様式第１号（第６条関係）
環境影響評価方法書等送付書,　　　　　　　　　　　　　)環境影響評価方法書送付書

年　　月　　日　

　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　

　次の対象事業について、別添のとおり環境影響評価方法書及びこれを要約した書類を作成したので、宮崎県環境影響評価条例第６条の規定により送付します。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


対象事業の規模

対象事業実施区域

環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。




様式第２号（第７条、第９条の４、第15条、第19条、第37条、第41条、第43条、第44条関係）
公　告　事　項　報　告　書
年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　

　次のとおり

　□環境影響評価方法書を作成した旨
　□方法書説明会を開催する旨
　□環境影響評価準備書を作成した旨
　□準備書説明会を開催する旨
　□環境影響評価書を作成した旨
　□対象事業を実施しないこととした旨
　□対象事業に該当しないこととなった旨
　□対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
　□再度手続を行うこととした旨

　宮崎県環境影響評価条例施行規則第　　条第　　項の規定により報告します。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


公告年月日
　　　　　　年　　　　月　　　　日
公告の方法

連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　公告をした事項について、該当する□内にレ印を記入すること。
　　　２　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　３　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。
　　　４　公告の写しを添付すること。


様式第３号（第11条、第24条関係）
環境影響評価方法書),\s \up-6(準備書))方法書準備書についての意見の概要送付書

年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　

　次のとおり環境影響評価方法書),\s \up-6(準備書))方法書準備書についての意見の概要及び当該意見についての見解を記載した書類を、宮崎県環境影響評価条例第９条),\s \up-6(第18条))第９条第18条の規定により送付します。


対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


意見書の提出の有無

意　見　書　の　数
　　　　　　　　　通
意　見　の　総　数
　　　　　　　　　件
連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。


様式第４号（第14条関係）
環境影響評価準備書等送付書

年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　

　次の対象事業について、別添のとおり環境影響評価準備書及びこれを要約した書類を作成したので、宮崎県環境影響評価条例第14条の規定により送付します。

対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


対象事業の規模

対象事業実施区域

関　　係　　地　　域

連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。





様式第５号から様式第７号まで　削除

































様式第８号（第36条関係）
環境影響評価書等送付書,　　　　　　　　　　　　　)環境影響評価書等送付書
年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　

　次の対象事業について、別添のとおり環境影響評価書及びこれを要約した書類を作成したので、宮崎県環境影響評価条例第22条の規定により送付します。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


対象事業の規模

対象事業実施区域

関　　係　　地　　域

工事着工予定年月日

工事完了予定年月日

供用開始予定年月日

連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。


様式第９号（第41条関係）
対象事業廃止通知書,　　　　　　　　　　　　　)対象事業廃止通知書

年　　月　　日　

　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）


住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　
　次のとおり対象事業を実施しないこととしたので、宮崎県環境影響評価条例第25条第１項の規定により通知します。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


廃　止　年　月　日

廃　止　の　理　由

連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。






様式第10号（第41条関係）
対象事業修正通知書,　　　　　　　　　　　　　)対象事業修正通知書

年　　月　　日　

　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）


住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　
　次のとおり対象事業を修正したので、宮崎県環境影響評価条例第25条第１項の規定により通知します。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


修　正　年　月　日

修　正　の　内　容

修　正　の　理　由

連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。




様式第11号（第41条関係）
対象事業引継通知書,　　　　　　　　　　　　　)対象事業引継通知書
年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　
　次のとおり対象事業を他の者に引き継いだので、宮崎県環境影響評価条例第25条第１項の規定により通知します。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


　 事 業 の 承 継 者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

理　由



連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　
連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。


様式第12号（第45条関係）
工　事　着　手　届　出　書
年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　
　次のとおり対象事業の工事に着手したので、宮崎県環境影響評価条例第31条の規定により届け出ます。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


工事着手年月日

工事完了予定年月日

工事施工者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。


様式第13号（第45条関係）
工　事　完　了　届　出　書
年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　
　次のとおり対象事業の工事が完了したので、宮崎県環境影響評価条例第31条の規定により届け出ます。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


工事着手年月日

工事完了年月日

供用開始予定年月日

工事施工者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
供用開始後の管理者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。

様式第14号（第46条関係）
事後調査計画書送付書,　　　　　　　　　　　　　)事後調査計画書送付書
年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　
　次の対象事業について、別添のとおり事後調査計画書を作成したので、宮崎県環境影響評価条例第32条第１項の規定により送付します。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


対象事業の規模

対象事業実施区域

関　　係　　地　　域

連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。






様式第15号（第47条関係）
事後調査報告書送付書,　　　　　　　　　　　　　)事後調査報告書送付書
年　　月　　日　
　宮崎県知事　　　　　殿
　（　　　　　市町村長）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　○,印)印　
〔法人にあっては、その名称及び代表者),\s \up-6(の氏名並びに主たる事務所の所在地))法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地〕　

　次の対象事業について、別添のとおり事後調査報告書を作成したので、宮崎県環境影響評価条例第33条第２項の規定により送付します。
対象事業の名称

＊整理番号
対象事業の種類


対象事業の規模

対象事業実施区域

関　　係　　地　　域

連絡先

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　
所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者,　　　　)担当者　　　　　　　　　

　備考１　「整理番号」の欄は、記入しないこと。
　　　２　「対象事業の種類」の欄には、宮崎県環境影響評価条例別表に掲げる対象事業の種類を記入すること。






様式第16号（第60条関係）
（表）

第　　　　　　号　

身　　分　　証　　明　　書
所　　属　　　　　　　　　　　　　
職　　名　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　
生年月日　　　　　　　　　　　　　

　上記の者は、宮崎県環境影響評価条例第41条第１項の規定により立入調査を行う職員であることを証明する。
　　　　　　年　　月　　日
宮崎県知事　　　　　　　　□,印)印　



5.5

センチメートル




8.5センチメートル






（裏）

宮崎県環境影響評価条例（抜粋）

　（報告及び立入調査）
第41条　知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は法第２条第５項に規定する事業者（以下「事業者等」という。）から対象事業又は法第２条第４項に規定する事業（以下「対象事業等」という。）の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に対象事業等が実施されている区域その他知事が必要と認める場所に立ち入り、当該対象事業等の実施状況を調査させることができる。
２　知事は、前項の規定による報告若しくは資料の提出を受けたとき、又は同項の調査をさせたときは、その内容又は結果を検討し、環境の保全について更に適正に配慮する必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずることを求め、その結果について報告させることができる。
３　知事は、前項の規定により必要な措置を求めるに当たって、必要があると認めるときは、宮崎県環境影響評価専門委員会の意見を聴くことができる。
４　第１項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
５　第１項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。





