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○福岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則（自然環境課）……………一

規

福岡県知事

小

川

洋

福岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。
平成二十五年九月十三日

福岡県規則第二十二号
福岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則
福岡県環境影響評価条例施行規則（平成十一年福岡県規則第四十七号）の一部を次の

ように改正する。

「第一節

計画段階環境配慮書の作成等（第二条の二―第二条の五）

環境影響評価調査計画書の作成（第三条―第七条）」を

目次中

「第一節

第二条の二

条例第七条の三第五号の規則で定める事項は、条例第七条の六の規定によ

り配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する市町村の長の意見又は一

配慮書事業者は、条例第七条の三の規定により配慮書を作成するに当たっては、前

般の意見の概要とする。
２

項の意見についての見解を記載するように努めるものとする。

条例第七条の四の規定により配慮書及びこれを要約した書類（以下この条

（配慮書等の公表）
第二条の三

において「配慮書等」という。）を公表する場所は、配慮書対象事業に係る環境影響

を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、でき

二

一

その他配慮書事業者が利用できる適切な施設

関係市町村の協力が得られる場合にあっては、公民館その他の関係市町村の施設

配慮書事業者の事務所

る限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

三

条例第七条の四の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに

二

一

関係市町村の協力が得られる場合にあっては、関係市町村のウェブサイトへの掲

県のウェブサイトへの掲載

配慮書事業者のウェブサイトへの掲載

前二項に規定する公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行

載

三

のとする。

、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うも

２

３

うものとする。

に、

環境影響評価調査計画書の作成等（第三条―第七条）」

第一節の二

（配慮書についての知事の意見の提出期間）

条例第七条の五の規則で定める期間は、条例第七条の四の規定による配慮

条例第七条の七第一項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な

県の公報又は広報紙への掲載

方法により行うものとする。

第二条の五

（配慮書対象事業の廃止等の公表）

書の送付を受けた日から九十日間とする。

第二条の四

「第二十二条」を「第二十二条の二」に、「第二十八条」を「第二十八条の二」に改
め、「都市計画に定められる」の下に「配慮書対象事業及び」を加え、「第五十九条」
を「第六十一条」に改める。
第二章第一節の節名中「作成」を「作成等」に改め、同節を同章第一節の二とし、同

計画段階環境配慮書の作成等

一

定期発行日

章に第一節として次の一節を加える。
第一節

（配慮書の記載事項）

福岡県 総務部行政経営企画課 （電話 092︲643︲3028）
久 野 印 刷 株 式 会 社 （電話 092︲262︲5726）

福岡市博多区東公園７番７号
福岡市博多区奈良屋町３番１号

毎週火金曜日

〔発行〕〒 812︲8577
〔作成〕〒 812︲0023
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二

関係市町村の協力が得られる場合にあっては、関係市町村の公報又は広報紙への

の各号に掲げる事項のうち、法又は隣接県若しくは市町村の条例において条例第八

イ

当該書類について法第三条の六の意見を述べた大臣、隣接県の知事又は市町村

当該書類の内容

条の調査計画書に相当する書類の記載事項として定められているもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
ロ

