、各種障害者施策を進めてい
る和歌山県において、近隣において知的障害者デイサービス事
業及び児童デイサービス事業を利用することが困難な知的障
害者及び障害児が、介護保険法の規程に基づく指定通所介護
事業所、身体障害者デイサービス事業所等を利用できるように
し、身近な場所でのサービス利用を可能とする。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第６回
平成19年
3月30日

706 30 和歌山県 30000 和歌山県
障害児施設機能強
化推進特区

和歌山市及び和歌山県
西牟婁郡上富田町の全
域

　「紀の国障害者プラン」を策定し、各種障害者施策を進めてい
る和歌山県において、重症心身障害児施設で行われている調
理業務を外部委託することにより、施設経営の効率化、施設機
能の向上を図り、もって入所者の処遇並びに食生活の向上等を
図る。また、県下の重症心身障害児者福祉施策の強化や地域
活性化等の社会的効用の発揮を図る。

909(917)
・肢体不自由児施設等におけ
る調理業務の外部委託の容
認

生活福祉
関連

第６回
（平成17
年10月31
日変更）

平成18年
7月3日

707 30 和歌山県 30000 和歌山県
和歌山県ＩＴ人材育
成特区

和歌山県の全域

　和歌山県では、デジタルディバイドの解消に向け情報通信基
盤の整備を進めているところであるが、半島という地理的条件
不利への対策という観点から、ＩＴの利活用が非常に重要であ
る。また、和歌山県では企業誘致、とりわけＩＴ企業の誘致を重
要施策として位置づけ、その推進に努めているが、企業に供給
すべきＩＴ人材が不足しており、その推進のボトルネックとなって
いる。本計画により、ＩＴ人材を多く育成することで、ＩＴ企業の誘
致・振興を図るとともに県内のＩＴの利活用推進を図るものであ
る。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

708 30 和歌山県 30000 30201

和歌山県、和歌
山市、田辺市、
みなべ町、すさ
み町、古座川町

小規模・地域密着
型グループホーム
整備特区

和歌山市及び田辺市並
びに和歌山県日高郡みな
べ町、西牟婁郡すさみ町
及び東牟婁郡古座川町
の全域

　和歌山県では、障害者の身体的、精神的及び社会的自立能
力向上に寄与し、障害者の自立と参加を目指す「リハビリテー
ション」と、すべての人が共に地域で生きる社会を目指す「ノー
マライゼーション」を掲げ、指定知的障害者地域生活援助事業
を実施している。しかし、その実施に当たり、地域の住宅物件事
情から規模的に適当な物件が確保できず、指定要件（入居定員
４人以上７人以下）を満たさない場合において、特例措置によ
り、定員要件の緩和を図り、定員３名以上７人以下とする。な
お、地方単独事業で実施されている３か所（和歌山市、田辺市、
みなべ町）を対象とする。

931
・知的障害者グループホーム
の定員要件の緩和

生活福祉
関連

第８回
平成19年
3月30日

709 30 和歌山県 30000 和歌山県
新ふるさと創り特
区

和歌山市及び和歌山県
那賀郡打田町の区域の
一部（コスモパーク加太
及び北勢田ハイテクパー
ク）並びに橋本市並びに
和歌山県那賀郡粉河町、
貴志川町及び岩出町、海
草郡美里町、有田郡清水
町、日高郡中津村、美山
村及び龍神村、西牟婁郡
中辺路町及び大塔村並
びに東牟婁郡那智勝浦
町、古座川町、熊野川
町、本宮町及び北山村の
全域

　農業体験と自然体験、歴史文化探訪等が一体となった総合体
験型観光産業及び大都市圏への食の提供に関連した新規産
業を創出するなど「都市」と「地方」の交流を促進するとともに、Ｉ
ターン者が農業、緑の雇用など収入を得る条件を整備し、定住
を促進する。

403（全）
1001（全）
1002（全）
1006（全）

1303

・土地開発公社造成地の賃貸
の容認（全）
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認（全）
・市民農園の開設者の範囲の
拡大（全）
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和（全）
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者の容認

都市農村
交流関連

第１回
（１）

平成24年
11月30日

710 30 和歌山県 30203 橋本市 幼保子育て特区
橋本市の区域の一部（あ
やの台ニュータウン地区）

　平成１７年４月開園をめざしニュータウン地域に社会福祉法
人・学校法人よる幼保一体化施設を「幼稚園と保育所の施設の
共有化等に関する指針（平成１０年３月１０日文初幼第４７６号・
児発第１３０号）」に基づき新設準備を行っている。この施設で
は幼稚園と保育所の両長所を生かしながら、幼児を区別するこ
となく合同活動事業・合同保育事業を行うものである。また、子
育て支援拠点施設として機能させることで地域の交流が図られ
る。

807
914

・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成17年
11月22日

711 30 和歌山県 30207 新宮市
新宮市安全で安心
な給食特区

新宮市の区域の一部（丹
鶴地域）

 この度の南海トラフ巨大地震津波浸水想定の公表を受け、太
平洋沿岸に位置する本市においては、海岸沿いの公立保育所
１園を市街地の旧小学校校舎へ移転し、園児の安全確保と保
護者の安心を図ったところである。しかしながら、移転した保育
所への給食提供については、近隣公立保育所において共同調
理する必要が生じ、本市としては、保育所運営費の経費節減と
乳幼児期の食育の推進及び多様化する保育ニーズへの対応と
子育て支援の充実を図る観点から、３歳未満児の給食について
も近隣保育所からの給食外部搬入の実施を望むものである。

920
公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３３回

平成28年
6月17日
申し出に
より取消

712 30 和歌山県 30302 野上町
農地有効利用活性
化特区

和歌山県海草郡野上町
の全域

　後継者不足、急傾斜等の条件不利等に起因する耕作放棄の
解消のためには、農地の権利取得の際の取得後の最低経営規
模面積要件を緩和することにより、意欲のある小規模な農業を
営む者へ農地を誘導する必要がある。具体的には、地域リー
ダーの養成や都市住民との交流の活発化を通じた定住目的の
就農希望者の受け入れ等、小規模農地の有効利用を促進する
ことによって農地の保全を推進する。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第３回
平成17年
11月22日

713 30 和歌山県 30401 白浜町 幼児園特区
和歌山県西牟婁郡白浜
町の全域

　幼稚園と保育所が一体となった「幼児園」に在籍する４歳児、
５歳児を合同で保育することにより、集団の場を通じて自立心，
社会性の基礎を養い「健やかで心豊かな子どもの育成」めざす
とともに、子育て支援室を中心としたボランティア活動の参加促
進や高齢者との交流等を通して、多くの人々が園児とふれあう
ことのできる「開かれた園づくり」に取り組む。

807
914

・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成17年
11月22日

714 30 和歌山県 30422 太地町 幼保教育特区
和歌山県東牟婁郡太地
町の全域

　幼稚園及び保育所に在籍する児童の一体的教育により、４
歳、５歳の地域児童すべてに等しく社会的涵養の場を与えると
同時に、子育て支援室事業を幼保共同で実施する。これにより
住民が安心して子どもを産み育てられる環境を実現する。

807
・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成17年
11月22日

715 31 鳥取県 31000 鳥取県
「イノシシわな猟免
許取得促進」特区

鳥取県の全域

　鳥取県の野生鳥獣による農作物被害は約２億円にのぼり、そ
の約半分がイノシシによる被害である。このため県では狩猟免
許保持者の確保に努めてきたが、地域住民の高齢化に伴い現
在では最盛期の約半数に減少している。そこで県では現行の
「網・わな猟免許」のうち、被害の大きいイノシシへの対策に有
効な「わな猟」に限定した免許試験を実施することで、受験者の
負担を軽減しながら「わな猟」技術に関する専門性の高い狩猟
免許保持者を確保して鳥獣捕獲を強化し、農作物への被害減
少による農林業所得の増加を通じた産業活性化を目指す。

1307
・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の容認

農業関連 第８回
平成19年
7月4日

716 31 鳥取県 31201 鳥取市 鳥取砂丘観光特区
鳥取市の区域のうち山陰
海岸国立公園第２種特別
地域

　鳥取市は、『鳥取砂丘整備構想～「砂の王国・鳥取砂丘」をめ
ざして～』を策定し、「観光の活性化」「環境保護」「産業の育成」
の３つを理念に、集客交流拠点として再整備を進めている。こ
の取り組みを推進するため、自然公園法の特例措置を活用し、
山陰海岸国立公園鳥取砂丘の自然環境の保全・再生を図りな
がら、その特性を活かして地域の活性化に資する自然体験・交
流型のメニューを展開し、滞在時間の充足・延長、周遊性の向
上とともに魅力アップを図り、観光入込客数の増加とそれにとも
なう経済効果を創出する。

1301・1302
・国立・国定公園の特別区域
におけるイベントの容易化

国際交
流・観光

関連
第８回

平成18年
7月3日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

717 31 鳥取県 31201 鳥取市

「地域に生きる活
力ある学校づくり」
鳥取市湖南小中一
貫教育特区

鳥取市の区域の一部（湖
南小学校区及び湖南中
学校区）

　鳥取市では、少子化の進展による児童生徒数の減少により、
変化の少ない人間関係で生活していることから、成長面への影
響が懸念されている。このため、コミュニケーション科の新設や
教科実施時間数の見直しにより、地域の協力を得ながら多様な
学習経験ができるカリキュラム編成を工夫し、コミュニケーション
能力の向上を図る。併せて、地域の人やもの・ことを通じて学習
する場面を多く取り入れることにより、地域に対する郷土意識を
育む。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１５回
平成20年
7月9日

718 31 鳥取県 31201 鳥取市

鳥取市保育所臨時
保育士の任用期間
延長による保育事
業充実特区

鳥取市の全域

　鳥取市では、市内中心部の保育園は常に入所定員の余裕が
ほとんど無い状態であり、待機児童の解消に向けた取り組みが
求められている。保育園の入所児童数の増加に合わせて臨時
保育士を増員し、国の基準を超える配置をしている。保育事業
を担当する施設に勤務する臨時職員の任用期間を延長するこ
とで能力のある人材を安定的に確保し、保育行政全体の質の
向上を図るとともに、子育て支援施策をより強力に推進する。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

生活福祉
関連

第１３回

令和3年3
月26日申
し出によ
り取消

719 31 鳥取県 31202 米子市 早期幼児教育特区 米子市の全域

　近年少子化の影響により幼稚園の園児数が減少し、幼児が
他の幼児と共に活動する機会の減少につながっており、とりわ
け、中途入園により入園時期にばらつきのある満３歳児に関し
ては深刻である。このため、満３歳児の年度当初からの幼稚園
の入園を可能とする特例を導入する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

教育関連 第２回
平成20年
7月9日

720 31 鳥取県 31202 31204

米子市、境港
市、日吉津村、
大山町、南部
町、伯耆町、日
南町、日野町、
江府町

鳥取県西部地域福
祉輸送特区

米子市及び境港市並び
に鳥取県西伯郡日吉津
村、大山町、南部町及び
伯耆町並びに日野郡日
南町、日野町及び江府町
の全域

　鳥取県西部地区では移動制約者の輸送について、タクシー等
の公共交通機関による輸送のみでは十分なサービス量が確保
できないのが現状である。NPO 等が行う福祉有償運送につい
ては、道路運送法第８０条の許可に係る市町村運営協議会の
設置準備を進めているところであるが、使用車両を福祉車両だ
けでなくセダン型一般車両に拡大することにより、個々のニーズ
に見合った移送手段、移送量の確保を図り、今後さらに多くの
ボランティアの参加を容易にすることで福祉有償運送の円滑な
実施を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

721 31 鳥取県 31203 倉吉市
倉吉市こどもはぐく
み給食特区

倉吉市の区域の一部（関
金町山守地区）

　鳥取県倉吉市では、女性の就業率が高いことから保育ニーズ
が多様化しており、地域子育て支援センターやファミリーサポー
トセンターなどを設立してきた。この結果、現在では公立保育園
11園を運営しているが、厳しい財政状況の中でそれぞれの保育
園で調理業務を行うことは保育所の運営上、非効率な側面が
出てきている。その中でも関金町山守地区の山守保育園は入
所児童が約20人と非常に少ないため、園児の発育、発達段階
の段階に応じた食事の提供に配慮した給食を同町関金保育園
からの外部搬入方式により提供し、保育園の運営合理化を図
る。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第２５回

平成26年
3月28日
申し出に
より取消

722 31 鳥取県 31328 智頭町
はぐくみ給食再生
特区

鳥取県八頭郡智頭町の
全域

　鳥取県智頭町では、女性の就業率が高いことから保育ニーズ
が多様化しており、地域子育てセンターやファミリーサポートセ
ンターなどを設立してきた。また、町立保育所４園を運営してい
るが、厳しい財政状況の中でそれぞれの保育所で調理業務を
行うことは保育所の運営上、非効率な側面が出てきている。こ
のため、園児の発育、発達段階の段階に応じた食事の提供に
配慮しながら給食の外部搬入を行い、保育園の運営合理化を
図る。なお、給食の集中調理には、平成１６年１２月に完成した
学校給食協同調理場を活用し、各保育園に配送するものとす
る。

920（一部）
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第８回

平成31年
２月12日
申し出に
より取消

723 31 鳥取県 31370 湯梨浜町
保育の充実による
若者支援特区

鳥取県 東伯郡湯梨浜町
の全域

　少子化が進行している現在、本町においては県下でも有数の
安い保育料を設定して子育て支援を実施している。しかし、高ま
る保育ニーズに対して臨時保育士の応募がなく苦慮しており、
一方で、保育所運営費に係る一般財源の持ち出しも多額にな
り、コスト削減が急務となっている。これらの課題に対処するた
め、臨時保育士の任用期間し、若者の子育て支援と定住化に
よる活力あるまちづくりを推進する。

409
920（一部）

・地方公務員に係る臨時的任
用事業
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第３回

平成29年
5月16日
申し出に
より取消

724 31 鳥取県 31403 江府町
江府町南大山農業
活性化ブルーベ
リー特区

鳥取県日野郡江府町の
区域の一部（笠良原地区
の一部）

　過疎化、高齢化に伴う農業の担い手不足を背景として、農地
の荒廃化が急増するとともに地域経済も停滞している。このた
め、基幹産業を農業としながらも観光と融和した新たな農業へ
と転換等することが不可欠であることから、建設業者が農業経
営に参入するとともに、高冷地の環境を生かして、ブルーベリー
を生産し、交流体験、観光農園などの取り組みを通して、新たな
起業家の促進と活力ある農村地域の再生を目指す。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第５回
平成17年
11月22日

725 32 島根県 32000 島根県
らくらく取得「しまね
網・わな猟免許」特
区

島根県の全域

　島根県では、野生鳥獣による農作物被害を減少させるため、
狩猟免許保持者の確保に努めてきた。しかし、地域住民の高齢
化に伴い、免許保持者数は減少している。特に県内ではイノシ
シを捕獲するために網・わな猟免許を取得する者が大半を占め
ることから、県では現行の「網・わな猟免許」のうち、被害の大き
いイノシシへの対策に有効な「わな猟」に限定した免許試験を実
施することで、受験者の負担を軽減しながら「わな猟」技術に関
する専門性の高い狩猟免許保持者を確保して鳥獣捕獲を強化
し、農作物への被害減少による農林業所得の増加を通じた産
業活性化や、生活環境被害の未然防止を図る。

1307
・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の容認

農業関連 第８回
平成19年
7月4日

726 32 島根県 32000 32202 島根県、浜田市
島根あさひ社会復
帰促進センターＰＦ
Ｉ特区

島根県の全域

　島根県は東西バランスのある地域振興を目指し、浜田市で
は、県立大学設置、高速道路・港湾等の産業基盤整備を進めて
きたが、農林水産業等地域産業を取り巻く環境は厳しく、若者
の流出、景気の低迷等により、地域活力の低下が避けられない
状況にある。また、刑務所建設地の浜田市旭町には眼科診療
機関がなく、整備が求められる。このため、刑務所事務の民間
委託と刑務所内診療所の地域住民への開放により、地域医療
の充実と、県西部を中心に全県的取組として雇用の場の確保、
民間の創意工夫と地域資源の活用による地域経済の活性化を
図る。

510
511・929

・特定刑事施設における収容
及び処遇に関する事務の委
託促進事業
・特定刑事施設における病院
等の管理の委託促進事業

まちづくり
関連

第１３回
平成21年
7月17日

727 32 島根県 32201 松江市
就学前教育保育推
進特区

松江市の区域の一部（旧
松江市）

　少子化・核家族化・都市化が進行し、地域や家庭において、幼
児が他者と関わることが希薄になっている。私立幼稚園の満3
歳児においても、年度途中で順次入園するため、一定の集団を
形成することが難しい状況になっており、幼児が他の幼児と共
に活動する機会を増やすために「満3歳児の年度当初からの入
園」を可能にする特区を設ける。このことにより、満3歳児の集
団活動の充実や年間を通したカリキュラムの編成など、幼児教
育の充実を図る。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成20年
7月9日

728 32 島根県 32201 松江市
宍道子しじみグ
ローアップ特区

松江市の区域の一部（宍
道町及び八雲町）

　隣接する幼稚園・保育所２園において、地域のニーズに応じ０
歳児～５歳児の一貫した乳幼児保育・教育を実施したい。この
ため、「幼稚園における幼稚園児及び保育所等の合同活動」、
「幼稚園と保育所の保育室の共用化」、「公立保育所における
給食の外部搬入」を行っていく。また、一貫した教育を実施する
ことにより「三歳未満児に係る幼稚園入園事業」を行い、幼保一
元化により一貫した教育・保育を実施することにより、幼稚園・
保育所を分けず大きな集団の中での交流から、共に育ちの支
えをすることにより乳幼児教育・保育を推進する。

920
807
823
921
806

・公立保育所における給食の
外部搬入
・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・幼稚園と保育所の保育室の
共用
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

729 32 島根県 32201 松江市
松江市IT人材育成
特区

松江市の全域

　松江市は、島根県内のIT企業のおよそ8割が立地し、集積が
進んでいる。また、オープンソースソフトウェア（OSS）のプログラ
ミング言語「Ruby」の開発者が市内に在住していることに注目
し、OSSの開発者等の交流の場を設置し、IT産業の振興を図っ
ている。このため、情報処理技術者試験に係る特例措置を活用
することにより、IT人材の育成を促進する。これにより、ITビジネ
スの東京一極集中に歯止めをかけ、地元IT産業の振興、雇用
の場の確保による若者の地元定着を目指す。

1131
(1143,1145)

1132
(1144,1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１５回
平成22年
11月30日

730 32 島根県 32201 松江市
松江市保育所看護
師配置促進による
保育環境充実特区

松江市の全域

　本市においては、様々な施策により、保育サービスの向上を
図っているが、かねてから、児童の健康の保持や突発的な病
気・ケガに対応するために、看護師配置基準の見直しを望む意
見が多かった。本特例措置の活用により、0歳児など低年齢児
を中心に利用児童の増加を図り、また、体調不良児・障がい児・
アレルギー児等への適切な対応により、安心して子どもを育て
ることができる環境づくりを推進する。

936
保育所における看護師配置
補助要件の緩和事業

生活福祉
関連

第25回
平成26年
6月27日

731 32 島根県 32203 出雲市
出雲市福祉のまち
づくり推進特区

出雲市の全域

　出雲市は，平成１７年３月の２市４町による合併により，行政
区域が拡大され，障害福祉サービス提供施設の地域的偏りが
生じている。介護保険サービスを実施する指定小規模多機能
型居宅介護事業所を障害児・障害者の利用が可能とすることに
より，障害福祉サービス利用者の事業所の選択肢を広げ，より
身近な地域でサービスを受けることを可能とする。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児
（者）の受入事業

生活福祉
関連

第１４回
平成28年
6月17日

732 32 島根県 32204 益田市
第二の故郷ますだ
でお百姓さん農業
特区

益田市の区域の一部

　本市の中山間地域では高齢化が進み、地域内の市民による
努力だけでは近い将来農地が荒廃することが予想される。
そこで、特定区域の農地を、地域外の農家以外の人や、近隣の
広島市などからの参加を積極的に進め、近年、中高年齢層に
人気のある山歩きと野菜づくり、炭焼きなどを手軽にできる地域
として、積極的にＰＲし、都市との交流を盛んに行い、益田市の
歴史と文化観光と特色のある農業の融合によって、多くの観光
客や農業体験者を集め、農業経営の安定化と農地保全の増進
や中山間地域の活性化を図る。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第７回
平成17年
11月22日

733 32 島根県 32204 益田市
益田市幼稚園早期
入園による人づくり
特区

益田市の全域

　少子化による幼児の減少のため、幼稚園への入園による「集
団生活を経験し、共同・自主・自立の精神の芽生えを養う」こと
が困難になってきている。このため、集団生活の中から自立し、
将来の益田市を担う子供を育てていくために、３歳未満児が年
度当初から入園を可能とすることにより、益田市の主要施策の
ひとつである人づくりを推進する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成20年
7月9日

734 32 島根県 32206 安来市
やすぎボランティア
福祉輸送セダン車
両特区

安来市の全域

　本市では高齢化率が27.6％と高く、要介護認定者や身体障害
者等の移動制約者も多い。本計画で市内の移動制約者に対し
てＮＰＯ法人等による福祉有償運送サービスを実施するに当
り、使用車両を福祉車両に限定せず、セダン型の一般車両の使
用へ拡大することにより、移動制約者の生活の利便性の向上
が見込まれ、住み慣れた地域でいきいきと暮らせる環境づくり
だけでなく、地域社会への参加が促進される。また、ＮＰＯ法人
やボランティア団体の活動範囲の拡大により、福祉ニーズに対
応できる協働体制の確立を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯ等によるボランティア
輸送としての有償運送におけ
る使用車両の拡大事業

