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はじめに 
 

 本書は、2010 年 1 月 16 日に改正されたチリ環境基本法について、サンティアゴ事務所

縫部保徳が解説したものである。新旧対比表および原文を添付した。なお法文の解釈に当

たっては、原文を参照願いたい。 
 
本書がチリにおける鉱業投資、鉱山開発・操業の上で活用される機会が増すことを願う

次第である。 
 
 

平成 24 年 10 月 
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構  

金属資源開発本部 金属企画調査部 
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チリ環境基本法（改正） 

 

 

はじめに 

チリの環境基本法（Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente、

法律第 19,300 号）が、法律第 20,417 号（2010 年 1 月 26 日に官報に掲載）により

改正された。その改正の中で、それまでチリの環境行政を担ってきたチリ環境委

員会（CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente）に代わり、環境省（MMA: 

Ministerio del Medio Ambiente）、環境評価局（SEA: Servicio de Evaluación 

Ambiental）、環境監督庁（SMA: Superintendencia del Medio Ambiente）が設立

され、さらには、環境影響評価システム（SEIA : Sistema Estudio Impacto Ambiente）

への市民参加の拡大など制度的にも、施策的にも重要な改定が行われた。環境影

響評価システムは鉱業関係のプロジェクトも当然その対象となることから、チリ

で探鉱開発プロジェクトを進める場合に避けることはできず、環境基本法改正の

内容を把握することは非常に重要である。本稿では環境基本法の概要と、法律第

20,417 号による環境基本法の重要な改正点について紹介する。 

本稿を作成するにあたり、日智商工会議所が 2009 年 6 月に刊行した「チリの環

境関連法規」を参考にした。 

 

１．環境基本法の概要 

 

1.1. 環境基本法の基本理念 

以下では、環境基本法案が国会に提出された際の大統領メッセージをもとに環

境基本法の基本理念について述べる。 

 

(1) 予防の原則 

環境基本法の大統領メッセージでは、「この法案の原則により環境問題が起きる

ことを防止するよう試みる。」と述べられている。予防の原則をチリで最初に謳っ

たのは、チリ共和国憲法第 19 条、第 8 項であり、「汚染のない環境のもとで生活

する権利を確立する。その権利が侵害されないように、その後見役として自然を

保護することは国家の義務である。」と述べている。 

 

(2) 汚染者が責任を持つ原則 

この原則について、大統領メッセージでは、「現在環境を汚染している、または、

将来汚染する者は、汚染を防止するために必要なあらゆる投資を、その生産コス
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トに組み入れなければならない」と述べている。 

この原則によって、誰もが環境への配慮と保護を考えることを義務付けられた。

また、この原則は、民間企業の活動により生じる環境汚染のコストを社会が負担

するのではなく、他方、国家が負担するのでもないと述べている。 

環境基本法では、この原則に従い、環境に損害を与える責任者へは、その環境

負債コストを開発コストに組み入れることを提案している。 

 

(3) 漸進性の原則 

漸進性の原則とは、長期にわたる目的に対して、それを放棄せずに徐々に近づ

いていく試みと言い換えられる。 

すなわち、環境規制適用により実施される環境管理、それに関連して制定され

る制度は、適切な形で公共、民間のコストを吸収できるよう計画され、その適用

は段階的でなければならない。大統領メッセージでは、「環境基本法案はより厳し

い環境規制を明日から要求することを目指すものではなく、その規模を考慮せず

に全国のあらゆる鉱業活動を環境影響評価システムに従わせるものでもない。そ

れとは全く反対に、環境規制プロセスの第一歩を踏み出すものであって今後の道

のりは長い。すなわち、全ての鉱業活動または資源に対して適用できる法の枠を

定めるだけであり、今後様々な事業に応じた基準を制定していくものである。」と

述べている。 

さらに、大統領メッセージでは「基本的で最も根本的な規制から始めて、順次

その他の事象を規制してゆく」となっており、漸進性の原則が示されている。 

 

(4) 責任の原則 

責任の原則とは、環境に被害を与えた責任者に対して、被害者へ損害の全てを

償うことを求めるものである。責任者は環境に生じた損害を物的に修復すること

が求められ、さらに、破壊された景観の回復も義務付けられている。 

 

(5) 市民参加の原則 

「市民参加の原則は、環境分野において不可欠なものである。なぜなら、環境

を適切に保護するためには、その問題による被害者全員が参加することが必要だ

からである。」と大統領メッセージには述べられている。 

この原則は環境基本法のいたるところに述べられており、環境規制制定のプロ

セスにおいて避けられない必要条件となっている。 

 

(6) 効率の原則 

効率の原則とは、環境基準と対策をより効果的に、できる限り低コストで導入

することと言い換えられる。すなわち、環境規制で求められるコストが、それを

満たさない場合に起こりうる社会的コスト及び個人的コストより低いものであれ
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ば、環境規制を遵守しない方が不合理である方向に仕向けるものである。 

環境基本法第 45 条では、予防計画及び環境汚染除去に関する最低限の内容が規

定されており、その g 項では経済的・社会的コストの見積もりを明示するよう求

めている。 

 

1.2. 環境基本法で規定されている環境管理施策 

環境基本法第 II 章には、以下に述べる環境管理施策が定められている。 

 

(1) 教育及び研究（第 1 節） 

「環境問題の理解と自覚を促すため、各水準の教育課程において、環境保護の

現代的観念に関する知識の移転及び教えを通じて、環境問題の防止及び解決に資

する価値観の統合と習慣性の育成を図らなければならない」と規定されている。 

 

(2) 戦略的環境評価[EAE: Evaluación Ambiental Estratégica]（第 1 節の 2） 

戦略的環境評価とは、政策策定プロセス及び一般的規定の作成において、環境

または持続可能性に対して影響のある政策、または、計画などに持続可能な環境

規定を導入することを目的として行われる。戦略的環境評価は、環境に対して影

響のある国家レベルの計画及び地域計画施策（IPT: Instrumetos de Planificación 

Territorial）に適用される。 

この施策は法律第 20,417 号による改正で導入された。 

 

(3) 環境影響評価システム[SEIA : Sistema Estudio Impacto Ambiente]（第 2 節） 

環境の劣化を防止するための重要施策として環境影響評価システムが挙げるこ

とができる。この施策は、国内で実施されるプロジェクトの設計及び遂行に環境

的側面を組み入れることを狙ったもので、官民のプロジェクトを問わず適用可能

な環境的必要条件を満たしているかを評価、証明するものである。 

環境影響評価システムは 1997 年 4 月 3 日に施行され、それ以後 15 年以上にわ

たり 1 万件以上のプロジェクトがこのシステムを通じて認可された。それにより

公共・民間投資が求められる環境破壊を防止し、または、大規模な環境汚染が発

生した場合にもその軽減策が存在するというように、環境対策の大きな転換点と

なった施策である。 

 

(4) 地域社会の参加（第 3 節） 

市民参加とは、特定の環境プロジェクト、政策、計画または環境規制に関して、

自然人または法人が、それを知り、責任を持って意見を述べるメカニズムのこと

である。これにより、環境評価プロセスのより詳しい情報が地域社会へ提供され、

それをより透明性のあるものとし、所轄官庁の決定を揺るぎないものとすること

ができる。 
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(5) 環境情報へのアクセス（第 3 節の 2） 

環境情報へのアクセスについては、「あらゆる市民は共和国憲法及び公共情報へ

のアクセスに関する法律第 20,285 号の規定に基づいて、行政機関が所有する環境

関係の情報にアクセスする権利を有する」と定められている。 

 

(6) 環境の質、自然の保護及び環境資産の保全に関する基準（第 4 節） 

環境の質に関する基準には一次と二次の二種類がある。 

一次基準は環境大臣及び健康大臣が署名する最高布告令を通じて公布される。

チリの全領土に対して適用されるもので、緊急事態を引き起こす汚染基準を決定

する。 

二次基準は環境大臣及び対応する事象により、その管轄の大臣が署名する最高

布告令によって公布される。 

一次基準は市民の健康を保護することを目的とし、二次基準は天然資源、農作

物、生態系、動植物種、記念建造物または考古学的価値のある場所などを保護す

るためのものである。 

 

(7) 排出基準（第 5 節） 

排出基準は、産業施設または一般の発生源から大気または水域に対して排出さ

れる汚染物質の最大量を規定するものである。最高布告令により公布され、適用

地域が指定される。 

 

(8) 管理計画、汚染防止または汚染除去計画（第 6 節） 

汚染除去計画とは飽和地域（環境基準の規制値のひとつ、またはそれ以上の汚染

物質の濃度が上限を超えている地域）を環境基準レベルへ回復させる施策である。 

汚染防止計画とは潜在地域（水、大気及び土壌の汚染物質濃度が該当する環境

基準値の 80%から 100%の間にある地域）で一次基準または二次基準を超えないよ

うにすることを目的とする施策である。 

管理計画とは再生可能な天然資源の使用及び利用が再生能力とそれに関連する

生物多様性を確保しながら行われることを目的としたものである。 

 

(9) 異議申し立ての手続き（第 7 節） 

以下の最高布告令は官報に公表される。 

・環境の質及び排出基準の制定 

・潜在地域または飽和地域の宣言 

・防止計画または汚染除去計画 

 

環境基本法の規制を満たさないと判断する者、及びそのために被害を受けると

思うものは、誰でも環境裁判所（Tribunal Ambiental）に訴え出ることができる。 
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２．環境基本法の主要な改正点 

 

2.1. 環境管理施策 

(1) 戦略的環境評価の導入 

1.2. (b)でも触れたが、法律第 20,417 号の改定により戦略的環境評価が新しい

環境管理施策として導入された。これは、環境影響評価において行われる環境的

な配慮を特定プロジェクトレベルではなく、政策や計画のレベルにおいて導入す

ることを目的としたものである。 

この施策が有効になるには施行細則の制定が必要であり、実際にいつ有効とな

るかは現時点では未定である。 

 

2.2. 新環境機関 

環境基本法の改正によりチリ環境委員会（CONAMA）は廃止され、環境省及び環

境評価局が設立された。さらに、環境規制の監査及び罰則の適用を担当する環境

監督庁が設立された。以下に、チリの環境関連省庁と主な機能を紹介する。ただ

し、環境基本法で設置が言及されていない機関（環境裁判所及び生物多様性及び

野生生物地域保護局）も含めている。 

 

(1) 環境省（MMA: Ministerio del Medio Ambiente） 

環境政策及び環境規制の策定を担当する機関。環境省設立の主目的は生物多様

性の保護、保全及び持続可能な発展を促進することである。 

環境省の傘下には次官官房、環境省地方事務局、全国及び地方諮問委員会があ

る。 

 

(2) 持 続 可 能 性 の た め の 閣 僚 委 員 会 （ Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad） 

環境問題について横断的な議論を行い、政策及び規制を承認する審議会。環境

大臣（議長）、農業大臣、財政大臣、健康大臣、経済刺激・観光大臣、エネルギー

大臣、公共事業大臣、住宅・都市計画大臣、交通・遠隔通信大臣、鉱業大臣、計

画大臣などのメンバーにより構成される。（注：省の日本語名称は国立国会図書館

のウェブサイトを参考にした。） 

 

(3) 環境評価局（SEA: Servicio de Evaluación Ambiental） 

環境評価局は CONAMA の業務を法的に引き継ぐ機関であり、最も重要な任務は環

境影響評価システム（SEIA）の管理である。この組織の設立目的は以下のように

まとめられる。 
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・チリの持続的な発展のため、環境評価に最新技術を導入する 

・SEIA に基づく環境評価への市民参加を促進する 

・各省庁の定める環境基準をガイド作成により規格化する 

・評価システムやその他すべての環境許可に係る手続きの簡素化を提言する 

 

(4) 環境監督庁（SMA: Superintendencia del Medio Ambiente） 

環境監督庁は環境規制及び環境管理施策の履行を追跡、監査し、不履行の場合

には処罰する権限を有する。 

環境監督庁は環境裁判所の設置とともにその権能の行使が可能となる。 

 

(5) 環境裁判所（Tribunal Ambiental） 

環境監督庁が科した処罰、環境認可 (RCA: Resolución de Calificación 

Ambiental)に対する異議申し立て、環境の質、排出、飽和または潜在地域宣言及

び汚染除去または防止計画に関する最高布告令に対する異議申し立てを扱う。 

環境裁判所設置法は2012年 6月28日に官報に掲載され施行された。Antofagasta、

Santiago、Valdivia の 3 都市に設立され、Santiago の第 2 環境裁判所が 2012 年

12 月 28 日までに、Antofagasta の第 1 環境裁判所及び Valdivia の第 3 環境裁判

所は 2013 年 6 月 28 日までに設置されることが定められている。 

 

(6) 生物多様性及び野生生物地域保護局（Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Silvestres Protegidas） 

チリ全土の生物多様性保護、自然保護、及び環境遺産の保全を目的とした、中

央政府からは独立した機関。主な機能には、事前保護地域など国立野生生物地域

保護システムの管理、国立自然保護地域内の権益及び認可の授与、民有地内の自

然保護地域確保の促進、民有地内の自然保護地域の自発的申請に対する認可及び

その解除、認可条件の履行に対する監査がある。 

本局を設置するための法案が国会で現在審議中である。 

 

