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2020 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 
  2020 年 3 月 10 日（火） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 35 分 
 
２ 場所 
  名古屋国際センター 別棟ホール 
 
３ 報告 
（１）2019 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（2019 年次） 
 
４ 議事 
（１）森林整備効果の確認調査結果（針広混交林） 
（２）環境調査報告書（2019 年次版） 
（３）事後調査報告書（2019 年次版） 
 
５ 配布資料 
・ 2019 年第 2 回環境監視委員会（2019 年 10 月 8 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（2019 年次）（案） [資料 2] 
・ 森林整備効果の確認調査結果（針広混交林）（案） [資料 3] 
・ トヨタ自動車新研究開発施設に係る環境調査報告書（2019 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（2019 年次

版）（案） [資料 5] 
 
６ 出席者 
（１）委員（五十音順） 

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 
 
（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 2019 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（2019 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（2019 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 森林整備効果の確認調査結果（針広混交林） 
・資料 3 について、事務局から説明した。 
＜質疑応答＞ 
（柳澤委員）  間伐した後に稚樹が増えているが、その稚樹が大きくなれるのかを考える

と、間伐率をもっと高めないと、下にある稚樹に日光が届かないのではない

か。 
（事 務 局）  現状の間伐率は高くても 50％程度だが、保安林では森林法によって間伐

率に制限がある。普通林でも、豊田市、岡崎市の森林整備計画で標準的な間

伐率が定められている。また、風や雪による倒木被害や急激な環境変化を防

ぐために、現状よりも間伐率を上げるということが難しい。 
（柳澤委員）  そうすると、この地域で大きくなる広葉樹を新たに植えていくようなこと

を考えないと、いつまでも林ができないのではないか。 
（芹沢副委員長）今の話と関連して、低木層の広葉樹がなくなっているが、これは、作業上

の安全確保に伴って切ってしまったということのようである。現時点で草本

層にいくら稚樹があっても、低木層に達する頃には、また開空率が低下して

しまい、低木層に達した幼木が大きくなれない。次に間伐する時に、同じよ

うに切ってしまったのでは元の木阿弥である。これは、専門家の指導を得て

改善されたとのことだが、具体的にどのように改善されたのか。 
（事 務 局）  改善前は、間伐時に足元の安全性の確保のために下刈りを行い、広葉樹も

一緒に刈ってしまっていた。それでは広葉樹が大きくなれないため、安全性

を確保しながらも、広葉樹をできるだけ残して間伐を行うこととした。また、

残したい広葉樹の母樹を決め、その成長を阻害すると考えられる木を伐採す

ることを講習していただき、施業に取り入れている。 
（芹沢副委員長）今後は上手くいくと良い。 
（洲崎委員）  今回、保安林としての間伐率の上限が、針広混交林づくりに大きな壁にな

るということが改めてわかった。今、事務局から説明があったように、たと

え間伐率の制限があるとしても、種子の供給が可能な広葉樹の母樹の近くを

少し集中的に明るくして、そこからの種子散布量を増やすなど、地道に進め

ていくしかないと思う。広葉樹が支障木として伐採されてしまった後に、こ
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のままではいけないということで、3 年前から講習会等が開かれるようにな

ったため、今後、その効果を見て行きたい。 
 

（成瀬委員長） 森林整備効果の確認調査結果（針広混交林）を承認してもよろしいか。 
（各 委 員）  承認する。 

 
イ 環境調査報告書（2019 年次版） 
ウ 事後調査報告書（2019 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＞ 
（高橋委員）  鳥類に関して、大きな重機の稼働だけが工事の影響という考え方だと、確

