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平成 30 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 30 年 3 月 12 日（月） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 20 分 
 
２ 場所 
  愛知県産業労働センター ウィンクあいち 10 階 1002 会議室 
 
３ 報告 
（１）平成 29 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 29 年次） 
 
４ 議事 
（１）環境調査報告書（平成 29 年次版） 
（２）事後調査報告書（平成 29 年次版） 
 
５ 配布資料 
・ 平成 29 年第 2 回環境監視委員会（平成 29 年 10 月 10 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 29 年次）（案） [資料 2] 
・ 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 29 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 29

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） 
北田 敏廣 委員 （豊橋技術科学大学特命教授/名誉教授） 
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） 
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 
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（３）傍聴人等 

傍聴人 1 名 
報道関係者 1 名 

 
７ 会議の概要 
（１）開会 
 
（２）報告 
ア 平成 29 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 29 年次） 
・資料 2 について、事務局から報告した。 
・各種計画書に基づく取組状況（平成 29 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 29 年次版） 
イ 事後調査報告書（平成 29 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＞ 
（高橋委員）  ハチクマについては、ある程度の開発が行われても営巣する場合がある。

しかし、サシバについては、対象事業実施区域内において、工事前には 2～
3 箇所で営巣していたが、現在は 1 箇所のみである。そのため、動物（ハチ

クマ及びサシバ）の評価結果について、「現時点で評価することは難しい」

という記載ではなく、工事による影響を認めた上で、今後の措置として、「改

変区域の周りの環境の保全や回復に努める」という記載を加えた方が良いの

ではないか。 
（大畑委員）  どのような評価とするべきか難しい。対象事業実施区域内に 1 箇所残った

サシバの営巣地に対しては、付近での発破作業を環境影響の小さな工種に変

えたり、目隠しを補強したりする等、様々な配慮がされている。正直な感想

として、1 箇所だけでも営巣が続いていることに驚いている。 
  対象事業実施区域内で営巣しているサシバが周辺地域に移動する可能性

があるという意味で、周辺地域も含めて約 2,000ha を調査しており、平成

29 年次は全体で 5 箇所営巣した。サシバに対するノスリの影響については、

はっきりとはわからなかったが、調査地域内の水田状況も影響しているかも

しれない。また、サシバは渡りをする鳥であるが、近年、越冬地であるフィ

リピンでサシバの密猟が見つかっており、越冬地での影響等、様々な要因が

考えられるので、評価結果の記載については、この書き方で良いという認識

である。 
過年次の環境調査報告書について、平成 26 年次に改変区域内の営巣地が
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1 箇所消失したが、その時の環境調査報告書の評価をどのように記載してい

