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第 1 章 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所 

項目 内容 

事業予定者の名称 国土交通省 近畿地方整備局 

代表者の氏名 国土交通省 近畿地方整備局長 井上 智夫 

事業予定者の住所 〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前 1丁目 5番 44 号 

 

第 2 章 第一種事業の目的及び内容 

・第一種事業の目的及び内容 

項目 内容 

事業の名称 国道 8号 彦根～東近江（仮称） 

事業の目的 対象地域である彦根～東近江間では、

日常的な渋滞の発生により、高速 IC まで

のアクセス性が悪く産業活動や観光振興

の妨げになっています。また、渋滞に付

随して国道 8 号では追突事故が多数発生

しており、渋滞を回避するために幅員の

狭い生活道路へ交通が流入することか

ら、歩行者と車両の接触事故の危険性も

高い地域となっています。 

以上の産業、渋滞、事故、観光に係わ

る課題を解決するために、本事業は「1.

産業振興の促進」「2.渋滞の緩和」「3.

交通安全の確保」「4.観光振興の促進」

の 4 つの政策目標を設定し、より良い地

域づくりに寄与する事を目的とします。 

事業実施想定区域の位置 起点：滋賀県彦根市 

終点：滋賀県近江八幡市 

事業の規模 延長：約 20km 車線数：4車線 

 

・複数案の設定 

①案：都市計画道路活用ルート ②案：山側ルート ③案：国道 8号拡幅ルート 

既存の都市計画道路幅（彦根長浜幹

線）を最大限活用したバイパスによ

り交通容量を拡大する案 

支障移転による既成市街地への影

響を最小限に抑えるため、彦根市街

地の山側に導入したバイパスによ

り交通容量を拡大する案 

現道（対面 2車線）を 4車線に拡幅

（一部、立体交差）し、交通容量を

拡大する案 

 

 

第 3 章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

項目 内容 

大気環境の状況 大気質 一般環境大気測定局が3地点あり、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は全ての地点

で環境基準を達成しています。 

騒音 調査地点が18地点あり、10地点で環境基準を達成しています。 

地形及び地質（地下水） 重要な地形の水郷低地、西の湖があります。主な湧水として、十王村の水、軽野

湧水、弘法池湧水等があります。 

動植物の生息又は生

育、植生及び生態系の

状況 

動物 重要な動物種であるカヤネズミ、ハヤブサ、ナゴヤダルマガエル、ギフチョウ、

タカチホヘビ等が生息するとされています。 

植物 重要な植物種である天然記念物の南花沢のハナノキ、西明寺のフダンザクラ等が

生育するとされています。 

生態系 生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境の琵琶国定公園や湖

東県立自然公園、守り育てたい湖国の自然100選等があります。 

景観 主要な眺望点として、彦根城、佐和山、箕作山があります。また、景観資源とし

て、琵琶湖国定公園、芹川のケヤキ並木、杉原氏庭園等があります。 

対象地域 

図 事業実施想定区域の位置図 
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第 4章 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの（1/2） 

・計画段階配慮事項の選定 

影響要因 

環境要素 

土地又は工作物の存在及び供用 
選定理由 

道路の存在 自動車の走行 

大気環境 

の状況 

大気質  ○ 事業実施想定区域及びその周囲には、集落・市街地が分

布します。自動車の走行に伴い、大気質、騒音への環境

影響を及ぼすおそれがあるため選定しました。 

騒音 
 ○ 

地形及び地質 

（地下水） 
○  

事業実施想定区域及びその周囲には、重要な箇所（重要

な地形及び地質、湧水）が存在しています。道路の存在

に伴い、地形及び地質、地下水への環境影響を及ぼすお

それがあるため選定しました。 

動植物の

生息又は

生育、植

生及び生

態系の状

況 

動物 

○  

事業実施想定区域及びその周囲には、重要な動物種の生

息地が存在しています。道路の存在に伴い、動物への環

境影響を及ぼすおそれがあるため選定しました。 

植物 

○  

事業実施想定区域及びその周囲では、重要な植物群落、

巨樹・巨木林、天然記念物の生育地が指定されています。

道路の存在に伴い、植物への環境影響を及ぼすおそれが

あるため選定しました。 

生態系 

○  

事業実施想定区域及びその周囲では、まとまって存在する

自然環境として、自然公園、ラムサール条約登録湿地、保

護水面等が指定されています。道路の存在に伴い、生態系

への環境影響を及ぼすおそれがあるため選定しました。 

景観 

○  

事業実施想定区域及びその周囲には、重要な箇所（主要な

眺望点、景観資源）が存在しています。道路の存在に伴い、

主要な眺望点、景観資源への環境影響を及ぼすおそれがあ

るため選定しました。 

 

