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提案 基準 ３０ 「既 存建 築物（ 住宅 、工 場以 外） の敷 地増 を

法 ３４ 条１ ４号

伴う 質的 改善 」

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 ３０ （P105・ P106）

本提 案基 準は 、既 存建 築物（ 住宅 、工 場以 外） につ いて 、質 的改 善を 図る ため 、既 存
建 築物 の敷 地の 拡張 を必 要とす るも のを 対象 とす るも ので ある こと 。
した がっ て、 既存 建築 物の近 接地 に立 地す るも のや 既存 建築 物と 一体 とな って 近隣 に
移 転す るも のは 対象 とし ていな い。
また 、既 存建 築物 の用 途変更 を伴 うも のは 、本 提案 基準 の対 象と して いな い。

２ 要件 ２に つい て
（１ ） 要件 ２（ １） につ いては 、地 元市 町村 長の 意見 書に より 確認 する 。
（２ ） 要件 ２（ ４） アに 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 地崩 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
３

留意 事項 ア（ ウ） につ いて
倉庫 業の 倉庫 に該 当す るもの は、 留意 事項 ア（ ウ） に該 当し ない 。
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