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2018年 2月 21日 
神戸市長 
久元	 喜造	 様 
 

神戸市に対する再度の公開質問状及び要請書 
 

神戸の石炭火力発電を考える会 
                                    （構成団体） 

神戸公害患者と家族の会	

西淀川公害患者と家族の会	

公益財団法人	公害地域再生センター（あおぞら財団）	

特定非営利活動法人	地球環境市民会議(CASA)	

特定非営利活動法人気候ネットワーク	

神鋼石炭火力公害問題灘区連絡会	

石炭火力発電所問題を考える市民ネットワーク	

ひょうご ECOクラブ	

神鋼石炭火力発電所増設問題を考える芦屋市民の会	

 
	 私たちは、2018年 1月 18日に、次の３つの公開質問状を神戸市長に対し提出しました。 
 
①「神戸製鋼所・コベルコパワー神戸と神戸市の間の環境保全協定の速やかな見直しにつ

いて（公開質問状）」 
②「神戸市環境モデル都市アクションプラン」等の改訂に関する要望書及び公開質問状」 
③「神戸製鋼所・神戸製鉄所火力発電所（仮称）建設計画と二酸化窒素の環境基準の関係

について（公開質問状・補足修正版）」 
 
	 これらに対する神戸市環境局長からの平成 30年 2月 2日付け回答（神環環自第 1055号）
を受領したところです。以下では、神戸市からの回答に対する当会の見解を示すとともに、

同回答において必ずしも明らかでない点について、以下のとおり、再度の公開質問状・要

請書を神戸市長宛てに提出します。再度の公開質問状（Q1-1～Q1-6、Q2-1～Q2-4、Q3-1
～Q3-2）につきましては、前回と同様、二週間を目途としてご回答いただきますようお願
いいたします。 
 

連絡先： 
〒657-0064 神戸市灘区山田町 3-1-1 
神戸学生青年センター内 
神戸の石炭火力発電を考える会事務局 
TEL  080-2349-0490	  
メール	 kobesekitan@gmail.com 
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神戸市からの回答についての当会の見解 
 
 
①「神戸製鋼所・コベルコパワー神戸と神戸市の間の環境保全協定の速やかな

見直しについて（公開質問状）」について 
 
(1) 当会からの公開質問状の概要 
	 神戸製鋼所・コベルコパワー神戸と、神戸市の間で締結されている環境保全協定は、神

戸製鉄所の上工程の稼働を前提としたものです。神戸製鉄所の上工程設備が、2017 年 10
月末に廃止されたことに伴い、神戸市は、環境保全協定の内容を見直すべきです。 
具体的には、SOx、NOx、ばいじんの年間排出量にかかる協定値をそれぞれ削減し、ば
い煙排出濃度・年間平均の運転管理濃度も厳格化するべきです。既に上工程設備が廃止さ

れていることから、新協定内容の見直しは、直ちに行わなければならないと考えます。環

境保全協定の見直しにかかる神戸市の方針をご回答ください。 
 
(2) 神戸市からの回答の概要 
	 「協定の見直しについては、更に、事業場全体として可能な限り環境負荷を低減するよ

う求めていく方針であり、事業者と合意形成に向け協議を行ってまいります」。 
 
(3) 神戸市の回答に対する当会の見解 
	 公開質問状は、上工程廃止に伴い、環境保全協定をどのように見直すかについての神戸

市の方針を問うものであり、上記(2)のような一般論を問う趣旨ではありませんでした。 
	 環境保全協定は、汚染物質の、過去における最大排出量をいつまでも容認し続ける、“汚

染者の既得権保護の仕組み”と考えるべきではなく、施設の一部（神戸製鉄所の上工程設

備）が廃止されたのであれば、適宜かつ適切に改訂されるべきものです。 
	 そこで、当会は、より具体的に、環境保全協定にかかる神戸市の方針を問うこととしま

す。また、神戸市に対し、後に掲げる諸点について要請をいたします。 
 
【再・公開質問状】 
Q1-1	 今回の回答には、「事業場全体として可能な限り環境負荷を低減するよう求めていく
方針」とあるが、「可能な限り環境負荷を低減」の内容として、上工程設備の排出分を控

除した SOx、NOx、ばいじんの年間排出量の上限を新たに設定することを含むと考えて
よいか。 

Q1-2	 仮にそうである場合、協定の一方当事者である神戸市として、新たな SOx、NOx、
ばいじんの年間排出量の上限値は、それぞれ何トンが妥当であると考えているか。事業

