提案 基準 １４ 「イ ンタ ーチェ ンジ 周辺 等に おけ る特 定流 通
業務 施設 又は 工場 」
提案 基準 ２５ 「工 業系 ゾーン に位 置づ けら れた 区域 内の 工
場」
提案 基準 ２６ 「地 域振 興産業 の工 場」
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
令 ３６ 条１ 項３ 号ホ

泊施 設」
提案 基準 ３１ 「工 業地 域等の 周辺 にお ける 工場 建設 」及 び
提案 基準 ３２ 「研 究施 設」に おけ る道 路要 件の 運用
◎

１

立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準２ ］提 案基 準１ ４（ P76～P78）
提 案基 準２ ５（ P96・P97）
提 案基 準２ ６（ P98・P99）
提 案基 準２ ９（ P103・P104）
提 案基 準３ １（ P107・P108）
提 案基 準３ ２（ P109・P110）

提案 基準 １４ 、２ ５、 ２６、 ２９ 、３ １、 ３２ にお ける 道路 要件 につ いて
「○ ○施 設の 立地 によ り生じ る車 両の 通行 等に 支障 のな い幅 員（ 原則 とし て６ ｍ以 上
の 幅員 ）の 道路 に接 し、 かつ、 当該 道路 が申 請地 から 幹線 道路 に至 るま での 区間 にお い
て 確保 され てい るこ と」 の運用 につ いて は、 次の いず れか に該 当す る場 合は 、６ ｍ未 満
の 幅員 の道 路で あっ ても 適用す るこ とが でき るこ とと する 。た だし 、流 通業 務施 設の 場
合 は大 型車 両が 頻繁 に出 入りす るこ とが 想定 され るこ とに 鑑み 、当 該運 用は 適用 しな い
こ とと する 。ま た、 「開 発許可 制度 等に 関す る審 査基 準集 （技 術基 準編 ）」 の道 路に 関
す る技 術基 準に も適 合さ せる必 要が ある ので 留意 する こと 。
（ １） 敷地 面積 （開 発面 積） が１ ００ ０㎡ 未満 のも ので 、４ ｍ以 上の 道路 幅員を 有し 、
か つ、 主な 通行 車両 が普 通自 動車 （※ ）で ある と認 めら れる もの
（ ２） 敷地 面積 （開 発面 積） が１ ００ ０㎡ 以上 のも ので 、次 のい ずれ かに 該当し 、か つ、
主 な通 行車 両が 普通 自動 車で ある と認 めら れる もの
ア 幹 線道 路に 至る まで の区 間の うち 、４ ｍ以 上６ ｍ未 満の 道路 幅員 を有す る区 間
の合 計が 概ね ３０ ０ｍ 以下 であ り、 かつ 、そ れ以 外の 箇所 にお いて ６ｍ以 上の
道路 幅員 を有 する もの
イ 幹 線道 路に 至る まで の区 間の うち 、概 ね８ 割以 上が ６ｍ 以上 の道 路幅員 を有 し、
かつ 、そ れ以 外の 箇所 にお いて ４ｍ 以上 の道 路幅 員を 有す るも の
ウ 幹 線道 路に 至る まで の区 間の うち 、過 半が ６ｍ 以上 の道 路幅 員を 有し、 かつ 、
それ 以外 の箇 所に おい て５ ｍ以 上の 道路 幅員 を有 する もの
エ そ の他 、上 記と 同等 と認 めら れる もの
（ ３） 地域 振興 産業 のう ち、 地域 にお いて 歴史 と伝 統に 培わ れて きた 伝統 型産業 又は 地
域 特有 産業 であ って 、当 該伝 統型 産業 又は 地域 特有 産業 の操 業形 態か ら当該 計画 地
周 辺の 道路 状況 で支 障な い旨 の市 町村 長の 意見 書が あり 、か つ、 主な 通行車 両が 普
通 自動 車で ある と認 めら れる もの （最 小道 路幅 員が ４ｍ 以上 であ るも のに限 る）
※

普通 自動 車と は、 車両総 重量 が８ ﾄﾝ未 満、 最大 積載 量が ５ﾄﾝ未満 、乗 車定 員が 10
人 以下 のも のを いう 。（道 路交 通法 の一 部を 改正 する 法律 （平 成16年法 律第 90号 ）
に よる 改正 前の 道路 交通法 第３ 条に 規定 する 普通 自動 車）
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