掲載
三
その他知事が適当と認める方法

配慮書対象事業の名称、種類及び規模

ニ

ハ

当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定する過程における環境の保

ロ及びハの意見についての事業者の見解

当該書類についての一般の意見がある場合には、その概要

第五条中「うちから、」の下に「できる限り」を加え、同条の次に次の三条を加える

第二条の五第一項の規定は、条例第十条の規定による公告について準用する。

第四条第一項を次のように改める。

全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

ホ

の長の意見がある場合には、その意見

四
条例第七条の七第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとす

配慮書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

二
条例第七条の七第一項各号のいずれかに該当することとなった旨、該当した号及

条例第七条の七第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに配
。

（調査計画書の公表）

事業者のウェブサイトへの掲載

行うものとする。

条例第十条の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により

とし、第一号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同条に第一号及び第二号として次の

一

第五条の二

二号を加える。

県のウェブサイトへの掲載

条例第七条の六の規定により配慮書の案又は配慮書について関係する市町村の長

二

一

関係市町村の協力が得られる場合にあっては、関係市町村のウェブサイトへの掲

イ

イの意見についての配慮書事業者の見解

関係する市町村の長の意見又は一般の意見の概要

又は一般の意見を求めた場合については、次に掲げるもの

ロ

条例第十条の二第一項の規定による調査計画書説明会は、できる限り調査

（調査計画書説明会の開催等）
第五条の三

計画書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものと

条例第七条の二の規定による配慮書対象事業が実施されるべき区域その他の技

術指針で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯

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二以上の市町村

ハ

及びその内容

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、当該地域

３

第二条の五第一項の規定は、条例第十条の二第二項の規定による公告について準用

条例第十条の二第二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

する。

２

を二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。

環境影響評価法（平成九年法律第八十一号。以下「法」という。）又は隣接県若

ために配慮すべき事項についての検討を行った書類を作成した場合については、次

は二以上の当該事業の実施が想定された区域における当該事業に係る環境の保全の

おいて、当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定するに当たって、一又

しくは市町村の条例の定めるところに従って、対象事業に係る計画の立案の段階に

二

載

三

第三条中「第八条第六号」を「第八条第一項第九号」に改め、同条中第五号を第七号

及び主たる事務所の所在地）

慮書事業者となった者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名

四

び該当することとなった年月日

三

たる事務所の所在地）

一

る。

２
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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

る。
一

調査計画書説明会」とあるのは「評価書案説明会」と、「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、「調査計画書」と

二
事業実施区域

対象事業の名称、種類及び規模

の規定による評価書案説明会について準用する。この場合において、第五条の四中「

あるのは「評価書案」と読み替えるものとする。

三
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

条例第十条の二第五項」とあるのは「条例第十九条第二項において準用する条例第十

務所の所在地）

四
調査計画書説明会の開催を予定する日時及び場所

第十三条

第五条の四の規定は、条例第十九条第二項において準用する条例第十条の二

（事業者の責めに帰することのできない事由）

五

条の二第五項」と、「調査計画書説明会」とあるのは「評価書案説明会」と読み替え
るものとする。

条例第十条の二第四項の書面には、平易な形にまとめた調査計画書の概要並びに必
要に応じて調査計画書で用いた用語の説明及び参考となる図表等を記載するものとす

第十七条の次に次の十条を加える。

４

る。

（公聴会の開催場所）

条例第二十四条の二第一項（条例第四十二条の二第一項において準用す

開催することができる。

該地域内に公聴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において

る場合を含む。）の公聴会は、関係地域内において開催するものとする。ただし、当

第十七条の二

（事業者の責めに帰することのできない理由）
条例第十条の二第五項の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

天災、交通の途絶その他の不測の事態により調査計画書説明会が開催できないこ

事業者以外の者により調査計画書説明会の開催が故意に阻害されることによって

知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催の日の一月前までに、

（公聴会開催の公告）
第十七条の三

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

次に掲げる事項を公告するものとする。
一

第十一条の次に次の一条を加える。

第十条第一項中「第四条第一項」を「第二条の五第一項」に改める。

四

三

二

公聴会の開催を予定する日時及び場所

意見陳述の申出に関する事項

意見を聴こうとする事項

対象事業の名称及び種類

務所の所在地）

（評価書案の公表）

五

前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第五条の二の規定は、条例第十八条の規定による公表について準用する

六

第十一条の二
。

、知事に提出しなければならない。

ら二週間以内に、当該意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前条の規定による公告か

（意見陳述の申出）

第五条の三の規定は、条例第十九条第二項において準用する条例第十条の二

（評価書案説明会の開催等）
第十二条

の規定による評価書案説明会について準用する。この場合において、第五条の三中「

第十七条の四

第十二条及び第十三条を次のように改める。

める。

第八条第二項第一号中「第三条第三号」を「第三条第一号、第二号及び第五号」に改

中「第十三条」を「第十三条第一項」に、「六十日間」を「九十日間」に改める。

第七条の見出しを「（調査計画書についての知事の意見の提出期間）」に改め、同条

調査計画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。

二

と。

一

第五条の四
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知事は、前条の規定による申出がないときは、公聴会の開催を中止する

