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1. Introduction 
 

Hyogo Prefecture is located roughly in the center of Japan, with the 135° East meridians 
that determines Japan Standard Time. The area is of approximately 8,400 square kilometers 
and its 5.57 million inhabitants make it the eighth most populous prefecture. The problem of 
pollution was recognized in Amagasaki and other cities in Hyogo's industrial belt as early as 
the latter half of the 1940's, following World War II. Pollution increased in the mid 60’s to 
late 70's with the rapid popularization of automobiles and also because of the huge amounts of 
nitrogen oxide emissions, and health problems resulting from photochemical smog began to 
appear in the early 70's. In response to these problems, the prefecture began to devise 
measures intended to check pollution, enacting the "Pollution Control Ordinance" in 1965 and 
setting up governmental agencies responsible for implementing measures to reduce pollution 
in 1971. At the beginning of the 80's, the effect of the two oil crises popularly known as "oil 
shocks," one in 1973 and the other in 1978–9, caused the country to shift from an age of high 
growth to a low-growth. However, increasing urbanization changes in lifestyle, and other 
factors also brought changes in the nature of pollution problems, resulting in the need for new 
ways of dealing with these issues. 

The prefecture is tackling mainly following 3 issues concerning atmospheric 
environment at present.  

1)Promoting Measures to Control Automotive Pollution 

2)Promoting Measures to Reduce Hazardous Air Pollutants  
3)Measures to Reduce Suspended Particulate Matter 
The outline of these promotions is described below. 
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2. Measures for the Preservation of the Atmospheric Environment in Hyogo Prefecture 
(Except for Acid rain and Green effect gasses) 
 
(1) Promoting Measures to Control Automotive Pollution 

a. Measures to Reduce Pollution from Automobile Traffic 
Based on the Automobile Pollution Control Plan established in January 1998, the 

prefecture has been working together with related organizations to promote comprehensive 
pollution control measures against sources, distribution of goods, human flows, and vehicular 
traffic. Furthermore, trial adoption of a "road pricing" system was instituted in November 
2001 with the aim of improving the environmental quality along the roadways in the urban 
area by leading automobile traffic away from urban areas and out to coastal roads. 

Measures to Reduce Pollution from Automobile Traffic 
(A) Measures Focusing on Automobiles 

・ Regulations governing automobile exhaust emissions and classifications 
・ Measures to reduce black smoke from diesel-powered automobiles  etc. 

(B) Adjustment and Reduction of Traffic Congestion 
・ Promotion of New Universal Traffic Management Systems (UTMS) 
・ Implementation of Traffic Demand Management (TDM) 

(C) Measures Targeting Traffic Flow 
・ Environmental Road Pricing  etc. 

(D) Measures Targeting Roadway Structures 
・ Installation of low-noise pavements and sound barriers 
・ Provision of emergency areas in case of environmental disaster  etc. 

(E) Surveys and Measurements 
・ Monitoring of air quality at the Automobile Exhaust Gas Monitoring Stations 

 
b. Promotion of Plans to Reduce the Total Amount of Nitrogen Oxides 

Based on the "Automobile Nitrogen Oxides Plan" enacted in November 1993, the 
prefecture has promoted reduction of automobile NOx emissions by supporting companies' 
own pollution management programs, accelerated wider use of low-pollution and low-
emissions vehicles through projects to introduce and support cars for public use, and 
developed measures such as "Idling-Stop" and "Eco-Driving" movements. 

Now, following amendment of the "Law Concerning Special Measures to Reduce Total 
Automobile Nitrogen Oxides Emissions in Specified Areas" (Automobile NOx Law) in June 
2001 and the "Law Concerning Special Measures to Reduce Total Automobile Nitrogen 
Oxides Emissions and Particulate Matter in Specified Areas" (Automobile NOx–PM Law), 
the prefecture is developing a new "Plan to Reduce Total Amount of Automobile Nitrogen 
Oxides and Particulate Matter Emissions" in 2002. 

c. Efforts to Reduce the Number of Diesel Powered Vehicles 
Due to the effects on health recently tied to particulate emissions from diesel-powered 

vehicles, the prefecture is promoting counteractive measures such as provision of subsidies to 
help private businesses purchase natural-gas-powered garbage trucks and install diesel 
particulate filters (DPF). 

 
(2) Promoting Measures to Reduce Hazardous Air Pollutants  
 

In order to prevent damage to public health from exposure to benzene, dichloromethane, 
and other hazardous air pollutants, the prefecture has been monitoring air quality, 
implementing surveys to track the state of emissions from factories and providing guidance in 
ways to reduce factory emissions. 

234 substances are listed as hazardous air pollutants by Ministry of the Environment and 
the Hyogo prefecture is monitoring the 21 substances listed in the right table. 
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(3) Measures to Reduce Suspended Particulate Matter 
 

The Air Pollution Control Law determines discharge standards for soot- and dust-type 
suspended particulate matter (aerosols) discharged from fixed sources according to the type 
and scale of factories or facilities generating soot and smoke. Working to ensure rigorous 
adherence to the discharge standards, the prefecture has given guidance in ways to reduce the 
amount of particulate matter being discharged, including guidance provided through 
environmental preservation (pollution prevention) agreements, and promoted the use of clean 
fuels and installation of particulate filters. 

