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平成 28 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 28 年 3 月 18 日（金） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 05 分

２ 場所

愛知県産業労働センター ウィンクあいち 9 階 902 会議室

３ 報告

（１）平成 27 年第 2 回委員会における指摘事項及びその対応

（２）各種計画書に基づく取組状況（平成 27 年次）

４ 議事

（１）環境調査報告書（平成 27 年次版）

（２）事後調査報告書（平成 27 年次版）

５ 配布資料

・ 平成 27 年第 2 回環境監視委員会（平成 27 年 10 月 13 日）における指摘事項及びその対応

[資料 1]

・ 各種計画書に基づく取組状況（平成 27 年次）（案） [資料 2] 一部非公開

・ 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 27 年次版）（案） [資料 3]

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 27 年

次版）（案） [資料 4]

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施設運営支援室室長）

織田 銑一 委員 （元名古屋大学教授）

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 （愛知教育大学名誉教授）

高橋 伸夫 委員 （愛知県野鳥保護連絡協議会議長）

成瀬 治興 委員長 （愛知工業大学名誉教授）

柳澤 紀夫 委員 （公益財団法人山階鳥類研究所評議員）

（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
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傍聴人 0 名

７ 会議の概要

（１）開会

（２）報告

ア 平成 27 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。

イ 各種計画書に基づく取組状況（平成 27 年次）

・資料 2 について、事務局から説明した。

・各種計画書に基づく取組状況（平成 27 年次）について、委員の承認を受け、今後も引き

続き現在の各種計画書に基づく取組を継続することとなった。

（３）議事

ア 環境調査報告書（平成 27 年次版）

イ 事後調査報告書（平成 27 年次版）

・資料 3 及び資料 4 について、事務局から説明した。

＜質疑応答＞

（大畑委員） ミゾゴイに関しては、2 年連続で営巣が確認できなかったのは初めてのこ

とであり、非常に残念である。しかし、サシバは、毎年ほぼ同じ場所で営巣

することが良くあるのに対し、ミゾゴイは年によって渡りの状況等が随分違

うようであり、営巣が非常に不確定なものである。このような点がありつつ

も、「工事による影響があった可能性も否定できない」という今回の評価結

果を踏まえ、もう少し様子を見ることで良いと考えている。

サシバに関しては、事業地内で営巣している 1 つがいについて、工事が進

んでいく中でも、我々からの提案を取り入れて、いろいろな対策を実施して

頂いていることについて、感謝している。もう 1 週間もすればサシバが渡っ

て来る時期となるが、今年の様子や取組状況を教えて頂きたい。

（事 務 局） ミゾゴイについては、営巣が 2 年連続で確認されなかったことは大変残念

なことではあるが、引き続き、森林の整備・維持管理等により、ミゾゴイの

生息環境を整えていきたい。

サシバについては、事業地内での営巣箇所が 1 ヶ所となっているが、平成

26 年次、27 年次は同じ場所で営巣が確認された。各年次の取組としては、

平成 26 年次には、採餌場所から工事区域を見渡せないように、伐採樹木に

よる目隠しを設置するとともに、草刈などの作業員に対して、非改変区域の

採餌場所への立入りを制限した。平成 27 年次には、営巣期の前までに、工

事区域と非改変区域の境界にフェンス等を設置した。また、伐採樹木による

目隠しを継続して設置するとともに、草刈などの作業員に対して、非改変区

域の採餌場所への立入りを制限した。

平成 28 年次にも、これまでと同じ場所かその付近で営巣ができるような

環境を整える、という考えで対策をしている。伐採樹木による目隠しについ
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ては、工事の進捗により、目隠しとしての高さが足りなくなったので、樹木