生活福祉
関連

第１１回
平成19年
3月30日

735 32 島根県 32207 江津市 桜江農業特区
江津市の区域の一部（旧
桜江町）

　本町の農業経営は現在２つの法人と個人営農で賄われてい
るが、高齢化、担い手不足や近年の米価や野菜価格の下落等
により農地の遊休化が進んでいる状況にあり、今後新たな担い
手を創出していく必要がある。また、本町は建設関係企業が多
く就業割合もかなり高い状況にあり、特例措置の適用により企
業が農業に参入し企業の優れた経営感覚を活かし、企業の労
働力を活用して農業経営を行って行くことにより、担い手の確保
とあわせ農地の有効利用、耕作放棄地及び遊休農地の有効活
用と共に地域の活性化につなげる。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連

第４回（平
成16年10
月1日変

更）

平成17年
11月22日

736 32 島根県 32209 雲南市
雲南市子育てわん
ぱく特区

雲南市の区域の一部（旧
島根県大原郡加茂町）

　平成１７年４月に幼保一体化施設を開園する予定であるが、こ
の施設では、幼稚園児が降園するまでの時間について、「幼保
合同の教育・保育活動」を実施する。その合同活動の実施に伴
い、「幼稚園と保育所の保育室の共用化」を図る。また、合同活
動を行う保育所籍の４・５歳児に対して、「公立保育所における
給食の外部搬入」を行う。こうした幼保一元化により、心身の発
達に合わせた一貫した養育方針に基づき、未来を担う就学前
の児童が、年齢や家庭環境等で区別されることなく、異年齢の
関わりの中で共に育ち合う環境・体制の確立を目指す。

807（全）
914（全）
823（全）
921（全）

920（一部）

・幼稚園における幼稚園児及
び保育園児等の合同活動事
業
・保育所における保育所児と
幼稚園児の合同活動事業
・幼稚園と保育所の保育室の
共用化事業
・公立保育所における給食の
外部搬入

幼保連
携・一体
化推進関

連

第5回

平成25年
3月29日
申し出に
より取消

737 32 島根県 32343 奥出雲町
奥出雲来遠（らい
おん）の里づくり特
区

奥出雲町の区域の一部
（旧島根県仁多郡横田町
の全域）

　横田町各所では農業の担い手確保と都市との交流促進を農
業再生の方向に定め、地元企業等の農業参入を促進するとと
もに、農地の利用を、市民農園の開設等によって都市住民にも
開放していく。農業を産業の核として、都市に向かって開かれた
地域づくりを進めることで、地場産業や住民活動が活性化した
魅力ある農村地域を形成していく。

1001
1002
1006

・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連

第６回（平
成17年3
月31日変

更）

平成17年
11月22日

738 32 島根県 32386 飯南町
飯南町有害鳥獣被
害防止特区

島根県飯石郡飯南町の
全域

　近年、イノシシ等の有害鳥獣による農産物被害が拡大してお
り、農業収益の減少のみならず営農意欲の減退にもつながって
いる。特に、農業を基幹産業とする中山間地域での被害は深刻
であり、地域振興の阻害要因ともなっている。このような状況の
中、網・わな狩猟免許所持者の指導・監督のもと、農家等の狩
猟免許非所持者と協力して有害鳥獣を捕獲することにより、農
業生産を安定させ、ひいては地域の活性化を図っていく。

1303
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者の容認

農業関連 第２６回
平成24年
11月30日

739 32 島根県 32401 斐川町
斐川町地域情報化
推進特区

島根県簸川郡斐川町の
全域

　本町はこれまでも、工業団地造成や企業誘致を町の重点施
策に位置付けて積極的に取り組んできた。これら取り組みの成
果を生かし、更なる成長を果たすためには、若者の定住による
地域の活性化が必要不可欠である。若者の定住を促進するた
めには、地域情報化を進め、魅力あるまちとし、さらに誘致した
企業が求めるIT人材を町内在住者が占められるよう町の若者
を育成していく必要がある。そのため、本特区計画によってIT
リーダーの人材育成による地域情報化を推進しそれによって地
域の活性化を目指す。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成19年
3月30日

740 32 島根県 32401 斐川町
斐川町子育て支援
推進特区

島根県簸川郡斐川町の
全域

　斐川町においては、少子化等社会環境の変化の中で、遊び
相手や集団を求めて、低年齢から短時間の集団保育を望む保
護者の要望が年々多くなってきている。特に、私立幼稚園で
は、満３歳児の年度途中の入園希望も多く、多様化する保育
ニーズが伺える。このことに対応するため、満３歳に達する年度
の当初からの入園を可能とする特区を設け、年度当初から同じ
教育課程による幼児教育を行う。このことにより、同世代との早
くからの集団生活を通して、幼児の社会性を涵養し、幼児教育
の充実と子育て支援の拡充を図る。

806 ・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

教育関連 第９回
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

741 32 島根県 32449 邑南町
「Ａ級グルメのま
ち」ツーリズム特区

島根県邑智郡邑南町の
全域

　全国でも類を見ないIターン人材を活用した「食と農」の地域づ
くりを行う「Ａ級グルメのまち」邑南町。Ａ級グルメツーリズム特
区として、地域の郷土料理の提供、豊かな自然と田園風景、お
もてなしの心により、心と体で味わう田舎体験、フード・アグリ
ツーリズムを観光来客者に提供を行える着地型観光を推進す
る。これにより、交流人口の拡大や地域特産品・農産物の消費
の増加、地域活性化につなげる。そのために、町内の観光拠点
の指定管理業者における旅行業務取扱管理者の兼業により、
本町観光協会の地域限定旅行業の登録を目指す。

1226
・地域限定旅行業における旅
行業務取扱管理者の要件緩
和事業

国際交
流・観光

関連
第３１回

平成26年
11月28日
申し出に
より取消

742 32 島根県 32525 海士町 潮風農業特区
島根県隠岐郡海士町の
全域

　島の和牛がおいしいのは、ミネラル豊富な潮風が育てた牧草
を食べて大きくなるから。海士町の農業の基幹は米と畜産であ
り、今も昔ながらの田園や放牧風景が残っているが、担い手不
足により耕地の荒廃が進んでいる。一方、公共事業が減少し、
建設会社は新たな事業展開を模索している。そこで、建設会社
が農業を行う特定法人を立ち上げ、特区を活用し遊休農地等を
利用した畜産事業、水稲、園芸栽培等に取り組むことを可能と
し、雇用を創出するとともに、潮風の恵みを受けた農畜産物を
生み出す島の農業と田舎の原風景を守る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

743 32 島根県 32526 西ノ島町
誰もが安心して暮
らせる西ノ島町特
区

島根県隠岐郡西ノ島町の
全域

　支援費制度の施行に伴い、知的障害者及び障害児デイサー
ビスへのニーズが高まっているが、町内には利用できる施設が
存在しない。離島で過疎地という地域環境であり、厳しい財政
的状況の中、対象者の少ない知的障害者及び障害児のデイ
サービス施設を単独で設置することや、事業者の人員に関する
基準を満たすことは困難であるが、特区を活用して既に整備さ
れている介護保険の通所介護事業所を利用可能とすることに
より、家族の援助のもとで生活していた知的障害者及び障害児
の地域生活を支え、誰もが安心して暮らせる地域の実現を図
る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

744 32 島根県 32528 隠岐の島町
誰もが安心して暮
らせる隠岐の島町
特区

島根県隠岐郡隠岐の島
町の全域

　離島で過疎地という地域環境や利用者数、需要量の変動及
び当村の厳しい財政的状況から、障害者のデイサービスセン
ターを単独で設置することは困難であるが、特区を活用し既に
整備されている介護保険の通所介護事業所を利用することで、
６５歳未満の身体障害者だけでなく、今まで受入が出来ず在宅
で家族の援助のもとで生活していた知的障害者（児）の地域生
活を支え、誰もが安心して生活していける地域の実現を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第４回（平
成16年11
月1日、平
成17年2
月25日変

更）

平成19年
3月30日

745 32 島根県 32528 隠岐の島町
隠岐の島町幼稚園
早期入園特区

島根県隠岐郡隠岐の島
町の全域

　隠岐の島町では、人口の減少・少子化・核家族化により、幼稚
園の園児数が年々減少している。この結果、幼児が他の幼児と
共に活動したり、異年齢集団等と関わる機会が減少しているた
め、幼児の社会性を涵養することが困難になっている。とりわけ
途中入園する満三歳児は深刻であるため、幼稚園の早期入園
により、幼児教育の充実を図るとともに、時間的余裕が生まれ
た保護者の社会参加と、地域の活性化を期待する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成20年
7月9日

746 33 岡山県 33000 岡山県 福祉移送特区 岡山県の全域

　高齢化の進展に伴い今後増加する移動制約者のための新し
い移動支援策として、タクシーではカバーできない部分をボラン
ティア輸送により補完することにより、誰もが自らの意思で自由
に行動できるバリアフリー社会の実現を目指す。

1206
・ＮＰＯによるボランティア輸
送の有償化

生活福祉
関連

第1回(１)
平成16年
6月14日

747 33 岡山県 33000 岡山県
おかやまスペシャ
リスト育成教育特
区

岡山県の全域

　高等学校において、生徒が希望する場合、学校外の専門家
（伝統工芸、精密機械加工、宮大工、高付加価値農業など）の
もとで長期間にわたる指導を受けることができるよう、長期間の
インターンシップを単位認定できる特例措置を講ずる。もって、
生徒の多様な個性・能力の伸長と進路選択幅の拡大、明確な
目的意識や高度に専門的な技能を持つ物づくりのスペシャリス
トの育成を図る。

804
・高等学校等における校外学
修の認定単位数の拡大

教育関連 第４回
平成17年
7月19日

748 33 岡山県 33000 岡山県 ＩＴ特区 岡山市の全域

　高速の無線ＬＡＮサービスとして期待されている５ＧＨｚ帯を利
用したサービスを実施するにあたり、送信空中線の絶対利得を
引き上げることによるメリットを最大限に活用し、市全域をカ
バーできる固定の基地局を設置することにより、ブロードバンド
サービスの環境整備を促進するとともに、多様なニーズに対応
した充実したコンテンツ産業の発展を促し、県内のIT産業の活
性化を図る。

405
・５ＧＨｚ帯無線アクセスシステ
ムにおける空中線利得増大
の容認

ＩＴ関連

第１回（２）
（平成17
年2月25
日変更）

平成17年
11月22日

749 33 岡山県 33000 岡山県
水島港国際物流・
産業特区

倉敷市の区域の一部（水
島港臨港地区）

　全国有数の工業地帯を背後に有し、アジア地域への航路の
集積など重要性を増す対アジア国際輸送物流拠点としての機
能を持つ水島港において、港湾施設である国際ターミナルの民
間貸付による物流促進及び人工島の土地利用の規制緩和によ
る企業立地促進と、背後の既存コンビナートにおける規制の緩
和措置による企業の国際競争力の強化を図り、物流と産業が
一体的な特区とし、水島港を核とした地域の活性化を図る。

1201
1202
1203
1204

・埋立地の用途変更手続きの
柔軟化
・埋立地の用途区分の柔軟化　
・特定埠頭の運営効率化　
・仮ナンバー表示の柔軟化

国際物流
関連

第３回
平成19年
3月30日

750 33 岡山県 33000 岡山県
児童福祉施設調理
特区

岡山市の全域

　児童福祉施設に入所している児童の福祉向上を図るため、調
理業務担当者の外部からの派遣受入を可能とする。これによ
り、民間調理専門業者等の豊富な知識・技術を活用することが
でき、食事の質が向上され入所児童にとってより豊かな食生活
を営むことができる。また、施設の運営が効率化され経費を削
減できるため、その削減された経費をもってその他の児童処遇
に係る取組みを充実させることが可能となる。さらに、施設にお
ける本事業の実施状況を指導監督する事業等を岡山県が併せ
て行い、福祉向上を一層推進していく。

908(912)
・児童福祉施設における調理
業務担当者派遣の容認

生活福祉
関連

第３回
平成18年
7月3日

751 33 岡山県 33201 岡山市 キャリア教育特区 岡山市の全域

　中四国地方の中枢拠点都市として商業、教育・文化、政治・行
政機能等が多面的に集積している岡山市において、株式会社
が大学の設置主体となることを認めることにより、高度な実務
知識や職業能力を備えた即戦力のある人材を養成し、地域経
済の活性化を図るとともに、市民が生涯を通じてさまざまな学
習の機会を得られる良好な教育環境の形成を図る。併せて、校
地・校舎の自己所有要件及び運動場・空地の設置要件を緩和
し、円滑な事業推進を支援する。

816
821(801-1)

（全）
828
829

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置（全）
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置
・空地に係る要件の弾力化に
よる大学設置

教育関連 第５回

平成23年
11月28日
申し出に
より取消

752 33 岡山県 33201 岡山市
岡山市御津教育特
区

岡山市の区域の一部（旧
岡山県御津郡御津町の
全域）

　御津町は、かつて教育に熱心な地域として知られていたが、
昨今では少子化による学校の統合などで教育環境の低迷化が
心配されている。そこで廃校となった小学校の校地校舎の有償
貸与で、学校設置会社による私立中学校を誘致し、公立校との
共存の中での教育的刺激や、住民の選択肢の多様化あるいは
廃校の活用をし、併せて過疎に悩む地域の振興や活性化に繋
げようとして既に認定された「研究開発学校設置事業」に加えて
「学校設置会社による学校設置事業」「校地校舎の自己所有を
要しない小学校等の設置事業」の申請をするものである。

802
816

819（全）
820（801－2）

（全）

・構造改革特別区域研究開発
学校設置事業
・学校設置会社による学校設
置事業
・構造改革特別区域研究開発
学校における教科書の早期
給与特例事業
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置事業
（全）

教育関連

第２回
第３回

平成17年
2月１日

平成17年
4月１日
第１６回

平成23年
11月28日
申し出に
より取消

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030526/030526keikaku.html
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地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

753 33 岡山県 33202 倉敷市
くらしき広告景観特
区

倉敷市の区域の一部

　本市は、倉敷美観地区など多くの観光資源を抱え毎年たくさ
んの観光客が訪れている。しかし、近年路上などに無秩序な状
態で「のぼり旗」等の違反広告物が設置され、市民や観光客の
通行障害や町並み景観の阻害となっている。現行法の簡易除
却措置では、現在の広告媒体の多様化に十分な対応が困難で
ある。しかし、当該特例措置の積極的活用で、対応が可能とな
り、安全で良好な町並み景観の維持及び文化と観光都市にふ
さわしい個性豊かなまちづくりの推進を目指す。また関連事業
との相乗効果による地域振興や観光振興に資する。

1209
・条例違反の屋外広告物除却
の迅速化及び対象拡大

まちづくり
関連

第３回
平成17年
7月19日

754 33 岡山県 33202 倉敷市
「国際文化都市倉
敷」英語教育推進
特区

倉敷市の全域

　倉敷市は豊かな歴史・芸術・文化を有し、全国レベルの観光
地として有名であり、数多くの外国人観光客も訪れている。そこ
で当市では「ひと、輝くまち　倉敷。」をまちづくりのコンセプトと
し、「国際文化都市」プロジェクトを展開している。同プロジェクト
実現のため、国際人として次代を担う人材の育成が重要であ
る。特区において、幼稚園・小・中学校で連携した英語教育の推
進により、郷土の歴史、芸術、文化を再認識するなかで、英会
話能力の向上を目指し、郷土に根ざした国際人として社会貢献
できる人材育成を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第６回
平成20年
7月9日

755 33 岡山県 33203 津山市
市民農園開設サ
ポート特区

津山市の全域

　津山市では市民農園の開設により、農業者以外の市民が、野
菜や草花等の栽培や自然との触れ合い、健康でゆとりのある
生活をおくるとともに、遊休農地の解消、農地の景観の保全、都
市・農村間の交流を図り、地域社会の活力を醸成している。さら
に、農業者自身が市民農園を開設することにより、より一層の
農業者と市民との交流を生み出すことにより、地域再生を目指
す。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

756 33 岡山県 33207 井原市 元気井原給食特区 井原市の全域

　幼稚園・保育所及び地域の集会所が老朽化したため、平成１
８年度に西江原幼稚園・甲南保育園・集会所の３施設を合築
し、平成１９年度から幼・保一体化を計画している。また、地域
集会所を併設することにより、園児と地域との交流を一層促進
する方針である。西江原幼稚園と甲南保育園では、４・５歳児を
合同保育とし、市直営の学校給食センターより搬入する同一メ
ニューの給食を供給することで、幼児期から小中学校まで一貫
した食育の推進を図るとともに、保育サービスを充実する。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第１２回
平成22年
11月30日

757 33 岡山県 33209 高梁市 就農支援特区
高梁市の区域の一部（旧
川上郡川上町）

　川上町は典型的な中山間地域であり、近年担い手の確保並
びに農地の遊休地化が大きな問題となっている。その解決策の
ひとつとして平成１４年度より、定年退職者を農業の新たな担い
手として位置づけ、就農を支援する「定年退職者就農システム
推進事業」に取り組んでおり、現在１名の就農者が決定してい
る。今後より多くの新規就農者を確保するため、就農するにあ
たり大きな問題となっている現在の農地取得下限面積を特区に
て緩和することにより、年間５名の新規就農者を確保し、遊休地
の解消・地域の活性化を目指す。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連

第４回（平
成16年10
月1日変

更）

平成17年
11月22日

758 33 岡山県 33210 新見市
「国際交流を推進
する新見市」英語
教育充実特区

新見市の全域

　新見市では小・中学校生のアメリカ・カナダ・中国等への派遣
や市内在住の外国人と市民との交流を推進している。他方で、
急速な国際化に対応し、しっかりとした国際感覚と実践的コミュ
ニケーション能力を持った人材が必要である。特に新見市の未
来を担う児童・生徒には、「実践的英語力」や「国際社会におけ
る日本人としての自覚」「自国認識に立った異文化理解力」の育
成を図ることが重要であると考えている。このため、本特例措置
で現行の教育課程の基準によらない教育課程の編成を行い、
国際化に対応した人材の育成に努める。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１１回
平成20年
7月9日

759 33 岡山県 33210 新見市
地産で安心、新見
の楽しい給食特区

新見市の区域の一部（旧
新見市）

　平成１４年度に開設した公立新見保育所は、現在１９０名の定
員で運営しているが、なお待機児童の解消が必要な状況であ
る。このため平成１７年度に保育所の増築を計画しているが、
今後の児童数の増減に柔軟な対応を図ること等の観点から「給
食の外部導入方式の容認事業」により、市内小中学校と同様に
「学校給食センター」からの搬入を可能とし、増築経費（調理室）
及び一括調理による調理コストの削減、、安心な地元食材を利
用した「地産地消」の促進等を図る。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

生活福祉
関連

第７回
平成22年
11月30日

760 33 岡山県 33214 真庭市
コスモスの里農業
チャレンジ特区

真庭市の機器の一部（旧
岡山県上房郡北房町の
全域）

　過疎化、高齢化に伴う農業の担い手不足が深刻で、遊休農地
の増加が進み農業振興への影響が懸念されている。こうしたな
か、従来どおりの農業施策で、農地の保全、有効利用を図るこ
とは困難である。このため、農地の権利取得後の下限面積要件
を引き下げ、果樹や野菜など小規模面積で収益性の高い農産
物の生産基盤を確立し、都市から意欲ある新規就農者を受入
れて農地の効率的かつ総合的な利用の確保を図り、”魅力ある
農村づくり”を実現していく。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第５回
平成17年
11月22日

761 33 岡山県 33214 真庭市
市民農園開設支援
特区

真庭市の区域の一部（旧
岡山県真庭郡勝山町の
全域）

　本村は過疎化、高齢化が進み、耕作放棄地が増加傾向にあ
る。特例措置を活用することで地域の農業資源（土地、農産物、
人）を積極的に活用し、農業者自身が地域の実情にあった市民
農園を開設可能とすることにより、遊休農地の解消を図り、あわ
せて農業体験、営農指導等を積極的に行っていくことにより、都
市住民との交流を通じ地域の活性化を図る。

1002
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連

第５回（平
成17年3
月31日変

更）

平成17年
11月22日

762 33 岡山県 33215 美作市
東粟倉地区農地活
用推進特区

美作市の区域の一部（旧
岡山県英田郡東粟倉村
の区域のうち農業振興地
域）

　都市農村交流を推進して集客交流人口の増加を図り、地域農
業の活性化を進める中で、近年、農山村に定住して農業を始め
ることを希望する都市住民が増加している。このことから、特例
措置によって現状の農地取得に係る下限面積要件の緩和を図
り、権利移動を促すことで、年々増加している遊休農地の解消
にもつなげていく。さらには、そこから新しい農業生産が生まれ
ることになれば地域全体が潤い、豊かな農山村の形成を目指し
ていくことができる。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連
第３回（平
成17年3
月31日）

平成17年
11月22日

763 33 岡山県 33346 和気町
いきいき和気給食
特区

岡山県和気郡和気町の
全域

  和気町では、幼児数の減少により、就学前教育の充実と小学
校へのスムーズな移行を目的に、適正規模の集団生活を行
い、心身の健全な育成を図るために幼・保一体化を目指してい
る。そこで、本特例措置を活用し、佐伯保育所で行う調理業務
のうち、３歳児～５歳児の給食については、和気町立学校給食
調理場からの搬入方式とする。これにより幼児期からの小・中
学生までの一貫した「食育」に取り組み、地元農産物を利用す
ることにより地産地消を推進する。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１６回
平成22年
11月30日

764 33 岡山県 33443 鴨方町
鴨方町酒米栽培振
興特区

岡山県浅口郡鴨方町の
全域

　鴨方町においては、農地の耕作放棄率が高く、また、高齢化
が進んでいるので、農地の遊休化の進行が予想される。そこ
で、農地貸し付け方式により日本酒製造業者が農業に参入す
ることで、農地の有効利用を図る。また、酒米の生産から日本
酒製造までを行い、特徴ある日本酒を造ることにより、日本酒
製造業及び町産業の活性化を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第３回
平成17年
11月22日
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

