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岩国市工場立地法地域準則条例（仮称）の制定について 

 

１ はじめに 

工場の緑地・環境施設面積率については、工場立地法に規定されていますが、同

法の施行から４４年が経ち、大気汚染防止法等の環境規制法体系の整備や公害防止

技術の進歩により、製造業における公害問題は改善されています。 

一方、地域の実情に沿った緑地整備の要請、地方分権の要請等に対応し、工場立

地法は平成２３年９月から一部改正され、地域が独自に定める緑化基準等の幅が見

直されてきました。 

こうした状況において、地域の実情に合った本基準の弾力的な対応を可能とする

ことを目的に、平成２４年度より同法の緑地及び環境施設面積率に関する条例の制

定に係る権限が市に移譲され、また、昨年度からは、町にも権限が委譲され、隣接

する和木町でも地域準則の制定が可能になりました。 

そのような中、既に山口県内においても山口市、下関市、周南市等の複数の地区

において弾力的な運用が開始されており、岩国市においても既存工場等の新設や増

改築、設備更新、工場の耐震化の促進を支援することにより、工場の市外転出を防

止し、岩国市の産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図るため、「岩国市工場

立地法地域準則条例（仮称）」を制定することを検討しています。 

＜この資料における主な用語の説明＞ 

・緑地 

 樹木が生育する区画された土地や低木又は除草等の手入れがなされた芝や地被

植物等で被われた土地（樹木地、低木地、芝生、花壇等） 

・環境施設 

 緑地及びこれに類する施設で、周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理

がなされているもの（緑地、噴水、屋内運動施設、広場、太陽光発電施設等） 

・敷地面積 

 工場等の用に供する土地の全面積 

・緑地面積率 

 敷地面積に対する緑地の面積の割合 

・環境施設面積率 

 敷地面積に対する環境施設の面積の割合（緑地も面積に含まれる。） 

・重複緑地算入率 

 緑地面積に算入できる重複緑地の割合 
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２ 工場立地法の概要 

工場の立地が、環境保全を図るとともに、国民経済の健全な発展と福祉の向上に

寄与することができるよう、国は昭和３４年３月に「工場立地の調査等に関する法

律」を制定しました。 

この法律は、工場立地に関する国の調査権限などとともに、工場を設置しようと

する者への情報提供、助言が主たる目的でしたが、昭和４８年１０月の法改正（昭

和４９年３月３１日施行）により、法律の題名を現在の「工場立地法」に改めると

ともに、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう一定規模以上の工場

について新増設を行う際の生産施設や緑地・環境施設の敷地面積に対する割合等の

基準を定めています。 

 

（１）対象工場（特定工場） 

 以下の２つの要件に合致する工場が対象工場（以下「特定工場」という。）と 

なります。 

① 業種 
製造業、電気供給業（水力、地熱、太陽光発電所は除く。）、 

ガス供給業、熱供給業 

② 面積 敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上 

 

（２）主な内容（面積率規制等） 

 特定工場の敷地面積に対する緑地面積率は、以下のとおり定められており、特 

定工場はこれを遵守しなければなりません。（昭和４９年法施行以前の工場（増 

設等を含む。）に対しては、別途規定。） 

区 域 緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地算入率 

指定無し ２０％以上 ２５％以上 ２５％以下 

 

（３）地域準則制度の概要 

工場立地法施行当初は、上記による国の定めた全国一律の準則のみでしたが、

平成９年の法改正により都道府県及び政令市が、また平成２４年の地域主権一括

法により全ての市が緑地面積率等について、国の定める範囲内で、地域の実情に

応じ条例により「地域準則」を定め緩和することが可能になりました。 

これにより、山口県においては、平成１７年に独自の地域準則条例が制定され、 

 現在本市ではこの基準が適用されています。 
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用途地域 区  分 国の許容する範囲 
山口県の基準 

（本市適用） 

住居・商業 

緑地面積率 (20%超30%以下)以上 30%以上 

環境施設面積率 (25%超35%以下)以上 35%以上 

準工業 

緑地面積率 (10%以上25%以下)以上 20%以上 

環境施設面積率 (15%以上30%以下)以上 25%以上 

工業・工業専用 

緑地面積率 (5%以上20%未満)以上 10%以上 

環境施設面積率 (10%以上25%未満)以上 15%以上 

その他の区域 

(上記以外の区域) 

緑地面積率 (5%以上25%以下)以上 20%以上 

環境施設面積率 (10%以上30%以下)以上 25%以上 

 重複緑地算入率 50%以下 25%以下 

 

