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宮崎県環境影響評価条例施行規則新旧対照表（平成26年８月28日改正）

改正前 改正後

目次 目次

第１章 ［略］ 第１章 ［略］

第２章 環境影響評価に関する手続 第２章 環境影響評価に関する手続

第１節・第２節 ［略］ 第１節・第２節 ［略］

第３節 評価書の作成等（第35条―第39条） 第３節 評価書の作成等（第35条―第39条の２）

第４節 ［略］ 第４節 ［略］

第３章～第８章 ［略］ 第３章～第８章 ［略］

附則 附則

（方法書の送付） （方法書等の送付）

第６条 条例第６条の規定による方法書の送付は、環境影響評価方 第６条 条例第６条の規定による方法書等の送付は、環境影響評価

法書送付書（別記様式第１号）により行うものとする。 方法書等送付書（別記様式第１号）により行うものとする。

２ 前項の場合において、方法書の送付部数は、知事に対するもの ２ 前項の場合において、方法書等の送付部数は、知事に対するも

にあっては25部、前条に規定する地域を管轄する市町村（以下「 のにあっては25部、前条に規定する地域を管轄する市町村（以下

管轄市町村」という。） の長に対するものにあっては管轄市町村 「管轄市町村」という。） の長に対するものにあっては管轄市町

の長ごとに５部とする。ただし、知事又は管轄市町村の長は必要 村の長ごとに５部とする。ただし、知事又は管轄市町村の長は必

と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。 要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。

（方法書について公告する事項） （方法書について公告する事項）

第８条 条例第７条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする 第８条 条例第７条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする

。 。

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］



- 2 -

(４) 条例第６条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲である (４) 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

と認められる地域の範囲 地域の範囲

(５) 方法書の縦覧の場所、期間及び時間 (５) 方法書等の縦覧の場所、期間及び時間

(６)・(７) ［略］ (６)・(７) ［略］

（方法書の縦覧） （方法書等の縦覧）

第９条 条例第７条の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次 第９条 条例第７条の規定により方法書等を縦覧に供する場所は、

に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考 次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を

慮して２以上の場所を定めるものとする。 考慮して２以上の場所を定めるものとする。

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］

２ 事業者は、方法書の縦覧場所に、当該方法書について条例第８ ２ 事業者は、方法書等の縦覧場所に、当該方法書について条例第

条の規定により環境の保全の見地からの意見を述べることができ ８条第１項の規定により環境の保全の見地からの意見を述べるこ

る旨、当該意見を記載する意見書の様式、意見書の提出先及び方 とができる旨、当該意見を記載する意見書の様式、意見書の提出

法書についての問い合わせ先を明示するものとする。 先及び方法書についての問い合わせ先を明示するものとする。

（方法書等の公表）

第９条の２ 条例第７条の規定による方法書等の公表は、次に掲げ

る方法のうち適切な方法により行うものとする。

(１) 事業者のウェブサイトへの掲載

(２) 宮崎県のウェブサイトへの掲載

(３) 管轄市町村の協力を得て、管轄市町村のウェブサイトに掲

載すること。

（方法書説明会の開催）

第９条の３ 条例第７条の２第１項の規定による方法書説明会は、

できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催



- 3 -

の日時及び場所を定めるものとし、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に２以上の市町村の区域が含ま

れることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方

法書説明会を開催すべき地域を２以上の区域に区分して当該区域

ごとに開催するものとする。

（方法書説明会の開催の公告）

第９条の４ 第７条の規定は、条例第７条の２第２項の規定による

公告について準用する。

２ 条例第７条の２第２項の規定による公告は、次に掲げる事項に

ついて行うものとする。

(１) 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地）

(２) 対象事業の名称、種類及び規模

(３) 対象事業実施区域

(４) 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

地域の範囲

(５) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

（責めに帰することができない事由）

第９条の５ 条例第７条の２第４項の事業者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は、次に掲げる事由とす

る。

(１) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会

の開催が不可能であること。
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(２) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害さ

れることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明

らかであること。

（準備書の送付） （準備書等の送付）

第14条 条例第14条の規定により準備書及びこれを要約した書類を 第14条 条例第14条の規定による準備書等の送付は、環境影響評価

送付するときは、環境影響評価準備書等送付書（別記様式第４号 準備書等送付書（別記様式第４号）により行うものとする。

）により行うものとする。

２ 準備書及びこれを要約した書類の送付部数は、知事に対するも ２ 準備書等の送付部数は、知事に対するものにあっては25部、関

のにあっては25部、関係市町村長に対するものにあっては関係市 係市町村長に対するものにあっては関係市町村長ごとに５部とす

町村長ごとに５部とする。ただし、知事又は関係市町村長は必要 る。ただし、知事又は関係市町村長は必要と認めるときは、送付

と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。 部数の変更を指示することができる。

（準備書の縦覧） （準備書等の縦覧）

第17条 第９条の規定は、条例第15条の規定による縦覧について準 第17条 第９条の規定は、条例第15条の規定による縦覧について準

用する。この場合において、第９条中「方法書」とあるのは「準 用する。この場合において、第９条中「方法書等」とあるのは「

備書」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町 準備書等」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する

村」と読み替えるものとする。 市町村」と読み替えるものとする。

（準備書等の公表）

第17条の２ 第９条の２の規定は、条例第15条の規定による公表に

ついて準用する。この場合において、第９条の２中「方法書等」

とあるのは「準備書等」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地

域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

（説明会の開催） （準備書説明会の開催）

第18条 事業者は、条例第16条第１項の規定により開催する説明会 第18条 第９条の３の規定は、条例第16条第１項の規定による準備
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の日時及び場所を定めるに当たっては、関係地域の規模及び実情 書説明会について準用する。この場合において、第９条の３中「

、関係地域住民の利便等について配慮するものとする。この場合 方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「対象事業に係

において、事業者は、必要があると認めるときは、関係地域をい る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「

くつかの地域に区分して当該区分された地域ごとに説明会を開催 関係地域」と読み替えるものとする。

するものとする。

（説明会の開催の公告等） （準備書説明会の開催の公告）

第19条 第７条の規定は、条例第16条第２項の規定による公告につ 第19条 第７条の規定は、条例第16条第２項において準用する条例

いて準用する。この場合において、第７条中「管轄市町村」とあ 第７条の２第２項の規定による公告について準用する。この場合

るのは、「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする において、第７条中「管轄市町村」とあるのは、「関係地域を管

。 轄する市町村」と読み替えるものとする。

２ 事業者は、条例第16条第２項の規定による公告をしようとする ２ 第９条の４第２項の規定は、条例第16条第２項において準用す

ときは、あらかじめ、知事及び関係市町村長に対し、説明会の開 る条例第７条の２第２項の規定による公告について準用する。こ

催の日時、場所、会場の収容人数等を通知しなければならない。 の場合において、第９条の４第２項第４号中「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」とあるのは「関係

地域」と、同項第５号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説

明会」と読み替えるものとする。

３ 前項の規定による通知は、説明会開催通知書（別記様式第５号

）により行うものとする。

４ 条例第16条第２項の規定による公告は、次に掲げる事項につい

て行うものとする。

(１) 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地）

(２) 対象事業の名称、種類及び規模
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(３) 対象事業実施区域

(４) 関係地域の範囲

(５) 説明会の開催を予定する日時及び場所

（説明会の開催結果の報告）

第20条 事業者は、説明会を開催したときは、速やかにその結果を 第20条 削除

説明会開催結果報告書（別記様式第６号）により知事及び関係市

町村長に報告するものとする。

（責めに帰することができない事由） （責めに帰することができない事由）

第21条 条例第16条第４項の事業者の責めに帰することができない 第21条 第９条の５の規定は、条例第16条第２項において準用する

事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。 条例第７条の２第４項の事業者の責めに帰することができない事

(１) 自然現象その他の不測の事態により説明会の開催が著しく 由について準用する。この場合において、第９条の５中「方法書

困難であること。 説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(２) 事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されるこ

とによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであるこ

と。

(３) 前２号に掲げるもののほか説明会の開催が著しく困難であ

ること。

（準備書の記載事項の周知）

第22条 条例第16条第４項後段の規定による準備書の記載事項の周 第22条 削除

知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(１) 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、当該要

約書を求めに応じて提供すること。

(２) 準備書の概要を公告すること。
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(３) 前２号に掲げるもののほか準備書の記載事項を周知させる