765 33 岡山県 33521 有漢町
有漢町農地有効利
用活性化特区

岡山県上房郡有漢町の
全域

　有漢町は典型的な中山間地域であり、近年担い手の確保並
びに農地の遊休化が大きな問題となっている。その解決策とし
て、定年退職者だけでなく広く新規就農者を募集し、担い手とし
て育成・支援を行う。しかし、新規就農者にとっては現行の取得
後面積の下限が５０ａ以上だとかなり負担になる。そこで、農地
取得後面積の下限を１０ａ以上とし、新規就農者が農地を取得
しやすくすることにより、遊休農地の解消と地域の活性化を図
る。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連 第５回
平成17年
11月22日

766 33 岡山県 33663 久米南町
「川柳とエンゼルの
里」農地活用推進
特区

岡山県久米郡久米南町
の全域

　久米南町では、過疎化・高齢化に伴う農業の担い手不足を背
景として、耕作放棄されている農地が増加傾向にある。これら
の遊休農地の活用を図り、地域農業の活性化、農業振興を推
進するため、小面積での農地取得を可能として都市住民、定年
帰省者などの新規就農者等の新たな担い手への農地の権利
移動を進めていく。

1006
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

767 34 広島県 34000 広島県
広島国際物流・交
流特区

広島市及び廿日市市並
びに広島県安芸郡海田
町及び坂町の全域

　広島港は全国第１９位の貿易額を誇り，中国･四国地方の中
核国際港湾としての役割が期待されている。また，その背後地
には，全国有数の製造業の集積を誇っている。この広島港につ
いて，港湾使用コストの低減などの利便性の向上を図り，使い
やすい港づくりを進めることにより，地域産業の国際競争力の
強化や企業立地を推進する。

701 ・臨時開庁手数料の軽減
国際物流

関連
第４回

平成17年
7月19日

768 34 広島県 34000 広島県
環境にやさしい
カーシェアリング広
島特区

広島県の全域

　広島県では，様々な環境問題に広範に取り組むため，平成１
５年１０月に「広島県生活環境保全条例」を制定し，“県民みん
なで進める次世代のための環境づくり”を目指し，各種施策の
展開を図っている。そのような中で，今回の特区は，民間事業
者が，集合住宅やオフィスビル等へ無人のレンタカー型カー
シェアリングシステムを設置して，環境にやさしい車両を需要に
見合った台数だけ配備することにより，低公害車・エコドライブ
の普及・促進を図るとともに，自動車の共同利用による渋滞緩
和，駐車場問題の解消等を目指すものである。

1217
・無人の自動車貸し出し（レン
タカー型カーシェアリング）

環境・新エ
ネルギー

関連
第６回

平成18年
7月3日

769 34 広島県 34000 広島県
ＩＴひろしま・産業人
材育成特区

広島県の全域

　広島県の基幹産業である製造業は、ＩＴと融合することにより、
生産技術の高度化や生産性の向上など大きな成長の可能性を
秘めている。また、本件の情報サービス業は、全国に比して企
業数は伸びているものの、売上高や従業員数の伸び悩みが課
題となっている。そこで、この特区計画の実施により、基本情報
技術者試験の合格率の向上・合格者の増加を図り、本件にお
けるＩＴ人材の裾野を拡大することで、本件産業の活性化・競争
力強化とＩＴ関連産業の集積を促進し、「元気な広島県」の実現
を目指す。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

産業活性
化関連

第１０回
平成22年
11月30日

770 34 広島県 34000 34100

広島県
広島市
呉市
東広島市

広島研究開発・創
業特区

広島市、呉市、東広島市
及び府中町の全域

　広島、呉、東広島を中心に集積している学術・試験研究・産業
支援機関を核として、国内外の研究・技術人材の交流や、大学
（医学・理学・工学等）と産業との連携を促進することにより、研
究開発の推進と新産業の創出を目指す。

501502503
504
202
704
705
813
814
815

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第１回（１）
（平成16
年6月14
日変更）

平成19年
3月30日

771 34 広島県 34000 広島県
ひろしまから世界
へ羽ばたく人材育
成特区

広島県の全域

　国際化、グローバル化の進展に対応するとともに、国際社会
の平和と安定に貢献するため、本県では「ひろしま国際施策推
進プラン2010」等を策定して様々な施策を講じている。その一つ
である「国際社会で活躍できる個々の担い手の育成・支援」とし
て、今回この特例を活用して高校生の留学に係る単位認定数
を拡大することにより、海外留学の経験者を増やし、高い語学
力を身につけた国際感覚豊かな人材を数多く育成する。併せ
て、私立学校の特色ある教育を振興していくことにより、県全体
の教育水準の向上や充実を図る。

824
・高等学校等における外国留
学時認定可能単位数の拡大

教育関連 第１１回
平成22年
6月30日

772 34 広島県 34100 広島市
広島市福祉有償運
送セダン型車両特
区

広島市の全域

　バス、タクシー等の従来の公共交通機関だけでは、要介護認
定者、障害者等の移動制約者の足を確保することが十分でな
い本市の状況に鑑み、NPO法人等が、福祉有償運送サービス
を提供するにあたり、福祉車両のほか、一般的なセダン型車両
の使用を可能とすることにより、移動制約者がバス、タクシー等
の従来の公共交通機関のほかに、それぞれの実情に合わせて
移動手段を選択できる体制を整える。また、それにより移動制
約者の生活の利便性を向上させ、家族の介護負担の軽減を図
るとともに、移動制約者の社会参加や介護者の就労機会を促
進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

773 34 広島県 34100 広島市
ひろしま型義務教
育創造特区

広島市の全域

　小学校第5学年から中学校第3学年の教育課程に「言語・数理
運用科」を設置し、本市の子どもたちの課題である「言語や数理
に係る思考力・判断力・表現力」を育成する。また、小学校第5、
第6学年の教育課程に英語科を設置し、国際平和文化都市の
21世紀の担い手である子どもたちが、英語をコミュニケーション
の重要な手段の一つとして十分に使えるよう、中学校の英語教
育の基盤となる力を育成する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

774 34 広島県 34100 広島市
ビジネス人材養成
特区

広島市の全域

　自動車を始めとする機械系工業の集積が高い広島市におい
て、株式会社が実学のニーズに応える大学の設置主体となるこ
とを認め、高度なキャリア教育を実現することにより、地域にお
ける高い専門性をもった人材の輩出、地元企業との連携の充
実、雇用や消費の拡大など、地域社会・経済の活性化を図る。

816
821(801-1)

（全）
828
829

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置（全）
・運動場に係る要件の弾力化
による大学設置
・空地に係る要件の弾力化に
よる大学設置

教育関連 第５回

平成23年
11月28日
申し出に
より取消

775 34 広島県 34203 竹原市
瀬戸内に輝く竹原
自然・まちなみ再
生特区

竹原市の区域の一部（竹
原市本町，高崎町阿波
島，忠海町）

　国の伝統的建造物群保存地区である町並み保存地区におけ
る空家対策として、NPO等による空き家情報提供等を実施する
こと及び本市域内の瀬戸内海国立公園における自然環境を活
かしたイベント等の実施にあたり、国の特例措置を活用すること
により空き家の解消及び催し等の容易化を図りながら、地域資
源を活用したツーリズムによる活性化の実現に取り組む。

1215
1301・1302

・過疎地におけるNPO等によ
る空き家情報の提供
・国立・国定公園の特別区域
におけるイベントの容易化

まちづくり
関連

第７回
平成18年
7月3日

776 34 広島県 34205 尾道市
尾道市人間教育特
区

尾道市の全域

　本市は通信単位制高等学校（広域制）を活用して全国の不登
校生の再チャレンジの場を提供することで、全国各地より集ま
る生徒と尾道市民の交流という教育分野を通じた地域の活性
化を図る。多くの生徒が、本市域の豊かな自然環境と伝統文化
を活用した教育メニューにより、次代を担う人材へと成長し、そ
うした若者が、日本はもとより海外に雄飛して、各地の様々な分
野で活躍する中で、再び、本市との交流を意図する可能性も見
込め、地域間交流の増大によって本市の活力も高まるものであ
る。

816
・学校設置会社による学校設
置

教育関連 第１４回

平成29年
5月16日
申し出に
より取消
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

777 34 広島県 34207 福山市
みろくの里スローラ
イフ特区

福山市の区域の一部（福
山市沼隈町）

　沼隈町において設置される「漢方研究センター」に外国人研究
者を招聘し、産学連携による漢方研究とその関連分野の研究を
拡大することにより、研究の集積と研究成果を活用した新たな
視点からの健康維持・増進産業の創出による雇用の拡大と地
域経済の活性化を図る。地域の進める福祉諸施策との融合に
より、地域住民の健康維持・増進に対する意識を喚起し、「ス
ローライフ」の実現を目指す。

501502503
504

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産学連携
関連

第４回（平
成17年2
月1日変

更）

平成19年
3月30日

778 34 広島県 34209 三次市
教育都市みよし特
区

三次市の全域

　20人学級編制に向けた少人数指導を段階的に実施して、基
礎・基本の徹底による確かな学力の定着、「快食、快眠、快便」
の基本的な生活習慣に着目した学習規律の確立、教職員の資
質の向上を内容とする三次市学力向上基本プランの実施によ
り、児童･生徒の学力の向上を図る。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連

第１回（２）
（平成17
年4月1日

変更）

平成18年
7月3日

779 34 広島県 34209 三次市
三次市保育環境の
充実特区

三次市の全域

　平成１６年４月の市町村合併により、現在２２の公立保育所が
ある。現在、保育業務については、保育士資格を有する臨時的
任用職員により対応しているものの、応募がきわめて少なく、３
歳未満児保育や発達に支援が必要な子どもへの対応が困難に
なっている。
　このため、本特例措置を活用し、任用期間を最大３年間とする
ことにより、保育士の安定した確保を図る。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用事業

地方行革
関連

第３２回

令和3年7
月20日申
し出によ
り取消

780 34 広島県 34211 大竹市
おおたけ少人数教
育特区

大竹市の全域

　大竹市では、市域の活性化に寄与する人材を育成するため、
基礎基本の定着を目指しているが、児童生徒の学力の向上が
課題となっている。特に、小学校低学年は、その後の学校での
学習や生活の基盤となるものが身に付く大切な時期であり、子
どもたちの情緒を安定させ、基本的な学習習慣や生活習慣を身
に付けさせることが求められる。そこで、市費負担で教員を採用
して、学級担任として配置し、小学校低学年で３０人学級を編制
することにより、教師がゆとりを持って子ども一人一人にきめ細
かな指導を行い、秩序感覚の育成とともに基礎学力の定着を目
指す。

810 ・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第９回
平成18年
7月3日

781 34 広島県 34212 東広島市
東広島市福祉運送
セダン特区

東広島市の全域

　平成17年2月に周辺5町を編入合併して新たな出発をした本市
は、市域が広大であることに加えて、若年層が集中する市中心
部と高齢化が進展する周辺地域の2極化が進み、路線バスや
一般タクシーの運行が中心部に集約されつつある。そのため、
高齢者や障害者等にとって、健康保持あるいは状態改善のた
めに最も有効である外出の手段を確保することは、本市福祉施
策上の緊急課題となっている。そこで、セダン型車両を使用す
る福祉有償運送を活用してＮＰＯ等による運送を推進し、要介
護高齢者や障害者などの社会参加を促進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

782 34 広島県 34214 安芸高田市
安芸高田市すこや
か食育推進給食特
区

安芸高田市の全域

　安芸高田市では、平成16年の合併以降、小・中学校の給食の
均衡化と効率・安全の確保をめざして新給食センターの建設が
計画されている。この計画と併せて就学前児童の保育所、幼稚
園における望ましい集団の育ちを保障するため、保育所の給食
を新給食センターから外部搬入することにより、合理的な運営
が可能となり、地元の食材の活用による地産地消の促進と、将
来に渡る健全な食生活実現のため保育所から中学校まで一貫
した食育を推進する。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入方式の容認事業

生活福祉
関連

第２２回
平成22年
11月30日

783 35 山口県 35000 35201 山口県、下関市
下関地区水産業活
性化特区

下関市の区域の一部
（唐戸地区、彦島地区
及び大和町一帯）

　漁港施設を卸売人等の民間事業者に長期間貸し付けるこ
とにより、民間事業者自らによる施設整備等、民間活力の
導入をすすめ、市場の効率的な運営や活性化を図る他、市
内３市場について卸売機能の集約化と各市場の特性を活し
た機能強化、３市場の仲買人の共通化による購買力強化や
仲卸店舗における観光客等への直接販売を推進することに
より、地域の漁港の再生を図る。

1007
・漁港施設の民間事業者へ
の貸付けの容認

産業活性
化関連

第６回
平成20年
3月31日

784 35 山口県 35000 35202 山口県、宇部市
宇部地域産学公連
携研究開発促進特
区

宇部市の全域

　大学・研究施設・企業が集積する宇部地域の技術・人材のス
トックを生かし、研究開発のための基盤整備や研究開発プロ
ジェクトの取組みと相まって、「山口大学産学公連携・創業支援
機構」を通じた産学官連携による研究開発を一層促進し、創造
的で意欲的なベンチャー企業等による新事業の展開及び新産
業の創出を加速的に進める。

 704 
 705 
 813 
 815

・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第1回(２)
平成16年
6月14日

785 35 山口県 35000 35211 山口県、長門市
山口油谷水田放牧
(山口型放牧)特区

長門市の区域の一部（油
谷町大字向津具上、大字
向津具下、大字川尻(向
津具半島)

　油谷町向津具地区は水田棚田地帯であり、肉用牛飼育も県
内では盛んな地帯である。しかし、近年水田の荒廃が徐々に拡
大し、地域の活力低下に拍車をかけている状況にある。こうした
ことから、当該地区で盛んな肉用牛飼育の拡大と耕作放棄の
水田解消対策を兼ねあわせた水田放牧を主体とした地域活性
化を図る。

1001
1006

・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

農業関連

第６回（平
成17年3
月22日変

更）

平成17年
11月22日

786 35 山口県 35000 35213 山口県、美祢市
美祢社会復帰促進
センターＰＦＩ特区

美祢市の全域

　美祢市では、昭和４５年の炭鉱の閉山後、若年人口の流出、
少子高齢化による生産年齢人口の減少等、過疎化が進展して
いることから、企業誘致等雇用の場の確保や地域産業の活性
化を推進しているが、長引く景気の停滞等により、地域活力の
低下に歯止めがかからない状況にある。また、婦人科医療につ
いて、同地域には診療所がなく、整備が急務となっている。そこ
で、本特例を活用し、誘致した刑務所の事務の民間委託等を可
能にすることで、地域雇用の創出、人口定住による地域経済の
活性化、地域医療の充実を図ることとする。

510
511・929

・特定行刑施設における収容
事務等の民間委託の可能化
・特定行刑施設内における病
院等の民間委託の可能化

まちづくり
関連

第９回
平成21年
7月17日

787 35 山口県 35201 下関市
とよたアグリビジネ
ス特区

下関市の区域の一部（旧
豊田町）

　本町では、地域の基幹産業たる農業を振興するため「豊田町
農業公園」を核とした施策を強力に進めてきたところだが、農業
者の高齢化等により遊休農地・不作付け地の拡大傾向に歯止
めがかからない。そこで、ＮＰＯ法人や企業など多様な法人の
農業への参入を容認するとともに、農地取得後の下限面積要
件の緩和によるＵ・Ｉターン者などの就農の機会を広げることに
より、これまで地域農業を支えてきた人々と、新たに農業に参
入する者との協働による創意工夫に満ちたアグリビジネスの形
成を図り、遊休農地ゼロをめざす。

1001
1002
1006

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認　
・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連

第４回（平
成17年2
月13日変

更）

平成17年
11月22日

788 35 山口県 35201 下関市
下関市特養サテラ
イト特区

下関市の区域の一部（旧
下関市）

　既存の特別養護老人ホームの定員の一部をサテライト施設に
移すことにより、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するこ
とを可能とする。また、定員の一部を外に出した本体の特別養
護老人ホームには余裕が生じるため、個室・ユニットケア型へ
の改修を行う。これらにより、下関市の「高齢者保健福祉計画」
及び「介護保険事業計画」の目標の一つである、高齢者が精神
的なゆとりと安らぎのある安心で安全な生活をおくることの実現
を目指す。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第７回
平成18年
7月3日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

789 35 山口県 35201 下関市
下関市・東アジアロ
ジステｲック特区

下関港臨港地区の一部
(本港地区及び岬之町地
区)

　東アジアと我が国の関東・関西等大都市圏との物流におい
て、大量輸送システムとの役割分担を明らかにしつつ、よりス
ピーディー、フレキシブルかつ低コストニーズに対応するため、
民間事業者等の活動を支援することにより、国際的な海陸一貫
高速輸送の先導的港湾物流システム構築を目指す。

701 ・臨時開庁手数料の軽減
国際物流

関連
第１回(１)

平成17年
7月19日

790 35 山口県 35202 宇部市
宇部市障害児(者)
支援小規模多機能
サービス特区

宇部市の全域

宇部市では、高齢者サービスにおいては、住み慣れた地域での
生活を継続できるよう小規模多機能型居宅介護事業所の整備
を支援しており、現在３ヶ所で事業の開始が決定しているもの
の、障害者（児）サービスは、身近な地域におけるサービス拠点
づくりを基本として充実に努めているが、短期入所に関しては受
け入れ可能施設が限られており、緊急時の利用確保に不安感
を抱いている状況にある。特区申請により、小規模多機能型居
宅介護事業所を活用した障害者（児）へのサービス提供を可能
とすることで、受入れ施設不足の解消、複合福祉サービスを提
供する「ご近所福祉」づくりの地域へ浸透またサービスの地域
偏在を解消し、介護・障害福祉サービスの充実を図る。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児
（者）の受入事業

生活福祉
関連

第２３回
平成28年
6月17日

791 35 山口県 35202 宇部市
宇部市ＩＣＴ技術者
育成特区

宇部市の全域

　本市においては、情報教育に関する学科を設けている教育機
関が多く集積し、また情報産業関連企業等も多数あり、情報技
術分野に関して非常に優れた地域特性を備えている。しかし、
地元企業においては情報処理能力に長けた人材が慢性的に不
足しており、高度なＩＣＴ（情報通信技術）資格を有する人材の育
成が急務となっている。そこで、本特例措置を活用することに
よって、各種情報処理技術者試験の合格者の増加に努め、高
度なＩＣＴ技術等に習熟した人材の育成を推進することによっ
て、雇用を促進し地域経済の活性化を図る。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

792 35 山口県 35204 萩市
萩市地域生活推進
小規模多機能サー
ビス特区

萩市の全域

　萩市では、合併により広範囲となった市全域での障害福祉
サービスの提供は、十分であるとはいえない状況である。しかし
ながら、生まれ育った身近な地域での生活を推進することはま
すます必要となってきている。よって、多様なサービスを一体的
に提供可能な小規模多機能型居宅介護事業所において、障害
者（児）の受入を可能とすることにより、身近な地域における障
害者（児）へのサービス提供を充実するとともに、地域での自立
支援体制の推進を図る。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１４回
平成28年
6月17日

793 35 山口県 35206 防府市
防府市内幼稚園入
園年齢制限の緩和
特区

防府市の全域

　少子化や核家族化が進んだ結果、幼児が地域や家庭で社会
性を涵養することが難しくなっている中で、幼稚園の地域の幼
児教育センターとしての子育て支援機能を活用して、「親と子の
育ちの場」としての幼稚園の役割や機能を充実する。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１回（１）
平成20年
7月9日

794 35 山口県 35208 岩国市
岩国市ＩＴ人材育成
特区

岩国市の全域

岩国市では、地域間の情報格差是正のため、「どこでも必要
な情報が手に入る」ことを目指し、高度情報通信基盤の整備に
取り組んでいるが、その運用等において、ＩＴ人材の育成・確保、
市民のＩＴ活用能力向上が課題である。また、地場産業の活性
化や企業誘致の推進を図るうえでも、ＩＴ人材の育成・確保が重
要である。

そこで、本特例措置により、基本情報技術資格者の増加を図
り、高度ＩＴ人材の育成・確保を目指す。ソフト・ハード両面の整
備により、市民生活の向上を果たすとともに、地場産業の活性
化や企業誘致の推進を図る。

1132
(1144,1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１８回
平成22年
11月30日

795 35 山口県 35215
山口県
周南市

環境対応型コンビ
ナート特区

周南市の区域の一部(周
南コンビナート地域）

　特区内の企業が所有する自家発電施設を活用し、電力を相
互融通することによって、エネルギー効率を高め、省エネル
ギー及び電気料金の低廉化を図り、環境対応型コンビナートの
形成と国際競争力の向上を図る。

1103
・電力の特定供給事業の許可
対象の拡大

産業活性
化関連

第１回(１)
平成17年
7月19日

796 35 山口県 35215 周南市
周南市ＩＴキャリア
人材育成特区

周南市の全域

　周南市は、全国有数のコンビナートを柱とする基礎素材型産
業中心の工業都市である。近年は、リサイクルなどの環境産業
の立地も見られ、産業等活性化条例や情報・通信産業等立地
等促進補助金等のインセンティブ付与により、情報通信産業に
おいても多くの雇用を生み出している。このような中、高度なＩＴ
技術を有する人材は、業種・業態に関わらず多くの企業におい
て求められており、地域の経済を維持し、さらなる活性化を進め
るため、本特例措置を適用し、多くの人材を輩出したい。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１１回
平成22年
11月30日

797 35 山口県 35216 山陽小野田市

山陽小野田市「幼・
保・小・中」生活改
善・知能向上教育
特区

山陽小野田市の全域

　山陽小野田市では、近年、子ども達に、情緒の不安定化、我
慢と感動の減少、協調性の貧弱化がみられる。「心を鍛え、脳を
鍛える」ことを目的とした家庭・学校での取組は、子ども達の基
礎的人格の涵養、知能の発達、学力の向上等が期待できること
から、幼児期から義務教育終了までの一貫した取組を計画して
いる。このため、家庭では生活習慣の改善に取組み、学校では
基礎基本の反復習熟を行う「総合基礎科」を新設し、計画的・継
続的な取組を行う。これにより、将来の社会を担う人材育成を
図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１５回
平成20年
7月9日