３ 本市における緑地面積率等の緩和の背景 

（１）緑地面積率等の緩和の理由 

① 地域経済の活性化、雇用の確保のためには、市内企業のより積極的な設備

投資を助長することが即効性のある手段であり、企業活動を制約する要因の

一つである緑地面積率等の緩和は有効なものであること。 

② 市内企業からも、緩和の要望が出されていること。 

③ 国においても、地域準則の制定について、より柔軟な対応ができるよう検

討されていること。 

④ 緩和により懸念される緑地の減少については、工場のスクラップ・アンド・

ビルドにより逆に増加するケースもあり、また、設備更新により環境への負

荷の低減が図れるものと期待されること。 

⑤ 平成２９年度からは町にも権限が委譲され、隣接する和木町でも地域準則

の制定が可能となり、コンビナートが一体形成された地域での取り組みが可

能となったこと。 

 

（２）他市における条例制定の状況 

地域準則を定める条例については全国的に制定され始めており、県内でも６つ 

の自治体（下関市、山口市、萩市、長門市、美祢市、周南市）において既に制定
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されています。 

企業の流出防止または企業誘致における自治体競争力の強化の観点から緑地面 

積率等の緩和の重要性が高まってきています。 

 

（３）市内特定工場の状況 

本市の特定工場に対して、平成３０年５月から６月にかけて工場立地法の規制

や関連する課題等についてのアンケート調査を行った結果以下のとおりとなりま

した。 

① 対 象 企 業 市内特定工場 

② 調 査 方 法 郵送による調査 

③ 調 査 時 期 平成３０年５月～６月 

④ 回 収 率 ８８％（２９/３３） 

⑤ 集 計 結 果  

・回答２９工場のうち、２７工場は「現行の緑地面積率の規制緩和が必要。」

と回答しています。 

・回答２９工場のうち、２２工場は「規制緩和が実施された場合、設備の

新設及び更新等が促進される。」と回答しています。 

・回答２９工場のうち、２８工場は「緑地面積は当面は現状維持であるが、

必要に応じて倉庫や設備設置等に利用する。」と回答しています。 

  このことから、本市の特定工場においては緑地面積率の規制緩和を望んでいる

と判断されます。 

 

４ 条例（案）の制定方針について 

本市においては、法改正に当たっての国の考え方や、アンケート結果等を踏まえ、

既存工場の増改築や耐震化等の促進を図る一方で、次のとおり地域準則を制定し、

緑地面積率等の緩和を行うことが必要と考えています。 

 

（１）住居地域・商業地域 

当該地域の特定工場の緑地面積率は、現行水準「３０％以上」を継続します。 

 なお、この基準の設定に当たっての考え方は次のとおりです。 

 住居地域、商業地域に指定されている区域内は、住居が多いのみならず、学校、

病院等を立地しており、この地域に立地している工場は、地域環境と調和し、快

適で良好な生活環境を維持するだけでなく、積極的に地域環境づくりに貢献する

ことが求められます。 
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工場緑地には、工場施設を目隠しし、景観を向上させることで、周辺の地域社

会に与える安心感、美的感覚などの心理的効果もあり、「工場と周辺生活環境の

保持」という目的のためには大変重要な役割を果たしていますが、住環境に密接

するこの住居地域等においては、このような役割が特に求められると考えます。 

 また、工場緑地には、火災の際に発生する放射熱に対し、遮断帯として一定の

効果があることが認められており、地域住民に対する防災対策として地域にとっ

て必要な資源と考えられます。 

 したがって、緑地の効果が最大限期待される法の定める上限である３０％以上

という緑地面積率を維持することにより、工場立地を検討する企業の工業地域・

工業専用地域への立地意欲を高める効果が生まれ、住工分離を促進させ、工場に

とっても、住環境にとっても優良な環境の形成を促進する効果も期待できると考

えています。 

  

（２）準工業地域 

当該地域の特定工場の緑地面積率は「１０％以上」に緩和します。 

 また、この地域における特定工場については緑化基準が遵守され、緑地の適切 

な維持管理がされるよう対象工場に適切な指導を行うこととします。 

 なお、この基準の設定に当たっての考え方は次のとおりです。 

 準工業地域に指定されている区域内は、住居と工場が混在している状況となって

いますが、主として環境悪化をもたらすおそれのない工業の利便性を増進するた

めの地域で、危険性や環境悪化のおそれが大きい工場や危険物貯蔵施設などは建

築できません。 

 こうしたことから、これまでの国や県の緩和措置を踏まえ、周辺環境との調和

が図れる基準値として示されている法の定める緑地面積率である１０％まで緩和

することが適当と考えます。 

 