（公聴会の開催の中止）
第十七条の五
ものとする。
知事は、前項の規定により公聴会の開催を中止したときは、その旨を公告するもの

代理人に意見を述べさせることができる。
（公聴会の秩序の維持）

公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を

第十七条の十
２

制限し、又は公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させること

２
とする。

第十七条の十一

知事は、公聴会を開催したときは、当該公聴会に関して次に掲げる事

（記録の作成等）

ができる。

知事は、公聴会の運営を円滑に行うため、第十七条の四の規定により書

（公述人の選定）
第十七条の六
面を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者（以下「公

対象事業の名称及び種類

項を記載し、議長が押印した書類を作成しなければならない。
一

公聴会の開催日時及び場所

述人」という。）をあらかじめ選定することができる。

二

公述人の氏名及び住所

前項の規定による公述人の選定は、第十七条の四の規定により書面を提出した者が
多数である場合に行うものとし、その方法は当該提出のあった書面の内容の類似性等

三

公述人が述べた意見の趣旨

２

を考慮した上で抽選により行うものとする。

四

知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、公述人が意見

その他公聴会の経過に関する事項

第十八条の見出しを「（評価書についての知事の意見の提出期間）」に改め、同条中

五

知事は、第一項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を定

第二十一条第一項中「第四条第一項」を「第二条の五第一項」に改める。

「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。

知するものとする。

第五条の二の規定は、条例第二十七条の規定による公表について準用

第二条の三の規定は、条例第三十五条第一項の規定による公表につい

（事後調査の結果を記載した書類の公表）

第二十八条の次に次の一条を加える。

に改める。

第二十五条第一項及び第二十七条第二項中「第四条第一項」を「第二条の五第一項」

する。

第二十二条の二

（評価書の公表）

第二十二条の次に次の一条を加える。

公聴会は、知事が指名する職員が議長として主宰する。

議長は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、公

公述人は、評価書案についての環境の保全の見地からの意見の範囲及び第十七条の

議長は、公述人の発言が前項に規定する範囲を超えたとき、若しくは公述時間を超

第二十八条の二

て準用する。この場合において、第二条の三第一項中「配慮書対象事業に係る環境影

号及び第三号並びに同条第二項第一号中「配慮書事業者」とあるのは「事業者」と、

中止させ、又は当該公述人を退場させることができる。

公述人は、あらかじめ知事が認めたとき、又は議長が認めたときに限り

響を受ける範囲であると想定される地域内」とあるのは「関係地域内」と、同項第一

第十七条の九

（代理人等）

えたとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、その発言を禁止し、若しくは

３

四の規定により提出した書面の内容の範囲を超えて発言してはならない。

２

述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。

第十七条の八

（公述人の発言）

第十七条の七

（公聴会の議長）

めたときは、あらかじめ、その旨を第十七条の四の規定により書面を提出した者に通

４

を述べる時間（以下「公述時間」という。）をあらかじめ定めることができる。

３
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同条第三項中「配慮書等の内容」とあるのは「事後調査の結果の内容」と読み替える
ものとする。
第二十九条第一項中「処分」を「処分等」に、「第七条第二項の同意」を「第八条第
二項の協議」に、「第七条第三項」を「第八条第三項」に、「第十一条第三項」を「第

都市計画に定められる対象事業に関する特例」を「第六章

都市計画に定

十七条第三項」に改め、同条第二項中「第十三条第一項」を「第二十七条第一項」に改
める。
「第六章
められる配慮書対象事業及び対象事業に関する特例」に改める。
第三十条第四項中「第一項」を「第二項」に、「同条」を「第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十七条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第
一項の規定により読み替えて」を「第二項の規定により読み替えて」に、「第八条第三
号」を「第八条第一項第三号」に、「第三十九条の規定に基づき」を「第三十九条第二

