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１．神⼾製鉄所⽕⼒発電所設置計画のあらまし

名 称 神⼾製鉄所⽕⼒発電所（仮称）
設置計画

所在地 神⼾市灘区灘浜東町２番地

出 ⼒ 新設１号機：65万ｋW
新設２号機：65万ｋW 

燃 料 ⽯炭

運転開始
時期

新設１号機：2021年度（予定）
新設２号機：2022年度（予定）

ポイント
2基で130万kW  灘浜に、

既設と合計で、270万kWの⽯炭⽕⼒発電所が出現



阪神⼤⽯駅から既存⽯炭⽕⼒発電
所を望む
マンション、住宅から、400ｍ！
⽇本・世界で最も住宅地に近い、
⼤型⽯炭⽕⼒

北京市：最後の石
炭火力を廃止
（2017.3)

神戸市：住宅地に
巨大石炭火力を
新設？



稼働中

建設予定

神⼾製鋼準備書より



3ｋｍ圏内

住宅地から400m！
1km以内には、保育園、
小学校、中学校も立地



・内容 規模が⼤きく、著しい環境への悪影響が⽣ずるおそれがある事業に
ついて、事業の実施に先⽴ち、事業による環境への悪影響について、
調査・予測・評価する⼿続。

・⽬的 事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保。
・参加 計画の⽴案過程の透明性を⾼め、住⺠・専⾨家・⾃治体とのコミュ

ニケーションを通じて環境への配慮を促進。

２．環境影響評価制度とは

法で規制された環境保全の基準・・・当然
＋

どこまで積極的に環境配慮を進めるか

住民、専門家、知事・市長、環境大臣等の意見を勘案

環境保全への配慮を、社会に対して説明

こ
の
プ
ロ
セ
ス
が

環
境
影
響
評
価

環境影響評価において事業者の果たすべき役割



環境への影響を調査する⽅法・項⽬を⽰します。
【⽅法書】（2015.6提出）

事業の計画段階で、事業の位置、規模等に関する複数案の検討を⾏います。
【配慮書】（2014.12提出）

住⺠・市⻑・知事意⾒（2015.2)

住⺠・市⻑・知事意⾒（2015.11）

環境への影響の調査・予測・評価の結果、環境保全措置を⽰します。
【準備書】（2017.7)

環境影響の調査・予測・評価を実施

評価書の作成
経産⼤⾂の認可、発電所建設⼯事の開始

神⼾市⺠意⾒（2017.8.24〆切）

市⻑・知事意⾒(11⽉、1⽉の⾒込み）
環境⼤⾂意⾒

本計画の環境影響評価法に基づく⼿続の状況

公聴会では、
39名の市民
公述人全員
が、計画に反
対を表明

神⼾市による公聴会（8.20）

神⼾市・兵庫県の環境影響審査会



〇既設⽕⼒
1号機 2002年 運転開始（70万kW)
2号機 2004年 運転開始（70万kW)

＊阪神淡路⼤震災の復興を錦の御旗に
＊公的⽀援も受けて計画を進める。
＊患者会も正⾯から反対しづらい雰囲気。

〇反対運動
神鋼⽯炭⽕⼒公害問題灘区連絡会
⽯炭⽕⼒発電問題を考える市⺠ネットワーク
ひょうごECOクラブ

３(1) 市⺠の運動：既設⽕⼒時代から



〇既設⽕⼒に対する反対運動
1号機2002年、2号機2004年 運転開始（計140万kW)

〇新設⽕⼒
2013年5⽉ ⾼炉移転計画、跡地利⽤として増設を計画

2014年3⽉ 関電の⽕⼒電源⼊札

2015年2⽉ 神⼾製鋼が落札。

2015年11⽉ ⽯炭セミナー（兵庫）

2016年12⽉ ⽯炭セミナー（兵庫）

2017年7⽉ 反対運動キックオフ（兵庫）

３(2) 市⺠の運動：2017年7⽉より前

環
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影
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続

