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提案 基準 １８ 「１ ヘク タール 未満 の運 動・ レジ ャー 施設 又

法 ３４ 条１ ４号

は墓 地に 係る 併設 建築 物」

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 １８ （P83）

１

要件 １に つい て
(１ ) 運動 ・レ ジャ ー施 設の「 管理 事務 所、 休憩 所、 クラ ブハ ウス 等」 とは 、当 該運 動
・ レジ ャー 施設 の管 理上設 けら れる 管理 事務 所、 器具 庫等 、並 びに 、利 用増 進上 設
け られ る更 衣室 、便 所、休 憩室 、小 規模 な観 覧席 、及 び、 当該 運動 ・レ ジャ ー施 設
利 用者 のみ を対 象と した喫 茶室 等を いう 。
(２ ) 「内 容等 が適 切」 には、 当該 施設 の利 用者 数に 対応 した 駐車 場が 原則 とし てそ の
敷 地内 に配 置さ れて いるこ と、 及び 、そ の駐 車場 の車 路等 が安 全上 支障 ない よう 計
画 され てい るこ とを 含む。
(３ ) 「容 積率 は、 ４パ ーセン ト以 下で ある こと 。」 、「 建ぺ い率 は、 ２パ ーセ ント 以
下 であ るこ と。 」と あるが 、次 のい ずれ かに 該当 する 場合 につ いて は、 この 限り で
な い。
ア 併 設建 築物 が平 屋建て であ るた め、 容積 率は ４パ ーセ ント 以内 であ るが 、建 ぺ
い率 が２ パー セン トを超 える 場合
イ 敷 地規 模が 小さ いため 、合 理的 に計 画さ れた 併設 建築 物が 、容 積率 等の 制限 を
超え る場 合
ウ そ の他 特段 の事 由があ りや むを 得な いと 認め られ る場 合
(４ ) 観覧 席は 屋根 の有 無にか かわ らず 座席 、通 路等 を床 面積 に算 入し 、容 積率 、建 ぺ
い 率を 算出 する こと 。

２

要件 ３に つい て
「地 元市 町村 の土 地利 用計画 にお いて 、環 境の 保全 上等 に支 障が ない と認 めら れる こ
と 」に つい ては 、地 元市 町村の 環境 の保 全上 等に 支障 がな い旨 の当 該市 町村 長の 意見 書
に より 確認 する 。

３

留意 事項 アに つい て
「騒 音、 振動 、粉 塵等 により 周辺 環境 の悪 化を もた らす おそ れの ある もの 」と は、 サ
ー キッ ト等 をい う。
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