ための適切な方法

２ 第７条第１項の規定は、前項第２号の規定による公告について

準用する。この場合において、「管轄市町村」とあるのは、「関

係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

３ 事業者は、第１項の規定により準備書の記載事項の周知に努め

た場合には、速やかに説明会代替措置報告書（別記様式第７号）

を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。

（評価書の送付） （評価書等の送付）

第36条 ［略］ 第36条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（評価書について公告する事項） （評価書について公告する事項）

第38条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする 第38条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする

。 。

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］

(５) 評価書等を縦覧に供する場所、期間及び時間 (５) 評価書等の縦覧の場所、期間及び時間

（評価書の縦覧） （評価書等の縦覧）

第39条 第９条第１項の規定は、条例第23条の規定による縦覧につ 第39条 第９条第１項の規定は、条例第23条の規定による縦覧につ

いて準用する。この場合において、第９条第１項中「方法書」と いて準用する。この場合において、第９条第１項中「方法書等」

あるのは「評価書」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を とあるのは「評価書等」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地

管轄する市町村」と読み替えるものとする。 域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

（評価書等の公表）

第39条の２ 第９条の２の規定は、条例第23条の規定による公表に
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ついて準用する。この場合において、第９条の２中「方法書等」

とあるのは「評価書等」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地

域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

第４節 対象事業の内容の修正等 第４節 対象事業の内容の修正等

（都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の条 （都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の条

例の読替え） 例の読替え）

第48条 条例第34条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価 第48条 条例第34条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価

その他の手続を行う場合における条例第５条から第30条まで（条 その他の手続を行う場合における条例第５条から第30条まで（条

例第５条第２項、第13条第２項並びに第25条第１項第３号及び第 例第５条第２項、第13条第２項並びに第25条第１項第３号及び第

２項を除く。） の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる ２項を除く。） の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に 条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 掲げる字句とする。

［略］ ［略］

第７条、第８条 ［略］ 第７条、第７条 ［略］

第１項、第９条 の２第１項から

及び第10条第１ 第４項まで、第

項 ８条第１項、第

９条及び第10条

第１項

第11条 ［略］ 第11条、第12条 ［略］

第12条、第13条 事業者 都市計画決定権者 、第13条第１項

第１項、第14条 対象事業 都市計画対象事業 及び第14条

第15条、第16条 ［略］ 第15条、第16条 ［略］
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第１項から第４ 、第17条第１項

項まで、第17条 、第18条、第19

第１項、第18条 条第２項、第20

、第19条第２項 条第１項及び第

、第20条第１項 ３項並びに第21

及び第３項並び 条第１項

に第21条第１項

［略］ ［略］

（対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施） （対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施）

第50条 第48条の規定により読み替えて適用される条例第23条の規 第50条 第48条の規定により読み替えて適用される条例第23条の規

定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第48条の規定に 定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第48条の規定に

より読み替えて適用される条例第５条第１項第２号に掲げる事項 より読み替えて適用される条例第５条第１項第２号に掲げる事項

の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事 の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事

項の変更については、条例第27条第２項及び第３項の規定に基づ 項の変更については、条例第26条第２項及び第３項の規定に基づ

いて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところ いて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところ

により、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に により、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に

代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行う 代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行う

ものとする。 ものとする。

２ ［略］ ２ ［略］

（事業者の行う環境影響評価との調整） （事業者の行う環境影響評価との調整）

第51条 事業者が条例第５条の規定により方法書を作成してから条 第51条 事業者が条例第５条の規定により方法書を作成してから条

例第７条の規定による公告が行われるまでの間において、当該方 例第７条の規定による公告が行われるまでの間において、当該方

法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定 法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定
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権者が事業者（事業者が既に条例第６条の規定により当該方法書 権者が事業者（事業者が既に条例第６条の規定により当該方法書

を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者）にその 等を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者）にそ

旨を通知したときは、当該都市計画対象事業についての条例第34 の旨を通知したときは、当該都市計画対象事業についての条例第

条の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この 34条の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。こ

場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法 の場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方

書を都市計画決定権者に送付しなければならない。 法書等を都市計画決定権者に送付しなければならない。

２ ［略］ ２ ［略］

３ 事業者が条例第７条の規定による公告を行ってから条例第15条 ３ 事業者が条例第７条の規定による公告を行ってから条例第15条

の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る

対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事 対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事