項の規定により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第三十九条第一項の

報

十条第二項」に、「第三十条第二項」を「第三十条第三項」に改め、同項を同条第三項

規定に基づき」を「第三十九条第二項の規定により」に、「第三十条第一項」を「第三

公

とし、同条第一項の表以外の部分中「第三十九条第一項」を「第三十九条第二項」に改

県

対象事業を実施しようと
するときは、当該事業

事業者

都市計画決定権者

第四十七条（第一号を除く。）」に改め、同項の表中

第八条各号
列記以外の
部分

対象事業を都市計画法（昭
和四十三年法律第百号）第
四条第七項に規定する市街
地開発事業として同法の規
定により都市計画に定めよ
うとするとき、又は対象事
業に係る施設を同条第五項
に規定する都市施設として
同法の規定により都市計画
に定めようとするときは、
当該対象事業

を

三十八条、第四十一条及び第四十七条」を「第三十八条第二項、第四十一条第二項及び

め、「同項に規定する」及び「（以下「都市計画決定権者」という。）」を削り、「第

岡
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一又は二以上の事業者が
相互に関連する二以上の
対象事業を実施しようと
するとき

事業者

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）

対象事業を実施しようと
するときは

事業者

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）

都市計画の都市計画決定
権者

相互に関連する二以上の対
象事業又は対象事業に係る
施設がそれぞれ都市計画に
定められようとするとき

都市計画決定権者

都市計画決定権者の名称及
び既に事業者が決定されて
いる場合にあっては、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）

対象事業を都市計画法第四
条第七項に規定する市街地
開発事業として同法の規定
により都市計画に定めよう
とするとき、又は対象事業
に係る施設を同条第五項に
規定する都市施設として同
法の規定により都市計画に
定めようとするときは

都市計画決定権者

都市計画決定権者の名称及
び既に事業者が決定されて
いる場合にあっては、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）

第八条第一
号

第八条第一
項第七号及
び第二項

対象事業の事業者

都市計画決定権者

第八条第一
項第一号

第八条第一
項各号列記
以外の部分

第三十八条

事業者

第四十一条
の見出し

に、

を
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第四十一条

第四十七条

第三十八条
第二項

第四十一条
の見出し
第四十一条
第二項

第四十七条
各号列記以
外の部分
第四十七条
第二号

当該事業者

一又は二以上の事業者が
相互に関連する二以上の
対象事業を実施しようと
するとき

事業者

第九条第一項に規定する市
町村若しくは同条第二項の
規定により調査計画書が送
付された市町村

事業実施部局の長

都市計画決定権者

都市計画決定権者

相互に関連する二以上の対
象事業又は対象事業に係る
施設がそれぞれ都市計画に
定められようとするとき

都市計画決定権者

第九条第二項の規定により
調査計画書が送付された市
町村

建築都市部長

都市計画決定権者

配慮書事業者及び事業者

都市計画決定権者

事業者

事業者
及び第二十六条

及び第二十六条第三項

、第二十六条、第三十五条
及び第四十三条

建築都市部長

、第二十六条第三項、第三
十五条及び第四十三条

事業実施部局の長

都市計画決定権者

第九条第二項の規定によ
り調査計画書が送付され
た者が長である市町村

配慮書事業者又は事業者

第九条第一項に規定する
市町村、同条第二項の規
定により調査計画書が送
付された者が長である市
町村

に改め、同項を

一項第三号及び第二項を除く。）、第三十八条第一項、第四十一条第一項及び第四十

の検討その他の手続を行う場合における条例第七条の二から第七条の七まで（同条第

条例第三十九条第一項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項について

同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
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七条（第二号を除く。）の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる条例の規定

第七条の三各号
列記以外の部分

配慮書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）

配慮書事業者

配慮書対象事業に係る計画

配慮書対象事業（第二条第二号に
規定する規則で定める要件に該当
する事業のうち法第二条第二項に
規定する第一種事業及び法第三条
の十第一項（法第三十八条の六第
三項の規定により読み替えて適用
される場合を含む。）の規定によ
る通知がなされた法第二条第三項
に規定する第二種事業に該当する
ものを除いたものをいう。以下同
じ。）を実施しようとする者（委
託に係る配慮書対象事業にあって
は、その委託をしようとする者。
以下「配慮書事業者」という。）

