法３ ４条 ７号 「既 存工 場と密 接な 関連 を有 する 事業 の建 築
物等 の用 に供 する 建築 行為」
提案 基準 １３ 「既 存工 場の事 業の 質的 改善 」

法 ３４ 条７ 号

提案 基準 ２５ 「工 業系 ゾーン に位 置づ けら れた 区域 内の 工

法 ３４ 条１ ４号

場」 及び

令 ３６ 条１ 項３ 号ホ

提案 基準 ３２ 「研 究施 設」
にお ける 工場 又は 研究 施設の 規模 及び 敷地 計画
立 地基 準編 第２ 章第 ５節 ［審 査基 準
立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準

２］ （P25・ P26）
２］ 提案 基準 １３ （P74・ P75）
提案 基準 ２５ （P96・ P97）
提案 基準 ３２ （P109・ P110）

法 ３４ 条７ 号、 提案 基準 １３、 ２５ 及び ３２ にお ける 工場 又は 研究 施設 の規 模及 び敷 地
計画 につ いて は、 次の とお り取扱 う。
１

法３ ４条 ７号 （要 件２ (３)に 該当 する もの ）及 び提 案基 準１ ３に おけ る敷 地面 積又 は
敷 地増 を図 る場 合の 増加 面積は 「原 則と して ５０ ００ 平方 メー トル 以下 」で ある こと に
つ いて 、次 のす べて に該 当し、 やむ を得 ない と認 めら れる もの につ いて は、 この 限り で
な い。
(１ ) 既存 工場 の敷 地面 積が５ ００ ０平 方メ ート ルを 超え るも ので ある こと
(２ ) 敷地 面積 又は 敷地 増を図 る場 合の 増加 面積 が、 次の いず れか に該 当す るも ので あ
る こと 。
ア 法 ３４ 条７ 号 要件２ (３ )の場 合の 敷地 面積 は、 既存 工場 の敷 地面 積以 下で あ
るこ と
イ 提 案基 準１ ３に おいて 敷地 増を 図る 場合 の増 加面 積は 、既 存工 場の 敷地 面積 以
下で ある こと
ウ 提 案基 準１ ３ 要件１ (３ )アの 場合 の敷 地面 積は 、既 存工 場の 敷地 面積 以下 で
ある こと
エ 提 案基 準１ ３ 要件１ (３ )イの 場合 の既 存工 場の 敷地 面積 から の増 加面 積は 、
既存 工場 の敷 地面 積以下 であ るこ と
(３ ) 計画 建築 物の 施設 内容等 を勘 案し てこ れに より 難い と認 めら れる こと
(４ ) 緑地 (※１ )が 開発 面積（ 敷地 増を 図る 場合 にあ って は、 増加 面積 ）の １５ パー セ
ン ト以 上確 保さ れて いるこ と
(５ ) 計画 建築 物の 周囲 に十分 な空 地を 確保 する 等、 周辺 の環 境に 配慮 され た良 好な も
の であ るこ と（ 増築 の場合 にあ って は、 既存 部分 を除 く。 以下 本取 扱い にお いて 同
じ）
(６ ) 環境 の保 全、 周辺 地域の 状況 及び 将来 計画 (※ ２)に 照ら して 支障 がな いこ とが 、
市 町村 長の 意見 書に より確 認で きる こと

２

提案 基準 ２５ 及び ３２ （要件 １(３)又 は(４)に 該当 する もの ）に おけ る敷 地面 積は
「 原則 とし て５ ００ ０平 方メー トル 以下 」で ある こと につ いて 、次 のす べて に該 当し 、
や むを 得な いと 認め られ るもの につ いて は、 この 限り でな い。
(１ ) 市町 村が 計画 建築 物の施 設内 容等 を勘 案し てこ れに より 難い と認 める こと が、 市
町 村長 の意 見書 によ り確認 でき るこ と
(２ ) 緑地 (※１ )が 開発 面積（ 敷地 増を 図る 場合 にあ って は、 増加 面積 ）の １５ パー セ
ン ト以 上確 保さ れて いるこ と

３

提案 基準 ３２ （要 件１ (２)に 該当 する もの ）に おけ る敷 地面 積は 「原 則と して ５０ ０
０ 平方 メー トル 以下 」で あるこ とに つい て、 次の すべ てに 該当 し、 やむ を得 ない と認 め
ら れる もの につ いて は、 この限 りで ない 。
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(１ )
(２ )
(３ )

計画 建築 物の 施設 内容等 を勘 案し てこ れに より 難い と認 めら れる こと
緑地 (※１ )が 開発 面積の １５ パー セン ト以 上確 保さ れて いる こと
計画 建築 物の 周囲 に十分 な空 地を 確保 する 等、 周辺 の環 境に 配慮 され た良 好な も
の であ るこ と
(４ ) 環境 の保 全、 周辺 地域の 状況 及び 将来 計画 (※ ２)に 照ら して 支障 がな いこ とが 、
市 町村 長の 意見 書に より確 認で きる こと
(※ １) 緑地 計画 につ いては 、「 開発 許可 基準 等に 関す る審 査基 準集 （技 術基 準
編 ）」 の樹 木の 保存及 び緩 衝帯 に関 する 技術 基準 にも 適合 させ る必 要が ある の
で 、留 意す るこ と。
(※ ２)「 将来 計画 」と は、 市町 村の 総合 計画 等で 想定 され る土 地利 用計 画をい う。
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