業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にそ 業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にそ

の旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を の旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を

作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既 作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既

に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備 に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備

書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において 書及びこれを要約した書類（以下この項において「当該準備書等

、当該都市計画に係る対象事業については、条例第34条の規定は 」という。） を都市計画決定権者に送付するものとする。この場

、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用す 合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第34

る。 条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書等の送付を受けたと

きから適用する。

４ ［略］ ４ ［略］

５ 事業者が条例第15条の規定による公告を行ってから条例第23条 ５ 事業者が条例第15条の規定による公告を行ってから条例第23条

の規定による公告を行うまでの間において、第３項の都市計画に の規定による公告を行うまでの間において、第３項の都市計画に

つき都市計画法第17条第１項の規定による公告が行われたときは つき都市計画法第17条第１項の規定による公告が行われたときは



- 11 -

、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第３章 、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第３章

第３節及び第４節の規定による環境影響評価その他の手続を行う 第３節及び第４節の規定による環境影響評価その他の手続を行う

ものとし、条例第34条の規定は、適用しない。この場合において ものとし、条例第34条の規定は、適用しない。この場合において

、事業者は、条例第23条の規定による公告を行った後、速やかに 、事業者は、条例第23条の規定による公告を行った後、速やかに

、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなけ 、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書等を送付しな

ればならない。 ければならない。

（都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の規 （都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の規

則の読替え） 則の読替え）

第52条 条例第34条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価 第52条 条例第34条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価

その他の手続を行う場合における第４条から第44条まで（第４条 その他の手続を行う場合における第４条から第44条まで（第４条

第６項、第13条第９項並びに第41条第３項第４号及び第４項を除 第６項、第13条第９項並びに第41条第３項第４号及び第４項を除

く。） の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同 く。） の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす 表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 る。

［略］ ［略］

第８条第４号 条例第６条 第48条の規定により読み 第８条第４号 対象事業 都市計画対象事業

替えて適用される条例第

６条

［略］ ［略］

第９条 ［略］ 第９条 ［略］

第９条の２ 条例第７条 第48条の規定により読み

替えて適用される条例第

７条
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事業者 都市計画決定権者

第９条の３ 条例第７条の２ 第48条の規定により読み

第１項 替えて適用される条例第

７条の２第１項

対象事業 都市計画対象事業

事業者 都市計画決定権者

第９条の４第１ 条例第７条の２ 第48条の規定により読み

項及び第２項各 第２項 替えて適用される条例第

号列記以外の部 ７条の２第２項

分

第９条の４第２ 事業者の氏名及 都市計画決定権者の名称

項第１号 び住所（法人に

あってはその名

称、代表者の氏

名及び主たる事

務所の所在地）

第９条の４第２ 対象事業 都市計画対象事業

項第２号

第９条の４第２ 対象事業実施区 都市計画対象事業実施区

項第３号 域 域

第９条の４第２ 対象事業 都市計画対象事業

項第４号

第９条の５各号 条例第７条の２ 第48条の規定により読み
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列記以外の部分 第４項 替えて適用される条例第

７条の２第４項

事業者 都市計画決定権者

第９条の５第２ 事業者 都市計画決定権者

号

［略］ ［略］

第17条 ［略］ 第17条及び第17 ［略］

条の２

第18条 事業者 都市計画決定権者 第18条

［略］ ［略］

第19条第１項 ［略］ 第19条 ［略］

第19条第２項 事業者 都市計画決定権者

第19条第４項各 条例第16条第２ 第48条の規定により読み

号列記以外の部 項 替えて適用される条例第

分 16条第２項

第19条第４項第 事業者の氏名及 都市計画決定権者の名称

１号 び住所（法人に

あってはその名

称、代表者の氏

名及び主たる事

務所の所在地）

第19条第４項第 対象事業 都市計画対象事業

２号
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第19条第４項第 対象事業実施区 都市計画対象事業実施区

