一頁

国 会議事堂 、内閣 総理大 臣官邸そ の他の 国の重要 な施設 等、外国公館等及び原子力事 業所の周辺地
域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

この法 律は、 国会議事 堂、内 閣総理大 臣官邸 その他の 国の重要な施設等、 外国公館等及び原子力

（目的）
第一条

事 業所の 周辺地域 の上空 における 小型無 人機等 の飛行を 禁止す ることに より、 これらの 施設に対する危

険を 未然に 防止し 、もって 国政の 中枢機能 等及び 良好な国 際関係 の維持並 びに公 共の安 全の確保に資す
ることを目的とする。
（定義）

国会議事 堂、国 会法（ 昭和二十 二年法 律第七十 九号） 第百三十二条の二に規定す る議員会館並び

国の重要な施設等として次に掲げる施設

第二条 この法律において「対象施設」とは、次に掲げる施設をいう。
一
イ

に衆 議院 議長 及び 参 議院 議長 の公 邸そ の他国 会に置 かれる機 関（国 会に置か れる機 関の休日 に関す

る法 律（ 昭和 六十 三年 法律 第百 五号 ） 第一条第 二項に 規定する 国会に 置かれる 機関を いう。 ）の庁

二頁

舎 （国 家機 関が そ の事 務を 処理 する ため に使用す る建築 物（専ら 公園の 管理事 務所とし て使用 され

る もの を除 く。 ）を いう 。ハ 及び ニ におい て同じ 。）であ って東 京都千代 田区永 田町一丁 目又は 二
丁目に所在するもの

ロに 掲げるも ののほ か、対象 危機管 理行政 機関（危 機管理（国民の 生命、身体又は財産に重大な

ロ 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
ハ

被 害が 生じ 、又 は生 じる お それ があ る緊急 の事態 への対処 及び当 該事態 の発生の 防止を いう。以 下

この ハ にお いて 同じ 。） に関 する 機能 を担う 国の行 政機関 であって 政令で 定めるも のをい う。以下

同じ 。） の庁 舎で あっ て 当該 対象 危機 管理行 政機関の 担う危 機管理に 関する 機能を 維持する ため特
に必要なものとして政令で定めるもの
ニ 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
ホ 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの
ヘ 第四条第一項の規定により対象政党事務所として指定された施設
二 第五条第一項の規定により対象外国公館等として指定された施設

三
２

第六条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された施設

三頁

この法 律におい て「対 象施設周 辺地域 」とは、 前項第 一号イ からホまでに掲げる対象施設については

次条第 二項の 規定によ り指定 された 地域をい い、同 号ヘに掲 げる対 象施設に ついて は第四 条第二項の規

定によ り指定さ れた地 域をいい 、前項 第二号に 掲げる 対象施設 につい ては第 五条第二 項の規定によ り指

定 された 地域をい い、前 項第三号 に掲げ る対象 施設につ いては 第六条第 二項の 規定によ り指定された地

この法律 におい て「小型 無人機 」とは、 飛行機 、回転 翼航空機、 滑空機、飛行船その他の航空の用に

域をいう。
３

供する ことがで きる機 器であ って構造 上人が 乗ること ができ ないもの のうち 、遠隔操 作又は自動 操縦（

この法 律にお いて「特 定航空 用機器 」とは、 航空法 （昭和二 十七年法律第二百三十一号）第二 条第一

プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。）により飛行させることができるものをいう。
４

項に 規定する 航空機 以外の 航空の用 に供す ることが できる 機器であ って、 当該機 器を用い て人が飛行す

ること ができ るもの（ 高度又 は進路を 容易に 変更す ることが できる ものとし て国家 公安委員 会規則で定
めるものに限る。）をいう。

５ この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいう。
一 小型無人機を飛行させること。
二 特定航空用機器を用いて人が飛行すること。

