
（仮称）都市計画道路 諏訪バイパス

環境影響評価方法書の概要

平成29年5月

資料１資料１

長 野 県

国土交通省 関東地方整備局



１．事業の概要

【方法書・要約書 P. 1-1～3-11】

第１章 都市計画対象道路事業の名称

第２章 都市計画決定権者及び事業予定者の名称

第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）
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第１章第１章第１章第１章 都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称

第２章第２章第２章第２章 都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称

第１章第１章第１章第１章 都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称

第２章第２章第２章第２章 都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称１．事業の概要

■都市計画対象道路事業の名称、都市計画決定権者及び事業予定者の名称

都市計画決定権者の名称：長野県

代表者の氏名：長野県知事 阿部 守一

住所：長野県長野市大字南長野字幅下692番地２

事業予定者の名称：国土交通省関東地方整備局

代表者の氏名：国土交通省関東地方整備局長 大西 亘

住所：埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１

（仮称）都市計画道路 諏訪バイパス

●●●●都市計画対象道路事業都市計画対象道路事業都市計画対象道路事業都市計画対象道路事業のののの名称名称名称名称

●●●●都市計画決定権者及都市計画決定権者及都市計画決定権者及都市計画決定権者及びびびび事業予定者事業予定者事業予定者事業予定者のののの名称名称名称名称

方法書 P.1-1、2-1
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第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）

第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）１．事業の概要

■都市計画対象道路事業の位置

●都市計画対象道路事業の位置（拡大図）

●広域図

●本事業は、長野県の諏訪地域に位置し、首都

圏、中京圏から概ね150km圏内で、2時間程度

でアクセスできる位置にあります。また、一般国

道20号は、東京を起点とし、長野県塩尻市まで

の延長約 230kmの主要幹線道路で、「（仮称）

都市計画道路 諏訪バイパス」は、その一般国道

20号のバイパスとして、諏訪市と下諏訪町を結

ぶ延長約11kmの道路です。

方法書 P.3-1
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第１章第１章第１章第１章 都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称

第２章第２章第２章第２章 都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称

第１章第１章第１章第１章 都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称都市計画対象道路事業の名称

第２章第２章第２章第２章 都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称都市計画決定権者及び事業予定者の名称１．事業の概要

■都市計画対象道路事業の目的

●対象区域では、異常な豪雨に伴う道路冠水による交通不能箇所が過去に数回発生し

ています。また、東西に移動する道路が限られていることや踏切が２箇所あること等に

より、慢性的な交通混雑が発生しています。沿道の家屋や店舗への出入り交通が本線

交通の阻害となっており、交通事故も多く発生しています。さらに、交通混雑が発生して

いることから、観光業や製造業、緊急輸送活動への影響も出ています。

●以上の課題と当該道路に求められる機能から、政策目標は以下のとおりとします。

○災害に強い代替路の確保

○交通の円滑化

○交通安全の確保

○地域産業の活性化

○安心・快適な暮らしづくり

方法書 P.3-1



第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）

第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）１．事業の概要

■都市計画対象道路事業実施区域の位置

5

項目 内容

起点 諏訪市四賀

終点 下諏訪町東町

関係市町

岡谷市

諏訪市

茅野市

下諏訪町

方法書 P.3-2～3
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第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）

第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）１．事業の概要

■都市計画対象道路事業の内容

項目項目項目項目 内容

都市計画対象道路事業の種類 一般国道の改築

延長 約１１㎞

車線数 ４車線

設計速度 ６０㎞/時

道路区分 第３級第２級

道路構造の概要

地表式(盛土構造、切土構造)、嵩上式(盛土構造、

橋梁構造)、地下式(トンネル構造)