2.3. 環境影響評価システム 

(a) 厳密な調査、許容性の管理、重要ないし本質的な情報不足 

環境基本法の第 14 条 3 項において、環境影響評価システムのプロセスは、プロ

ジェクトの種類及び評価方法の“厳密な調査”から開始すること、かつ、プロジ

ェクトの重要ないし本質的な情報が不足している場合には、所轄環境機関は評価

プロセスを打ち切る権限を有することなどが規定された。この規定により、行政

機関及び環境影響評価申請者に法改正前以上の要求が課され、プロジェクトに対

するより適切な評価が行われることとなった。これにより、環境影響評価システ

ムの初期段階から評価の重要性がより明確化され、手続き期間短縮に繋がること

が期待されている。 
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(b) プロジェクトの環境評価 

本稿冒頭でも述べたが、旧環境基本法下では CONAMA がプロジェクトの環境評価

を行う組織であった。新法下では、その役割を評価委員会（Comisiones de 

Evaluación）が担っている。しかし、評価委員会の構成は、新旧法間で大きな変

更はなされていない。すなわち、評価委員会は州知事が主催し、委員は環境省、

健康省、経済刺激・観光省、エネルギー省、公共事業省、農業省、住宅・都市計

画省、交通・遠隔通信省、鉱業省、計画省などの書記官であり、地方局長が書記

を務める。旧法からは、県知事と地方評議員が外れただけである。この変更の目

的は環境認可に際し、政治的圧力の軽減を図ることであった。 

 

(c) 環境認可の変更 

第 25 条 5 項で、プロジェクト実施時に、設定条件または対策に基づき設計され

たフォローアップ計画での評価要素が当初計画と大きく変化する、または、それ

を確認しない場合には、その状況に対応する必要な対策を講ずるための環境認可

変更の可能性が組み込まれた。 

 

(d) 環境認可の失効 

第 25 条 3 項では環境認可の失効について規定している。改正前は環境認可の承

認を得たプロジェクトの名義人は、そのプロジェクトを実施するまで何年でも放

置することができた。しかし、年月を経ることによりプロジェクトのベースライ

ンそのものが大きく変化することがあり得ることから、今回の改正により、“プロ

ジェクトまたは活動に対して承認された環境認可は、承認されたプロジェクトま

たは活動の実施を通告後 5 年を経ても開始しない場合には失効する”ことが規定

された。 

 

(e) 環境評価システムへの住民参加 

環境評価システムへの住民参加に関しては以下のような改定がなされた。 

・プロジェクト評価に参加するための参加資格が拡大された。改正前は、プロジ

ェクトまたは活動により直接に影響を受ける市民団体と自然人のみが参加でき

たのに対し、法人を含む全ての住民が参加できるよう改定された（第 30条 2項）。 

・プロジェクトの評価手続き中に環境負荷そのものに大きく影響する説明、訂正

及び補足を行った際の住民参加のための時間が確保された（第 29 条）。 

・住民参加の範囲が環境影響宣言書（DIA）まで拡大された。法律中には“podrán

（できるであろう）”が使われており、環境評価局は環境影響宣言書に対する

住民参加を促す権限を有するものの、それを開始する義務は負っていない。こ

の住民参加については、少なくとも法人格を有する二つの市民団体または直接

影響を受ける少なくとも 10人以上の自然人が申請することが必要とされており、

さらに、そのプロジェクトが近隣社会に環境負荷を発生する場合に限定されて
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いる。 

・住民参加に関して、プロジェクトの名義人が環境影響評価書または環境影響宣

言書を提出したことをラジオ放送などを通じて通告する義務などが導入された

（第 30 条）。この義務については、施行細則により明確な規定がなされること

となっている。 

 

３．環境基本法改正による鉱業プロジェクトへの影響 

 

環境基本法の改正は鉱業部門のみを意識して行われたものではないことから、

同部門だけが影響を受けるものではないが、プロジェクトの性質上、影響が大き

いと思われる改正内容は以下のとおりである。 

環境影響評価手続きを進めていく上で最も大きな問題となる可能性があるのは、

地域社会との関係である。プロジェクト関係者との対話強化措置については、上

述のとおり、環境影響宣言書または環境影響調査書の提出を地元ラジオ放送等を

通じて公表する義務、二つの市民団体または 10 人の自然人の申請による環境影響

宣言書への住民参加の規定、州都新聞または全国紙への環境認可公表義務を規定

したことが挙げられる。しかし、これらは施行細則により明確な規定がなされる

ことになっており、実際にどのような影響が出るかが判明するには依然として時

間を要する。 

環境影響評価システムの適用に対し、優先地域、湿地帯及び氷河を考慮する必

要が規定されたことも高標高地に立地することの多い鉱業プロジェクトにとって

は影響が大きいと思われる。 

 

 

おわりに 

本稿では、環境基本法の基本理念と法律第 20,417 号による改正の概要をまとめ

た。環境基本法改正前後の条文の比較については、本稿末に添付したので参照願

いたい。本文中にも触れているが、今回の改正点がすべて運用されるようになる

のは、環境影響評価システムの施行細則の改定を待たねばならない。サンティア

ゴ事務所による取材では施行細則の改定は 2012 年 10 月頃になるとのことである。 

施行細則の改定では、これまで区分が曖昧であった概査（prospecciones 

geológicos）と探鉱（exploraciones）が明確に定義されるとのことであり、環境

影響宣言書の提出義務がこれによって明確に分かれることから、鉱業プロジェク

ト、特に探鉱プロジェクトへの影響は大きい。また、先住民族との関係で ILO 第

169 号条約に関連する手続きとの整合性も図られるとも言われている。施行細則の

改定内容についても別途報告したい。 
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添付１：チリの環境関係行政機関（生物多様性及び野生生物地域保護局はまだ設 

立されていないことから点線とした） 

添付２：環境基本法新旧対比表（赤字が改正部分を示す） 
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改�� 改��
第��:　一般規定 第��:　一般規定

第2条:　この法律における用語は次の定義による: 第2条:　この法律における用語は次の定義による:
a) 生物多様性又は生物学的多様性:　あらゆる陸上及
び水域の生態系を構成する生物の可変性。同種間、種
類間及び生態系間の多様性を含む。

 a) 生物多様性又は生物学的多様性:　あらゆる陸上
及び水域の生態系を構成する生物の可変性。同種間、
種類間及び生態系間の多様性を含む。
a,2)バイオテクノロジー:　特定な使用目的の製品又
はプロセスを創造又は操作するために生物学的システ
ム又は生物を利用する技術を適用すること。
a,3)気候の変化:　人間の事業と直接、間接的に関係
付けられる気候の変化で、地球の大気の構成要素を変
化させ、長期にわたり観測された自然の気候変化に加
算したもの。

h)環境教育:　人、文化及び生物物理学的環境との間
の調和の取れた共存に必要な価値観、概念を持ち、行
動できる市民を養成するための多学問分野的性格の継
続的教育。

h)環境教育:　人、文化及び生物物理学的環境との間
の調和の取れた共存に必要な価値観、概念を持ち、行
動できる市民を養成するための多学問分野的性格の継
続的教育。
h,2)相乗効果:　別々に単独で起きる出来事よりも幾
つかの要因が同時に起きたほうが環境に対する効果が
大きいこと。

i)環境影響調査:　実施しようとするプロジェクト又
は事業の特徴を詳細に記述した文書又はその改定。そ
の環境インパクトの予想、同定及び説明のための根拠
ある資料を提供し、重要な悪影響を予防又は軽減する
対策を記述する。

i)環境影響調査:　実施しようとするプロジェクト又
は事業の特徴を詳細に記述した文書又はその改定。そ
の環境インパクトの予想、同定及び説明のための根拠
ある資料を提供し、重要な悪影響を予防又は軽減する
対策を記述する。
i,2)戦略的環境評価:　それぞれの関連省庁が行う手
続きで、環境又は維持可能性に対するインパクトを持
つプロジェクトに対して維持可能な開発、政策の策定
プロセス及び一般規制的性格の計画の環境要素を組み
入れ、それぞれの政策及び計画の制定、大きな変更の
際に導入されるようにすること。

j)環境影響評価:　環境影響調査又は環境影響宣言に
基づく、国家環境委員会(CONAMA)又は地方局による評
価手続きで、事業又はプロジェクトのインパクトが現
行環境規制を守っているかを判断するもの。

j)環境影響評価:　環境影響調査又は環境影響宣言に
基づく、環境評価局による手続きのこと。

m)汚染のない環境:　汚染物質の濃度と汚染期間が、
人の健康、住民の生活の質、自然の保護又は環境資産
の維持などに危害を与えるレベル以下の環境のこと。
m,2)使用可能な最新技術:　全般的な排出を防止又は
軽減して環境及び人の健康に対する危害を軽減する技
術で、事業又は開発時に効果的な最良な技術のこと。
そのためにはそれを使用する際の経済的、社会的なイ
ンパクトの評価、コストと利益、国内での使用又は生
産、及びユーザーが妥当な条件で入手できる範囲での
評価を考慮しなければならない。
第4条:　環境を保護するための教育を推奨し、環境情
報へのアクセスを容易にし、住民参加のための便宜を
図ることは国家の義務である。
国家機関は環境に関する権限の行使及び環境管理施策
の適用において、現行の法律の規定及びチリが批准し
た国際協定に従って、先住民の民族、社会、個人のア
イデンティティ、言語、組織、風習及び文化の適切な
保護、発展及び強化に配慮しなければならない。

第��:　環境管理の施策 第��: 環境管理の施策
第1節:　教育と研究 第1節:　教育と研究

戦略的環境評価(EAA)に関する記載なし。 第7条の2 :　環境又は維持可能性にインパクトを与え
る政策及び一般的性格の計画、そして大きな変更など
は戦略的環境評価に委ねられる。
いずれにしても、下記の案件は常に戦略的環境評価の
対象となる: 　州内土地使用計画、県間土地使用計
画、県内土地使用計画、部門内計画、州内都市開発計
画及び臨海地帯、領海ゾーニング、海岸線統合開発計
画又はそれに代わる又は体系化する土地使用計画。
この場合には、その手続きと承認はそれぞれ該当する
住宅・都市計画省、州政府、又は市役所、又はあらゆ
る国家行政機関の役割である。
第7条の3:  このタイプの評価手続きに関する手順と
期限については細則により規定される。

m)汚染のない環境:　汚染物質の濃度と汚染期間が、
人の健康、住民の生活の質、自然の保護又は環境資産
の維持などに危害を与えるレベル以下の環境のこと。

第4条:　環境を保護するための教育を推奨することと
住民参加のための便宜を図ることは国家の義務であ
る。
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添付 1. 環境基本法改正前・改正後対比（仮訳）



第7条の4 :  政策又は計画の承認手続きは管轄省庁の
裁定によって終了し、それには政策又は計画の作成プ
ロセスが設計時から指摘され、参加するその他の国家
機関、実施された公開聴聞会とそれが如何に考慮され
ているか、環境報告書の内容及び該当する環境要素、
及び政策又は計画を策定する際に含むべき維持可能
性、政策又は計画の有効性を管理するための判断基準
及び追跡指数、その政策又は計画を中期又は長期に再
策定するために考慮すべき再設計指数などが指摘され
る。

第�章:　環境管理の施策 第�章: 環境管理の施策
第2節:　環境影響評価システム 第2節:　環境影響評価システム

第8条 :　 第10条において指摘した政策又は計画は、
当法の規定に従って、事前にその環境インパクトを評
価した場合にのみそれを実施又は変更することができ
る。

第8条 :　 第10条において指摘した政策又は計画は、
当法の規定に従って、事前にその環境インパクトを評
価した場合にのみそれを実施又は変更することができ
る。

当評価システムの対象となる政策又は計画で、現行法
に従って国家機関が発行すべき、又はできる、環境面
に関するあらゆる許可又は裁定は、当節及び細則に
従って、当システムを通じて授与される。

当評価システムの対象となる政策又は計画で、現行法
に従って国家機関が発行すべき、又はできる環境面に
関するあらゆる許可又は裁定は、当節及び細則に従っ
て、当システムを通じて授与される。
前挿入句で触れる許可又は裁定を授与するための、環
境影響評価システムの管理、同じく関連国家機関との
調整は環境評価局の役割である。
部門の許可又は裁定を損なうことなく、提出したプロ
ジェクトの領土的適合性に関する州政府、市役所、海
軍など該当する官庁の報告書が要求される。
環境影響評価システムの対象となるプロジェクト又は事業
は、当章第1節の2の規定に従って、戦略的に評価された政
策又は計画を考慮しなければならない。

第9条:　第10条に規定されるプロジェクト又は事業の
名義人は該当するケースに応じて、環境影響宣言書を
提出するか環境影響調査書を作成しなければならな
い。前記条項に含まれていない場合には当節に規定さ
れるシステムを任意に利用することができる。

第9条:　第10条に規定されるプロジェクト又は事業の
名義人は該当するケースに応じて、環境影響宣言書を
提出するか環境影響調査書を作成しなければならな
い。前記条項に含まれていない場合には当節に規定さ
れるシステムを任意に利用することができる。

環境影響宣言書又は環境影響調査書は、それぞれの許
可を得るために、そのプロジェクト又は事業を実施す
る州の地方環境委員会に対して事前に提出する。その
プロジェクト又は事業が異なる複数の州に対して環境
インパクトを及ぼす場合には、環境影響宣言書又は環
境影響調査書を国家環境委員会の事務局宛に提出しな
ければならない。

環境影響宣言書又は環境影響調査書は、それぞれの許
可を得るために、そのプロジェクト又は事業を実施す
る州の地方環境委員会に対して事前に提出する。その
プロジェクト又は事業が異なる複数の州に対して環境
インパクトを及ぼす場合には、環境影響宣言書又は環
境影響調査書を国家環境委員会の事務局宛に提出しな
ければならない。

疑義がある場合には、職権により、又は一つ又はそれ
以上の地方環境委員会、もしくはプロジェクト又は事
業の名義人の申請により国家環境委員会事務局がその
プロジェクト又は事業が二つ以上の州にインパクトを
与えるかを判断する。

疑義がある場合には、職権により、又は一つ又はそれ
以上の地方環境委員会、もしくはプロジェクト又は事
業の名義人の申請により国家環境委員会事務局がその
プロジェクト又は事業が二つ以上の州にインパクトを
与えるかを判断する。

