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○開会
【議

長】

本日は先生方にはお忙しいところご出席いただきましてありがとうご
ざいます。
ただいまから，第 160 回神戸市環境影響評価審査会を開催いたします。
本日は，神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画に係る環境影響評価
準備書に関する審議を予定しています。
傍聴人及び記者の方々は，お手元のファイルにある注意事項を守って，
審議の円滑な進行にご協力ください。
なお，以降の写真撮影等につきましてはお断りさせていただきます。
それでは，事務局よろしくお願いします。

【自然環境共生課長】

本日の資料の確認をさせていただきます。
≪提出資料の確認≫
資料 12 につきましては，審議の段階になりましたら配付いたします。
不足等ございましたら事務局までお申しつけください。

【議

長】

この議事では，貴重な動植物に関する報告が一部含まれていると聞い
ております。貴重な動植物等に関する情報につきましては，神戸市情報
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公開条例第 10 条第５号に定める事務事業執行情報等に該当することか
ら，本審査会の運営規程に基づき，非公開とすることができることとな
っております。本日の審議のうち，貴重な動植物等に関する報告にあた
りましては非公開としたいと思いますが，ご異議ございませんでしょう
か。
≪異議なし≫
ありがとうございます。ご異議がございませんようですので，後ほど
貴重な動植物等に関する報告を受ける際には,非公開とする旨の宣言を
いたします。
それでは議事に入りたいと思います。
事務局より事業者のご紹介をお願いいたします。
≪事業者の紹介≫
【議

長】

それでは，本日の審議に先立ち，前回の審議事項の大気質について補
足説明があるということですので，ご説明をお願いいたします。
≪事務局より，大気質に関する補足説明≫

【議

長】

それでは，本日の審議に入らせていただきます。事務局より，資料７
についてご説明をお願いいたします。
≪事務局より，資料７ 方法書についての兵庫県知事の意見及び事業者
の見解並びに神戸市長の意見 を説明≫

【議

長】

それでは事業者の方より，騒音・振動・低周波音について説明をお願
いいたします。
≪事業者より，
資料２

神戸製鉄所火力発電所(仮称)設置計画

環境影響評価準備書

12.1.1 大気環境 を説明≫
【議

長】

ただいまの説明について，ご意見，ご質問がありましたら，どうぞお
願いいたします。

【委

員】

資料２の 769 ページの測定地点について，周辺４は敷地からかなり離
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れているように思うのですが，861 ページの低周波音の予測結果では，ほ
かの地点とそれほど変わらないような大きな値が出ています。この周辺
４はどういったところかということと，予測値が他の地点とあまり変わ
らないことはどう考えたらよいかということを教えていただきたいと思
います。
【事 業 者】

発電設備の設置予定地は、対象事業実施区域の中の比較的南側にあり
ます。北側には既存の製鉄所の工場建屋などがあり，これが障壁の効果
になっているのではないかと考えています。南側につきましては，測定
地点までは距離はありますが，障害になるものがないため，比較的大き
なレベルで達してしまっているのではないかと考えております。

【委

員】

【事 業 者】

周辺４は，南側では最も近接した住居がある地点ということですか。
そのとおりです。六甲アイランドの中の周辺４の地点よりも近いとこ
ろにも建物がありますが，そのあたりは業務用の施設になっています。

【委

員】

騒音や振動について，目標値をクリアしていたとしても，例えば工事
車両の走り方などの影響で，苦情につながることもあり得ますので，可
能な限りベストを追求していただくことが必要だと思います。

【事 業 者】

我々としましても，騒音につきましては環境基準を下回っていても気
にされる方がおられるかもしれませんので，周辺の住宅地で現状から影
響を増加させることがないようなレベルを目指して対応させていただい
ております。

【委

員】

資料２の 890 ページについて，他の地点と違って，この地点は現況値
に対して合成値がやや高く出ていますが，どういう理由なのでしょうか。

【事 業 者】

この地点は，現況値が比較的低いため，合成値が現況値に対して少し
高くなっています。ただ，低周波音を感じるレベルよりも十分低いとこ
ろで少し増加しているという結果になっています。

【委

員】

要するに，元が静かな地域だということですね。分かりました。

【委

員】

資料２の 807 ページに，施設の稼働に伴う騒音の予測結果があります。
例えば一番上の結果では，現況実測値が 57 デシベル，予測値が 38 デシ
ベル，合成値が 57 デシベルで，施設の稼働による増分がゼロとなってい
ますが，予測値の 38 デシベルはどのように合成値に反映されているので
しょうか。

【事 業 者】

簡潔にご説明するために，増加はないと申し上げましたが，厳密には
若干の増加があります。騒音の表記は対数表記ですので，現況値の 57 デ
シベルに対して予測値の 38 デシベルは非常に小さな数字であり，合成す
ると厳密にはわずかな増加があるのですが，57 デシベルという数字を押
し上げるものではないという結果になっています。

【委

員】

現況値が大きいところでは，施設の稼働による騒音があまり影響しな
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い結果になると考えてよろしいでしょうか。
【事 業 者】