798 35 山口県 35321 和木町
みんなそろって楽
しい給食特区

山口県玖珂郡和木町の
全域

　女性の就業機会の増加、核家族化の進行を背景に保育ニー
ズは急速に高まってきており、保育所では待機児童や町外への
委託保育も生じている状況である。このため、分園により幼稚
園の空教室を利用し受入れ児童数を確保することで保育ニー
ズに対応すべく検討をすすめている。さらに、給食センターから
搬入している幼稚園児の給食と同じ給食を提供することにより
保育園児と幼稚園児の隔たりをなくすとともに効率的な保育所
運営を目指す。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成22年
11月30日

799 36 徳島県 36201 徳島市
徳島市情報技術
リーダー養成特区

徳島市の全域

　徳島市では、現在、市民との情報の共有化や情報化社会に
対応した人材の育成などの高度情報化を推進するとともに、企
業誘致や創業支援などにより地域や産業の活性化に取り組ん
でいるところである。本特例措置により、基本情報技術者試験
の受験者数・合格者数を増加させ、高度な情報技術を持った人
材育成を行うことで、企業の高度情報化の推進を図り、本市へ
の新たな企業の立地誘導や地域における新たなビジネスモデ
ルが創出される土壌の創出など、本市の地域や産業を活性化
することで将来像「心おどる水都・とくしま」の実現を図る。

1132(1144、
1146)

1131(1143)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

800 36 徳島県 36204 阿南市
地産地消で安心・
安全　阿南市給食
特区

阿南市の区域の一部（旧
那賀川町）

　阿南市では、平成２０年度を目標に３つの保育所と１つの幼稚
園を統合した「平島こどもセンター」を開設予定であり、その前
段階として、平成１８年度に現在ある幼稚園を保育所分園とし
て転用し、幼保一元化をスムーズに移行できるよう事務を進め
ている。そこで、保育所分園において、学校給食センターからの
給食の搬入を可能とすることで、効率的な保育所運営を実現す
るとともに、乳幼児期から義務教育終了まで一貫した共通認識
のもとでの食育の実施を可能とする。また、地産地消に呼応し
た食材の大量調達により、地元の基幹産業である第一次産業
の活性化につなげる。

920
・公立保育所における給食の
外部搬入容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第１０回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

801 36 徳島県 36205 吉野川市
吉野川市川島町ふ
れあい教育特区

吉野川市の区域の一部
（旧麻植郡川島町）

　既に少人数学級による教育指導が行われている小学校から、
中学校という学習環境への円滑な移行を図るとともに、生徒一
人ひとりに行き届く、きめ細やかな指導により、いじめ、不登校
等の生徒指導上の課題等への対応の充実を図るために、川島
中学校において、１学級３０人を上限とする少人数学級を編制
し、より一層きめ細やかな教育指導を行うこととしており、追加
的に必要となる教員を特例により町費負担で任用する。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連

第２回
（平成16
年10月1
日変更）

平成18年
7月3日

802 36 徳島県 36302 上勝町
上勝町有償ボラン
ティア輸送特区

徳島県勝浦郡上勝町の
全域

上勝町は過疎化が進む中、バス・タクシー等の交通弱者の移動
手段が縮小していることから、町の登録ボランティアと自家用車
等を活用し、路線バスへのアクセス、診療所通所や買い物等の
ための移動サービスを充実することにより、住民へのサービス
向上を図る。

1207
・交通機関空白の過疎地にお
けるボランティア輸送の有償
化

生活福祉
関連

第1回(２)
平成16年
6月14日

803 36 徳島県 36385 海部町
海部町ふるさと教
員制度特区

海部町の全域

　海部町では、従来より、「ふるさと教員制度」と呼ぶ、地域社会
と密接に結ばれた教員を助教員として学校現場に配置し、体験
的学習を中心とした特色ある教育を行ってきているが、特区の
特例により、現行制度では実施できない学級担任や教科担任
を可能とすることにより、今まで以上に地域に根ざした教育の
展開を目指す。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第１回（１）
平成18年
7月3日

804 37 香川県 37000 香川県
さぬき農村ふれあ
い特区

香川県小豆郡土庄町、木
田郡三木町及び香川郡
香南町の全域

  県では、体験型観光の推進を図るとともに、都市住民との交
流を通じた農村地域の活性化と農業・農村への理解促進のた
めにグリーン・ツーリズムを推進している。 今後、県独自の推進
施策に加え、農業生産法人が行う観光農園や市民農園などの
農業体験施設や農家民宿、農畜産物の販売施設等の運営事
業を拡大し、積極的にグリ－ン・ツーリズムを推進することによ
り、交流人口の増加を通した県経済の活性化を図る。

407
1005

・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認　
・農業生産法人による農家民
宿の経営容認

都市農村
交流関連

第３回
平成17年
11月22日

805 37 香川県 37000 香川県
糖質バイオクラス
ター特区

高松市及び三木町の区
域の一部（香川インテリ
ジェントパーク、香川大学
及び香川医科大学）

　当地域においては、糖質バイオ系分野で希少糖研究など世界
水準の研究開発が進められていることから、産学官の連携を推
進し、これらの研究成果を活かした力強い新規産業の創出・育
成を図る。

501502503
504
202

・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認

産学連携
関連

第１回（１）
（平成16
年6月14
日変更）

平成19年
3月30日

806 37 香川県 37000 香川県
瀬戸内海国際観光
特区

高松市、丸亀市、坂出市及び観
音寺市並びに香川県小豆郡内
海町、土庄町及び池田町並びに
香川県木田郡庵治町並びに香
川県香川郡直島町並びに香川
県仲多度郡多度津町並びに香
川県三豊郡詫間町の区域の一
部（男木島、女木島、本島、牛
島、広島、手島、小手島、櫃石
島、岩黒島、与島、小与島、伊吹
島、小豆島、豊島、小豊島、沖之
島、大島、直島、屏風島、向島、
佐柳島、高見島、粟島、志々島）

　本県では、国際定期便、国際チャーター便の利用を促進する
とともに、海外での観光香川の魅力を積極的にＰＲするなどして
国際観光の振興に努めているところである。特に、韓国からの
修学旅行生や団体観光客の観光ルートに瀬戸内の島嶼部が
入っている場合に、短期滞在査証（ビザ）の発給手続きを簡素
化することにより、外国人観光客の誘致を一層進め、島嶼部の
振興を図るとともに、国際観光の一層の推進に努め、交流人口
の増加を通した県経済の活性化を図る。

601
・短期滞在査証の発給手続き
の簡素化（韓国人修学旅行生
は第５回に削除）

国際交
流・観光

関連

第３回
（平成16
年6月14
日変更）

平成18年
7月3日

807 37 香川県 37000 香川県
さぬき有害鳥獣対
策特区

香川県の全域

　香川県では、野生鳥獣、特にイノシシによる被害が県南部の
山間部を中心に急増しており、農業収益の減、営農意欲の減退
など、農業生産活動や農家経済に悪影響を及ぼしている。この
ため県では独自の有害鳥獣被害防止対策に加え、特区制度を
活用して網やわなによる狩猟免許の取得を容易にし、有害鳥獣
の捕獲を促進して農産物被害を抑制する。特に、被害の大きい
イノシシへの対策に有効な「わな猟」に限定した免許試験を実
施して受験者の負担を軽減しながら「わな猟」技術に関する専
門性の高い狩猟免許保持者を確保して鳥獣捕獲を強化し、生
産性の向上による農家所得の増加を図り、農業経営の安定化
と地域の産業活性化を目指す。

1307
・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の容認

農業関連 第８回
平成19年
7月4日

808 37 香川県 37201 高松市
高松市小中一貫教
育特区

高松市の全域

　高松市では，中心部の３小学校と２中学校を統合して整備す
る「新設統合第一小・中学校（仮称）」を小中一貫教育実施校と
することにした。義務教育９年間を４・３・２のまとまりとしてとら
え，小中学校の円滑な接続を図るカリキュラムを開発する。具
体的には，小学校第１学年からの英語科の実施，環境教育と
キャリア教育を２本柱とした新設教科の設定，子どもの実態に
応じた指導の充実を図るための授業時数の増加等を実施す
る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

809 37 香川県 37201 高松市
おいでまい高松IT
特区

高松市の全域

　高松市は、都市機能の強化を目標に、地域産業の高度化、活
性化を図り、新規産業の創出を支援するため、高度情報処理事
業所の立地に対する助成を行うなど、その誘致に努めている。
　また、市内には多くの産業支援機関や試験研究機関が集積
する香川インテリジェントパークがある。そこで、ＩＴ関連の人材
のニーズも高まってきていることから、「初級システムアドミニス
トレータ試験」及び「基本情報技術者試験」に係る特例措置を活
用し、人材育成を積極的に行い、雇用の創出や人材の集積に
より地域の活性化を目指す。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

810 37 香川県 37206 さぬき市
さぬきＩＴ人材育成
特区

さぬき市の全域

　さぬき市には、技術・工学部系の人材教育・育成機関があるも
のの、ＩＴ関連職業の求人数は多く、量的には不足している状況
にある。そこで、特区制度を導入し、優秀なＩＴスキルを持った人
材の育成を促進することにより、ＩＴ人材の就業機会を増加さ
せ、ひいては、県内外からのＩＴ関連企業の本市への立地と促
進することで地域経済の活性化を実現することができる。また、
本市内で開設される講座を受講することから、市外からも学生・
社会人の流入が想定され、交流人口の増大から地域経済のみ
ならず地域全体の活性化にも繋がると考えられる。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

811 37 香川県 37321 内海町
小豆島・内海町オ
リーブ振興特区

内海町の全域

　農業の担い手不足、地場産業の停滞するなかで、小豆島の
貴重な地域資源であるオリーブを、加工サイドの企業自らが町
内の遊休農地で栽培に取り組み、小豆島産オリーブの実、葉等
の原材料の確保と遊休農地の有効活用で町の活性化を図る。

1001

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第１回（１）
平成17年
11月22日

812 37 香川県 37323 池田町
小豆島こどもセン
ター運営特区

香川県小豆郡池田町の
全域

　幼稚園と保育所を併設した合築施設において、区域内の少数
の乳幼児を同じ保育カリキュラムによって一体的に保育するこ
とにより、幼児の社会性、創造性を涵養し、健全な育成を図る。
また、保育所事務を教育委員会に委任して窓口の一本化を図
り、幼稚園教諭と保育士の資質向上に努めるとともに、保護者
が生活実態に合った保育を選択できるようにすることによって
就学前教育における住民サービスの向上を図る。

807
914
916

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成17年
11月22日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

813 37 香川県 37421 高瀬町
グリーントピアたか
せ特区

香川県三豊郡高瀬町の
区域の一部（原下工業団
地）

　「瀬戸のグリーントピア」がスローガンの本町は、農業が基幹
産業でありながら、農業労働力の量的・質的低下等、生産構造
が脆弱化している。そこで、農業兼業従事者には、賃貸制度に
より誘致する工業団地に進出した職場への就業を促進し、その
農地を認定農業者へ集積する。同時に町、農協、農業委員会と
連携し生産性の高い担い手を確保、育成し、農地の賃貸主に利
用拡大し集積を図る。本町及び周辺地の優良経営の事例を踏
まえ、農業経営の発展を目指し、他産業従事者並の生涯所得
水準を実現させ、農業と工業との均衡ある発展を促す。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第５回
平成17年
7月19日

814 38 愛媛県 38000 38201
愛媛県、松山
市、重信町

愛媛バイオ研究開
発特区

松山市及び愛媛県温泉
郡重信町の全域

小麦胚芽を活用した「無細胞タンパク質合成技術」を中心とした
バイオ関連の研究開発、普及促進を円滑に進め、研究者の集
積や、ベンチャー企業等の創出、開発型企業の誘致等を推進
することにより、地域経済の活性化を図る。

202
813
815

・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・国有施設等の廉価使用の拡
大

教育関連 第1回(２)
平成16年
6月14日

815 38 愛媛県 38201 松山市
小中連携による｢
国際・職業」教育特
区

松山市の全域

　これまで取り組んできた国際理解の活動や職業体験などの成
果をさらに発展させるため、特例を活用し、小学校５・６年生を
対象に、英語に慣れ親しませ、英語によるコミュニケーション能
力の育成と国際理解教育の推進を目指す教科｢国際科｣を新設
する。また、中学校２年生を対象に、職業に関する知識や技
能、勤労観･職業観の育成などキャリア教育の推進を図るため
総合的な学習の時間の中で｢職業科｣を実施する。これらの取
組みにより、市民のコミュニケーション能力や国際理解の充実
を図り、国際文化都市松山で活躍し、松山に貢献する人材を育
成する。

802 ・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第９回
平成20年
7月9日

816 38 愛媛県 38201 松山市
松山市観て歩いて
暮せるまちづくり交
通特区

松山市の区域の一部（中
心市街地、道後地区及び
三津地区）

　『坂の上の雲』を軸とした２１世紀のまちづくりを進める本市で
は、中心市街地等において総合的なまちづくりを行うために、交
通規制を含めた総合的なまちづくりの計画を立て、回遊性を高
める交通体系を実現するとともに、環境に配慮した人にやさし
い交通体系の実現を目指す。

102
・地域参加型のまちづくり計
画に基づく交通規制の実施

まちづくり
関連

第３回
平成18年
7月3日

817 38 愛媛県 38201 松山市
松山市IT人材育成
特区

松山市の全域

　松山市では、「松山市情報化アクションプランⅢ」を策定し、さ
まざまな情報化施策を展開しているところである。今後、地域に
おける情報化を推進し、「IT都市まつやま」を確立するために
は、優秀なIT人材を早期育成し、IT関連企業への就職や起業を
促進する必要がある。そこで、基本情報技術者試験に係る特例
措置を活用することにより、多くの優秀なIT人材を輩出するとと
もに、IT関連企業も誘致するなど、地域経済の活性化に繋げて
いくものである。

1132(1144)
1131(1143)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除

ＩＴ関連 第９回
平成22年
11月30日

818 38 愛媛県 38201 松山市
松山市キャリア人
材育成特区

松山市の全域

　株式会社が実学のニーズに応える大学の設置主体となること
を認め、高度なキャリア教育を実現することにより、地域におけ
る高い専門性をもった人材を育成し、地元企業との連携の充
実、雇用や消費の拡大など、地域社会・経済の活性化を図る。
また、大学進学を希望する受験生にとっては、地元での高等教
育の選択肢が増えると共に、既存校に対しても適度な競争関係
が生まれる。これらに加え、校地・校舎の自己所有を要しない大
学設置の特例を活用し、中心市街地に学校を開校することで空
洞化現象の歯止めと共に中心市街地の一層の活性化を図る。

816
821(801-1)

・学校設置会社による学校設
置　
　
・校地・校舎の自己所有を要
しない大学等設置

教育関連 第４回

平成23年
6月29日
申し出に
より取消

819 38 愛媛県 38202 今治市
今治市しまなみ教
育特区

今治市の全域

  廃校となった小学校を利用して、不登校生、高校中退者など
に、それぞれの事情に応じた学習の場を提供するため学校法
人立の通信制高等学校を設置する。この高校では、瀬戸内の
豊かな自然と温かい人情の中で、特色ある集中スクーリングを
実施することにより、生徒たちの心の癒しと多くの新たな友人を
つくる機会を提供する。農業漁業従事者から学ぶ体験学習や
文化財の保護や清掃ボランティア、また実践的なスポーツ教育
などを通して、生徒の自立につながる教育を実施し、将来の人
間形成を行う。同時に交流人口を増加させ、恵まれた自然、歴
史的文化財、特色ある産業などを活かした地域の再生を目指
す。

820(801-2)
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置

教育関連

第８回（平
成18年3
月31日変

更）

平成19年
7月4日

820 38 愛媛県 38202 今治市
今治市ＩＴ人材育成
特区

今治市の全域

　これまで今治市においては、高度情報化の推進のために情報
インフラの整備やＩＴ活用による産業の育成等、様々な取り組み
を行ってきた。さらに本市の産業を活性化するためには、優秀
なＩＴ人材を早期育成し地域内の企業への就職を促進すること
により、産業の高度化・情報化につなげていくことが非常に重要
である。そのため、初級システムアドミニストレータ試験及び基
本情報技術者試験に係る特例措置を活用することにより、多く
の優秀なIT人材を育成・輩出するとともに、産業の振興と企業
立地の促進を図っていこうとするものである。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

821 38 愛媛県 38202 38205
今治市、新居浜
市、西条市

愛媛県東予地域外
国人研修生受入れ
特区

今治市、新居浜市及び西
条市の全域

　愛媛県東予地域には、タオル製造や縫製を中心とする繊維製
造業、鉄鋼・金属製品を含む一般機械関連産業及び造船関連
産業が集積・形成されている。当該特例による外国人研修生の
受入れ人数枠の拡大により、研修生が高度な技術、技能、知識
を同地域で習得し、成果を本国で発揮することにより、研修生
派遣国の技術技能の向上に貢献するとともに、研修生との交流
を通じた国際交流の促進と地域の国際友好関係の強化を図
る。

506
・外国人技能実習生受入れに
よる人材育成促進事業

産業活性
化関連

第３回
令和元年
８月14日

822 38 愛媛県 38205 新居浜市 大島白いも特区
新居浜市の区域の一部
（大島地域）

　新居浜市の大島は、全国有数の白いもの産地である。農業生
産法人以外の法人を農業に参入させることにより、白いもの生
産から特産品（白いも焼酎等）づくりまでの、多様な「農」との関
わりによる地域独自のユニークな営農体制を確立するととも
に、地元農家、ＮＰＯ（特定法人）、都市住民の連携によるコミュ
ニティビジネスを展開し、魅力と活力ある島の再生を図る。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

823 38 愛媛県 38205 新居浜市
新居浜市認知症高
齢者安心お泊まり
特区

新居浜市の全域

　新居浜市では、認知症高齢者のうち約２千人が在宅で暮らし
ていて、その大多数ができる限り現在の住まいや地域に住み続
けたいと願っており、地域ぐるみで認知症高齢者の生活を支援
する体制が必要となっている。そこで、認知症高齢者グループ
ホームの新たな活用方法として、あらかじめ入所期間を定め
て、指定認知症対応型共同生活介護を利用できるようにし、在
宅の認知症高齢者の臨時、緊急ニーズに対応するとともに、体
験入所により入所後のリロケーションダメージの緩和を図ること
で、認知症高齢者がいつまでも住み慣れた地域や家庭で安心
して暮らしていける環境づくりを目指す。

932
・認知症高齢者グループホー
ムにおけるショートステイの受
入れ

生活福祉
関連

第９回
平成18年
7月3日

824 38 愛媛県 38205 新居浜市
新居浜市伝える力
を育てる教育特区

新居浜市の全域

　新居浜市では、中学校時点での不登校生徒数が全国平均を
上回る状況が近年続いている。その背景に自分を適切に表現
することが不得意な子どもの増加があると考え、特例を活用し
て研究開発学校に「英語で話そう科」や「表現科」を新設するこ
とで、言語活動を介して体験によって学ぶことを通じて、コミュニ
ケーション、対人関係能力を高めるとともに、自らの感情や意思
を適切に表現する「伝える力」を身に付ける。これにより、他者を
思いやり、尊重できる児童生徒の育成を図り、真の市民として
の生きる力の醸成を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

825 38 愛媛県 38205 新居浜市
新居浜市ＩＴ人材育
成特区

新居浜市の全域

　新居浜市の中核的な産業である化学工業、一般機械産業の
分野において、近年、規格量産型の製品は海外との競争力を
失っていることから、優れた技術、デザイン等高付加価値型の
製品を創出する必要があり、産業の高度化、情報化に対応する
ためＩＴ人材の必要性が高まっている。このような中、本特例措
置を活用することによって、高度情報化を支える地域のＩＴ人材
育成を図り、地域産業が高付加価値型産業へと転換することに
より、「ものづくりのまち新居浜」を標榜する本市における、新た
な雇用の創出と地場産業の活性化を目指す。

1132(1144、
1146)

1131(1143)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

826 38 愛媛県 38213 四国中央市
新宮小中一貫教育
特区

四国中央市の区域の一
部（寺内小、新宮小及び
新宮中学校区）

　小中一貫教育校を設置し、９年間の一貫したカリキュラムを編
成・実施する。９年間継続して実施するコミュニケーション科に
おいては、英会話及び日本語音読等の授業を行う。また、小学
校第５，第６学年に英語科を新設して、第５学年で文字と発音の
学習、第６学年から中学校の教科書を使用する。これらの取組
により、確かな学力の定着、聞くことや話すことなどのコミュニ
ケーション能力の向上を図る。さらに、個に応じた指導や体験学
習の充実のため、外部人材・施設等を活用し、心豊かにたくまし
く生きる人間を育成する。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

827 38 愛媛県 38214 西予市
せいよ地域デイ
サービス特区

西予市の全域

　西予市には指定通所介護施設が11カ所あるが、知的障害者
通所施設は２カ所、精神障害者通所施設は２カ所しかなく、しか
も中心部に集中している。そのため、知的障害者及び障害児は
遠方の施設に通うか住み慣れた地域を離れて施設に入所する
か若しくはサービスを利用できない状況にあり、知的障害者及
び障害児や家族の大きな負担となっている。特区を活用し、知
的障害者及び障害児が指定通所介護施設を利用できるように
することで、知的障害者及び障害児及び家族が身近な地域で、
安心、安楽に生活し、かつ様々な人々が交流する福祉のまちづ
くりの実現を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

828 38 愛媛県 38506 愛南町
愛南町地域共生型
福祉サービス特区

愛媛県南宇和郡愛南町
の全域

　愛南町では、平成14年10月から障害児デイサ－ビス事業を実
施しているが、定員は10人で利用者に対しサ－ビス不足となっ
ている。又、生活介護事業所は無く、就労継続支援及び地域活
動支援センタ－等で対応しているが、定員は60人と少なく充実
した福祉サ－ビスの提供が出来てない現状である。そこで、本
特例を活用し、小規模多機能型居宅介護事業所において、障
害者デイサ－ビス事業等を実施して、在宅で生活する障害者
（児）の必要とするサ－ビスのニ－ズに対応し、住民がいつまで
も共生して生活できる地域づくりを推進する。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１７回
（１）

