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平成 27 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 27 年 10 月 13 日（火） 午前 10 時 00 分～午前 12 時 00 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）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 27 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 27 年次）

（４）各種計画書等の修正

４ 議事

（１）環境保全措置実施地区（和倉）の事後調査時期の見直し

（２）環境調査計画書（平成 28 年次版）

（３）環境影響追跡評価報告書（新たに確認された重要種 その２）

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 27 年第 1 回環境監視委員会（平成 27 年 3 月 17 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

（平成 27 年次） [資料 3] 一部非公開

・ 各種計画書等の修正方針（案） [資料 4]

・ 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

【実施地区１０（和倉）】（改訂案） [資料 5]

・ 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 28 年次版）（案） [資料 6]

一部非公開

・ 豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業 環境影響追跡評価報告書（新たに確認された重

要種 その 2）（案） [資料 7] 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 （岐阜工業高等専門学校校長）

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）
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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

傍聴人 2 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、事務局から報告した。

・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 27 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 27 年次）

・資料 3 について、事務局から報告した。

エ 各種計画書等の修正

・資料 4 について、事務局から報告した。

・各種計画書等の修正方針について、委員の承認を受けた。

（３）議事

ア 環境保全措置実施地区（和倉）の事後調査時期の見直し

・資料 5 について、事務局から説明した。

＜質疑応答＞

（成瀬委員長） 本実施計画書（改訂案）を承認してもよろしいか。

（各 委 員） 承認する。

イ 環境調査計画書（平成 28 年次版）

・資料 6 について、事務局から説明した。

＜質疑応答＞

（北田委員） 大気質の調査結果は、環境基準値と比較してみると問題がない状態が続い

ている。この調査は 10 年以上続くもので、その間に工事区域を取り巻く大

気の状況は変化すると考えられる。そのため、下山支所で連続測定している

データと比較し、測定したデータがどういう位置付けになっているかを評価

すると良いのではないか。
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また、測定はしていないが、オキシダントや PM2.5 等についても、下山

