
産業競争力強化法に基づく
企業単位の規制改革制度について

経済産業省 経済産業政策局
産業創造課 新規事業創造推進室



 規制改革は、民需主導の持続的な経済成長の実現に向けた重要な政策課題。
 規制改革会議等での検討を通じた「全国単位」の改革、国家戦略特区など特区制度による
「地域単位」の改革、「新事業特例制度」「グレーゾーン解消制度」による「企業単位」
の改革といった、三層構造の仕組みを活用し、規制改革を推進。

政府全体として、規制改革を強力に推進

制度等 規制改革推進会議等 特区制度
（国家戦略特区等）

グレーゾーン解消制度
新事業特例制度

規制改革案件

単 位 全 国 地 域 事業者

対象事業者 全ての事業者 特定の地域に
所在する事業者 特定の事業者

対象地域
全 国 特定の地域

事業者が計画する
新事業活動の実施地域

（全国も可）

・規制の適用範囲の明
確化

・特例措置の創設

・電力システム改革
・査証発給要件緩和 等

・道路の占有基準の緩和
・酒税法の緩和 等

１．「三層構造」の取組による規制改革の推進
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２．産業競争力強化法における規制改革の位置付け
 「新事業特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」を盛り込んだ「産業競争力強化法」が平
成２６年１月２０日に施行。（平成３０年７月９日から改正法施行）

新事業特例制度

・事業者が、規制の特例措置を提案。

・事業・規制所管両大臣が協議し、特例措
置を創設。

・安全性等を確保する措置を含む事業計画
の認定を通じ、規制の特例措置の利用を認
める。

グレーゾーン解消制度

・事業者が事業計画に即して、規制の適用
の有無を照会。

・事業所管大臣を通じ、規制所管大臣に確
認を求める。

・規制所管大臣から回答を得る。
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①：事業所管省庁へ相談

②事業者の相談内容を踏まえ、必
要なサポート
・関連する規制についての確認
・申請書の記載内容について
の改善点を提案 等

を実施。

現時点で、確認したい規制が明確ではない事業者や、
申請書作成に不安を持つ事業者 等

現時点で、確認したい規制が明確な事業者

事業所管省庁

規制所管省庁に申請書に
対する回答の要請・折衝を実施

新事業を進めたいが、規
制にひっかかるのではな
いか、不安だ・・。

新事業を行う際、■■法の規
制に抵触する可能性がある。

確認したい。

申請書を事業所管省庁に提出

３．制度の活用について
グレーゾーン解消制度、新事業特例制度については、事業所管省庁が、申請を検討している事業
者側に立って、申請までの各段階において、丁寧なサポートを実施。
例：グレーゾーン解消制度を活用する際の流れ

申請書類の記載内容
について、事業所管省庁
の意見を聴きたい。

③：申請書を事業所管省庁に提出
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グレーゾーン解消制度 新事業特例制度
事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心し

て新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に則して、あらかじめ、

規制の適用の有無を確認できる制度。

睡眠環境の
総合コンサルティングを行うサービス

アシスト力の大きいリヤカー付
電動アシスト自転車の公道走行について

事例 事例

【事業内容】
睡眠を改善したい利用者に対して、ヒアリングや簡易測定を通して
睡眠環境の分析・可視化を行い、その分析結果を踏まえた睡眠環
境改善アドバイスや商品提案といった睡眠環境に関する総合的な
コンサルティングサービスを提供。

【照会内容】
本サービスが医師法第１７条において、医師のみに認められてい
る「医業」に該当するか否か。

＜照会結果⇒該当せず＞

【成果】
・制度活用により開始したサービスについて、サービスを提供する「ね
むりの相談所」専用コーナーを設けた店舗を全国で３０店舗以上展開。

【申請事業者】西川株式会社[東京都中央区]

【特例内容】
アシスト力の上限を、踏力の３倍とする電動アシスト自転車の活
用が可能となった。（現行の道路交通法施行規則では、２倍ま
でのアシスト力に限定）

【申請事業者】ヤマハ発動機（株）［静岡県磐田市］
ヤマト運輸（株）［東京都中央区］

【成果】
・東京、北海道、神奈川、京都、大阪、福岡で実証を行い、様々な条
件下での走行時の安全等について十分な実証結果が得られたこと
から、規制が緩和（道路交通法施行規則が改正）され、アシスト力
の上限を踏力の３倍とするリヤカー付三輪電動アシスト自転車の活
用が一般的に可能となった。