四頁

次の各号 に掲げ る者は、 当該各 号に定 める対象 施設の 敷地（一の建築物又は用途上 不可分の関係

（国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定）
第 三条

衆議院議 長及び 参議院議 長

そ の所管に 属する 前条第 一項第一号イに掲げる 対象施設の敷地（国会

にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。）又は区域を指定しなければならない。
一

内閣 総理大 臣

前条 第一項 第一号ロ に掲げ る対象施 設の敷 地及び同号ホに掲げる対象施設の区 域（

議事堂の敷地にあっては、その所管に属する部分に限る。）
二

一般の利用に供される区域を除く。）
三 対象危機管理行政機関の長 前条第一項第一号ハに掲げる対象施設の敷地

前項 各号に 掲げる者 は、同 項の規 定により 同項各 号に定め る対象施設の敷地又は 区域を指定するとき

四 最高裁判所長官 前条第一項第一号ニに掲げる対象施設の敷地
２

五頁

は 、当該対 象施設 の敷地 又は区域 及びそ の周囲お おむね 三百メー トルの 地域を 、当該対 象施設に係る対

第 一項各 号に掲げ る者は 、同項 の規定に より同 項各号に 定める対象施 設の敷地又は区域を指定し、及

象施設周辺地域として指定するものとする。
３

び前項 の規定に より当 該対象施 設に係 る対象施 設周辺 地域を指 定しよ うとす るときは 、あらかじめ 、警

察 庁長官 （当該対 象施設 周辺地域 が海域 を含む 場合にあ っては 、警察庁 長官及 び海上保 安庁長官。次条

第一項各 号に掲 げる者は 、同項 各号に定 める対 象施設 の敷地又は 区域及び当該対象施設に係る対象施

第三項及び第五条第四項において同じ。）と協議しなければならない。
４

設周辺 地域を指 定する 場合に は、その 旨並び に当該対 象施設 の敷地又 は区域 及び当該 対象施設に 係る対

対象危 機管理 行政機関 の長は 、当該 対象危機 管理行 政機関に 係る対象施設が対象施設でなくな ったと

象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
５

きは 、直ちに 当該対 象危機 管理行政 機関に 係る対象 施設の 敷地及び 当該対 象施設 に係る対 象施設周辺地

対象 危機管 理行政機 関の長 は、当 該対象危 機管理 行政機関 に係る対象施設の敷地 及び当該対象施設に

域の指定を解除しなければならない。
６

係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。

六頁

総務 大臣は、 衆議院 議員又 は参議院 議員が 所属して いる政党（政 治資金規正法（昭和二十三年法

（対象政党事務所の指定等）
第四条

律第百 九十四号 ）第六 条第一項 （同条 第五項に おいて 準用する 場合を 含む。 ）の規定 により政党で ある

旨 を総務 大臣に届 け出た ものに限 る。第 五項及 び第六項 におい て同じ。 ）の要 請があっ たときは、その

主た る事務 所を対 象政党事 務所と して指定 するも のとする 。この 場合にお いて、 総務大 臣は、併せて当

総 務大臣は 、前項 の規定 により対 象政党 事務所及 び当該 対象政党事務所の敷 地を指定するときは、当

該対象政党事務所の敷地を指定するものとする。
２

該 対象政 党事務 所の敷地 及びそ の周囲お おむね 三百メー トルの 地域を 、当該対 象政党 事務所に係る対象

総務大臣 は、第 一項の 規定によ り対象 政党事務 所及び 当該対象 政党事務所の敷地を指定し、並びに前

施設周辺地域として指定するものとする。
３

項 の 規 定 に よ り 当 該 対 象 政 党 事 務 所 に 係 る 対 象 施 設 周 辺 地 域 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め、
警察庁長官と協議しなければならない。