３号 域 域

第20条 事業者 都市計画決定権者

第21条各号列記 条例第16条第４ 第48条の規定により読み 第21条 条例第16条第２ 第48条の規定により読み

以外の部分 項 替えて適用される条例第 項 替えて適用される条例第

16条第４項 16条第２項

［略］ ［略］

第21条第２号 事業者 都市計画決定権者

第22条第１項 条例第16条第４ 第48条の規定により読み

項後段 替えて適用される条例第

16条第４項後段

第22条第３項 事業者 都市計画決定権者

［略］ ［略］

第38条第３号 ［略］ 第38条第３号 ［略］

第39条及び第39 条例第23条 第48条の規定により読み

条の２ 替えて適用される条例第

23条

［略］ ［略］

（港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え） （港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え）

第54条 条例第37条第２項の規定により条例第３章第２節から第５ 第54条 条例第37条第２項の規定により条例第３章第２節から第５

節まで（条例第13条第１項第４号及び第２項並びに第25条第１項 節まで（条例第13条第１項第４号及び第２項並びに第25条第１項

第３号及び第２項を除く。） 、第26条、第32条及び第33条の規定 第３号及び第２項を除く。） 、第26条、第32条及び第33条の規定

を港湾環境影響評価その他の手続について準用する場合において を港湾環境影響評価その他の手続について準用する場合において
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は、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句 は、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

［略］ ［略］

第16条第１項か ［略］ 第16条、第17条 ［略］

ら第４項まで、 第１項、第18条

第17条第１項、 、第19条第２項

第18条、第19条 並びに第20条第

第２項並びに第 １項及び第３項

20条第１項及び

第３項

［略］ ［略］

（港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の規則の読替え） （港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の規則の読替え）

第55条 第13条から第47条（第13条第７項第６号及び第９項、第40 第55条 第13条から第47条（第13条第７項第６号及び第９項、第40

条第２項、第41条第３項第４号及び第４項、第42条第３項、第43 条第２項、第41条第３項第４号及び第４項、第42条第３項、第43

条第２項、第44条、第45条並びに第47条第１項第４号を除く。） 条第２項、第44条、第45条並びに第47条第１項第４号を除く。）

までの規定は、条例第37条第２項の規定により港湾環境影響評価 までの規定は、条例第37条第２項の規定により港湾環境影響評価

その他の手続を行う場合について準用する。この場合において、 その他の手続を行う場合について準用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

［略］ ［略］

第17条 ［略］ 第17条及び第17 ［略］

条の２

第18条 事業者 港湾管理者 第18条
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［略］ ［略］

第19条第１項 ［略］ 第19条 ［略］

第19条第２項 事業者 港湾管理者

条例第16条第２ 条例第37条第２項におい

項 て準用する条例第16条第

２項

第19条第４項 条例第16条第２ 条例第37条第２項におい

項 て準用する条例第16条第

２項

第19条第４項第 事業者の氏名及 港湾管理者の名称及び住

１号 び住所（法人に 所

あってはその名

称、代表者の氏

名及び主たる事

務所の所在地）

第19条第４項第 対象事業の名称 対象港湾計画の名称及び

２号 、種類及び規模 対象港湾計画に定められ

る埋立て等区域（決定後

の港湾計画の変更にあっ

ては、当該変更前の港湾

計画に定められていたも

のを除く。） の面積

第19条第４項第 対象事業実施区 対象港湾計画に定められ
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３号 域 る港湾開発等が実施され

るべき区域

第20条 事業者 港湾管理者

第21条 条例第16条第４ 条例第37条第２項におい 第21条 条例第16条第２ 条例第37条第２項におい

項 て準用する条例第16条第 項 て準用する条例第16条第

４項 ２項

［略］ ［略］

第22条第１項 条例第16条第４ 条例第37条第２項におい

項後段 て準用する条例第16条第

４項後段

第22条第３項 事業者 港湾管理者

［略］ ［略］

第39条 ［略］ 第39条及び第39 ［略］

条の２

［略］ ［略］

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

事業の種類 事業の要件 事業の種類 事業の要件

［略］ ［略］

４ 条例別表４の (１) 航空法施行規則（昭和27年運輸省 ４ 条例別表４の (１) 航空法施行規則（昭和27年運輸省

項に掲げる事業 令第56号）第75条第１項の陸上飛行場 項に掲げる事業 令第56号）第75条第１項の陸上空港等

の種類 及び自衛隊法（昭和29年法律第 165号 の種類 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 ）第２条第１項に規定する自衛隊が設