都市計画決定権者

都市計画決定権者の名称

都市計画決定権者

配慮書対象事業を都市計画法（昭
和四十三年法律第百号）第四条第
七項に規定する市街地開発事業と
して同法の規定により都市計画に
定めようとするとき、又は配慮書
対象事業に係る施設を同条第五項
に規定する都市施設として同法の
規定により都市計画に定めようと
するときは、当該配慮書対象事業
に係る計画

都市計画決定権者

中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条の三
第一号

配慮書事業者

第七条の二

第七条の四から
第七条の六
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第七条の七第一
項各号列記以外
の部分

第七条の七第一
項第一号

第三十八条第一
項

第四十一条第一
項

第四十七条

配慮書事業者

当該配慮書事業者

一又は二以上の配慮書事業者が相
互に関連する二以上の対象事業を
実施しようとするとき

配慮書対象事業を実施しないこと

配慮書事業者（第十条又は法第七
条の規定による公告を行った者を
除く。）

及び第七条の七

都市計画決定権者

都市計画決定権者

相互に関連する二以上の配慮書対
象事業又は配慮書対象事業に係る
施設がそれぞれ都市計画に定めら
れようとするとき

配慮書対象事業又は配慮書対象事
業に係る施設を都市計画に定めな
いこと

都市計画決定権者（第三十九条第
二項の規定により読み替えて適用
される第十条又は法第四十条第二
項の規定により読み替えて適用さ
れる法第七条の規定による公告を
行った場合を除く。）

都市計画決定権者

建築都市部長

、第七条の七及び第四十三条
配慮書対象事業を実施しようとす
る部局の長
配慮書事業者又は事業者

第三十一条中「前条第一項」を「前条第二項」に、「前条第三項」を「前条第四項」

同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

八条」を「第八条第一項」に、「第三十九条第一項」を「第三十九条第二項」に改め、

者」を「配慮書事業者又は事業者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第

二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「事業

に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第三十九条第一項」を「第三十九条第

十九条第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」

）」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「第三十九条第一項」を「第三

第三十三条の見出しを「（配慮書事業者及び事業者の行う環境影響評価手続との調整

第二項」に改める。

第三十二条中「第三十条第二項」を「第三十条第三項」に、「同条第一項」を「同条

に改める。
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配慮書事業者が条例第七条の三の規定により配慮書を作成してから条例第八条第一

項の規定による調査計画書の作成を行うまでの間に、当該配慮書に係る配慮書対象事

業又は配慮書対象事業に係る施設を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、

配慮書事業者（配慮書事業者が既に条例第七条の四の規定により当該配慮書を送付し

ているときは、配慮書事業者及びその送付を受けた者）にその旨を通知したときは、

当該都市計画に係る配慮書対象事業についての条例第三十九条第一項の規定は、配慮

書事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、配慮書事業者は

、通知を受けた後、直ちに当該配慮書を都市計画決定権者に送付しなければならない
。

第三十四条の表以外の部分中「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「

第三条から第二十八条まで（」を「第二条の二から第二十八条の二まで（第二条の五第

条例第七条の四

条例第七条の三

配慮書事業者

条例第七条の六

条例第七条の三第五号

都市計画決定権者

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の四

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の三

都市計画決定権者

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の六

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の三
第五号

二項第四号、」に改め、同条の表を次のように改める。

第二条の三第一
項各号列記以外
の部分

配慮書事業者

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の四

第二条の二第一
項

第二条の三第一
項第一号及び第
三号

条例第七条の四

第二条の二第二
項

第二条の三第二
項各号列記以外
の部分
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第二条の三第二
項第一号
第二条の四

