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提案 基準 ２９ 「観 光ゾ ーン等 に位 置づ けら れた 区域 内の 宿

法 ３４ 条１ ４号

泊施 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 ２９ （P103・ P104）

１

要件 ５(１ )に つい て
(１ ) 「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 」と は、 次の 地域 、地 区等 をい う。
ア 国 定公 園及 び県 立自然 公園 の普 通地 域
イ 歴 史的 風土 保存 区域
ウ 近 郊緑 地保 全区 域
(２ ) 「原 則と して 次の 地域、 地区 等を 含ま ない こと 。」 とは 、当 該地 域、 地区 等の う
ち 、次 のも のは 申請 地に含 まな いこ と。 なお 、そ れ以 外の もの につ いて は、 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 国 定公 園及 び県 立自然 公園 の特 別地 域
イ 歴 史的 風土 特別 保存地 区
ウ 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

２

要件 ７(２ )に つい て
「延 べ面 積は 、原 則と して２ ００ ０平 方メ ート ル以 下で ある こと 」に つい て、 次の す
べ てに 該当 し、 やむ を得 ないと 認め られ るも のに つい ては 、こ の限 りで ない 。
(１ ) 県が 誘致 又は 積極 的に立 地を 推進 する 宿泊 施設 であ るこ とが 、県 産業 ・雇 用振 興
部 局の 意見 書に より 確認で きる こと
(２ ) 宿泊 施設 の計 画内 容が良 好な もの であ って 、や むを 得な いと 認め られ るこ と
(３ ) 市町 村の 土地 利用 計画、 環境 の保 全、 周辺 の状 況等 に照 らし 支障 がな いこ とが 、
市 町村 長の 意見 書に より確 認で きる こと
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