休憩所の設置の計画 なし

方法書 P.3-2、4



7

第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）

第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）１．事業の概要

●本事業は、昭和47年に都市計画決定されています。今般、地域や交通等の課題が見られますの

で、その解決に有用な道路整備の計画検討を進め、予定事業者が平成25年度から計画段階評

価の手続きを実施しており、アンケート調査や、関東地方小委員会
※1

を3回実施しました。

●第1回関東地方小委員会では、概略計画の検討プロセスを明確化し、計画検討の発議を行いま

した。

※1 社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会

■都市計画対象道路事業の経緯

○対応方針（案）

について

≪地域の意見聴取≫

対象者：長野県知事

諏訪市長

下諏訪町長

○対策案選定時に

重視する政策目

標・配慮事項

●第２回意見聴取

方法

≪地域の意見聴取≫

対象者：地域住民

道路利用者

企業 等

■第１回意見聴

取結果 確認

■対応方針の検

討

■第２回意見聴

取方法

対

応

対

応

対

応

対

応

方

針

方

針

方

針

方

針

のののの

決

定

決

定

決

定

決

定

（（（（

道

路

道

路

道

路

道

路

がががが

通通通通

るるるる

概概概概

ね

の

ル

ー

ト

ね

の

ル

ー

ト

ね

の

ル

ー

ト

ね

の

ル

ー

ト

））））

■第２回意見聴

取結果の確認

■対応方針案の

検討

第３回

関東地方

小委員会

地域の

意見聴取

（第２回）

第２回

関東地方

小委員会

【平成26年7月】

地域の

意見聴取

（第１回）

【平成26年2月～3月】

①地域の課題

②政策目標の案

③道路整備の必要性

④検討にあたって

配慮すべき事項等

●第1回意見聴取

方法

≪地域の意見聴取≫

対象者：地域住民

道路利用者

企業 等

【平成25年11月】

第１回

関東地方

小委員会

■地域の現状

と課題

■政策目標の

案の設定

■第１回意見

聴取方法

■計画段階評

価の進め方

【平成26年9月～10月】

県知事・関係市

町長への意見照

会

【平成28年4月】 【平成28年4月】

方法書 P.3-5
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第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）

第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）１．事業の概要

■設定したルート帯案の概要 方法書 P.3-5～10

●第2回関東地方小委員会では、諏訪地域の課題を早期に解決する政策目標を設定し、ルー ト帯

案として【案】バイパス案（山側ルート）と、比較案として【比較案1】現道拡幅、【比較案2】現都市

計画ルートを設定しました。

●第3回関東地方小委員会では、意見聴取の結果のまとめ、意見聴取で重視されている項目での複

数案の比較評価を行いました。
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第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）

第３章第３章第３章第３章 都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容都市計画対象道路事業の目的及び内容

（事業特性）（事業特性）（事業特性）（事業特性）１．事業の概要

■対応方針の決定

バイパス案（山側ルート）

【凡例】

方法書 P.3-11

また、家屋への影響、経済性の面でも優れており、

○バイパス案（山側ルート）バイパス案（山側ルート）バイパス案（山側ルート）バイパス案（山側ルート）

〔理由〕

バイパス案（山側ルート）は、政策目標である交通の円滑化、災害に強い代替路の確保、

交通安全の確保を図るとともに、生活環境などに配慮し、安心・快適な暮らしづくりや地

域産業の活性化に寄与する道路である。 また、家屋への影響、経済性の面でも優れており、

意見聴取で得られた地域のニーズにも応えられる。



２．地域の概況

【方法書P.4-1-1～4-2-135、要約書P.4-1～5】

第４章 都市計画対象道路事業実施区域及びその

周囲の概況（地域特性）

10
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第４章第４章第４章第４章 都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び

その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）

第４章第４章第４章第４章 都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び

その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）２．地域の概況

■地域特性 （自然的状況）

自

然

的

状

況

大気環境

平成26年度の大気質について、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質は環境基準を達成しており、

光化学オキシダントは非達成です。道路交通騒音は、30地点中21地点で昼間夜間ともに環境基準を達成

しています。

水環境

河川では、平成27年度は、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質量（SS）、溶存酸素量（DO）は5地点す

べてにおいて、水素イオン濃度（pH）は5地点中4地点において環境基準を達成しています。大腸菌群数は

すべての調査地点において環境基準を超過しています。湖沼では、平成27年度は、溶存酸素量（DO）、全

燐は3地点中2地点において、環境基準を達成しています。水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、

