
1 

土壌汚染対策とリスクコミュニケーション 

ー事例を中心にー 

DOWAエコシステム株式会社 

ジオテック事業部 

千田善秋 
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本日の内容 

（１）リスクコミュニケーションの概要 
 

（２）土壌汚染対策におけるリスクコミュニケーション 
 

（３）リスクコミュニケーションにおける注意点 
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（１）リスクコミュニケーションの概要 
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リスクコミュニケーションとは 

関係者が、相互にコミュニケーションを行いな
がら、情報を共有して理解し合い、信頼関係を
構築して円滑に事業を進めるために行うプロセ
スです。 

 

土壌汚染に係わる事業（対策工事）だけではな
く、生産活動や開発計画などの事業において
も必要とされるプロセスです。 
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リスクコミュニケーションに関係する対象者 

周辺関係者 
（近隣住民・企業等） 

事業実施者 
（企業等） 

自治体 

事業に伴い発生するリスクに 
対しての助言・指導 
近隣の情報など 

事業（土壌・地下水汚染）に伴うリスク 
リスクへの対応方法など 
意見、要望などへの対応 

問合せ、意見、要望、苦情など 

問合せ、意見、相談 

情報の公表 

事業に伴い発生する 
リスク対応の報告・提出、相談 
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土壌汚染により発生するリスクとは 

健康リスク 
 ・有害物質による健康影響（対象者全員） 

 ・対策工事中の事故（対象者全員） 

対象者全員が同じリスクを抱える。 

経済リスク 

 ・事業活動への影響・・・（事業実施者） 

 ・不動産価値の低下・・・（事業実施者、周辺対象者） 

 ・風評被害（ブランド（地域）イメージの低下）・・・（対象者全員） 

対象者による抱えるリスクが異なる。 

上記のリスクが起因し、 
新たに発生する可能性があるリスク 
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土壌汚染対策とは 

新たに発生する可能性があるリスクの防止 

健康リスクを低減するため対策を実施する。 

（関係者全員の目的は一致） 

ただし、対策による健康リスク低減の捉え方は様々 

→リスクコミュニケーションの実施により捉え方を統一 



8 

目的を間違えない 

○ 土壌汚染対策の目的はまず将来にわた
る土壌・水質の保全・拡散の防止である。不
動産取引のためでも、基準以下の値を得る
ことでもない。 
 

○ ポイントで環境基準を達成することよりも
俯瞰的に土地全体をみて対応を考えたい。 

遵守すべきこと（健康被害の可能性）は、法になくても
徐々に対処。企業が目指すポリシーとしては、やはり自
身の子孫にも汚染が影響しないような観点に立つべき。 

土壌汚染対策時の注意点 
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リスク＝暴露量×有害性 

→暴露がなければ、リスクは存在しない。 

→毒性値が大きくても、リスクが大きいとは限らない。 

有害物質による環境リスク 

環境基準とは 
  ゼロリスク → リスク管理なし 

健康リスクの低減とは 
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土壌汚染対策による健康リスクの低減は 

うまく説明しにくい 

○ 多くの環境基準に規定される物質は、毒であり、薬
の作用は低い。また、その工業利用の用途（便益）が周
辺関係者・自治体には明確に見えない。 

 →大きな問題が無くてもリスクは、多くの場合受認さ
れにくい。 
 

○ 今までの事業実施者の姿勢（周辺関係者、自治体
との関係）が良好でなかった。 

 →説明内容以外にも、リスクが存在しているのではと
いう不安。 

後者は、普段の事業活動が起因している。 
 →普段の取り組みにより信頼関係を作る 
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普段の取り組みとは 
周辺関係者との関係 
○日常的な会話 
 ・日常的な対話（挨拶など） 
 ・要望や相談などの窓口の設置 
 
○地域活動への取り組み 
 ・周辺の清掃 
 ・安全活動や防災活動 
 ・教育活動の受入（工場見学等） 
 
○住民参加のイベント 
 ・スポーツ施設等の開放 
 ・事業所見学会 
 ・事故発生時などの説明会 

自治体との関係 
○日常的な会話 
 ・環境関連法令に関する相談 
 ・環境対策に関する相談 
 ・環境法令に関する書類の迅速な提出 
  
 
○地域活動への取り組み 
 ・周辺の清掃 
 ・安全活動や防災活動（警察・消防） 
 ・教育活動の受入（教育機関） 
 

日々の取り組みにより、信頼関係を構築する。 
 →日常的なリスクコミュニケーション 
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普段からリスクコミュニケーションが良かった例 

