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平成 24 年第 2 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 24 年 10 月 26 日（金） 午後 1時 30 分～午後 4時 20 分 

 

２ 場所 

愛知県産業労働センター ウインクあいち 10 階 1002 会議室 

 

３ 報告 

（１） 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 

（２） 平成24年第1回委員会における指摘事項及びその対応 

（３） 猛禽類とミゾゴイ（サギ類）の営巣状況（平成24年次） 

 

４ 議事 

（１） 環境調査計画書（平成25年次版） 

（２） 森林・谷津田（里山）の整備・維持管理計画書 

（３） 環境保全措置（自然系）に関する実施計画書 

【実施地区4（猪戻）】 

【実施地区5（上弓沢）】 

【実施地区7（中ツ田）】・【実施地区8（松ヶ田和）】  

【実施地区9（花ノ木）】 

（４） その他 

 

５ 配布資料 

・ 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（案） [資料 1] 

・ 平成 24 年第１回環境監視委員会（平成 24 年 3 月 26 日）における指摘事項及びその対応 

[資料 2] 

・ 豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業における猛禽類とミゾゴイ（サギ類）の営巣状

況について) [資料 3] 

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計画書(平成 25 年次版)（案） [資料 4] 

一部非公開 

・ 森林・谷津田(里山)の整備･維持管理計画書（案） [資料 5] 

・ トヨタ自動車新研究開発施設に係る環境保全措置（自然系）に関する実施計画書（案） 

【実施地区４（猪戻）】 [資料 6-1] 

【実施地区５（上弓沢）】 [資料 6-2] 

【実施地区７（中ツ田）】・【実施地区８（松ヶ田和）】 [資料 6-3] 

【実施地区９（花ノ木）】 [資料 6-4] 

一部非公開 

 

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） 
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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） 

芹沢 俊介 副委員長 （愛知教育大学特別教授） 

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） 

 

（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 3名 

報道関係者 1名 

 

７ 会議の概要 

（１） 開会 

 

（２） 報告 

ア 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 

・ 資料 1について、事務局から説明した。 

・ 要領（案）について、委員の承認により、本日付けで一部改正が施行された。 

イ 平成 24 年第 1回委員会における指摘事項及びその対応 

・ 資料 2について、事務局から報告した。 

ウ 猛禽類とミゾゴイ（サギ類）の営巣状況（平成 24 年次） 

・ 資料 3について、事務局から報告した。 

 

（３） 議事 

ア 環境調査計画書（平成 25 年次版） 

資料 4について、事務局から説明した。 

＜質疑応答＞ 

（大畑委員）  猛禽類及びミゾゴイの繁殖期は大体決まっているが、繁殖期間中の工事

配慮について、説明してほしい。 

（事 務 局）  猛禽類等の調査結果を見ながら、工事影響の可能性が確認された場合に

は、工事配慮することとしている。なお、伐採等は、できる限り営巣に影

響がない冬季に実施する計画で進めている。 

 

（谷口委員）  水質調査計画において、郡界川で調査地点を設けているが、この地点で

26 年以降の魚類調査の予定はあるか。 

（事 務 局）  前回の委員会に、承認いただいた環境調査計画書（基本方針）に基づく

生活環境への影響として濁度調査を実施する計画はあるが、河川における

魚類調査は、計画していない。 

（谷口委員）  濁度は、魚類に対して重大な影響を及ぼすことがあるため、3年ほど前に
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工事による土砂が郡界川に流入する恐れがあることを想定し、魚類調査を

実施した。この調査結果と、比較できる調査を、毎年でなくとも、隔年あ

るいは 3年、4年若しくは 5年に 1回などで良いので、検討して頂きたい。 

（事 務 局）  過去の調査結果を確認して、調査項目・頻度などを検討するので、ご指

導頂きたい。 

 

（北田委員）  大気質の評価指標として浮遊粒子状物質（SPM）があるが、PM2.5 の調査

を一度ぐらいは行ったほうがよいのではないか。今、あちこちで調査され

ており、SPM の環境基準の達成状況はよくなっているが、PM2.5 はうまくい

っていない。 

（事 務 局）  PM2.5 は、環境影響評価において知事意見を受けて、四季を通じた 1年間

の調査を実施し、問題ないレベルであった。しかし、PM2.5 については現

在、評価方法が確定していないこともあり、今後、評価指標が確定した場

合に改めて検討したい。 

（北田委員）  現況だけではなく、毎年実施するかどうかは別として、工事による変化を

見るため、工事中の調査も行ったほうがよいのではないか。 

（事 務 局）  事務局で検討し、北田委員とご相談の上、方向性を決めていきたい。 

 

