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2019 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 
  2019 年 10 月 8 日（火） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 40 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 31 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（2019 年次） 
（４）工事工程の変更に伴う環境影響 
 
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（2020 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] 
・ 平成 31 年第 1 回環境監視委員会（2019 年 3 月 11 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

（2019 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（東工区用地造成工事及び東工

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（2020 年次版）（案） [資料 6] 
             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） 
北田 敏廣 委員 （豊橋技術科学大学名誉教授） 
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） 
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） 
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（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 0 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 31 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（2019 年次） 
・資料 3 について、事務局から報告した。 
＜質疑応答＞ 
（洲崎委員）  2017 年以降、ミゾゴイの鳴声確認状況が増えているが、この要因として

考えられることはあるか。 
（事 務 局）  ミゾゴイ鳴声調査に係る人数・時間は過去と同じだが、過去の調査結果を

踏まえて、鳴声が多く聞こえやすい場所を把握しているため、増加傾向にあ

ると考える。 
（大畑委員）  ミゾゴイは、年によって渡りの状況にかなり差があると言われているため、

年変動による増減もあると思う。また、負荷の大きい工事が概ね終了したた

めミゾゴイが増えてきたというような、工事の進捗状況とミゾゴイの鳴声確

認状況の関係について、わかれば教えて欲しい。 
（高橋委員）  鳴声確認数が多くなった要因としては、造成工事などにより山が切り開か

れたので、遠くからの鳴声が聞こえやすくなったことも考えられる。また、

ミゾゴイの巣は糞などの痕跡がないと見つけにくく、今年は調査による営巣

確認数がゼロであったが、私は旧下山村地域内でミゾゴイの繁殖を確認して

おり、事業地のごく近傍でも繁殖期の生息を確認している。 
（事 務 局）  工事とミゾゴイの鳴声確認数の関係について、高橋委員のご指摘のとおり

のところもあると思う。また、工事の影響があるかどうかについては、非常

に評価が難しい。評価については、次回の委員会でとりまとめたい。 
 
（芹沢副委員長）全国的なミゾゴイの増減状況について、柳澤委員の方でわかっていること

があれば教えて頂きたい。 
（柳澤委員）  50 年前には、全国の調査員の記録にミゾゴイが出て来ない時代がしばら
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くあった。20 年前、15 年前となるに従って、少しずつミゾゴイの鳴声を聞

いたという情報が入って来るようになったので、日本全体としては少し増加

の傾向にあると思う。 
（高橋委員）  愛知県だけに関して言うと、以前は、渥美半島や平野部の周辺でも繁殖記

録や、繁殖期の生息記録があったが、最近はほとんど確認されなくなってい

る。三河高原一帯でも、以前は山地の道路を走行中に遭遇することもあった

が、最近はこうした機会が無くなっている。愛知県に関して言えば、確実に

減少していると言える。 
 
（柳澤委員）  2008 年から 2019 年までの間に、ミゾゴイの繁殖が確認された巣が 16 例

あると思う。猛禽類の巣については、大きさ、巣を架けた位置、樹種等の情

報を整理しているが、ミゾゴイについても、16 例あれば平均的なことが言

える可能性があるため、それらの情報を集計してみて欲しい。また、ミゾゴ

イの未特定巣は 48 例あるので、未特定巣についても別途集計すると、ミゾ

ゴイが繁殖した巣との違いが出てくるかもしれない。 
（事 務 局）  過去に確認された巣も含めて情報を整理し、集計結果を報告させて頂きた

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 
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（改定案）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（2020 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）  工事工程の変更に伴う環境影響では、工事の時期がずれたため、大気汚染

物質の月別排出量にも変化があった。これまで大気質は 1 月、4 月、7 月、

10 月の年 4 回、四季で調査しているが、工事からの排出量が一番多くなり

そうな時期を選んで、1 週間あるいは 2 週間調査して欲しい。 
（事 務 局）  大気質については、測定する 1 月、4 月、7 月、10 月の各月の工事工程を