平成28年
6月17日

829 39 高知県 39000 高知県
高知県農の担い手
育成特区

高知県の全域

　学生が卒業後一定期間就職した後に就農することは、広い知
見をもった将来の地域農業を担う経営感覚に優れた農業経営
者の確保育成に繋がることから、本県の農業後継者育成の中
核的な機関である高知県立農業大学校が、就農だけでなく、農
業関連産業等への就職を含めた活動を行い、幅広い学生の確
保を図る。このような取り組みにより、本県農業全体の振興と地
域の活性化を図る。

905
・農業研修施設における無料
職業紹介の容認

農業関連 第３回
平成17年
7月19日

830 39 高知県 39000 高知県
高知県産材利活用
推進福祉特区

高知県安芸郡芸西村の
全域

　高知県は、高齢化率が全国第３位と高く、特別養護老人ホー
ムをはじめとする介護保険施設への入所希望者も依然として多
い状況にある。一方、本県は全国一の森林県であり、知事をトッ
プとする「県産材利用推進本部」を設置し、県をあげて県産材の
利用推進に取り組んでいる。今後、高齢者福祉施設の整備に
当たり、質的な面での処遇が求められていることから、施設を
木造化することにより、心身に優しく、健康的な癒しの空間を提
供し、入所者の居住性、環境の向上等を目指す。

933
・特別養護老人ホーム等の２
階建て準耐火建築物設置事
業

生活福祉
関連

第１２回
平成24年
11月30日

831 39 高知県 39201 高知市
高知市げんき・いき
いきデイサービス
特区

高知市の全域

　市の障害者計画では、障害児や知的障害者の日中受入れ場
所の確保を重点課題としているが，現在本市には児童デイサー
ビスが２カ所，知的障害者デイサービスが１カ所のみのため，
ニーズがありながら利用できていない状況となっている。そこ
で，市内で小規模展開している指定通所介護事業所において
障害児等のデイサービスを受け入れることにより，ニーズの高
い障害児・知的障害者の日中活動の場を身近な地域で提供す
ることを目指す。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第６回
平成19年
3月30日

832 39 高知県 39201 高知市
国際理解教育推進
特区

高知市の全域

　 高知市全域において英語教育，中国語教育を中心とした国
際理解教育を推進することにより，国際社会に生きる人間とし
て求められる広い視野を持ち，異なる文化や生活を理解し尊重
する態度や，さまざまな人たちと共に生きていく資質やコミュニ
ケーション能力の育成を目指す。また，市民を対象とした英語・
中国語講座の開催を通じて，市全体の国際理解に対する意識
の向上を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第３回
平成20年
7月9日

833 39 高知県 39201 高知市
こうちＩＴ人づくり特
区

高知市の全域

　高知市では、平成18年３月に高知市地域情報化計画を見直
し、地域情報化の推進に向けて現在取り組みを進めているとこ
ろであるが、高度情報化社会の進展に伴い、情報処理に関し、
さらに高度な技術を有する人材が各種産業において求められて
いる。本特例措置を活用することにより、ITを駆使できる高度な
スキルを持ったIT人材の育成を促進することになり、雇用の創
出や起業の促進が図られる。また、地元企業がIT人材によって
高度情報化の推進や情報産業の振興を目指すことにより、地
域経済の活性化につなげたい。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

834 39 高知県 39202 室戸市
室戸市生活改善・
モジュール学習特
区

室戸市の全域

　室戸市では、近年、地域や社会の変化による基本的生活習
慣確立の困難さと、小学校段階からの学習内容の基礎基本の
定着不足による、中学生の学力・学習意欲の低下が教育的課
題となっている。このため、市内中学校において、家庭・学校・
地域が連携し子ども達の生活環境を整える取組を進めるととも
に、「総合基礎科」を新設し、「読み書き計算」のモジュール反復
学習を行う。これにより、将来的に地域社会の担い手となる子
ども達の「生きる力」の基盤強化を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１６回
平成20年
7月9日

835 39 高知県 39344 大豊町
大豊町ゆとり農業
推進特区

高知県長岡郡大豊町の
全域

　農業者の高齢化、農業の担い手不足により増加している遊休
荒廃農地の解消及び農地の公益的機能を保全するため、農地
の耕作・保全事業を行う法人自らが町内の遊休農地を活用し、
有機無農薬栽培（合鴨米）、有機減農薬栽培による農業経営を
行うとともに、農業経営に対する担い手の確保、遊休農地の有
効活用を図ることで中山間地域の農地を維持していく。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

836 40 福岡県 40000 福岡県
自動車輸送効率化
特区

北九州市、福岡市、直方
市、古賀市、福津市及び
宮若市並びに福岡県糟
屋郡新宮町、久山町及び
粕屋町、鞍手郡鞍手町並
びに京都郡苅田町の全
域

福岡県をはじめとする北部九州地域は自動車関連産業の集積
が進んでいる地域である。昨今、国際競争が厳しさを増す中
で、今後も同地域が発展していくために、自動車生産拠点とし
ての優位性を高めることが重要な課題となっている。このため、
完成車輸送に使用するフルトレーラ連結車に係る特殊車両通
行許可の長さの限度値を緩和し、積載効率の高い21mフルト
レーラを導入することにより、輸送コストの削減を可能とするこ
とで、自動車生産拠点としての優位性を高める。これにより、自
動車関連産業のさらなる集積と発展を目指す。

1223
・長大フルトレーラ連結車によ
る輸送効率化事業

産業活性
化関連

第24回
平成26年
6月27日
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

837 40 福岡県 40000 40100
福岡県、
北九州市、
福岡市

ロボット開発・実証
実験特区

北九州市及び福岡市の
全域

　産学官連携組織「ロボット産業振興会議」を中心に福岡県並
びに北九州市及び福岡市が一体となった推進体制の下、ロ
ボット関連企業及び大学等の頭脳集積という地域特性を活かし
て、公道におけるロボットの実証実験実施を円滑化すること等
により、人間の生活領域で活躍するロボットの研究開発を促進
し、新たなロボット産業の創出を図ることを通じて、地域経済の
活性化ひいては我が国経済の再生を図る。

103
・公道におけるロボット歩行等
実験の許可の円滑化

産学連携
関連

第３回
平成18年
7月3日

838 40 福岡県 40000 40130 福岡県、福岡市
福岡水素利用技術
研究開発特区

福岡市の区域の一部

　水素関連研究の激しい世界競争の中、文部科学省の２１世紀
ＣＯＥプログラムにおいて、水素利用技術の研究開発が全国で
唯一採択された九州大学を中心に、県内に集積する燃料電池
自動車の生産拠点となりうる自動車産業や副生水素を発生す
る鉄鋼業等の産学官連携による「福岡水素エネルギー戦略会
議」を創設し、安全で環境に優しい水素社会の実現を先導する
地域の形成を図っており、研究開発で使用する実験容器等に
適用される「高圧ガス保安法」の規制緩和を受けることにより、
研究開発の加速化を図り、水素社会の早期実現をめざす。

1129-2
・高圧ガス設備の技術上の基
準の変更

環境・新エ
ネルギー

関連
第７回

平成18年
7月3日

839 40 福岡県 40100 北九州市
北九州市福祉有償
運送セダン型車両
特区

北九州市の全域

　本市は、６５歳以上の高齢者人口２１５，０６８人、高齢化率２
１．７％（１６年度末現在）と他の政令市に比較して高く、高齢化
率が上昇するにつれ、移動制約者（虚弱高齢者・障害者など）
の人口も年々増加する傾向にある。このような状況の中、移動
制約者に手軽な移送手段を確保するため、福祉車両のみなら
ず、セダン型車両にまでその使用車両を拡大することにより、送
迎サービスの幅を広げ、移動制約者の外出支援を推し進め、住
み慣れた地域で安心して自分らしい生活のできる環境整備を可
能とし、本市の保健福祉施策の充実を図る。

1206(1216) ・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

840 40 福岡県 40100 北九州市
市民力が創る「環
境首都」北九州特
区

北九州市の全域

　北九州市では産業、都市構造、地域コミュニティ等全てのまち
づくりに、「環境を機軸とした取り組み」を導入することとし、全市
民がこの環境機軸のまちづくりに参加する環境ムーブメント運
動「世界の環境首都づくり」を進めている。この一環として、北九
州市八幡東区東田地区及びその近隣地区において、レンター
カー型カーシェアリング事業を実施する。これにより、自動車の
共同利用による省資源化・CO2削減、駐車場スペース等の拡
大、利用者の経済的負担の軽減、環境コミュニティビジネスの
創造等の実現を図る。

1217
・無人の自動車貸し出し（レン
タカー型カーシェアリング）

環境・新エ
ネルギー

関連
第６回

平成18年
7月3日

841 40 福岡県 40100 北九州市
北九州市地域通貨
特区

北九州市の全域

　少子高齢化の進展、住民意識の希薄化などによるコミュニティ
の弱体化と流通構造の変化による既存商店街の衰退に対し、
本市では地域通貨を活用したまちづくりによる解決に取り組ん
でいる。このような中、地域通貨の通貨印刷回数が減ることに
よる発行コストの低減や地域通貨の有効期間が延長されること
による利用者の利便性の向上が図られることにより、地域通貨
発行主体のより安定した事業展開が可能となり、地域コミュニ
ティ活動及びボランティア活動の活発化、さらには地域経済の
活性化が期待される。

302
・「地域通貨」を発行するNPO
等への事前登録要件の緩和

まちづくり
関連

第７回
平成19年
7月4日

842 40 福岡県 40100 北九州市
北九州市「自立と
共生の教育」特区

北九州市の全域

　北九州市は、お互いに支えあうという地域コミュニティの良さ
が色濃く残っているとともに、モノづくりや公害克服の過程で培
われた高度な技術やそれを支えてきた人材、さらには恵まれた
自然環境が身近に存在している。これらを地域や学校における
教育活動に生かし、特色ある多様な教育の機会を提供するた
め、新しいスタイルの学校を設立する。これにより、都市の活性
化や国際化の推進力となるような、北九州市の将来を担う人材
を育成する。

820(801-2)
826
802
833

・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置
・高学全日制課程の不登校生
徒に対するIT等による学習機
会拡大
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・校地・校舎の自己所有要件
を要しない専修学校等設置事
業

教育関連 第６回
平成21年
7月17日

843 40 福岡県 40100 北九州市
北九州市国際物流
特区

北九州市の全域

　本市は、アジアに近いという地理的優位性や、充実した社会
基盤等を持つ地域である。これらの特色に加え、響灘地区の大
水深港湾の整備等と併せて、構造改革特別区域計画における
特例措置を活用し、本市のポテンシャルを顕在化することで、
産業の集積、港湾の国際競争力の強化を目指す。また、ソフト
面においても、新産業を支える知的基盤の充実を図るとともに、
優秀なIT技術者を育成することにより、IT企業進出環境の向
上、新産業創出など地域経済の活性化を図り、本地域の更なる
発展を目指す。

501502503
504
816

821(801-1)
828
829

1131(1143)
1132(1144)

1208
701
702
704
705
813
815

1103(1122)
1201

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の優先処
理
・学校設置会社による学校設置
・運動場に係る要件の弾力化による
大学設置
・空地にかかる要件の弾力化による
大学設置
・講座修了者に対する初級システムア
ドミニストレータ試験の一部免除
・講座修了者に対する基本情報技術
者試験の一部免除
・特定埋立地の所有権移転制限期間
の短縮（１０年→５年）
・臨時開庁手数料の軽減
・税関の執務時間外における通関体
制の整備
・国の試験研究施設の使用手続きの
迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡大
・電力の特定供給事業の許可対象の
拡大
・埋立地の用途変更手続の柔軟化

国際物流
関連

第１回（１）

平成22年
3月23日
申し出に
より取消

844 40 福岡県 40130 福岡市
環境にやさしい都
市・福岡カーシェア
リング特区

福岡市の全域

　レンタカー型カーシェアリング事業がＮＰＯ・行政・企業との連
携により先進的に進められている福岡市で、ＩＴを活用した車両
の無人貸渡し等を可能にして、運営の効率化・低コスト化を通じ
たカーシェアリング事業の普及を図る。当該事業の普及により、
大気汚染の緩和や地球温暖化の防止、省エネルギー化、渋滞
緩和のほか、個人にとっても自動車の利便性を確保しつつ、そ
の所有コストを節減できるなど、多くのメリットが見込まれる。こ
のため、本計画で規制の特例を適用し、自動車交通公害の改
善や、車に過度に依存した社会からの脱却によるライフスタイ
ルの転換を図る。

1217
・無人の自動車貸し出し（レン
タカー型カーシェアリング）

環境・新エ
ネルギー

関連
第８回

平成18年
7月3日

845 40 福岡県 40000 40202
福岡県、大牟田
市

環境創造新産業特
区

大牟田市の全域

　新たな基幹産業の創出及び広域的な環境保全を図るため、
大牟田エコタウン事業を推進しており、陸上・鉄道・海上の利便
性に優れた地理的特性と石炭化学工業などで培われてきた技
術や港湾などのインフラを活用するとともに、特例の導入により
企業立地に係る初期投資の軽減や研究開発に係る産学連携
の促進等を図ることによって、九州北部・中部・西部地域におけ
る環境リサイクル産業の拠点化を目指す。

403
501502503

504
704
705

・土地開発公社造成地の賃貸
の容認
・外国人研究者受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化

産学連携
関連

第２回（平
成16年6
月14日変

更）

平成19年
3月30日

846 40 福岡県 40202 大牟田市
大牟田市あんしん
ささえ愛地域密着
型まちづくり特区

大牟田市の全域

大牟田市では日常生活圏域である小学校区ごとに、小規模
多機能型居宅介護をはじめとする地域密着型サービスの整備
を積極的に進めており、認知症高齢者等の地域生活支援に向
けて様々な取り組みを行っている。

特に小規模多機能型居宅介護事業所においては、介護保険
における要介護認定のない高齢者や障害者（児）を含めた地域
における交流拠点としての役割が期待されている。本特例措置
を活用して、高齢者とともに障害者（児）が必要とするサービス
のニーズに対応し、いつまでもなじみの場所で共に生活できる
地域づくりを推進する。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１９回
平成28年
6月17日

847 40 福岡県 40203 久留米市
久留米市地域密着
共生型福祉特区

久留米市の全域

　久留米市では、日常生活圏域毎に、小規模多機能型居宅介
護事業所の整備を進めており、全国的に見ても整備が進んだ
状況にある。一方で、障害児（者）の暮らしを支援するサービス
基盤の整備は、必ずしも十分であるとはいえない状況にある。
よって、多様なサービスを一体的に提供可能な小規模多機能
型居宅介護事業所において、高齢者と障害児（者）を区別する
ことなくサービスを提供することにより、身近な地域における障
害児（者）へのサービス提供基盤を強化し、地域の福祉力の向
上とノーマライゼーションのまちづくりを進めていく。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児
（者）の受入事業

生活福祉
関連

第１３回
平成28年
6月17日

848 40 福岡県 40205 飯塚市
「教育のまち　頴
田」特区

飯塚市の区域の一部（旧
頴田町）

　町費負担教職員の採用により、小・中学校における２０人学級
編成に向けた少人数指導を段階的に実施し、きめ細かな学習
指導や生活指導を行うとともに、小学校に英語科を創設し、英
語教育の充実及び自己実現を図るためのキャリア教育を小中
一貫したカリキュラムで効果的に実施する。これにより「確かな
力と豊かな心をもち、自立し、社会に貢献し、自己実現を図る頴
田の子どもの育成」を図る。

802
810

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第７回
平成20年
7月9日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/030425/030425keikaku.html
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849 40 福岡県 40203 久留米市
久留米カブトムシ
特区

久留米市の区域の一部

　本市の酪農家は、２０年以上の永年に亘りカブトムシを全国の
学校等に寄贈し、学童の情操教育の一助となってきたが、家畜
排せつ物法の完全施行に伴い管理施設外に保管した堆肥を利
用したカブトムシの飼育ができなくなる見込となった。そこで、家
畜排せつ物を利用した昆虫飼育事業の特例を活用して、環境
影響に配慮しながら堆肥を使った昆虫飼育を可能とすることに
より、カブトムシの無償配布を継続し、児童の自然への関心の
醸成、地域が一体となった青少年健全育成、カブトムシを通じた
都市と農村の交流を推進する。

1008
・家畜排せつ物を利用した昆
虫飼育の容認

農業関連 第７回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

850 40 福岡県 40606 福智町
「教育と文化の町
赤池」特区

福岡県田川郡福智町の
区域の一部（旧赤池町）

　赤池町では、教育目標「基礎学力を身につけ自己実現を図る
赤池の子どもの育成」を掲げて教育実践しているが、町の主要
産業であった石炭産業の衰退、依然厳しい生活環境、学習環
境等の影響から、学力不振・不登校、非行が増加している。そこ
で、町費による常勤の教員を採用することにより、少人数指導、
少人数学級を導入し、一人ひとりに適したきめ細やかな学習指
導を進める。このことにより、基礎学力の向上を図り、「確かな
力と豊かな心をもち、自立し、基礎学力を身につけ、自己実現を
図る赤池の子どもの育成」と、赤池町の目標「創る豊かさ、育む
文化、心ふれあう　やきものの里　赤池」を達成する。

810 ・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連

第９回
（平成18
年3月6日

変更）

平成18年
7月3日

851 40 福岡県 40621 苅田町
「未来を拓く子ども
を育てる教育の町　
苅田」特区

福岡県京都郡苅田町の
全域

　苅田町では、平成１６年１１月に苅田町教育問題審議会より答
申を受け、苅田町の未来を拓くかんだっ子を育成するために教
育改革に取り組んでいる。その教育改革の一つの柱が３０人規
模学級の実施である。本年度は、担任外の教諭等を活用して
各学校１学年のみ試行したが、子ども達へのきめ細かな指導の
充実ということで大きな効果が上がっている。そこで、町で雇用
した教員が担任を持つことにより、今後、町内の全小・中学校に
おいて、段階的に３０人規模学級を実施しながら、将来的には
全面実施し、未来を拓く子どもを育てる教育の町を実現する。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第１０回
平成18年
11月16日

852 41 佐賀県 41000 佐賀県
佐賀県イノシシわ
な猟免許特区

佐賀県の全域

　佐賀県では、イノシシによる農作物被害が拡大しているため、
適切な捕獲を実施し、個体数の調整を行っていくことが重要で
ある。しかし近年、捕獲活動に従事できる狩猟免許所持者が高
齢化しており、今後、狩猟免許所持者数が減少することが懸念
されることから、狩猟免許の新規取得者を一人でも多く確保し
ていくことが重要な課題となっている。そこで、イノシシの捕獲の
ために免許を取得しようとする者の負担が軽減されるよう、この
特例措置により、網又はわなのいずれかの猟法に特化した試
験を受けることで狩猟免許を取得できるようにする。これによ
り、わな猟免許の取得が促進され、イノシシの捕獲従事者をよ
り多く確保することができる。

1307
・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の可能化

環境・新エ
ネルギー

関連
第１０回

平成19年
7月4日

853 41 佐賀県 41000 佐賀県
佐賀県幼稚園早期
入園特区

佐賀市、唐津市、鳥栖
市、多久市、伊万里市、
武雄市、鹿島市及び小城
市並びに佐賀県佐賀郡
諸富町、川副町、東与賀
町、久保田町、大和町及
び富士町、神埼郡神埼
町、千代田町及び三田川
町、三養基郡基山町及び
みやき町、西松浦郡西有
田町、杵島郡山内町、大
町町及び白石町並びに
藤津郡太良町、塩田町及
び嬉野町の全域

　満３歳に満たない幼児の入園について保護者からの要望が
あり、かつ受入態勢が整っているなど、希望する園において、幼
児が満３歳になる年度当初から入園することを可能とすること
で、幼稚園教育の目標の一つである幼児の集団内での協同、
自律の精神の涵養を図り、幼児の社会性の涵養を促す。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成20年
7月9日

854 41 佐賀県 佐賀県
佐賀県保育所看護
師配置促進特区

佐賀県の全域

　保育所における乳幼児の受入れが増える中、こどもの体調急
変への適切な対応や特に配慮が必要なこどもへの対応のた
め、看護師配置の必要性が高まっている。
　しかし、県内保育所において看護師を配置している保育所は
全２２０施設中６０施設（平成２２年４月１日現在）と少ない状況
となっている。　
　そこで、乳児６名未満であっても看護師を保育士定数に算入
できるようにすることで、小規模な保育所などにおける看護師の
配置を促進させ、安心してこどもを育てることができる環境を推
進する。

936
保育所における看護師配置
補助要件の緩和事業

生活福祉
関連

第25回
平成26年
6月27日

855 41 佐賀県 佐賀県競馬組合
佐賀競馬　新勝馬
投票法「七重勝単
勝式」導入特区

鳥栖市の区域の一部（佐
賀競馬場）

佐賀競馬は景気の低迷等により勝馬投票券の発売額が大幅な
減少傾向にある。このような中、インターネット発売は順調に推
移しており、ICTを活用した取組は収益の柱の一つとなる可能
性があるものと考えられる。このため、平成22年1月より「五重
勝単勝式」を導入したが、的中率が高く、キャリーオー
バーが少ないため魅力ある商品にはなりきっていない。こ
のようなことから、新たに「七重勝単勝式」を導入すること
により、従来の競馬ファンを惹きつけるとともに、今後の佐
賀競馬の活性化と収益確保への活路を見出していきたい
と考える。