者と交渉にあたる神戸市の見解をうかがいたい。 
Q1-3	 今回の回答には、「事業者と合意形成に向け協議を行ってまいります」とあるが、上
工程設備が廃止されてから 3 か月が経過した現在までの、環境保全協定の改定に向けた
協議の状況を回答されたい。 

Q1-4	 未だ環境保全協定の改定に向けた事業者との協議を開始していない場合、いつ開始
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する方針か、具体的な日程を回答されたい。 
Q1-5	 環境保全協定の改定は本来、上工程設備の撤去の時点で完了していなければならな
いところと考えられるが、環境保全協定の改定交渉をいつまでに完了させることを予定

しておられるか、具体的な日程の目標を回答されたい。 
Q1-6	 神戸製鋼所が建設を計画している新たな石炭火力発電所が稼働することを前提とし
て、稼働時（事業者の予定では、2021年・2022年）まで、環境保全協定の改定を行わな
いことは許されないことと考えるが、神戸市としては、新設石炭火力発電所の稼働をま

たずに環境保全協定の改定を行う方針であると理解してよいか、YESか NOかで、端的
に回答されたい。 

 
【要請】 
1-1	 神戸製鉄所及び既設の神戸発電所との新たな環境保全協定において、SOx、NOx、ば
いじんの年間排出量にかかる協定値は、それぞれ 348トン、969トン、72トン以下とす
るよう、神戸製鋼所・コベルコパワー神戸に求めること（その根拠については、前掲・

公開質問状①参照。以下同じ）。 
1-2	 新たな環境保全協定において、ばい煙排出濃度の最大値、及び、年間平均の運転管理
目標濃度を既存の環境保全協定の数値よりも厳格化すること。 

1-3	 以上の項目に関する協定内容の見直し交渉は、直ちに行うこと。 
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②「「神戸市環境モデル都市アクションプラン」等の改訂に関する要望書及び公

開質問状」について 
 
(1) 当会からの要望書・公開質問状の概要 
「神戸市環境モデル都市アクションプラン」や「環境貢献都市KOBEプロジェクトMAP」
に、大気汚染や地球温暖化の観点から最悪の燃料である石炭火力発電所を位置づけている

ことは不適切であり、上記アクションプランや、プロジェクトMAPから、石炭火力発電所
の記述を削除することを求めます。神戸市として、上記アクションプランをどのように見

直す方針であるか、回答を求めます。 
 
(2) 神戸市からの回答の概要 
	 上記アクションプランやプロジェクトマップにおける石炭火力発電所の記述は、神戸市

の取組内容ではなく、神戸市のエネルギー源の現状を示す事例として記載するものにすぎ

ず、「本市の取り組みをより分かりやすくご紹介できるよう、表現を検討してまいります」。 
 
(3) 神戸市の回答に対する当会の見解 
	 石炭火力発電所に関する記述を再検討するという神戸市の方針を歓迎します。 
	 現在のアクションプランでは、「1-1	 現状分析」の箇所ではなく、「2 取組内容、2-1 ベ
ストバランスエネルギー都市“こうべ”」という箇所で、石炭火力発電所が位置づけられて

おり、不適切です。具体的には、 
「神戸市内のピーク時電力需要の約７割をまかなえる高効率石炭火力発電や、一般廃棄

物処理施設を使った「ごみ発電」なども行われている。  
神戸市は、これらの基盤を活かしながら、…水素など次世代エネルギーの導入検討、

再生可能エネルギーやコジェネレーションシステムのような自立・分散型エネルギーの

積極的な利活用を進める」 
	 との記述があります。この「神戸市内のピーク時電力需要の約７割をまかなえる」とい

う記述や「高効率」という表現は、不適切なものといわざるをえません（2017年 10月 12
日付・神戸市宛て「「神戸市環境モデル都市アクションプラン」等の改訂に関する要望書」

を参照）。 
そこで、当会は、環境モデル都市アクションプランの内容見直しにかかる神戸市のより

具体的な方針を問うこととします。また、後に掲げる諸点について、神戸市に改めて要請

をいたします。 
 
【再・公開質問状】 
Q2-1	 当会が、2017年 10月 12日付・神戸市宛て「「神戸市環境モデル都市アクションプ
ラン」等の改訂に関する要望書」を提出してから、今日に至るまで、特に石炭火力発電

