
○袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例  

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」

という。）第６８条の２第１項の規定に基づき、地区計画の区域内にお

ける建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な

都市環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭和

２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条

第１項の規定により告示された地区計画の区域において、地区整備計画

が定められている次に掲げる区域（以下「地区整備計画区域」という。）

に適用する。 

(1) 袖ケ浦駅前地区地区整備計画区域 

(2) 代宿地区地区整備計画区域 

(3) 代宿けやき台地区地区整備計画区域 

(4) 袖ケ浦椎の森工業団地１期地区地区整備計画区域 

(5) のぞみ野地区地区整備計画区域 

(6) 袖ケ浦駅海側地区地区整備計画区域 

(7) 福王台桜坂上地区地区整備計画区域 

(8) 袖ケ浦椎の森工業団地２期地区地区整備計画区域 

（建築物の用途の制限） 

第４条 地区整備計画区域においては、別表の地区整備計画区域（その地

区整備計画区域に係る地区計画において、当該地区整備計画区域を２以

上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地

区とする。以下次条から第９条までにおいて同じ。）の区分に応じ、そ

れぞれ同表（ア）欄に掲げるとおり建築物の用途を制限する。 



（建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第５条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表の地区整備計

画区域の区分に応じ、それぞれ同表（イ）欄に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。 

（建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第６条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表の地区整備計

画区域の区分に応じ、それぞれ同表（ウ）欄に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる

敷地で法第５３条第３項第２号の規定により千葉県知事が指定するもの

の内にある建築物にあっては、別表（ウ）欄に掲げる数値に１０分の１

を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第７条 建築物の敷地面積は、別表の地区整備計画区域の区分に応じ、そ

れぞれ同表（エ）欄に掲げる数値以上でなければならない。 

２ 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地と

して使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する

所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項

の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地とし

て使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号の一に該当

する土地については、この限りでない。 

(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は

適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で改正前の同

項の規定に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築

物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することと

なる土地 

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合



するに至った土地 

（壁面の位置の制限） 

第８条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は敷地境

界線（隅切又はごみ集積用地及び電柱用地その他これらに類する敷地に

接する部分を除く。）までの距離（以下「外壁の後退距離」という。）

は、別表の地区整備計画区域の区分に応じ、それぞれ同表（オ）欄に掲

げる数値以上でなければならない。ただし、外壁の後退距離の限度に満

たない距離にある建築物又は建築物の部分が、同欄に掲げる制限の緩和

の条件の一に該当する場合は、この限りでない。 

（建築物の高さの最高限度） 

第９条 建築物の高さは、別表の地区整備計画区域の区分に応じ、それぞ

れ同表（カ）欄に掲げる数値以下でなければならない。 

（建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置） 

第１０条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合で、その

敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは、その建築物又はそ

の敷地の全部について第４条及び第７条の規定を適用する。 

２ 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、当該地区

整備計画区域に属する建築物の部分について、前２条の規定を適用する。 

３ 建築物の敷地が地区整備計画区域又は第４条に規定する地区（以下こ

の項及び次項において単に「区域又は地区」という。）の２以上にわた

る場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地

の過半の属する区域又は地区に係る第４条及び第７条の規定を適用する。 

４ 建築物が区域又は地区の２以上にわたる場合においては、各区域又は

地区に属する建築物の部分について、これらの区域又は地区に係る前２

条の規定を適用する。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１１条 法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建