はい。現況値が大きいところでもそうですし，現状で環境基準を満た
しているところにつきましても，騒音については増加分がないという予
測結果になっています。実際には，小数点以下の部分で寄与分は出てく
るのですが，環境影響評価の上では整数表記になりますので，このよう
な評価を行っています。

【委

員】

どのように算出するかということはよく分かりましたが，そういう算
出方法で環境影響を正しく反映できているのかということが率直な感想
です。ありがとうございます。

【議

長】

ほかにご質問がないようでしたら，続いて水環境について説明をお願
いいたします。
≪事業者より，
資料２ 神戸製鉄所火力発電所(仮称)設置計画 環境影響評価準備書
12.1.2 水環境
資料 10 生態系を考慮した３次元モデルによる解析結果
資料 11 温排水の拡散予測（多層モデル）について

【議

長】

を説明≫

ただいまの説明に対して何かご意見，ご質問がありましたらどうぞお
願いいたします。

【委

員】

温排水についていくつかお伺いします。まず現状把握のところで，現
在の温排水のデータを出していただいていますが，実際にどこにどう流
れているのかということがかなり分かりにくいです。特に，表層 0.5ｍ，
２ｍ，５ｍといった，深さも含めてどのように流れているのかというこ
とが，今提示していただいているデータだけではなかなか判断しにくい
です。鉛直方向の測定結果も出していただいているので，丹念に見てい
けば大体分かるのですが，一目で分かるような形で整理していただいた
ほうが，予測結果もイメージしやすいと思います。現状の図について，
もう少しどの水深帯にどのように拡散しているのかが分かるようにして
いただきたいと思います。
その上で，温排水は一定の条件を設定して予測されていますが，表面
に強い風が吹いて水の流れが変わった場合にどのようになるのかが気に
なります。そのため，例えば非常に強い西風や東風が吹いたときに，温
排水が東側にどの辺りまで広がるのかを予測していただきたいです。つ
まり，温排水がもう少し東側に流れた場合に，南芦屋浜のあたりまでプ
ラス１℃や２℃の温排水が及ぶのかどうかということが分からないの
で，できれば少し条件を変えて，台風のときの西風，東風，北風といっ

-4-

たような条件の時の結果を示していただきたいと考えています。
また水温に関して，３次元モデルではなく２次元モデルで予測された
ということについては，表層放水なので縦方向は関係ないというご説明
でしたが，このあたりの場所では表層から 30ｃｍから 50ｃｍは淡水だと
思います。例えば淡水の層が上にかなり厚くあって上下の混ざり合いが
起こりにくい場合でも，実質的に垂直方向のことはあまり考えなくても
いいのかどうか，あるいは，淡水の影響はすでに予測の中に織り込まれ
ているのか。その点をお伺いできればと思います。
【事 業 者】

温排水がどれぐらい広がっているのかというご質問については，水深
方向の全てではありませんが，まだご説明していない資料 13 の１ページ
の図１で示している点線の範囲が，今回の四季調査において表層で１℃
上昇した範囲です。

【委

員】

例えば，３℃や５℃といったものについてもこれに相当するようなも
のがあればいいと思います。また，温排水が垂直方向に何ｍぐらいまで
広がっているのかということについて，鉛直方向のデータがあれば，あ
る程度図示できますよね。

【事 業 者】

確認してご報告させていただきます。

【委

なぜその資料が必要かと言いますと，先ほどの具体的なデータを見る

員】

と，意外と予想しないところで高い水温が出ています。例えば，資料２
の 954，955 ページに，水温の鉛直方向のデータがあり，放水口の直近は
調査地点 32 だと思うのですが，955 ページの調査地点 32 では，水温が５，
６℃上がっています。954 ページの調査地点 20 は湾の一番奥ですが，こ
こも同じようにかなり高い温度分布があり，それが風向きによって高く
なっているのか，定常的に高いのかは分かりませんが，プラス５℃ぐら
いになっています。
【事 業 者】

調査地点 20 は，自家発電所からの温排水を北側運河から出している影
響で高くなっており，既設の神戸発電所の影響ではないと考えておりま
す。

【委

員】

逆に，そういったことが現状のデータからは読み取れません。現状の
温排水が水平方向，垂直方向にどの辺まで広がっているのかということ
がイメージしづらいです。実際にはこういったデータがあるので，それ
を使えば分かるようにできるのではないかと思います。
あとは，風の影響について，もし既に調査されておられるのであれば
それを出していただければと思います。

【事 業 者】

今の予測計算モデルは，風の影響を入れて計算ができるモデルになっ
ていませんので，現状では考慮できていません。
次に，資料 10 でお示ししている３次元モデルは，密度流を考慮してお
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り，淡水も考慮したモデルになっています。温排水が淡水の下に潜り込
むと，拡散域が逆に広がるのではないかというご指摘だと思いますが，
潜り込むことによって，周辺の海水との拡散，混合が促進されますので
拡散域は逆に狭くなります。これまでの火力発電所の環境アセスメント
の中では，淡水が出ている場所での立地もありますが，淡水を考慮する
と逆に温排水の拡散域が狭くなることから，考慮しないことが通例にな
っています。資料 11 でお示ししている温排水拡散域が，淡水の影響も考
慮した予測結果になっています。
【委