は撤去し、同じ位置に、より高く、幅も長い目隠しネットを設置した。また、

工事区域の拡大に伴い、非改変区域との境界のフェンス等についても追加設

置した。このように環境を整えており、今年もサシバの営巣を期待したい。

（高橋委員） ミゾゴイもサシバも夏にしか来ない鳥であるが、工事の進捗に伴い、繁殖

が難しい状態になってきている。工事中に一旦営巣が無くなる可能性は初め

から承知しており、私達にできることは、将来的に戻って来られるような環

境を整えることである。

サシバについては、昨年と同じ個体が来てくれても、今年も何とか営巣す

るか、しないかといったところである。一度営巣が途切れると、その後にま

た同じ場所で営巣するのは難しくなる。ミゾゴイも同じであるが、営巣があ

っても無くても、営巣できる環境だけは残しておいて頂き、工事後にきちん

と戻って来られるようにして頂きたい。ただし、事業地内の環境保全措置実

施地区では、新たにサシバの採餌が確認された場所もあるので、残った環境

を今までより良くするように心掛けて頂きたい。

（事 務 局） 事業地に 1 つ残っている営巣場所については、サシバの営巣が途切れない

ようにできる限り努力していきたい。先日、高橋委員に現地をご確認頂いて

おり、その時のご意見を踏まえて対応を検討した。営巣場所付近の伐採につ

いては、昨年の営巣期前までに完了しているが、その後、切土・盛土工事等

が進んで来ている。その中で、営巣場所近傍で３月からの実施を計画してい

た切土工事については、高橋委員のご意見も踏まえ、工程を再検討し、サシ

バの確認状況や巣立ち状況を勘案して、問題無いと考えられるまでは実施し

ないこととした。引き続き、できる限りのことをしていきたいと考えている

ので、ご指導・ご助言をお願いしたい。

（大畑委員） サシバの餌となるカエルの生息場である水田等の維持管理を実施して頂い

ているが、水田や休耕田の管理については、生物多様性の高い場所となるよ

うに引き続き対応をお願いしたい。また、ネオニコチノイド系農薬の使用に

より、ミツバチやアカトンボが減るという話を良く聞くが、事業地で使って

いる農薬にそういったものが含まれるのか教えて欲しい。

（事 務 局） 事業地では、ネオニコチノイド系農薬は使用していない。水田に関しては、

里山計画書に基づいて、できる限り農薬や化学肥料の使用を抑えるようにし

て、環境保全に配慮しながら実施していきたい。

（鷲見委員） 水質が評価指標を超過した件について、今年は調整池に溜めた後に出て来

た水なので、昨年のような流量と濁度の関係をプロットする解析方法は使え

ない。そのような議論は全くできないという前提で、今回の評価結果となっ

ていることを一言補足する。

（事 務 局） 当該流域においては、昨年の環境調査報告書作成以降に調整池が完成した。

その調整池を利用して、仮設濁水処理施設等で処理した水を調整池に溜め、

できるだけ濁度を落とした上で排水するという対策をとっていたが、それで
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も評価指標を超過してしまった。超過の原因は、8 月の中旬から長雨が続い

たところに、台風 18 号に伴う降雨があり、濁水を調整池に溜めきることが

できず、越流したことによるものである。このため、調整池に流入した水を

できる限りきれいにして排出し、貯留容量を確保しておく対策として、調整

池の放流口等に凝集剤添加設備を追加したり、調整池にシルトフェンスを追

加した。その後大雨が降っていないので、対策の効果は完全には確認できて

いないが、確実かつ的確に運用することによって、少なくとも前回程度の降

雨では越流して評価指標を超えることのないようにしていきたいと考えて

いる。

（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。

（４）その他

＜質疑応答＞

（織田委員） ニホンジカに関して平成 27 年末に調査されているので、どういう調査を

実施したか、結果やシカの被害の危険度がどのくらいだったのか、少し報告

して頂きたい。

（事 務 局） 今回の資料では調査結果には触れていないが、対象事業実施区域内とその

周辺において、各 12 区画を設定し、糞塊法による調査を実施した。1 区画

当たり 1km 程度の調査ルートを設定し、合計 24.2kmを踏査し、62 糞塊を

確認した。平均糞塊密度は 2.6（糞塊数/km）、1 区画当たりの最大糞塊密度

は 10.3（糞塊数/km）であり、対象事業実施区域の北西側と南東側で糞塊の

数が多い傾向にあった。平成 23 年に岐阜県が実施した調査報告書によると、

糞塊密度 10～20（糞塊数/km）で「今後の動向に注意する必要がある」、20

（糞塊数/km）以上で「糞塊密度が高い」とされている。

（洲崎委員） 植物の保全についても、非常にきめ細かく対応しており、良い状態で維持

されていると考えているが、一点だけ気になることがある。若齢落葉広葉樹

林の再生のための伐採を今年度も実施している。伐採前に老齢化した広葉樹

林の場合、萌芽再生が起きなかったり、藪のような植生になってしまったり、

再生してもシカやイノシシに食べられてしまい、これまでの里山らしい林の

状態を取り戻すのが難しいということが危惧される。これまでに伐採した若

齢落葉広葉樹林を誘導目標にしている林の状況等について、把握していたら

教えて欲しい。

（事 務 局） 森林整備効果の確認調査については、現時点では事前調査しか実施してい

ないため、伐採後の状況は、まだ把握していない。今後の調査で確認してい

きたい。

（芹沢副委員長）草刈方法について、地元の保護団体からの要望書の中に電動の草刈機で画

一的に実施するのではなく、手刈りで実施した方が良いという意見もあるよ

うだが、生物多様性の保全は、基本的には場の保全であり、特定種だけを大
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切にしない方が良い。確かにエンジン式の草刈機は、昔は無かったものであ

り、強力である。昔、手刈りで草を刈っていた時代には刈り残しもあっただ

ろうし、スピードもあまり上がらないだろう。エンジン式草刈機では大面積

を一気に刈ってしまうことの影響は考えられるが、どの種を残し、どの種を

刈り取るかということはあまり考えず、画一的に刈ってしまった方が良いと

思う。いろいろと細かく手をかけ過ぎると、庭園のようになり、かえって自

然の感じが失われることが多々あるので、あまり良くないと考える。

（５）閉会

以上