（成瀬委員長） 本調査計画書を承認してもよろしいか。 

（各 委 員）  承認する。 

 

イ 森林・谷津田（里山）の整備・維持管理計画書 

資料 5について、事務局から説明した。 

＜質疑応答＞ 

（洲崎委員）  現場では、この何年かでナラ枯れの被害が広がっている。更にナラ枯れ

が進むようであれば、高木落葉広葉樹林などの森林の目指すべき目標の修

正を検討する必要があるため、モニタリング調査の検討をお願いした。ナ

ラ枯れは松枯れほど枯死率が高くなく、一度被害を受けた木も樹勢が回復

すると 2 回目の被害はないため、様子を見ながら手入れしていくことでよ

い。コナラ類にアタックする病原菌を持つカシノナガキクイムシは、日当

たりが良くなると活動が活発になり被害が拡大することが知られている。

開発によって、林縁が長くなるため、林縁のコナラの大木などは、道路へ

の落枝や倒木に特に注意し、防除や伐倒などの対策が必要である。 

（事 務 局）  ご意見のとおり、取り組みたい。安全管理上、危険な箇所については、

直ちに伐採して対処する。ただし、安全上特に問題ない箇所は、立ち枯れ

木を利用する生物もいるということから、様子を見ながら対処していきた

い。 

 

（高橋委員）  森林整備計画は、細かい区分で指標種や対象種を保護する計画となって

いる。この中に入っていないヤマセミやヨタカのような大事な生き物も生

息できるように、一部分の皆伐など、生息環境を調整することは可能か。 

（事 務 局）  一旦整備目標を位置付けた場所においても、重要種保全の観点から、例

外的な場所を部分的に設定するなど、臨機応変、順応的管理を実施してい

く。必要な保全策についてはご指導・ご助言を頂きたい。 
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（川上委員）  高橋委員の意見に関連するが、森林・谷津田（里山）の目標像を具体化

