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平成 28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 28年 10月 18日（火） 午前 10時 30分～午前 11時 45分 

 

２ 場所 

  愛知芸術文化センター 12階 アートスペース A 

 

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）これまでの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 28年次） 

（４）工事工程の変更に伴う環境影響 

 

４ 議事 

（１）環境調査計画書（平成 29年次版） 

 

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] 

・ これまでの環境監視委員会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 28年次） [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 工事工程の変更（東工区施設建設工事工程変

更）に伴う環境影響（案） [資料 4] 

・ 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 29年次版）（案） [資料 5] 

             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） 

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 0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 これまでの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 28年次） 

・資料 3について、事務局から報告した。 

＜質疑応答＞ 

（大畑委員）  事業地内でのサシバの営巣については、今年の状況を心配していたが、無

事、1つがいが事業地内で繁殖できたのは喜ばしいことである。今年のサシ

バの営巣に向けた取組状況について教えて欲しい。 

（事 務 局）  事業地内でのサシバの営巣に向けた取組としては、平成 26 年次は、工事

区域から採餌場所の水田を見通せないように、伐採樹木による目隠しを設置

するとともに、営巣期間中は、草刈などの作業員に対して、非改変区域の採

餌場所への立入を一時的に制限した。平成 27年次は、これらの取組に加え、

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。

平成 28 年次は、以上の取組を継続するとともに、工事の進捗により、目隠

しとしての高さが不足してきた伐採樹木を取り除き、営巣期の前までに、高

さ 4～5m の目隠しネットを設置し直した。また、工事区域と非改変区域の

境界のフェンス等についても一部追加した。さらに、昨年の営巣場所近傍で、

今年の 3月から切土工事を開始する予定があったが、これを 8月末まで一時

中断した。これらの取組の結果、営巣が継続的に確認されていると考えてい

るが、来年も営巣が確認できるように取り組んでいきたい。基本的にはこれ

らの取組を継続していくが、営巣場所近傍の工事は、来年にはほぼ終わりに

近付いているので、今年の状況より良くなっていくものと考えている。 

（大畑委員）  配慮頂き感謝申し上げる。引き続きよろしくお願いしたい。 

 

エ 工事工程の変更に伴う環境影響 

・資料 4について、事務局から報告した。 

・工事工程の変更に伴う環境影響（案）について、委員の承認を受けた。 

 

（３）議事 



 ‐3‐ 

ア 環境調査計画書（平成 29年次版） 

・資料 5について、事務局から説明した。 

＜質疑応答＞ 

（柳澤委員）  動物のミゾゴイ、ハチクマ・サシバについて、これまでと同じ努力量で調

査するということなので、素直に比較可能な結果が得られると考えている。 

（高橋委員）  今年は、事業地内でサシバとハチクマが繁殖した。事業地内に残った貴重

な鳥なので、調査圧には十分注意して調査をして欲しい。特にミゾゴイは無

理に巣を探そうとすると、どうしても調査圧がかかるので、同じ努力量で、

あまり無理のないところで調査をしてもらいたい。 

（事 務 局）  ご指導頂いたように、今後も一定の努力量で、さらに調査圧には十分留意

して、調査を実施していきたい。 

 

（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。 

 

（４）その他 

＜質疑応答＞ 

（織田委員）  昨年から指摘していることだが、愛知県全体としてニホンジカ等がかなり

増えてきている。県の自然環境課では、来年から始まる新たな第二種特定鳥

獣管理計画の策定に向けた調査等を実施しているところなので、植物等の保

護の問題を鑑みると、全県的な状況を出来る限り把握しておくようにして欲

しい。 

（事 務 局）  ニホンジカについては、昨年のご指摘を受け、対象事業実施区域内及びそ

の周辺において、平成 27年 11月に、糞塊法による調査を実施した。今年も

11 月に調査を実施する予定としており、その結果については各委員に報告

させて頂きたいと考えている。それとともに、県自然環境課が実施する施策

等についてもできる限り情報を収集していきたい。 

（高橋委員）  本件に関連して、シカやイノシシの捕獲状況はどうか。また、直接本委員

会とは関係ない話であるが、工事関係車両が増えた影響で、事業地周辺で交

通事故が増えた、といったようなことがあるのかも教えて欲しい。 

（事 務 局）  シカ、イノシシについては、平成 25 年度から事業地内に檻を設置してい

る。平成 26 年度までは事業地内で 3 か所設置しており、平成 27 年度から

は、地元の要望もあり、5 か所に増設した。今年度の捕獲状況としては、9

月末現在で、イノシシ 7頭、シカ 0頭である。昨年度は、檻の設置期間の 5

月から 3 月までにおいて、イノシシ 23 頭、シカ 5 頭が捕獲されている。な

お、昨年度のシカの捕獲は全て 11 月以降であったことから、今年度、現時

点でのシカの捕獲数が 0頭だとしても、事業地内のシカが少なくなったとい

う訳ではないと考えている。 

また、工事関係車両の増加による影響については、工事を始めて以来、地

元住民から工事関係車両の運転マナーが悪い等の苦情を頂くことはあった

が、その都度、工事業者をしっかり指導してきており、最近は、運転マナー

等はかなり良くなってきていると考えている。事故については、これまで発
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生したものは、全て、追突等のもらい事故であり、我々が加害者になる事故