置する陸上飛行場（以下「飛行場」と 置する陸上飛行場（以下「飛行場」と
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いう。） 及びその施設の設置の事業（ いう。） 及びその施設の設置の事業（

長さが 1,250メートル以上である滑走 長さが 1,250メートル以上である滑走

路を設けるものに限る。） 路を設けるものに限る。）

［略］ ［略］

５ 条例別表５の (１)～(６) ［略］ ５ 条例別表５の (１)～(６) ［略］

項に掲げる事業 項に掲げる事業 (７) 出力が 5,000キロワット以上であ

の種類 の種類 る風力発電所の設置の工事の事業

(８) 出力が 5,000キロワット以上であ

る発電設備の新設を伴う風力発電所の

変更の工事の事業

［略］ ［略］

別表第２（第34条関係） 別表第２（第34条関係）

事業の種類 事業の諸元 手続を経ることを要しない 事業の種類 事業の諸元 手続を経ることを要しない

修正の要件 修正の要件

［略］ ［略］

12 ［略］ 12 ［略］

13 別表第１ 発電所の出力 発電所の出力が10パーセン

の５の項の ト以上増加しないこと。

(７)又は（ 対象事業実施区 修正前の対象事業実施区域

８）に該当 域の位置 から 300メートル以上離れ

する対象事 た区域が新たに対象事業実

業 施区域とならないこと。

13～22 ［略］ 14～23 ［略］
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別表第３（第42条関係） 別表第３（第42条関係）

事業の種類 事業の諸元 手続を経ることを要しない 事業の種類 事業の諸元 手続を経ることを要しない

変更の要件 変更の要件

［略］ ［略］

12 ［略］ 12 ［略］

13 別表第１ 発電所の出力 発電所の出力が10パーセン

の５の項の ト以上増加しないこと。

(７)又は ( 対象事業実施区 変更前の対象事業実施区域

８) に該当 域の位置 から 300メートル以上離れ

する対象事 た区域が新たに対象事業実

業 施区域とならないこと。

発電設備の位置 発電設備の位置が 100メー

トル以上移動しないこと。

13～22 ［略］ 14～23 ［略］

別記 別記

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係）

環境影響評価方法書送付書 環境影響評価方法書等送付書

［略］ ［略］

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 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

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 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

り送付します。 価条例第６条の規定により送付します。

［略］ ［略］

［略］ ［略］
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様式第２号（第７条、第15条、第19条、第22条、第37条、第41条、 様式第２号（第７条、第９条の４、第15条、第19条、第37条、第41

第43条、第44条関係） 条、第43条、第44条関係）

［略］ ［略］

次のとおり 次のとおり

［略］ ［略］

□環境影響評価準備書を作成した旨 □方法書説明会を開催する旨

□説明会を開催する旨 □環境影響評価準備書を作成した旨

□環境影響評価準備書の概要 □準備書説明会を開催する旨

□環境影響評価評価書を作成した旨 □環境影響評価書を作成した旨

［略］ ［略］

宮崎県環境影響評価条例施行規則第 条第 項の規定 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。 により報告します。

［略］ ［略］

［略］ ［略］

様式第３号・様式第４号 ［略］ 様式第３号・様式第４号 ［略］

様式第５号～様式第７号 ［略］ 様式第５号～様式第７号 削除

様式第８号～様式第16号 ［略］ 様式第８号～様式第16号 ［略］

附 則（平成26年８月28日規則第41号）

（施行期日）

１ この規則は、平成26年９月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この規則による改正後の宮崎県環境影響評価条例施行規則（以下「改正後の規則」という。） 別表第１の５の項の(７)及び(８)の規定

は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。） 前に電気事業法（昭和39年法律第 170号）第47条第１項若しくは第２項の規定によ

る認可の申請又は同法第48条第１項の規定による届出がなされたもの（施行日以降その内容を変更せず、又は第42条第１項に規定する軽

微な変更を行い実施されるものに限る。） には適用しない。

３ 改正後の規則第９条の２、第17条の２及び第39条の２の規定は、施行日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（平成

12年宮崎県条例第12号）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。

４ 改正後の規則第９条の３（改正後の規則第18条により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

又は準備書について適用する。