員】

熱拡散が一番小さくなる冬のデータで計算されていますが，近年は，
夏の暑い時期に高水温によっていろいろな影響が出ることが心配されて
おります。温排水によって夏の水温がどのくらいになるか分かりません
か。

【事 業 者】

温排水の計算は，影響範囲が最も広くなる冬場の条件で行い，その結
果をもって動植物への影響を評価することとされていますので，それに
従って予測を行っています。今回の事業では，深層取水，表層放水を行
いますので，夏場に底層の温度の低い水を取水して放水すると，４℃ぐ
らいの差で放水することになると思います。そういった条件を整理すれ
ば拡散範囲を出すことはできると思います。

【委

員】

今回の発電所と既存の発電所をあわせると，125ｍ3/s という冬季の淀
川の河川流量に匹敵するぐらいの非常に多量の温排水量になり，それが
７℃上昇して排水されます。それが神戸港という限られた範囲の水温を
高めて，その熱量が大気に移行します。流量と７℃の上昇温度から大気
に移行する熱量を計算すると，大体 370 万ｋＷぐらいの熱量が放出され
ます。この熱量は，神戸市全体の大気中のエネルギー量に匹敵するぐら
いの大きな熱量で，これが神戸港から大気に移行するので，都市のヒー
トアイランド化の観点から，どの程度の気温上昇，湿度上昇があるかと
いうことを予測しておいたほうがいいのではないかと思います。

【事 業 者】

今回の環境影響評価項目につきましては，先ほど申しました国の省令
や手引き等を踏まえ，また他社事例も参考に選定していますが，温排水
に関わる事項として，水温，流況，動植物といった内容を予測評価させ
ていただいています。ヒートアイランド現象につきましては，土地の利
用の変化や人工排熱が原因とされており，ヒートアイランド対策大綱が
策定され，観測結果や最新の科学的知見を取りまとめたヒートアイラン
ド対策報告書が，国土交通省から毎年報告されていることは存じ上げて
おります。
定性評価にはなりますが，ヒートアイランドの影響につきましては，
神戸市は市街地でありながら海が近く，海風もありますので，比較的ヒ
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ートアイランドが起きにくい地域であると考えております。また今回の
事業計画については，深層取水，表層放水を行い，温度差７℃以下で放
水します。特に夏場は，表層と比較して底層のほうが温度が低く，３，
４℃低い海水を上に出すということや，埋立等の改変も行わないこと，
また対象事業実施区域内には緑地等も広く整備するということも考えま
すと，影響は軽微と考えております。定量的な変化として単純な比較は
できないかもしれませんが，文献等を調査した結果，東京湾での冷房排
熱処理システムで，温排水による簡易予測評価がされている事例があり
ました。これは電力中央研究所のモデルを使って簡易シミュレーション
された結果ですが，今回の我々の水量の約半分で，ΔＴは約６℃という
条件ではありますけれども，それによってシミュレーションされた結果
が放水口の直上 10ｍのところで，日平均の気温が 0.035℃程度上がると
いう結果だったことから推定しますと，単純に２倍にはならないかもし
れませんが，0.07℃程度上昇するという一つの考察はできますが，それ
も含めて影響は小さいのではないかと考えております。
【委

員】

先ほど，水質の予測と底層ＤＯの説明をしていただいたのですが，そ
こには温排水の影響は入っていないですよね。つまり，温排水によるプ
ランクトンや，底生生物相の変化による水質，ＣＯＤ，透明度の変化が
前提条件として入っていないので，プランクトンや透明度自体が温排水
によって変化することも考慮した形で予測していただく必要があるので
はないかと思います。具体的には，夏季の底生生物の生育環境として，
表面水温が 33℃や 34℃になった場合にプランクトンがどう変わるのかと
いうことと，そのプランクトンを食べているフジツボやイガイやフサゴ
カイなどの底生生物相への影響をある程度踏まえた上で，水質の予測を
していただきたいと思います。

【事 業 者】

まず，生態系モデルの予測に温排水の影響が入っているかどうかとい
うご質問ですが，温排水の影響も含めて予測計算をしております。計算
結果において，新設発電所なし，ありというただし書きをさせていただ
いていますが，新設発電所なしについては，既設の神戸発電所及び，製
鉄所の自家発電施設の温排水を入れた場合の計算結果になります。新設
発電所ありについては，さらに新設発電所の温排水を含めた予測結果と
なっています。次に，植物プランクトンの変化については，資料 10 の３
ページの水質概念図に植物プランクトンを入れており，植物プランクト
ン量を含めて計算しています。例えばケイソウやミドリモなどがどう変
わるのかといった解析まではしていませんが，新設発電所が稼働するこ
とによって，植物プランクトン量がどのように変わるか，また変わるこ
とによって酸素濃度はどう変化するのかということを含めて，今回の予
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測結果になっています。
【委

