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平成 25 年第 1 回 
トヨタ自動車新研究開発施設に係る環境監視委員会 

＜会議録＞ 
 
１ 日時 
  平成 25 年 3 月 25 日（月） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 25 分 
 
２ 場所 
  愛知県産業労働センター ウィンクあいち 9 階 901 会議室 
 
３ 報告 
（１）平成 24 年第 2 回委員会における指摘事項及びその対応 
（２）環境保全措置の実施状況（平成 24 年次） 
（３）土壌生物（ミゾゴイの餌生物）の生息状況等 
 
４ 議事 
（１）環境調査報告書（平成 24 年次版） 
（２）事後調査報告書（平成 24 年次版） 
 
５ 配布資料 
・ 平成 24 年第 2 回環境監視委員会（平成 24 年 10 月 26 日）における指摘事項及びその対応 

[資料 1] 
・ 環境保全措置の実施状況（平成 24 年次） [資料 2] 一部非公開 
・ 土壌生物（ミゾゴイの餌生物）の生息状況等 [資料 3] 

土壌生物（ミゾゴイの餌生物）の生息状況 [別添 1] 非公開 
ホトケドジョウの生息状況 [別添 2] 非公開 
キキョウの生育状況 [別添 3] 非公開 
森林整備効果の確認 [別添 4] 非公開 

・ トヨタ自動車新研究開発施設に係る環境調査報告書（平成 24 年次版）（案） [資料 4]  
一部非公開 

・ 豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業環境影響評価に係る事後調査報告書（平成 24 年

次版）（案） [資料 5] 
 
６ 出席者 
（１）委員（五十音順） 

大畑 孝二 委員 （公益財団法人日本野鳥の会チーフレンジャー） 
織田 銑一 委員 （岡山理科大学教授） 
川上 和人 委員 （独立行政法人森林総合研究所主任研究員） 
北田 敏廣 委員 （岐阜工業高等専門学校校長） 
洲崎 燈子 委員 （豊田市矢作川研究所主任研究員） 
鷲見 哲也 委員 （大同大学准教授） 
芹沢 俊介 副委員長 （愛知教育大学特別教授） 
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高橋 伸夫 委員 （愛知県野鳥保護連絡協議会議長） 
谷口 義則 委員 （名城大学准教授） 
成瀬 治興 委員長 （愛知工業大学名誉教授） 
柳澤 紀夫 委員 （公益財団法人日本鳥類保護連盟理事） 

 
（２）事務局 

愛知県企業庁、トヨタ自動車株式会社 等 
 
（３）傍聴人等 

傍聴人 1 名 
報道関係者 2 名 

 
７ 会議の概要 
（１）開会 
 
（２）報告 
ア 平成 24 年第 2 回委員会における指摘事項及びその対応 
・資料 1 について、事務局から報告した。 
＜質疑応答＞ 
（芹沢副委員長）里山計画書の目標像における別添の図において、人工林は造林面積を指し

