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2020 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 
  2020 年 10 月 12 日（月） 午後 1 時 45 分～午後 3 時 25 分 
 
２ 場所 
  愛知県産業労働センター ウインクあいち 10 階 1001 会議室 
 
３ 報告 
（１）これまでの委員会における指摘事項及びその対応 
（２）猛禽類とミゾゴイ（サギ類）の営巣状況（2020 年次） 
 
４ 議事 
（１）環境調査計画書（2021 年次版） 
 
５ 配布資料 
・ 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 1] 
・ 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

（2020 年次） [資料 2]         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（2021 年次版）（案） [資料 3] 
             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 （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 副委員長 （大同大学教授） 
芹沢 俊介 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） 
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 1 名 
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７ 会議の概要 
（１）開会 
 
（２）報告 
ア これまでの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 猛禽類とミゾゴイ（サギ類）の営巣状況（2020 年次） 
・資料 2 について、事務局から報告した。 
＜質疑応答＞ 
 
（柳澤委員）  ミゾゴイについて、渡来初期に鳴声が確認されたポイントが何箇所かある

が、多くは通過の個体ではないかと思う。一方、渡来後期、特に 5 月後半に

鳴声が確認されたポイントは、概ね繁殖の巣に近いところではないかと思う。

これまで、4 月の渡来初期から調査していることで、このようなことがわか

ってきたが、渡来後期の調査を少し多くすると、営巣地を見つけやすくなる

のではないか。 
（事 務 局）  これまで、そのような視点で見てこなかったので、過去の営巣地点も含め

て、整理させていただきたい。 
（高橋委員）  ミゾゴイは、繁殖を始めると鳴く頻度が非常に下がる。繁殖期の初めは通

過の個体も多くよく鳴くので、とりあえず営巣場所の目星をつけるための調

査と言える。繁殖期に入ると、鳴く日と鳴かない日が極端になるので、繁殖

期の鳴声を基に営巣場所を探す場合は、鳴声調査の回数を増やす必要がある

と思う。 
（事 務 局）  鳴声調査の結果を基に営巣確認調査をしているが、営巣場所を探す際は、

過去に営巣が確認されているところや、鬱蒼とした森のようになっていて地

形的にミゾゴイがいそうなところを、過去の結果も踏まえて調査している。

柳澤委員からのご指摘も整理した上で、営巣確認調査にあたりたい。 
（柳澤委員）  鳴声が確認されなかったメッシュにある巣はなかなか見つかりにくかった

と思う。高橋委員が言われたように、4 月よりも 5 月の方を調査として厚く

すると良いと思う。 
（事 務 局）  過去の経緯も踏まえて、なるべく調査努力量を合わせるかたちで調査して

いたが、4 月の調査量を少なくして 5 月の調査量を増やすと、過去からの変

化が見えなくなってしまうと思うが、そのあたりはどうか。 
（柳澤委員）  そんなに硬く考えなくて良い。巣を見つけるには回数が多い方が良いので、

後ろの方に少し重きを置いてもらうと、巣が見つかりやすくなる。巣を作っ

ている場所の近くで鳴いていると思われるので、その時期に鳴声が聞けたら、

近くに巣があるのだろうと考える。 
（芹沢委員長） ミゾゴイはおそらくここでは非常に重要な種であり、ある意味ではサシバ

より重要なくらいだと思う。今の話を聞いていると、ここで方法を変えてし

まうと、過去との比較が難しくなるので、できることなら、5 月に、追加で

何回か調査できると良い。 
（事 務 局）  4 月よりも 5 月に重点を置くというご指摘を踏まえて、来年の具体的な調
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査計画について相談させていただきたい。 
 
（３）議事 
ア 環境調査計画書（2021 年次版） 
・資料 3 について、事務局から説明した。 
＜質疑応答＞ 
（柳澤委員）  動物の調査について、サシバ、ハチクマ、ミゾゴイの調査をしているが、