築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合にお



いては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条

の規定は、適用しない。 

(1) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第４条の規定

の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き

続き第４条の規定（同条の規定が改正された場合においては、改正前

の同条の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下こ

の項において同じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、増

築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面

積に対して、それぞれ法第５２条第１項から第３項まで及び法第５３

条の規定に適合すること。 

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍

を超えないこと。 

(3) 増築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の

床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍

を超えないこと。 

(4) 第４条の規定に適合しない理由が原動機の出力、機械の台数又は容

器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は

容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の

１．２倍を超えないこと。 

（公益上必要な建築物の特例） 

第１２条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構

造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内

において適用しない。 

２ 市長は、前項の規定により許可する場合においては、あらかじめ袖ケ

浦市地区計画建築審議会の意見を聴かなければならない。ただし、前項

の規定により許可しようとする建築物が巡査派出所、公衆便所その他こ

れらに類するものに該当する場合は、この限りでない。 

（土地区画整理事業の施行に起因する場合の特例） 



第１３条 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９８条第１項

の規定による仮換地の指定又は同法第１０３条第１項の規定による換地

処分を受けたことに起因して、この条例の規定に適合しないこととなる

建築物又はその敷地で、規則で定める基準に適合すると認めて市長が許

可し、又は認定したものについては、当該許可又は認定の範囲内におい

て、当該規定は適用しない。 

２ 前条第２項本文の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用す

る。 

（審議会の設置） 

第１４条 第１２条第２項本文及び前条第２項に規定する市長の諮問に応

じ調査審議するため、袖ケ浦市地区計画建築審議会（以下「審議会」と

いう。）を設置する。 

２ 審議会は、委員５人以内で組織し、学識経験を有する者のうちから市

長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

（罰則） 

第１６条 次の各号の一に該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。 

(1) 第４条又は第７条第１項の規定に違反した場合（次号に規定する場

合を除く。）における当該建築物の建築主 

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第

７条第１項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の

敷地の所有者、管理者又は占有者 

(3) 第５条、第６条第１項、第８条又は第９条の規定に違反した場合に

おける当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又



は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物

の工事施工者） 

(4) 法第８７条第２項において準用する第４条の規定に違反した場合

における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第３号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主

の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほ

か、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が

その法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合において

は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第１項の罰金

刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当

該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽

くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この

限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成８年８月１日から施行する。 

（袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正） 

２ 袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和４６年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 



別表（第４条―第９条関係） 

地区

整備

計画

区域

の名

称 

地区

の名

称 

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） 

建築物の用途の制限 建築物

の延べ

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

建築物

の建築

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

壁面の位置（外壁の後退距離）の制限 建築物

の高さ

の最高

限度 

道路境界線か

らの距離 

敷地境界

線からの

距離 

制限の緩和の条件 

袖ケ

浦駅

前地

区地

区整

備計

画区

域 

住居

地区 

建築してはならない建築物 

(1)法別表第二（に）項第３号に掲げ

る運動施設 

(2)自動車教習所 

(3)畜舎（ペットとして飼育する犬、

猫等の小動物の畜舎で１５平方メ

ートル以下のもの並びに動物病院

及びペットショップその他これら

に類するものを除く。） 

(4)工場（政令第１３０条の６で定め

るもの並びにガソリンスタンド及

びこれに類する施設に附属するも

のを除く。） 

    １５０

平方メ

ートル 

        

商

業・

業務

地区 

建築してはならない建築物 

(1)法別表第二（ほ）項第２号に掲げ

る建築物（マージャン屋、ぱちん

こ屋を除く。） 

(2)法別表第二（へ）項第２号及び

（と）項第３号に掲げる事業を営

む工場 

(3)法別表第二（と）項第４号に掲げ

    １５０

平方メ

ートル 

都市計画道路

３．４．５号

袖ケ浦駅前

線、都市計画

道路３．４．

７号袖ケ浦国

道１６号線及

び都市計道路

      



る危険物の貯蔵又は処理に供する

建築物 

(4)倉庫業（貨物運送業を含む。）を

営む倉庫 

(5)自動車教習所 

(6)畜舎（ペットとして飼育する犬、

猫等の小動物の畜舎で１５平方メ

ートル以下のもの並びに動物病院

及びペットショップその他これら

に類するものを除く。） 

(7)風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条第６項各

号に掲げる店舗型性風俗特殊営業

の用に供する建築物 

３．４．８号

高須箕和田線

に面する部分

にあっては１

メートル 

代宿

地区

地区

整備

計画

区域 

        １５０

平方メ

ートル 

１メートル １メート

ル 

(1)外壁又はこれに代わる柱の中

心線の長さの合計が３メートル

以下であること。 

(2)自動車車庫、物置その他これら

に類する用途に供し、軒の高さ

が２．３メートル以下で、かつ、

床面積の合計が５平方メートル

以内であること。 

  

代宿

けや

き台

地区

地区

整備

計画

区域 

低層

住宅

地区

A 

建築することができる建築物 

(1)住宅 

(2)住宅で事務所、店舗その他これら

に類する用途を兼ねるもののう

ち、令第１３０条の３に規定する

建築物 

(3)地区集会所又は公民館 

(4)診療所 

(5)巡査派出所、公衆電話所その他こ

    １６５

平方メ

ートル 

１メートル １メート

ル 

(1)外壁又はこれに代わる柱の中

心線の長さの合計が３メートル

以下であること。 

(2)物置その他これらに類する用

途に供し、軒の高さが２．３メ

ートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内であ

ること。 

(3)自動車車庫で、軒の高さが２．

  