所の記述の扱いについて、神戸市として、どのような検討をされてきたか、具体的に回

答されたい。 
Q2-2	 今回の回答中に、「アクションプラン」及び「プロジェクトマップ」について、「表
現を検討する」とありますが、もし既に検討を開始していない場合、①いつ検討を開始
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し、②いつまでに検討を終えるか、③どのように表現を改訂するか、④石炭火力発電所

に関する記述を残すのか削除するのか、について、回答されたい。 
Q2-3	 前掲 10月 12日付け要望書に記載したとおり、既設の石炭火力発電所は、今日の評
価では勿論、建設当時においても特に高効率ではなく、「革新的技術開発」（環境貢献都

市 KOBE プロジェクトMAPの表現）でもありません。神戸市は、どのような理由で、
既設の石炭火力発電所（SC）を「高効率」あるいは「革新的技術」と表現しているのか、
その具体的根拠について、回答されたい。（なお、「アクションプラン」及び「プロジェ

クトマップ」における石炭火力発電所の記述を削除される場合には、Q2-3に対する回答
は不要です） 

Q2-4	 宮城県仙台市は、2017年 12月 1日、市内全域を対象とし、新たな石炭火力発電所
の立地を抑制するための「杜の都・仙台のきれいな空気と水と緑を守るための指導方針」

を策定しました。神戸市環境モデル都市アクションプランや、「第 5次神戸市環境基本計
画	 神戸づくりの指針」（2011年 2月）においても、「都市空間の低炭素化」が基本方針
として掲げられています。「都市空間の低炭素化」という政策目標の達成という観点から、

今後の神戸市内における新設石炭火力発電所の建設計画について、神戸市としてどのよ

うな方針で臨むのか、環境局長ではなく、神戸市長の見解を示されたい。 
 
【要請】 
2-1	 「環境モデル都市アクションプラン」や「環境貢献都市 KOBE プロジェクト MAP」
において、石炭火力発電を位置付けることは妥当ではなく、石炭火力発電を、環境モデ

ル都市アクションプランから除外する改訂を行うこと（その根拠については、2017年 10
月 12日付の前掲要望書、2018年 1月 18日	 公開質問状②を参照）。 
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③「神戸製鋼所・神戸製鉄所火力発電所（仮称）建設計画と二酸化窒素の環境

基準の関係について（公開質問状・補足修正版）」について 
 
(1) 当会からの公開質問状の概要	 及び 
(2) 神戸市からの回答の概要 
当会からの質問状の概要 神戸市からの回答の概要 
質問 A.	 灘浜局、六甲アイランド局及び住
吉南局においては、NO2のバックグラウン

ド濃度（1 時間値の 1 日平均値）が、恒常
的に 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内に
あり、したがって、この地域は、環境基準

告示により、現状非悪化が要請される地域

であるという認識をもっておられるか。 

回答 A.	 昭和 54年 8月 7 日の大気保全局
長通知により、神戸市の環境基準にかかる

地域区分は、0.06ppmを超える地域とされ
ており、その後、神戸市の地域区分は変更

されていない。 
平成 13年度以降、市内全ての一般測定局
で NO2環境基準を達成している。 

質問 B.	 現状非悪化が要請される地域に、
大規模な大気汚染物質（窒素酸化物を含む）

の固定排出源を建設することは基本的に許

されない、と考えておられるか。 

回答 B.	 回答では、環境アセスメントの手
続があることを記述するのみ。 

質問 C.	 2017 年 12月 28 日の兵庫県環境
影響評価審査会に提出された「神戸市によ

る検証の概要」（資料 2）において、灘浜測
定局の平成 28 年度の二酸化窒素等の大気
汚染物質の測定結果として、環境基準…を

達成しているとか、今年度の灘浜測定局の

測定結果についても、現時点で問題となる

数値は確認されていないなどの記述があ

る。 
この記述は、現状非悪化が要請される地

域であるにもかかわらず、この地域に大規

模排出源を設置しても問題はないとの誤解

を生じさせるという観点から不適切ないし

不十分と思われる。資料 2 について訂正な
いし補足をするお考えがあるか。 

回答C.	 昭和 53年 7月 17日大気保全局長
通知 262号において、環境基準の評価方法
は、年間のNO2の 1日平均値の低い方から
98％に相当するものが 0.06ppm 以下とな