支所の測定データがあれば、大気質の調査地点における値を推定することが

できるため、これらの項目についても下山支所で測定し、どのような傾向に

あるのかをみてはどうか。

（事 務 局） 環境調査は、評価書での予測・評価の結果を受けて、その確認のために実

施するものであることから、窒素酸化物（NOx）及び浮遊粒子状物質（SPM）

について調査を行っている。長期的な変動を確認することが、事業影響の検

討のために必要ということであれば、そのような解析も実施したいので、助

言頂きたい。

また、オキシダント、PM2.5 については、自然の状況等による変動もある

中で、事業影響が評価できるのであれば、測定したいので、必要性も含めて、

今後、相談させて頂きたい。

（北田委員） これだけの面積を改変し、供用時に、多くの人が集まることになれば、変

化があるのは間違いない。この事業のみの影響ではないと考えられるが、供

用時に実際にどのような影響があるのかについては、変化が起きる前の今か

ら下山支所で測定しておかないとわからないので、測定した方が良い。

（成瀬委員長） 事務局は提案を受け、対応を考えて頂きたい。

（大畑委員） 来年次は動物相、植物相の調査があるので、そのデータで評価書時との比

較ができると期待している。基本的には、評価書時と同じ調査方法としない

と比較は難しいと考えられるが、評価書以降にも新たな重要種等が確認され

ており、特定の方法、特定の場所で調査しないと確認されないといった種も

いると考えられる。判断が難しいところではあるが、調査の方針としては、

比較のために前回とほぼ同じ方法で調査するのか、それとも新たに確認され

た重要種等をある程度確実に確認するという前提で調査するのか、どのよう

に考えているか。

また、動物相調査、植物相調査で膨大なデータが出て来ると考えられる。

重要種等の生息場所等は非公開になるが、調査結果のとりまとめと公表の仕

方の方向性があれば教えて頂きたい。

（事 務 局） 調査の方針について、新たな重要種等が確認されると考えられるならば、

基本的には対応した調査も実施していきたい。それも含めて評価書との比較

になると考えている。今の動物相、植物相がどのような状況かをできる限り

正確に把握していきたいと考えている。

公表の仕方については、調査結果を見ながら、位置情報等の非公開情報に

は配慮して、公表できるものは公表していきたいと考えている。

（高橋委員） 事業地周辺では、大型の哺乳類の数が以前に比べて非常に増え、イノシシ

やシカも普通に見られるようになった点が気になっている。それらが増えた

という結果も出しておかないといけない。この話は農業等いろいろなところ

に絡んでくると考えられるので、調査をお願いしたいと思うが、事務局の考

えを伺いたい。

（織田委員） その点については、私も非常に気になっており、2010 年頃から、ずいぶ
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ん雰囲気や様相が変わって来たと考えている。今までは、重要種を保全する

という観点で、哺乳類では、ムササビやカヤネズミ等 4 種を環境保全措置対

象種としている。しかし、高橋委員の指摘のように、イノシシ、ニホンザル、

ニホンジカの動態がこの地域でどうなっているかをどこかで把握する必要

があると考えている。

また、外来種、特にアライグマの問題等がある。この地域は、かなり人が

増える状況になってくると考えられるが、周辺地域も含めて、アライグマや

ハクビシンの影響が出てくるのではないかと考えている。そういう意味で、

現状を何とかつかんでおいて欲しい。これは結果的には、重要種等に対する

影響に関する情報になってくる。

（芹沢副委員長）今の話に関連して、特にニホンジカが増えると、植物は壊滅的な打撃を受

ける。ニホンジカについては、植物との関係で、個体密度等について、なる

べく正確な情報を取っておいて欲しい。今は日本中に、ニホンジカの関係で、

植物が壊滅的に減少している場所がある。この地域でもニホンジカが増えれ

ば、重要種はもちろんのこと、一般種についても激減する可能性がある。

（事 務 局） 大型哺乳類については、定量的な調査をする予定はない。この地域で増え

てきたということだが、県の自然環境課が整理しているメッシュごとのイノ

シシの捕獲数を比較したところ、全県域と事業地が含まれる地域のメッシュ

での経年的な増減は同じような傾向を示しており、幼獣と成獣の構成も同様

であった。捕獲数は努力量によって変わってくるとも考えられるが、この結

果からは、事業による影響というのは特段認められないと考えている。そう

すると、全県域的な問題ということであり、一事業者としてどう対応をする

かということよりも、自然環境課等に対策を確認するなり情報を得ていくも

のと考えている。

（芹沢副委員長）シカはきちんと調査をしておかないといけない。シカの食害があれば必ず

植物が激減するが、あらかじめシカの個体数情報をとっておかなければ、そ

の結果を全て工事による影響とみなさざるを得なくなる。要するに、この事

業によって甚大な影響が出たという話になってしまう可能性がある。あらか

じめ予防線を張っておくという意味でも、シカについては何らかの密度情報

をとっておくべきであるので、検討して欲しい。

（高橋委員） 私は、県の鳥獣保護員という立場からも県内各所を見ているが、シカの糞

の量が非常に多い。事業地は、罠はかけられるが、猟ができない状況なので、

非改変区域がシカやイノシシのサンクチュアリとなっており、必ず影響が出

てくると考えている。このような状態のままでは、いくら保全をしようとし

ても、シカによってかなりの影響を受けると予想される。

（織田委員） 私も芹沢副委員長と同じ意見である。当面の対応としては、県の自然環境

課が持っているデータでも良いが、委員会において、きちんと検討しておく

必要がある。

（成瀬委員長） このような意見があるので、特にニホンジカに関しては調査の実施を検討

して頂きたい。

（事 務 局） シカの調査等については、検討させて頂き、またご相談したい。
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（柳澤委員） 動物相等の調査について、環境保全措置実施地区では環境改変が少しずつ