※従事する運転者への交通
安全教育、安全運転に必要
な業務を適切に行うための体
制整備等の代替措置を講じ、
実証を実施。

新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を

提案し、安全性等の確保を条件として、「企業単位」で、具体的な事業計画

に即して、規制の特例措置の適用を認める制度。

「企業単位」の規制改革を推進するため、事業所管大臣が規制所管大臣と調整する仕組み。

４. 産業競争力強化法における規制改革の概要
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①新事業活動を実施しようとする事業者は、その新事業活動に対する規制適用の有無について、事業所
管大臣に確認を求める。

②確認の求めを受けた事業所管大臣は、規制所管大臣に規制の適用の有無を確認。規制所管大臣は、事
業者の具体的な事業計画に即して、規制の適用の有無を判断し、事業所管大臣に回答（原則、１ヶ月
以内で回答。１ヶ月以内に回答が出来ない場合には、１ヶ月毎にその理由を申請者に通知）。

③新事業活動内容の確認の中で、事業所管大臣は事業者からの相談に応じて必要な情報の提供及び助言
を行う。

④規制所管大臣の回答は、事業所管大臣から事業者に両大臣連名で通知。回答後、規制所管省庁にて回答
内容を公表。
※経済産業省においても同様に公表を実施しており、さらに照会者の同意を前提として照会書の公表
を行っている。

 事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新事業活動を行い
得るよう、具体的な事業計画に則して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できる制度。

制度の流れ

➁

事 業 者
＜前段階＞
グレーゾーンの

明確化
規制適用の
有無の照会

事業所管大臣

規制所管大臣

規制の適用
の確認確認の求め 回答確認

➀
③

回答は
両大臣連名

５．グレーゾーン解消制度＜制度の概要＞
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 新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案。
 安全性等の確保を条件として、「企業単位」で、規制の特例措置の適用を認める制度。

①新事業活動を実施しようとする事業者は、規制の特例措置の要望を事業所管大臣に提案。
②事業所管大臣は、規制の特例措置について、規制所管大臣に要請、規制所管大臣が回答（原則１ヶ月以
内に回答。１ヶ月以内に回答できない場合は、１ヶ月毎にその理由を申請者に通知）。事業所管大臣は
回答を事業者に通知。

③規制の特例措置を講ずる旨の回答をした場合、規制所管大臣は、規制の特例措置を創設。
④事業者は新事業活動計画を策定し、事業所管大臣に申請。事業所管大臣は規制所管大臣の同意を得て同
計画を認定。

制度の流れ

６．新事業特例制度＜制度の概要＞
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新事業活動
計画の策定

事業実施

新事業活動計画
の認定

規制の撤廃又は
緩和のための措置

・規制の特例措置
・安全性確保等の「措置」

＜第２段階＞
特例措置の活用

特例措置の
一般化・全国展開

規制改革要望

事業所管大臣

規制所管大臣

規制の特例措置
の創設＜第１段階＞

特例措置の創設

事 業 者

報告
意見

検討

同意

特例措置
要望

要請 回答
➀

①

②

②
③
認定

通知
③

申請

回答は
両大臣連名

事業所管大臣

規制所管大臣

事業所管大臣

規制所管大臣



 グレーゾーン解消制度、新事業特例制度を活用するに当たって、事業者は事業所管課から
サポートを受けることができる。

電話相談

７．制度における手続きの流れ

＜事業者＞ ＜事業所管省庁＞

電話相談受理

申請書案作成 申請書案の確認

当該事業が、制度の趣旨に整合した案件
かどうか、対象となる規制が適切か等につ
いて確認し、照会書の内容を確定。

制度の説明、事業概要の確認等を行い、
申請書作成のためのサポート。（必要に応
じて直接事業者と面談。）

申請書提出 申請書受理

申請書の写しの送付 申請書の写しの受理

＜規制所管省庁＞

回答の調整 回答の作成

回答書の送付回答書の送付回答書の受け取り

１か月
以内

両大臣連名
による回答

事業者のサポーター役として、事業者の
理解できる回答内容となるよう調整を行う。
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 申請受付実績： グレーゾーン解消制度 １８９件
新事業特例制度 １６件（令和３年３月末時点）

８. グレーゾーン解消制度と新事業特例制度の実績

ヘルスケア関連：医師法⑬ 医療法⑪ 保険師助産師看護師法① 薬機法⑯ 健康保険法④ 歯科医師法④ 薬剤師法① 高齢者の医療の確保に関する法律①
医学研究倫理指針① 介護保険法① 臨床検査技師法④ 歯科衛生士法① 保健医療機関及び保険医療養担当規則① 医薬品GCP省令① 血液法①