っているか否かによって評価するとされて

いる。この基準に従うと、灘浜局を含む市

内全ての一般測定局でNO2環境基準を達成

している。 
灘浜局の測定結果は、他の測定局の結果

と比較して問題となる数値は確認されてい

ない。 

 
(3) 神戸市の回答に対する当会の見解 
①NO2環境基準と神戸南部の汚染状況 
	 NO2の環境基準は、「１時間値の１日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内又
はそれ以下」とされています（昭和 53年 7月 11日 環境庁告示 38号））。そして、 
(a)「１時間値の１日平均値が 0.06ppm を超える地域にあつては、１時間値の１日平均値

0.06ppmが達成されるよう努めるものとし、その達成期間は原則として７年以内とする」。 
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(b)「１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあつて
は、原則として、このゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく

上回ることとならないよう努めるものとする」。 
	 とされています。 
	 神戸市南部、特に、灘浜局、六甲アイランド局及び住吉南局においては、NO2 のバック

グラウンド濃度（1時間値の 1日平均値）は、恒常的に 0.04ppmから 0.06ppmのゾーン内
にあり、上記環境庁告示からは、現状非悪化が求められる地域であると解されます（質問 A）。
このような地域に、追加的に大規模な大気汚染物質の排出源を新設することが認められな

いということは、環境庁告示の文言から明らかであると思われます（質問 B）。 
 
②神戸市からの回答 Aについて 
	 昭和 54年 8月 7日の大気保全局長通知は、昭和 53年 7月 11日の環境庁告示の上記の内
容を変更するものではありません（局長通知が、環境庁告示の内容を変更することは、権

限上、不可能です）。 
	 回答 A は、“神戸市において、環境基準の達成とは、１時間値の１日平均値 0.06ppm が
達成されることを意味する”と考えているようですが、これは明らかに誤りです。回答 A
が引用する昭和 54年 8月 7日の局長通知は、その当時の汚染状況を前提として、全国の地
域を「1時間値の 1日平均値が 0.06ppmを超える地域」と「1時間値の 1日平均値が 0.04ppm
から 0.06ppmまでのゾーン内にある地域」を区分し、神戸市は、前者に属すると判断した
ものであり、それ以上でも以下でもありません。この局長通知が、「今回の地域区分により

「1時間値の 1日平均値が 0.06ppmを超える地域」として判定した地域については、昭和
60年における 1時間値の 1日平均値 0.06ppmの確保を図るため、関係都府県において、窒
素酸化物に係る総量規制の導入のための具体的な調査を実施されるようお願いする」とし

ていることから明らかなように、昭和 53年・54年に 0.06ppmを超えていた神戸市等にお
いて、“昭和 60年に向けての目標として”、0.06ppmの確保に向けた施策の実施を求めたも
のにほかなりません。 
	 その後、神戸市等、阪神間の大気汚染地域においては、固定排出源、移動排出源双方に

ついて、様々な汚染物質削減対策が行われ、NO2の環境基準の上限である 0.06ppmを下回
る大気環境を実現しました。しかし、現在もなお、神戸南部では、環境基準の下限値であ

る 1時間値の 1日平均値 0.04ppmを上回る汚染が恒常的に出現しています。神戸南部のよ
うに、“現時点で”恒常的に 0.04ppmから 0.06ppmのゾーン内にある地域については、環
境基準告示(b)が妥当するものであり、したがって、少なくとも現状非悪化が求められるこ
とになります。 
	 昭和 54年局長通知を、“昭和 53年・54年当時において 0.06ppmを超えていたのである
から、その後、汚染が 0.06ppm以下になったとしても、未来永劫、環境基準の数値として
は、0.06ppm 以下が目標値となる”と解釈することは、53 年の環境庁告示及び 54 年の局
長通知の上記の文言に反しますし、そのような解釈が合理的でないことは明らかです。 
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③神戸市環境マスタープラン 
	 「神戸市環境マスタープラン（詳細編）」（平成 28年３月）は、基本方針４（公害のない
健全で快適な地域環境の確保）に関する基準について、次のように記述しています。 

 
 
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/environment/promote/img/kankyomaster
plan_shousaihen.pdf	 73頁から抜粋 
	 この表の（参考）の記載からも、“灘区、東灘区、中央区等について妥当する「法令によ

り定められた環境基準」は、「0.04～0.06ppm の範囲内又はそれ以下」である”と神戸市が
考えてきたことがわかります。当会も、このような理解は正当なものであると考えます。 
 