The prefecture is also gaining a better idea of the amount of "condensation dust," 
particulate matter in fumes formed when factory smoke mixes and condenses with the 
surrounding air immediately after the high-temperature gases are discharged. The prefecture 
continues to monitor discharge conditions even more intently, with urban incinerators the 
center of attention. 

Recent studies, including epidemiological studies conducted in the United States 
investigating the health impacts of fine aerosol particles with diameters of 2.5 µm or less 
(PM2.5). In order to gain a better grasp of conditions regarding PM2.5, the Hyogo Prefectural 
Institute of Public Health and Environmental Sciences is running trials of low-cost samplers 
that employ filtering methods with high precision. Measurement results obtained in 
monitoring by the institute, which is located in Kobe, indicate that 60%–80% of what was 
previously classed under earlier environmental standards as PM10 can now be classed as 
PM2.5. 
 
3 Conclusions 

As it is mentioned above, the measures against air pollution have been conducting by the 
prefecture. The outline of these promotions is as follows; 

(1) Against the Automotive Pollution: The prefecture is promoting, Reducing black smoke, 
Reduction of traffic congestion, Road pricing. etc.  And also recommending Idling-stop, 
Eco-driving. Making efforts to reducing the number of diesel powered vehicles.  
(2) Against the Hazardous Air Pollutants: The 21 hazardous substances are listed and the 
monitoring has been conducted. 
(3) Against the Suspended Particulate Matter: Providing the guidance about use of clean 
fuels and installation of particulate filters. And, the investigation of PM2.5 is started by the 
prefecture because of the measurement results obtained by the institute, 60%–80% of 
PM10 can now be classed as PM2.5. 

 
References 
Ministry of the Environment (Japan): 2002 Environmental White Paper (2002) 
Hyogo Prefecture: 2001 Environmental White Paper in Hyogo Prefecture (2001) 

Hazardous air pollutants 
1 Tetrachloroethylene 
2 Trichloroethylene 
3 Vinyl chloride monomer 
4 Chloroform 
5 Ethylene oxide 
6 1,2-dichloroethane 
7 Dichloromethane 
8 Acrylonitrile 
9 1,3-butadiene 
10 Benzene 
 

11 Acetaldehyde 
12 Formaldehyde 
13 Nickel compounds 
14 Arsenic and its compounds 
15 Manganese and its compounds 
16 Beryllium and its compounds 
17 Hexavalent chromium compounds 
18 Mercury and its compounds 
19 Benzo[a]pyrene 
20 Talc (including asbestos fiber) 
21 PCDFs and PCDDs and co-PCBs 
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兵庫県における大気環境保全政策 

1.はじめに 

兵庫県は日本のほぼ中央に位置しており、日本の標準時を決める東経 135 度の子午線が、

南の東浦町から北の但東町まで５市８町を通っている。兵庫県の面積は約 8400km2 で 47 都

道府県中第 12 位、人口は約 557 万人で同じく第 8位である。瀬戸内海沿岸部を中心として

工場地帯が形成され、それに伴い様々な環境問題が生じ、その解決への対策も講じられて

きた。兵庫県では、尼崎など第２次世界大戦前からの工業地帯において 1940 年代後半から

公害の発生が見られるようになった。1950 年代後半からの高度経済成長期には、エネルギ

ー消費が急速に増大するとともに、石炭から石油へとエネルギー源の転換により、大気汚

染が当初は粉塵を中心としたものから硫黄酸化物を中心とした汚染に形態を変化させつつ

広域化、深刻化させていった。1960 年代後半に入ると急速な自動車の普及ともあいまって

窒素酸化物による汚染が進み、1970 年代初めには光化学スモッグが発生するようになり、

健康被害が生じるようになった。県では、これに対応するために、1965 年には、「公害防止

条例」を制定するとともに、公害対策を実施していくための行政機構を整備し、国に先駆

けて公害対策の展開を始めた。1960 年代後半は、この公害防止条例に基づき、指定施設や

排出基準の設定などにより、公害の抑制に努めた。国においては、1967 年に環境行政の枠

組みを規定する「公害対策基本法」が制定され、以後、同法を受けて、1968 年には「大気

汚染防止法」及び「騒音規制法」が、1970 年には「公害紛争処理法」、「公害防止事業費事

業者負担法」「水質汚濁防止法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定され、

今日の環境行政に係る法体系の基礎が整備された。1980 年代に入ると、1973 年及び 1978

年～79 年の２度の石油危機等の影響を受け、高度成長の時代から低成長、安定成長期へと

転換し、省エネルギーやこれまでの公害対策の進展とあいまって、環境の状況は総体的に

改善された。しかし、都市化の進展や生活様式の変化等により、公害問題は様相を変え、

新たな対応が求められるようになった。 

大気環境に目を向けると、硫黄酸化物による汚染は、総量規制や脱硫装置の導入、燃料

の低硫黄化により、着実に改善された。一方、窒素酸化物については、1973 年に環境基準

や工場に対する排出基準が定められ、1970 年代後半には改善の傾向が見られるようになっ

たが、自動車交通量の増加等により、1985 年を境に再び濃度の上昇の傾向が見られるよう

になった。 

 