は発生していない。 

（成瀬委員長） 地元の方々の理解を得るのは重要なことなので、出来る限り苦情等がない

ように指導してもらいたい。また、これからも事故には十分に気を付けて欲

しい。 

 

（洲崎委員）  造成工事も 5年目ということで、環境影響評価手続において、細心の注意

を払って調査・モニタリングをすると計画していたことが、実際に実現して

おり、事業として粛々と進んでいる段階である。本事業は、環境を緻密に調

査して保全することに大変心を砕いている開発工事ということで、とても素

晴らしいものだと常々考えている。その効果をさらに高めるために、この事

業が近自然工法を導入して工事を実施しているということを、今一度皆さん

に認識して頂きたい。昨年度、近自然工法の先進地のスイスから、研究者の

方が来られて事業地の状況を確認したが、水回りの処理や法面の緑化等に非

常にきめ細かい配慮が払われているということに太鼓判を押していった。近

自然工法の現場では、元々の設計図面はあるものの、現地の自然状況に照ら

し合わせて、臨機応変に、きめ細かく施工方法を変えていく必要がある。そ

のため、きちんと現場状況に配慮しながら工事をしたかどうかで、出来上が

ってから 5 年、10 年、さらに年月が経った時に、生物の生息・生育環境の

連続性や景観に大きな違いが出てくる。近自然工法の考え方を導入している

ことを常に念頭において、今後も工事に取り組んでもらいたい。 

 

（大畑委員）  資料 2で魚類調査結果の報告があった。魚類については、この他にどのよ

うな調査を実施しているのか。また、鳥類については、調査結果や取組の成

果について、学術論文等として発信してきているが、魚類についても同様な

発信を検討しているのか、差し支えない範囲で教えて欲しい。 

（事 務 局）  魚類のうち、ホトケドジョウについては、環境保全措置実施地区 4地区で

対象種となっており、このうちの 2地区では、昨年と今年に、環境保全措置

として、水域ネットワークの整備を実施している。これら 4地区では、毎年、

水路等に調査区画を設定した上で、ホトケドジョウを採捕し、経年的に採捕

個体数等を把握している。さらに、捕獲した個体にはイラストマー標識を注

入し、その地区内で、ホトケドジョウがどのように移動しているかというこ

とも調査している。その結果、前年に下流の水路で採捕された個体が、翌年

に上流の水路まで遡上していたといったことも確認されている。これらの調

査結果の一部については、毎年 3月の委員会において、各種計画書に基づく

取組状況の中で報告させて頂いている。今後も引き続き調査を実施し、出来

る限りホトケドジョウの生息環境を創出していきたいと考えている。 

（谷口委員）  ホトケドジョウの調査について、補足する。イラストマー標識とは蛍光色

素のことであり、これを採捕したホトケドジョウの皮膚下に少量注射する。

その標識自体は、比較的長期間持続するものであるが、実際には、1年くら

い経つと、標識がほとんど確認でき無くなってしまう個体も出て来る。この

ため、毎年イラストマー標識を注入して、注入個体の再捕獲状況を確認する
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という調査デザインを私から提案し、それに沿った形で調査してもらってい

る。この調査は、水域のネットワーク化の効果を確認するために、非常に重

要なものと考えており、例えば、これまで数箇所に設置した水田魚道の効果

や、泥の堆積により、ホトケドジョウの繁殖場所、あるいは越夏・越冬場所

となることを期待して整備した、いくつかの小さな溜池の利用状況等を調べ

ている。重要なことは、毎年調査してデータを蓄積していくことである。毎

年新発見がある訳ではないので、地味な作業であるが、今後もこういったこ

とを続けていくことが非常に大事である。 

学術論文等としての発信に関しては、以前、ホトケドジョウについての論

文をまとめて頂いたことがある。この論文では、ホトケドジョウの移動に関

して、かなり詳細に記載しており、本当に良い論文を書いて頂いたと感謝し

ている。今後も、論文を発表していくことを目標として、それについて議論

する場を設けると良い。前回の論文以降のデータが蓄積してきているため、

4～5 年に 1 回くらいは論文化して、公表すると良い。難しいところもある

かもしれないが、検討をお願いしたい。 

（高橋委員）  事業地内で営巣したサシバについては、同じ個体が生きていれば、来年も

同じ場所に来る可能性が高いと考えられるので、楽しみにしている。環境影

響評価手続上の取組とは直接関係ないが、事業地内でオシドリやブッポウソ

ウの繁殖が確認されており、非常に価値のあることである。巣箱をかけて、

わずか数年でブッポウソウが繁殖したということは、事業地が非常に良い環

境であるという証拠であり、他の委員の方々にも、是非ともご理解、ご協力

頂きたい。よろしくお願いするとともに、これまでの取組に感謝申し上げる。 

（事 務 局）  我々では取組を続けてきた価値を正確に認識できていない場合があるが、

今後も成果の発信について検討していきたいので、今後とも、委員の方々に

引き続きご指導頂きたい。 

 

（５）閉会 

 

以上 