員】

プランクトンまではそのとおりですが，プランクトンの量は，底生動
物によってコントロールされていると思います。例えば，先ほど例を挙
げたフジツボなどが，今と同じ，あるいはもっと餌を食べるようになる
のであれば問題ないのですが，ある水温になって枯死したり活性が下が
ってしまうと，当然プランクトンを食べる生き物が減ることになります
が，そういった影響は現状では予測できていないというお答えだったの
で，それをお尋ねしました。

【事 業 者】

これも推測になりますが，底生動物等も水温の変化によって摂食量な
どが変わってくることが考えられます。ただ，今回の温排水の予測評価
もそうですが，夏場の場合は下の冷たい水を取水して表層に放出すると
きに，実際はその環境の場の水温との温度差が７℃ではなく，おそらく
３℃から４℃程度の温度差で放水することになりますので，神戸港全体
で考えると，大きな数字の変化はないと考えられますので，そういった
生物量の変化は小さいかと推測しております。

【委

員】

ただ，実際のデータでも２ｍの水深帯だと，測定地点によっては５，
６℃まで上がっている場所もあるので，最初の質問に戻るのですが，現
状でどの範囲でどのくらい水温が上がっているのかということがあまり
はっきり見えないので，その部分も含めてどの程度の影響なのかという
ことをぜひ出していただきたいと思います。

【事 業 者 】

今のところ，発電所の環境アセスメントにおきましては，平面２次元
モデルにより予測評価を行うこととなっています。また，この平面２次
元モデルにつきましても，３℃～５℃といった高温域ではなく，１～３℃
の水温域を予測するモデルとして開発されておりまして，手引きの中で
も，１℃，２℃，３℃の上昇範囲を示して予測評価を行うこととされて
います。放水口のごく近傍の高温域につきましては，そういった高温影
響は当然あるということで，魚等は逃げていくと思いますが，潮間帯生
物は影響を受ける可能性があり，その前提での予測評価になるというこ
とで，ご指摘のようなモデルが今のところないと認識しています。
今回の生態系モデルでは植物プランクトンまで考慮させていただいて
おりますが，さらに高次の生態系モデルということになってきますと，
今はまだ研究レベルという認識です。そのため，モデルの精度が確認さ
れていないことなどを考えますと，現時点では，環境アセスメントには
まだ使えないかと思っています。

【委

員】

それはそのとおりかもしれません。そうであれば，この部分は予測可
能，ここから先は現状では予測不可能，あるいは予測が非常に困難とい
うような記載がされていれば問題ないと思います。ほとんどの点が問題
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ないという結論を出しておられるので，根拠としてどうなのかという気
がしました。
【事 業 者】

先ほど水温が 34℃，35℃といったお話になりましたので，少し補足説
明をさせていただきます。資料２の 927 ページの夏季の水温水平分布の
図で，層ごとの水平分布を書いています。対象事業実施区域の前面の地
点は，かなり密に水温測定をしています。海面下 0.5ｍ層では，一番高い
ところで，対象事業実施区域の南東の角に 30.4℃というのがありますが，
これは先ほど申し上げましたとおり，自家発電所の温排水による影響と
考えております。次に，中央の 29.4℃や 29.8℃という温度のところは，
環境水温ということでいきますと周辺部ということになりますから，
28.3℃から 28.8℃程度の上昇であり，34℃になることはないと考えてい
ます。さらに，先ほどの潜り込みや深さ方向の話ですが，その下の２メ
ートル層の図をご覧いただきたいと思います。同じように，現状稼働し
ている神戸発電所の放水口のあたりは，29.1℃や 29.9℃という温度にな
っています。さらに次のページがその下の層ですが，放水口前面で 28.1℃
や 27.7℃と，ほとんど温排水の影響が及ばない範囲になっています。こ
れが新設の発電所になるとどうなるかということですが，現状の調査結
果では，34℃といった極端に生物が死滅してしまう温度にはなっていな
いと思っていただければと存じます。

【委

員】

水の汚れや富栄養化のパターンモデル等も平面２次元モデルで，ＣＯ
ＤやＴ－Ｎ，Ｔ－Ｐも保存式で拡散計算しているわけで，生成も消費も
ないというような形ですね。温排水についても，下層水の冷水をとって
上から放出するという３次元的な熱の輸送が重要なのですが，準備書で
示されている温排水の環境影響評価の手法は，昭和 50 年代に電力中央研
究所で作った手法であり，各社がずっと横並びで実施されていますが，
今のいろいろな環境ニーズに応えることが非常に難しくなっているよう
に思います。だから事業者側も，平面２次元モデルで説明することが非
常に苦しいように感じます。そういうこともありますので，発電所の排
水に関する環境アセスメントについても，今の時代に合った手法を適用
していくように，業界で働きかけていただきたいと思います。

