
都道府県・政 け 公 施行日ま 状況

公 日 施行日 期間(日) 公 日 施行日 期間(日) 備考

国 住「」.4.「7 住「5.4.1 705 住「」.11.16 住「4.10.1 」「0

長 県 住19.7.」0 住19.10.1 6」

海道 住「5.」.「9 住「5.10.1 186 住「5.8.1」 住「5.10.1 49 法 規模

宮城県 住「4.1「.「8 住「5.4.1 94

住1「.1「.「6 住1」.」.1 65 導入時

住「4.8.」1 住「4.10.1 」1 規模 変更時

茨城県 住「4.10.」 住「5.4.1 180 住「5.」.」0 住「5.4.1 「

神奈 県 住「5.5.」0 住「5.11.1 155

千葉県 住「6.6.10 住「6.7.1 「1

東京都 住14.7.」 住15.1.1 18「

福井県 住「4.1「.「0 住「5.4.1 10「 住「4.7.6 住「4.10.1 87 法 規模

岐阜県 住「5.「.8 住「5.4.1 5「

静岡県 住「4.9.「5 住「4.10.1 6

愛知県 住「4.7.6 住「5.4.1 「69 住「5.1.「9 住「5.4.1 6「

都道府県

配慮書手続 導入
条例改正

風力発電所 対象事業
施行規則改正

福島県
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愛知県 住「4.7.6 住「5.4.1 「69 住「5.1.「9 住「5.4.1 6「

滋賀県 住「5.」.「9 住「6.4.1 」68 住「1.9.18 住「1.1「.18 91

京都府 住「5.1「.「7 住「6.7.1 186 住「4.」.」0 住「4.10.1 185

兵庫県 住「5.」.「「 住「5.10.1 19」 住18.」.」1 住18.4.1 1

奈良県 住「5.10.11 住「7.4.1 5」7

和歌山県 住「4.8.17 住「4.10.1 45

鳥取県 住「5.」.「6 住「5.4.1 6 住「5.」.「9 住「5.4.1 」

島根県 住「4.10.19 住「5.10.1 」47 住「4.10.「9 住「5.4.1 154

岡山県 住「1.「.「4 住「1.4.1 」6

広島県 住「4.」.15 住「4.10.1 「00

山 県 住「5.」.19 住「5.4.1 1」 住「5.」.「9 住「5.4.1 」 法 規模

徳島県 住「7.5.「9 住「7.6.1 」 住「7.」.16 住「7.6.1 77

香 県 住「5.」.「「 住「5.7.1 101 住「5.6.「8 住「5.7.1 」

高知県 住「5.1「.「7 住「6.4.1 95 法 規模

福岡県 住「5.」.「9 住「5.10.1 186 住「5.9.1」 住「5.10.1 18

賀県 住「5.」.「5 住「6.4.1 」7「 住「5.1「.4 住「6.4.1 118

住17.1「.「7 住18.4.1 95 導入時

住「4.9.「8 住「4.10.1 」 規模 変更時

熊 県 住「6.1「.「5 住「8.4.1 46」 住「7.5.「9 住」0.4.1 10」8

大分県 住「5.」.「9 住「5.9.「7 18「

宮崎県 住「6.8.「8 住「6.9.1 4

沖縄県 住「5.」.」0 住「6.「.1 」08 住「5.1「.「7 住「6.「.1 」6

都道府県平均 「「7 94「0都道府県 「8道府県

長崎県 住「5.」.「9 住「6.」.「8 」64
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公 日 施行日 期間(日) 公 日 施行日 期間(日) 備考

幌 住「5.6.1「 住「5.10.1 111 住「5.9.19 住「5.10.1 1「

仙台 住「4.1「.「8 住「5.4.1 94

さいたま 住17.」.「5 住17.4.1 7 条例制定時 対象

千葉 住「6.5.9 住「6.7.1 5」

横浜 住「「.1「.「4 住「」.8.1 「「0 住「5.」.「9 住「5.7.1 94

崎 住「4.1「.14 住「5.4.1 108 住1「.9.5 住1「.1「.1 87 条例制定時 対象

屋 住「5.1.9 住「5.4.1 8「 住11.」.」0 住11.6.1「 74 条例制定時 対象

京都 住「5.4.1 住「5.10.1 18」 住「5.」.「9 住「5.4.1 」

堺 住18.1「.「「 住「0.4.1 466 住「5.」.「9 住「5.4.1 」

神戸 住「5.4.1 住「5.10.1 18」

広島 住「5.4.1 住「5.4.1 0

九 住「5.」.「9 住「5.10.1 186 住「5.9.10 住「5.10.1 「1

福岡 住「4.1「.「7 住「5.10.1 「78 住「5.9.」0 住「5.10.1 1

住「「.」.「4 住「「.4.1 8 導入時

住「5.9.」0 住「5.10.1 1 規模 変更

相模原 住「6.7.1 住「7.7.1 」65 住「6.7.1 住「7.7.1 」65 条例制定時 対象

政 平均 「16 55

平均 「「」 81

11政 14政

」1都道府県・政 4「道府県・政

政

配慮書手続 導入
条例改正

風力発電 対象事業
施行規則改正

新潟 住「5.」.「「 住「5.10.1 19」

公 日 施行日 期間(日)