環境影響宣言書の審査及び環境影響調査の承認のプロ
セスには、そのプロジェクト又は事業に関係ある環境
を管轄する機関の根拠ある意見を参考にするため、
ケースに応じて地方環境委員会又は国家環境委員会が
該当する報告書を要求する。

環境影響宣言書の審査及び環境影響調査の承認のプロ
セスには、そのプロジェクト又は事業に関係ある環境
を管轄する機関の根拠ある意見を参考にするため、
ケースに応じて地方環境委員会又は国家環境委員会が
該当する報告書を要求する。
環境を管轄する国家行政機関が下す裁定は根拠に基づ
いて、その管轄内で行わなければならない。
第9条の2:  評価委員会は環境影響評価システム
(SEIA) に従うプロジェクト又は事業を、現行環境規
制に従った連結評価報告書に基づいてのみ承認又は却
下しなければならない。
その報告書には評価に参加した管轄機関の根拠ある環
境評価、地元社会及び関係者が提起した意見に対する
技術的評価、該当する場合にはプロジェクトを承認又
は却下する勧告などを記載しなければならない。
前項の規定を守らない場合には環境評価プロセスの重
大な違反とみなす。
第9条の3:　 プロジェクト又は事業の申請者はその環
境影響調査書又は環境影響宣言書においてそのプロ
ジェクト又は事業が州内の開発政策、計画及びプログ
ラムと、そして県開発計画とどのような形で関係する
かを説明しなければならない。
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第86条で述べる委員会は該当する州政府、プロジェク
トの影響が及ぶ地域の市役所に対して評価を申請しな
ければならないが、それはそのプロジェクト又は事業
がそれぞれの州開発政策、計画及びプログラム、そし
て県開発計画と関係するかの指摘を受けるためであ
る。

第10条: 　環境に対して、そのいかなる段階において
もインパクトを与えやすいプロジェクト又は事業で、
環境影響評価システムに従う義務があるのは次のよう
なものである:

第10条: 　環境に対して、そのいかなる段階において
もインパクトを与えやすいプロジェクト又は事業で、
環境影響評価システムに従う義務があるのは次のよう
なものである:

a)水、ダム、排水、干拓、浚渫、護岸、水路変更、水
資源法第294条の規定により承認を受けなければなら
ない送水パイプライン、ダム又は貯水池、及びサイ
フォン。

a)水、ダム、排水、干拓、浚渫、護岸、水路変更、水
資源法第294条の規定により承認を受けなければなら
ない送水パイプライン、ダム又は貯水池、及びサイ
フォン。

b)高圧送電線と変電所。 b)高圧送電線と変電所。
c)3MW以上の発電所。 c)3MW以上の発電所。
d)原子炉と付帯施設。 d)原子炉と付帯施設。
e)空港、バス、トラック、鉄道ターミナル、線路、ガ
ソリンスタンド、高速道路、保護地域に影響を与える
公道。

e)空港、バス、トラック、鉄道ターミナル、線路、ガ
ソリンスタンド、高速道路、保護地域に影響を与える
公道。

f)港湾、航路、造船所、海運ターミナル。 f)港湾、航路、造船所、海運ターミナル。
g)次項に示す計画のいずれにも属さない都市開発又は
観光プロジェクト:

g)第1節の2の規定に従って評価されたいずれの計画に
も属さない都市開発又は観光プロジェクト:

h)州都市開発計画、県間開発計画、県内土地使用計
画、部門計画、産業プロジェクト又は不動産プロジェ
クトで、潜在又は飽和を宣言された地域内で実施又は
変更するもの。

h) 潜在又は飽和を宣言された地域内で実施する産業
又は不動産プロジェクト。

i)石炭、石油及びガスを含む鉱業開発プロジェクト。
探鉱、採鉱、処理プラント、鉱滓及び捨石の処分を含
む。なお、骨材、ピートまたはフーラー土の採掘も対
象となる。

i)石炭、石油及びガスを含む鉱業開発プロジェクト。
探鉱、採鉱、処理プラント、鉱滓及び捨石の処分を含
む。なお、骨材、ピートまたはフーラー土の採掘も対
象となる。

j)石油、ガス・パイプライン、鉱業用ダクト、又は類
似品。

j)石油、ガス・パイプライン、鉱業用ダクト、又は類
似品。

k)産業規模の冶金、化学、繊維工業の生産施設、建材
工場、金属製機械及び製品、皮なめし工場。

k)産業規模の冶金、化学、繊維工業の生産施設、建材
工場、金属製機械及び製品、皮なめし工場。

l)産業規模の農産加工場、屠殺場、家畜繁殖場、酪農
及び家畜肥育場。

l)産業規模の農産加工場、屠殺場、家畜繁殖場、酪農
及び家畜肥育場。

m)産業規模の、脆弱な土壌、在来種樹木に覆われた土
地での林業開発又は伐採、製紙工場、チップ・プラン
ト、製材所などのプロジェクト。

m)産業規模の、脆弱な土壌、在来種樹木に覆われた土
地での林業開発又は伐採、製紙工場、チップ・プラン
ト、製材所などのプロジェクト。

n)水産資源の集約的な開発、養殖及び加工プラント・
プロジェクト。

n)水産資源の集約的な開発、養殖及び加工プラント・
プロジェクト。

ñ)毒物、爆発物、放射性物質、可燃性物質、腐食性又
は反応性物質の製造、貯蔵、運搬、恒常的なリサイク
ル。

ñ)毒物、爆発物、放射性物質、可燃性物質、腐食性又
は反応性物質の製造、貯蔵、運搬、恒常的なリサイク
ル。

o)環境衛生プロジェクト:　下水施設、水道、汚水処
理場、固形廃棄物処理場、ゴミ捨て場、海底排水管、
液体・固体産業廃棄物の処理又は排出システム。

o)環境衛生プロジェクト:　下水施設、水道、汚水処
理場、固形廃棄物処理場、ゴミ捨て場、海底排水管、
液体・固体産業廃棄物の処理又は排出システム。

p)国立公園、保護林、天然記念物、未開墾保留地域、
天然の聖地、海洋公園、保護海域、その他あらゆる公
式な保護地域内における工事、プログラム又は事業で
あるが、それらは法的に許可される場合に限る。

p)国立公園、保護林、天然記念物、未開墾保留地域、
天然の聖地、海洋公園、保護海域、その他あらゆる公
式な保護地域内における工事、プログラム又は事業で
あるが、それらは法的に許可される場合に限る。

q) 都市又は都市に近い農村、又は水域に近い場所で
の大量の農薬散布。

q) 都市又は都市に近い農村、又は水域に近い場所で
の大量の農薬散布。
r)鉱業地帯、農業地帯、林業地帯及び水産養殖水域内
の隔離されていない場所での遺伝子操作を行った植物
の開発、栽培又は採取するプロジェクト。遺伝子操作
を行った植物でも環境リスクが低いことが証明された
ものは、施行細則においてリストを規定し、この要求
から除外する。同じ細則において、遺伝子操作フリー
地域を宣言する手続きを規定する。

第11条: 前条において列記したプロジェクト又は事業
が次のような効果、特徴又は状況の少なくとも一つを
発生又は呈する場合には環境影響調査書を作成しなけ
ればならない:

第11条: 前条において列記したプロジェクト又は事業
が次のような効果、特徴又は状況の少なくとも一つを
発生又は呈する場合には環境影響調査書を作成しなけ
ればならない:

a) 排水、排出又は廃棄物の量及び質により、住民の
健康に危害を与える場合。

a) 排水、排出又は廃棄物の量及び質により、住民の
健康に危害を与える場合。

b)土壌、水及び空気を含む更新可能な天然資源に対し
て重大な悪影響を及ぼす場合。

b)土壌、水及び空気を含む更新可能な天然資源に対し
て重大な悪影響を及ぼす場合。
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c)住民社会の移転又は住民グループの生活体制及び習
慣を大きく混乱させる場合。

c)住民社会の移転又は住民グループの生活体制及び習
慣を大きく混乱させる場合。

d) プロジェクト展開場所の近くに影響を受けやすい
村落、資源及び保護地域があり、同じく環境的価値が
ある場合。

d) プロジェクト展開場所の近くに影響を受けやすい
村落、資源及び保護地域、優先保護地区、湿地帯保護
区及び氷河、同様に環境的価値が高い場所がある場
合、又はその中で展開する場合。

e)ある地域の風景又は観光的価値に対して大規模又は
長期的に大きな変更を生ずる場合。

e)ある地域の風景又は観光的価値に対して大規模又は
長期的に大きな変更を生ずる場合。

f)記念物、人類学的、考古学的、歴史的価値のある遺
跡など、そして全般的に文化遺産に対して変化を与え
る場合。

f)記念物、人類学的、考古学的、歴史的価値のある遺
跡など、そして全般的に文化遺産に対して変化を与え
る場合。

a)項に示すリスクの評価及びb)項で述べる悪影響に関
しては、現行法に規定される環境の質及び排出基準を
考慮する。その規準がない場合には現行施行細則の数
値を参考として適用する。

a)項に示すリスクの評価及びb)項で述べる悪影響に関
しては、現行法に規定される環境の質及び排出基準を
考慮する。その規準がない場合には現行施行細則の数
値を参考として適用する。
第11条の2: 提出者は、評価手段を変更又は環境影響
評価システムに従うことを避けるために、そのプロ
ジェクト又は事業を故意に分割することはできない。
この義務に対する違反を判定し、システムに適切に参
加するために環境評価局の報告書を提出者に対して事
前に要求するのは環境監督庁の役割である。
第11条の3:　 プロジェクト又は事業を変更する場合
には、たとえ環境影響評価は既に実施されたプロジェ
クト又は事業と変更される部分により与えられるイン
パクトの合計が法律上考慮されるものであるとはい
え、環境評価はその変更部分に対して適用されるべき
であり、既存のプロジェクト又は事業に対してではな
い。

第12条:　 環境影響調査書には次のような項目を記述
しなければならない:

第12条:　 環境影響調査書には次のような項目を記述
しなければならない:

a) プロジェクト又は事業の記述。 a) プロジェクト又は事業の記述。
b)ベースライン。 b)未だ操業していないものも含めて、環境認可を下さ

れた全てのプロジェクトを考慮したベースラインの記
述。

c) 環境影響調査を要求される理由である、第11条で
述べる影響、特徴又は状況に関する詳細な記述。

c) 環境影響調査を要求される理由である、第11条で
述べる影響、特徴又は状況に関する詳細な記述。

d)偶発的な危険状況を含めた、プロジェクト又は事業
の環境インパクトの予知及び評価。

d)偶発的な危険状況を含めた、プロジェクト又は事業
の環境インパクトの予知及び評価。第11条a)で述べる
影響、特徴又は状況を発生するために、プロジェクト
が環境影響調査をしなければならないが、チリの環境
の質又は排出の一次規準又は細則に指摘される計算書
が存在しない場合には、提出者は人の健康に対してプ
ロジェクトが発生し得る潜在的なリスクに関する特定
の項目を考慮しなければならない。

e) プロジェクト又は事業の悪影響を排除又は軽減す
るために採用する対策及び該当する場合に行う修復作
業。

e) プロジェクト又は事業の悪影響を排除又は軽減す
るために採用する対策及び該当する場合に行う修復作
業。

f) 環境影響調査要求の理由となる重要な環境指標の
フォローアップ計画。

f) 環境影響調査要求の理由となる重要な環境指標の
フォローアップ計画。

g)適用可能な環境規準の履行計画。 g)適用可能な環境規準の履行計画。
第12条の2:　環境影響宣言書には次のような項目を記
述しなければならない:
a) プロジェクト又は事業の記述。
b) 環境影響調査を要求される理由となる、第11条で
述べる影響、特徴又は状況が存在しないということを
証明するに必要な資料。
c)適用可能な環境規準及びどのように履行するか。
d)適用可能な部門的環境許可の指摘及びそれぞれの裁
定のための必要条件及び要求事項に関連する資料。

第13条:　環境影響調査書を作成し評価するには、提
出者と地方環境委員会又は国家環境委員会は細則の規
定に従って行う。

第13条:　環境影響調査書を作成し評価するには、提
出者と地方環境委員会又は国家環境委員会は細則の規
定に従って行う。
第13条の2:  提出者は評価プロセス中又は前に、環境
インパクトに対する補償又は軽減対策について合意す
るために当事者との交渉があった場合にはそれを環境
機関に報告しなければならない。これら合意が存在し
ても、プロジェクト又は事業の環境評価との拘束関係
はない。

第14条:　 環境影響評価の行政手続きには次のような
側面を考慮する:

第14条:　 環境影響評価の行政手続きには次のような
側面を考慮する:
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a)評価されるプロジェクト又は事業のための許可の授
与に関して環境部門に権限のある国家機関の協議及び
調整の様式について表明。

a)評価されるプロジェクト又は事業のための許可の授
与に関して環境部門に権限のある国家機関の協議及び
調整の様式について表明。

b)当法の規定に従って環境影響調査の評価プロセスの
様々な内部手続きのための期限を決定する。

b)当法の規定に従って環境影響調査の評価プロセスの
様々な内部手続きのための期限を決定する。

c) 必要な場合には、第16条の規定に従って、環境影
響調査の明確化、修正及び拡大説明のメカニズムを決
定する。

c) 必要な場合には、第16条の規定に従って、環境影
響調査の明確化、修正及び拡大説明のメカニズムを決
定する。

d)次の節の規定に従って、市民団体の参加の形態。 d)次の節の規定に従って、市民団体の参加の形態。
e) 環境影響調査に対する裁定を当事者に通告する方
式。

e) 環境影響調査に対する裁定を当事者に通告する方
式。
第14条の2:  環境影響評価の手続き及びそれから派生
する行政手続きは、法律第19,799号及びその細則及び
当条の規定に適合して、電子的手段を用いて表現する
ことができる。前記を損なうことなく、手続きの最中
に電子的方法の故障により適時に手続き又は証明など
ができなかった場合には、名義人の違反又は怠慢とは
みなされず、環境評価局は名義人の迷惑にならないよ
うに、速やかに対策を講じなければならない。
第28条及び 第30条の2に規定するように、市民団体及
び自然人が公式に表現する意見は、一般規定に従って
電子式手段を用いて表現することができる。
第14条の3: 環境影響評価のプロセスはプロジェクト
の種類の厳密な調査及び続く評価手続きの調査から開
始するが、それはプロジェクトの手続きにおける申請
書受理の手続きにおいて行政的な間違いがないように
するためである。