条例第七条の五

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の五

都市計画決定権者

条例第七条の四

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の四

配慮書事業者

条例第七条の七第一項

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の七
第一項

条例第七条の七第一項

配慮書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
）

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第八条第一
項第九号

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の七
第一項

第二条の五第一
項及び第二項各
号列記以外の部
分
第二条の五第二
項第一号

条例第八条第一項第九号

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の六

都市計画決定権者の名称

第二条の五第二
項第三号

条例第七条の六

都市計画決定権者

条例第八条

条例第七条の二

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第八条

第三十条第一項の規定により読み
替えて適用される条例第七条の二

第三条第一号

第三条各号列記
以外の部分

配慮書事業者

第三条第二号

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条

都市計画決定権者

条例第十条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条

事業者

条例第十条

第三条第二号ニ
第四条第一項

第四条第二項各
号列記以外の部
分

第五条の三第三
項第一号

第五条の三第一
項

第五条の二第一
号

第五条の二各号
列記以外の部分

第五条第一号及
び第三号

第五条各号列記
以外の部分

第四条第二項第
一号

条例第十条の二第五項

条例第十条の二第四項

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）

条例第十条の二第二項

条例第十条の二第二項

事業者

条例第十条の二第一項

事業者

条例第十条

事業者

条例第十条

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）

都市計画決定権者

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条の二
第五項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条の二
第四項

都市計画決定権者の名称

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条の二
第二項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条の二
第二項

都市計画決定権者

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条の二
第一項

都市計画決定権者

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条

都市計画決定権者

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十条

都市計画決定権者の名称

第五条の四各号
列記以外の部分

第五条の三第三
項各号列記以外
の部分

第五条の三第二
項

第五条の三第四
項

事業者

第五条の四第二
号
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事業者

条例第十七条

条例第十六条第九号

条例第十六条

条例第十二条

条例第十三条第一項

事業者の氏名又は名称

条例第十一条第一項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第九条第二
項

都市計画決定権者

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十七条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十六条第
九号

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十六条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十二条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十三条第
一項

都市計画決定権者の名称

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十一条第
一項

第十三条

第十三条の見出
し

条例第十九条第二項

事業者

条例第十九条第二項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十九条第
二項

都市計画決定権者

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十九条第
二項

第八条第二項各
号列記以外の部
分
第八条第二項第
二号
第九条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十八条

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）

条例第二十四条の二第一項

条例第二十三条第二項

条例第二十三条第一項第一号

条例第二十一条

条例第二十二条

条例第二十条第一項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十五条
第一項

都市計画決定権者の名称

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十四条
の二第一項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十三条
第二項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十三条
第一項第一号

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十一条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十二条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十条第
一項

第十四条

第十七条の三第
一号

条例第二十五条第一項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十四条

第十七条の二

第十七条

第十六条第一項
及び第二項各号
列記以外の部分

第十五条

第十八条

条例第二十四条

第十二条

第六条第一項第
二号

条例第九条第二項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十七条

第六条第一項各
号列記以外の部
分

第七条

条例第十七条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十八条

第八条第一項

条例第十八条

条例第十八条

都市計画決定権者の名称

第十条第一項

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）

第十条第二項各
号列記以外の部
分
第十条第二項第
一号

条例第十八条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第十八条

第十一条及び第
十一条の二
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第十九条

第二十条第一項

第二十条第二項

条例第二十七条

条例第二十六条第三項

事業者

条例第二十六条第二項

条例第二十六条第一項第一号

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十七条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十六条
第三項

都市計画決定権者

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十六条
第二項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十六条
第一項第一号