浮遊物質量(SS)、大腸菌群数、全窒素はすべての調査地点において環境基準を超過しています。小和田

湧水1箇所と、「茅野市生活環境保全条例施行規則」に指定する湧水38箇所があります。また、源泉が109

箇所あります。

土壌、地盤

諏訪湖周辺の低地部は、主にグライ土、細粒グライ土、灰色低地土、粗粒灰色低地土で形成され、山地部

は、主に適潤性黒色土で形成され、一部に乾性褐色森林土等が分布しています。諏訪盆地では、以前から

各所で地盤沈下現象が報告され、平成18年度までの累計最大沈下量は57.0cmです。

地形、地質

地形は、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部と、砂礫台地、火山地等からなる山地・丘陵地部が

占めています。地質は、諏訪湖周辺の低地部では、主に堆積岩類で形成され、山地・丘陵地部では、主に

火成岩類で形成されています。

動植物、生態系

重要な動植物種として、哺乳類が13種、鳥類が64種、両生類が5種、爬虫類が3種、魚類が14種、昆虫

類が95種、底生動物が9種、植物632種が確認されています。重要な植物群落等として、天然記念物

45箇所、巨樹・巨木林5箇所、重要な植物群落6群落が存在します。生態系は、山地・丘陵地・台地の

生態系と諏訪湖周辺の低地の生態系に分けられると考えられます。

景観、人と自然

との触れ合いの

活動の場、文化

財

景観は、諏訪湖周辺の水辺景観や霧ヶ峰高原などの高山地景観が広がっています。主要な眺望点が

84箇所、景観資源が13箇所存在します。人と自然との触れ合いの活動の場として、自然観察や散策等

の活動ができる場が40箇所存在します。指定文化財の史跡、名勝が49箇所、建造物が84箇所存在し

ます。

方法書 P.4-1-1～120
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第４章第４章第４章第４章 都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び

その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）

第４章第４章第４章第４章 都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び都市計画対象道路事業実施区域及び

その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）その周囲の概況（地域特性）２．地域の概況

■地域特性 （社会的状況）

社

会

的

状

況

人口、産業

平成12年～平成27年の人口の推移の状況は、減少傾向にあります。人口密度は、各市町とも長野県全体を上

回っています。平成12年～平成22年の関係市町及び長野県の産業別就業者構成比の推移の状況は、関係市

町、長野県ともに第一次産業、第二次産業が減少傾向、第三次産業が増加傾向となっています。

土地利用 地目別面積は、山林が最も多く、次に、原野、宅地、田が多くなっています。

河川等利用

地下水を一般飲用及び生活用水の一部として利用しています。このうち、水道の水源として、岡谷市においては

約82％、諏訪市及び茅野市においては100％、下諏訪町においては約35％が地下水を利用しています。

交通

幹線道路のうち、高速自動車国道として長野自動車道、中央自動車道西宮線があります。また、一般国道として

一般国道20号、142号、152号があります。

学校、住居

等

環境の保全についての配慮が特に必要な施設である学校教育施設及び図書館が計59箇所（小学校18箇所、中

学校12箇所、高等学校7箇所、専修学校11箇所、特別支援学校1箇所、幼稚園6箇所、図書館4箇所）あります。

また、環境の保全についての配慮が特に必要な施設である病院及び福祉施設等が計84箇所（病院等9箇所、老

人福祉施設34箇所、保育園41箇所）あります。

下水道 下水道普及率は、関係市町では96.7～99.9％となっています。

法令等

「自然公園法」により指定された国定公園として八ヶ岳中信高原国定公園があり、「長野県立自然公園条例」

により指定された県立自然公園として塩嶺王城県立公園があります。

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適性化に関する法律」により指定された鳥獣保護区があります。

「景観法」に基づき、諏訪市、茅野市、下諏訪町が景観行政団体として景観計画を策定し、それぞれ市町全

域を景観計画区域としています。

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の規定により下諏訪町において、「下諏訪町歴史

的風致維持向上計画」が策定されています。

その他、主な法令として、騒音、振動及び水質汚濁に関する基準の規制区域等があります。

方法書 P.4-2-1～135



３．配慮書の概要及び意見

【方法書・要約書 P.5-1～7-3】

第５章 計画段階環境配慮書における調査、予測及び評価の結果

第６章 計画段階環境配慮書についての国土交通大臣意見と都市

計画決定権者の見解

第７章 計画段階環境配慮書の案についての意見と事業予定者の

見解

13
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第第第第5555章章章章 計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、