2.兵庫県における大気環境の保全の施策 

(1) 自動車公害防止対策の推進（別紙資料参照） 

a.総合的な自動車公害対策の推進 

1998 年 1 月に策定した「自動車公害防止計画」に基づき、発生源・物流・人流・交通流

等の各種対策を、関係機関と連携を図りながら、総合的に推進している。なお、阪神間に

おける沿道環境の改善を図るため、2001 年 11 月から、都市部の交通を臨海部に誘導する環

境ロードプライシングが試行されている。 
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b.自動車排出窒素酸化物総量削減計画（自動車 NOx 計画）の推進 

1993 年 11 月に策定した「自動車 NOx 計画」に基づき、事業者の自主管理による自動車

NOx 排出量の削減、県公用車への導入や補 助事業等による低公害車・低排出ガス車の普及

促進、アイドリング・ストップ等のエコドライビング運動などの施策を推進している。 

なお、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別

措置法」（自動車 NOx 法）が、2001 年 6 月に改正され、「自動車から排出される窒素酸化物

及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（自動車 NOx・PM 法）

に改正されたことに伴い、県においても 2002 年度に新たに「自動車 NOx・PM 総量削減計画」

を策定する。 

c.ディーゼル車対策 

近年、ディーゼル車から排出される粒子状物質による健康影響が指摘されていることか

ら、民間事業者に対する天然ガス塵芥車の購入費補助や DPF 導入補助などの施策を推進し

ている。 

 

(2) 有害大気汚染物質対策の推進 

ベンゼンやジクロロメタン等の有害大気汚染物質による健康被害を未然に防止するため、

大気環境モニタリングを実施するとともに、工場等における排出状況の実態調査及び排出

抑制の指導を実施している。 

 

(3) 浮遊粒子状物質対策 

大気中の浮遊粒子状物質（エアロゾル）のうち、固定発生源から排出されるばいじんにつ

いては、大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出基準が定め

られている。兵庫県では、大気汚染防止法に基づく排出基準の遵守を徹底するほか、環境

保全（公害防止）協定による指導などにより、良質燃料の使用及び集じん機の設置など、

ばいじん排出量の低減指導に努めている。 

また、工場の煙突から出た高温のガスが大気中に排出された直後に大気との混合冷却等

により粒子化する「凝縮性ダスト」の実態把握も進めている。測定方法の検討や固定発生

源からの排出実態を調査し、国を中心とする調査検討会において、工場から排出されるば

いじんの 30％が凝縮性ダストであると推定されている。今後さらに都市ごみ焼却炉を中心

に排出実態調査を進めていく。 
さらに近年、粒子径が 2.5μm 以下の微小なエアロゾル粒子 PM2.5 の健康影響が米国での

疫学調査等から指摘されているが、兵庫県下の実態把握はあまり進んでいない。兵庫県の

健康環境科学研究センターでは、PM2.5 の実態把握を進めるため、測定精度が高くなおかつ

メンテナンスが容易で、重量濃度測定の基本であるフィルター法を用いた安価なサンプラ

ーを試作し、測定性能の評価を進めている。神戸市にある当研究所でのモニタリングでは、

従来の環境基準項目である浮遊粒子状物質 PM10 の 60～80%が PM2.5 という測定結果が得ら

れている。 
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自動車交通公害対策 

 
(A)自動車単体対策 
1.自動車排出ガス規制、車種規制 
2.ディーゼル車の黒煙対策 
・ディーゼル車に対する集中自主点検等を推進する。 
・ディーゼル車の黒煙取締りを実施する。 
・黒煙監視モニター（公募）制度を実施し、通報により自動車使用者を指導する。 
3.低公害車導入の促進 
4.特殊車両通行許可違反、過積載車両の取締り 
 
(B)交通需要の調整・低減 
1.新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の推進 
・公共車両優先システム（ＰＴＰＳ） 
・交通公害低減システム（ＥＰＭＳ ） 
2.ＴＤＭ施策の推進 
自動車交通から公共交通への転換など総合的な交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策を進

める 
 
(C)交通流対策 
1.道路ネットワークの整備等による交通流の分散、円滑化 
2.交通円滑化のための道路改良等 
3.環境ロードプライシング 
4.ドライバーへの情報提供の強化 
 
(D)道路構造等対策 
ａ 低騒音舗装、遮音壁等の整備 
・沿道における自動車騒音等を緩和するため、低騒音舗装や遮音壁の設置等の整備を推進

する。 
ｂ 環境防災緑地等の整備 
ｃ 沿道地区整備 
ｄ 土壌脱硝及び光触媒のフィールド実験 
 
(E)調査・測定 
自動車排ガス測定局による大気モニタリング 
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