【事 業 者】

温排水の拡散予測の手法については，国の手引きに記載されておりま
す。知見が集まってくれば，国の審査顧問会の中で審議されて適宜改訂
されるのではないかと考えています。委員のご指摘は大変よく分かるの
ですが，国の環境アセスメントの審査として実施される中では，やはり
今の手引きに従って評価をさせていただくしかないと思います。

【委

員】

それは分かっていますが，今後は変えていこうという動きを事業者側
からも働きかけていただけないかと思います。
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【委

員】

資料 10 の 13 ページに記載されたパラメータを用いて，平均値の再現
結果を 18，19 ページで示していただいて，それ自体は結構かと思います
が，逆に言うと，ある程度悪くなった状況は再現しにくいと言えると思
います。ここで示された値と比べて，より高い範囲や低い範囲があるわ
けですよね。これは簡単にできるかどうか分からないのですが，例えば
底質からの溶出量が大きく増えて悪化するような状況も，13 ページのパ
ラメータを変えることで再現できるのでしょうか。

【事 業 者】

どこにターゲットを置くかということがなかなか難しいので，基本的
には平均値で計算させていただいております。
現状と将来で比較するのではなくて，将来の新設発電所があるかない
かで差をとって評価しております。負荷の与え方についても，我々の事
業と下水処理場の負荷だけしか与えておりませんが，実際の負荷は他事
業種からの分もあるという話になりますので，そういう意味ではまずは
一旦モデルを作って，差を見ているということです。

【委

員】

そういう意味では負荷ですね。水質の根拠については，準備書の 1,000
ページで排出負荷量を設定されていますが，これが実際の値になるとい
う保証があるのかということがもう一つ気になりました。つまり排出負
荷の設定に問題がないのかということです。万が一海水から窒素を抜こ
うと思ったら，技術的には非常に大変だと思います。

【事 業 者】

準備書の第２章で書かせていただいた濃度と排水量から計算してこの
ような結果になりました。例えば窒素につきましては，日間平均 20 ㎎/L
以下という値は当然守っていきます。現状の神戸発電所の総合排水処理
設備の出口側におきまして，排水濃度に関する協定値が定められており
ます。測定結果は神戸市に報告することになっており，連続計でも監視
し，協定値を超えないように管理します。窒素につきましては，総合排
水処理設備の中に生物処理を設けています。それによって脱窒，硝化を
行います。またＣＯＤにつきましても，樹脂吸着も行いまして，高度処
理を導入していますので，今回の発電所計画におきましても，既設発電
所と同様，高度処理を導入して協定値を守ります。

【委

員】

硝化，脱窒をして，有機物を入れて，その後にまた有機物を除去され
るということですか。

【事 業 者】

そのとおりです。一定のリンと炭水化物と窒素の比率に応じて栄養塩
を与えて生物で除去します。

【委

員】

協定値は必ずお守りになるということですね。

【事 業 者】

はい。

【委

総合排水処理設備は，施設が稼働するに伴って発生するプラント排水

員】

を処理して温排水と一緒に放流されるということで，ＣＯＤとＴ―Ｎと
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Ｔ―Ｐについての処理方法の説明がありましたが，重金属などの有害物
質の処理方式はどこかに書かれているのでしょうか。
【事 業 者】

準備書の中では書いておりませんが，現状は，協定に基づき，排水口
で定期的に重金属等の微量物質の測定を行い，神戸市に報告することと
なっていますが，これまで基準を超える値は検出されたことはありませ
ん。今回の発電所におきましても，同様の排水処理設備を導入して適切
に処理する予定です。

【委

員】

温排水の包絡予想の図について，現況図は今の地形，将来図は港湾計
画に基づく新しい地形で作っておられますが，防波堤は必ずしも計画通
りになるわけではないと思います。特に気になるのが，ポートアイラン
ドの東北の防波堤については，西側への温排水の流れに対してかなり大
きな影響がある部分ですので，難しいことかもしれませんが，そういっ
た部分については，港湾計画にとらわれず，現況の形での予測もやって
おいていただければありがたいと思います。

【事 業 者】

今は，公表されている計画に基づいたものでしか予測できておりませ
ん。こうなるかもしれないという仮定だけで対応することは，少し難し
いと思います。

【委

員】

ただ防波堤については，現状あるものが取り外されるという計画にな
っていますが，ポートアイランド周辺の防波堤は本当に取り外されるの
でしょうか。つまり，埋立の計画と，防波堤の撤去の計画は，同じ次元
の話ではないと思います。

【事 業 者】

私どもとしては，何か公のものをよりどころにするしかなく，今の神
戸港の港湾計画に基づいて予測評価を行っております。港湾計画におき
ましては，逆に，六甲アイランドの南西側の第８防波堤が延長される計
画になっています。

【委

員】

ただ，実施される時期がどちらが先か分からないですし，少なくとも
防波堤については現況のままのほうが，閉鎖性がより高くなると思いま
す。現状の図を見ると，防波堤の北側に沿って温排水が広がって西側へ
流れています。将来は，それが半分の長さになることで沖側へより出て
いきやすくなるので，それによってポートアイランドの西側への１℃，
２℃の包絡線がかなり違ってくるのではないかと思います。