４

七頁

総務大 臣は、 対象政 党事務所 及び当 該対象政 党事務 所の敷地 並びに当該対象政党事務所に係 る対象施

設周 辺地域 を指定す る場合 には、そ の旨並 びに当該 対象政 党事務 所の名称 、所在 地及び敷 地並びに当該

第 一項の規 定によ りその主 たる事 務所が対 象政党 事務所と して指定された政党 （次項において「対象

対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
５

政 党」と いう。） は、第 一項の規 定によ り指定 された対 象政党 事務所が 衆議院 議員又は 参議院議員が所

属し ている 政党の 主たる事 務所で なくなっ たとき は、直ち にその 旨を総務 大臣に 届け出 なければならな

総 務大臣は 、対象 政党か ら当該対 象政党 に係る対 象政党 事務所及び当該対象 政党事務所の敷地並びに

い。
６

当 該対象 政党事 務所に係 る対象 施設周辺 地域の 指定の解 除の要 請があ ったとき 又は第 一項の規定により

指 定された 対象政 党事務所 が衆議 院議員 若しくは 参議院 議員が所 属して いる政党 の主た る事務所でなく

なっ たときは 、直ち に当該 対象政党 事務所 及び当該 対象政 党事務所 の敷地 並びに 当該対象 政党事務所に

総務 大臣は 、対象政 党事務 所及び 当該対象 政党事 務所の敷 地並びに当該対象政党 事務所に係る対象施

係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
７

設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。

八頁

外務 大臣は、 外交関 係に関 するウィ ーン条 約第一条 ⒤に規定する 使節団の公館、領事関係に関す

（対象外国公館等の指定等）
第五条

るウィ ーン条約 第一条 １⒥に規 定する 領事機関 の公館 及び条約 におい て不可 侵とされ る外国政府又 は国

際 機関の 事務所並 びに別 表に定め る外国 要人（ 以下この 条にお いて単に 「外国 要人」と いう。）の所在

する 場所の うち、 第一条の 目的に 照らしそ の施設 に対する 小型無 人機等の 飛行に よる危 険を未然に防止

する ことが必 要であ ると認め るもの を、対象 外国公 館等と して指定 するこ とができ る。こ の場合におい

外務 大臣は 、前項の 規定に より対象 外国公 館等及び 当該対 象外国公館等の敷地又は区 域を指定すると

て、外務大臣は、併せて当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するものとする。
２

き は、当該 対象外 国公館等 の敷地 又は区 域及びそ の周囲 おおむね 三百メ ートルの 地域を 、当該対象外国

外 務大臣 は、第一 項の規 定により 対象外 国公館 等として 外国要人の所在 する場所を指定し、及び当該

公館等に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
３

外国要人 の所在 する場所 に係る 対象外 国公館等 の敷地 又は区域 を指定 し、並び に前項 の規定により当 該

九頁

外務大臣は、第一項の規定により対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定し、

対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定するときは、期間を定めて指定するものとする。
４

並びに 第二項 の規定に より当 該対象 外国公館 等に係 る対象施 設周辺 地域を指 定しよ うとす るときは、あ

外務 大臣は、 対象外 国公館等 及び当 該対象 外国公館 等の敷 地又は区域並びに当該対象外 国公館等に係

らかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
５

る対 象施設 周辺地 域を指定 する場 合には、 その旨 （対象外 国公館 等として 外国要 人の所 在する場所及び

当該 外国要人 の所在 する場所 に係る 対象外国 公館等 の敷地 又は区域 並びに 当該対象 外国公 館等に係る対

象施設 周辺地域 を指定 すると きは、そ の旨及 び期間） 並びに 当該対象 外国公 館等の名 称、所在地 及び敷

外務大 臣は、 対象外国 公館等 及び当 該対象外 国公館 等の敷地 又は区域並びに当該対象外国公館 等に係

地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
６

る対 象施設周 辺地域 につい てその指 定の必 要がなく なった と認める ときは 、直ち に当該指 定を解除しな
ければならない。
７ 第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

８

一〇頁

外務大 臣は、 対象外 国公館等 及び当 該対象外 国公館 等の敷地 又は区域並びに当該対象外国公 館等に係

る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。

国家公 安委員 会は、原 子力事 業所であ ってテ ロリズム （政治上その他の主 義主張に基づき、国家

（対象原子力事業所の指定等）
第六条

若 しくは 他人にこ れを強 要し、又 は社会 に不安 若しくは 恐怖を 与える目 的で人 を殺傷し 、又は重要な施

設 そ の 他 の 物 を 破 壊 す る た め の 活 動 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 対 象 と な る お そ れ が あ り、

かつ 、その施 設に対 してテロ リズム が行われ た場合 に、広 域にわた り、国 民の生命 及び身 体に甚大な被

害を及 ぼすおそ れのあ るもの として政 令で定 めるもの のうち 、第一条 の目的 に照らし その施設に 対する

小 型無人 機等の 飛行によ る危険 を未然に 防止す ることが 必要で あると 認めるも のを、 対象原子力事業所

と して指定 するこ とができ る。こ の場合 において 、国家 公安委員 会は、 併せて当 該対象 原子力事業所の

国 家公安 委員会は 、前項 の規定に より対 象原子 力事業所 及び当該対象原 子力事業所の敷地又は区域を

敷地又は区域を指定するものとする。
２

指 定 す る と き は 、 当 該 対 象 原 子 力 事 業 所 の 敷 地 又 は 区 域 及 び そ の 周 囲 お お む ね 三 百 メ ー ト ル の 地 域 を、

