法 ３４ 条１ ４号

提案 基準 ２６ 「地 域振 興産業 の工 場」

◎
１

立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準

令 ３６ 条１ 項３ 号ホ
２］ 提案 基準 ２６ （P98・ P99）

要件 ２（ ２） につ いて
「同 業種 の工 場」 とは 、県産 業・ 雇用 振興 部が 定め る別 表「 地域 振興 産業 の対 象業 種
・対 象市 町村 」の 「業 種の内 容」 欄の 同一 枠内 に入 る業 種の 工場 をい う。
例： ニッ ト製 外衣 とシ ャツ製 造業 は同 業種 であ る。
ニッ ト製 外衣 とニ ット生 地製 造業 は同 業種 では ない 。

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 ６（ １） につ いて
「農 業振 興地 域の 農用 地区域 内の 土地 等で ない こと 」と は、 原則 とし て次 の地 域、 地
区 等を 含ま ない もの であ ること 。た だし 、申 請地 に当 該地 域、 地区 等が 含ま れる 場合 、
所 管担 当部 局に おい て当 該施設 の立 地が 認め られ るも のに つい ては 、こ の限 りで ない 。
ア 農 業振 興地 域の 農用 地区域 及び 優良 農地
イ 地 すべ り防 止区 域、 急傾斜 崩壊 危険 区域 及び 土砂 災害 特別 警戒 区域
ウ 国 定公 園及 び県 立自 然公園 の特 別地 域
エ 歴 史的 風土 保存 区域
オ 風 致地 区
カ 保 安林 及び 保安 施設 地区
キ 史 跡名 勝天 然記 念物 等の指 定を 受け た区 域
ク そ の他 、農 地、 景観 、文化 財及 び自 然環 境等 の保 全並 びに 災害 の防 止等 を図 るた め、
知事 が特 に必 要と 認め る区域
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（別 表）

地域振興産業の対象業種・対象市町村
本 提案 基準 で対 象と する地 域振 興産 業の 工場 は、 次表 のと おり ２３ 業種 、２ ７市 町
村と しま す（ 対象 業種 及び対 象市 町村 につ いて は県 産業 ・雇 用振 興部 で定 めて いま
す。 ）。

■ 対象業種及び対象市町村一覧
◎ 伝統型産業

対象業種

製材

集成材

業 種 の 内 容

対 象 市 町 村

・製材業、木製品製造業のうち一般製材業 天理市、橿原市、桜井市、五條市、宇
陀市、吉野町、大淀町
・造作材・合板・建築用組立材料製造業の 桜井市、五條市、吉野町、大淀町、下
うち集成材製造業
市町

靴下

・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 大和高田市、御所市、香芝市、葛城
のうち靴下製造業
市、
広陵町
靴下仕上
・染色整理業のうち靴下仕上業
大和高田市、香芝市、広陵町
織物
・織物業
広陵町
ニット
・ニット生地製造業
大和高田市、橿原市
・ニット製外衣・シャツ製造業
大和高田市、大和郡山市、橿原市、御
所市、葛城市、広陵町
・下着類製造業及びその他の衣服・繊維製 橿原市、田原本町
身の回り品製造業のうちニット製下着製
造業、ニット製寝着類製造業、補整着製
造業、手袋製造業
縫製
・織物製（不織布製及びレース製を含む） 大和郡山市、橿原市、田原本町
外衣・シャツ製造業（和式を除く）
・下着類製造業のうち織物製下着製造業、 橿原市、田原本町
織物製寝着類製造業
紳士靴
・革製履物製造業のうち紳士靴及び婦人靴 大和郡山市
製造業
製薬
・医薬品製造業
橿原市、御所市、高取町
プラスチック ・プラスチックフィルム・シート・床材合 橿原市
成皮革製造業
・工業用プラスチック製品製造業及びその 大和高田市、大和郡山市、天理市、橿
他のプラスチック製品製造業
原市、五條市、御所市、香芝市、葛城
市、三宅町、田原本町、広陵町
皮釦･服飾品
・装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造 大和高田市、橿原市、桜井市、生駒
業のうちボタン製造業及び服飾品製造業 市、
川西町
素麺
・その他の食料品製造業のうちそうめん製 桜井市
造業
金剛砂･研磨布紙 ・研磨材・同製品製造業
香芝市
箸
・その他の木製品製造業のうち箸製造業 吉野町、下市町
セーム皮･毛皮 ・その他の衣服・繊維製身の回り品製造 宇陀市
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スポーツシュー
ズ
グローブ･ミット
ヘップサンダル
軽装履
竹製品(茶筌、茶
道具、編み針)
◎

三宅町
桜井市、三宅町、河合町
御所市、三郷町、上牧町
三郷町
生駒市

地域産業

対象業種

機械金属

◎

業、なめし革製造業、革製手袋製造業、
かばん製造業、袋物製造業、毛皮製造業
及びその他のなめし革製品製造業のうち
鞣し革製造業、毛皮製造業、毛皮革製
品、同材料及び付属品製造業
・ゴム製・プラスチック製履物・同付属品
製造業及び革製履物製造業のうちスポー
ツシューズ製造業及び同付属品製造業
・がん具・運動用具製造業及び革製手袋製
造業のうち野球用グローブ・ミット等製
造業及び同付属品製造業
・ゴム製・プラスチック製履物・同付属品
製造業及び革製履物製造業のうちゴム製
靴製造業、サンダル製造業及び同付属品
製造業
・ゴム製・プラスチック製履物・同付属品
製造業のうち軽装履製造業及び同付属品
製造業
・その他の木製品製造業のうち茶筌、茶道
具、編み針製造業

業 種 の 内 容

・鉄鋼業
・非鉄金属製造業
・金属製品製造業
・一般機械器具製造業
・電気機械器具製造業
・情報通信機械器具製造業
・電子部品・デバイス製造業
・輸送用機械器具製造業
・精密機械器具製造業

対 象 市 町 村

大和高田市、大和郡山市、天理市、橿
原市、桜井市、五條市、御所市、生駒
市、香芝市、葛城市、宇陀市、平群
町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西
町、三宅町、田原本町、高取町、上牧
町、王寺町、広陵町

地域特有の産業

対象業種

葛（くず）
桐材製品

業 種 の 内 容

対 象 市 町 村

・その他の食料品製造業のうち葛製造業 御所市
・その他の木製品製造業のうち桐材製品 御所市
（家具・下駄箱・箱等）製造業
注）業種の内容については、日本標準産業分類 平成１４年３月改訂版によります。
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