第一 種特 定工 作物

◎

法 ４条 １１ 項

適 用除 外編 第２ 章第 ２節［ 審査 基準

２］

１

第一 種特 定工 作物 につ いて
第一 種特 定工 作物 とは 、令第 １条 第１ 項に 規定 する 周辺 の地 域の 環境 の悪 化を もた ら
す おそ れの ある 工作 物で 、かつ 、土 地に 定着 する もの をい う。 定着 とは 、適 用除 外編
P93「建 築基 準法 第８ ８条 （工 作物 への 準用 ）」 の（ １） 又は （２ ）の いず れかに 該当 す
る もの をい う。

２

クラ ッシ ャー プラ ント につい て
クラ ッシ ャー プラ ント には、 建築 基準 法別 表第 ２(り)項 第３ 号(１３ )の用 途に 供す る
工 作物 が該 当す るが 、粉 砕（破 砕） 物品 が混 在し てい る場 合に は、 粉砕 する こと を目 的
と して いる 物品 を粉 砕物 品とし 、ク ラッ シャ ープ ラン トに 該当 する か否 かの 判断 を行 う。
(例) 釘 の刺 さっ た木 製の柱 を粉 砕す る場 合、 粉砕 の目 的が 釘で はな く木 製の 柱で あ
れば 粉砕 物品 は「 木」で あり 、ク ラッ シャ ープ ラン トに 該当 しな い。

３

危険 物の 貯蔵 又は 処理 に供す る工 作物 につ いて
危険 物と は、 建築 基準 法施行 令第 １１ ６条 第１ 項の 表の 「危 険物 品の 種類 」の 欄に 掲
げ る危 険物 をい うが 、危 険物の 数量 には 関係 なく 貯蔵 又は 処理 に供 する 工作 物が 第一 種
特 定工 作物 に該 当す る。 危険物 の「 貯蔵 」、 「処 理」 の定 義は 次の とお りで ある 。
(１ ) 危険 物の 貯蔵
危険 物の 貯蔵 とは 、タン ク等 の貯 蔵施 設で 危険 物を たく わえ るこ とを いう 。た だ
し 、同 一敷 地内 （貯 蔵施設 が存 する 敷地 内） にお いて 燃料 等に 使用 する こと を目 的
と して 危険 物を たく わえる こと は、 危険 物の 貯蔵 には 該当 しな い。
(例) 温 室や 焼却 炉の燃 料と して 危険 物を たく わえ る場 合は 、同 一敷 地内 の温 室
のた めの ボイ ラーや 焼却 炉に 使用 する こと が目 的で ある ため 危険 物の 貯蔵 に
は該 当し ない 。
(２ ) 危険 物の 処理
危険 物の 処理 とは 、危険 物を 精製 、移 充て ん又 は焼 却す るこ とを いう 。な お「 精
製 」、 「移 充て ん」 、「焼 却」 の定 義は 次の とお りで ある 。
ア 精製
蒸 留、 添加 、圧 縮、選 別す るこ とを いう が、 その 結果 、危 険物 でな いも のに な
る場 合は 「精 製」 にはあ たら ない 。
イ 移 充て ん
タ ンク 等の 貯蔵 施設か らポ ンプ 、パ イプ 等で 移送 、詰 め替 える こと をい う。
ウ 焼却
危 険物 を廃 棄、 滅失さ せる こと を目 的と して 焼却 する こと をい う。
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