たか教えて欲しい。 
（事 務 局）  対象事業実施区域内でのサシバの営巣数が 2 箇所から 1 箇所に減少した平

成 26 年次の報告書の評価結果の記載は、「年変動の範囲内にあります。しか

し、単年度で評価することは難しいため、今後も調査を継続し、生息状況を

把握します。」であり、平成 28 年次までとあまり変わっていない。 
  平成 28 年次は「営巣状況及び繁殖状況はこれまでの年変動の範囲内にあ

ります。」と記載していたが、平成 29 年次の営巣状況は、調査地域全体にお

ける営巣数の最低値である 6 箇所を下回ったので、「年変動の範囲にない結

果もあり」という記載に変更するとともに、「工事による影響があった可能

性も否定できません」という記載を追加した。 
  工事による影響があるのではないかという意見について、平成 29 年次に

営巣が確認されなくなった 1 箇所の営巣地は、周辺地域で継続的に営巣が確

認されていたところである。当該営巣地については、昨年の 4 月に過去の営

巣地付近でまとまった飛翔が確認され、4 月以降も飛翔が確認されていたが、

結果的に営巣は確認されなかった。当該営巣地は、西工区が最も近い工区と

なるが、西工区は平成 29 年 4 月時点では造成工事は始まっておらず、工事

による直接的な影響を受ける状況ではなかったと考えている。さらに、対象

事業実施区域内 1 箇所で以前から継続的に営巣している状況も併せて評価

している。 
  また、平成 29 年次の動物（ハチクマ及びサシバ）の評価は、工事影響、

つまり建設機械の稼働等に伴う騒音による直接的な影響について評価する

ものである。地形改変や造成地の存在による影響については、別途、評価す

ることとなっている。 
（高橋委員）  毎年、影響がないような表現になってしまうのはどうかと思うが、確かに

騒音等について言えば、直接的な影響はあまり無いと思う。 
（谷口委員）  評価結果の記載について、あくまでも仮定の話だが、明確な科学的根拠に

基づいて工事による影響があるとなった場合は、報告書はどのような記載と

なるのか。 
（事 務 局）  工事による影響があった旨を記載した上で、追加の環境保全措置も併せて

記載し、実施していくこととなる。 
（柳澤委員）  本調査結果は、毎年次、ほぼ同じ努力量で積み重ねてきた結果であり、そ

の中で営巣数が減少しているので、工事による影響があった旨を率直に記載

しても良いのではないか。追加の環境保全措置も併せて記載すれば、受け入

れられるのではないか。 
（成瀬委員長） 現時点では、はっきりと工事による影響があったとまでは記載できないの

ではないか。今後も引き続き調査をして、営巣状況について減少傾向が続く

場合は、工事による影響があった旨を記載するということでどうか。 
（芹沢副委員長）サシバの場合、難しいのは、周辺地域の動向である。周辺地域における営

巣数を見ると、工事前は 5～9 箇所、工事中は 4～6 箇所であり、明らかに減

少傾向である。対象事業実施区域内でサシバが減少していることは事実だと

思うが、周辺地域でも減少しているので、自然変動の可能性もあり、工事に
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よるものかどうかは判断できないと私は理解する。 
（高橋委員）  東工区の南側に、非改変区域で非常に良い環境が残っている。これだけ開

発が進んできているので、本来ならこの非改変区域にサシバが入って来ても

良いが、確認回数は少ないようである。もう少しここに入って来ているよう

であれば、工事による影響は関係無いと思う。しかし、客観的に考えて、こ

ういう場所があるのにサシバが来ていないのは何か関係がある気がした。今

後、工事による影響があると評価し、追加の環境保全措置について検討する

場合は、そのようなことにも留意して欲しい。 
（芹沢副委員長）愛知県全体におけるサシバの営巣数の変動がどうなっているか、ご存知で

あれば教えていただきたい。 
（高橋委員）  奥山に向かって道路ができたりして、サシバは本当に減っている。愛知高

原国定公園周辺では比較的残っているが、それでも漸減傾向にある。本事業

のように大規模な工事を実施している中で、対象事業実施区域内において営

巣地が 1 箇所残っているのは非常に稀有なことであり、私も驚いている。人

が入ると駄目になってしまうのがサシバの傾向である。 
（大畑委員）  評価結果について、影響の有無の判断は、どの範囲に着目するかにもよる。

平成 26 年次に対象事業実施区域でサシバの営巣が 1 箇所無くなったところ

は改変区域内であり、営巣木そのものを切って、餌場にしていた水田も全部

無くなったので、明らかにその狭い範囲では影響があったと言える。しかし、

調査地域全体での影響を見るという前提であれば、もう少し調査結果を見て

判断していくことになる。今後、全体の総括があると思うので、その時には

これまでの調査結果を振り返ることとなり、工事による影響はやはり出てい

たという評価となる可能性もあると思う。 
 
（洲崎委員）  サンショウモの減少について、生育環境は変化していないと記載されてい

るが、要因として工事による影響の可能性はあるのか。 
（事 務 局）  工事前及び工事中のサンショウモの生育環境は、どちらも放棄水田であり、

概況としての生育環境に変化はない。サンショウモは湿地内の開放水面に生

育しており、ヨシ等の高茎草本の生育範囲が拡大してきたため、水面自体が

少なくなり、サンショウモの個体数が減少した。したがって、要因は自然遷

移であり、直接的な工事による影響ではないと考えているが、上流側をテス

トコースの造成のために切り開いたので、サンショウモの生育地の光環境が

少し変わったと思われる。 
（洲崎委員）  ヨシ等の大型草本によって、湿地性の植物が衰退することは非常によくあ

ることである。植物は動物と比べて移動能力が低く、移植しても、移植元と

同じような変化が移植先で起こってしまうと、個体数の回復が思いどおりに

進まない可能性も十分に考えられるので、ヨシの刈り取り等も検討して欲し

い。 
（事 務 局）  移植先については、現状、ヨシの生育は見られない。移植元の湿地につい

ては、元々、環境保全措置として草刈を実施している場所である。草刈の対

象範囲を 2 区画に分けて、毎年 1 区画ずつ交互に草刈を実施していたが、芹

沢副委員長のご指導を受けて、平成 29 年次から両区画とも刈る方法に変更
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している。 
（芹沢副委員長）基本的には自然遷移が原因だと思うが、その自然遷移が工事によって促進