れらに類する令第１３０条の４に

規定する建築物 

(6)前各号の建築物に附属するもの

（令第１３０条の５に規定するも

のを除く。） 

３メートル以下であること。 

低層

住宅

地区

B 

建築することができる建築物 

(1)住宅 

(2)住宅で事務所、店舗その他これら

に類する用途を兼ねるもののう

ち、令第１３０条の３に規定する

建築物 

(3)地区集会所又は公民館 

(4)診療所 

(5)巡査派出所、公衆電話所その他こ

れらに類する令第１３０条の４に

規定する建築物 

(6)前各号の建築物に附属するもの

（令第１３０条の５に規定するも

のを除く。） 

１０分

の１０ 

１０分

の５ 

１６５

平方メ

ートル 

１メートル １メート

ル 

(1)外壁又はこれに代わる柱の中

心線の長さの合計が３メートル

以下であること。 

(2)物置その他これらに類する用

途に供し、軒の高さが２．３メ

ートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内であ

ること。 

(3)自動車車庫で、軒の高さが２．

３メートル以下であること。 

１０メ

ートル 

沿道

利用

地区 

建築してはならない建築物 

(1)法別表第二（に）項第３号に掲げ

る運動施設 

(2)法別表第二（ほ）項第２号に掲げ

る建築物（マージャン屋を除く。）

(3)法別表第二（ほ）項第３号に掲げ

る建築物 

(4)畜舎（ペットとして飼育する犬、

猫等の小動物の畜舎で１５平方メ

ートル以下のもの並びに動物病院

及びペットショップその他これら

に類するものを除く。） 

(5)学校、図書館その他これらに類す

    １６５

平方メ

ートル 

１メートル   (1)外壁又はこれに代わる柱の中

心線の長さの合計が３メートル

以下であること。 

(2)物置その他これらに類する用

途に供し、軒の高さが２．３メ

ートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内であ

ること。 

(3)自動車車庫で、軒の高さが２．

３メートル以下であること。 

  



るもの（地区集会所、公民館を除

く。） 

(6)老人ホーム、保育所、身体障害者

福祉ホームその他これらに類する

もの 

(7)自動車教習所 

(8)公衆浴場 

(9)神社、寺院、教会その他これらに

類するもの 

袖ケ

浦椎

の森

工業

団地

１期

地区

地区

整備

計画

区域 

  建築してはならない建築物 

(1) 神社、寺院、教会その他これら

に類するもの 

(2) 保育所その他これに類するも

の（就労者のために建築物の附帯

施設として設置されるものを除

く。） 

(3) 公衆浴場 

(4) 診療所（就労者のために建築物

の附帯施設として設置されるもの

を除く。） 

(5) 老人福祉センター、児童厚生施

設その他これらに類するもの 

(6) 自動車教習所 

(7) 畜舎（研究用のものを除く。）

(8) カラオケボックスその他これ

に類するもの 

(9) 集会場（業として葬儀を行うも

のに限る。） 

(10) 法別表第二（ぬ）項第１号に

掲げる事業を営む工場 

(11) 法別表第二（ぬ）項第２号に

掲げる危険物の貯蔵又は処理に供

    １，０

００平

方メー

トル 

３メートル。

ただし、道路

の歩道部分と

敷地との間に

法面等が存在

し、道路に対

する壁面の後

退が不合理と

なる場合にあ

っては、１メ

ートル 

１メート

ル 

(1) 地盤面下に設ける建築物で

あること。 

(2) 建築物の管理上最小限必要

な附帯施設であること。 

  