モビリティ：道路交通法⑨ 道路運送法⑧ 道路運送車両法⑤ 旅行業法④ 倉庫業法② 郵便法② 自動車運転代行法①
建築関連：宅建業法⑥ 建築基準法④ 下水道法② 建設業法⑧ 農地法① 消防法① 製造関連：高圧ガス保安法④ 化審法② アルコール事業法① 毒劇法①
金融関係：保険業法④ 銀行法④ 金融商品取引法① 資金決済法① 割賦販売法① 貸金業法③
労働関連：職業安定法⑧ 労働基準法⑤ 労働安全衛生法③ 労働者派遣法② 技能実習法①
生活関連：旅館業法⑨ 風営法⑥ 美容師法④ 景品表示法⑤ 個人情報保護法③ 古物法② 特定商取引法① ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業法① 食品衛生法① 学校給食法①
その他：廃掃法③ 電波法② 酒税法② 児童福祉法① 測量法① 砂利採取法① 電事法① 電子帳簿法① 計量法② 電安法① 警備業法① 土地家屋調査士法① 司法書士法①

弁理士法② 弁護士法④ 地方自治法① 動物愛護法① 社労士法① 入管法① 行政書士法② 都市公園法① 税理士法① 電子署名法① 会計法①

＜グレーゾーン解消制度の申請内訳＞

事業所管大臣（申請受付）（共管含む） 規制所管大臣（回答）（共管含む）

グレーゾーン解消制度 新事業特例制度 グレーゾーン解消制度 ※２ 新事業特例制度
警察庁 ０件 １件 １８件 ５件

金融庁 ２件 ０件 １２件 ２件

総務省 １件 ０件 ９件 ０件
法務省 ０件 ０件 ９件 １件
国税庁 ２件 ０件 ４件 ０件

厚生労働省 ４件 ０件 ７６件 ０件
農林水産省 ３件 ０件 １件 ０件
経済産業省 １８１件 １６件 １８件 ８件
国土交通省 ２件 １件 ３９件 ３件
環境省 １件 ０件 ６件 ０件

＜省庁別 申請受付・回答案件数 ※１＞

＜新事業特例制度の申請内訳＞

※１ 複数の省庁での共管による案件も含むため、記載の件数は重複カウント。 ※２ 記載外の規制所管省庁 消費者庁6件、その他５件

高圧ガス保安法④ 道路交通法④ 道路運送車両法② 火薬類取締法① 資金決済法② 電事法② 消費生活用製品安全法① 質屋営業法① 民法① 信託法①
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＜各省庁の窓口一覧＞
【経済産業省の窓口】
○経済産業省 経済産業政策局 産業創造課 新規新事創造推進室 03-3501-1628 （直通）

中村、藏滿、八原、多良、大坪、坂下、岩間、渡邉
（地方経済産業局）

北海道経済産業局 地域経済課 011-709-1782
東北経済産業局 地域経済課 022-221-4876
関東経済産業局 地域経済課 048-600-0253
中部経済産業局 地域経済課 052-951-8457
中部経済産業局 北陸支局総務課 076-432-5588
近畿経済産業局 地域経済課 06-6966-6011
中国経済産業局 地域経済課 082-224-5684
四国経済産業局 地域経済課 087-811-8513
九州経済産業局 地域経済課 092-482-5430
沖縄総合事務局 地域経済課 098-866-1730

【各省庁での窓口】
○警 察 庁 生活安全局 生活安全企画課 03-3581-0141（代表）（内線：3023）
※自動車運転代行業等、交通局関係の場合は、交通局 交通企画課 03-3581-0141（代表）（内線：5064）

○金 融 庁 政策局 総合政策課 03-3581-9547（直通）
○総 務 省 大臣官房 企画課 03-5253-5155（直通）
○財 務 省

※たばこ・塩事業関係の場合は、理財局 総務課 たばこ塩事業室 03-3581-4111（代表）（内線：5019）
※酒類業関係の場合は、国税庁 酒税課 03-3581-4161（代表）（内線：3424）

○厚生労働省 大臣官房 総務課 03-3595-3038（直通）
○農林水産省 食料産業局 産業連携課 03-3502-8111（代表）（内線：4350）
○国土交通省 総合政策局 政策課 03-5253-8320（直通）
○環 境 省 大臣官房 企画評価・政策プロモーション室 03-3581-3351（代表）（内線：6052）

９．制度の活用について（問い合わせ先）
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