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提案 基準 １３ 「既 存工 場の事 業の 質的 改善 」

◎

立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準

令３ ６条 １項 ３号 ホ

２］ 提案 基準 １３ （P74・ P75）

１

本文 につ いて
「事 業の 質的 改善 」と は、労 働安 全衛 生環 境の 向上 、機 械等 の更 新又 は事 業活 動の 効
率 化等 をい う。

２

要件 １(１ )に つい て
「支 障が ない 旨の 当該 市町村 長の 同意 があ るこ と」 につ いて は、 地元 市町 村長 の意 見
書 によ り確 認す る。

３

要件 １(３ )た だし 書に ついて
「既 存工 場の 敷地 増を 図るこ とが 困難 と認 めら れる もの 」と は、 次の 各号 のい ずれ か
に 該当 する 場合 等や むを 得ない と認 めら れる もの をい う。
なお 、計 画地 は、 十分 な緑化 が行 われ る等 良好 な計 画で ある こと 。
(１ ) 隣接 地に 当該 事業 の質的 改善 を図 るた めの 適切 な規 模、 形状 の土 地（ 以下 「適
地 」と いう 。） がな い場合
(２ ) 隣接 地に 適地 が存 在して も、 他法 令の 規定 に適 合し ない 場合

４

要件 １(３ )イ につ いて
(１ ) 「既 存工 場の 事業 が、当 該地 域に 引き 続き 立地 する 必要 が認 めら れ」 とは 、当 該
市 町村 の市 街化 区域 （工業 系用 途地 域） の状 況、 取引 先と の位 置関 係、 経営 者及 び
従 業員 の居 住地 等を 総合的 に勘 案し てそ の必 要性 が認 めら れる 場合 をい う。
(２ ) 「当 該事 業活 動上 一体と して 立地 する 必要 が認 めら れる 」と は、 生産 工程 の効 率
上 等の 理由 から 既存 工場と 計画 工場 を分 断す るこ とが 困難 と認 めら れる 場合 等を い
う。

５

要件 １(４ )ア につ いて
「原 則と して 自己 が保 有する もの 」と は、 当該 既存 工場 の事 業を 行う 法人 又は 個人
（ 親又 は相 続予 定者 等を 含む。 ）が 、計 画地 を保 有若 しく は使 用す る権 原を 有し てい る
こ とを 土地 の登 記事 項証 明書又 は定 期借 地権 契約 書等 によ り確 認で きる こと 、又 は、 開
発 許可 等を 受け るま でに 当該権 原を 取得 する こと が確 実と 認め られ るこ とを いう 。

６

要件 １(４ )イ につ いて
「車 両の 通行 上支 障が ない道 路に 接す る」 とは 、法 第４ ３条 第１ 項の 許可 に係 る場 合
に あっ ても 、お おむ ね４ メート ル以 上の 幅員 を有 する 既存 道路 に接 する こと をい う。

７

要件 １(４ )ウ につ いて
「当 該質 的改 善等 に必 要と認 めら れる 規模 」と は、 既存 工場 の事 業の 質的 改善 等を 図
る ため に、 新た な建 築行 為等を 行う に当 たり 必要 と認 めら れる 規模 をい う。

８

留意 事項 イに つい て
「生 産及 び管 理に 直接 係る施 設」 とは 、工 場、 倉庫 、車 庫、 管理 事務 所、 厚生 施設 等
を いう 。

９
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留意 事項 に つい て
(１ ) 「
地 域に おけ る居住 環境 等に 支障 を及 す 位置 」と は、 一 的に
、保
所、
、
施設、
等又 は住 地 に隣 接す る場 合を いう 。
(２ ) 従 地の 地 用 として 、既 存 地の 確認 を既 に受 けて いて 当該 既存 工場 の事 業
の ため の倉 庫に 用途 更す る場 合は 、要 件１ (３ )イで なく 、要 件１ (３ )アの 審査
とな る。
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