第15条:　 地方環境委員会又は国家環境委員会は環境
影響調査書に対して120日以内に裁定を下さねばなら
ない。環境影響調査に対する裁定が合格の場合には、
当該裁定の申し渡しは国家機関が公布する環境許可書
又は環境宣告書を添付しなければならない。

第15条:　 地方環境委員会又は国家環境委員会は環境
影響調査書に対して120日以内に裁定を下さねばなら
ない。環境影響調査に対する裁定が合格の場合には、
当該裁定の申し渡しは国家機関が公布する環境許可書
又は環境宣告書を添付しなければならない。
大災害から派生する緊急の必要に応ずるため、大至急
実施しなければならないプロジェクト又は事業に関す
る環境影響調査、同様に、停止すると国家に大きな損
害を与えるプロジェクト又は事業の環境影響調査の評
価期間は半分に短縮し、全ての手続きを新しい期限に
比例して短縮する。緊急評価は当事者の要請に応じて
理事長が実施する。申請、承認及びしかるべき公表の
ための資格、様式及び必要条件については施行細則に
よって規定する。
第15条の2: 環境影響調査において重要又は根本的な
情報が不足していて、説明、修正又は拡大説明によっ
ても解決できない場合には、地方環境長官又は国家環
境理事長は根拠のある裁定を通じて資料を全て名義人
に返却し、手続きを打切る。
前項で述べる裁定はその環境影響調査が提出されたか
ら40日以内にのみ下すことができる。その期限が経過
したら、前記の理由により返却又は却下することはで
きず、その評価を終了しなければならない。

第18条:  環境評価システムの適用を受けるプロジェ
クト又は事業の名義人で環境影響調査書の作成を必要
としないものは、宣誓宣言の形で、それらが現行環境
規制を遵守していることを述べた環境影響宣言書を提
出しなければならない。

第18条:  環境評価システムに適用を受けるプロジェ
クト又は事業の名義人で環境影響調査の作成を必要と
しないものは、宣誓宣言の形で、それらが現行環境規
制を遵守していることを述べた環境影響宣言を提出す
る。
第18条の2:   環境影響宣言書において重要又は根本
的な情報が不足していて、説明、修正又は拡大説明に
よっても解決できない場合、又はそのプロジェクト又
は事業が環境影響調査書を必要とする場合には、根拠
のある裁定を通じて資料を全て名義人に返却し、手続
きを打切る。
前項で述べる裁定はその環境影響宣言が提出されてか
ら30日以内にのみ下すことができる。その期限が経過
したら、前記の理由により返却又は却下することはで
きず、その評価を終了しなければならない。
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第18条の3:  名義人は環境影響宣言書を提出する際
に、その書類に、適用可能な環境規制及びプロジェク
ト又は事業が合格となった条件などの履行について、
評価及び適合性証明プロセスに委ねる約束を含めるこ
とができる。その場合、その環境影響宣言は前条の規
定を損なうことなく、遅くとも30日以内に評価されな
ければならない。
そのために、環境監督庁は環境認可の評価及び適合性
証明を行う自然人及び法人の登録簿を作成する。その
管理及び機能に必要な資格、条件及び手続きについて
は施行細則により規定される。
第18条の4:  プロジェクトの名義人が、法律により小
企業と分類され、しかも環境影響宣言書を提出しなけ
ればならない場合には、その中に、適用可能な環境規
制及びプロジェクト又は事業の履行について、評価及
び適合性証明プロセスに委ねる約束を含めることがで
きる。
その場合、第86条に規定する委員会又は環境監督庁長
官は次のようなプロセスを審査する:
a)　提出されたそのプロジェクト又は事業が、環境影
響調査書を必要とするか否かを、それが提出された日
から10日以内に確認する。
b)　 環境影響調査書を必要とせず、そのプロジェク
トが現行土地使用計画において規定される地域内にあ
り、環境負荷を発生しない場合には、環境影響宣言書
登録の手続きを行う。
c)　もし、そのプロジェクト又は事業が現行土地使用
計画において規定される地域内になく、環境負荷を発
生しない場合には、住民参加プロセスを開き、現行法
人格を有し、法的住所がそのプロジェクト又は事業が
展開される地域内にある、少なくとも3市民組織を特
別聴聞会に召喚する。
その期間は10日間を最大とし、地元社会に対する約束
を証人立会いの下に議事録に記録する。それが済んだ
ら、その登録を行う。
d)　登録簿にはプロジェクト又は事業を記載し、その
実施場所、事業の特徴、工事及びプロジェクトの実施
期間、適合性証明の履行指数及び提出者が地元社会に
対して約束したことの履行指数などを記入する。
e)　該当する場合には、住民のコメントを記載したそ
の写しの一枚を記録に残し、環境評価局がそれを確認
して、法的な全てについて環境認可を下す。

第19条:　地方環境委員会又は全国環境委員会が環境
影響宣言書に誤り、脱落又は不正確さの存在を確認し
たら、必要と思われる説明、訂正又は詳述を要求する
ことができ、その場合には申請者に対して一定な期限
を与え、その間は双方合意の上で、該当する環境影響
宣言評価プロセス終了までの残りの手続きを一時中止
することができる。

第19条:　 第86条において規定される委員会又は長官
が環境影響宣言書に誤り、脱落又は不正確さの存在を
確認したら、必要と思われる説明、訂正又は詳述を要
求することができ、その場合には申請者に対して一定
の期限を与え、その権限を行使して、該当する環境影
響宣言評価プロセス終了までの残りの手続きを一時中
止することができる。

環境委員会の会長は、正当な理由がある場合には、第
18条第3挿入句に規定する期限を一度に限り30日まで
延長することができる。

申請者はそれぞれの一時中止措置に対して与えられた
期限の延長を二回まで申請することができる。

その誤り、脱落又は不正確さが解決できない場合、又
はそのプロジェクト又は事業が当法の規定により環境
影響調査書を必要とする場合には、環境影響宣言書は
却下される。

該当する地方長官又は全国長官は、正当な理由がある
場合には、第18条第3挿入句に規定される延長期限を
一度だけ30日まで延長することができる。

地方環境委員会又は国家環境委員会が、提出された環
境影響宣言に対しての決定を当事者に通告する手段は
施行細則に規定される。

誤り、脱落又は不正確さが解決できない場合、又はそ
のプロジェクト又は事業が当法の規定により環境影響
調査書を必要とする場合、又は当法の適用可能な環境
規定の遵守を証明できない場合には、環境影響宣言書
は却下される。
第86条に規定される環境委員会又は長官が、提出され
た環境影響宣言書に対しての決定を当事者に通告する
方法は施行細則に規定される。
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第19条の2:　 第15条、第18条、第18条の3に規定する
期限が過ぎても第86条に規定される環境委員会又は長
官が環境影響調査書又は環境影響宣言書に対して裁定
を下さず、行政手続き基本法である法律第19.880号第
64条の規定を遵守している場合には、該当する説明、
訂正又は詳述をも含めて、その環境影響調査書又は環
境影響宣言書は承認されたものと解釈する。
前挿入句で述べるような状況が起きた場合に地方長官
又は全国長官が発行する証明書には、環境影響調査書
又は環境影響宣言書が規定期限内に評価されなかった
ことを明記する他に、当条において規定する承認が一
枚か複数のどの書類に関するものかを個別化する。

第21条:　環境影響宣言書が受理されない又は環境影
響調査書が却下された場合には、プロジェクト又は事
業の責任者は新しい環境影響宣言書又は環境影響調査
書を提出することができる。

第21条:　 環境影響宣言書又は環境影響調査書が却下
された場合には、プロジェクト又は事業の責任者は新
しい環境影響宣言書又は環境影響調査書を提出するこ
とができる。
それにもかかわらず、当法第20条第1挿入句に規定す
る異議申し立てに対して裁定が下るまで、又は同条第
4挿入句に規定する異議申し立てに対する判決が確定
判決になるまでは、新しい申請はできない。

第23条:　当節の規定を遵守するため、国家環境委員
会は、各省及びその他の所轄官庁が既定する環境に関
する判断基準、資格、条件、資料、証明書、手続き、
技術的要求及びプロセスなどを統一することに努め
る。

第23条:　廃止

県知事は、市役所組織法第8条の規定に従って、該当
する地方環境委員会と共に、当節の規定を遵守するた
めにその県下の市役所との調整を行う。
第24条:　評価プロセスはそのプロジェクト又は事業
を環境的に評価する裁定が下されて終了し、その裁定
はプロジェクト又は事業を採決するために所轄行政官
庁に対して通告しなければならないが、当事者に対す
る通告を妨げるものではない。

第24条:　評価プロセスはそのプロジェクト又は事業
を環境的に評価する裁定が下されて終了し、その裁定
はプロジェクト又は事業を採決するために所轄行政官
庁に対して通告しなければならないが、当事者に対す
る通告を妨げるものではない。

その裁定が承認の場合には、可能性のある緩和及び修
復工事を含む、適用可能なあらゆる環境必要条件を満
たしていることを証明し、その後は如何なる国家機関
もその環境許可を否定することはできない。

その裁定が承認の場合には、可能性のある緩和及び修
復工事を含む、適用可能なあらゆる環境必要条件を満
たしていることを証明し、その後は如何なる国家機関
もその環境許可を否定することはできない。

これに対し、裁定が却下の場合には、当該官庁は、こ
の裁定を覆す判定の通知を受けない限り、その他の法
的条件が満たされていても、これに対する承認または
許可を公布してはならない。

これに対し、裁定が却下の場合には、当該官庁は、こ
の裁定を覆す判定の通知を受けない限り、その他の法
的条件が満たされていても、これに対する承認または
許可を公布してはならない。
当法に規定する部門環境許可を与える又は宣告する国
家機関は、そのいずれかの申請がある度に、環境認可
を添付したか、プロジェクト又は事業及びその名義人
を識別できる資料を添付したかを、環境監督庁に対し
て報告しなければならない。
環境監督庁が、事前の環境影響評価の対象となるべき
あるプロジェクト又は事業が該当する環境認可を得て
いないプロジェクト又は事業に対して、部門環境許可
が与えられていることを把握した場合には、該当する
その部門機関に対して、その機関はその要求事項が満
たされたことが証明されるまでは上記承認又は許可で
きないことを通告し、そのことを環境評価局に対して
報告する。
プロジェクト又は事業の名義人は、その建設及び実施
期間中は、該当する環境認可の内容を厳密に遵守しな
ければならない。

第25条:　前条で述べる証明書には、該当するプロ
ジェクト又は事業を実施する際に履行しなければなら
ない環境条件又は要求事項及び規定に従って許可を授
与する国家機関が要求する環境条件又は要求事項を規
定する。

第25条:　前条で述べる証明書には、該当するプロ
ジェクト又は事業を実施する際に履行しなければなら
ない環境条件又は要求事項及び規定に従って許可を授
与する国家機関が要求する環境条件又は要求事項を規
定する。

第20条に規定する期限内に前記証明書に記載された環
境条件又は要求事項に対して異議を申し立てない場合
にはそれを承諾したものと理解し、その不履行は第64
条の処罰規定が適用される。

前挿入句において述べる環境条件又は要求事項は、評
価プロセスに参加した公共機関が申請する技術的判断
に対して応答しなければならない。

第20条に規定する期限内に前記証明書に記載された環
境条件又は要求事項に対して異議を申し立てない場合
にはそれを承諾したものと理解し、その不履行は環境
監督庁が制定する処罰規定の適用を受ける。
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第25条の2:　市役所の建設室は、第10条に規定するプ
ロジェクト又は事業の環境認可が承認されたことを証
明しない限り、その最終検収を与えることはできな
い。
第25条の3:　 プロジェクト又は事業に対して下され
た裁定が合格の場合、それが通告されてから5年経過
してもそのプロジェクト又は事業が開始されない場合
には失効する。
そのプロジェクト又は事業が開始されたとみなされる
最小の事業については、その種類に応じて、最低限度
の運営、事業又は工事について施行細則で詳細に規定
する。
第25条の4:　 環境影響調査書又は環境影響宣言書に
対して下された裁定が合格の場合は提出者に対して通
告し、環境監督庁、住民社会、及び環境評価プロセス
に参加した全ての組織に対して報告しなければならな
い。環境監督庁は環境認可に関する公開記録を管理
し、それにはプロジェクトの識別、地理的位置、授与
された年月日、名義人名、目的及びその状況を記載し
なければならない。その記録は環境監督庁のホーム
ページにおいて6ヶ月ごとに更新しなければならず、
プロジェクトの名義人はその状況について定期的に報
告しなければならない。更新する記録、形式及び期限
については施行細則により規定する。
第25条の5:　 環境認可は、職権により又はプロジェ
クト名義人又は直接に影響を被った者の申請により、
例外的に再検討することができるが、それはプロジェ
クトを実施した際に、条件又は措置を設定したベース
となるフォローアップ計画において評価され考慮され
たパラメーターが計画値から大きく変化した場合、又
はそれを確認しない場合であり、それはこれら状態を
修正するために必要な措置を講ずるためである。
そのためには、法律第19.880号の規定に従って、必要
条件の発生を名義人に対して通告することから始ま
り、関係者の意見聴取、評価プロセスに参加した部門
機関に対する報告書提出の申請、及びそのプロセスに
関する公開報告に及ぶ行政手続きを指導しなければな
らない。再検討を行う行政措置に対しては第20条の規
定に従って抗議することができる。
第25条の6:　ある環境認可が一つ又は複数の裁定によ
り変更された場合には、環境監督庁はその職権又は提
案者の申請により、それらの裁定を調整し体系づけて
併合することができる。その職権を行使する際には、
真の意義及び範囲を変更することなく、不可欠な場合
にはその様式を変更することができる。