1012
・地方競馬における七重勝単
勝式勝馬投票法の実施事業

産業活性
化関連

第27回
平成26年
6月27日

856 41 佐賀県 41000 41401 佐賀県、有田町
有田町こども園特
区

佐賀県西松浦郡有田町
の全域

　少子化の進行等により、就学前児童数が減少している中、有
田町においては、従来、就学前児童を保育する施設は保育所
のみであったが、町立保育所の民営化後、12年度から幼稚園と
保育所の共用化指針に基づき運営されている合築施設があ
る。当該施設において、幼稚園児と保育所児の合同活動、幼稚
園と保育所との保育室の共用化を図り、幼児が他の幼児と活
動する機会の拡大を図り、幼児の社会性を涵養するとともに、
保育的観点及び幼児教育的観点双方からの保育（幼児教育）
を実施し、その質的向上を図る。

807
914

・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成17年
11月22日

857 41 佐賀県 41000 41424 佐賀県、江北町
江北町こども園特
区

佐賀県杵島郡江北町の
全域

　江北町においては、平成1１年に幼稚園横に併設した保育所
との施設共用化を開始し、施設名を、「江北町幼児教育セン
ター」と総称し、就学前の同じ江北町の子供として、現行制度の
枠内で､施設、行事等の一体化を推進してきた。今後更に、幼
稚園児と保育所児が一緒に活動する機会の拡大を図り、幼児
の社会性を涵養しその心身の健全育成を図る。

807
914

・幼稚園児と保育所児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第６回
平成17年
11月22日

858 41 佐賀県 41201 佐賀市
富士町ふるさと再
見特区

佐賀市の区域の一部（旧
富士町）

　富士町内において、農家民宿や農家レストラン等を開設し濁
酒を提供することにより、地域性、独自性を出したグリーン・
ツーリズムを行うことが可能となる。富士町に来て頂いたお客
様が町内農家と一緒になって、富士町の農業を育てていけるよ
うな交流を行いお互いがふるさとを再発見できるような特区とす
る。

407
707

・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認
・農家民宿等における濁酒の
製造免許の要件緩和

都市農村
交流関連

第６回

平成20年
7月9日申
し出によ
り取消

859 42 長崎県 42000 長崎県
ながさきデイサー
ビス特区

大村市及び対馬市並び
に長崎県南高来郡北有
馬町及び南松浦郡新上
五島町の全域並びに佐
世保市の旧佐世保市区
域及び諫早市の旧多良
見町区域

　長崎県は「長崎県新障害者プラン」に基づき、障害者が地域
社会の中で自立した生活を送れる「共生社会」の実現を目指し
各施策に取り組んでおり、その一環として誰もが身近な場所で
福祉サービスを利用できるよう、居宅支援サービスの基盤整備
を重点施策としている。今後更に、指定通所介護事業所等にお
ける知的障害者及び障害児の受入事業を実施し、既存施設を
有効活用することによって、居宅支援サービスの早期拡充を図
る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第３回（第
６回、平成
18年3月6
日、第１１
回変更）

平成19年
3月30日

860 42 長崎県 42000 長崎県
ながさき有害鳥獣
対策わな猟免許特
区

長崎県の全域

　長崎県ではイノシシ等による生活環境や農作物への被害が
社会問題化している。他方で、現行の「網わな免許」狩猟免許
試験では、わなに限らず狩猟全般に亘る鳥獣判別能力や様々
な猟具の知識といった狩猟全般の幅広い「技能」「知識」が求め
られている。このため、特区制度を活用してわな猟による有害
鳥獣捕獲の狩猟免許を創設し、わなに必要な知識に限定した
試験とし、専門性を高めると共に受験者の負担を軽減すること
で、被害の大きいイノシシなどの鳥獣捕獲を強化し、生産性の
向上による農家所得の増加を図り、農業経営の安定化と地域
の産業活性化を目指す。

1307
・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の容認

農業関連 第８回
平成19年
7月4日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html


73 / 79 ページ

番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団
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申請地方公共団
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措置の番号
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

861 42 長崎県 42000 長崎県
しま交流人口拡大
特区

対馬市の全域

　対馬は、韓国とは地理的にも歴史的にも関係が深く、また壱
岐対馬国定公園に指定されているなど豊かな自然に恵まれて
いる。この地域特性を活かし、現在韓国釜山との定期航路の開
設を行うなど、韓国との国際交流を柱に地域振興に取り組んで
いる。今回、韓国人観光客の短期滞在査証の発給手続きの簡
素化や長崎県立対馬高校における韓国学に重点を置いた構造
改革特区研究開発学校設置事業の規制の特例を導入すること
によって、さらなる交流人口の拡大と、受け入れ態勢の整備を
可能とし、観光振興などによる地域の活性化を推進するもので
ある。

601
802

・短期滞在査証の発給手続き
の簡素化
　（韓国人修学旅行生に係る
分は第５回に削除）　
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

国際交
流・観光

関連
第３回

平成20年
7月9日

862 42 長崎県 42000 長崎県
壱岐いき離島留学
教育特区

壱岐市の全域

　県立壱岐高等学校では、長崎県独自の制度である離島留学
制度のコースの一つとして、「原の辻歴史文化コース」を平成１
５年度に設置し、壱岐の郷土史や中国・朝鮮半島との交流の歴
史を学ぶ授業を実施している。このコースに、既設の歴史学・考
古学専攻を加え、新たに中国語専攻を設置し、構造改革特別
区域研究開発学校とすることにより、さらに質の高い教育を行
い、中国語や中国文化に精通した人材を生み出し、将来、中国
との架け橋となる国際的に活躍できる人材を育成する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第５回
平成20年
7月9日

863 42 長崎県 42000 長崎県
ながさき幼稚園早
期入園特区

長崎市（旧香焼町、旧伊
王島町、旧外海町を除く
区域）、佐世保市（旧世知
原町を除く区域）、島原
市、諫早市（旧諫早市、旧
多良見町、旧飯盛町の区
域）、大村市、松浦市、五
島市（旧福江市の区域）
及び西海市（旧大島町を
除く区域）並びに長崎県
西彼杵郡長与町、時津町
及び琴海町、東彼杵郡東
彼杵町、川棚町及び波佐
見町、南高来郡有明町、
国見町、吾妻町、愛野
町、千々石町、小浜町、
南有馬町、北有馬町、有
家町、布津町及び深江町
並びに北松浦郡生月町、
田平町、江迎町の全域

　少子化による幼児数の減少、核家族化の進展の結果、幼児
が地域や家庭で社会性を涵養することが困難になってきている
状況の中で、３歳未満児の幼稚園入園により幼児教育の充実
を図り、保護者の就学前教育の選択の幅を広げるとともに、子
育てを行う県民の社会参加を促す。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第３回
平成20年
7月9日

864 42 長崎県 42000 長崎県
ながさき有害鳥獣
被害防止特区

諫早市、大村市、平戸
市、松浦市、対馬市、壱
岐市、五島市及び西海市
並びに長崎県西彼杵郡
長与町及び時津町、東彼
杵郡東彼杵町、北松浦郡
小値賀町並びに南松浦
郡新上五島町の全域並
びに佐世保市の区域の
一部（黒島町地区、高島
町地区、宇久町地区、江
迎町地区及び鹿町町地
区）

  近年、イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害が拡大してお
り、農家の生産意欲を低下させ、また、農家経営の安定を脅か
している。特に、農業を基幹産業とする中山間地域や離島地域
での被害は深刻であり、地域振興の阻害要因ともなっている。
このような状況の中、網・わな狩猟免許所持者の指導・監督の
もと、農家等の狩猟免許非所持者と協力して有害鳥獣を捕獲す
ることにより、農林業生産を安定させ、ひいては地域の活性化
を図る。

1303
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者容認事
業

農業関連 第５回
平成24年
11月30日

865 42 長崎県 長崎県
長崎県保育所看護
師配置促進特区

長崎県の全域

　本県では、離島･過疎地域を多数抱えていることから小規模保
育所が多く所在する。また、近年の就労形態の多様化に伴い、
乳幼児期から保育所へ入所する児童が増えている。このため、
乳幼児の健康保持及び保育中の体調不良等に適切に対応す
るため、本特例を活用し、保育所における看護師等の配置促進
を図る。

936
保育所における看護師配置
補助要件の緩和事業

幼保連
携・一体
化推進関
連

第28回
平成26年
6月27日

866 42 長崎県 42201 長崎市
高島ふれあい農業
特区

長崎市の区域の一部（高
島全域）

　長崎市高島町（旧高島町）は、元々、石炭産業の一島一町一
企業の特殊な町であり、農業地域は皆無であった。しかし、昭
和６１年炭坑が閉山し、雇用対策として、町の炭坑従業員住宅
の跡地を利用してトマトのハウス栽培を始め、今では全国的な
シェアーを有するまでになった。今回、特区の認定を受け、民間
会社に対し農地貸付を行い、民間の手法による効率的な経営
により生産を拡大し、また同時に町も関連事業としてトマト振
興・PR事業を行ってゆくことで、全国に知られる「トマトのまち」と
して地域の活性化を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連

第５回（平
成17年1
月4日変

更）

平成17年
11月22日

867 42 長崎県 42201 長崎市
長崎市知的障害者
及び障害児デイ
サービス特区

長崎市の全域

　知的障害者及び障害児にとって、デイサービス事業は地域で
の生活を支援する重要な事業であるが、事業所の数が不足し
ており、また、利用者は遠距離にある事業所を利用することに
なるために通所における負担が大きい。当該規制の特例措置
により、介護保険法にもとづく指定通所介護事業所等のデイ
サービスの活用を図り、知的障害者及び障害児が近隣の事業
所のデイサービスの利用が可能となる。また、社会資源として
福祉施設の有効な活用を図る。

906
・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

生活福祉
関連

第４回（平
成17年4
月27日変

更）

平成19年
3月30日

868 42 長崎県 42201 長崎市
長崎市夜間大学院
留学生受け入れ特
区

長崎市の全域

　長崎大学大学院経済学研究科において、外国人留学生が専
ら夜間通学して教育を受けられるようにするため、夜間大学院
における留学生受入れの特例措置により、本コースへの入学を
可能とする。これにより、優秀な留学生と日本人学生との「知の
出会い」の創出による国際性の醸成及び異文化の相互理解等
が促進されるとともに、組織リーダーの育成及び強固な国際
ネットワークの構築による魅力あふれる国際都市づくりへの機
能強化が図られる。

508
・夜間大学院における留学生
の受入れ

教育関連 第７回
平成18年
7月3日

869 42 長崎県 42201 長崎市
長崎いきいき農業
特区

長崎市の区域のうち農業
振興地域

　長崎市の農業は大半が山沿いの傾斜地にあり、平坦地に比
較し多くの労力と経費を必要とし、また、折角耕作しても鳥獣の
被害にあうなど厳しい条件の下で営農している。このため農業
従事者が減少し、耕作放棄地が増加するなど悪循環に陥って
おり、この打開策として、企業の参入や新規就農者の育成など
新たな農業従事者の確保が重要な課題となっている。そこで、
新規就農者が農地を権利取得しやすいように下限面積の緩和
措置を図るとともに、鳥獣の被害を抑えるために狩猟免許を有
しない者の従事者容認を行うものである。

1001（全）
1006（全）

1303

・地方公共団体又は農地保有
合理化法人による農地又は
採草放牧地の特定法人への
貸付け事業（全）　
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和（全）
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者の容認

農業関連 第４回
平成24年
11月30日

870 42 長崎県 42202 佐世保市
佐世保市・中国
ウェルカム学術研
究交流特区

佐世保市の全域

　本市では、近年、少子高齢化という大きな問題はもとより、地
域経済の低迷が主な要因となって、地域の個性や活力が著しく
低下している。このため、現在の中国経済の発展がもたらす波
及効果を求め、中国との結び付きが強く、かつ地域特性(国際
観光・情報通信・海洋技術)に応じた学術研究交流を行っている
学術研究機関が集積しているという利点を生かしつつ、外国人
研究者の受入れ促進を図るための特例措置を活用しながら「中
国をパートナーとする学術研究交流の拠点都市」を形成する。
その一連の過程で、実質的な経済交流を促し、地域の活性化・
雇用の創出をめざす。

501502503
504

・外国人研究者の受入れ促進
・外国人の入国、在留申請の
優先処理

産業活性
化関連

第７回
平成19年
3月30日

871 42 長崎県 42202 佐世保市
宇久地区小中高一
貫教育特区

佐世保市の区域の一部
（神浦小・宇久小・宇久中
校区）

　１２年間を見通した教育課程を編成するとともに、小学校第３
学年から英語教育を導入し、小学校第３～６学年では「英語活
動」を年間３５時間学習させる。また、総合的な学習の時間等を
再編成し、児童・生徒が、郷土「宇久島」の環境・ひと・自然に積
極的にかかわりながら、校種を超えた共通体験や問題解決へ
の探求活動を行う「宇久・実践」の導入及び校種間の交流授業・
合同行事等を通して、「確かな学力の定着、豊かな人間性の育
成」及び「校種間の円滑な接続」を目指す。

802

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

872 42 長崎県 42211 五島市
五島市奈留地区小
中高一貫教育特区

五島市の区域の一部（奈
留小・船廻小・奈留中校
区）

　離島である奈留地区は、基幹産業である水産業の衰退に伴
い少子化・過疎化が進行し、平成２０年度以降小学校第１学年
から高校第３学年までのすべての学年で単学級化が予想され
ている。このような厳しい教育環境の中で、学校教育の活性
化，教育水準の維持・向上を図り、児童生徒の学力保障と豊か
な心やたくましさの育成を果たすため、小中高１２年間の系統
的な教育課程による、小中高一貫教育を導入する。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日
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地方公共団

体コード
（１）
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措置の番号
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

873 42 長崎県 42211 五島市
五島市赤ちゃん健
やか保育支援特区

五島市の全域

五島市においては、現下の厳しい経済状況による共稼ぎ世帯
の増加や核家族化により、近年、乳児期から保育所へ入所する
児童が増加しており、保育所における乳児の養護環境の改善
を図るため、看護師等の配置を行うことを推奨している。そこ
で、本特例を活用し、乳児を４人以上６人未満入所させている
保育所において、当該保育所に勤務する看護師又は保健師
を、１人に限って保育士とみなすことにより、乳児等の保護者が
安心して保育所に預けられる環境づくり及び保育所における看
護師等の安定した雇用を推進する。

936
保育所における看護師配置
補助要件の緩和事業

生活福祉
関連

第26回
平成26年
6月27日

874 42 長崎県 42367 小浜町
小浜総合自然エネ
ルギー特区

長崎県南高来郡小浜町
の全域

　地域の資源である未利用の温泉水を用い、環境適応型バイ
ナリー発電事業と熱水多角的利用事業を促進する。これは低
迷する温泉事業地域で発展が見込まれる未成熟産業であり、
産学官連携により事業化を図る。将来的には自然エネルギー
利用技術の集積地を目指す。小浜町では、地域活性化事業育
成計画が立案され、次の研究事業が予定されている。①「産業
技術実用化開発」の補助金による小規模バイナリー発電実証
試験(H15～17)。②国の「地熱開発促進調査」制度適用(H16～
17)：その成果で本格的な環境適応型地熱発電事業を行う。

1103(1122)
・電力の特定供給事業の許可
対象の拡大

環境・新エ
ネルギー

関連
第４回

平成17年
7月19日

875 42 長崎県 42383 小値賀町
「おぢかっ子」共同
育成特区

長崎県北松浦郡小値賀
町の全域

　本町で毎年出生する子供の数は、ここ数年１０人前後で、当
然のことながら幼児の数も減少している。保育所においても、幼
稚園においても１０人前後のクラス編成で集団とは言えない状
態にある。また、民家も各地区に点在し、同世代の子供との交
流も少なく社会性が育まれ難いと言う問題も抱えている。今回
の特区により、保育園児と幼稚園児が一緒に保育活動を行うこ
とにより、子供達の活動機会の場が促進され、地域の子供は地
域で育てることをモットーに、大家族的な雰囲気の中で人情味
溢れる、心豊かな「おぢかっ子」の育成が図られる。

807
914
823
921
831
916

・幼稚園児と保育園児の合同
活動
・幼稚園と保育所の保育室の
共用
・幼稚園の基準面積算定方法
の弾力化
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成17年
11月22日

876 42 長崎県 42383 小値賀町
小中高一貫教育特
区

長崎県北松浦郡小値賀
町の全域

　過疎化・少子化が進んでいる離島において、学校規模や教員
数も年々減少してきている。このような現状の中で、教育水準
の維持・向上を図り、より細やかな指導を行い個々に応じた多
様な進路の実現を図ることが、小値賀町地区における重要な課
題となっている。そこで、それぞれの学校が有する限られた教
員数を校種の垣根を越えた有機的な活用により、従来にも増し
た教育水準の向上と、子ども達の夢の実現が図れるよう、新た
に「遣未来使学」、「グローアップ科」、「選択教科」を設け、１２年
間を通し一貫した教育を行う。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

877 43 熊本県 43000 熊本県
熊本県半導体産業
特区

熊本市及び菊池市並び
に熊本県下益城郡富合
町、菊池郡大津町、菊陽
町、合志町、泗水町、西
合志町及び旭志村、阿蘇
郡西原村並びに上益城
郡御船町、嘉島町及び益
城町の全域

　半導体一貫製造工場、製造装置・材料・治工具メーカー等百
数十社がフルセットで集積している県内の旧テクノポリス圏域に
おいて、特例の導入により、産学行政の連携による研究開発を
促進するとともに、人材の育成、大学の活性化、戦略的企業誘
致及び新産業創出を図り、半導体産業の活性化及び半導体関
連技術を活かした他分野産業の創出・振興による地域浮揚を
実現する。

403
202
704
705
813
815

・土地開発公社造成地の賃貸
の容認
・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・国の試験研究実の使用手続
きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第２回
平成17年
7月19日

878 43 熊本県 43000 熊本県
熊本県地域ささえ
愛セダン特区

熊本市、八代市、人吉
市、水俣市、上天草市、
阿蘇市及び合志市並び
に熊本県菊池郡大津町
及び菊陽町、阿蘇郡小国
町、高森町、南阿蘇村及
び西原村、上益城郡御船
町、嘉島町及び益城町、
葦北郡芦北町、球磨郡湯
前町並びに天草郡苓北
町の全域

　本県の高齢化率は23.2%(H16.10.1)と全国より7年ほど早く高齢
化が進んでおり、移動制約者の移動手段の確保が急務となっ
ている。本特例措置の活用により、NPO法人等が行う福祉有償
運送において福祉車両のみならずセダン型等の一般の車両の
使用が可能となり、移動制約者の移動手段の確保と社会参加
の機会均等、生活の質の充実に寄与することができる。また、
地域住民が地域福祉活動に参加することで、地域福祉の一層
の推進を図る。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
（第１１回

変更）

平成19年
3月30日

879 43 熊本県 43000 43211

熊本県、宇土
市、宇城市、城
南町、富合町、
美里町

福祉コミュニティ特
区

宇土市、宇城市、城南
町、富合町、美里町の全
域

　障害児・者、高齢者、その家族など誰もが、少ないコストで、身
近な地域でより多くの福祉サービスを受けられるような地域を
目指し、指定通所介護事業所において障害児のデイサービスを
実施するとともに、障害児・者及び高齢者等に対する低廉な移
送サービスを実施することなどにより、地域福祉の充実等を図
り、もって当該地域の活性化を図る。

906
1206(1216)

・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認
・NPOボランティア輸送による
セダン車の使用

生活福祉
関連

第１回（１）
（平成16
年11月1
日、平成
17年1月
15日変

更）

平成19年
3月30日

880 43 熊本県 43000 43203

熊本県、人吉
市、錦町、多良
木町、湯前町、
水上村、相良
村、五木村、山
江村、球磨村、
あさぎり町

森林の郷農林業げ
んき特区

人吉市並びに熊本県球
磨郡錦町、多良木町、湯
前町、水上村、相良村、
五木村、山江村、球磨村
及びあさぎり町の全域

　球磨地域では地域の農林産物や観光資源のポテンシャルに
着目した地域が一体となった観光農業への取組みを引き続き
促進するとともに、遊休農地を活用することにより農山村のあり
のままの景観を保全しながら、体験型観光の振興を図るため、
特例の導入により、従来の日帰り型の都市農村交流メニューに
農家民泊等を加えることにより宿泊型のツーリズムを提供し、
都市農村の更なる交流を促進し、農林業の振興を図る。

407（全）
1002（全）

1303

・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認（全）
・市民農園の開設者の範囲の
拡大（全）
・有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者の容認

都市農村
交流関連

第２回
平成24年
11月30日

881 43 熊本県 43201 熊本市
くまもと子ども輝き
特区

熊本市の全域

　熊本市では、子どもたちに学習習慣のみならず基本的な生活
習慣を身につけさせるため、一学級あたりの規模を小さくして、
一人ひとりに目の届くきめ細かな教育を行うことが重要であると
考えている。このため、常勤講師を市費で任用し、学級担任とし
て配置して、小学校３年生における３５人学級を実施する。この
ことにより、熊本市が掲げる「個を育む学校教育」を推進し、教
育都市としてより質の高い教育環境の実現を図り、自らの手で
未来を切り拓くことのできる人材を育成し、日本一住みやすいま
ちづくりを進める。

810 ・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第９回
平成18年
7月3日

882 43 熊本県 43202 43465
八代市及び熊本
県八代郡氷川町

「町づくり・人づく
り・心づくり推進」特
区

熊本県八代郡氷川町の
区域の一部（旧宮原町）

　宮原町は、「住みよい・明るい・住みたくなる町」をテーマに積
極的な町づくりを展開し、“町づくりは人づくりから・人づくりは心
づくりから”を合言葉に、学校教育の支援にも力を注いでいる。
具体的には、生徒指導支援事業に伴う職員を、平成１２年度よ
り採用し、中学校に出向させている。こうした取り組みをさらに
推進させて「心の教育」をより充実したものとするために、特例
を活用して中学校組合費で負担する常勤の教員を任用し、地
域に根ざした多面的、体系的、組織的な生徒指導の拡充を図
る。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連

