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提案 基準 １６ 「コ ンク リート 塊又 はア スフ ァル トコ ンク リ

法 ３４ 条１ ４号

ート 塊の 再資 源化 施設 」

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 １６ （P80・ P81）

１

要件 １及 び２ につ いて
「県 の環 境管 理部 局か ら確認 され てい るこ と」 及び 「産 業廃 棄物 中間 処理 業の 許可 を
受 ける こと が確 実で ある こと」 とは 、開 発審 査会 に附 議す る時 点で 、当 該施 設が 主に 当
該 地域 で発 生す るコ ンク リート 塊又 はア スフ ァル トコ ンク リー ト塊 を再 資源 化す る施 設
で ある こと 、及 び、 産業 廃棄物 中間 処理 業の 許可 を受 ける こと が確 実で ある こと を県 廃
棄 物対 策課 によ り確 認さ れてい るこ とを いう 。

２

要件 ３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 ４に つい て
(１ ) 「当 該地 域」 とは 原則と して 、都 市計 画区 域単 位で 考え るべ きで ある が、 大和 都
市 計画 区域 につ いて は広域 都市 計画 区域 であ るた め、 奈良 県産 業廃 棄物 処理 基本 計
画 の地 域別 （下 記参 考の七 地域 ）で 考え てよ い。
(参 考)
奈良 県産 業廃 棄物 処理基 本計 画の 地域 区分 は県 内を 次の 七地 域に 分け てい る。
奈 良市 ・大 和郡 山市・ 生駒 市圏
王 寺周 辺広 域市 町村圏
山 辺広 域市 町村 圏
葛 城広 域市 町村 圏
橿 原・ 高市 広域 市町村 圏
桜 井・ 宇陀 広域 市町村 圏
南 和広 域市 町村 圏
(２ ) 「あ って も同 地域 内に適 地が ない 」と は、 次の よう な場 合を いう 。
ア 工 業系 用途 地域 内に既 に住 宅等 が建 築さ れて おり 、当 該地 域に 立地 する と騒 音
等に より 居住 環境 を悪化 させ る場 合
イ 工 業系 用途 地域 内に既 に建 築物 が建 築さ れて おり 物理 的に 空地 がな い場 合
ウ 工 業系 用途 地域 内の道 路が 未整 備で ある 場合
エ そ の他 、上 記ア からウ と同 等と 認め られ る場 合

４

要件 ５に つい て
(１ ) 要件 ５(１ )の 「適 切な緩 衝帯 」と は、 ４メ ート ル以 上の 幅員 であ り、 主と して 亜
高 木が 植栽 され た緑 地帯を 敷地 の境 界に 沿っ てそ の内 側に 配置 した もの をい う。
ただ し、 敷地 が当 該緩衝 帯と 同等 以上 の緩 衝効 果を 有す ると 考え られ る恒 久的 な
公 有物 （十 分な 幅員 を持つ 河川 等を いい 、道 路は 該当 しな い。 ）に 隣接 する 場合 は、
緩 衝帯 の幅 を２ メー トルを 限度 とし て緩 和す るこ とが でき る。
(２ ) 要件 ５(２ )の 「建 築計画 につ いて 、施 設の 配置 、内 容、 規模 等が 適切 」と は、 環
境 対策 （建 屋内 での
業と し、
を 設置 する こと 等県 廃棄 物対 策課 の審 査
要 件等 に適 合す るこ と）が 適切 であ るこ とを いう 。
(３ ) 要件 ５(２ )の 「高 さが原 則と して １５ メー トル 以下 」に つい ては 、施 設内 容を
合 的に
して
を な いと 認め られ る場 合は 、こ の限 りで ない 。
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(４)

要件５(３)の「居住環境等に支障を及ぼすものでない」とは、当該施設が騒音規
制法、振動規制法等にいう特定施設に該当するので、その規制を満足し、かつ学校、
保育所、病院、社会福祉施設、住宅等に隣接しないことをいう。
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
ア 当該施設が住宅に隣接する場合で、産業廃棄物の中間処理業の許可に当たって、
当該隣接者の同意がある場合
イ 線引き以前から存し、又は、線引き後法第３４条第２号等に基づく開発（建
築）許可を受けて建設し、許可後相当期間を経過しているクラッシャープラント
施設等の類似施設の敷地内に当該施設を設置する場合で、現に既存施設が学校、
保育所、病院、社会福祉施設等に隣接している場合

５

要件６について
「原則として次の地域、地区等を含まないこと」とあるが、当該所轄機関等により当
該地域、地区等で立地が認められる場合についてはこの限りでない。

６

要件７について
「既存道路幅員は、大型車の通行上支障がないこと」とは、幹線道路までおおむね
６．５メートル以上の幅員を有する既存道路があることをいう。
なお､「おおむね６．５メートル以上」とは、次の(１)及び(２)に該当する場合は、
６メートル以上の幅員を有する既存道路があることをいい、次の(１)から(４)のすべて
に該当する場合は、５メートル以上の幅員を有する既存道路があることをいう。
(１) 当該既存道路の交通量の多寡、通学路に含まれるか否か、幹線道路から計画地ま
での距離、周辺の土地利用状況等を総合的に勘案して、大型車の通行上支障がない
旨の地元市町村長の意見書があること。
(２) 計画地が当該既存道路（計画地が２以上の既存道路に接する場合は、進入路を計
画する道路が該当する。）に接する部分の道路幅員が６．５メートル以上であり､
かつ､当該６．５メートル以上の幅員を有する道路延長が２０メートル以上あるこ
と。
なお、現況で６．５メートル以上の幅員を有しない場合であっても、開発許可に
より当該既存道路を整備する場合は同様に取り扱うこととする。
(３) 廃棄物又は再資源化物品等の搬出入に関して支障がない旨の県廃棄物対策課長の
意見書があること。
(４) 計画地から幹線道路までの既存道路において、３００ｍ以内ごとに下図の待避所、
又は、これと同等以上と認められる待避できる箇所が設けられていること。
(図)

ｂ

２０ｍ以上

ａ

ｂ≧２ａ
6.5ｍ以上

ただし要件７は、令第２５条第２号の基準ではなく別途定めているものであり、
開発許可申請に当たっては技術基準編に適合することが必要となるので留意するこ
と。

項＞

＜留意事
ア 廃棄物の処理及び
に関する法 施行令第７条第 号の２に
る産業廃棄物処
理施設にあっては、建築基準法第５１条が適用 れ、 市計画
会の を経ること
と れているので留意すること。
イ 廃棄物対策課が、廃棄物の処理及び
に関する法 第１４条第４ に規定 れる
産業廃棄物の中間処理業の許可の
基準を定めているので留意すること。
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