した方がよい。対象事業実施区域に確認できていた生物相を維持すること

を目標とするのか、それとも、この地域全体の保全を考え、レアなものの

個体数を増やして密度を高くして地域全体の多様性を向上することを目標

とするのか、委員会としてコンセンサスを持っておかないと、今後の方針

を議論しづらい。どちらが良いとか悪いとかいうことではなく、どちらを

目指すかであり、地域の問題なので、この地域をよくご存知の委員からご

意見を頂きたい。 

（高橋委員）  地元で自然を見ている者としては、例えば、ヤマセミやヨタカは、以前

たくさんいたが、数が少なくなっているため、何とかこのような場所で増

やしていくべきである。現在は、この地域で確認されていないアオバズク

など、私らが子供の頃の自然状態に多くいたような場所を保全してやるこ

とが大事であり、それにより、トヨタや企業庁が頑張っていることが地域

の人に理解されることも大切であると考える。 

（大畑委員）  基本的に高橋委員に賛成であるが、いなかったものを持ち込んだり持ち

出すのは基本的にすべきでないものの、全国的に見て非常に希少で絶滅が

心配されているブッポウソウ、いたであろうアオバズクのほか、ヤマセミ

やヨタカを含め、鳥に関しては、工事スタート時点よりも、もう少し遡っ

た時代の多様性を地元としては目指したい。ブッポウソウは、以前事業地

内で今年も周辺地域で観察されており、完全にいなくなる前に保全の手だ

てをすべきと思う。 

（織田委員）  哺乳類において、森林の対象種としてはムササビ、テン、アナグマなど

があるが、基本的に愛知県にとって大事なのはニホンリスの保全ができる

かどうかである。ニホンリスは、非常に数が少ないが、この地域の北側の

稲武等には生息が確認されている。ニホンリスの生育に大事な松などの豊

かな植生の復元を恣意的に実施することに賛成であり、多少工事を実施し

ても、多様性が増すと考える。また、カワネズミやジネズミなどの哺乳類

が出てこないのは、昆虫や魚類などが貧相な状態になっているためであり、

水田整備等により復田や湿地を増やすことも良いことである。 

（芹沢副委員長）私の意見としては、一歩間違えると、それは移入種になる。鳥は専門で

はないが、ブッポウソウは照葉樹林の自然林に多い鳥ではないか。少し前

の現地は、基本的には雑木林中心の、頻繁に伐採が行われていた薪炭林で

あり、大木などはなかったのでブッポウソウがそんなにいたとは思えない

し、リスもいなかったと思う。里山環境を維持していく中で、結果的に増

えることは良いが、確認されていない種を増やすことは、特定の生物に対

する「えこひいき」であり、原則としてやらない方がよい。 

（高橋委員）  例えば、私が生まれた 50～60 年程度前にいたものは普通に戻って欲しい

し、戻すべきである。 

（芹沢副委員長）従来の里山管理を復活させることにより、常識的に考えて、結果として、

例えばヨタカが増えると考える。 

（高橋委員）  フクロウなどは営巣環境がなくなってしまうため、何十年もかかるよう

なものは、本来そこで営巣できる環境を代償すべきと考える。また、ヤマ

セミがいた崖環境は、人がどんどんいろいろと手を入れていたときにでき

た。今回の計画では、ヤマセミが繁殖できる崖地はできない可能性がある
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ため作る必要がある。 

（芹沢副委員長）程度問題だと考える。巣箱の設置や止まり木の設置など、一時的な緊急

避難措置として、ある程度のことはやむを得ない。しかし、崖を作る話な

どは、ネガティブな影響が大きいので無理ではないか。 

（北田委員）  今の議論は、森林・谷津田（里山）の整備目標を覆す話なのか、整備目

標の中のやり方を少しケアすることで納まる話なのか。 

（成瀬委員長） 川上委員、どうか。 

（川上委員）  整備目標を覆す話ではない。中身は、一部で崖を作ったり、巣箱を置い

たりという、具体的な細かい小スケールの話である。 

（成瀬委員長） それでは、詳細は次の議事に回し、他の意見をお聞きする。 

 

（大畑委員）  草刈の時期において、11 月の実施が幾つかあり、冬季である 11 月から 2

月くらいまではいつ行っても変わらないので、作業員や作業費のことを考

えると、幅を持たせても良いのではないか。 

（事 務 局）  冬季の草刈は、11 月から幅を持たせた期間、適切に実施する計画に修正

する。 

 

（川上委員）  森林整備の際に考慮する対象種として 11 種が挙げられている。環境影響

評価の対象種は 40 種であるが、どのように抽出したのか。 

（事 務 局）  環境保全措置（自然系）に関する基本計画書に記載のとおり、例えば、

ムササビ、テン、アナグマは樹林環境の創出・向上、カヤネズミは高茎草

地環境の創出・向上のように、対象種毎の環境保全措置の実施内容を決め

ている。11 種は、森林整備に関わる種を抽出したものである。 

 

（織田委員）  カモシカ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ツキノワグマなどの大

型哺乳類をどうするかの問題が抜けているがどうするのか。 

（事 務 局）  獣害対策の対象となる種が確認されているため、周辺への被害が発生す

るおそれを懸念しており、来年度以降、捕獲などの対策を進めていきたい。 

 

（成瀬委員長） 本里山計画書を承認してもよろしいか。 

（各 委 員）  承認する。 

 

………………………………  一  時  中  断  ………………………………… 

 

（事 務 局）  川上委員からご提議頂いた目標像について、事務局としては、現在から

少し過去まで遡った範囲で現状維持という考え方を目標とし、種毎の対応

については、個別の専門家にご相談する形としたいが、それでよいかご審

議頂きたい。 

（洲崎委員）  現状を出発点にするというのは賛成であるが、今あるこの里地、里山、

川辺の姿は、多分一度もなかった姿である。このテストコースの場所は、

薪炭林どころか、はげ山のようなところが多くあり、今、植物の現存量は

かつてないほど増えている。例えば、川辺であれば、今の樹林地を全部伐

採して、氾濫環境に適した種を戻すのは非現実的である。また、ミゾゴイ

のような種は、管理された里山よりも放棄されて暗くなった環境を好んで
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利用している可能性がある。したがって、目指すべき過去がないまま、現

