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はじめに 

本書は、改正された沖縄県環境影響評価条例（平成12年沖縄県条例第77号）に基づき、「宮

古広域公園整備事業」に係る補正前の環境影響評価書（令和２年１月）を踏まえて、補正し

た環境影響評価書として、とりまとめたものである。  
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第1章 都市計画決定権者等の氏名及び住所 

 

1.1  都市計画決定権者の氏名及び住所 

 名 称：沖縄県 

 代表者氏名：沖縄県知事 玉城康裕 

 所 在 地：沖縄県那覇市 泉崎 1-2-2 

 

1.2  事業者の氏名及び住所 

 名 称：沖縄県 

 代表者氏名：沖縄県知事 玉城康裕 

 所 在 地：沖縄県那覇市 泉崎 1-2-2 

 

 

※本事業は、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）第 4条第 5項に規定する都市施設として、

都市計画法の規定により都市計画に定められるため、事業者が行うべき環境影響評価その他の

手続きは、当該都市計画の決定者が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象

事業に関する都市計画を決定する手続と併せて行うものとする。 

（「沖縄県環境影響評価条例」（平成 12 年条例第 77 号） 第 42 条第 1項） 

 