【事 業 者 】

港湾計画の実現性を含めて，公の立場から何かご提示いただいて，そ
れに基づいて確認してほしいということであれば対応できるのですが，
我々のほうで勝手に想定して予測するわけにはいかないと考えておりま
す。

【委

員】

分かりました。兵庫県や神戸市が関わることですので，そちらからの
希望があれば対応していただくということで，ここでは可能性だけを指
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摘させていただきます。
【委

員】

先ほど，資料 10 の３次元モデルが温排水による気温上昇の影響を考慮
していないのではないかという質問に対して，新設の発電所のありなし
で温排水の影響を計算しているとの回答がありましたが，新設の発電所
があった場合の温排水による温度上昇については，どのパラメータを設
定されたのかを教えてください。資料 10 の 20 ページに，発電所ありな
しの場合の諸元は記載されていますが，２，３ページの計算式やその後
のページに記載されているパラメータにおいて，どこで温排水の設定が
変えられるのかということが分かりにくかったので教えてください。

【事 業 者】

水温等について，20 ページの表７－１には記載していませんが，温排
水の計算については，冷却水量が実際の温排水量になりますので，その
情報を入れていますが，その中に水温を与えています。実際には新設の
発電所の排水量について，底層から取水した 24℃から 25℃くらいの冷却
水に７℃を足した 32℃を温排水の温度として設定して計算しています。
それによって水温の分布が新設発電所ありとなしの場合で少し変わって
くると思われます。その水温の変化によって，生態系モデルの中で，植
物プランクトンの成長速度や，懸濁態有機炭素（ＰＯＣ），溶存態有機炭
素（ＤＯＣ）への分解速度などが変化しますので，そういった効果が計
算式の中に含まれています。

【委

員】

そうであれば，その水温をどう設定したかということが特に重要なポ
イントの一つだと思いますので，資料の中で示されていると非常に分か
りやすかったのではないかと思います。温排水の影響によって，周辺の
生態系や水質がどう変わるのかということが一番懸念するところですの
で，シミュレーションの条件として，ぜひ書いて示していただきたかっ
たです。今説明をお聞きするときちんとされているので，もし次に機会
があればきちんと書いていただいたほうがよいと思います。

【事 業 者 】

それぞれの計算式の中の温度項Ｔでご理解いただけるかと思い，言葉
で書いておりませんでした。申し訳ありませんでした。

【委

員】

シミュレーションをするときは，パラメータをどう設定したかという
ことが書いてあると，そういうことを考慮したということが分かります
ので，ぜひお願いします。

【議

長】

そこはわかりやすく説明してほしいと思います。
ほかにはよろしいですか。それでは，ここで５分間の休憩をとらせて
いただきます。
≪休憩≫
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【議

長】

それでは審議を再開します。
事業者の方より，景観・人と自然との触れ合い活動の場・廃棄物につ
いてご説明をお願いいたします。
≪事業者より，
資料２ 神戸製鉄所火力発電所(仮称)設置計画 環境影響評価準備書
12.1.6 景観
12.1.7 人と自然との触れ合いの活動の場
12.1.8 廃棄物等
資料９ 煙突からの白煙の視認状況について

【議

長】

を説明≫

ただいまの説明について，ご意見，ご質問等ございましたらお願いし
ます。

【委

員】

資料２の 1,305 ページの利用土量について，発生土量 44.5 万ｍ3のうち
の 35 万ｍ3を盛土として利用されるということですが，図面上で分からな
いのでどこで利用されるのでしょうか。

【事 業 者 】

図面上には出てこないのですが，東日本大震災の際に津波が来たとい
うことで，神戸市でも東南海・南海トラフ巨大地震が起きた場合に津波
の襲来が予想されていますが，神戸製鋼所の敷地で今予想されているの
が現地盤から 80ｃｍの津波が来ると予想されています。発電所は公共性
が高い施設ですので，発電所の敷地そのものをかさ上げすることを考え
ており，津波が来ても浸水しないようにします。
そのため，資料２の 25 ページの第 2.2.7-2 図で盛土範囲と記載してい
る部分が，掘削土を用いて盛土を行う範囲です。図の左側の発電所の部
分はそれほど高くしません。また，39 ページに緑化計画を示しています。
緑色の部分が，今回の発電所の設置に伴い設置する緑地です。発電所の
南側の四角の区画と，サイロ南側の三角の区画に大規模な緑地を作り，
そこに高めのマウンドを作ることを考えております。次ページに断面図
を載せていますが，Ａ－Ａ´断面で高さ約５メートル，Ｂ－Ｂ´断面で
高さ約８ｍのマウンドを作り，多様な植生を作ることによって，鳥など
の生態系に配慮していきたいと考えています。

【委

員】

緑地部分は使い方も含めて分かりましたが，新しい発電所の部分は全
体をかさ上げされるということですか。

【事 業 者】

はい。全体をかさ上げして，その上に施設を作る計画です。土は一切
外に持ち出しません。津波対策について補足させていただきますと，製
鉄所エリア全体の防潮は全て整備済みであり，念のためにかさ上げを行
います。
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【委