する建築物 

(12) 一般廃棄物又は産業廃棄物の

処理施設（工場その他の建築物に

附属するもので、当該建築物にお

いて生じた廃棄物のみの処理を行

うものを除く。） 

のぞ

み野

地区

地区

整備

計画

区域 

低層

住宅

地区 

建築することができる建築物 

(1) 専用住宅、長屋住宅（賃貸を除

く。） 

(2) 住宅で事務所、店舗その他これ

らに類する用途（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）に規定

する事務所（以下「暴力団員の事

務所」）を除く。）を兼ねるもの

で、政令第１３０条の３に規定す

る建築物 

(3) 幼稚園、小学校、中学校、高等

学校 

(4) 地区集会所 

(5) 診療所（医院、歯科医院、あん

ま・針灸等を含む。）、保育所等 

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他

これらに類する政令第１３０条の

４に規定する建築物 

(7) 放課後児童クラブ会館 

(8) 老人ホーム、老人福祉センター

等 

(9) 前各号の建築物に附属するも

の 

    １４０

平方メ

ートル 

１メートル １メート

ル 

(1) 別棟又は母屋に差掛屋根で

増築する壁を有する車庫、物置

及び車庫物置併設棟で制限され

ている範囲に入る面積が５平方

メートル以下のもの。ただし、

上下階又は隣室に居室（法第２

条第４号に定めるものをいう。）

を設ける場合を除く。 

(2) 壁を有しない構造の車庫 

(3) 玄関ポーチ、戸袋 

(4) 次に掲げる出窓又はバルコ

ニーは、道路境界線又は隣地境

界線までの水平距離を０．５メ

ートル以上とする。 

ア 次のすべての条件に該当す

る出窓 

（ア） 下端の床面からの高

さが、０．３メートル以上

であること。 

（イ） 周囲の外壁面から水

平距離０．５メートル以上

突き出ていないこと。 

（ウ） 見付面積の２分の１

以上が窓であること。 

イ 外気に有効に開放されてい

る部分の高さが１．１メート

  



ル以上、かつ、天井の高さの

２分の１以上を有するバルコ

ニー 

セン

ター

地区 

建築してはならない建築物 

(1) 暴力団員の事務所及び暴力団

員の事務所との兼用住宅 

(2) 法別表第二（い）項第５号（神

社、寺院、教会等）、第７号（公

衆浴場）に掲げる建築物 

(3) 法別表第二（に）項第２号（工

場）、第３号（運動施設）、第４

号（ホテル等）及び第５号（自動

車教習所）に掲げる建築物 

(4) 法別表第二（と）項第４号に掲

げる危険物の貯蔵又は処理に供す

る建築物 

(5) 法別表第二（に）項第６号に掲

げる畜舎（ペットとして飼育する

犬、猫等の小動物の畜舎で１５平

方メートル以下のもの並びに動物

病院及びペットショップその他こ

れらに類するものを除く。） 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律第２条第６

項各号に掲げる店舗型性風俗特殊

営業の用に供する建築物 

              

袖ケ

浦駅

海側

地区

地区

整備

低層

住宅

地区 

建築してはならない建築物 

(1) 神社、寺院、教会その他これら

に類するもの 

(2) 公衆浴場 

    １６５

平方メ

ートル 

１メートル １メート

ル 

車庫及び物置   

道路

等沿

建築してはならない建築物 

(1) 法別表第二（に）項第３号に掲

      １メートル １メート

ル 

    



計画

区域 

線地

区 

げる運動施設 

(2) 自動車教習所 

(3) 畜舎（ペットとして飼育する

犬、猫等の小動物の畜舎で１５平

方メートル以下のもの並びに動物

病院及びペットショップその他こ

れらに類するものを除く。） 

幹線

道路

沿線

地区 

建築してはならない建築物 

(1) 法別表第二（ほ）項第２号に掲

げる建築物（マージャン屋、ぱち

んこ屋等を除く。） 

(2) 自動車教習所 

(3) 畜舎（ペットとして飼育する

犬、猫等の小動物の畜舎で１５平

方メートル以下のもの並びに動物

病院及びペットショップその他こ

れらに類するものを除く。） 

      都市計画道路

３・３・１１

号西内河根場

線、都市計画

道路３・４・

１８号西内河

高須線及び都

市計画道路

３・３・１７

号袖ケ浦駅北

口線に面する

部分にあって

は２メートル 

      

商業

地区 

建築してはならない建築物 

(1) 専用住宅、長屋住宅（賃貸を除

く。） 

(2) 法別表第二（ほ）項第２号に掲

げる建築物（マージャン屋、ぱち

んこ屋等を除く。） 

(3) 法別表第二（へ）項第２号及び

（と）項第３号に掲げる事業を営

む工場 

(4) 法別表第二（と）項第４号に掲

げる危険物の貯蔵又は処理に供す

る建築物 

      都市計画道路

３・３・１７

号袖ケ浦駅北

口線に面する

部分にあって

は２メートル 

      