予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果

第第第第5555章章章章 計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、

予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果３．配慮書の概要及び意見

■ルートの概要及び計画段階配慮事項の調査結果

計画段階

配慮事項

検討対象

大気質

集落・市街地の位置

騒音

水象

(地下水)

重要な箇所

（源泉）

動物

重要な種の生息地等

（重要な動物種、天然記念

物、鳥獣保護区）

植物

重要な種・群落の生育地等

（重要な植物群落、巨樹・巨

木林、天然記念物）

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

（自然公園、重要な湿地）

景観

重要な箇所

（景観資源）

人と自然と

の触れ合い

活動の場

重要な箇所

（人と自然との触れ合い活

動の場）

方法書 P.5-1～2、4
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第第第第5555章章章章 計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、

予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果

第第第第5555章章章章 計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、

予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果３．配慮書の概要及び意見

■計画段階配慮事項に係る予測・評価の結果

計画段階配慮事項 検討対象 【案】バイパス案（山側ルート） 【比較案１】現道拡幅 【比較案２】現都市計画ルート

自動車の走行によ

る大気質

集落・市街地の位置

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は

小さいと評価。

・通過すると予測。

・影響を与える可能性が

あると評価。

・一部通過すると予測。

・影響を与える可能性が

【案】バイパス案（山側

ルート）より大きいと評価。

自動車の走行によ

る騒音

道路の存在による

水象(地下水)

重要な箇所

（源泉）

・概ね回避と予測。

・ルートの位置・構造によって

は影響を与える可能性があ

ると評価。

・回避と予測。

・ルートの位置・構造に

よっては影響を与える

可能性があると評価。

・概ね回避と予測。

・ルートの位置・構造によっ

ては影響を与える可能性

があると評価。

道路の存在による

動物

重要な種の生息地等

（重要な動物種、天然記

念物、鳥獣保護区）

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は小さ

いと評価。【比較案２】より影

響低減の検討が可能。

・回避と予測。

・影響を与える可能性は

小さいと評価。

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は小

さいと評価。

道路の存在による

植物

重要な種・群落の生

育地等

（重要な植物群落、巨樹・

巨木林、天然記念物）

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は小さ

いと評価。【比較案２】より影

響低減の検討が可能。

・回避と予測。

・影響を与える可能性は

小さいと評価。

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は小

さいと評価。

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

（自然公園、重要な湿地）

・回避と予測。

・影響を与える可能性は小さ

いと評価。

・回避と予測。

・影響を与える可能性は

小さいと評価。

・回避と予測。

・影響を与える可能性は小

さいと評価。

道路の存在による

景観

重要な箇所

（景観資源）

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は小さ

いと評価。【比較案２】より影

響低減の検討が可能。

・回避と予測。

・影響を与える可能性は

小さいと評価。

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は小

さいと評価。

道路の存在による

人と自然との触れ

合いの活動の場

重要な箇所

（人と自然との触れ合い

の活動の場）

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は

小さいと評価。

・通過すると予測。

・影響を与える可能性が

あると評価。

・概ね回避と予測。

・影響を与える可能性は

小さいと評価。

方法書 P.5-1、3



16

第第第第5555章章章章 計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、

予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果

第第第第5555章章章章 計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、

予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果３．配慮書の概要及び意見

■計画段階配慮事項に係る予測・評価の結果 方法書 P.5-1、3

●自動車の走行による大気質、騒音

【案】バイパス案（山側ルート）は、影響を与える可能性は小さいものと評価

し、【比較案２】現都市計画ルートは、影響を与える可能性が【案】バイパス案

（山側ルート）より大きいと評価しました。また、【比較案１】現道拡幅は、影響

を与える可能性があると評価しました。

●道路の存在による水象(地下水)