④神戸南部における大気環境の状況と、環境改善のための取組み 
	 神戸市南部を含む阪神間は深刻な大気汚染に悩まされ続けてきた地域であり、30 年以上
にわたり、環境改善の努力が行われてきました。 
兵庫県では、「自動車 NOx・PM法」により自動車交通が集中する阪神地域と播磨地域の

11 市 2 町が対策地域として指定されており、排出基準に適合しない車両について一定期間
経過後は、車検の登録ができなくなる「車種規制」が平成 15年 10月から行われています。
しかし、対策地域外から流入する車両には適用されないため、とりわけ交通量の多い阪神

東南部地域においては、環境基準を安定的に達成し、将来においても環境基準を継続的に

達成するために、平成 15 年 10 月に「環境の保全と創造に関する条例（以下「条例」とい
う。）」を改正し、この地域に限定して大型車の運行規制（ディーゼル自動車等運行規制）

を平成 16 年 10 月から実施しています。同規制地域には、神戸市灘区、東灘区も含まれて
います。いわゆる大型車流入車規制を全国に先駆けて兵庫県が実施した平成 15 年の頃は、
神戸市においても NO2の日平均値 98%値は自排局・一般局ともに 0.04～0.06ppm を示し
ており、その中で、特に自動車交通からの大気環境の改善を図るため大型車対策を進めて

きています（下図参照）。 
また、阪神高速では、国道 43号・阪神高速 3号神戸線沿道の大気環境改善のため、平成

13年 11月（当時は 5号湾岸線六甲 IS北・住吉浜～鳴尾浜を対象、その後拡充）から 5号
湾岸線の貨物車などの料金を割り引く「環境ロードプライシング」を実施しています。 
環境改善に向けた、阪神間の自治体の取組み、企業・運輸事業者への負担や税金の投入
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を伴うこうした施策は、大気環境の改善という市民の健康・暮らしを守るために進められ

てきたものです。こうした努力の結果が現在の状況であり、「上限値 0.06ppmを下回れば問
題なし」とするのは、これまでの自らの環境行政を否定するものではないでしょうか。 
阪神間の自治体や、企業、運輸業界の負担により進められてきた、NO2や PM の排出削
減の取組みの成果を無にしないためにも、特に上記ゾーン内の地域においては、現状非悪

化の考え方にたち、新たな大規模汚染源の設置を認めないという姿勢が求められています。 

 
 
	 以上のような考え方を前提として、当会は、大気環境の改善のための方針にかかる神戸

市の考え方を改めて問うとともに、後に掲げる諸点について神戸市に対し要請することと

いたしました。 
 
【再・公開質問状】 
Q3-1	  灘浜局、六甲アイランド局及び住吉南局においては、NO2のバックグラウンド濃度

（1時間値の 1日平均値）が、恒常的に 0.04ppmから 0.06ppmのゾーン内にあり、した
がって、この地域は、環境基準告示により、現状非悪化が要請される地域であるという

認識をもっておられるか（先の公開質問状に対する回答では、神戸市が、このような認

識をもっておられるのか否かが示されませんでした）。 
Q3-2	 上記のような現状非悪化が要請される地域に、大規模な大気汚染物質（窒素酸化物
を含む）の固定排出源を建設することは基本的に許されない、と考えておられるか（先

の公開質問状に対する回答は、環境影響評価手続の内容を一般的に説明するのみでした）。 
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【要請】 
3-1	 NO2の濃度（1時間値の 1日平均値）が、恒常的に 0.04ppmから 0.06ppmのゾーン
内にある地域にあっては、新たに大気汚染物質排出源が建設されないように、神戸市と

して様々な施策により、できるかぎりの対応をしていただきたい。 
3-2	 神戸製鋼所が計画している新設石炭火力発電所は、ゾーン内にある地域において、窒
素酸化物、硫黄酸化物、PM、ばいじん等を大量に排出する施設を新設しようとするもの
であるから、環境影響評価準備書に対する市長意見において、このような施設の新設は

許されないとの意見を表明していただきたい。 
3-3	 NO2の 1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下の地域にあっては、今後、0.04ppmを
上回ることとならないよう、引き続き様々な施策を行っていただきたい（「二酸化窒素に

係る環境基準の改定について」（昭和 53年 7月 17日・環大企 262号）参照）。 
 

以上 
 