第二十二条及び
第二十二条の二

第二十一条第二
項第一号

条例第二十八条

条例第二十七条

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）

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十八条

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十七条

第二十一条第一
項及び第二項各
号列記以外の部
分

第二十四条

条例第二十九条第一項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十九条
第一項

都市計画決定権者の名称

第二十五条第一
項及び第二項各
号列記以外の部
分
第二十五条第二
項第一号

条例第二十九条第一項

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）

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第二十九条
第一項

都市計画決定権者の名称

第二十五条第二
項第三号及び第
四号

条例第三十一条第一項

第三十条第三項の規定により読み
替えて適用される条例第三十一条
第一項

第二十六条第一
項及び第二項

第二十七条第一
項各号列記以外
の部分及び第二
項
第二十八条及び
第二十八条の二

条例第三十五条第一項

条例第三十二条第一項

第三十条第二項の規定により読み
替えて適用される条例第三十五条
第一項

第三十条第三項の規定により読み
替えて適用される条例第三十二条
第一項

第三十五条中「環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）」を「法」に改める。

第三十六条の表以外の部分中「第二十五条、第二十六条」を「第二十四条の二から第

二十六条まで」に、「第四十一条及び第四十七条」を「第四十一条第二項及び第四十七

条第二号」に改め、同条の表第十四条の項中「前条」を「前条第一項」に、「市町村の

長」を「知事」に、「第八条第五号」を「第八条第一項第八号」に改め、同表第十六条

第一号の項中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改め、同表第十六条第三号

の項中「第十三条」を「第十三条第一項」に、「市町村の長」を「知事」に改め、同表

第十七条の項中「第十三条」を「第十三条第一項」に改め、同表第二十三条第一項第一

号の項中「第八条第三号」を「第八条第一項第三号」に改め、同表第二十三条第一項第

二号の項中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改め、同表第二十七条の項中

「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改め、同表第二十八条の項、第二十九条第一

項第二号の項及び第三十一条第一項の項中「第八条第三号」を「第八条第一項第三号」

第九条第一項、第十七条
、第二十四条、第二十五
条、第二十六条第三項、
第三十五条及び第四十三
条

事業者

土木部長

第十七条、第二十四条及び
第三十五条

港湾管理者

を

に改め、同表第四十一条の見出しの項中「事業者」を「配慮書事業者及び事業者」に改
め、同表中
第四十一条

事業実施部局の長
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第四十七条

第四十一条
第二項

第四十七条
各号列記以
外の部分
第四十七条
第二号

第十七条

十八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、第五条の二中「事業

者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

第四十条の見出しを「（評価書案説明会の開催等）」に改め、同条第一項中「におい

て」の下に「読み替えて」を加え、「説明会」を「評価書案説明会」に改め、同条第二
項を次のように改める。

第九条第一項に規定する市
町村若しくは同条第二項の
規定により調査計画書が送
付された市町村又は第十七
条
港湾管理者

港湾管理者

第三十六条において読み替えて準用する条例第二十七条の規定による公告

ついては、第二条の五第一項の規定を準用する。

第四十七条

（評価書の公告）

第四十七条を次のように改める。

加える。

第四十二条から第四十六条の規定中「第三十六条において」の下に「読み替えて」を

及び第二号中「説明会」を「評価書案説明会」に改める。

十九条第二項において読み替えて準用する条例第十条の二第五項」に改め、同項第一号

第四十一条中「において」の下に「読み替えて」を加え、「第十九条第五項」を「第

準用する条例第十条の二第四項」に改める。

に「読み替えて」を加え、「第十九条第四項」を「第十九条第二項において読み替えて

」を「評価書案説明会の開催を予定する日時」に改め、同条第四項中「において」の下

「において準用する条例第十条の二第二項」を加え、同項第五号中「説明会の開催日時

第四十条第三項中「において」の下に「読み替えて」を、「第十九条第二項」の下に

。

第十条の二第二項の規定による公告については、第二条の五第一項の規定を準用する

第三十六条において読み替えて準用する条例第十九条第二項において準用する条例

事業者

港湾管理者

２

事業者
第十七条、第二十四条及び
第三十五条

対象港湾計画

に改める。

対象事業

第九条、第十二条、第十三
条、第十七条、第二十四条
、第二十五条、第二十六条
、第三十五条及び第四十三
条

配慮書事業者又は事業者
対象港湾計画

県土整備部長

対象事業等
第十七条

事業実施部局の長

第九条第一項に規定する市
町村、同条第二項の規定に
より調査計画書が送付され
た者が長である市町村又は
第十七条

第三十七条中「前条において」の下に「読み替えて」を加える。