された可能性は否定できない。ヨシは刈り取りをしてもなかなか減らないの

で、移植元の湿地の開放水面が広がるかどうかはわからない。また、かなり

個体数が減っていたので念のために移植をしてもらったが、上手くいくかど

うか定かではない。 
 
（北田委員）  評価指標を超過した水質について、毎年のように超過しているのは良くな

いのではないか。降水量が多くなれば、評価指標を超過する可能性が高くな

ると考えられるが、降水量は天気予報によって事前に予測できる。そのよう

な情報をきちんと利用して対策を実施しているのか。また、対策を実施して

も駄目だった場合は、そのとおり記載すれば良いのではないか。 
（事 務 局）  水質については、平成 26 年次から毎年次、評価指標値を超えている状況

である。天気予報により降雨の情報を把握した上で、必要に応じてシート掛

け等の対策を実施しているが、広大な面積で造成工事を実施している中で

刻々と状況が変化し、条件が変わっている。今回に関しては、中工区が造成

完了間際という特異的な状況であり、例えば、調整池内の管理用道路の舗装

を行うため、普段は濁水の貯留機能がある調整池を使うことができなかった

り、仮設沈砂池を撤去せざるを得なかったりした。そのような短期間のみ生

じる最後の仕上げの段階で大雨が降り、濁水が発生してしまった。今後、他

の工区が終了を迎える際には、今回の中工区の経験を踏まえて適切に対策を

実施していきたい。 
（鷲見委員）  事務局から説明のあった点は、概ねそのとおりだと思う。今回は、水質が

評価指標を超過した最初の頃の、降雨が多量であった時とは異なる課題が生

じている。今回は、濁水を貯留しておく場所や容量など、工事が切り替わる

タイミングで、一時的に極めて脆弱な状況が発生した。そのような状況は、

順次カバーしていかなければいけないが、完全にカバーすることはおそらく

無理である。どのくらいのレベルで濁水の発生を抑制するか、あるいは、貯

留により濁水の流出を防ぐかというところを、どこまでコストをかけてカバ

ーしていくのか、考えて欲しい。 
（北田委員）  状況によって濁水の貯留容量が少ない時があるということであれば、少雨

であっても濁水の流出が起こりやすい時があるということである。何も対策

をしていない訳ではないと思うが、濁水が多少流出しても仕方ないと考えて

いるのではないかと勘繰ってしまう。工事の状況に応じて、対策を要する降

水量の値は変化すると考えられるが、事業者は工事の状況をきちんと把握し

ていると思うので、降水量の予測に関する情報を利用して適切に対応して欲

しい。 
（成瀬委員長） 降水量の予測等を考慮の上、今後、万全を期して工事を進めて欲しい。 
 
（織田委員）  造成工事後の法面で、特にイノシシによる踏み荒らしが生じており、法面

からの土壌の流出による濁水の発生も考えられる。また、シカやイノシシに

よる植生に対する影響はどの程度なのか。報告書にはそのような影響は記載
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されていなかったが、現時点では影響が無いと判断しているのか、あるいは、

調査を行った上で特に述べるほどではないということなのか。 
（事 務 局）  シカの調査については、平成 27 年 10 月の委員会でご意見をいただき、平

成 27 年次から毎年 11 月に、糞塊及び食害等の痕跡について調査している。

シカの糞塊については、平成 27 年から平成 29 年にかけて徐々に増えつつあ

る。糞塊が多く確認される場所については、当初は事業地の西側であったが、

事業地の南東側及び北側にも広がってきているという状況である。草本被食、

剥皮、枝葉摂食等のシカの食害等についても調査しており、全体的に食害等

が増えてきている状況であるが、現時点では、重要種等に重大な被害が及ぶ

ような段階ではないと判断している。 
（芹沢副委員長）事業地周辺はあまり急峻な山ではないので、地滑りが頻発して濁水が発生

するようなことはないのではないか。もちろん、林床植生があれば植物に対

するイノシシやシカの影響は当然あると思う。鈴鹿山脈等では、山稜部はシ

カが林床植生を食い荒らして、地滑りが頻発している状況であるが、本事業

地の場合は、そのような状況にあるか疑問である。 
（織田委員）  確認した箇所はごく一部だが、かなり高いところまで造成法面があり、そ

こをイノシシが走り回っているようなので、事業地全体として土砂が流出す

る可能性が高いのではないかと気になった。 
（事 務 局）  事業地内の状況について、イノシシの踏み荒らしによって、法面のチップ

等が荒らされている状況は各所で見られるが、法面の土自体が流出している

という状況は無い。 
 
（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＞ 
（大畑委員）  中工区の造成工事が完了し、企業庁からトヨタ自動車に用地が引き渡され

た。特に、ビオトープや、今後、地域住民や私達が訪れることができるよう

な場所の整備予定について聞きたい。また、事業地内の水田脇にある小さな

湿地環境について、狭い範囲であるが、貴重な植物が生育する湿潤な環境で

あるので、残していただき、今後もトヨタ自動車の方で管理してもらいたい。 
（事 務 局）  具体的な対応については検討中である。どの辺りを開放するか等について

もこれから検討するため、またその都度相談させていただきたい。 
 
（５）閉会 
 

以上 


	＜会議録＞