その前にオオタカとノスリは繁殖に入るため、これらを避けて巣の位置を決

めることになる。オオタカは毎年結果が示されているが、ノスリについても

営巣場所がわかると、サシバが何故その場所にいないのかということや、ミ

ゾゴイがそこを避けているらしいということが見えてくると思う。オープン

にしなくても結構だが、ノスリの結果も教えて欲しい。 
（事 務 局）  猛禽類の調査対象はオオタカ、ハチクマ、サシバだが、その調査の時に併

せて確認されるノスリについても記録しているので、ノスリの結果もお渡し

する。 
 
（芹沢委員長） 先程、柳澤委員から指摘のあったミゾゴイの件について、この調査計画書

には、「10 回を限度として」と書いてある。4 月の初めに見つかって、その

後確認されていないのは、1 つのメッシュで 1 回確認されたら、そのメッシ

ュはもう調査しないということか。 
（事 務 局）  ミゾゴイの鳴声調査については、委員の意見を踏まえ、1 メッシュ当たり

10 回調査しているが、調査結果を取りまとめる時に、初めて鳴声が確認さ

れた時の結果を示すよう整理している。 
（芹沢委員長） そういうことであれば、今の柳澤委員の指摘を考慮すると、むしろ、最後

に確認された日を示す方が良いのかもしれない。資料 2 を見ると、4 月初め

に 1 回確認されて、その後全然記録がないように見える。検討をお願いした

い。 
（事 務 局）  今まで、最初に確認された時の結果を示していたが、5 月後半の方が重要

という意見もあったので、ご指摘を踏まえて、調査結果の示し方も検討し、

相談させていただいた上で次回から示したい。 
（大畑委員）  ミゾゴイの鳴声調査に係る調査方法については、別途意見交換したい。 
（芹沢委員長） 「10 回を限度として」という書き方が気になる。1 回確認されたらもうそ

このメッシュは調査しないともとれる。その辺の表現が、このままでは良く

ないかもしれない。1 回確認されたところも引き続き調査しているというこ

とであれば、それがわかるような書き方に直した方が良いと思う。 
（事 務 局）  今ご指摘いただいたように、環境調査計画書 p15 の（イ）a（b）調査期

間等の表現について、「10 回を限度として」ではなく、「10 回調査を実施し

ます」というような表現に見直ししたい。 
 
（鷲見副委員長）水質の調査は、造成が終わったところから地点を減らしており、造成がま

だ行われているところの下流で調査されている。昨年のデータについて、長

期的な影響に係るコメントがあったが、それに関連して発言する。造成区域

から出て来る水は、一旦水を溜めて、処理をしながら出すということで、溜
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め切ることにしているが、雨が降っている時に溜め切っていると、逆に下流

の流量が減ってしまう。昨年のデータでは、流量が極端に少なく、しかも、

その水路に浮遊しやすい土砂が残っている状況で、濁度が上がっているよう

に見受けられる。そういう状況になっている可能性があることを注意しなが

ら、来年のデータを確認したい。 
（事 務 局）  来年の濁度の調査については、また鷲見副委員長に相談させていただきた

い。 
 
（芹沢委員長） 本調査計画書については、ミゾゴイの調査時期等について、「10 回を限度

として」を「10 回調査を実施します」と修正し、正副委員長が再確認をし

た上で承認することとし、仮承認とする。 
（各 委 員）  （異議なし。） 

 
（４）その他 

＜質疑応答＞ 
（織田委員）  工事ではなく、シカやイノシシのような動物によって、この地域の環境の

混乱や影響がどの程度生じているか、わかっていたら教えて欲しい。全体を

眺める上では大事なことかもしれない。 
（芹沢委員長） そういう点では、特に植物の相調査を実施する時に、シカの食痕はある程

度記録しておく方が良いのではないかと思う。定量的に調査するのは難しい

かもしれないが、少なくとも観察して、食痕が非常に目立つものについては

何か記録しておく方が良いと考える。 
 
（５）閉会 
 

以上 