一一頁

国家公 安委員会 は、第 一項の規 定によ り対象原 子力事 業所及 び当該対象原子力事業所の敷地又は区域

当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
３

を指定 し、並 びに前項 の規定 により 当該対象 原子力 事業所に 係る対 象施設周 辺地域 を指定 しようとする

場合で あって、 当該対 象施設周 辺地域 が海域を 含むと きは、あ らかじ め、海 上保安庁 長官と協議し なけ

国家公 安委員 会は、対 象原子 力事業所 及び当 該対象原 子力事 業所の敷地又は区域並びに当該対象 原子

ればならない。
４

力事 業所に係 る対象 施設周辺 地域を 指定する 場合に は、そ の旨並び に当該 対象原子 力事業 所の名称、所

在地及 び敷地又 は区域 並びに 当該対象 原子力 事業所に 係る対 象施設周 辺地域 を官報で 告示しなけ ればな

国家公 安委員 会は、対 象原子 力事業 所及び当 該対象 原子力事 業所の敷地又は区域並びに当該対 象原子

らない。
５

力事 業所に係 る対象 施設周 辺地域に ついて その指定 の必要 がなくな ったと 認める ときは、 直ちに当該指
定を解除しなければならない。
６ 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

７

一二頁

国家公 安委員 会は、 対象原子 力事業 所及び当 該対象 原子力事 業所の敷地又は区域並びに当該 対象原子

力 事 業 所 に 係 る 対 象 施 設 周 辺 地 域 の 指 定 を 解 除 し た と き は 、 そ の 旨 を 官 報 で 告 示 し な け れ ば な ら な い。

国は、 対象施 設、対象 施設の 指定敷地 等（第 三条第一 項、第四条第一項、 第五条第一項又は前条

（対象施設等の周知）
第七条

第 一項の 規定によ り指定 された敷 地及び 区域を いう。以 下この 条及び第 十一条 第一項に おいて同じ。）

及び 対象施 設周辺 地域を国 民に周 知するた め、対 象施設、 対象施 設の指定 敷地等 及び対 象施設周辺地域

に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
（対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止）

第八条 何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。

対象施設 の管理 者又は その同意 を得た 者が当該 対象施 設に係る対象施設 周辺地域の上空において行

２ 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行については、適用しない。
一

土地 の所有 者若しく は占有 者（正 当な権原 を有す る者に限 る。）又はその同意を得た者が 当該土地

う小型無人機等の飛行
二

の上空において行う小型無人機等の飛行

一三頁

前 項に掲 げる小型 無人機 等の飛 行を行お うとす る者は、 国家公安委員 会規則（管区海上保安本部長へ

三 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
３

の通報 について は、国 土交通省 令）で 定めると ころに より、あ らかじ め、そ の旨を当 該小型無人機 等の

飛 行に係 る対象施 設周辺 地域を管 轄する 都道府 県公安委 員会（ 当該対象 施設周 辺地域が 第二条第一項第

一号 ホに掲 げる対 象施設に 係るも のである 場合に は東京都 公安委 員会及び 皇宮警 察本部 長、当該対象施

設周 辺地域が 海域を 含むもの である 場合には 当該対 象施設 周辺地域 を管轄 する都道 府県公 安委員会及び
管区海上保安本部長）に通報しなければならない。