第��:　環境管理の施策 第��: 環境管理の施策
第3節:　 環境影響評価プロセスにおける住民参加 第4節:　 環境影響評価プロセスにおける住民参加

第26条:　提出される環境影響調査書の評価プロセス
に情報を知らされた市民組織の参加を保証する機構を
確立することはそれぞれ該当する地方環境委員会及び
国家環境委員会の役割である。

第26条:　提出される環境影響調査書及び環境影響宣
言書の評価プロセスに情報を知らされた市民組織の参
加を保証する機構を確立することはそれぞれ該当する
地方環境委員会及び国家環境委員会の役割である。

第27条:　前条の規定については、それぞれの委員会
は、当事者が経費の自己負担で該当する官報及び州都
の新聞又は全国紙に、委員会が承認した環境影響調査
書の要約を公表することを命ずる 。それらの公表は
それぞれが提出されてから10日以内に行う。

第27条:　自然人又は法人を問わず、誰でもプロジェ
クトの内容及び添付書類の内容を知ることができる。
それにもかかわらず、環境評価局は当事者の要請によ
り、提出されたプロジェクト又は事業のビジネス機密
及び産業秘密又はパテント取得の可能性ある発明又は
プロセスを保護するために、一般大衆の知識から回避
することが必要とみなせる技術的、金融的、その他の
情報の機密を守ることができる。

その要約には少なくとも次のような情報を掲載する:
a)  プロジェクト又は事業の責任者の自然人又は法人
の名前。
b)  プロジェクト又は事業が実施される場所又は地
域。
c)  プロジェクト又は事業の種類。
d)  計画投資額、主な環境影響及び提案する軽減対策
措置。
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第28条:　法人格を有する市民組織はその代表者を通
じて、及び直接に影響を受ける自然人は環境影響調査
書の内容及び添付書類の内容を知ることができる。そ
れにもかかわらず、環境評価委員会は当事者の要請に
より、提出されたプロジェクト又は事業のビジネス機
密及び産業秘密又はパテント取得の可能性ある発明又
はプロセスを保護するために、一般大衆の知識から回
避することが必要とみなせる技術的、金融的、その他
の情報の機密を守ることができる。

第28条:　 第26条の規定については、第86条の規定に
より委員会又は長官は、当事者が経費の自己負担で該
当する官報及び州都の新聞又は全国紙に、委員会が承
認した環境影響調査書の要約を公表することを命ずる
。それらの公表はそれぞれが提出されてから10日以内
に行う。

その要約には少なくとも次のような情報を掲載する:
a)  プロジェクト又は事業の責任者の自然人又は法人
の名前。
b)  プロジェクト又は事業が実施される場所又は地
域。
c)  プロジェクト又は事業の種類。
d)  計画投資額、主な環境影響及び提案する緩和措
置。
第29条に規定するように、プロジェクトの環境影響調
査書が、環境インパクトに大きな影響を与えるような
注釈、訂正及び拡大説明の対象となった場合には、当
事者は前挿入句において規定されたものと同じ条件の
下に、注釈、訂正及び拡大説明を明確に個別化した内
容を公表しなければならない。

第29条:　前条で述べる市民団体及び自然人は環境影
響調査書に対する意見を管轄機関に対して公式に表明
することができるが、その期限はその要約が公表され
てから60日間である。

第29条:　前条で述べる市民団体及び自然人は環境影
響調査書に対する意見を管轄機関に対して公式に表明
することができるが、その期限はその要約が公表され
てから60日間である。
環境影響調査書の評価期間中にプロジェクトに大きく
影響する説明、修正及び拡大説明があった場合には、
管轄機関は住民参加の新しいステップを開かなければ
ならず、その期間は30日間とし、その間は当然の権利
として環境影響調査書の手続きの期限は中断する。ど
のような種類のプロジェクト又は事業のどのような説
明、修正及び拡大説明がプロジェクトの大きな変更と
みなされるかは細則において正確に規定しなければな
らない。
環境評価局は意見を評価プロセスの一部とみなし、そ
の全てに対して根拠ある裁定を下さなければならな
い。それらの裁定は少なくともプロジェクトの評価の
5日前には環境評価局のホームページにおいて公開さ
れなければならない。

第30条:　該当する地方環境委員会又は国家環境委員
会は、市民にしかるべき情報を提供するために、毎月
の最初の勤労日に官報及び該当する地方紙又は全国紙
に、前月に手続きするために提出された環境影響宣言
書に関わるプロジェクト又は事業のリストを公表す
る。

第30条:　該当する地方環境委員会又は国家環境委員
会は、市民にしかるべき情報を提供するために、毎月
の最初の勤労日に官報及び該当する地方紙又は全国紙
に、前月に手続きするために提出された環境影響宣言
書に関わるプロジェクト又は事業のリストを公表す
る。

そのリストには少なくとも次のようなデータが含まれ
る:

そのリストには少なくとも次のようなデータが含まれ
る:

a) プロジェクト又は事業の責任者である自然人又は
法人の名前。

a) プロジェクト又は事業の責任者である自然人又は
法人の名前。

b) プロジェクト又は事業が実施される場所又は地域
の位置。

b) プロジェクト又は事業が実施される場所又は地域
の位置。

c) プロジェクト又は事業の種類。 c) プロジェクト又は事業の種類。
第30条の2:  該当する地方長官又は全国長官は評価の
ために提出される環境影響宣言書で、近隣集落に対し
て環境負荷を発生するプロジェクトに対して20日間の
市民参加プロセスを布告することができる。それは全
て少なくとも二つ以上の法人格の市民団体が代表者を
通じて、又は直接に影響を受ける自然人が少なくとも
10人が申請した場合に限る。
環境影響宣言書を通じて評価を受けるプロジェクトの
場合には市民参加プロセスの期限は10日間である。
環境評価局は意見を評価プロセスの一部とみなし、そ
の全てに対して根拠ある裁定を下さなければならな
い。
当条においては、環境負荷を発生するということは、
社会的な利益を発生するが、その建設段階及び操業期
間中に近接町村に外部的環境負荷を発生するものと理
解する。
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住民参加とは、評価プロセスに関して印刷物又は電子
的手段を通じて関係文書アクセスし知ること、意見を
表明し、それに対する根拠ある回答を得ることと解釈
する。
第30条の3:　 第28条及び 第30条の規定を損なうこと
なく、提出者は地方ラジオ放送により、経費自己負担
で環境影響調査書又は環境影響宣言書の提出、それら
の資料が入手できる場所、及び意見表明できる期間な
どについて放送しなければならない。放送の内容、放
送したことを当局に対して証明する方法、その期限な
どについては施行細則により規定する。
しかしながら、提案者は該当する地方長官又は環境評
価局の高官に対して、その放送が極端に高価である、
もしくは技術的に不可能である場合には、同じような
伝達範囲の別の手段を申請することができ、それに対
して当局は正当な理由に基づいた裁定により回答しな
ければならない。

第��:　環境管理の施策 第��: 環境管理の施策
第3節の2 :　環境情報へのアクセス 第3節の2 :　環境情報へのアクセス

第31条:　該当する委員会は、その管轄範囲内におい
て評価プロセス中のプロジェクトに考慮されている工
事又は事業が実施されることを記載した、前記第27条
及び 第30条に規定される要約又はリストの写しを、
適切な情報公開を図るために各市役所宛に送付する。

第31条:　該当する委員会は、その管轄範囲内におい
て評価プロセス中のプロジェクトに考慮されている工
事又は事業が実施されることを記載した、前記第27条
及び 第31条に規定される要約又はリストの写しを、
適切な情報公開を図るために各市役所宛に送付する。
第31条の2:　あらゆる市民は、共和国憲法及び公共情
報へのアクセスに関する法律第20,285号の規定に基づ
いて 、行政機関が所有する環境関係の情報にアクセ
スする権利を有する。
環境情報とは、印刷物、ビジュアル、オーディオ、電
子的手段、又はあらゆる方法で記録されたもので行政
機関が所有し、次のようなテーマに関するものであ
る:
a)空気及び大気、水、土壌などの要素の状態、風景、
保護地域、生物多様性及び遺伝子操作を行った植物を
含むその構成要素、及びそれらの要素間の相互作用。
b)放射性廃棄物、排出、排水、その他の環境に対する
放出物を含む、物質、エネルギー、騒音、放射能、又
は廃棄物などの要因で、前項で列記した環境要素に影
響を与える、又はその可能性があるもの。
c)環境に関する行政措置、又は前項a),b)で述べる要
素及び要因に影響を与える、又はその可能性があるも
の、根拠として役に立つ対策、政策、規準、計画、プ
ログラムなど。
d)環境規制履行の報告書。
e)前項c)で指摘する行政措置において決定に使用され
た経済的、社会的分析、及びその他の調査。
F)前項a)において指摘する環境要素の状態又は    b)
及びc)で指摘する要因と対策などにより影響を受け
る、又はその可能性がある、人の健康及び安全、生活
の条件、文化遺産などの状態。
g)法律の第2条で定義する環境に関連する要素、構成
要素、又はコンセプトなど、その他の情報。
第31条の3:　環境省が国家環境情報を管理し、州別に
分類し、次のような情報を記載する:
a)環境関連の国際条約、協定及び協約、同じく法律、
細則及びその他の行政措置。
b) 第70条ñ)で指摘する環境の状態に関する報告書。
c)環境に影響を与える、又はその可能性がある事業の
追求から派生する、前項で指摘する報告書のデータ又
は要約。
d)環境に対して大きな影響を与える可能性のある事業
における行政的許可、そうでない場合には、その情報
を所有する機関の正確な情報。
e)環境関係の情報を所有する公共機関で公開されてい
るもの。
f)環境問題に関して下される国家監査院の判断。
g)環境問題に関して下される裁判所の最終判決。
h)環境問題に関して下される所轄官庁の一般的な性格
を帯びたあらゆる決定又は裁定。
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第31条の3:情報にアクセスする権利を損なわれたと考
える者は誰であれ、公共情報へのアクセスに関する法
律、第20,285号の規定に従って所轄官庁へ訴えること
ができる。
第31条の4:　環境省は各州別に区別した、国家環境情
報システムを管理し、それには次のような項目を記載
する:
a)　環境又はそれに関連する国際的な条約、協約及び
協定の原文、同じく法律、細則その他の行政的文書。
b) 第70条ñ) 項に規定する環境状況に関する報告書。
c)　環境に対して影響する、又は将来影響する可能性
のある事業の追跡から得られたデータ又は前項におい
て指摘した報告書の要約。
d)　環境に対して大きな影響を与える可能性のある事
業に対する行政的許可又はそうでない場合には、その
情報を有する官庁の正確な指摘。
e)　大衆がアクセスできるべき環境情報を所有する公
共機関のリスト。
f)　環境分野に対して国家監査院が表明した意見。
g)　環境関係の裁判において、裁判所が下した確定判
決。
h)　環境問題に対して所轄官庁が行った、その他の一
般的性格の決定又は裁定。

第��:　環境管理の施� 第��: 環境管理の施�
第4節 :　環境の質、自然の保護及び環境資産の保全 第4節 :　環境の質、自然の保護及び環境資産の保全
第32条:　大統領官房長官及び健康大臣の署名のある
法令により環境の質に関する一次規準を発布する。こ
の規準は全国に適用されるもので緊急事態によるレベ
ルを決定する。

第32条:　環境大臣及び健康大臣の署名のある法令に
より環境の質に関する一次規準を発布する。この規準
は全国に適用されるもので緊急事態によるレベルを決
定する。厚生省は正当な理由に基づいて環境省に対し
て一次規準の発布を要請することができ、それは5年
を超えない期間内に発布しなければならないが、その
期間内にその要請を取り上げない技術的な理由を示す
場合にはこの限りではない。
環境の質に関する副次的な規準は、その分野に応じて
環境大臣及び管轄分野の大臣が署名する政令により発
布する。
環境の質に関する規準を制定するためのプロセスは細
則によって規定され、それには少なくとも次のような
ステップが考慮される:　技術的及び経済的な分析、
科学的調査実施、所轄官民機関への協議、表明された
意見の分析及び適切な発表。
その他に、当条の規定を守るために必要な期限及び正
式な手続き及び現行法を再検討するための判断基準。
全ての環境規準は前記のプロセスを適用して、少なく
とも5年ごとに環境省により再検討される。
環境規準制定プロセスの調整及びプログラムの決定及
びその遂行は環境省の役割である。

第33条:　国家の所轄機関は、国民が汚染のない環境
で生活する権利を監視するために、大気、水及び土壌
の質を測定し、管理するプログラムを作成する。

第33条:　 環境省は国民が汚染のない環境で生活する
権利を監視するための、大気、水及び土壌の質を測定
し、管理するプログラムに関する情報を管理する。

これらプログラムは州別に作成する。チリの排他的経
済水域及び領海に関してもそれらの資料を編纂する。

これらプログラムは州別に実施する。排他的経済水域
及びチリの領海に関してもそれらの資料を編纂する。

第34条:　国家は、海洋公園及び保護海域を含む全国
野生生物棲息地保護システムを管理するが、その目的
は生物多様性の確保、自然の維持の後見及び環境遺産
を保護することである。