いずれのルートもルートの位置・構造によっては、影響を与える可能性がある

と評価しました。

●道路の存在による動物、植物、生態系、景観

いずれのルートも影響を与える可能性は小さいものと評価しました。

●道路の存在による人と自然との触れ合いの活動の場

【案】バイパス案（山側ルート）及び【比較案２】現都市計画ルートは、影響を

与える可能性は小さいものと評価し、【比較案1】現道拡幅は、影響を与える

可能性があると評価しました。
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第第第第5555章章章章 計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、

予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果

第第第第5555章章章章 計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、計画段階環境配慮書における調査、

予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果予測及び評価の結果３．配慮書の概要及び意見

■計画段階配慮事項に係る予測・評価の結果 方法書 P.5-1、3

今後、具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階では、でき

る限り市街地・集落、源泉、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、景観資源、人と自然との触れ合いの活動の場を避けて計画します。

また、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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第第第第6666章章章章 計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての

国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解

第第第第6666章章章章 計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての

国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解３．配慮書の概要及び意見

■配慮書についての国土交通大臣意見

環境要素 件数

総論 ４件

大気環境 １件

水環境及び土壌環境 ３件

動植物、生態系 １件

景観及び人と自然との触れ合いの活動の場 １件

建設発生土及び廃棄物 １件

合計 １１件

方法書 P.6-1～4
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第第第第6666章章章章 計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての

国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解

第第第第6666章章章章 計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての計画段階環境配慮書についての

国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解３．配慮書の概要及び意見

■配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解（要約）

国土交通大臣意見（要約） 都市計画決定権者の見解（要約）

総論

今後、詳細なルート・構造の検討

を踏まえた実施区域の設定にあ

たっては、環境配慮が必要な対象

（市街地、諏訪湖・河川・温泉源泉、

重要な動植物の生息生育地、景観

資源、人触れの場等）について、影

響を回避又は低減すること。

実施区域の設定にあたっては、環境配慮が必

要な対象について、実行可能な範囲内でできる

限り回避又は低減しました。

また、今後の詳細なルート・構造の検討を踏ま

え、実施区域の設定にあたっても同様に、環境

配慮が必要な対象に配慮します。

環境影響評価項目は、環境配慮

が必要な対象を踏まえ、適切に選

定すること。

環境影響評価の項目は、事業特性及び環境

配慮が必要な対象を含む地域特性を踏まえ、

適切に選定しました。

各論

具体的なルート・構造の検討にあ

たり、大気環境、水環境、自然環境、

景観、人触れの場、廃棄物等への

影響に配慮し、方法書以降の手続

において、調査、予測評価及び環

境保全措置の検討を適切に行うこ

と。

今後、詳細なルート・構造の検討にあたっては、

生活環境（大気質、騒音等）、水環境（水質、地

下水）、自然環境（動植物、生態系）、景観、人

触れの場、廃棄物等への影響に配慮します。

また、今後の環境影響評価において、調査、

予測評価及び環境保全措置の検討を適切に行

います。

方法書 P.6-1～4

注）人触れの場：人と自然との触れ合いの活動の場
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第７章第７章第７章第７章 計画段階環境配慮書の案に計画段階環境配慮書の案に計画段階環境配慮書の案に計画段階環境配慮書の案に

ついての意見と事業予定者の見解ついての意見と事業予定者の見解ついての意見と事業予定者の見解ついての意見と事業予定者の見解

第７章第７章第７章第７章 計画段階環境配慮書の案に計画段階環境配慮書の案に計画段階環境配慮書の案に計画段階環境配慮書の案に

ついての意見と事業予定者の見解ついての意見と事業予定者の見解ついての意見と事業予定者の見解ついての意見と事業予定者の見解３．配慮書の概要及び意見

■配慮書の案についての意見と事業予定者の見解（要約）

意見（要約） 事業予定者の見解（要約）

住民等

生活環境（騒音、水環境等）、

自然環境（動物等）、景観等に

配慮してほしい。

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、水質、水環境（温泉源泉含む）等の

生活環境や、重要な動植物の生息・生育地、景観等

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。

関係する

地方公共

団体の長

事業実施に向けては、大気

質、騒音、水質、地下水（温泉

源泉含む）等の生活環境や、

重要な動植物、生態系や景観

への影響に配慮し、地域の生

活環境や自然環境への影響を

できる限り回避・低減すること。

方法書 P. 7-1～3



４．項目の選定

【方法書・要約書 P. 8-3～4】

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目並びに

調査、予測及び評価の手法

21



22

第８章第８章第８章第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法並びに調査、予測及び評価の手法並びに調査、予測及び評価の手法並びに調査、予測及び評価の手法