群馬県 住17.4.1 住18.4.1 」65

住10.「.6 住10.7.1 145

住「5.5.」0 住「5.11.1 155

岐阜県 住「5.「.8 住「5.4.1 5「

愛知県 住19.」.「」 住19.10.1 19「

兵庫県 住10.1.9 住10.1.1「 」

岡山県 住1」.5.「「 公 日 0

熊 県 住14.」.「9 住14.10.1 186

宮崎県 住15.」.」1 住15.4.1 1

都道府県計 119

崎 住「4.1「.「8 住「5.4.1 94

京都 住「5.」.「9 住「5.4.1 」

神戸 住「5.4.1 住「5.10.1 18」

九 住「5.9.10 住「5.10.1 「1

住17.6.9 公 日 0

住「5.」.「8 住「5.4.1 4

施行規則 改正

火力発電所 設置等 該当事業種を 電気工作物 工
場 事業場 変更

製造業 電気供給業等 工場 設置等 対象規模 時間当
た 最大排ガス ⇒ 時間当た 燃料使用

鉱物 採掘 事業を対象事業 追加

自治体 風力発電所 外 対象事業 追加等

9「
土地区画整理事業 対象規模 50㏊ ⇒」0㏊

周知期間 平均 県

宅団地 新設 規模要件を 計画人 延 面積
変更

住15.」.」1 住15.7.1
産業廃棄物焼却施設 設置等を対象事業 し 追加

廃棄物処分場 規模要件 15ha ⇒管理型・安定型最終処
分場 15ha 遮断型最終処分場 全

福岡
揮発性有機 合物排出施設 設置等 事業を追加

太陽光発電所 設置 事業を追加

宅地 造成 事業 第 種事業 追加 5ha

高層建築物 建設を対象事業 し 追加

鉄道 軌道 地 移設 高架移設を対象事業 追加
神奈 県

鉄道又 軌道 建設を対象事業 し 追加

宅地 造成 事業 対象規模 「0ha ⇒16ha

公有水面 埋立等 対象規模 15ha ⇒5ha

養豚場 設置等 増設後 総面積 15,000㎡ も
を追加

沖縄県

試験研究施設 設置等を対象事業 し 追加

公 日 施行日 期間(日)

群馬県 住17.4.1 住18.4.1 」65

住10.「.6 住10.7.1 145

住「5.5.」0 住「5.11.1 155

岐阜県 住「5.「.8 住「5.4.1 5「

愛知県 住19.」.「」 住19.10.1 19「

兵庫県 住10.1.9 住10.1.1「 」

岡山県 住1」.5.「「 公 日 0

熊 県 住14.」.「9 住14.10.1 186

宮崎県 住15.」.」1 住15.4.1 1

都道府県計 119

崎 住「4.1「.「8 住「5.4.1 94

京都 住「5.」.「9 住「5.4.1 」

神戸 住「5.4.1 住「5.10.1 18」

九 住「5.9.10 住「5.10.1 「1

住17.6.9 公 日 0

住「5.」.「8 住「5.4.1 4

政 計 51

合 計 94

施行規則 改正

火力発電所 設置等 該当事業種を 電気工作物 工
場 事業場 変更

製造業 電気供給業等 工場 設置等 対象規模 時間当
た 最大排ガス ⇒ 時間当た 燃料使用

鉱物 採掘 事業を対象事業 追加

自治体 風力発電所 外 対象事業 追加等

9「
土地区画整理事業 対象規模 50㏊ ⇒」0㏊

周知期間 平均 県

宅団地 新設 規模要件を 計画人 延 面積
変更

住15.」.」1 住15.7.1
産業廃棄物焼却施設 設置等を対象事業 し 追加

周知期間 平均 県 ５

廃棄物処分場 規模要件 15ha ⇒管理型・安定型最終処
分場 15ha 遮断型最終処分場 全

福岡
揮発性有機 合物排出施設 設置等 事業を追加

太陽光発電所 設置 事業を追加

周知期間 平均 ５

宅地 造成 事業 第 種事業 追加 5ha

高層建築物 建設を対象事業 し 追加

鉄道 軌道 地 移設 高架移設を対象事業 追加
神奈 県

鉄道又 軌道 建設を対象事業 し 追加

宅地 造成 事業 対象規模 「0ha ⇒16ha

公有水面 埋立等 対象規模 15ha ⇒5ha

養豚場 設置等 増設後 総面積 15,000㎡ も
を追加

沖縄県

試験研究施設 設置等を対象事業 し 追加


