提案 基準 １３ 「既 存工 場の事 業の 質的 改善 」
提案 基準 １４ 「イ ンタ ーチェ ンジ 周辺 等に おけ る特 定流 通
業務 施設 又は 工場 」

法 ３４ 条１ ４号

提案 基準 ２１ 「既 存建 築物の 再活 用」

令 ３６ 条１ 項３ 号ホ

提案 基準 ２５ 「工 業系 ゾーン に位 置づ けら れた 区域 内の 工
場」 及び
提案 基準 ３１ 「工 業地 域等の 周辺 にお ける 工場 建設 」
にお ける 工場 の定 義
◎

立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準

２］ 提案 基準 １３ （P74・ P75）
提案 基準 １４ （P76～ P78）
提案 基準 ２１ （P88～ P90）
提案 基準 ２５ （P96・ P97）
提案 基準 ３１ （P107・ P108）

提 案基 準１ ３、 １４ 、２ １、２ ５及 び３ １に いう 「工 場」 とは 、次 のい ずれ かに 該当 す
るも のを いう 。
１

日本 標準 産業 分類 （大 分類） の製 造業 に分 類さ れる もの の工 場施 設

２

日本 標準 産業 分類 （大 分類） のサ ービ ス業 のう ち、 自動 車整 備業 、機 械等 修理 業等 の
工 場施 設

３

日本 標準 産業 分類 （大 分類） の生 活関 連サ ービ ス業 、娯 楽業 のう ち、 洗濯 業の 工場 施
設

（参 考）
・ 用途 変更 の取 扱い （本 編P111・P112） の中 で「 工場 の範 囲は 、日 本標 準産 業分 類（ 大
分 類） 建設 業の 全部 、製 造業の 全部 、サ ービ ス業 のう ち自 動車 整備 業、 機械 等修 理業 等
の 工場 、生 活関 連サ ービ ス業、 娯楽 業の うち 洗濯 業の 工場 とす る」 とあ るが 、建 設業 に
つ いて は「 主と して 注文 又は自 己建 設に よっ て建 設工 事を 施工 する 事業 所が 分類 され
る 」も ので あり 、事 業所 とは「 本店 、支 店又 はそ の他 の事 務所 で常 時建 設工 事の 請負 契
約 を締 結す る事 務所 ある いは建 設工 事の 現場 を管 理す る事 務所 」と 定義 づけ られ てい る
た め、 本提 案基 準の 「工 場」の 概念 にそ ぐわ ない こと から 、本 提案 基準 では 「工 場」 に
該 当し ない もの とす る。
ただ し、 主な 業務 が建 設業で あっ ても 、附 属建 築物 とし て製 造業 にあ たる 建築 物が あ
る 場合 は、 一律 に「 工場 」に該 当し ない とは みな さず 、個 別具 体的 に検 討す る。
・

産業 分類 （大 分類 ）の サービ ス業 のう ち中 分類 「廃 棄物 処理 業」 に係 る事 業所 はご み
焼 却場 、汚 物処 理施 設等 と同様 、「 供給 処理 施設 」で あっ て「 工場 」に 該当 しな い。
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