員】

景観について，資料２の 1,284 ページで，最近はこういう施設につい
ても，デザインや色などを次世代に合わせて作られるところが多いので，
そういった環境保全措置を書いていただいていることはよいと思います
が，面的にも大きな施設ですので，デザイナーなども入れられてデザイ
ンを考えておられるのでしょうか。
煙突については，近景であれば景観に非常に影響があります。遠くか
らだと非常に小さくしか見えませんが，この場所は横を通過する人もた
くさんおられますし，企業のイメージアップの観点からもいい物にした
ほうがよいと思います。煙突の形も従来型ではなく，デザインや形によ
って非常にスリムに見えたり，見る方向によって違うものに見えるデザ
インがありますので，そういった点も考慮されるとよいかと思います。
あと，一番気になることは，２筒身集合型は非常に安定性が悪いデザイ
ンではないかと思っていますが，２筒身集合型にしたほうが機能的に優
れているのでしょうか。既設の発電所と同じデザインのほうが調和とい
う意味ではいいのですが，他の場所では違った形の煙突も見られますの
で，機能上必要な形なのかどうかということを教えてください。

【事 業 者】

資料２の 11 ページに，完成予想図を示しています。ボイラー等の建屋
につきましては，面的に大きいので，既存の１，２号機と同様，ブロッ
ク化して，窓もセンスよくラインを使いながら，面の角にはガラスを使
ってボリューム感を下げるようにします。このボイラー部分のブロック
化については，正式には景観の委員会にはお諮りしておりませんが，景
観の委員会の先生方からご意見をいただきながら進めています。
それから，排煙処理等はプラント装置ですので，アースカラーを使っ
てあまり目立たないようにします。
煙突につきましては，他の発電所では，２筒が１つの外筒に入ったも
のがよくありますが，外筒が非常に大きくなってボリューム感が出ます
ので，今の１，２号機と同様，２筒を分割，自立させるという，日本で
は珍しいタイプになっています。ただこれは，浜側にボリュームのある
筒を置くことを避けたいという思いと，景観上のご指導もあって，こう
いう２筒分離にさせていただいております。技術的には非常に高度なも
のであり，筒の中にスーパーステンレスを入れて，耐食性，硬度性をき
ちんと持たせた上で２筒を自立させています。それに加えて，上部を囲
んでいる部分には東京のスカイツリーで使われているものと同じような
動吸振器が入っています。できるだけスリムにして，海側から六甲山等
をご覧になられたときに，あまり目障りにならないようにするようにと
いうご指導もいただきながら，計画させていただきました。

【委

員】

委員会で議論されているのであれば，そちらにお任せいたしますが，
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安定性があるものかどうかという点については，少し疑問に思うところ
もありますので，少し検討していただければと思います。
【議

長】

ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
ほかに意見がないようでしたら，続いて植物・動物・生態系について，
希少種の位置情報以外の内容についてご説明をお願いいたします。
≪事業者より，
資料２ 神戸製鉄所火力発電所(仮称)設置計画 環境影響評価準備書
12.1.3 動物
12.1.4 植物
12.1.5 生態系
資料 13 温排水による外来種の定着について

【議

長】

を説明≫

ただいまの説明に対して，何かご意見，ご質問がありましたらお願い
いたします。

【委

員】

温排水による外来種の定着に関する調査については，本来は冬の低水
温で死滅するものが，温排水の影響を受けて生き延びられるというケー
スを想定して調査されたものです。例えばこの中であればミドリイガイ
がそういう種類に当たると思いますが，11 月の調査では東側の海域で出
現していますが，２月には死滅しています。このときには湾の奥では出
現していないので，もちろん生き延びられるかどうかは分かりませんが，
温排水の影響のある場所だと生き延びられる率が高いのではないかと思
います。その根拠としては，２月は，港の外側は２種類あるいは３種類
の地点が多いのですが，発電所の近くの温排水が出ているところでは，
３種類から４種類の生物が生存しています。おそらくそれが最終的には
死滅して，５月のミドリイガイやムラサキイガイが優先される状態にな
ると思いますが，そういう意味で温排水の影響で冬に生き延びられる可
能性が高まるのではないかと，この資料を見て思いました。
もう１点は，方法書のときに話が出たかどうか記憶していないのです
が，川そのものへの発電所の排水の影響はありませんが，アユのような
川と海の両方の生活圏を持っている生物については，影響を受けるので
はないかと思います。実際に，都賀川と住吉川にはアユが生息していま
すので，アユが海域におりてくるときに影響を受けるかどうかというこ
とも考えないといけないと思いましたが，河口域の生物相については，
準備書に資料として入っていないようですが，調査はされておられない
のでしょうか。

【事 業 者 】

都賀川で目視調査を行っています。
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【委

員】

住吉川も温排水の影響が生じる範囲ですので，河口域という観点で，
そういったデータを持っておられるのであれば示していただきたいと思
います。特に，アユへの影響は個別に検討していただいたほうがいいと
思います。