第８回
（平成18
年3月6日

変更）

平成18年
7月3日

883 43 熊本県 43203 人吉市
人吉ＩＴ人材育成特
区

人吉市の全域

　人吉市の商工業分野は、大半が中小企業であり、地域におい
て雇用の場を確保し地域経済の活性化を図るには、既存企業
の支援と企業の誘致が必要である。厳しい社会情勢の中での
企業誘致は容易ではないが、ＩＴ技術の進展により地域間格差
は是正されつつある中で、特区制度を活用し、ＩＴの高度な知識
と技術を持った人材を育成することで、地元企業へ人材を供給
しＩＴ競争力を向上させるとともに、ＩＴ関連企業の進出に優位な
人材環境を整えることができる。また、地域外からの学生の流
入も期待され、若年人口増による賑わい創出も可能になる。

1132(1144､
1146)

1131(1143､
1145)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除
・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

884 43 熊本県 43205 水俣市
水俣環境・リサイク
ル産業特区

水俣市の全域

　本計画を活用し、広域生活圏の廃棄物を再資源化する形で、
南九州における環境リサイクル産業の拠点化を目指すものであ
り、「土地開発公社所有の工業団地の賃借事業」による規制緩
和で、環境・リサイクル企業の立地を推進する。このことにより、
当該地域内の環境リサイクル企業やそれに関連する既存企業
の活性化を図り、新たな雇用の場を開拓するものである。

403
・土地開発公社造成地の賃貸
の容認

産業活性
化関連

第４回
平成17年
7月19日
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885 43 熊本県 43206 玉名市
玉名市福祉輸送特
区

玉名市の区域の一部（旧
玉名市）

　本市の公共交通機関は、福祉車両を有した輸送手段を持って
いないため、要介護高齢者等の移動制約者は外出が制限さ
れ、家族等の輸送負担は大きくなっている。輸送手段の確保と
いう地域的課題をＮＰＯによるボランティア輸送として有償運送
可能とすることにより、事業に活力を与え、家族の送迎時間な
どの負担軽減や就労継続を可能にし、家族の不安も解消でき
る。移動制約者には、効果的なサービス利用システムを構築
し、本市が目指す福祉先進地域としての「住み慣れた地域で、
生きがいを持って安心して暮らせる社会」の実現を図る。

1206(1216)
・NPOボランティア輸送による
セダン車の使用

生活福祉
関連

第３回（平
成17年10
月3日変

更）

平成19年
3月30日

886 43 熊本県 43207 43209 天草市
天草市福祉輸送特
区

天草市の全域

　申請主体となる２市８町は、年々増加している高齢者と障害児
者等に対応する移送政策の一つとして、福祉有償運送が有益
なものだと考えている。福祉有償運送については、セダン型等
の一般車輌も使用可能とすることで、移送サービスの充実を図
るとともに、特定非営利活動法人や社会福祉法人等の活動の
活発化を促進することにより、地域福祉サービスの向上を目指
す。このことにより、合併後の新市の将来像である、「日本の宝
島“天草”の創造」の、人にやさしいまちづくりの推進に寄与する
ことを目標とする。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第８回（平
成18年3
月27日変

更）

平成19年
3月30日

887 43 熊本県 43210 菊池市
菊池いきいき農業
特区

菊池市の区域の一部(旧
菊池市）

　農地の権利取得後の下限面積要件を現行の50aから20aに緩
和することにより、やる気のある就農希望者の参入を促進する
とともに、第3セクターの有限会社（農業生産法人）をはじめ、関
係者団体との連携のもと、新規就農者の円滑な就農を積極的
に支援するものである。計画区域内では、地産地消を基本とす
る多様な販路をもとに、地形的条件を生かした様々な農業経営
が展開されるとともに、農業担い手の育成、農林業を基盤とす
る新たな雇用の創出など、魅力ある地域づくりに向けた地域・
個人の取組みを積極的に支援していく。

1006
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連

第５回（平
成17年3
月22日変

更）

平成17年
11月22日

888 43 熊本県 43210 菊池市
菊池市福祉サービ
ス応援特区

菊池市の全域

　高齢者、障害児・者の在宅福祉サービスを充実・拡大するた
め、受益者ごとにサービスが区分されている現行制度に対し、
相互に利用できるようにすることで福祉サービスの拡大を図る
とともに、福祉車両を使って保護者に代わって送迎等を行うこと
で保護者の負担軽減や就労の継続を図る。

906

1206

・指定介護事業所等における
障害児等のデイサービスの容
認

・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１回（２）
（平成16
年6月14
日、平成
17年3月
22日変

更）

平成19年
3月30日

889 43 熊本県 43213 宇城市
宇城市国際理解教
育特区

宇城市の全域

　合併して新たに誕生した宇城市は、これまでそれぞれの町
で、英語学習などの先進的な取組みを実施してきた。これらの
取組みを発展させるため、特例を活用し、小学校1年生から中
学校3年生までに「英会話科」を新設する。また、小・中学校にお
ける総合的な学習の時間の中での「伝統・食文化の時間」によ
る地域の伝統・文化の学習や、中学校の選択教科における「中
国語」の学習を行う。これらにより、小中学校の9年間を見通し
た系統性・継続性のある国際理解教育を行い、新しい宇城市民
としての誇りを培うとともに、21世紀の国際社会に貢献できる児
童生徒の育成を図る。

802 ・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第９回
平成20年
7月9日

890 43 熊本県 43215 天草市
天草有害鳥獣被害
防止特区

天草市の全域

　近年、イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害が拡大してお
り、農業収益の減少のみならず営農意欲の減退にもつながって
いる。特に、農業を基幹産業とする中山間地域での被害は深刻
であり、地域振興の阻害要因ともなっている。このような状況の
中、網・わな狩猟免許所持者の指導・監督のもと、農家等の狩
猟免許非所持者と協力して有害鳥獣を捕獲することにより、農
業生産を安定させ、ひいては地域の活性化を図っていく。

1303
有害鳥獣捕獲における狩猟
免許を有しない従事者容認事
業

農業関連 第２５回
平成24年
11月30日

891 43 熊本県 43342 富合町
富合町小中一貫教
育特区

熊本県下益城郡富合町
の全域

　小中９年間を見通した系統性・継続性のある小中一貫教育を
行い、２１世紀の国際社会に貢献できる個性ある子どもたちの
育成を図るため、特例の導入により、①教育段階の工夫（４・３・
２制導入）、②国際科の創設、③基礎教科の充実発展、④生き
方創造科の創設の４点を教育の重点項目に掲げ教育課程を編
成する。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第２回
平成20年
7月9日

892 43 熊本県 43365 菊水町
菊水町夢が輝き未
来へ翔く子育て特
区

熊本県玉名郡菊水町の
全域

　平成16年4月から効率的な行政運営とサービスの向上を図る
ため3ヵ所の町立保育所を廃止し、新たに保育園と幼稚園を併
設した民設民営の施設を開設した。幼稚園の教育的要素と保
育園の養護的要素を併せ持った教育（保育）を行うことにより、
児童の活動機会を促進し社会性・創造性の涵養を図ると共に
保護者の負担を軽減し、女性の社会参加の促進を図る。

807
914

・幼稚園児と保育園児の合同
活動

幼保連
携・一体
化推進関

連

第５回
平成17年
11月22日

893 43 熊本県 43385 植木町
植木町福祉輸送セ
ダン特区

熊本県鹿本郡植木町の
全域

　本町においては、高齢化率が22％を超える中、要介護者や身
体障害者、知的障害者等の移動制約者も毎年増加している状
況にある。現在ＮＰＯが行っている福祉車両による移送は、車
の台数が限られており、移動制約者全てのニーズに応えること
が不可能である。また、特に視覚障害や知的障害、内部障害等
を抱える人たちの移送は福祉車両でなく、セダン型車両での対
応が可能である。そこで、ＮＰＯによるボランティア輸送におい
て、セダン型車両の利用を促進することにより、より多くの移動
制約者の社会参加と地域交流の機会を創造し、共生の町創り
を推進する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第９回
平成19年
3月30日

894 43 熊本県 43425 産山村
産山村小中一貫教
育特区

熊本県阿蘇郡産山村の
全域

　小中９年間を通して、「２１世紀の国際社会に貢献できる心身
ともに豊かで、知性に満ちた個性豊かな産山村の子どもたちの
育成」を図るために、「ヒゴタイイングリッシュ」、「うぶやま学」、
「チャレンジ学習」等の創意工夫をした特色ある教育課程を編
成・実施することにより系統性・継続性のある小中一貫教育を
推進する。前期（小１～５）、中期（小６～中１）、後期（中２～３）
の５・２・２制を導入することにより、中期における小中の接続を
柱に、連続性及び一貫性のある教育を図る。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

895 43 熊本県 43433 南阿蘇村 南阿蘇村教育特区 南阿蘇村の全域

　株式会社による通信制高校を設置することにより、地域の不
登校生や高校中退者等のニーズに応えるとともに、各地より集
まる生徒と村民との交流により、教育分野での地域活性化を図
る。具体的には、「市町村教育委員会による特別免許状授与事
業」を活用することにより、農林業従事者から学ぶ体験学習や、
地域ボランティア活動を取り入れた特色ある教育を実施する。
もって、多くの生徒が久木野村を訪れ、村民の体験授業指導に
よる生きがいや生涯学習の機会を創出し、人材交流を通じて村
民の活力を高める。また、子供たちに自己実現と社会参加の可
能性を与え、社会貢献につなげる。

816
820(801-2)

（全）
830

・学校設置会社による学校設
置事業
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置事業
・市町村教育委員会による特
別免許状授与事業

教育関連

第６回（平
成17年2
月13日、
平成26年
6月27日
変更）

平成29年
5月16日
申し出に
より取消

896 43 熊本県 43444 甲佐町
甲佐町福祉サテラ
イト特区

熊本県上益城郡甲佐町
の全域

　甲佐町では少子化高齢化の急速に進み、要介護高齢者が増
加しており、今後も加速傾向にある。このため町では福祉関連
施設の整備を行い、福祉サービスを拡充してきた。その一環と
して、町では特区を活用した小規模多機能型のサテライト型居
住施設を整備して地域密着型サービスを促進する。これによ
り、利用者は住み慣れた地域で福祉サービスを受けることが可
能になるほか、少人数のユニットケアにより本人の特性に対応
したサービスが期待される。また、地域事情に合った施設の整
備が可能になる。町ではこうしたサービスを充実して、利用者が
安心して暮らせる町づくりを目指す。

928
・サテライト型特別養護老人
ホームの設置の容認

生活福祉
関連

第８回
平成18年
7月3日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040621/dai5/nintei.html
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全国展開等があった特区　［都道府県別］

897 43 熊本県 43526 天草市 御所浦町教育特区
天草市の区域の一部（旧
御所浦町）

　県唯一の離島である御所浦町は、基幹産業である養殖業の
低迷により、経済の停滞や過疎・少子高齢化が進んでいるが、
平成９年の恐竜化石発見により「探求の島・学修の島」として毎
年１千名の修学旅行生を迎え、交流人口は増加している。その
一方で、高校中退者は毎年入学者の２．５％前後に上り、深刻
な社会問題となっている。そこで、「広域通信制高等学校」を設
置し、集中スクーリングで来島する生徒達が、体験学習を通し
て島の自然や文化に触れ、生きる喜びを感じられるような仕組
をつくり、社会的貢献に繋げる。

816
820(801-2)

・学校設置会社による学校設
置
・校地・校舎の自己所有を要
しない小学校等設置

教育関連 第６回

平成22年
6月30日
申し出に
より取消

898 44 大分県 44000 大分県
Ｏ〔ＩＴ〕Ａ高度情報
化特区

大分市の全域

　情報関連産業の更なる集積を目指す本県において、本特例
措置の活用によりIT関連資格の取得率の向上と質の高いIT技
術人材の輩出を促すことで、本県の次世代基幹産業である当
該産業の裾野の拡大と高度化を推進し、地域課題の一つでも
ある若年者雇用の促進を図るとともに、情報関連産業の活性化
及びその他地場中小企業のIT活用型経営等による競争力強化
を生み出すことにより、地域産業の発展及び県内情報環境の
整備により県民が等しく享受できる高度情報化地域づくりを目
指す。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成19年
3月30日

899 44 大分県 44000 大分県
大分わな猟免許特
区

大分県の全域

　大分県ではイノシシ等による生活環境や農作物への被害が
問題となっている。しかし、現行の「網わな免許」狩猟免許試験
では、わなに限らず狩猟全般に亘る鳥獣判別能力や様々な猟
具の知識といった狩猟全般の幅広い「技能」「知識」が求められ
ている。このため、特区制度を活用し、わなに必要な知識に限
定した試験とし、専門性を高めると共に受験者の負担を軽減す
ることで、農家が自ら防衛する取り組みを支援して被害の大き
いイノシシなどの捕獲を促進し、生産性の向上による農家所得
の増加を図り、農業経営の安定化と地域の産業活性化を目指
す。

1307
・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の容認

農業関連 第８回
平成19年
7月4日

900 44 大分県 44000 大分県
おおいた誰もが安
心して暮らせるま
ちづくり特区

大分市、別府市、中津
市、竹田市、豊後大野
市、由布市、大分県東国
東郡姫島村の全域

　大分県においては、在宅の障がい児・知的障がい者の地域生
活を支えるデイサービス事業所が少ないため（知的障がい者向
け事業所１１か所、障がい児向け事業所１６か所）、デイサービ
ス事業所の利用を希望する県民のニーズに十分応えきれてい
ない。そこで、本特例措置を活用し、県内各地域に整備されて
いる指定通所介護事業所を利用可能にすることで、障がい児・
知的障がい者が身近な地域でデイサービスを利用できる仕組
みをつくり、「安心して暮らせるまちづくり」を推進する。

906
・指定介護事業所等における
障害児等の受入の容認

生活福祉
関連

第１１回
平成19年
3月30日

901 44 大分県 44000 大分県
Ｏ〔ＩＴ〕Ａ高度情報
化特区

大分市の全域

　情報関連産業の更なる集積を目指す大分県において、本特
例措置の活用によりIT関連資格の取得率の向上と質の高いIT
技術人材の輩出を促すことにより、地域課題の一つである若年
者雇用を促進するとともに、次世代基幹産業と期待される情報
関連産業の裾野の拡大と高度情報化地域の形成を推進する。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１５回
平成22年
11月30日

902 44 大分県 44201 大分市
大分市小中一貫教
育特区

大分市の全域

　中学校進学に際し、心理的に大きな不安を感じる子どもや保
護者が増加するなど様々な問題が生じており、小中学校間の
円滑な接続が一層強く求められている。そこで、義務教育９年
間を前期４年、中期３年、後期２年の３ブロックに分け、小中学
校の教職員が共通の教育観・指導観をもち、発達段階に応じて
よりきめ細かな指導を行う小中一貫教育を実施し、義務教育の
一層の活性化を図る。実施に当たっては、小学校第1学年から
英語科の新設及び小学校第5学年から選択教科の導入により、
小中一貫教育の取組を一層効果的に推進する。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

903 44 大分県 44202 大分県、別府市 留学生特区 別府市の全域

　別府市は、現在約２千人の留学生が居住しており、市民の国
際理解及びホームステイの促進・医療救急体制の整備等留学
生支援に取組んでいる。 しかし、ほとんどが私費留学生で、母
国との物価の違いなどから、生活費等の不安を抱えており、依
然として経済的負担は深刻なものがある。そのような中で、公
営住宅を留学生向け宿舎とするため目的外使用することによ
り、留学生の経済的不安を解消することで、安定した学生生活
を送る事が可能となり、将来当市との友好の架橋となり、第２の
故郷として本人やその家族が当市を再訪する事により、更なる
国際化及び地域の活性化が図られる。

1212
・公営住宅を留学生向けに目
的外使用する手続きの簡素
化

国際交
流・観光

関連
第３回

平成17年
7月19日

904 44 大分県 44205 佐伯市
佐伯市小・中一貫
教育特区

佐伯市の全域

　佐伯市では、少子化による学校及び地域の活力低下が懸念
されており、「小・中学校間」「学校と地域間」の連携がより一層
求められている。このため、小中兼務制を生かすとともに、９年
間を見通した連携型の小・中一貫教育を導入する。小・中一貫
教育校では、英語教育を小学校段階から実施することや、小学
校と中学校が一体となった新しい教育システムを構築すること
が可能となる。確かな学力を身に付け、感性豊かで郷土や学校
に自信と誇りがもてる人材を育成し、地域の中核となる学校づく
りを推進する。

802
819

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・特区研究開発学校における
教科書の早期給与

教育関連 第１２回
平成20年
7月9日

905 44 大分県 44211 宇佐市
「安心の里」農業特
区

宇佐市の区域の一部（旧
大分県宇佐郡安心院町
の全域）

　町の基幹産業は農業であるが、従事者の高齢化、担い手不
足による農地の遊休・荒廃が深刻な問題となったため、平成２
年度より新規就農者の受入事業に取り組み、２３戸の農業者が
誕生している。またグリーンツーリズム推進を宣言し、農村と都
市の交流に積極的に取り組んでおり、この活動と町の進める
「安心の里」づくりにより、農業従事を希望する都市からの定住
者が増加している。このような中、農地取得面積要件の緩和と
効率的な活用を前提とした法人の農業経営を可能とする農地
法の特例措置を講じ、遊休農地の有効活用と地域振興を図る。

1001
1006

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認　
・農地取得後の農地の下限面
積要件緩和

農業関連
第３回（平
成17年3
月31日）

平成17年
11月22日

906 44 大分県 44362 挾間町
挾間町人づくり推
進特区

大分県大分郡挾間町の
全域

　地域に根ざす人材活用で「挾間町の人づくり」の推進、町の文
化を再発見・再構築していくために、小学校２年生の少人数学
級編制を町費負担教職員任用事業で実施する。
　挾間町のさらなる活性化を目指し、地域を愛し、将来地域に貢
献する子どもの育成、道徳性や社会的マナーの定着、セルフコ
ントロールや自己と集団との関わりについて理解を深め、適正
に自己表現でき、基礎基本を確実に身に着け自己表現できる
子どもの育成、郷土愛の涵養並びに倫理性、社会性の深化、
充実、そして発展をさせていくことを目指す。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第７回
平成18年
7月3日

907 44 大分県 44363 庄内町
神楽の里グリーン
特区

大分県大分郡庄内町の
全域

　庄内町では、基幹産業を農業としながらも、観光と融和した新
たな農業へと転換等することが不可欠であることから、農家民
宿や市民農園の開設などにより都市農村交流を促進し、地域
の特性と組み合わせた新たな産業の創出と活力ある農村地域
の再生を目指す。さらに、地元企業やインターネット、雑誌広告
を通じて募集した個人新規就農者等の農業参入により、耕作放
棄地を解消することにより農業生産活動を活発化させ、元気な
農業・農村の実現を図る。

407
1001
1002
1006

・農家民宿における簡易な消
防用設備等の容認
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大
・農地取得後の農地下限面積
要件の緩和

都市農村
交流関連

第６回
平成17年
11月22日

908 44 大分県 44461 九重町
九重町幼保一体的
運営特区

大分県玖珠郡九重町の
全域

　当町では、少子化等を背景とした就学前の児童の減少及び家
庭や地域における養育機能、教育力の低下が課題となってい
る。そこで、新しい子育てや支援策のあり方を検討する中で、既
存施設の枠を越えて、幼保の一体的な保育・教育を行うため
に、町立幼稚園を「子ども園」と改称し、保育所児と幼稚園児の
４歳児及び５歳児の合同活動や就学前のカリキュラム等の整合
性の確保を図り、充実した子育てと多岐にわたる就学前教育の
取組みを図る。また、保育の実施に係る事務を教育委員会に委
任し、保育所と幼稚園に係る事務の平準化を図る。

807
916

・幼稚園における幼稚園児と
保育所児の合同活動
・保育事務の教育委員会への
委任

幼保連
携・一体
化推進関

連

第７回
平成17年
11月22日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

909 45 宮崎県 45000 宮崎県
元気みやざき網・
わな免許特区

宮崎県の全域

　本県では、農林水産物への有害鳥獣被害が拡大しているが、
その捕獲の担い手となる狩猟免許所持者は年々減少しかつ高
齢化も進んでおり、所持者の増加が課題となっている。また、こ
れらの被害軽減には、農林業者自らが免許取得し有害鳥獣捕
獲班に加わり、自己の農地等を防御することが最も効果的であ
るが、わなによるイノシシ捕獲のみを目的とする受験者にとっ
て、網に関する試験内容が余分の負担となるなど、狩猟免許取
得に当たり障害となっている。。このため、本特例を活用し、網
猟・わな猟それぞれに限定した免許試験を実施することで免許
取得を促進し、捕獲技術者を確保することで有害鳥獣による農
林業への被害軽減を図る。

1307
・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の可能化

農業関連 第１０回
平成19年
7月4日

910 45 宮崎県 45000 宮崎県
リゾート宮崎ＩＴ特
区

宮崎市並びに宮崎県宮
崎郡清武町及び佐土原
町の全域

　豊かな自然と温暖な気候を活かした日本有数のリゾート地域
である本県において、特例の導入により、産学官連携や高度ＩＴ
人材の育成等を促進することにより、リゾート環境の中でのＩＴ
関連産業の集積促進を図り、職・住・遊が融和した地域づくりを
目指す。

504
507
201
202
704
705
813
815

・外国人の入国、在留申請の
優先処理
・外国人情報処理技術者の在
留期間延長
・国立大学教員等の勤務時間
内兼業の容認
・国の試験研究施設の使用手
続きの迅速化、使用の容易化
・国有施設等の廉価使用の拡
大

産学連携
関連

第２回（第
４回、平成
16年6月
14日変

更）

平成19年
3月30日

911 45 宮崎県 45000 宮崎県
宮崎県幼稚園早期
入園特区

宮崎市、都城市、日南
市、串間市、西都市及び
えびの市並びに宮崎県宮
崎郡清武町、南那珂郡南
郷町、北諸県郡三股町、
西諸県郡高原町、野尻
町、東諸県郡国富町、綾
町、児湯郡高鍋町、新富
町、川南町、都農町、東
臼杵郡門川町、西臼杵郡
高千穂町の全域並びに
小林市、日向市の区域の
一部（旧小林市、旧日向
市）