行われているので、その結果、動物相がどうなったかを知りたいが、鳥類は、

調査方法にラインセンサス、ポイントセンサスがあるので、密度がわかる結

果が得られるため、楽しみにしている。

また、改変区域の調査はしないということだが、改変区域の何箇所かでも

調査を実施して頂きたい。改変区域での調査を行えば、環境の改変が行われ

ると動物相がどうなるかということを詳しく知ることができ、今後あらゆる

場面で利用できる。

（芹沢副委員長）植物の場合は、今までなかった外来種が改変区域に必ず入ってくるはずで

ある。そのため、やはり改変区域は調査対象に加えるべきである。

（事 務 局） 環境保全措置実施地区の鳥類の調査については、ラインセンサス、ポイン

トセンサスで行うが、それ以外の非改変区域でもルートやポイントを設定し

て定量的な調査を実施していきたいと考えている。基本的にはなるべく評価

書時と同じ場所で調査したいと考えている。

改変区域の調査については、工事が進み、多くの重機等が動いている中で

調査を行うのは安全上難しいということで、調査地域からは、どうしても除

外するというお答えになってしまう。

外来種については、動物相・植物相の調査において外来種も含めて調査を

実施するので、ある程度どのようなものがいるかを把握できると考えている。

事業地内で確認されたものは、里山計画書にも書いてあるとおり、必要に応

じて駆除等の対策をとっていきたいと考えている。

（芹沢副委員長）地図中に「旧額田町」、「旧下山村」とあるが、それ以外の場所は「豊田市」、

「岡崎市」と書いてある。これはやはり「豊田市旧市域」、「岡崎市旧市域」

と書くべきではないか。「旧下山村」、「旧額田町」と書くなら、それに対応

して「豊田市旧市域」、「岡崎市旧市域」と書く方が良い。

（事 務 局） ご指摘を踏まえ、修正させて頂く。

（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。

ウ 環境影響追跡評価報告書（新たに確認された重要種 その２）

・資料 7 について、事務局から説明した。

＜質疑応答＞

（大畑委員） マツムシソウの移植をしたとのことだが、今後もこのマツムシソウを維持

していくためには、最低限どの程度の環境管理をすれば良いのか、芹沢副委

員長に教えて頂きたい。

（芹沢副委員長）マツムシソウは、元々は愛知県の三河地方のボタと言われる水田の周辺の

草地に点々とあったが、近年は愛知県と岐阜県の東濃地方では激減している。

中部山岳地帯の高原ではむしろ普通種で、秋の花としては最も目立つ花のひ

とつだったが、これも近年激減している。

激減している原因は 2 つあり、ひとつは草刈の停止である。マツムシソウ
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は 2 年生草本であり、1 年目はロゼットで過ごして花をつけない、2 年目に