方法書

配慮書

準備書



準備書を借りてみた方から

もはや、
受験・試験勉強？



〇 地域での問題の啓発
ビラまき（例：次のスライド）
⼩規模の学習会

〇 環境影響評価⼿続の利⽤（その１）
解説パンフづくり

（内容）
1500⾴近くある準備書を8⾴で紹介
計画の問題点を指摘

（スタッフ）
ＮＧＯ、研究者、⾏政官OB等

（ねらい）
アセスの事業者説明会等で配布
メディアに配布（メディア戦略）

3(3) 市⺠の運動：2017年7⽉より後



〇環境影響評価⼿続の利⽤（その２）
市⺠向け勉強会
（ねらい） アセスの市⺠意⾒(8/24締切）の書き⽅ →1199通の意⾒

アセスの公述意⾒（8/20開催）の書き⽅ →39⼈全員が反対

（スタッフ） ＮＧＯ、地元運動の担い⼿

3(3) 市⺠の運動：2017年7⽉より後



〇 環境影響評価⼿続の利⽤（その３）
⾏政・審査会委員へのアプローチ

・審査にあたっての要請書を作成 ・県・市当局、審査会委員の⼀部に送付
⾯談による説明

・記者発表 8⽉から、報道がさかんに。

3(3) 市⺠の運動：2017年7⽉より後

〇 神⼾の⽯炭⽕⼒を考える会

ＦＢ，ツイッター、ＨＰ⽴ち上げ



3(3) 市⺠の運動：報道への働きかけ

【20180802・神⼾】神鋼発電所厳正審査を 公害患者ら、県市に要請書
【20170809・神⼾】“化⽯”でいいの？ ⽯炭⽕⼒発電計画、岐路に
【20170809・毎⽇】神⼾製鋼 ⽯炭⽕⼒発電、CO2対策に質疑集中
市の審査会／兵庫
【20170816・神⼾】厳しい意⾒相次ぐ 神鋼⽕⼒発電計画で神⼾市の審
査会
【20170816・神⼾】神鋼の⽕⼒発電所計画 ２０⽇に公聴会 神⼾市
【20170820・神⼾】神鋼の⽯炭⽕⼒発電計画 市⺠団体が説明会
【20170820・神⼾】神鋼⽯炭⽕⼒発電 公聴会の市⺠意⾒全てが反対や
懸念
【20170820・神⼾】神⼾新聞「⾒る 思う」⽯炭⽕⼒の問題点議論を
【20170823・毎⽇】神⼾製鋼：⽯炭⽕⼒発電所、健康被害に懸念の声
神⼾で公聴会／兵庫
【20170823・Yahoo!ニュース】住宅地に直近・⼤気汚染懸念、神⼾製
鋼の⽯炭⽕⼒発電に異論続出―全国で43の新設計画、温暖化防⽌に逆⾏



3(3) 市⺠の運動：報道への働きかけ

【20170825・神⼾】社説 神鋼発電所増設／「脱炭素」に逆⾏しないか
【20170826・神⼾】神鋼の⽯炭⽕⼒発電所増設計画 県でも環境審査
【20170830・神⼾】神鋼の⽕⼒発電所増設 市⺠「県審査会も公開を」
【20170830・毎⽇】⽕⼒計画審査の公開を求め要請書 ８団体が県に
【20170831・神⼾】神鋼⽕⼒発電増設「認めないで」 県などに要請書
【20170904・神⼾】神鋼⽯炭⽕⼒発電計画の審査会 知事「当⽇中の説
明検討」
【20170909・神⼾】ぜんそくに⽕⼒発電所は不安（若者BOX席）
【20170920・神⼾】神鋼⽯炭⽕⼒発電所計画 問われる説明姿勢
【20170921・神⼾】神鋼⽯炭発電所計画に意⾒書 市⺠ら批判意⾒多く
【20170923・神⼾】県審査会の⾮公開に批判 神鋼⽕⼒発電所



3(4) 今後の市⺠の運動

〇市⻑意⾒・知事意⾒の形成
要請書（8/1)
追加・補⾜要請書(8/24)に続き
第三次要請書を提出予定

〇環境⼤⾂意⾒形成への働きかけ

〇地域学習会の強化
・芦屋 9/21
・神⼾市灘区 9/29

〇公害調停の申⽴て 11⽉までに

〇パワーシフト Localの取組み
神鋼→関電の公害電気から、
クリーン電⼒へのシフトを訴える



【例】解説書の記載内容
なぜここなのか ―⽴地の問題―

•兵庫県の瀬⼾内海沿岸部は、総発電量は1036万ＫＷ（⼤型
原発8基分）の⽕⼒発電所の⼀⼤集積地。そこにこの神⼾製
鉄所の⼤規模⽯炭⽕⼒発電所の計画が加わる。
•予定地周辺は、かつて、深刻な⼤気汚染にあった地域で、
今でも⼀部で環境基準未達成の地域であり、より⼀層の環
境の改善が求められている地域です。
•予定地は、百万都市・神⼾の住宅地から400mの場所で、
1km以内には、保育園、⼩学校、中学校も⽴地。世界でも
まれな⽴地。

論点1 灘区は、⼤型⽯炭⽕⼒発電所の適地か。



・約10年前に設置された神奈川県磯⼦の発電所と⽐べて、
硫⻩酸化物を3割、窒素酸化物を5割も多く排出する⾒込み
です。

・PM2.5について、神⼾製鋼は、科学的知⾒が集積してい
ないこと等を理由に、実態の把握、環境影響評価の実施を
していません。

最新の汚染防⽌技術を導⼊している？

論点３ 事業者の、⼤気汚染対策は、
国内最⾼レベルのものといえるか？

発電所名称 稼働年 N Ox  SOx  

電源開発 磯子火力発電所 2009 年 13ppm  10ppm  

神鋼・神戸製鉄所火力発電所（仮称）【新設】 2 0 2 1 年 2 0 p p m  1 3 p p m  

参考：神鋼・神戸発電所【既設】 2004 年 24ppm  24ppm  

※電源開発資料、神戸製鋼作成資料より作成 

【例】解説書の記載内容



市⺠ができること、やるべきこと

・消費者として、石炭火力でつくられた電気では
なく、環境にやさしい電気を選ぶことができます。
・ 売電先の関西電力にも、神戸製鋼の石炭火力発
電所からの電気購入契約の再考を促しましょう。
・主権者として、地域の環境を守るよう県政や市
政に意見を伝えましょう。
・環境への悪影響が大きい石炭火力発電所は、子
どもたちへ「住みよい神戸」を残すことにつなが
りません。神戸に石炭火力はいらない、という声
を上げましょう。

【例】解説書の記載内容