状を出発点にして、管理と放棄のバランスの中でできてきた生態系をより

よい環境にもっていくために、手探りでやっていくしかない。 

（芹沢副委員長）昔の里山は、すばらしかったが、そうでない要素もある。例えば、崖が

崩れて昔は治山も何もしないから、そこへヤマセミが巣を作る。現実論と

して、それはもう戻らないし、戻せない。また、獣害の問題では、狩猟す

る人もいないから、戻らない状況である。したがって、現実的な範囲で考

えていくべきである。 

（谷口委員）  農家の手間を最小限にするために、圃場整備によって水路がコンクリー

ト護岸化されたため、ホトケドジョウやカエル類にとって、生息環境の分

断化が大きな問題となっている。1960 年代以前の圃場整備が重点的・広域

的になされた時代の前を目標に据えるべきである。少なくとも、水系ネッ

トワークではターゲットにして間違いない。 

（織田委員）  人工林の場所に多少の手を入れるという意味で、拡大造林の少し前の段

階のイメージである。 

（成瀬委員長） 皆さんの意見をまとめると、現状を大事にしつつ、50 年程度前を念頭に

置きながら、進めていくことでどうか。 

（各 委 員）  了解する。 

（事 務 局）  そのような形で考えさせて頂くが、崖地は、安全面を含めて模索したい

ので、ご相談させて頂きたい。 

 

ウ 環境保全措置（自然系）に関する実施計画書 

資料 6-1、資料 6-2、資料 6-3 及び資料 6-4 について、事務局から説明した。 

＜質疑応答＞ 

（川上委員）  ムササビの保全のための巣箱は、樹洞の代わりとなるもので、自然の樹

洞は生態系の中で不足しており、様々な生き物が使いたいが、そのことが

制限要因となって増えることができない生物がいる。巣箱の設置というの

は、ムササビだけでなく、シジュウカラ、フクロウ、セイヨウミツバチ及

びコウモリ等が使う可能性があり、不足していたものを人間が人為的に資

源を提供することになる。その資源がないと絶滅してしまうような種がい

る場合には、設置する意義は大きいが、資源に依存した生物が出てきてし

まうため、抑えたほうが良いと考える。ムササビなどは、工事によって一

時的に減っても、広葉樹林が増加するなど森林が回復すれば、また入って

くることができる種と考える。したがって、生物相に影響を与えてしまう

かもしれない資源の設置は必要ないのではないか。設置しないとムササビ

が一時的に減ってしまい回復が難しいのであれば、必要な分だけの設置で

良いと考える。 

（事 務 局）  ムササビは造成工事による影響があることから、大径木が育って樹洞が

形成されるまで、暫定的な期間の措置として、巣箱を設置したい。設置の

数は、過大とならないようにご指導頂きたい。 

（川上委員）  哺乳類の立場から、織田委員の意見を伺いたい。 

（織田委員）  一番大事なのは数である。一定程度この地域にいたものは維持すべきで

ある。過剰な設置には問題があるが、この地域でこの程度であれば、特別

大きな影響を与えない。間伐を行って大径木が育つまでの期間、整備と合
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わせて巣箱を設置してもよいのではないか。 

（洲崎委員）  大径木の育成に関して、補足する。人工林において、間伐が進み植栽木

の密度が下がると、40～50 年生ぐらいの林でも肥大成長が促進され、大径

木を育てるのに有効である。したがって、間伐することで、樹洞ができる

ような大径木は育ちやすくなる。大径木は、針葉樹で大丈夫であるか。 

（織田委員）  ムササビの巣穴は、社寺林が主要な生息場所で、基本的にスギである。

この地域でも、基本はスギと考える。 

 

（北田委員）  ある方向性を与えてやったら、あとは無理をしないでも、それが続いて

いくというやり方が良い。立派な計画であるが、長く続けていくためには、

手をかけないといけないような方策は現実的ではないと思うが、そのとこ

ろの評価はしているか。 

（事 務 局）  無理な保全をベースにすると継続的な観点で破綻が来ると理解している。

草刈は、地元の方が日常的にやっている作業を前提に、専門知識がなくて

も生物に間違った影響を与えないやり方を工夫した。森林整備は、間伐に

より自然に遷移が進んで良い方向に向かうと考えている。しかし、モニタ

リングにおいて、間違った方向に進むようであれば、修正したい。 

（成瀬委員長） 前例はあるのか。 

（事 務 局）  トヨタの中では、三重県の宮川の山林において、少し前から地元の林業

の方と一緒にやり、一定の成果を見ている。引き続き、地元の森林に詳し

い洲崎委員にご指導頂きたい。 

 