抽苔して花をつけるとその株は枯れてしまうという性質を持っている。これ

が非常に弱みである。1 年目はロゼットで丈が非常に低いため、草が茂ると

他の草に覆われて枯れてしまう。そのため、まずはその対策として草刈を継

続する必要がある。

もうひとつは、シカによる食害である。茎が伸びて花が咲くと、周りの草

がないところではシカに食われる。シカに食われるとその株は枯れてしまう

ので、種子ができなくなり、絶えてしまう。

そのため、基本的には草刈を継続して、ロゼットに日が当たる状態を維持

する。これは昔ながらの谷津田周辺の草地の管理を継続すれば良いというこ

とだが、シカの食害が見られたときには、防護柵等の対策が必要になる。

（柳澤委員） 今夏、霧ヶ峰に行ったところ、柵のある場所だけに花が咲いており、そう

でない場所には何もなくなっているという状況があり、驚いて帰って来た。

シカは直接植物を食べるので、生態系のピラミッドの中では非常に順位の低

いところに位置するが、体が大きいため、大量に食べる。チョウの幼虫が草

を食べる量に比べると莫大な量を食べるので、きっちり管理がされないとい

けない。

（芹沢副委員長）霧ヶ峰の八島湿原の周辺は厳重に二重の柵を張って管理している。そうす

ると、その中は昔のままの状況が保たれているが、一歩外に出ると芝生とな

っている。シカについては、植物に影響が出るのはもちろんのこと、その植

物に依存しているチョウ等にも甚大な影響が出ている。ヒョウモンチョウや

クジャクチョウ等は、昔は多く確認されたが、激減している。

（高橋委員） シカについては、先日、事業地内に少し入ってみただけで、かなり樹皮が

剥かれて、ひどい状況になっているヒノキが多く見られた。それをよく見る

とシカの角の跡があった。シカの害は、ある日突然出る。極端に出て、出た

時には遅いので、やはり調査等が必要である。人間が生活し、犬等がいる所

には、シカは近くに来られないが、事業地の中は、先ほども言ったようにサ

ンクチュアリのように、動物にとって非常に良い場所になっている。統計的

に捕まえた量等と実態は全く違うと考えられ、私から見て危機的な状況にな

っているので、是非調査をお願いしたい。

（事 務 局） シカについてはいろいろなご意見を頂いたので、検討してまたご相談した

い。

（芹沢副委員長）マツムシソウの評価について、私はこれで良いと判断したが、委員の皆さ

んの意見を伺いたい。21ページに、「生育環境の変化はないと予測されます。」

「マツムシソウへの影響については、回避・低減が図られている」と書かれ

ている。この環境影響追跡評価報告書は、あくまでも本事業に関する影響評

価であることから、本事業に限定すれば、このとおりである。ただし、影響

はなかったとしているが、明らかに本事業に関連する周辺工事による影響は

あるので、移植をしたということである。このような経緯を踏まえて、文章

表現がこれで良いかどうかということを確認したい。例えば、21 ページの

記載について、「対象事業実施区域の周辺地域でのみ生育が確認されたマツ
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ムシソウについては、本事業に限定すれば、生育環境の変化はないと予想さ

れます」と書くか。私は必要ないと判断したが、皆さんの意見としてはどう

か。

（大畑委員） 移植の経緯が書いてある参考も含めて公開資料となるので、これを読めば

わかることかもしれないが、評価の結果だけを見ると、それと移植を実施す

る関係が一般の人は理解しづらいと考えられる。ただし、具体的に、「なお、

周辺工事の影響があることから、移植せざるを得なかった」ということまで

書くのは書き過ぎと考えられる。

（事 務 局） この環境影響追跡評価は、正式な手続ではないが、環境影響評価手続の流

れで、評価書の補足という形で実施している。環境影響評価は、あくまでも

対象事業による影響を評価するもので、環境影響追跡評価も同様に対象事業

に限った影響評価をした。ただし、本事業と密接に関係する周辺工事の影響

は受けることから、何も書かない訳にはいかないということで、参考として

移植を実施した経緯をまとめたものであり、一般の方々にはこれで理解して

頂けると考えている。

（芹沢副委員長）それで理解頂けるのであれば良い。

（成瀬委員長） 本環境影響追跡評価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） 下山地区には地元に自然愛好のグループがあり、私も以前から付き合いが

ある。この事業に対する、いろいろな意見やお願いが私のところにも来てお

り、私も極力理解してもらいたいと考えながら話し合いをしている。この工

事の是非があった頃から、特に豊田工事事務所の方がそのグループと、まめ

に協議をして下さっていて、それが今も続いているので、感謝申し上げたい。

また、引き続きいろいろな課題があるようなので、継続して対応して頂きた

いので、よろしくお願いしたい。

（成瀬委員長） 周辺の方々のご意見等も事務局の方で聞いて頂いて、それを参考に今後の

対応を図って頂きたい。

（高橋委員） 私達が委員会に入っている目的は、工事前よりも生物の多様性を豊かにす

ることである。鳥類については、事業地やその周辺で、これまで繁殖記録の

無かった種の繁殖確認や、過去に繁殖していたと考えられる種の繁殖が復活

した例もある。そうした事例に関するいろいろな保全の取組についてトヨタ

自動車も一緒にやって頂いている。感謝申し上げるとともに、今後もよろし

くお願いしたい。

（５）閉会

以上