踏まえて、排出量が最大になると想定される工事を行う日に合わせて、各季

1 週間の連続測定を実施している。 
（北田委員）  そうならざるを得ないと思う。しかし、例えば、資料 4 の 8 ページの浮遊

粒子状物質排出量の推計値のグラフを見ると、2020 年 8 月にかなり多くの

排出量が想定されている。そのような推計値と無関係に毎年決まった月に測

定すると、排出量が少ない月を選んで測定したと思われてしまうおそれがあ
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る。そのため、調査時期を動かせる範囲内で、想定の排出量が多い時を選ん

で測定することを、きちんと実行して欲しい。 
（事 務 局）  今後、できる限り大気汚染物質排出量がピークになる時期に測定できるよ

うに進めていきたい。なお、豊田市役所下山支所では通年で大気質を測定し

ているので、その結果は参考として確認できると考えている。 
（北田委員）  豊田市役所下山支所で通年測定しているデータも非常に貴重なデータだが、

建設機械の稼働による影響は非常に局所的であり、工事現場の近くで最も大

気汚染物質の濃度が高くなるので、調査時期を動かせる範囲内でできるだけ

工事の多い時期を選んで測定して欲しい。 
 
（大畑委員）  動物（ムササビ等）の調査期間は 1～12 月となっているが、哺乳類は年間

を通してどのような頻度で調査しているのか。また、哺乳類 4 種類の中で、

個体数の増減を把握している種があれば教えて欲しい。 
（事 務 局）  年間通して調査するわけではなく、種毎に適期を設定して調査している。

例えば、ムササビやテンについては、調査適期として秋 2 回、冬 2 回の計 4
回を設定し調査している。また、個体数については、5 年毎の相調査では把

握しておらず、ムササビ等のうち一部の種に関し、環境保全措置実施地区内

の事後調査で把握している。 
（大畑委員）  その結果はまだ出ていないのか。哺乳類の 4 種類については、個体数の変

動までわかるようなデータが取れているのか。 
（事 務 局）  事後調査と事前調査の調査年で結果を比較することになる。中工区の結果

については、2019 年 3 月の委員会で報告したとおりである。今後も、事後

調査を行った結果について、報告書としてとりまとめ、委員会で報告する。 
 
（洲崎委員）  これまでの環境調査の中で、評価指標に適合していなかった事例が一番多

かったのは、水質（濁水）だったと記憶している。近年、雨の降り方が変わ

ってきているということが指摘されており、局所的であったり、期間が集中

したりということがある。また、風台風が多く、倒木等も発生しやすいので、

濁水の発生リスクは、これから高まっていくのではないかと思われる。その

ため、調査を予定通り続けるとともに、過去に水質の評価指標値を超過した

地点を参考に、リスクが高い地点や濁水の発生しやすい降雨条件等を解析し

て、濁水の発生そのものをなるべく抑制できるように考えて欲しい。 
（事 務 局）  基本的には、降雨が強く、造成工事による裸地が多い時に濁水が発生しや

すいので、転圧等をして対策するとともに、舗装や植栽により裸地をなるべ

く早く減らしていくよう対応しながら進めていきたい。また、雨が強くなる

前や台風が接近する前には、なるべく調整池の水を落としておくという対策

は今後も継続して実施したい。 
（洲崎委員）  植栽等についても、自然環境に配慮して、なるべく速やかに進めて欲しい。 
（鷲見委員）  濁水に関する過去の委員会における議論を確認する。濁水の発生について、

雨が強ければ濁度が上がる、つまり流量が増えれば濁度が上がるということ

を踏まえた評価指標値の設定は、この委員会では行わなかった。濁度の値だ

けを基準化しているので、雨の多さに対して高くなる濁度にどう対応するか

という話はしない。一方、工事における今の対応は、発生した濁水を事業地
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内の調整池等で貯留しきるという方針で進んでいる。時々刻々と変わってい