（洲崎委員）  どの地区においても、落葉広葉樹林を増やす計画としているが、森林・

谷津田（里山）の整備維持管理計画書の若齢落葉広葉樹林と高木落葉広葉

樹林のどちらであるか。例えば、猪戻において、大径木が混じる落葉広葉

樹林やアカマツの林が自然遷移によって良好な落葉広葉樹林になるとは考

えにくく、継続的な間伐などの管理が必要と考える。 

（事 務 局）  ご指摘のとおり、大径木が混じる落葉広葉樹林は、自然遷移で良好な落

葉広葉樹林にはできないと考えている。整備は、基本的に 15 年スパンで一

回りする計画として、若齢広葉樹林は手を入れていくことで、自然遷移を

進めていくことを考えているが、落葉広葉樹林は、まず何も手をつけない

形となっている。15 年が経過し、2～3巡目で遷移が進まない場合、新たな

計画を立案していきたい。 

（洲崎委員）  常緑広葉樹が入ってきた場合は、どうか。 

（事 務 局）  自然遷移を進めた場合、愛知県では常緑広葉樹林となることはわかって

いるため、常緑樹林は、下草刈や除伐等により排除する整備とする。今後

の進め方については、ご相談したい。 

（洲崎委員）  状況を見ながら、計画を見直すと理解した。 

 

（大畑委員）  巣箱の設置については、一つ一つその是非を検討できると良い。約 270ha

が更地となるため、なくなるものに対する代償措置として位置付けたり、

巣箱を利用しているムササビの映像を見せるなどの環境学習の一環として

利用したりすることもできると考える。それから、コサメビタキの調査方

法はラインセンサスとしているが、何つがい繁殖しているか営巣の数を把
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握したほうが評価に繋がるので、通常のセンサスで確認しつつ、餌運びの

確認だけでもよいので、営巣の有無確認もプラスして頂きたい。 

（事 務 局）  任意観察調査としてルート調査を実施するが、営巣に繋がる行動が確認

された場合、ルート調査後、その場所で定点調査する計画としている。 

 

（谷口委員）  水域ネットワークに関する環境保全措置として、落差解消や田んぼと水

路の間のコネクションといった縦断方向のみならず、横断方向のバリア解

消については何か考えがあるか。特に両生類であるが、両生類は愛知教育

大学の島田先生にヒアリングしているが保全措置について意見が出ていな

い。島田先生に意見を伺うべきである。 

（事 務 局）  島田先生に意見を伺う。 

 

（芹沢副委員長）猪戻地区の復田箇所の南側には、湿潤な樹林を作ることとしているが、

水田の日照を確保するため、水田に接する南側の部分は、基本的に林を作

らないというのが大原則である。復田しても、米は作れない。それから、

上弓沢地区のミズオオバコの生息・生育環境の主な特徴は、湿地の中の浅

い開水面である。 

（事 務 局）  猪戻地区における湿潤な樹林とした範囲は、自然遷移に任せるとともに、

陸産貝類が生息できる環境として、伐採木を設置するエリアとして設定し

た。復田箇所は、休耕田管理を前提としており、朝日以外は日当たりに問

題はないと判断している。 

（芹沢副委員長）休耕田管理であるならば良い。 

 

（高橋委員）  マツタケ林がほとんどないため、管理できる場所があれば、ボランティ

アとしてやる人も出てくるので、やってみてはどうか。マツタケの出るよ

うな林はコサメビタキなどの生物の棲家になる。 

（事 務 局）  貴重な意見と考え、検討させて頂きたい。 

（芹沢副委員長）マツタケ山は、復元できれば良いことだ。また、萱場という山の草地が

あると良い。どちらも現実問題としては難しいので、昔はあったというこ

とを頭の隅のどこかに入れておいて欲しい。 

（成瀬委員長） 春までいた大学のすぐそばにもマツタケが出る。付近の方の楽しみのた

めにも、そういう環境があると良い。 

（事 務 局）  参考にさせて頂きたい。 

 

（大畑委員）  先ほどのコサメビタキにおいて、調査方法は良いが、定量化の方法とし

て、サシバと同様に、営巣数も記載して解析して頂きたい。また、大型獣

や外来生物に対する対応について、どこかに位置付けて明記しておいては

どうか。なお、レッドリストに入っていないが、市民の方が関心の高いハ

ッチョウトンボが生息している湿地があり、その環境が維持できると良い。 

（事 務 局）  データを見ながら、ご相談したい。 

 

（成瀬委員長） 各実施計画書を承認してもよろしいか。 

（各 委 員）  承認する。 
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（４） 閉会 

 

以上 