第８章第８章第８章第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法並びに調査、予測及び評価の手法並びに調査、予測及び評価の手法並びに調査、予測及び評価の手法４．項目の選定

■環境影響評価の項目 方法書 P. 8-3～4



５．手法の選定

【方法書・要約書 P. 8-3、5～31 】

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目並びに

調査、予測及び評価の手法

23



24

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

大気質

二酸化窒素、浮遊粒子状物質、

気象の状況を文献及び現地調

査により実施

正規型プルーム式及び

積算型簡易パフ式等

による予測

環境保全についての配慮が適正になされているか

基準等との整合が図られているか

（１）調査・予測及び評価の手法 【大気質】

※以下の４地域の集落及びその周辺

より選定することを考えています。

①諏訪市四賀周辺

②諏訪市上諏訪周辺

③下諏訪町東高木周辺

④下諏訪町東町中周辺

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-5～7、26



25

…

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

騒音

騒音、地表面、沿道の状況を

文献及び現地調査により実施

日本音響学会式等による

予測

環境保全についての配慮が適正になされているか

基準等との整合が図られているか

振動

振動、地盤の状況を文献及び

現地調査により実施

旧建設省土木研究所提案

式等の手法による予測

環境保全についての配慮が適正になされているか

基準等との整合が図られているか

＜一般環境騒音・振動調査地点＞

※以下の４地域の集落及びその周辺

より選定することを考えています。

①諏訪市四賀周辺

②諏訪市上諏訪周辺

③下諏訪町東高木周辺

④下諏訪町東町中周辺

＜道路交通騒音・振動調査地点＞

※以下の６路線の集落及びその周辺

より選定することを考えています。

①国道20号バイパス

②国道20号

③市道1-20号線（山浦線）

④主要地方道諏訪白樺湖小諸線

⑤町道大沢川通り線

⑥国道142号

（２）調査・予測及び評価の手法 【騒音、振動】

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-8～13、26
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環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

低周波音

住居等の位置の状況を文

献及び現地調査により実施

既存調査結果により導かれ

た予測式等による予測

環境保全についての配慮が適正になされているか

（３）調査・予測及び評価の手法 【低周波音】

※道路構造が橋若しくは高架になると

想定される地域である以下の３地域の

集落及びその周辺より選定することを

考えています。

①諏訪市四賀周辺

②下諏訪町東高木周辺

③下諏訪町東町中周辺

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-14



27

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

水質

水質（浮遊物質量、水素イオン濃度等）、

水象（流量等）、水底の土砂の状況を文

献及び現地調査により実施

事例の引用又は解析に

よる手法による予測

環境保全についての配慮が適正になされて

いるか

（４）調査・予測及び評価の手法 【水質】

※切土工や、工事施工ヤード及び工

事用道路等の設置を予定している水

域、又は水底の掘削等を予定している

水域とし、実施区域が通過する一級

河川である以下の6河川から選定する

ことを考えています。

①舟渡川

②上川

③中門川

④角間川

⑤承知川

⑥砥川

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-15～16、27
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環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

水象

（河川）

流量、流況、浸食・堆砂、水道水源の状況を文

献及び現地調査により実施

事例の引用又は解析によ

る手法による予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

（５）調査・予測及び評価の手法 【水象（河川）】

※切土構造、トンネル構造等を予定し

ている水域とし、実施区域が通過する

一級河川である以下の6河川から選

定することを考えています。

①舟渡川

②上川

③中門川

④角間川

⑤承知川

⑥砥川

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-17、27
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環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