ており、造林を行うことではない。また、人工林の現存量は抑えていく方向

にあるので、赤枠内がモデルとはならない。 
（大畑委員）  別添の図は、ホームページなどで公表されるのか。公表するのであれば、

誤解が生まれるといけない。 
（事 務 局）  委員会資料は、すべてホームページで公開する。また、人工林の部分を修

正した修正版についても、公開する。 
（大畑委員）  誤解がないように、修正、補足して頂きたい。人工林の面積以外において、

この 50 年前の環境を目指すことは、もともと想定していた 20 年後の林相変

換と大体一致していると理解して良いか。 
（事 務 局）  下山地区に当時住んでおられた農業関係 2 名、林業関係 2 名、狩猟関係 2

名、計 6 名の 80 歳前後の方々に、当時の状況をヒアリングした結果を取り

まとめたのがこのイメージ図になる。前回委員会で 50 年前を目標像として

目指すべきとの助言と、大体のイメージは合致している。 
（事 務 局）  地元の方々に当時の生活のなりわいの状況をヒアリングし、人と自然との

かかわりをボリューム感で示した。今後は、植林ではなく間伐という形で山

にかかわることになる。表現、言葉を含めて修正する。 
（高橋委員）  地元の方々の意見を基にイメージ化したとのことであるが、炭焼きは昔か

ら行われていたと考える。また、昔は、もっとはげ山があったり、いろいろ

なことをした時代があったはずである。それらも含めた上で、しっかりした

ものでないとかえって誤解を生む。 
（芹沢副委員長）「人工林」は「造林活動」とすべきである。間伐等の造林活動や造林に伴

う草刈などの諸活動が大体このようなカーブである。炭焼きも活動である。



 ‐3‐

なお、この造林活動は、新規造林ではなく、間伐やその他既存の林の手入れ

であり、昭和 30 年代とは全く違うことを明言しておく必要がある。 
（洲崎委員）  人工林の語句修正が一番の問題である。その他に、外来種でアライグマ、

ハクビシン、コジュケイが並んでいる。アライグマ、ハクビシン等は確かに

平成に入ってから増えたが、コジュケイも同列に増えたのか確認したい。ま

た、川の水質は生活排水により一時期悪化したが、近年は流域下水道の普及

等によって改善しており、今日に至るまで汚くなり続けているとは考えにく

い。むしろ、圃場整備による水路の三面護岸や段差などによるダメージの方

が問題ではないか。 
  また、地元の方々に聞き取りをした上で作図した旨を注釈するか、傍証と

なる側面的なデータも集めて評価しないと、位置付けが不明で問題となる。 
（事 務 局）  当地域は、昭和 30 年代の航空写真等から、はげ山という実績はなかった

ことは確認している。また、コジュケイは、聞き取り結果として、このよう

な表現で記載した。 
（洲崎委員）  聞き取り結果であれば、図にまとめるよりは、本人の語り口を再現した文

章の方が正確である。まとめる時点で内容が変質してしまう。地元の方々の

実感は大事な資料になるので、まとめずにオリジナルで出すべきである。 
（事 務 局）  正副委員長と相談しながら、修正版の公表方法は検討させて頂きたい。 
（成瀬委員長） 事務局からの提案を受け、正副委員長と事務局で議論の上、これを修正し、

各委員に報告する形で進める。 
 
イ 環境保全措置の実施状況（平成 24 年次） 
・資料 2 について、事務局から報告した。 

 
ウ 土壌生物（ミゾゴイの餌生物）の生息状況等 
・資料 3 について、事務局から報告した。 

 
（３）議事 
ア 環境調査報告書（平成 24 年次版） 
イ 事後調査報告書（平成 24 年次版） 
・資料 4 及び資料 5 について、事務局から説明した。 
＜質疑応答＞ 
（川上委員）  ミゾゴイ、ハチクマ及びサシバの評価についてコメントする。ミゾゴイの

対象事業実施区域内での鳴声確認数は最大となっているが、営巣数は 0 で最

低になっている。単純にこれだけ見ると、年変動はあるものの、鳴声確認数

は多くなっているにも関わらず、営巣には至っていないため、影響がなかっ

たというよりはむしろ攪乱の影響があった可能性があると判断するのが正

しい。ただし、年変動があるので、今後慎重にその推移を見ていく必要があ

るという判断が妥当である。ハチクマとサシバについても、工事前の変動の

幅に収まっているが、確認数が過去の中で最低になっているため、やはり工

事の影響があった可能性があると判断すべきである。ただし、密度は年変動

もあり、さまざまな影響を受けているため、単年度で正確に評価することは
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難しいと考えられる。そこで、今後慎重にその推移を見ていく必要があると