（３）工業地域・工業専用地域 

 当該地域の特定工場の緑地面積率は「５％以上」に緩和します。 

 また、この地域における特定工場については緑化基準が遵守され、緑地の適切 

な維持管理がされるよう対象工場に適切な指導を行うこととします。 

 なお、この基準の設定に当たっての考え方は次のとおりです。 

現在、岩国・大竹地域コンビナートを中心に多種多様な産業が集積しており、

この地域は山口県の地域経済を支える大きな柱となっています。また、今日、岩

国・大竹地域コンビナートの主要企業はそれぞれ高付加価値製品への転換や、新
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素材、電子、環境といった新分野への展開を進め、高い業績を挙げているところ

であり、この地域は、今後ともわが国を牽引する競争力ある産業集積拠点として

発展する大きなポテンシャルを有しています。  

このコンビナートを形成する工場が立地する工業地域・工業専用地域における 

 工場緑地は、工場と立地地域の周辺環境の保持の観点から整備が行われ、工場境

界部に緑化が重点的に行われています。 

また、緑地のみならず、グラウンド、体育館、庭園などの環境施設も併せて整 

 備が行われ、他の地域との遮断帯としての機能を最も効果的に発揮できるように

配置されるなど、工場の事情に応じて工夫がされています。 

 その一方で、工場立地法による規制を受ける事業者においては、現在の規制が 

過大な負担となっているのも現実です。 

 現在の施設や生産品目のままで維持される限りは、昭和４９年３月当時の緑地 

で良いこととされていますが、法に基づく新たな緑地の整備が求められる施設の 

更新や増設を行う場合には、緑地面積率を現行の１０％に近づけるための暫定的 

な数値比率が適用され、更新される工場面積とほぼ同程度の緑地面積を確保しな 

ければならないこともあるため、事業者にとっては大きな負担となり、工場施設 

の更新等が進まないという問題に直面しています。 

 このような工場は整備がなされてから３０年以上の期間が経過し、施設の老朽 

化等を生じ、また、生産品目の変更等にともなって、工場施設を更新することが 

緊急の課題となっていますが、既存工場は元々敷地に余裕が少なく、周辺も同様 

な工場が隣接しているため、緑地の確保も困難となっており、緑地用地や十分な 

生産施設用地が確保されないケースも生じています。 

 このため、現行の１０％という緑化基準義務を果たすことがネックとなって適 

切な設備投資が進まず、結果として地域経済の活性化が図れない懸念が生じてい

ます。 

 緩和の程度については、工場の生産効率に主眼を置き、周辺環境との調和が図

れる基準値として示されている法の定める緑地面積率である５％まで緩和するこ

とが、企業活動と地域環境の調和の水準として考えられますので、この基準まで 

緩和を行うことが適当と考えます。 

 なお、緑化基準を緩和すると周辺環境との調和を崩す恐れがないか懸念もあり 

ますが、この点については、消防法等の他法令により工場施設は境界等から一定 

の距離制限を受けるため、このような制限地帯に緑地帯が整備されている現状を 

考えると、工場立地法の基準を緩和したとしても、維持せざるを得ない緑地が多 

いため、影響は少ないと考えます。 
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 （４）その他の区域（上記（１）、（２）、（３）以外の区域） 

 当該地域の特定工場の緑地面積率は「５％以上」に緩和します。 

 また、この地域における特定工場については緑化基準が遵守され、緑地の適切 

な維持管理がされるよう対象工場に適切な指導を行うこととします。 

 なお、この基準の設定に当たっての考え方は次のとおりです。 

 その他の区域は山林に囲まれた自然豊かな地域であり、緑地面積率を緩和して 

も周辺住民への生活環境を脅かすおそれが見出しにくいことから、国の基準の範 

囲において緑地面積率である５％まで緩和することが適当と考えており、影響は 

少ないと考えます。 

 

（５）新しい緑地面積率等の基準（案） 

 上記（１）～（４）で説明いたしました私共の考える緑地面積率等は、以下の 

とおりとなります。 

 用途区域 
緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地算入率 

現行 制定案 現行 制定案 現行 制定案 

住居・商業 30%以上 30%以上 35%以上 35%以上 

25%以下 50%以下 

準工業 20%以上 10%以上 25%以上 15%以上 

工業・工業専用 10%以上 5%以上 15%以上 10%以上 

その他の地域 

(上記以外の区域) 
20%以上 5%以上 25%以上 10%以上 

  

５ 今後の予定 

パブリック・コメントにより市民の皆様からお寄せいただいた意見を参考にし、

協議及び修正等行った上で、最終的な条例案を平成３０年９月定例市議会に上程す

る予定です。 

なお、条例施行日は平成３０年１０月１日を予定しています。 

 

 

 