第34条:　国家は、海洋公園及び保護海域を含む全国
野生生物棲息地保護システムを管理しするが、その目
的は生物多様性の確保、自然の維持の後見及び環境遺
産を保護することである。
全国野生生物棲息地保護システムの管理及び監督は生
物多様性及び野生生物地域保護局の管轄である。
これらの野生地域の監督は生物多様性及び野生生物地
域保護局の担当である。
これらの地域の保護申請は自発的なものとし、前挿入
句において指摘する機関が下す裁定により、所有者の
申請を承認して完了するが、それを公表するためには
申請者はその裁定を公正証書にして管轄の不動産登記
所の抵当・税金登記簿に登記しなければならない。
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保護の解除は、期限の満期、所轄官庁の根拠に基づい
た、申請者による細則の規定の不履行に対する裁定、
又は所有者による期限前の解除申請により行われる。
最後のケースにおいては国庫宛の罰金を科すことがで
きるが、その金額は、該当する期間中保護地域になっ
ていたため免除された税金及び不動産税の累積をイン
フレ調整した金額を超えないものとする。

第35条:　前条において指摘したことと同じ目的で、
国家は民間の野生生物保護地域を創設し、それは国有
野生生物保護地域システムと同じ納税、権利、義務及
び負担の扱いを受ける。

第35条:　前条において指摘したことと同じ目的で、
国家は民間の野生生物保護地域を創設し、それは国有
野生生物保護地域システムと同じ納税、権利、義務及
び負担の扱いを受ける。

これら地域の監督は、国有野生生物保護地域管理機関
の役割である。

これら地域の監督は、生物多様性及び保護地域庁の役
割である。

これら地域の野生生物保護地域制度への加入は任意と
し、前挿入句で指摘した機関が下した裁定により制度
に加入することができる。各自は裁定を公正証書に
し、公知を図るため管轄不動産登記所の抵当・固定資
産税登記簿に登記しなければならない。

これら地域の野生生物保護地域制度への加入は任意と
し、前挿入句で指摘した機関が下した裁定により制度
に加入することができる。各自は裁定を公正証書に
し、公知を図るため管轄不動産登記所の抵当・固定資
産税登記簿に登記しなければならない。

その登記の解除は期限の満了、細則に規定される義務
の不履行に基づく上記機関の裁定又は所有者による繰
上げ要請により行われる。最後の2例の場合には、罰
金を適用することができるが、その金額は、保護地域
として登記したことによりその土地がその期間中に免
除された税金及び不動産税の累積金額をインフレ調整
したものを超えることはない。

その登記の解除は期限の満了、細則に規定される義務
の不履行に基づく上記機関の裁定又は所有者による繰
上げ要請により行われる。最後の2例の場合には、罰
金を適用することができるが、その金額は、保護地域
として登記したことによりその土地がその期間中に免
除された税金及び不動産税の累積金額をインフレ調整
したものを超えることはない。

第一挿入句で規定する免税を享受する、権利を行使す
る、義務を果たすために守らなければならない資格、
期限及び制限事項は細則に規定される。

第一挿入句で規定する免税を享受する、権利を行使す
る、義務を果たすために守らなければならない資格、
期限及び制限事項は細則に規定される。

第36条:　前条で述べる保護地域には、その境界線の
中にある海の一部、海岸の土地、浜辺、湖、潟、貯水
池、川、泥沼、その他の湿地帯なども構成要素の一部
である。

第36条:　前条で述べる保護地域には、その境界線の
中にある海の一部、海岸の土地、浜辺、湖、潟、氷
河、貯水池、川、泥沼、その他の湿地帯なども構成要
素の一部である。

これらの保護地域に対しては、該当するその他の公共
機関も権限を有する。

これらの保護地域に対しては、該当するその他の公共
機関も権限を有する。

第37条:　科学・技術的資料及び保存状態に基づい
て、細則において植物相及び動物相の種類の分類手順
を規定し、次のような階級に分類する:　絶滅種、絶
滅危機種、脆弱種、希少種、認識不十分種そして危険
外種。

第37条:　科学・技術的資料及び保存状態に基づい
て、細則において植物相及び動物相の種類の分類手順
を規定し、世界自然保護同盟(UICN)又はこの分野にお
いて指針を示すその他の国際機関の推奨する分類を行
う。
環境省はそれらの種類の回復、保護及び管理計画を承
認しなければならない。作成手順、公開情報システム
及びそれぞれの内容については細則により決定する。

第38条:　所轄官庁は、野生動植物の種類の一覧表を
作成し常に更新し、生物多様性を維持しそれらの種類
の保護に関する事業及び措置を採用するために、その
伐採、捕獲、狩猟、取引及び輸送を禁止する規定を監
視する。

第38条:　 環境省は所轄官庁が、野生植物、海藻、キ
ノコ、野生動物の種類の一覧表を作成し常に更新し、
生物多様性を維持しそれらの種類の保護に関する事業
及び措置を採用するために、その伐採、捕獲、狩猟、
取引及び輸送を禁止する規定を監視することに配慮す
る。

前挿入句で指摘する一覧表には、その保存状態に応じ
て消滅品種、消滅危機品種、脆弱品種、珍種及びあま
り知られていない品種に分類し、それらの品種を特別
扱いする。

第��:　環境管理の�� 第��: 環境管理の��
第5節 :　排出基準 第5節 :　排出基準

第40条:　 排出規準は最高布告令により制定され、そ
れには当該基準を適用する地域の範囲も指定しなけれ
ばならない。特定な省庁に属しない分野の場合、その
政令は大統領府秘書室を通じて発布される。

第40条:　 排出規準は環境大臣及び所轄大臣が署名す
る最高布告令により制定され、それには当該基準を適
用する地域の範囲も指定しなければならない。

排出規準制定を提案し、促進し、調整するのは国家環
境委員会の役割であり、そのためには第32条第3挿入
句及びその細則において規定するステップに従い、各
地方の環境条件及び特徴に応じて適用する。

排出規準制定を提案し、促進し、調整するのは環境大
臣の役割であり、そのためには第32条第3挿入句及び
その細則において規定するステップに従い、各地方の
環境条件及び特徴に応じて適用するが、その際には適
用可能な最新技術、価値観を決定するための判断基準
又は規準において要求できるパラメーターなどを使用
することができる。

第��:　環境管理の�� 第��: 環境管理の��
第4節 :　管理計画、汚染防止または汚染除去計画 第6節 :　管理計画、汚染防止または汚染除去計画
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第41条:　再生可能天然資源の使用又は利用は、その
再生能力の範囲内で、その生物多様性、特に絶滅のお
それのある種、影響に敏感な種、希少な種及びあまり
知られていない種の保護を保証しながら行う。

第41条:　再生可能天然資源の使用又は利用は、その
再生能力の範囲内で、それに伴う生物多様性、特に第
37条において分類される品種の保護を保証しながら行
う。

第42条:　特定の地域の天然資源の使用又は利用の規
制を法律により付与されている公共機関は、現行規準
に応じて、その保存を保証するために管理計画の提出
及び履行を義務付けなければならない。

第42条:　特定の地域の天然資源の使用又は利用の規
制を法律により付与されている環境省及び公共機関
は、現行規準に応じて、その保存を保証するために管
理計画の提出及び履行を義務付けなければならない。

それには次のような環境配慮を記述しなければならな
い:

それには次のような環境配慮を記述しなければならな
い:

a)　流水量の維持及び土壌の保全。 a)　流水量の維持及び土壌の保全。
b)　風景の保全。 b)　風景の保全。
c)　 絶滅の恐れのある種、影響に敏感な種、希少な
種及びあまり知られていない品種の保護。

c)　 第37条において分類される種の保護。

当条の規定は、再生可能天然資源の開発計画に関する
その他の法律の規定を損なうことなく、環境影響調査
書又は環境影響宣言書が承認したプロジェクト又は事
業に対しては適用されない。

当条の規定は、再生可能天然資源の開発計画に関する
その他の法律の規定を損なうことなく、環境影響調査
書又は環境影響宣言書が承認したプロジェクト又は事
業に対しては適用されない。

第43条:　飽和又は潜在地域の宣言は大統領府書記長
の署名のある最高布告令によって行われ、その地理的
に正確な範囲が示される。更に、環境の一次的規準の
場合には健康大臣が署名し、又は、環境の二次的規準
の性質により、その他の管轄部門大臣も署名する。

第43条:　 飽和又は潜在地域の宣言は環境大臣の署名
のある最高布告令によって行われ、その地理的に正確
な範囲が示される。更に、環境の一次的規準の場合に
は健康大臣が署名し、又は、環境の二次的規準の性質
により、その他の管轄部門大臣も署名する。

この宣言は、測定の結果又は所轄公共機関の証明を根
拠とし、この宣言を行う条件を正当化したものであ
る。その手続きは地方環境委員会の役割である。宣言
の対象となる地域が複数の州に跨る場合には、その手
続きは国家環境委員会の役割となる。

環境大臣、及び健康大臣及びその他の該当する部門の
大臣が署名する最高布告令による、飽和又は潜在地域
の宣言は、それが宣言された際の条件が満たされない
場合には無効になる。

前記最高布告令はそれぞれの汚染除去計画又は予防計
画を無効にし、最初のケースにおいては、第45条 f)
項の規定、及び重大な汚染を防止するための措置の規
定に従って、排出源の責任者に対する現行排出制限を
維持するが、それは予防又は汚染除去計画が廃止され
てから2年を越えないものとし、その唯一の目的は予
防計画を規定するためにある。
この宣言は、測定の結果又は所轄公共機関の証明を根
拠とし、この宣言を行う条件を正当化したものであ
る。その手続きは環境省地方局の役割である。宣言の
対象となる地域が複数の州に跨る場合には、その手続
きは環境省の役割となる。

第44条:　 所轄大臣の署名つきの大統領府最高布告令
により、予防又は汚染除去計画を規定する。その履行
は、飽和地域又は潜在地域においては義務である。

第44条:　 所轄大臣の署名つきの環境省最高布告令に
より、予防又は汚染除去計画を規定する。その履行
は、飽和地域又は潜在地域においては義務である。

このような計画の作成及び該当する地方環境委員会の
報告書に基づいてその制定を所轄官庁に提案するのは
国家環境委員会の役割である。それには当法第32条第
3挿入句の規定に従って同じ手続き及びステップを踏
む。

このような計画の作成及び該当する環境省地方局の報
告書に基づいてその制定を所轄官庁に提案するのは環
境省の役割である。それには当法第32条第3挿入句の
規定に従って同じ手続き及びステップを踏む。

第46条:　既に予防又は汚染除去計画を実施している
地域においては、該当する計画に規定される必要条件
を満たす事業のみを行うことができる。

第46条:　既に予防又は汚染除去計画を実施している
地域においては、該当する計画に規定される必要条件
を満たす事業のみを行うことができる。

その確認は地方環境委員会が行うが、その計画が異な
る州に跨る場合には国家環境委員会の役割である。

その確認は環境監督庁の役割である。

第48条:　取引可能な排出に関する割当て、分割、譲
渡、継続期間などの様式及びその他の項目については
別の法律により規定される。

第48条:　取引可能な排出に関する割当て、分割、譲
渡、継続期間などの様式及びその他の項目については
別の法律により規定される。
第48条の2:　環境、排出規準を実施及び予防又は汚染
除去計画を実行するために省庁が制定する行政裁定
は、該当する法律に規定するように、事前に環境省が
作成する報告書を考慮しなければならない。

第��:　環境被害に対する責任 第��: 環境被害に対する責任
第1節 :　環境被害 第1節 :　環境被害

第53条:　環境被害が発生した場合、その被害を修復
するするための事業が行われるが、それは直接の被害
者が通常裁判により賠償金を請求することを妨げるも
のではない。

第53条:　環境被害が発生した場合、その被害を修復
するするための事業が行われるが、それは直接の被害
者が通常裁判により賠償金を請求することを妨げるも
のではない。
環境に被害を与えた者が、環境監督庁が承認した修復
計画を満足できるように実施した場合には、環境補償
のための裁判は行わない。

23



第56条:　 第60条に規定される、予防又は汚染除去計
画を履行しない、又は環境緊急事態の特別規定、又は
当法に規定する管理計画の履行に違反する排出源の責
任者に対して処罰規定を適用することを判事に要求す
ることは、憲法の組織法に従って市役所の役割であ
る。

第56条:　廃止。

その手続きは当法第Ⅲ章　第2節の規定に従う。そし
て責任者には次のような処罰を加える:
a)　訓諭
b)　1000 UTM までの罰金
c)　一次的又は決定的な閉鎖
このような全てのケースにおいて、判事はその違反の
重大さに応じて、発生源の事業を直ちに中断又は違反
者に対して規準値まで下げるために一定の期限を与え
ることができる。
その期限が切れても発生源の責任者が、該当する計画
又は特別規制の規準値の違反を続ける場合には、一日
につき40 UTM までの追徴金を課される。
当条の規定により罰則を適用された発生源の責任者
は、同じ違反行為に対して別の規定の罰則を適用され
ることはない。
第57条:　 第53条の規定に従って環境訴訟または賠償
訴訟を審理する判事が、責任者は前条第1項に掲げる
行為の内いずれかを犯した旨の判決を言い渡した場
合、職権により、同じく前条第1項に掲げる罰則の内
の何れかを課さなければならない。

第57条:　廃止。

第58条:　判事が第56条に規定する罰金を科する場合
に、その金額を決定するためには、次のような項目を
考慮しなければならない:

第58条:　廃止。

a)　違反の重大性。そのためには主に規準値を超えた
程度、予防又は汚染除去計画 、又は緊急計画のため
の特別規制に規定する義務の不履行。
b)　該当する場合には再犯。
c)　違反者の経済的能力。
d)　環境影響宣言書又は環境影響調査書において約束
した項目に対する履行状況。
第59条:　誰でも、所轄裁判所の判事に対して、 第54
条に規定する方式に基づいて、第56条の規定の適用を
申請することができるが、それは第54条に規定する訴
訟権の行使を妨げるものではない。