いう判断が妥当だと考える。 
（大畑委員）  ミゾゴイの鳴声の記録はあるが営巣がないというのは、繁殖をしていない

という評価なのか、巣そのものが見つかっていないという評価なのか、ある

いは移動途中で鳴いているだけで、移動してしまった可能性があるのか。ま

た、攪乱の影響というのは具体的にどういうことを想定されているのか。川

上委員に教えて頂きたい。 
（川上委員）  ミゾゴイは、渡りの移動途中で鳴く個体はいる。ただし、実際の調査は、

毎年同じ方法で行っているため、同じ頻度で生じていると考えれば、相対的

な比較という意味では気にしなくて良い。鳴声が確認されたにも関わらず営

巣が確認されなかった点については、毎年同じ努力量で調査を行っている以

上は相対的に数字だけ評価していくことしかできない。ただし、ミゾゴイの

場合は、巣を見つけることが難しいので、見つからなかった可能性はあるの

で、その旨は言及しても良い。まずは、実際に出ている数値を冷静に判断す

る必要がある。 
攪乱としては、ミゾゴイは毎年渡ってきて最初に鳴く場所は、大体同じ場

所である場合が多い。その後移動しながら実際に営巣する場所に至る。例え

ば、営巣場所を選ぶ段階で、人間による出入りが多く、前年度までに比べて

周辺の環境が変わってしまったと見える場合には移動してしまうかもしれ

ないし、騒音などの局地的な影響もある。ただし、実際になぜ営巣しなかっ

たのかは現場の状況次第であり、書類だけを見て判断するのは難しい。また、

調査圧の可能性もあるかもしれない。つまり、人間が頻繁に調査を行うこと

によって、実際には営巣していたが、攪乱によって、成鳥が逃げて放棄して

しまう可能性もある。残念ながら、その辺は可能性でしかないので、ここで

言えることは、まず、この数値を基に判断することである。 
（高橋委員）  調査によって、猛禽類、特に夏鳥の場合は、翌年同じ場所で営巣しない可

能性が非常に高い。 
（芹沢副委員長）この結果を見ると、確かに変動の範囲内であり、最低ラインであることは

事実である。これをどう判断するかであるが、変動の幅に収まっているので、

顕著な影響があるとは言えないということである。重要なことは、どういう

ときに顕著な影響があると言うかである。最低ラインの数字が 2 年続いたら、

あるいは最低ラインを割った場合に、顕著な影響があったと言うべきである。

今年の評価は、この程度でしようがないのではないか。 
（川上委員）  実際影響があったかどうかの判断は、非常に難しい。来年の結果も数字が

低くて、影響があった可能性があるとなった場合、実際には今年から影響が

あったにも関わらず、既に顕著な影響はないと判断した後であるため、後戻

りが出来なくなる。しかし、後になって、昨年の判断は間違いでしたと言う

ことが出来るなら、良いかもしれない。科学者が集まって判断しているので、

今年は、評価できないという形が良いのではないか。 
（芹沢副委員長）仮に、来年顕著な影響があると評価した場合、今年の評価を取り消しする

のかしないのか、取り消さないのであれば予防線を張っておく方が良いので

はないかという話である。これは、事業者の判断によるものである。 
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（事 務 局）  工事による影響が全くない訳ではないという趣旨でこのような表現とした。

今のご意見を踏まえ、一度整理し、正副委員長とご相談させて頂きたい。 
（高橋委員）  普段から鳥や獣を見ている立場からすると、工事や調査による影響がない

訳がない。特に、絶対に工事影響はある。この委員会に自分たちが参画して

いる目的は、最後の時点で環境を戻すことにある。影響があればあると書い

た方が良い。 
（成瀬委員長） 評価については、事務局で検討の上、正副委員長で勘案し、取りまとめる

こととする。その結果は、各委員にお知らせする。 
 
（大畑委員）  ヒルムシロが、移植元で確認されなかったのはなぜか。 
（事 務 局）  移植は、平成 24 年 1 月 10 日に実施した。2 箇所に移植したが、その後の