く工事面積に対応し、増えていく裸地面積に対して、調整池で一旦溜めきる

体積を確保しながら進めて行くという基本方針である。もちろん濁水はたく

さん発生して欲しくないが、指標値超過への対応においては、今議論されて

いたような発生源対策の濃度への対応というよりは、ボリュームとしての濁

水を貯留してそれを処理するという方向で今は対応しているので、この点は

確認させて頂く。 
 
（芹沢副委員長）環境調査計画書（2020 年次版）に関連して、今後の課題として、一つだ

け検討しておいて欲しいことがある。それは、シカの問題である。基本的に、

環境調査計画書の生物系の調査は、無くなっては困るものを対象に調査して

きた。ところが、シカの問題が非常に深刻になってきており、とりわけ今年

は、水田のイネが極めて多く食われるという事態が発生した。シカは存在す

ることによって、他の生物に非常に大きな影響を与える。シカの調査は今ま

でも実施しているが、やはりきちんと年次計画の中に盛り込む方が良いと考

える。環境調査計画書（2020 年次版）を修正する必要はないが、今後の課

題として検討して欲しい。 
（事 務 局）  シカの調査を調査計画に位置付けて欲しいという意見については、事務局

内で検討したい。また、今年次も 11 月にシカの糞塊法調査等を行うので、

その結果も踏まえて相談させて頂きたい。なお、現在、事業地全体を獣害対

策フェンスで囲うという工事を順次進めているので、その進捗状況や内容も

含め、調査計画に位置付けるべきかどうかも踏まえて、改めて相談させて頂

きたい。 
（芹沢副委員長）フェンスで囲うと、フェンスの中がシカのパラダイスになるので、中のシ

カを駆除することを考えないといけない。テストコースで車両が走行中に、

シカが飛び出して衝突すると困ると思うので、駆除対策も考える必要がある。

フェンスができる前に駆除対策をしても、また入って来るので仕方ないが、

今後はフェンスを作った後の駆除対策をどうするかということを考えてお

いて欲しい。 
 
（高橋委員）  動物の調査について、ミゾゴイ、ハチクマ、サシバは今後も継続して調査

して欲しい。ただし、3 月にサシバの調査をする場合は、3 月 26 日だとまだ

早く、3 月 28 日くらいに調査しないと意味がない。サシバはその頃にこの

地域に渡来するため、この時が一番よくサシバが見つかる。そのため、サシ

バの調査をするのであれば、3 月の終わりの時期に調査すると非常に効果が

高いので、この時に調査するようお願いしたい。 
（事 務 局）  ご意見を踏まえて調査する。 
 
（大畑委員）  冒頭で芹沢副委員長から、ミゾゴイは全国的に減っているのか、増えてい

るのかという質問があった。全国的な状況はなかなか把握できないが、最終

的に、特にサシバとミゾゴイに対して工事による影響があったかどうかを評

価する時には、やはり全国的に数がどうなのかという疑問が出てくる。サシ

バに関しては、伊良湖岬や沖縄の宮古島辺りを通過していく個体数を数えて
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いるので、半減している等の比較ができる。また、サシバは、2006 年に環

境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類（VU）に指定された。その際、オオタカ

やミゾゴイ、サシバ等の怪我をした鳥は、傷病鳥として動物園に持ち込まれ

るので、その数を調べて、持ち込まれる個体数が減っているということも、

レッドリストに入れる時の根拠の論文になった。そのような意味では、同じ

ような手法で調査した結果、ミゾゴイが動物園に持ち込まれる数が減り続け

ていれば、個体数自体も減少しているか、減少して横ばいになっているかも

しれない。サシバについては、毎年伊良湖岬等で渡りの数をカウントしてい

て、その結果もリアルタイムで公表されているので、そのような情報を集計

すれば、サシバの全国的な傾向が把握できると思う。ミゾゴイは個体数を把

握するのが難しい鳥だが、動物園へ保護される傷病鳥の数から傾向を把握し

た過去の論文もあるので、直接事業地とは関係がなさそうな調査ではあるが、

評価する時には、そのようなデータも参考になるのではないかと考える。提

案として検討して欲しい。 
（事 務 局）  サシバやミゾゴイについて、最終的な評価をとりまとめる段階では、全国

的な状況と比較するために、そのようなデータがあると良いと考えていた。

事務局としても情報収集するが、そのような論文や情報があれば教えて頂き

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）閉会 
 

以上 


	＜会議録＞