水象

（地下水）

地下水、帯水層の地質・水理、温泉源泉の状況

を文献及び現地調査により実施

事例の引用又は解析によ

る手法による予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

※切土構造、トンネル構造等を予定し

ている地域のうち、地下水に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められ

る地域とします。

（６）調査・予測及び評価の手法 【水象（地下水）】

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-18、27



30

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

地形及び

地質

地形及び地質の概況、重要な地形及び地質の分布、

状態及び特性を文献及び現地調査により実施

科学的な知見や類似

事例を参考に予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

（７）調査・予測及び評価の手法 【地形及び地質】

※調査地域は、実施区域及びその端

部から1㎞程度の範囲とします。調査

地点は、調査地域の範囲内にある重

要な地形及び地質の諏訪湖とします。

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-19、27



31

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

日照阻害

土地利用、地形の状況を文献及び

当該情報の整理により実施

太陽高度・方位及び高架構造物等の方

位・高さ等から求める式を用い、等時間

の日影線を描いた日影図による予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

（８）調査・予測及び評価の手法 【日照阻害】

※調査地域は、道路構造が橋若しくは

高架になると想定される地域である以

下の３地域の集落及びその周辺より選

定することを考えています。

①諏訪市四賀周辺

②下諏訪町東高木周辺

③下諏訪町東町中周辺

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-19



32

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

動物

動物相の状況、重要な種等の状況を文献及び、直

接観察、捕獲採取、痕跡確認等による現地調査に

より実施

科学的な知見や類似

事例を参考に予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

（９）調査・予測及び評価の手法 【動物】

※調査地域は、実施区域及びその端

部から250m程度を目安とします。ただ

し、行動圏が特に広い動物を対象とす

る場合には、必要に応じ適宜拡大しま

す。

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-20、28
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環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

植物

植物相及び植生の状況、重要な種及び群落の状況を

文献及び、直接観察等による現地調査により実施

科学的な知見や類似

事例を参考に予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

※調査地域は、実施区域及びその端

部から100m程度を目安とします。

（１０）調査・予測及び評価の手法 【植物】

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-21、28
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環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

生態系

動植物その他の自然環境に係る概況、地域を特徴

づける生態系の注目種・群衆の状況を文献及び現

地調査により実施。

現地調査は動物、植物の調査結果を活用

科学的な知見や類似

事例の引用その他の

手法による予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

（１１）調査・予測及び評価の手法 【生態系】

※調査地域は、実施区域及びその端

部から250m程度を目安とします。ただ

し、行動圏が特に広い注目種、群集を

対象とする場合には、必要に応じ適宜

拡大します。

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-22、28



35

【身近な自然景観】

地域の人々が日常的に利用してい

る場所や地域に古くから親しまれて

きた身の回りの身近な自然景観

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

景観

主要な眺望点、景観資源、主要な

眺望景観の状況を文献及び現地調

査により実施

図上解析に基づく改変の位置、程度及び

フォトモンタージュ法等による視覚的な表

現方法による変化の程度を予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

※調査地域は、実施区域及びその端

部から3km程度の範囲とします。

（１２）調査・予測及び評価の手法【景観】

●調査地点の候補

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-23、29
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●調査地点の候補

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

人と自然との

触れ合いの活

動の場

人と自然との触れ合いの活動の場の概況、

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

の分布、利用及び利用環境の状況を文献

及び現地調査により実施

図上解析に基づく改変の位置、程度及

び到達時間・距離の変化、近傍の風景

の変化が生じる位置、程度を予測

環境保全についての配

慮が適正になされてい

るか

（１３）調査・予測及び評価の手法 【人と自然との触れ合いの活動の場】

※調査地域は、実施区域及びその端部から

500m程度の範囲とします。

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-24、30



環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

廃棄物等

予測・評価に必要な情報として、廃棄物等の種類

ごとの発生・処分の状況を文献調査により実施

発生量及び最終処分量

の算出による予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

37

環境要素 調査の手法 予測の手法 評価の手法

文化財

文化財の状況を文献及び現地調査

により実施

類似事例の引用又は解析による予測

環境保全についての配慮が適正に

なされているか

●調査地点の候補

（１４）調査・予測及び評価の手法 【文化財】

※調査地域は、実施区域の範囲とします。

（１５）調査・予測及び評価の手法 【廃棄物等】

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法

第８章 都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法５．手法の選定

方法書 P. 8-25、31

方法書 P. 8-25