第59条:　廃止。

第Ⅲ章:　環境被害に対する責任 第Ⅲ章: 環境被害に対する責任
第2節 :　訴訟手続き 第2節 :　訴訟手続き

第60条:　本法律に対する違反を裁判するためには、
環境被害が引き起こされた地方の、又は被害者の住所
を管轄する簡易裁判所の判事は法的権限を有する。

第60条:　当法の違反を裁判するためには、それを規
定した法律に従って、環境裁判所が法的権限を有す。

その判事が勤務する裁判所に何人かの判事が居る場合
には、法廷組織法第176条の規定に従わなければなら
ない。
第61条:　前条で述べる訴訟は略式裁判の手続きに
従って行う。

第61条:　廃止。

鑑定人の立証には、次のような項目に反しない限り、
民事訴訟法の規定に従うものとする:
a)　鑑定人の任命に関して双方が合意しない場合に
は、該当する上訴裁判所が所有するリストの中から、
そのために制定する規定に従って判事が任命する。
b)　双方とも鑑定人補佐を任命することができ、その
者は鑑定の根拠となるあらゆる調査段階及び分析に立
ち会うことができる。
c)　最終鑑定報告書は、訴訟に関係する当事者の数だ
けの写しを提出しなければならない。その報告書に対
するコメントは15日以内に行わなければならない。所
轄公共機関が作成する報告書はそれぞれの判決におけ
る重要な裏づけとして考慮される。
当条の規定を損なうことなく、略式裁判手続きが開始
されたら、民事訴訟法第Ⅱ巻に規定される通常裁判の
規定に従って、十分な根拠が在る場合には判決を下す
ことができる。そのためには、手続き代理の申請は付
帯申請として処理しなければならない。
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第62条:　判事は健全な判断のルールに従って証拠を
評価し、民事訴訟法に規定される証拠以外のあらゆる
立証手段を容認する。

第62条:　廃止。

上訴は、裁判に決着をつける中間判決又はその続行を
不可能にするもの、及び予防措置を宣告する裁定など
の決定判決に対する場合にのみ容認する。
これらの上訴は審理と判決に対する優先権を有し、如
何なる理由によっても訴訟の中断は認めず、法廷が何
らかの手続き、資料又は査問が不足していると判断す
る場合には、よりよい措置を行うための対策としてこ
れら不足を解決するための措置として命じられる。

第��:　監査 第��:　監査
第64条:　その権限を行使して、環境影響評価システ
ムに参加し、環境影響調査書の承認又は環境影響宣言
を受理した際の基準及び条件の遂行を常時監視するこ
とは、国家機関の役割である。不履行の場合には前述
の機関は地方又は国家環境委員会に対して訓諭、
500UTMまでの罰金、該当する承認又は受理の取消しさ
えも申請することができるが、それにより根拠ある民
事又は刑事訴訟を行うことを妨げるものではない。

第64条:　 環境影響調査書の承認又は環境影響宣言書
を受理した際の基準及び条件の遂行の継続的な監視、
予防及び汚染除去計画に記載されている対策及び手
段、環境の質及び排出、同様に当法に規定される運営
計画、などの履行は法律の規定に従って環境監督庁が
行う。

前挿入句において述べる裁定に対して異議の申し立て
をする場合には、第60条に規定する手続きに従って、
事前に科された罰金の10%を供託金として支払い、10
日以内に判事に訴えることができるが、それにより取
消しの裁定を中断することはなく、異議の申立人が同
じ判事に対して更新拒否令を申請する権利を損なうも
のでもない。

����　国家環境委員会 ����　環境省
第1節:　特性及び機能 第1節:　特性及び機能

第69条:　国家環境委員会は法人格及び固有資産を有
し、機能的に中央集権的でなく、大統領官房省を通じ
て共和国大統領の監督下に置かれた公共機関である。
委員会の組織は理事会、執行幹部、諮問委員会、及び
地方環境委員会などにより構成されている。

第69条:　国家機関として環境省を設立し、環境政策
の策定及び適用、計画及びプログラムに関して共和国
大統領に協力し、同様に、生物多様性及び再生可能な
天然資源、水資源の保護及び維持に配慮し、持続可能
な開発、統合環境政策及びその規制を推進する。

第70条:　 国家環境委員会には特に次のような機能が
ある:

第70条:　特別に環境省に属するものは:

a)大統領に対して政府の環境政策を提言する。 a) 環境政策を提言し、その進捗及び遂行について定
期的に報告する。

b)現行環境法の適用及び履行に関して、定期的に大統
領に報告する。

b)政策、計画、プログラム、規準を提言し、公園、保
護水域、自然の聖地、などを含む国家保護地域システ
ムを監督し、民間保護地域の管理を監督する。

c)環境分野に関して諮問、分析、連絡及び調整機関と
して行動する。

c) 政策、計画、プログラム、規準を提言し、多目的
沿岸地帯を監督する。

d)州別に分類し、公開される国家環境情報システムを
維持する。

d)外務省の権限を損なうことなく、チリが締結してい
る環境関係の国際条約の遵守に配慮し、その条約の行
政、科学、技術的カウンターパートとしての役割を果
たす。上記条約に環境以外のテーマが含まれている場
合には、環境省は行政、科学、技術的カウンターパー
トの中にその部門も含めなければならない。

e)全国レベルの環境影響評価システムを運営し、環境
の質に関する規準制定プロセスを調整し、その遂行プ
ログラムを決定する。

e)計画、製作、戦略的環境評価及び企画プロセス、同
様に関連業務などに適用されるべき判断基準の策定に
ついて関連部門省庁と協力する。

f)環境保護、自然の維持及び環境遺産の保護に関する
国民の認識を高めることを目的とする環境教育プログ
ラムの準備、承認及び開発、そして普及において所轄
官庁に協力し、それに対して住民参加を奨励する。

f)再生可能天然資源及び水資源の管理、使用及び利用
のための環境政策の策定に関して所轄機関に協力す
る。

g)環境プロジェクトに対する国際協力と関連する分野
において、企画・協力省及び国際融資で実施する国内
環境プロジェクトのカウンターパートと共に所轄官庁
間の調整を行う。

g)廃棄物及び汚染土壌の規準、計画、プログラムの策
定及び政策を提言し、同様に、化学製品、遺伝子操作
生物及び環境に負荷を与える物質のリスク評価などに
ついて提言するが、その他の衛生部門公共機関の権限
を損なうものではない。

h) 環境保護、自然の維持及び環境遺産の保護を目的
とする、プロジェクト及び事業に融資する。

h)気候変動に対する計画、プログラム及び作業計画の
策定及び政策を提言する。この事業においては、その
効果を決定し、必要な対策の採用と軽減のために全
国、州、地域レベルの行政機関が協力しなければなら
ない。
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i) 法律により委任されたその他全ての機能及び権限
を行使する。

i)水資源、遺伝子資源、植物相、動物相、生息地、風
景、生態系、特に脆弱で劣化した自然空間の回復及び
維持に役立つような予防対策及び基本的な判断基準を
確立する政策、計画、プログラム及び行動を提言し、
生物多様性維持の国際条約の履行に貢献する。
 j) 生物多様性維持の調査及び研究プログラムを作
成、実施し、生物多様性のデータベースを管理し更新
する。
k)国の環境ベースラインを決定するために必要な調査
を行い、あらゆる情報を収集し、環境資産・負荷、国
内の異なる流域の負荷容量を含む環境収支表を作成す
る。
l)国家の環境政策との整合を図りつつ、部門における
予算作成に参加する。その権限を行使する際に関連省
庁と合意して、予算に関連する経営指数を決定するこ
とができる。それには予算局の承認が必要である。
m)環境保護、維持可能な開発、自然の保護、環境遺産
の維持を目的として、環境教育の振興及び普及に関す
る国民の認識を高めるために、全国、州及び地域レベ
ルの所轄官庁に協力し、そのテーマに対する責任ある
住民参加を促進する。
n)環境の質、排出及び防止、又は汚染除去の規準作成
プロセスを調整し、その遂行のためのプログラムを決
定する。
ñ)4年ごとに全国、州及び地域レベルの環境状態に関
する報告書を作成する。しかしながら、一年に一度は
全国及び州レベルの環境状態に関して連結報告書を作
成しなければならない。
o)特定なテーマに関する管轄官庁及び環境監督庁の事
前の報告書に基づいて、環境の質、排出予防計画及び
汚染除去に関する規準を行政的に解釈する。
環境省は、環境関係諸機関の長に対して、前挿入句で
指摘する規準及び計画を適用する際に使用した判断基
準を要求することができ、同様に、解釈に疑問や困難
が生じた場合、又は歪曲を認識した場合にもそれを要
求することができる。
環境省はその上、解釈に不一致又は間違いが見られた
場合には、環境の質及び排出規準に関する意味の解明
及び適用判断基準の統一を行うことができる。
p)排出及び汚染物質の移転記録を管理し、それには排
出規準の対象となる同じ施設、物性、流量及び汚染物
質の濃度、そして細則に規定される発生した固形廃棄
物の物性、体積及び廃棄先を発生源別に記録し体系化
する。
同様に、細則に規定されるケース及び形式において、
現行排出規準に規定されていない場合には、記録にお
いて体系化し、タイプ、流量及び全体の濃度、そして
発生源の種類により推定する。そのためには、環境省
は該当する国家機関に対して、生産事業、原料、生産
プロセス、生産技術、生産量及び概算に役立つあらゆ
るデータを要求することができる。前挿入句において
述べる推定排出量は無名で、使用されたシミュレー
ション方法を示す。
q)現行環境規制の適用及び履行に関する情報公開シス
テムを確立し、それには全体の台帳その更新を含め、
それは自由にアクセスでき、電子的手段を備えていな
ければならない。
r)州及び地域レベルの環境の保全、維持及び修復を保
証するために必要な対策を講ずるために、そして環境
教育及び住民参加を振興するために、州政府及び市役
所と協力協定を結ぶ。その協定に資金の移転が考慮さ
れている場合には、大蔵省の承認を必要とする。
s)当法の規定に従って様々な行政機関が政策及び計画
の戦略的環境評価プロセスに参加する。
t) 汚染の防止及び環境の質の維持、特に廃棄物の発
生、管理及び移転、大気汚染及び環境被害を防止する
ために必要な技術・科学的情報を発生し収集する。
u)該当する所轄官庁から提供された大気、水及び土壌
の質のモニタリングプログラムの情報を管理する。
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v)環境保護、持続可能な開発、自然の維持、環境遺産
の保護、環境教育及び住民参加を目的とするプロジェ
クト及び事業に対する融資。
w) 環境省に対して委任された機能に関係するテーマ
に関して、省の職員のための技術的な研修及び更新の
実施及び奨励、それは個人的にも行うことができる。
x)省、庁及びその他の所轄機関の代表者により構成さ
れる執行委員会を設立し主宰するが、その目的は環境
に関連する特定なテーマに関して調査、協議、連絡そ
して調整することである。
y)部門省庁の政策及び計画の戦略的環境評価プロセス
における、政策、計画、排出基準の策定に対して住民
の参加を推進し便宜を図る。
z)法律により託される、その他のあらゆる機能及び権
限を引き継ぐ。

最���　国家環境委員会 最���　環境省
第2節:　理事会 第2節:　持続可能性、自然、機能のための閣僚委員会

第71条:  国家環境委員会の上部組織は理事会であ
り、それは国家環境委員会会長の肩書きで主宰する大
統領官房長官、外務大臣、国防大臣、経済刺激・観光
大臣、計画大臣、文部大臣、公共事業大臣、健康大
臣、住宅大臣、農業大臣、鉱業大臣、交通・遠隔通信
大臣、国家資産大臣などにより構成される。

第71条:  環境大臣により主宰される持続可能性のた
めの閣僚委員会を設立する、それは農業大臣、財政大
臣、健康大臣、経済刺激・観光大臣、エネルギー大
臣、公共事業大臣、住宅大臣、交通・遠隔通信大臣、
鉱業大臣、そして計画大臣により構成される。

委員会の機能と権限は次のようなものである:
a)再生天然資源の維持可能な管理、使用及び利用のた
めの政策を共和国大統領に提言する。
b)政策及び省庁の企画プロセスの作成、及び関連業務
に導入すべき維持可能な開発の判断基準を共和国大統
領に提言する。
c)海洋公園、保護水域、海洋自然の聖地及び多目的海
岸保護地帯を含む国有保護地帯の制定を共和国大統領
に提言する。
d)戦略的環境評価が適用される部門政策を共和国大統
領に提言する。
e)環境基本法、法律第19,300号、第26条に規定する環
境影響宣言書において住民が参加する際の判断基準及
びメカニズムを宣言する。
f) 共和国大統領に提言する法案及び行政行為を宣言
する。

第72条:　下記事項は理事会の役割である: 第72条:　持続可能性のための閣僚委員会は、会長が
招集した場合に開催する。会議開催のための定足数は
委員会委員6名で合意は出席者の絶対多数により可決
する。同数得票の場合には会長を務める閣僚又はその
代理人の票により決定する。委員会はその最初の会議
においてその機能に関する規則を制定する。委員会は
少なくとも年間2回は開催しなければならない。

a)　当法第70条に規定される機能を果たし、履行させ
る。
b)　環境分野の問題について、省庁及び公共機関の間
の調整に配慮する。
c)　 委員会が定める協定及び政策の遂行に留意す
る。
d)　 大統領に対して、その他の公共機関が有する本
来の機能を損なうことなく、環境問題に関する法案及
び行政措置を提案する。
e)　 環境問題に関して、様々な公共機関及び市役所
が行う監査及び管理業務の調整を促進する。
f)　 年間作業計画及び委員会予算案及びその改定を
承認する。
g)　環境保護、自然維持及び環境資産保全に関する事
業及びプロジェクトの資金管理のための一般規則を承
認する。
h)　その本来の目的を達成するために、あらゆる種類
の資産を購入、譲渡、課税及び管理する。
i)　その機能及び権限の一部を大統領、長官、その他
委員会の職員に対して委任し、特定な分野に関しては
そのために構成する委員会に委任する。
j)　長官の提案により、委員会の内部組織及びその改
定を承認する。
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k)　委員会の正常な機能に必要なあらゆる合意を採択
する。
l)　 第20条に規定する環境影響調査に対する異議申
し立てに関して諮問委員会の意見を聴取し、
ll)　法律により託される、その他のあらゆる機能及
び権限を引き継ぐ。
第73条:　国家環境委員会の理事会が合意した事項は
所轄公共機関が実行する。