　宮崎県では、少子化の進行、女性就業率の増加、育児相談件
数増加、保護者のニーズ、幼稚園の空き教室の状況等から、３
歳未満児の幼稚園の早期入園を望む声が高まっている。この
ため、保護者からの要望があり、かつ受入態勢が整っているこ
とを条件に、幼児が満3歳になる年度当初から入園することを可
能とする。このことで、幼児が同年齢帯の幼児とともに活動する
機会の充実とそれに伴う社会性の涵養を促し幼稚園教育の充
実、普及を図るとともに、子育てを支援することで就業促進とさ
らに男女共同参画社会の実現を目指す。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

912 45 宮崎県 45000 宮崎県
元気みやざきフ
レッシュＩＴ人材特
区

宮崎県の全域

　経済の高度化・グローバル化に伴い、本県の地域経済を支え
る産業も国際間や地域間の激しい競争におかれている。本計
画は、ＩＴによる県内産業の情報化やＩＴ関連企業の誘致・集積を
図るため、その基盤となるＩＴ人材、特に若年ＩＴ人材の育成を目
指すものであり、社会で即戦力となり地域経済の活性化に貢献
できる人材を供給すること目標としている。本計画の実施によ
り、本県の幅広い産業分野における情報システムを開発する側
と利用する側の双方のＩＴ人材の裾野を広げ、活力豊かな地域
経済の実現を図る。

1132(1144)
1131(1143)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除
・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

913 45 宮崎県 45000 45207
宮崎県、串間
市、西都市、え
びの市、美郷町

地域の特性を生か
した多様な一貫教
育特区

串間市、西都市及びえび
の市並びに宮崎県東臼
杵郡美郷町の全域

　宮崎県では、今後の教育施策の方向性を示した「宮崎の教育
創造プラン」の具現化のため、これまで「小中連携推進事業」
「中高連携推進モデル事業」等を通し、学校種間の連携の必要
性や成果、推進上の課題等について検証してきた。そこで、こ
れまでの連携による一貫教育を一層充実させるため、小中高に
おける「地域学」や小中における「英会話科・英語表現科」の新
設等、特区を活用した小中高１２年間を見通した教育課程の編
成・実施を通して、確かな学力向上と地域に貢献する人材育成
を図るとともに、学校・地域の活性化を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１３回
平成20年
7月9日

914 45 宮崎県 45203 延岡市
延岡市幼児教育特
区

延岡市の全域

　少子化や核家族化が進み家庭や地域の教育力の低下が懸
念されるなか、この特例措置で早期の集団生活・集団教育の機
会を拡充することにより、幼児の社会性の涵養や健全な心身の
育成等につなげ幼児教育環境の充実を図る。また、私立幼稚
園の経営基盤の安定化、保護者の社会参加の促進等につなげ
るなど地域の活性化も期待できる。

806
・三歳未満児の幼稚園入園の
容認

幼保連
携・一体
化推進関

連

第４回
平成20年
7月9日

915 45 宮崎県 45206 日向市
日向市小・中一貫
教育特区

日向市の全域

　日向市では「元気で活力のある日向の再生」を目指しており、
そのためには子どもへの教育が最重要課題と考えている。しか
し、他の多くの市町村と同様、日向市でも少子化と同時に子ど
もと地域住民の関係の希薄化などから家庭や地域社会の教育
力も低下傾向にある。このため、小・中一貫教育を導入して、国
際貿易港を有する地域性に根ざした「英会話科」等のカリキュラ
ムを盛り込むとともに、学校と地域住民や、保護者間の交流・連
携強化を促すことで「豊かな国際感覚を育み、確かな学力を身
に付け、ふるさとを愛し、自分に自信と誇りをもてる、心豊かな
子ども」の育成を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第８回
平成20年
7月9日

916 46 宮崎県 45405 川南町
川南町臨時的任用
保育士の任用延長
特区

宮崎県児湯郡川南町の
全域

　町で任用している臨時的任用保育士について、任用の期間満
了の際の保育士の人材確保及び行政改革に効率的かつ機動
的に対応するため、採用の日から３年を超えない範囲内に限
り、６月を超えない期間で更新することができるようにするもの
である。
　これにより保育士の人材確保を図りつつ、町立保育所の民営
化、統廃合を着実に推進することが可能となる。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用期間の延長

地方行革
関連

第２７回

平成30年
12月20日
申し出に
より取消

917 46 鹿児島県 46000 鹿児島県
かごしまいきいきＩＴ
特区

鹿児島県の全域

　本県においては、情報通信業の有業者割合、ソフト系IT産業
の事業所数、インターネット人口普及率等の情報化指標が全国
平均よりも低位であり、地域産業の振興や県民生活の利便の
向上を図る上でもITの利活用は重要である。そのため、ITの知
識・技能を持つ情報処理技術者の育成・増加を促進するため
に、本特例措置を活用し、IT人材の育成を図る。それにより、情
報処理技術者の裾野を拡大させ、他県からの企業進出やコン
テンツ産業等の新産業の育成･発展に寄与し、本県地域の活性
化につなげていく。

1131(1143)
1132(1144)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成19年
3月30日

918 46 鹿児島県 46000 鹿児島県 宇宙開発特区
西之表市並びに鹿児島
県熊毛郡中種子町及び
南種子町の全域

　本県は日本で唯一，恒常的なロケット打上施設を有する。折し
も日本の主力ロケット打上事業の民間移管が決まり，民間主導
のロケット開発が進められつつある今，特区内で法規制の特例
を適用することで，打上施設を用いる人工衛星打上産業の振興
に貢献し，日本の宇宙産業の自立に寄与する。また，製造・運
輸・観光レジャー産業等，地域経済の振興を図る。

410
・打上前衛星の無線局免許手
続き簡素化

産業活性
化関連

第３回
平成18年
3月31日

919 46 鹿児島県 46000 鹿児島県
かごしま網・わな猟
免許特区

鹿児島県の全域

　本県では、鳥獣による農林業被害がピークであった平成１４年
度からは年々減少してはいるものの依然高い水準にある。これ
までも電気柵等設置への補助や有害鳥獣捕獲の依頼等の対
策を行っているが、捕獲の担い手である狩猟免許所持者は
年々減少している。そこで、本特例を適用し、網猟・わな猟にそ
れぞれ限定した狩猟免許試験を実施することで、受験者の知
識・技能に係る負担を軽減し、狩猟免許所持者の増加を図ると
ともに、市町村・農協等の職員への免許取得も促進させる。こ
の結果、迅速な被害対策が可能となり、農林業被害の減少とと
もに農林業生産額も向上することにより、農林業者の所得増加
を図ることで、地域の振興を推進する。

1307
・網又はわなを指定しての狩
猟免許取得の可能化

農業関連 第１０回
平成19年
7月4日

920 46 鹿児島県 46203 鹿屋市
かのやすくすく特
区

鹿屋市の全域

　鹿屋市が平成１５年度から導入した小学校少人数指導支援
事業（非常勤講師配置）の成果を活かして，小学校低学年を対
象に市費負担の常勤講師を配置し，小人数学級を編成する。
配置校は，県の実施する少人数支援事業に該当せず，小学校
１，２年生時に１学級が３５人以上となる鹿屋市立小学校であ
り，配置の講師は学級担任の業務に携わる。学習，生活集団の
少人数化によって，小学校低学年の早い時期に個に応じたきめ
細かな指導の充実を図り，基礎学力の確実な定着，基本的な
生活習慣や学習習慣の育成等を目指す。

810
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第４回

平成18年
3月31日
申し出に
より取消

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031222/031222keikaku.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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番号 都道府県番号 都道府県名
地方公共団

体コード
（１）

地方公共団体コード
（２）

申請地方公共団
体名

特区の名称 区域の範囲 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

921 46 鹿児島県 46203 鹿屋市
かのや英語大好き
特区

鹿屋市の全域

  特定の小学校を小学校英語の推進校として指定し、教育課程
の編成や教材・教具等の指導法の開発をとおして、小学校英語
教育の推進を図る。そのため，英語に堪能な市費負担の常勤
講師を配置する。　また、他の小学校は、研究指定により、学校
の実態に応じて、実践的に英語の学習活動に取り組めるように
する。

802
810

・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）
・市町村負担教職員任用の容
認

教育関連 第７回
平成20年
7月9日

922 46 鹿児島県 46206 阿久根市
アクネうまいネ自
然だネ特区

阿久根市の全域

　農地の遊休化、荒廃化が急増しているところであるが、建設
業界等を農業経営に参入させ、遊休農地を耕作させるととも
に、地場産業と連携した安心・安全な農産物の生産を通して地
域住民の健康増進と福祉の向上を図り、さらには阿久根市が
持つ豊富な自然資源を有効活用した体験型観光による都市住
民との交流を促進することにより、活力ある農村地域の再生を
目指す。

1001
・農地貸付方式による株式会
社等の農業経営への参入の
容認

農業関連 第６回
平成17年
11月22日

923 46 鹿児島県 46209 大口市
山間農地安心安全
作物生産振興特区

大口市の全域

　九州山系の南西部に位置する南九州（大口市）の特性を活か
し、山間遊休農地を活用して、地場産業のイモ焼酎の原料の生
産を始め、高原野菜・ごま・そば等安心安全な作物を生産し、遊
休農地の解消、安心安全な作物の生産拡大・消費者への提
供、市民所得の向上を図る。農業生産法人以外の法人、特に
公共事業の縮減により経営体質改善を迫られている建設業者
等が建設業の作業が無い時期に農繁期を迎える作物を生産す
ることによって、山間集落の活性化を推進する。初年度の目標
は、農地１ｈａでサツマイモ換算で約２６ｔ、５年後は、５０ｈa、サ
ツマイモ換算で１，５００ｔ、９０人の雇用の創設を目標とする。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

924 46 鹿児島県 46211 加世田市
砂丘地域再生振興
特区

加世田市の区域の一部
（万世・小湊海浜地域）

　 特区申請区域内の遊休農地等を再生・復元し，農業生産法
人以外の法人を含めた多様な担い手による農業参入を取り入
れた砂丘地域農業を核とする地域農業の再構築と，市民農園
の開設など地域内外の集客力や有用資源を利活用した地域活
性化を図ることを目的に，砂丘文化の再生と農業教育力の発揮
エリアとしての農村文化公園を整備することとし，それによって
砂丘地域の振興・活性化を図るものとする。

1001
1002

・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認
・市民農園の開設者の範囲の
拡大

農業関連 第２回
平成17年
11月22日

925 46 鹿児島県 46213 西之表市
さつまいも地域資
源再生特区

西之表市の区域の一部

　遊休農地、耕作放棄地を再生・復元するため、地域内外の資
本に呼びかけ、地域特産品である「さつまいも」を中心にした関
連事業の導入を図りながら、産業間連携による『産地づくり』、
『働く場づくり』を確立し、島の宝を生かした産業の再生を図るこ
とで、本市長期振興計画の理念“種をあかせば、島は小さな地
球　ルネッサンス西之表”を実現させる。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連 第４回
平成17年
11月22日

926 46 鹿児島県 46214 垂水市
垂水市障害児（者）
生活支援小規模多
機能サービス特区

垂水市の全域

　平成１８年度に策定した「垂水市障害者計画」及び「垂水市障
害福祉計画」では、障害児（者）の自立支援の観点から、地域生
活移行等の新たな課題に対応したサービス提供基盤を整え、
障害児（者）の生活を地域全体で支えるシステムを構築すること
を目標としているが、垂水市においては利用可能なサービスが
不足しており、隣接他市の施設を利用している状態である。こ
のような現状から、市内の指定小規模多機能型居宅介護にお
いて障害児（者）の受入を可能とし、障害児（者）の地域生活支
援を推進するものである。

934（一部）
・指定小規模多機能型居宅介
護事業所における障害児等
の受入の容認

生活福祉
関連

第１７回
（１）

平成28年
6月17日

927 46 鹿児島県 46215 薩摩川内市
唐浜らっきょう生産
振興特区

薩摩川内市の区域の一
部（港・網津・寄田地区）

　当市の海岸地帯には，砂地の特性を活用した特産物である
らっきょうの栽培を行っており，唐浜らっきょうの銘柄で共同出
荷しているが，生産者の高齢化と後継者不足により，年々，遊
休農地が増加している。このため，らっきょう生産者の新規参入
対策として，農業生産法人以外の法人への農地の賃借による
農業参入を図り，安心安全かつ高品質ならっきょうの安定供給
により，唐浜らっきょう産地の維持・拡大を図る。

1001
・農地貸し付け方式による株
式会社等の農業経営への参
入の容認

農業関連

第５回（平
成16年10
月12日変

更）

平成17年
11月22日

928 46 鹿児島県 46215 薩摩川内市
薩摩川内市障害者
福祉整備推進特区

薩摩川内市の全域

　現在運営している児童デイサービス事業を、知的障害児通園
施設及び児童デイサービス施設へ事業形態を変更するにあた
り、老朽化、狭隘化している既存施設の整備計画を進めている
ところであるが、通園施設で必要となる給食を民間に委託でき
る特例を活用することにより、より質の高い給食サービスの提
供を見込む。併せて、節減された経費により、福祉職員の質・量
を充実させることで、療育の充実を図る。

909(917)
・肢体不自由児施設等におけ
る調理業務の外部委託の容
認

生活福祉
関連

第７回
平成18年
7月3日

929 46 鹿児島県 46215 薩摩川内市
薩摩川内市小中一
貫教育特区

薩摩川内市の全域

　薩摩川内市では、中学校入学以後の学力の落ち込みや不登
校生徒の増加など学習・生活指導上の課題の解決が急務と
なっている。このため、地域の特性や各校のこれまでの取り組
みを生かしながら、特例を活用して小学校における英語教育を
充実するとともに、各地域の課題解決のための新設教科（表現
科、生き方科、英語科、情報コミュニケーション科）を創設する。
これらの取り組みを行うことで、子どもの中学校入学時の不安
を払拭して小中学校の円滑な接続を実現し、子どもたち一人一
人の個性の伸長を図る。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１０回
平成20年
7月9日

930 46 鹿児島県 46492 肝付町
環境共生のまちづ
くり特区

鹿児島県肝属郡肝付町
の全域

　肝付町は、本土最南端の大隅半島に位置し、国見山系や内
之浦湾を含む海岸線が続く自然豊かなまちである。本町では、
合併を機に、基幹産業である農林水産業を中心とする産業のさ
らなる発展や、自然と人との共生を目指す観光づくりに取り組
んでいるが、その一環として、自然エネルギー発電で国有林野
の貸付を受けることができる特例を活用して風力発電を導入
し、環境と共生するまちづくりによる地域振興を推進する。

1009
・国有林野を自然エネルギー
発電の用に供する場合の貸
付け要件の緩和

環境・新エ
ネルギー

関連
第１２回

平成21年
7月17日

931 46 鹿児島県 46533 和泊町
和泊町福祉輸送特
区

鹿児島県大島郡和泊町
の全域

　年々増加している高齢者と障害児者等の町内及び隣町間の
移動手段としての公共交通機関が十分な利便性を確保できて
おらず、家族の自家用車による移送に頼らざるを得ない状況に
ある。このため、福祉有償運送について、セダン型等の一般車
輌も使用可能とすることで、移送サービスの充実を図るととも
に、特定非営利活動法人や社会福祉法人等の活動の活発化を
促進することにより、地域福祉サービスの向上を目指す。こうし
た人にやさしいまちづくりを推進することで、本町の将来像であ
る「子宝と長寿の町“わどまり”の創造」を実現する。

1206(1216)
・ＮＰＯボランティア輸送によ
るセダン車の使用

生活福祉
関連

第１０回
平成19年
3月30日

932 47 沖縄県 47201 那覇市
なはＩＴ人材育成特
区

那覇市の全域

　那覇市は沖縄県と連携し、地域の情報化、情報産業の振興に
取り組んでおり、平成15年には、情報産業の起業支援、IT人材
の育成・交流を目的にインキュベート施設「那覇市ＩＴ創造館」を
建設・運営し、情報関連企業の誘致・起業化支援を行っている。
今後、この取り組みを進める上で、ＩＴ人材の育成が喫緊の課題
となっている。本特例措置を活用し、受験者数並びに合格者数
の拡大を図り、全国的に少ない高度ＩＴ技術者の裾野を広げ、ま
た、若年者の雇用機会の創出も図る。

1131(1143、
1145)

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する初級シ
ステムアドミニストレータ試験
の一部免除
・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１０回
平成22年
11月30日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6/nintei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040419/dai4/nintei.html
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措置の番号

規制の特例措置の名称 分野 認定回 取消日

全国展開等があった特区　［都道府県別］

933 47 沖縄県 47205 宜野湾市
宜野湾市英語教育
特区

宜野湾市の全域

　「国際交流都市宜野湾」として、特例の導入により、小学校全
学年で「英会話」の授業を行い、中学校３年生までの市独自の
カリキュラム及び指導書のもと、小・中での「英会話」の授業を
系統的・発展的に行うこととする。小学校に「英語科」を設置す
ることで、日本人英語教師、ＡＬＴ、英語教科担当の先生ととも
に「英会話」を指導できるので、将来的な外国人との交流活動、
外国語に対する動機付けや国際理解につながる。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第２回
平成20年
7月9日

934 47 沖縄県 47208 浦添市
浦添市子育て応援
保育士確保特区

浦添市の全域

　本市では、待機児童解消に向け宿舎借上げ支援等による保
育士の確保や、保育所の創設等施設整備などの対策を進めて
きたが、保育士の不足により定員を下回る児童数しか入所でき
ず、待機児童が解消されていない状況である。
　そこで、地方公務員に係る臨時的任用において、最大１年間
の任用期間に特例を設け、最大３年まで任用期間を更新するこ
とができるようにすることで、安定的な保育士の確保を図り、待
機児童対策に繋げる。このことは、多様化する子育て支援の
ニーズに対応し、子育てと仕事の両立支援や女性の社会参加
推進などに資するものである。

409
・地方公務員に係る臨時的任
用事業

幼保連
携・一体
化推進関
連

第４４回

令和3年
11月30日
申し出に
より取消

935 47 沖縄県 47208 浦添市
浦添市英語教育特
区

浦添市の全域

   国際化時代に必要なコミュニケーション能力を育むため、市
内全小学校へ「英語科」を設置する。具体的には、１学年から音
声を重視した英語の授業を週１～２時間導入し、英語並びに異
文化への興味関心を高めていく。 また、市採用の英語指導助
手を各小学校に配置し、英語指導の中核として、学級担任と共
にカリキュラムの作成や効果的な指導方法を研究する。 さら
に、浦添市英語教育推進委員会を設置し、小中連携した系統
的な英語教育のあり方、課題等を研究し、小中学校の英語授業
の指導工夫を図っていく。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第４回
平成20年
7月9日

936 47 沖縄県 47209 名護市
名護市ＩＴ人材育成
特区

名護市の全域

名護市は、平成14年施行された沖振法により、「情報通信産
業特別地区」の指定を受け国際情報通信・金融特区構想が推
進されている。IT企業を市に誘致することで、地元や周辺地域
の雇用機会を増大させる他、 本市は沖縄県の推進する沖縄県
マルチメディア構想のもと、IT系人材の育成に努めている。高度
なIT系人材を育てることは重要なことであり、本IT人材育成特
区の実現は本市ばかりでなく県にとっても非常に有意義なもの
である。本市におけるIT技術者合格率の向上、資格保持者の
増加は県の発展に大きく寄与することになる。

1132(1144、
1146)

・講座修了者に対する基本情
報技術者試験の一部免除

ＩＴ関連 第１３回
平成22年
11月30日

937 47 沖縄県 47210 那覇市 那覇市書道特区 那覇市の全域

　那覇市では小学校において学習への集中力の欠如や立ち歩
きなど、とりわけ低学年で学校生活に適応できない児童への対
応について問題を抱えている。小学校の第１、２学年に書道科
を設置し、書道の持つ美意識や人格陶治の有効性を活用する
ことで、規範意識、集中力を養成し、伝統芸術の学習を通して
児童の国際性を涵養することで、学力の向上と豊かな心を持っ
た人格形成を目指す。

802
・特区研究開発学校の設置
（教育課程の弾力化）

教育関連 第１６回
平成20年
7月9日

938 47 沖縄県 47999 那覇港管理組合
那覇港国際物流特
区

那覇港新港ふ頭地区９号
及び１０号公共国際コン
テナターミナル

   那覇港新港ふ頭地区９号及び１０号公共コンテナターミナル
（岸壁、ヤード、荷役機械等）を一体的に長期貸付し効率的に運
営を行なう民間事業者を日本国内外より公募し、その民間事業
者が有する運営能力、技術的能力等を活用して一体的にターミ
ナルの整備運営を行うことにより、本コンテナターミナルの整備
促進及び利用効率の向上を図り、国際競争力を高め、国際コン
テナ貨物量の増大、ひいては上記の効果により海上運賃が低
減されることによる沖縄県への産業立地が促進され、沖縄県経
済の発展及び雇用の拡大に寄与することを企図するものであ
る

1203 ・特定埠頭の運営効率化
国際物流

関連
第７回

平成19年
3月30日

939 50 その他 03000 04000 岩手県、宮城県
岩手県・宮城県沿
岸部外国人技能実
習生受入特区

岩手県釜石市及び宮城
県塩竈市の全域

　外国人技能実習生の受入れ枠を拡大し，より多くの技能実習
生が両県沿岸部の基幹産業である水産加工業の高度な技能
等を習得することにより，発展途上国等の経済発展を担う「人づ
くり」に貢献するものである。また，外国人技能実習生を受け入
れた企業による新たな国際的事業展開など，積極的な国際交
流の促進を通じた地域経済の活性化に寄与する。

506
(513）

・外国人技能実習生受入れに
よる人材育成促進事業

産業活性
化関連

第３６回
令和元年
８月14日
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