・調査・予測・評価の結果 

計画段階配慮

事項 
検討対象 

①案： 

都市計画道路活用ルート 
②案：山側ルート 

③案： 

国道 8号拡幅ルート 

自動車の走行

による大気質

及び騒音 

集落・市街地

の位置 

ルート帯の面積の約24％を

集落・市街地が占める 

ルート帯の面積の約17％を

集落・市街地が占める 

ルート帯の面積の約50％を

集落・市街地が占める 

最も環境へ与える影響が大きいのは③案であり、次に①案、その次に②案にな

ると評価します。 

道路の存在に

よる地形及び

地質（地下水） 

重要な箇所 重要な箇所を通過しない 重要な箇所を通過しない 重要な箇所を通過しない 

3ルート帯は、地形及び地質（地下水）に影響を与える可能性は極めて小さいと評価

します。 

道路の存在に

よる動物 

重要な種の生

息地 

33 箇所中 3箇所通過 33箇所中3箇所通過 33箇所中2箇所通過 

最も環境へ与える影響が大きいのは①､②案であり､次に③案になると評価します。 

なお、②案については地山改変を極力小さく出来る構造も検討することから、起点

側の山地に存在する動物への影響は回避又は低減されることが予測されます。 

道路の存在に

よる植物 

重要な種・群

落の生育地 

74箇所中11箇所通過 74箇所中14箇所通過 74 箇所中 23 箇所通過 

最も環境へ与える影響が大きいのは③案であり、次に②案、その次に①案になると

評価します。 

道路の存在に

よる生態系 

生態系の保全

上重要であっ

て、まとまっ

て存在する自

然環境 

111箇所中6箇所通過 111箇所中13箇所通過 111 箇所中 13 箇所通過 

最も環境へ与える影響が大きいのは②･③案であり､次に①案になると評価します。 

なお､②案については地山改変を極力小さく出来る構造も検討することから､起点側

の山地に存在する生態系への影響は回避又は低減されることが予測されます。 

道路の存在に

よる景観 

重要な箇所 74箇所中1箇所通過 74箇所中3箇所通過 74 箇所中 8箇所通過 

最も環境へ与える影響が大きいのは③案であり、次に②案、その次に①案になると

評価します。 

なお、②案については地山改変を極力小さく出来る構造も検討することから、起点

側の山地に存在する景観への影響は回避又は低減されることが予測されます。 
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第 4章 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの（2/2） 

・総合評価 

①案：都市計画道路活用ルート ②案：山側ルート ③案：国道 8号拡幅ルート 

・地形及び地質（地下水）において、

環境影響の程度が極めて小さい

と評価。 

 

・大気質、騒音、動物、植物、生態

系、景観において、環境影響の程

度が比較的小さいと評価。 

・地形及び地質（地下水）において、

環境影響の程度が極めて小さい

と評価。 

 

・大気質、騒音、動物、植物、生態

系、景観において、環境影響の程

度が比較的小さいと評価。 

・地形及び地質（地下水）において、

環境影響の程度が極めて小さい

と評価。 

・動物、生態系において、環境影響

の程度が比較的小さいと評価。 

・大気質、騒音、植物、景観におい

て、環境影響の程度が他のルート

帯より大きいと評価。 

・③案は、他のルート帯より環境影響が大きいと評価します。 

・①案と②案では、大気質、騒音においては、①案の方が集落・市街地を通過する割合が大きく、②案より環

境影響は大きいと評価します。 

一方、植物、生態系、景観においては、②案の方がまとまって存在する自然環境や重要な箇所を多く通過す

る結果となっています。動物においては、重要な種の生息地を通過する箇所は①案、②案で同じ結果となっ

ています。 

なお、②案については地山改変を極力小さく出来る構造も検討することから、起点側の山地に存在する動物、

生態系、景観への影響は回避又は低減されることが予測されます。 

※具体的なルート位置や道路構造を決定する際は、できる限り集落・市街地、重要な種の生息地等、重要な

種・群落の生育地等、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境、重要な箇所（重要な

地形及び地質、湧水、主要な眺望点、景観資源）を避けて計画します。 

※各検討対象について、回避が困難又は、必ずしも十分に低減されないおそれのある場合には、今後の環境

影響評価の中で調査・予測・評価を行い、必要に応じて適切な環境保全措置を検討します。 
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第 5章 その他環境省令で定める事項/一般の環境の保全の見地、地方公共団体の長からの意見と事業者の見解 