第73条:　持続可能性のための閣僚委員会は、機能す
るための手段を提供する、環境省の下で開催される。
委員会は、環境省大臣が任命し同委員会が承認する、
環境省の職員が補佐する。そしてその職員は書記官と
して委員会に参加し、各会議の議事録を取る。持続可
能性のための閣僚委員会における、法的規制に従う行
政行為を通じて行わなくてはならない合意事項は、国
家事務局を通じて命令されなくてはならず、それは環
境省を通じて送られる。
持続可能性のための大臣審議会の合意事項は、対象と
なった行政機関にとっては義務となり、その義務を履
行しない職員は行政責任を犯すことになる。

最���　環境省
第3節:　組織

第74条:　理事会は通常会議において定期的に開催す
る。会長は本人の発議又はその他の委員の要請により
臨時会議を招集することができる。会議の定足数は委
員5名で、合意は出席者の多数決により可決される。
同数得票の場合には会長又はその代理人の票により決
定する。

第74条:　省の組織は次のようになる:

a)　環境大臣
b)　環境次官
c)　環境省地方局書記官
d)　国家諮問委員会及び地方諮問委員会。
環境省内の各部署に対する役割分担は、大統領府書記
室の2001年のDFL第1号により、統合、調整、系統化さ
れた国家行政機関組織法、第18.575号の規定に従って
制定された施行細則によって決定されるが、それには
少なくとも次のような分野が考慮されていなければな
らない:
環境規制、環境情報及び環境経済、教育、住民参加及
び地方管理、天然資源及び生物多様性、気候変動及び
国際条約履行、及び企画及び運営など。

最���　国家環境委員会
第4節:　理事会

第75条:　 国家環境委員会の運営は理事長の役割であ
り、共和国大統領により任命される。理事長は国家環
境委員会の最高職務であり法的な責任者である。

第75条:　全国の各州には環境省地方事務局が置かれ
るが、それは技術的、行政的に環境省に属し、内務省
の2005年のDFL第1号により、統合、調整、系統化され
た州政府及び州行政に関する組織法である法律第
19,175号の規定に従うものとする。
下記事項は環境省地方事務局の役割である:
a)　 第70条に規定する環境省の管轄業務を行う。
b)　地方開発計画及び戦略の作成に環境的判断基準を
盛り込むために、州政府に助言する。
c)　環境管理に関して市役所に協力する。

最���　環境省
第4節:　諮問委員会

第76条:　次のような機能は理事長の役割である: 第76条:  環境大臣が主宰する環境省の諮問委員会が
あり、次のようなメンバーにより構成される:

a)　理事会の上部経営。 a)チリの大学の学長審議会の5人により任命された科
学者2名。

b)　理事会の合意事項及び指示を履行し、履行させ
る、そしてその権限を行使して委任する事業及び機能
を実施する。

b)環境保護を目的とする非営利NGOの代表者2名。

c)　その管轄範囲内のテーマに関して、必要と思われ
る情報及び資料を国家機関に要請する。

c)環境問題を研究する独立した研究所の代表者2名。

d)　理事会の年間行事プログラム、又はその検討又は
裁定を必要とする題材を理事会に提案する。

d)国内の代表的な経営者団体の5人により任命された
代表者2名。

e)　理事会にかけるための委員会の予算案を作成し、
必要な予算修正を提案する。

e)国内の代表的な労働組合の5人により任命された労
働者の代表者2名。

f)　理事会の内部組織及びその改定を理事会に対して
提案する。

f) 共和国大統領の代表者1名。
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g)　理事会の会議に発言権を持って出席する。 協議役は共和国大統領により2年間任命され、一度だ
け延長できる。諮問委員会の機能については細則で規
定される。

h)　機関の状況及び合意事項及び指示事項の履行を理
事会に対して定期的に報告する。
i)　理事会に与えられた権限を損なうことなく、職員
を任命、雇用及び解雇する。
j)　 第80条の規定に照らし合わせて、地方環境委員
会の理事を任命する。
k)　その機能を果たすために、動産を購入、管理し、
そのために必要な法的措置又は契約を締結する。
l)　当法第20条の環境影響宣言書に関する異議申し立
てを審理する。
ll)　 理事会が定めたベースラインに従って、環境保
護、自然維持及び環境資産保全のためのプロジェクト
及び事業のための資金を管理する。
m)　その機能及び権限の一部を理事会の職員に委任す
る。
n)　外務省が有する権限を損なうことなく、環境問題
に取組む国際機関と技術的な関係を結ぶ。
ñ)　民事訴訟法第7条の両方の挿入句に規定する権限
により、理事会の職員でなくても、資格を有する弁護
士に権限を与える。
一般には、理事会の正常な機能に必要な最低を下し、
その他の法的権限を行使する。
第77条:　理事長は理事会による事前の承認受けて、
環境問題の特定の分野において、省庁及び調査、協
議、分析、通信、調整などの所轄機関の代表により構
成される実践委員会を設置して主宰することができ
る。

第77条:　 環境省及び持続可能な開発閣僚委員会の協
議を解決し、環境の質を規定する法案の原案及び最高
布告令に対して意見を述べ、自然の保護、環境遺産の
維持、汚染防止計画、環境汚染除去計画、審理される
排出特別規制などに意見を述べるのは諮問委員会の役
割である。

同様に、そして同じ目的で、国家行政機関と関係ない
自然人及び法人の参加する諮問委員会を設立すること
ができる。

同様に、職権により、一般的な環境問題に対して意思
表示をし、環境省及び法律により委任された全ての機
能を行使することができる。

最���　国家環境委員会
第5節:　諮問委員会

第78条:  国家環境委員会の会長が主宰する国家環境
委員会諮委員会があり、次のようなメンバーにより構
成される:

第78条:　全国の各州には地方環境諮問委員会が設立
され、次のようなメンバーにより構成される:

a)チリの大学の学長審議会の5人により任命された科
学者2名。

a)　科学者2名。

b)環境保護を目的とする非営利NGOの代表者2名。 b)　環境保護又は環境調査を目的とする非営利NGOの
代表者2名。

c)環境問題を研究する独立した研究所の代表者2名。 c)　企業経営者代表2名。
d)国内の代表的な経営者団体が推薦する5人の候補者
の中から任命された代表者2名。

d)　労働者代表2名。

e)国内の代表的な労働組合が推薦する5人の候補者の
中からに任命された労働者の代表者2名。

e)　環境省代表者1名。

f) 共和国大統領の代表者1名。 そのメンバーは、事前にその地方の最も代表的な団体
又は労働組合と協議し、環境省地方事務局書記官の提
案により州知事が任命する。科学者についてはその地
方の大学又は研究所が提案するが、それがない場合に
は州知事が自由に任命する。メンバーの任期は2年間
で、一度だけ延長することができる。委員会の機能に
ついては施行細則により規定する。州知事、州政府、
環境省地方事務局書記官の協議に回答するのは委員会
の役割である。更に、一般に関心ある環境問題に関し
て職権を行使して意見を表明し、法律及び環境省が委
任するその他の機能を果たすのも委員会の役割であ
る。

委員は共和国大統領により2年間任命され、一度だけ
延長できる。諮問委員会の機能については細則で規定
される。

最���　環境省
第5節:　人員

29



第79条:　理事会からの諮問に答申すること、環境保
護、自然維持及び環境資産保全、予防及び汚染除去計
画、排出特別規制及び排出規準を規制する法案の草案
及び最高布告令について意見を述べること、及び理事
会及び法律により委任されるその他あらゆる機能を果
たすことなどは諮問委員会の役割である。

第79条:　 環境省の職員は、行政機関定款に関する法
律第18.834号の改定、調整及び系統化を制定した、
2005年の大蔵省省令FDL第29号の規定に従い、給与に
関しては1974年の法令第249号及びその補完規定に従
う。

最���　国家環境委員会 最���　環境省
第6節:　地方環境委員会 第6節:　環境評価局

第80条:　 国家環境委員会は地方環境委員会を通じて
その機能を地方に分散する。

第80条:　環境評価局を設立する。それは機能的に地
方分権体制を持ち、法人格、固有資産を有し、環境省
を通じて共和国大統領の監督下に置くものとする。

国内の各地方には国家環境委員会の地方事務局局長を
置く。事務局局長は地表環境委員会を代表し、該当す
る州政府から提案された5名の中から国家環境委員会
理事長が任命する。
第81条:　首都圏も含めた地方環境委員会は主宰する
州知事、州内の県知事、第71条で述べる各省の地方事
務所の書記官、一度の投票により選出された委員4
名、そして書記を務める地方環境委員会事務局長によ
り構成される。

第81条:　 環境評価局の役割:

その他に、地方環境委員会事務局長が主宰し、環境に
関連する各省の地方事務所長官、該当する港湾総督に
より構成される技術委員会がある。

a)環境影響評価システムの運営。

b)環境に関する許可及び承認の情報システムの運営
で、その情報は環境評価局のホームページで一般公開
されなければならない。
c) 環境影響評価システムが適用されるプロジェクト
のベースライン情報システムの運営で、市民がアクセ
スでき、位置の表示があるもの。
d)環境省及びその他の環境関係官庁が規定する判断基
準、資格、条件、前歴、証明書、手続き、技術的要求
などを手続きガイドによって統一すること。
e)評価プロセス又は環境許可の手続きの簡略化を提言
すること。
f) 環境影響宣言又は環境影響調査を行う認証を受け
ているコンサルタントの公開登録簿を管理すること
で、それには少なくとも名前又は会社名、法人の場合
には法的代表者、住所、専門分野に関する情報などを
記入しなければならない。
その登録は情報公開的性情のもので、その管理方法に
ついては細則で規定する。
g)評価プロセスに参加した特定のテーマを管轄するそ
れぞれの省庁、環境監督庁などの事前の報告書に基づ
いて、環境評価の裁定を行政的に行う。
h)法律の規定に従って、プロジェクト評価への住民参
加を促進する。

82条:　全国の各州には地方環境諮問委員会を設置
し、次のように構成される:

第82条:　局の運営及び指導は最高責任者である局長
の役割であり、法的な代表者である。

a)　科学者2名。
b)　環境保護又は環境調査を目的とする非営利NGOの
代表者2名。
c)　企業経営者代表2名。
d)　労働者代表2名。
e)　州知事代表1名。
委員は、事前にその地方の最も代表的な団体又は労働
組合の推薦により州知事が任命する。科学者について
はその地方の大学又は研究所が推薦するが、それがな
い場合には州知事が自由に任命する。委員の任期は2
年間で、一度だけ延長することができる。委員会の機
能については施行細則により規定する。
第83条:　地方環境委員会の諮問に答申し、法律が委
任するその他全ての機能を果たすことは地方諮問委員
会の役割である。

第83条:　次のような機能は局長の役割である:

a)　局の上部経営。
b)　管轄範囲内の、必要と思われる情報及び前歴を政
府機関に対して要請する。
c)　職員を任命、雇用し、及び解雇する。
d)　局の目的を達成するために、必要な協定を結び、
法的措置を実施する。
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e)　その機能を果たすために、動産を購入、管理し、
そのために必要な法的措置又は契約を締結する。
f)　当法第20条に規定する異議申し立てを審理する。
g)　前項に指摘する項目を除き、その機能及び権限の
一部を局職員に委任する。
h)　局を司法的及び非司法的に代表し、民事訴訟法第
7条の両方の挿入句に規定する権限により、庁の職員
でなくても、資格を有する弁護士に権限を与える。

第84条:　首都圏州特別汚染除去委員会の役割は首都
圏州の地方環境委員会が行い、その法的な後継者及び
継承者となる。

第84条:　 環境評価局は環境評価局地方事務所を通じ
て地方分権体制をとる。

国内の各地方で局を代表する地方事務所長は高級ポス
ト人事制度を通じて全国長官により任命される。

第85条:　地方レベルの環境管理を調整し、法律によ
り委任されるその他の機能を果たすことは地方環境委
員会の役割である。

第85条:　局の資産は次のように構成される:

a)　国家予算法又はその他の一般規定又は特別規定に
より割当てられる予算。
b)　あらゆる方法で譲渡又は購入される動産及び不動
産、有形、無形の資産。
c)　その目的達成のために、あらゆる方法で受け入れ
る国際協力機関からの寄付金。
d)　財産目録に記録される相続物件及び遺産。
それらの相続遺産はあらゆる種類の税金及び支払いを
免除される。

第86条:　当節において述べる委員会は、環境に関す
る全ての問題に市役所及び地元の社会組織の適切な参
加を保証するシステムを構築する。

第86条:　プロジェクトは州知事が主宰する委員会に
より評価され、それは次のようなメンバーにより構成
される:　各省環境関係地方事務所書記官、健康省、
経済刺激・観光省、エネルギ－省、公共事業省、農業
省、住宅・都市計画省、交通・遠隔通信省、鉱業省、
計画省、そして環境評価局地方事務所長が書記の役割
を務める。
環境評価局地方事務所は次のようなメンバーにより構
成される:　環境省地方局長が主宰し、環境評価局地
方長官、環境関連の公共機関の地方局長、港が該当す
る場合には湾総督、国家記念物審議会代表。この委員
会は各プロジェクトの評価議事録を作成し、当事者が
自由にアクセスできるようにする。
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