法 ３４ 条１ ４号

提案 基準 １１ 「公 害等 による 移転 」

◎

令 ３６ 条１ 項３ 号ホ

立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準

２］ 提案 基準 １１ （P72）

１

本提 案基 準の 対象 とな る移転 は次 のい ずれ かに 該当 する 場合 とす る。
(１ ) 市街 化調 整区 域に 存する 工場 等の 移転
(２ ) 市街 化区 域内 （住 居系用 途地 域） に存 する 既存 不適 格工 場等 の移 転

２

要件 ２に つい て
「公 害防 止の ため に必 要な措 置が 講じ られ てい るこ と」 とは 、予 定建 築物 等の 施設 計
画 が移 転理 由に 対処 した 内容で あり 、か つそ の他 の公 害防 止の ため 必要 な措 置を 講じ て
い るこ とを いう 。

３

要件 ３及 び要 件４ につ いて
移転 先は 従前 地と 同一 地域内 （生 活・ 経済 圏） であ るこ と。
同一 経済 圏で ある こと につい ては 、当 該工 場等 の取 引先 、従 業員 の居 住地 等か ら総 合
的 に判 断す る。
また 、移 転先 は市 街化 区域（ 工業 系用 途地 域） の状 況、 道路 交通 事情 等に 照ら して 適
切 であ り、 かつ 、地 元市 町村の 土地 利用 計画 及び 環境 の保 全等 に照 らし 支障 がな い旨 の
当 該市 町村 長の 意見 書が あるこ と。

４

要件 ５に つい て
「敷 地が 従前 とほ ぼ同 一の規 模」 とは 、移 転先 の敷 地面 積が 従前 地の おお むね １． ５
倍 以内 であ るこ とを いう 。また 予定 建築 物等 の規 模に つい ても 従前 のお おむ ね１ ．５ 倍
以 内で ある こと 。
ただ し、 敷地 面積 又は 予定建 築物 の規 模に つい て公 害対 策、 環境 対策 、緑 化計 画等 の
結 果に より 、や むを 得な いと認 めら れる 理由 が存 する 場合 は、 従前 の２ 倍を 超え ない 範
囲 で認 める こと とす る。

５

留意 事項 アに つい て
「公 的機 関か らの 勧告 等があ り」 とは 、公 的機 関が 公害 等に 関す る公 的資 料に 基づ き
勧 告等 を行 った もの をい う。
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