調査で、移植元には殖芽も含め確認されなかったため、全ての移植が無事に

済んだと理解している。 
（芹沢副委員長）補足する。ヒルムシロは現地で衰退傾向にあり、昔はかなりあったがかな

り少なくなっていた。試験移植として、冬の間にある殖芽を掘って探し、あ

まり見つからなかったものの、見つかったものは全部回収し、移植した。ま

た、見つけきれていない可能性があるので、土は元に戻した。次の年に移植

元で確認されなかったため、結果的にすべて回収したと判断したものである。

つまり、試験移植が本移植になったということである。 
 
（成瀬委員長） 環境調査報告書及び事後調査報告書を承認してもよろしいか。 
（各 委 員）  承認する。 
 

ウ その他 
＜質疑応答＞ 
（織田委員）  大型獣の対策について、愛知県では特にニホンジカの問題が大きくなって

いる。従来は本宮山と茶臼山が主であったが随分広がってきているので、こ

の地域を注意して監視して頂きたい。里山保全しても、鹿に全滅されてしま

っては元も子もない。また、銃が使えないことも含めて聖域化される地域も

あるため、注意して頂きたい。 
（事 務 局）  ご懸念は真摯に受け止めたい。大型哺乳類に限った調査ではないが、動物

調査を実施し、その中で把握できると考えるので、ご助言頂きたい。 
（芹沢副委員長）生物の話において、一般的に、保全によって、生物は増えれば増えるほど

良いが、今の話はとにかく増えたら困るのでスタンスが全く違う。また、大

型哺乳類が出てくると喜ぶ人もいて難しい。なお、狩猟者の高齢化も進んで

いる。この地域が大型哺乳類の聖域になって、周りへ出て行くというような

ことになると、非常に問題となるため、対策はしっかりして頂きたい。 
（事 務 局）  獣害対策については、その対応方法について地元の猟友会の方々と検討を

始めたところであり、適切に対処する。 
 
＜委員退任の件＞ 
（事 務 局）  来年度についても、引き続き各委員に委員をお願いしたところ、誠に残念
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ながら、川上委員から一身上の都合によりご辞退の申し出があった。この場

で一言ご発言頂きたい。 
（川上委員）  一身上の都合により来年度から委員を退かせて頂きたい。私がこの委員会

に入る経緯としては、ミゾゴイの調査や保全方法について、まだ十分にわか

っていないということで、専門家としてお呼び頂いた。ここ数年の間に十分

な調査をして頂き、調査や保全方法は大体固まった。また、今後大規模に工

事を行うということで、おそらくある程度の影響はあると思うが、そのこと

に一喜一憂せず、30 年後、40 年後を見据えた形で保全活動は続けていかれ

ると思うし、その方針は既に大体まとまっているので、それを粛々と続けて

頂ければ大丈夫かと考え、一旦私の役目も終わりかと考えた。 
ただし、今後個別の事案で専門的な知識が必要になった場合等については、

ヒアリング等で協力する。これまでお付き合いした責任もあり、今後の行く

末も気になっているので、委員としてではないが、今後も関係者の一部とし

てよろしくお願いしたい。 
私がいなくても鳥類の専門家がほかに 3 名おられるので、その方々にお任

せして、私はこれで身を引かせて頂きたい。 
（事 務 局）  誠に残念ではあるが、今まで大変お世話になった。今後とも引き続きご指

導・ご助言頂きたい。 
 

（４）閉会 
 

以上 
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注：1.本図は、当時の生活・生業の状況を知る地元の方々(70～80 歳代)に聞き取りした結果をもとに、人と自然との関わりをイメージとしてとりまとめたものである。 

2.造林活動には、本来植林が含まれるが、目標像とした造林活動は間伐等の森林整備を適正に行うことである。 

資料１別添修正版（委員会における意見等を踏まえ修正したもの） 

明治・大正・昭和（初期）    昭和  （20年代）   〃  （30年代）   〃  （40年代～） 平成

里
山

里 

●第二次世界大戦 ●S34 伊勢湾台風 

造林活動 
 （スギ、ヒノキ、クロマツ） 

●戦後復興 
◆自動車の普及 

薪、炭焼き 

◆電気の普及 
 （自家発電） 

◆プロパンガス・石油の普及

川：ウナギ、大アマゴ  水田水路：ドジョウ、ホタル、カワニナ 

 
 

 
 

 
 

 

◆牛による耕作 
水田二毛作（麦） 水田耕作 

◆馬による耕作 

草刈場 

◆農薬の普及 
◆休耕田の出現 
◆耕運機の普及 

圃場整備 

◆茅葺きの家

◆竹林の利用

◆暗渠排水工事 

◆トタン屋根 

山菜（ゼンマイ、ワラビ、コシアブラ、タラの芽） 

生
息
状
況
イ
メ
ー
ジ 

利
用
状
況
イ
メ
ー
ジ

◆生活排水による川の汚濁 川・水路 

       キノコ（マツタケ） 

■下山地区における里山の変遷イメージ 

ツグミ、キジ、 
ヤマドリ、オシドリ、 

キツネ、ウサギ イノシシ、サル、シカ

アライグマ

ハクビシン

外来種 

目標像 


