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宮崎県環境影響評価条例新旧対照表（平成26年７月１日改正）

改正前 改正後

（方法書の送付） （方法書の送付）

第６条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところ 第６条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところ

により、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると により、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると

認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書を送付しなけ 認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書及びこれを要

ればならない。 約した書類（以下「方法書等」という。） を送付しなければなら

ない。

（方法書についての公告及び縦覧） （方法書についての公告及び縦覧）

第７条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目 第７条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地から 並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地から

の意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成 の意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成

した旨その他規則で定める事項を公告し、前条に規定する地域内 した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して

において、方法書を公告の日から起算して１月間縦覧に供しなけ １月間、方法書等を前条に規定する地域内において縦覧に供する

ればならない。 とともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用そ

の他の方法により公表しなければならない。

（説明会の開催等）

第７条の２ 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期

間内に、第６条に規定する地域内において、方法書の記載事項を

周知させるための説明会（以下「方法書説明会」という。） を開

催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書

説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域
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において開催することができる。

２ 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定す

る日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方

法書説明会の開催を予定する日の１週間前までに公告しなければ

ならない。

３ 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定め

ようとするときは、知事及び第６条に規定する地域を管轄する市

町村長の意見を聴くことができる。

４ 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則

で定めるものにより、第２項の規定による公告をした方法書説明

会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催

することを要しない。

５ 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な

事項は、規則で定める。

（方法書についての意見書の提出） （方法書についての意見書の提出）

第８条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は 第８条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は

、前条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算 、第７条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起

して２週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提 算して２週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の

出により、これを述べることができる。 提出により、これを述べることができる。

２ ［略］ ２ ［略］

（準備書の送付等） （準備書の送付等）

第14条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところ 第14条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところ

により、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると により、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると
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認められる地域（第８条第１項及び第10条第１項の意見並びに第 認められる地域（第８条第１項及び第10条第１項の意見並びに第

12条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第６条の 12条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第６条の

地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域 地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域

」という。） を管轄する市町村長（以下「関係市町村長」という 」という。） を管轄する市町村長（以下「関係市町村長」という

。） に対し、準備書及びこれを要約した書類（次条及び第16条に 。） に対し、準備書及びこれを要約した書類（以下「準備書等」

おいて「要約書」という。） を送付しなければならない。 という。） を送付しなければならない。

（準備書についての公告及び縦覧） （準備書についての公告及び縦覧）

第15条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係 第15条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係

る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求 る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求

めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その

他規則で定める事項を公告し、関係地域内において、準備書及び 他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して１月間、準

要約書（以下「準備書等」という。） を公告の日から起算して１ 備書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定め

月間縦覧に供しなければならない。 るところにより、インターネットの利用その他の方法により公表

しなければならない。

（説明会の開催等） （説明会の開催等）

第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内 第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内

に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための

説明会（以下「説明会」という。） を開催しなければならない。 説明会（以下「準備書説明会」という。） を開催しなければなら

この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所が ない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する

ないときは、関係地域以外の地域において開催することができる 適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催する

。 ことができる。

２ 事業者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時 ２ 第７条の２第２項から第５項までの規定は、前項の規定により

及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを説明会の 事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場
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開催を予定する日の１週間前までに公告しなければならない。 合において、同条第３項中「第６条に規定する地域」とあるのは

「第14条に規定する関係地域」と、同条第４項中「第２項」とあ

るのは「第16条第２項において準用する第２項」と、同条第５項

中「前各項」とあるのは「第16条第１項及び第２項において準用

する前３項」と読み替えるものとする。

３ 事業者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようと

するときは、知事及び関係市町村長の意見を聴くことができる。

４ 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則

で定めるものにより、第２項の規定による公告をした説明会を開

催することができない場合には、当該説明会を開催することを要

しない。この場合において、事業者は、規則で定めるところによ

り、前条の縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により、準

備書の記載事項を周知させるように努めなければならない。

５ 前各項に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は

、規則で定める。

（評価書の作成） （評価書の作成）

第21条 事業者は、前条第１項の意見が述べられたときはこれを勘 第21条 事業者は、前条第１項の意見が述べられたときはこれを勘

案するとともに、第17条第１項の意見に配意して準備書の記載事 案するとともに、第17条第１項の意見に配意して準備書の記載事

項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めると 項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めると

き（当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。） は、 き（当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。） は、

次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置を 次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置を

とらなければならない。 とらなければならない。

(１) ［略］ (１) ［略］
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(２) 第５条第１項第１号又は第13条第１項第２号から第４号ま (２) 第５条第１項第１号又は第13条第１項第２号から第４号ま

で若しくは第７号に掲げる事項の修正 次項、第22条及び第23 で若しくは第７号に掲げる事項の修正 次項、次条及び第23条

条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。 の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(３) ［略］ (３) ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（評価書の公告及び縦覧） （評価書の公告及び縦覧）

第23条 事業者は、前条の規定による送付をしたときは、規則で定 第23条 事業者は、前条の規定による送付をしたときは、規則で定

めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項 めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項

を公告し、関係地域内において、評価書等を公告の日から起算し を公告し、公告の日から起算して１月間、評価書等を関係地域内

て１月間縦覧に供しなければならない。 において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、イ

ンターネットの利用その他の方法により公表しなければならない

。

（事業者の協力） （事業者の協力）

第35条 都市計画決定権者は、前条に規定する対象事業に係る事業 第35条 都市計画決定権者は、前条に規定する対象事業に係る事業

者に対し、同条に規定する環境影響評価その他の手続を行うため 者に対し、同条に規定する環境影響評価その他の手続を行うため

の資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めること の資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の

ができる。 必要な協力を求めることができる。

（勧告及び公表） （勧告及び公表）

第42条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める 第42条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、当該事業者に対し、必要な手続の実施その他の措置を講 ときは、当該事業者に対し、必要な手続の実施その他の措置を講

ずるよう勧告することができる。 ずるよう勧告することができる。

(１) ［略］ (１) ［略］

(２) 虚偽の記載をした方法書、準備書等、評価書等、事後調査 (２) 虚偽の記載をした方法書等、準備書等、評価書等、事後調
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計画書又は事後調査報告書を送付し、又は縦覧に供したとき。 査計画書又は事後調査報告書を送付し、又は縦覧に供したとき

。

(３)～(５) ［略］ (３)～(５) ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

項 事業の種類 項 事業の種類

１～３ ［略］ １～３ ［略］

４ 航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第75条第 ４ 航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第75条第

１項の陸上飛行場及び自衛隊法（昭和29年法律第 165 １項の陸上空港等及び自衛隊法（昭和29年法律第 165

号）第２条第１項に規定する自衛隊が設置する陸上飛 号）第２条第１項に規定する自衛隊が設置する陸上飛

行場の設置又は変更の事業 行場の設置又は変更の事業

５～19 ［略］ ５～19 ［略］

附 則（平成26年７月１日条例第51号）

（施行期日）

１ この条例は、平成26年９月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の宮崎県環境影響評価条例（以下「改正後の条例」という。） 第７条、第15条又は第23条の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。） 以後に行う公告及び縦覧に係る宮崎県環境影響評価条例第５条第１項に規定する環境影響評価方法

書（以下「方法書」という。） 、同条例第13条第１項に規定する環境影響評価準備書（以下「準備書」という。） 又は同条例第21条第２

項に規定する環境影響評価書について適用する。

３ 改正後の条例第７条の２（改正後の条例第16条第２項において準用する場合を含む。） の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係

る方法書及び準備書について適用する。
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