・一般の環境の保全の見地からの意見と事業者の見解 

ルート帯の検討の際に重視すべきという意見は「生活環境」が72.7％、「自然環境」が60.0％でした。 

 

項目 住民等（事業所含む）からの主な意見 事業者の見解 

環境全般 ・自然環境、生活環境への影響を特に

重視する。       他11件 

事業実施に向けては、本事業の目的を勘案しつつ、生活環境、

自然環境への影響について、できる限り回避・低減するよう配

慮します。 

また、今後の環境影響評価の手続きにおいて、具体的なルート

の位置や道路構造を決定する段階で、調査、予測、評価を行い、

必要に応じて環境保全措置等の配慮を行います。 

生活環境 ・住民の生活環境への配慮は必須。 

他49件 

自然環境 ・将来のためにも、自然を残しつつ、

道路計画をして欲しい。 他22件 
 

 

 

・地方公共団体の長からの意見と事業者の見解 

地方公共団体

の長 
地方公共団体の長からの意見 事業者の見解 

滋賀県知事 配慮書以降の図書において、路線選定の経緯

を適切に記載するとともに、大気環境（大気質、

騒音、振動等）、水環境（水質、地下水等）、

土壌環境、動植物および生態系、景観、文化財・

伝承文化、廃棄物、温室効果ガスの環境への影

響などの環境要素を適切に選定し、調査、予測

および評価を行い、本事業の実施による環境影

響を回避または極力低減してください。 

本配慮書において、これまでの検討経緯、

複数案の設定にあたっての考え方を記載し

ました。方法書以降の図書においては、事業

特性を勘案し、大気環境、水環境等の生活環

境への影響や土壌、動植物、景観、文化財等

の自然環境への影響などの環境要素を適切

に選定し、調査、予測、評価を行い、必要に

応じて環境保全措置等の配慮を行います。 

 

地方公共団体

の長 
地方公共団体の長からの意見 事業者の見解 

彦根市長 計画を具体化していただく際は、大気や騒音等による生活環境への影

響について回避・低減に努めていただくほか、ルート帯は山間地を通過

するため、生息・生育環境、景観への配慮もお願いします。  

事業実施に向けては、

本事業の目的を勘案しつ

つ、大気質・騒音、水環

境等の生活環境への影響

や動植物、景観、文化財

等の自然環境への影響に

ついて、できる限り回

避・低減するよう配慮し

ます。 

また、今後の環境影響

評価の手続きにおいて、

具体的なルートの位置や

道路構造を決定する段階

で、調査、予測、評価を

行い、必要に応じて環境

保全措置等の配慮を行い

ます。 

近江八幡市長 周辺の住環境、市民生活に対しまして十分ご配慮いただき、必要な手

続きを進めていただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

東近江市長 事業実施に向けては、大気質、騒音、水質等の生活環境への影響に配

慮するとともに、重要な動植物の生態系や景観にも配慮した自然環境

等、地域への影響をできる限り回避・低減に努めていただきますようお

願いします。 

愛荘町長 当該区間は農業振興地域、集落を通過することから、農業振興地にお

いては地域の生活環境および自然環境への影響をできるかぎり回避・低

減に努めていただきますよう配慮をお願いします。 

豊郷町長 事業実施に向けては、地域の生活環境や自然環境への影響をできる限

り回避、低減に努めていただきますようお願いします。 

甲良町長 事業実施に向けて、当町を通過するため、大気質、水環境、騒音等の

生活環境への影響に配慮するとともに、農産業に配慮し、地域への影響

をできる限り回避・低減に努めていただきますようお願いします。 

多賀町長 事業の実施に向けては、動植物の生息・生育地等の自然環境に配

慮するとともに、周辺の住環境や住民生活への影響をできる限り回

避・低減するよう努めていただきますようお願いします。また、多

賀町には周知の遺跡範囲に指定している箇所もあることから文化

財に対しても十分ご配慮いただきますよう重ねてお願いします。 
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