かに影響はないと思うが、他の要因でも鳥類の繁殖に影響を及ぼすことがあ

る。例えば、今回の調査ではミゾゴイの営巣は見つかっていないが、私は事

業地の東の方で、繁殖期にミゾゴイを確認している。その付近は道路を通行

止めにしていたので、多分、その近辺でミゾゴイは繁殖していたと思う。そ

のように、一概に工事だけでなく、道路を止めたこと等による影響もある。 
  ハチクマは比較的広い範囲で繁殖するのでこの評価結果で良いと思うが、

サシバについては少し気に留めておいて欲しいことがある。サシバについて

は、以前は工事区域の北東側で繁殖の記録があるが、近年は全部なくなって

いる。これは、愛知県全体の分布を見ても同じであり、愛知県での分布域は

どんどん縮小している。サシバは繁殖を 1 回止めると、愛知県の場合はまず

同じ場所に戻って来ない。現在繁殖がなくなった範囲で今後再び繁殖してく

れれば良いが、そうでなければ、そのまま繁殖がない範囲が拡大していくお

それがある。そのため、一概に繁殖の確認数だけを見るのではなく、繁殖の

確認された範囲にも留意する必要がある。 
 

（芹沢副委員長）水質（濁水）に関して、MK-1 と MK-2 のグラフを見ると、濁水の長期化

が非常に顕著だと思う。他の調査地点は、降水量と流量が多くなった時に濁

度も高くなるが、基本的には流量が下がると濁度も低下し、元の状態に戻る。

しかし、MK-1 と MK-2 に関しては、濁度が下がらずに長期化する傾向があ

り、1 回目の調査だけでなく、2 回目以降、ピーク値が評価指標値を下回っ

た時でも同様の傾向がある。そういう意味では、この濁水の長期化について

は、何らかの言及をする方が良いのではないか。 
（事 務 局）  現在は濁度対策として、降雨を一旦調整池で全部溜めきるという対応をし

た上で、次の降雨時にオーバーフローしないように、降雨後になるべく速や

かに放流するという運用をしている。長期化に係る濁度の積算値が寄与して

いるのではないかというご意見だが、元々濁度の評価指標値である 314 度を

できる限り下回るように対策していたため、報告書には記載しない方針で取

りまとめている。 
（鷲見委員）  蕪木川にある MK-1、MK-2 は、上流側の流域は大部分が工事エリアであ

り、そのような場所の直下にある調査地点だという特徴がある。本委員会の

最初の頃にも議論したが、評価指標値である 314 度を超えるか否かで評価す

ることにしたので、報告書上はこのように書くしかない。 
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（芹沢副委員長）専門の方がそう言われるのであれば、それで結構である。本事業の造成工

事はもうすぐ終わるが、次に同様の事業がある時には考慮すべき事項かと思

う。 
 

（芹沢副委員長）先程、高橋委員から、サシバについて、事業地より北側では以前は繁殖が

見られたが、今はなくなってしまったという話があった。繁殖がなくなった

原因としては、どのようなことが考えられるか。 
（高橋委員）  農地に手が入らなくなったことが一番大きな原因だと思う。事業地近辺は

まだ農業をしているが、さらに心配なのは事業地の北西の地域である。この

辺りは、新たに道路が作られる等の開発が進んでいる。サシバは環境の変化

に弱い鳥なので、一旦いなくなったら、それでおしまいになる。 
  事業地内に今残っているサシバは、事業に伴う騒音があっても平気なサシ

バである。鳥は、生まれた環境を自分の環境だと思っているので、そういう

環境でも生き残れる。そのため、事業地内のサシバの雛を大事にして、多少

うるさくても生息できる系統を増やしていけば、今まで減っていたところで

も増えてくるのではないかと考える。 
 

（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）  間伐後に、草本層で広葉樹の稚樹が増加すると、シカの生息環境という観

点ではより良くなる。間伐後の林班でシカの影響がどのくらいあるのか、食

痕等の状況がわかっていたら、教えて欲しい。 
（事 務 局）  今回の森林整備のモニタリング調査箇所においては、特に目立ったシカの

食害は確認されていないが、事業地内の他の林班では食害等が出始めている

ため、注意していきたい。 
（高橋委員）  現在、トヨタでドローンを使って夜間のシカ等の分布や数を調べており、

フェンスで囲われた中の頭数をある程度把握できるようになったようであ

る。そのような情報を織田委員にも提供して、対策する方が良い。 
（成瀬委員長） そのような意見を事務局でよく検討して、委員の意見を聞いて、今後対応

して欲しい。 
 

＜委員長交代＞ 
・成瀬委員長から委員長交代の申し出があったため、トヨタ自動車新研究開発施設に係る環

境監視委員会運営要領に基づき、新委員長を選出した。 
・新委員長について、芹沢副委員長が互選により選出された。 
・新副委員長について、芹沢新委員長が鷲見委員を指名した。 
・2020 年 4 月 1 日付けで本体制とする。 

 
（５）閉会 
 

以上 