第三十八条第一項を次のように改める。

に掲げるものとする。

第三十六条において読み替えて準用する条例第二十七条の規則で定める事項は、次

港湾管理者の名称及び住所

２

の規定による公告について準用する。

一

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域（決定後の港湾

第二条の五第一項の規定は、第三十六条において読み替えて準用する条例第十八条

第三十八条第二項中「において」の下に「読み替えて」を加える。

二

第五条の二の規定は、第三十六条において読み替えて準用する条例第

三

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施される予定の区域

面積

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

第三十九条中「において」の下に「読み替えて」を加え、同条の次に次の一条を加え

第三十九条の二

（評価書案の公表）

る。

福
金曜日
平成 25 年９月 13 日
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五

四
評価書の縦覧の場所、期間及び時間

関係地域の属する市町村

第四十八条中「において」の下に「読み替えて」を加え、同条の次に次の一条を加え
る。
（評価書の公表）
第三十六条において読み替えて準用する条例第二十七条の規定による

配慮書に相当する書類

改める。
十四

発電所の設置及
び変更の工事

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第三十八条第三
項に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置及
び変更の工事の事業であって、次に掲げるもの
一 出力が一万五千キロワット以上である水力発電所の設置の
工事の事業

別表第一第十三項中「空港整備法」を「空港法」に改め、同表第十四項を次のように

当該配慮書事業者又は当該事業者」に改める。

第五十九条中「事業者は」を「配慮書事業者又は事業者は」に、「当該事業者」を「

一

、同号の前に次の一号を加える。

第五十八条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし

改める。

第五十六条第二項中「日刊新聞紙」を「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」に

中「土木部長」を「県土整備部長」に改める。

第五十四条第一項中「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第二項

加える。

第五十条第二項、第五十一条及び第五十二条中「において」の下に「読み替えて」を

ついては、第二条の五第一項の規定を準用する。

第三十六条において読み替えて準用する条例第二十九条第一項の規定による公告に

第五十条第一項を次のように改める。

第四十九条中「において」の下に「読み替えて」を加える。

事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

公表については、第五条の二の規定を準用する。この場合において、第五条の二中「

第四十八条の二
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二 出力が七万五千キロワット以上である火力発電所（地熱を
利用するものを除く。以下同じ。）の設置の工事の事業
三 出力が五千キロワット以上である風力発電所の設置の工事
の事業
四 出力が一万五千キロワット以上である発電設備の新設を伴
う水力発電所の変更の工事の事業
五 出力が七万五千キロワット以上である発電設備の新設を伴
う火力発電所の変更の工事の事業
出力が五千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
六

別表第二第十七項中「三」を「四」に改め、同表第十八項中「又は四」を「又は五」

事業実施区域の位置

発電所又は発電設備の出力

修正前の事業実施区域から三百メ
ートル以上離れた区域が新たに事
業実施区域とならないこと。

発電所又は発電設備の出力が十パ
ーセント以上増加しないこと。

に改め、同表中第十九項を第二十項とし、第十八項の次に次のように加える。
十九

別表第一
第十四項
の三又は
六に該当
する対象
事業

別表第三第十七項中「三」を「四」に改め、同表第十八項中「又は四」を「又は五」

発電設備の位置

事業実施区域の位置

発電所又は発電設備の出力

発電設備が百メートル以上移動
しないこと。

修正前の事業実施区域から三百メ
ートル以上離れた区域が新たに事
業実施区域とならないこと。

発電所又は発電設備の出力が十パ
ーセント以上増加しないこと。な
いこと。

に改め、同表中第十九項を第二十項とし、第十八項の次に次のように加える。
十九

別表第一
第十四項
の三又は
六に該当
する対象
事業

則

別表第四中「第五十九条関係」を「第六十一条関係」に改める。
附

この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

（施行期日）
１

（経過措置）

第３５３０号 増刊①
改正後の福岡県環境影響評価条例施行規則（以下「新規則」という。）別表第一第

のみをして実施されるものに限る。）を含まないものとする。

行日以降、その内容を変更せず、又は新規則第二十六条第一項に規定する軽微な変更

第二項の認可の申請又は同法第四十八条第一項の規定による届出がなされたもの（施

いう。）前に電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第四十七条第一項若しくは

十四項第三号及び第六号に掲げる事業には、この規則の施行の日（以下「施行日」と

２
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