(5) 風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律第２条第６

項各号に掲げる店舗型性風俗特殊

営業の用に供する建築物 

(6) 自動車教習所 

(7) 倉庫業を営む倉庫 

(8) 畜舎（ペットとして飼育する

犬、猫等の小動物の畜舎で１５平

方メートル以下のもの並びに動物

病院及びペットショップその他こ

れらに類するものを除く。） 

福王

台桜

坂上

地区

地区

整備

計画

区域 

低層

住宅

地区

A 

建築することができる建築物 

(1) 住宅 

(2) 住宅で事務所、店舗その他これ

らに類する用途を兼ねるもののう

ち、政令第１３０条の３に規定す

る建築物 

(3) 前各号の建築物に附属するも

の（政令第１３０条の５に規定す

るものを除く。） 

１０分

の１０ 

１０分

の５ 

１６５

平方メ

ートル 

１メートル １メート

ル 

道路（２号歩行者専用道路を除

く。）境界線側の外壁又はこれに

代わる柱の中心線の長さの合計が

３メートル以下であること。 

１０メ

ートル

かつ２

階以下

（地階

を除

く。） 

低層

住宅

地区

B 

建築することができる建築物 

(1) 住宅 

(2) 住宅で事務所、店舗その他これ

らに類する用途を兼ねるもののう

ち、政令第１３０条の３に規定す

る建築物 

(3) 前各号の建築物に附属するも

の（政令第１３０条の５に規定す

るものを除く。） 

１０分

の１０ 

１０分

の５ 

３００

平方メ

ートル 

１メートル １メート

ル 

道路（２号歩行者専用道路を除

く。）境界線側の外壁又はこれに

代わる柱の中心線の長さの合計が

３メートル以下であること。 

１０メ

ートル

かつ２

階以下

（地階

を除

く。） 

袖ケ

浦椎

の森

 建築することができる建築物 

(1) 物品販売業を営む店舗又は飲

食店（その用途に供する部分の床

  １，０

００平

方メー

３メートル。

ただし、道路

の歩道部分と

１メート

ル 

(1) 地盤面下に設ける建築物で

あること。 

(2) 建築物の管理上最小限必要

 



工業

団地

２期

地区

地区

整備

計画

区域 

面積の合計が５００平方メートル

以内で、かつ、当該地区内の工場

で製造及び加工する製品を主に販

売又は提供する施設に限る。） 

(2) 事務所 

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他

これらに類する政令第１３０条の

４に規定する建築物 

(4) 保育所その他これに類するも

の（就労者のために建築物の附帯

施設として設置されるものに限

る。） 

(5) 診療所（就労者のために建築物

の附帯施設として設置されるもの

に限る。） 

(6) 自動車車庫 

(7) 倉庫業を営む倉庫 

(8) 工場（法別表第二（ぬ）項第１

号(1)から(13)まで、(16)から(28)

まで、(30)又は(31)に掲げる事業

を営むものを除く。ただし、同号

(25)又は(28)に掲げる事業を営む

もののうち医療機器等又はその基

幹部を構成する製品の製造又は研

究開発を行うものは、この限りで

ない。） 

(9) 危険物の貯蔵又は処理に供す

る建築物（法別表第二（ぬ）項第

２号に規定するものを除く。ただ

し、日本標準産業分類（平成２５

年総務省告示第４０５号）に掲げ

る中分類０９―食料品製造業に分

トル 敷地との間に

法面等が存在

し、道路に対

する壁面の後

退が不合理と

なる場合にあ

っては、１メ

ートル 

な附帯施設であること。 



類される産業の用に供する建築物

及び日本標準産業分類に掲げる中

分類１６―化学工業、中分類２４

―金属製品製造業、中分類２６―

生産用機械器具製造業、中分類２

７―業務用機械器具製造業、中分

類２９―電気機械器具製造業又は

中分類７１―学術・開発研究機関

に分類される産業の用に供する建

築物のうち医薬品、化粧品、医療

機器、医薬部外品で自然素材を活

用した物、特定保健用食品、栄養

機能食品等又はその基幹部を構成

する製品の製造又は研究開発を行

うものは、この限りでない。） 

(10) 前各号の建築物に付属するも

の 

 