【事 業 者】

分かりました。アユについては，兵庫県において継続的に調査をされ
ていると伺っています。また，私どもが自主調査として目視調査を行っ
て個体数を見ていますので，それらの資料を取りまとめてお示ししたい
と思います。

【委

員】

特に，海に下ったときの小さい状態の時の影響を検討していただける
とありがたいです。

【委

員】

外来生物全般の問題ですが，陸上の新しく改変した場所は外来生物が
非常に侵入しやすくなりますので，供用後の話になりますが，外来生物
のモニタリングを行っていただいて適切に除去するようにしていただき
たいと思います。

【委

員】

海域についても，今後入ってくるかもしれない外来種が想定された場
合に，それをモニタリングすることは制度上可能なのでしょうか。

【事 業 者】

神戸市や兵庫県の条例に基づいて事後調査という手続があり，条例の
指針の中では，稼働前１年と稼働後３年といったように，事後調査の期
間が示されているので，その期間中のモニタリングは可能です。その中
で外来種の状況について，継続的に調査を行って結果をお示しすること
はできます。また，審査会にもご報告することになると思います。

【議

長】

【自然環境共生課長】

ほかにはいかがでしょうか。
本日の審議の最初に，審査会委員からの大気関係のご意見としてご紹
介した，総排出量，ばい煙濃度，水銀，ＰＭ2.5，その他の５項目につい
て，これらの意見に対する回答を次回の審査会でご説明していただきた
いと思いますが，いかがでしょうか。

【事 業 者】

分かりました。

【議

それでは，ここからの説明には貴重な動植物等に関する情報が含まれ

長】

ますので，会議の冒頭で決議しましたとおり，ここからの審議を非公開
とさせていただきます。傍聴者及び記者の方は，恐れ入りますがご退出
くださいますようお願いいたします。
≪傍聴者・記者 退席≫
それでは，資料の配付及び説明をお願いいたします。
≪事業者より，資料 12 重要な種の確認位置について を説明≫
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【議

長】

ただいまの説明に対してご意見，ご質問がありましたらお願いいたし
ます。

【委

員】

イヌノフグリですが，こういう場所にあることは普通あまり考えられ
ません。昔からの古い家などでしたら考えられるのですが。

【事 業 者】

これについては，既設の発電所の環境アセスメントのときにも同じよ
うな場所で確認されておりまして，ずっとここで繁殖しています。ある
文献には，アルカリ性の土壌で繁殖しやすいといったことも書かれてい
ます。

【委

員】

コヒロハハナヤスリは胞子で飛んでくるので，環境さえあれば出てく
る可能性はありますが，イヌノフグリだけは，なぜこの環境で生育でき
ているのかよく分かりません。しかし，同じような環境ができないと移
植は難しく，植えてもなくなってしまう可能性が非常に高いです。

【事 業 者】

コヒロハハナヤスリをどこに移植しようかということを検討していま
す。近い種でコハナヤスリが自生しているところがありますので，その
場所に移植することを検討しています。
イヌノフグリについては，種をとるだけでは環境が合うかどうか分か
りませんので，種をとることと，下の土ごと落ちた種を持っていくこと
の両方の対応を検討しています。

【委

員】

一年草なので，種からしか増えないですからね。

【事 業 者】

はい。落ちた種も含めて対応することを考えています。

【委

これまで実施された他事業で希少種が見つかった際に，移植するとい

員】

うことで何となく済んでしまって，移植後に見られなくなりましたとい
う報告をされることが多くあって，非常に残念に思っています。実行可
能な範囲内で低減が図られている，と準備書に記載されていることはそ
の通りだとは思いますが，ぜひ大切にしていただきたいと思います。や
ることをやったからいいじゃないかということは人間のおごりだと思い
ますのでよろしくお願いします。
【事 業 者】

敷地西側の灘浜サイエンススクエアに設けたビオトープに貴重種をお
持ち込みいただいて，そこで育てているというような取組もさせていた
だいたり，ＮＰＯ団体にも活動していただいておりますので，そういっ
たことも含めてきちんと取り組んでいきたいと思います。

【委

員】

これ以上申し上げませんが，移植は万全策とはとても思えません。よ
ろしくお願いします。

【事 業 者】

しっかりと取り組んでまいります。

【委

御影浜にはビオトープか何かがあるのでしょうか。

員】

【事 業 者 】

小さな池がございます。
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【議

長】

ビオトープを作っていただくのはいかがでしょうか。

【事 業 者】

将来的に，活用等を検討する際に配慮させていただきます。

【議

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

長】

それでは，意見がなければ本日の審議はこれで終了いたします。事業
者の方，どうもご説明ありがとうございました。
≪事業者 退席≫
【議

長】

それでは本日の資料の取り扱い及び今後の予定につきまして，事務局
よりお願いいたします。

【自然環境共生課長】

資料 12 につきましては，部分公開ということで，公表可能な部分のみ
を公表させていただきます。
それでは，これをもちまして審査会を終了させていただきます。本日
はお忙しい中，どうもありがとうございました。
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