警 察官は 、前条第 一項又 は第三 項の規定 に違反 して小型 無人機等の飛行が行われていると 認めら

（対象施設の安全の確保のための措置）
第 九条

れる 場合には 、当該 小型無 人機等の 飛行を 行ってい る者に 対し、当 該小型 無人機 等の飛行 に係る機器を

対象施 設周辺 地域の上 空から 退去させ ること その他 の対象施 設に対 する危険 を未然 に防止す るために必
要な措置をとることを命ずることができる。

２

一四頁

前項に 規定す る場合 において 、同項 の規定に よる措 置をとる ことを命ぜられた者が当該措置 をとらな

いと き、そ の命令の 相手方 が現場に いない ために当 該措置 をとる ことを命 ずるこ とができ ないとき又は

同項の 小型無 人機等の 飛行を 行って いる者に 対し当 該措置を とるこ とを命ず るいと まがな いときは、警

察官は 、対象施 設に対 する危険 を未然 に防止す るため やむを得 ないと 認めら れる限度 において、当 該小

型 無人機 等の飛行 の妨害 、当該小 型無人 機等の 飛行に係 る機器 の破損そ の他の 必要な措 置をとることが
できる。

国 又は地方 公共団 体は、 第二項（ 前項に おいて準 用する 場合を含む。）の規 定による措置が行われた

３ 前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官の職務の執行について準用する。
４

と きは、 当該措 置により 損失を 受けた者 （前条 第一項又 は第三 項の規 定に違反 して小 型無人機等の飛行

を行った者を除く。）に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

こ の 法 律 の 規 定 に 基 づ き 政 令 又 は 国 家 公 安 委 員 会 規 則 を 制 定 し 、 又 は 改 廃 す る 場 合 に お い て は、

（経過措置）
第十条

その政令 又は国 家公安委 員会規 則で、 その制定 又は改 廃に伴い 合理的 に必要と 判断さ れる範囲内にお い

一五頁

第 八条第一 項の規 定に違 反して対 象施設 及びその 指定敷地等の 上空で小型無人機等の飛行を行

て、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
（罰則）
第十一 条

第九 条第一項 の規定 による警 察官の 命令（ 同条第三 項にお いて準用する同条第一項の規 定による皇宮

った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
２

護衛 官又は 海上保 安官の命 令を含 む。）に 違反し た者は、 一年以 下の懲役 又は五 十万円 以下の罰金に処
する。
附 則

こ の法律 は、公布 の日か ら起算 して二十 日を経 過した日 から施行する。ただし、第二条第 一項第

（施行期日）
第 一条

一号 ハ及び第 三号、 第四項 並びに第 五項第 二号、第 三条第 一項第三 号、第 五項及 び第六項 、第六条並び

に第十条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
（検討）

第 二条

一六頁

国 は、速 やかに 、重要な 施設に 対する上 空から の危険の 未然の防止の在り方、小型無人 機の安全

な飛 行の確 保の在り 方等に ついて、 小型無 人機の多 様な分 野にお ける利用 の促進 のための 施策をも踏ま

え、か つ、小 型無人機 に関連 する技 術の進歩 を勘案 しつつ、 検討を 加え、そ の結果 に基づ いて必要な措
置を講ずるものとする。
（総務省設置法の一部改正）

第三条 総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）の一部を次のように改正する。

第 四 条 第 一 項 中 第 九 十 五 号 を 第 九 十 六 号 と し 、 第 八 十 九 号 か ら 第 九 十 四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ、

国会議 事堂、内 閣総理 大臣官邸 その他 の国の重 要な施設等 、外国公館等及び原子力事業所の

第八十八号の次に次の一号を加える。
八 十九

周 辺地 域の 上空 にお け る小 型無 人機 等の 飛行の禁 止に関 する法律 （平成 二十八年 法律第 九号） 第四

条 第一 項の 規定 によ る対 象政 党事 務所 及び 対象政党 事務所 の敷地の 指定並 びに同 条第二項 の規定 に
よる対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。

第二十八条第一項中「第九十号」を「第九十一号」に、「第九十五号」を「第九十六号」に改める。

一七頁

（ 行政手続 におけ る特定 の個人を 識別す るための 番号の 利用等に 関する法律の施行に伴う関係法律の整

行政 手続にお ける特 定の個 人を識別 するた めの番号 の利用等に関 する法律の施行に伴う関係法律

備等に関する法律の一部改正）
第四条

の整備等に関する法律（平成二十五年法律第二十八号）の一部を次のように改正する。

第四十七条中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第九十号」に改める。

外国の元 首（当 該国の憲 法に基 づき元首 の任務 を遂行 する団体の構成員を含む。）及 び外国の元

別表 外国要人（第五条関係）
一

外国 の政府 の長及び 外国の 政府の長 の任務 を代行し 得る地位に ある者並びにこれらの者の家族の

首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員
二
構成員

外 国の外 務大臣以 外の外 国の大臣 及びこ れに同 行する家 族の構成員並びに外国の外務大臣以 外の

三 外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者
四

外国の大臣に準ずる地位にある者

五

一八頁

国際連 合の事 務総長 及び事務 次長並 びに我が 国が加 盟国となっている 国際機関の事務局長並びに

前 各号に 掲げる者 以外の 者で、 外務大臣 がこれ らの者と 同等の接遇を行う必要があると認 めて指

これらに同行する家族の構成員
六
定するもの