普段からリスクコミュニケーションが悪かった例 

○継続的にお祭りへの寄付、清掃活動、消防訓練への積極的
な参加をしていた。 

 →地区会長訪問時に小・中学校での説明の機会を紹介される。 
 

○操業時の事故時の問題が発生した時などに、説明会や対応
状況の見学会を行っていた。 

 →対策工事説明会終了時に、励ましていただけた。 

○事業閉鎖後、警備会社に管理を委託し、長期間周辺との関係
が疎遠になっていた。 

 →資料説明開始前から、説明内容と異なる質問が出るなど、
説明が何度も中断する状況となった。 

日々の取り組みにより、信頼関係を構築することによ
り、リスク管理を共同で行える。 
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（２）土壌汚染対策におけるリスクコミュニケーション 
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土壌汚染の何が問題か 

（１）多くの場合、汚染物質が存在すること自体が問
題ではない。 

（２）汚染物質の存在を知らずに、摂取したり拡散し
たりすること（管理されないこと）が最も問題。 

（３）管理されないことにより、以下のことが起こる。 
 

○ 汚染物質は受認リスクがとりにくいために、それ
よってかき立てられる不安 

○ 公表時期や対策を誤って周辺に不信をもたれる
と、不安を払拭する事も難しい。 

リスクコミュニケーションを実施することにより、①現在まで発生
していたリスク、②対策を実施後のリスク、これらの認識を関係
者全員で共有する。 
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土壌汚染対策におけるリスクコミュニケーション 

調査開始前に、土壌汚染対策までの概略スケジュールを作成する。 

→何時、誰に、どのような方法で、リスクコミュニケーションを実施
するかを把握（計画）する。 

 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

事前訪問 調査結果報告 完了届出

対策計画報告

道路使用許可

特定建設工事

現地訪問

履歴調査報告書作成

現地調査

概況調査報告書作成

現地調査 分析・結果まとめ

詳細調査報告書作成 報告書作成

対策計画書作成

届出書類提出

土壌浄化

報告書作成

終了報告

資料作成

資料作成・QA作成 住民説明会等

：業務のうち、現地工事等の現地作業を主とするもの

：業務のうち、現地工事等のモニタリングを主とするもの

：業務のうち、試料分析・分析データ評価、あるいは協議打合せ等の室内作業を主とするもの

解体工事

社内説明会

学校・警察・自治会長へ説明

事前訪問(調査結果)土壌にかかわる行政報告等
（環境部局）

工事にかかわる行政報告等
（環境部局・労働基準監督署・警察

等）

相談(情報開示)

事　項

履歴調査結果報告

概況調査結果報告
行
政
対
応

2009年 2010年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ａ株式会社　Ｂ事業所　土壌に係る調査・対策工程（地下水汚染が存在しない場合の想定案）

4月 5月 6月 7月 8月 9月

情
報
開
示

周辺関係者への開示

ホームページ

対

策

対策計画作成

解体工事

土壌対策工事
（掘削除去・現地処理）

調

査

資料調査

概況調査

詳細調査
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何時、誰に、リスクコミュニケーションを実施するか 

調査開始前および調査中 

 事業実施者 

 （プロジェクト関係者（対象地責任者、環境担当）） 

 自治体（環境部局） 

 

調査終了後、対策実施前、対策中、対策終了後 

 事業実施者 

 （プロジェクト関係者（対象地責任者、環境担当、 

  広報担当、対象地勤務者）） 

 自治体（環境部局、警察署、消防署等） 

 周辺関係者（住民、地権者、教育機関、事業者等） 

リスクコミュニケーションを補助する会社(インタープリター)は 
 →調査から対策までをコーディネートできる会社を選定すべき 
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リスクコミュニケーションのタイミングが良い例 

リスクコミュニケーションのタイミングが悪い例 

○調査結果と対策計画について、調査終了後間をおかず説明会
を開催。 

 →調査から対策開始までの期間が短かったため、リスクの継続
に関する質問は出なかった。 

○汚染確認（調査終了）後、時間が経ってから説明会を開催した。 

 →説明会にて対策が着手していない理由、その間のリスクなど
の質問が集中した。 

○汚染確認（調査終了）後、対策計画を立案しない状態で説明会
を開催した。 

 →なぜ対策を実施しないのか、いつまでリスクが存在するのか
などの質問が集中した。 

 リスク管理がされていない状態での説明会では、不安のみが大き
くなる場合がある。 

→調査実施中に同時に対策計画を作成し、説明会時には、対策
概要（手法・期間・費用）が用意されていることが必要。 
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調査開始前および調査中のリスクコミュニケーション 

○調査開始前 

自治体 

 概略的な調査スケジュールの説明 

 対策開始スケジュール 
 

○調査中 

自治体 

 概況調査結果の報告 

 想定リスクコミュニケーションのスケジュール 

 想定対策手法および想定対策スケジュール 

調査段階においても対策を見越して報告・相談を実施 

スケジュールを前倒しで相談 

→周辺対象者とのリスクコミュニケーションのタイミングの最適化 
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調査終了後、対策実施前における 

リスクコミュニケーションの方法 

一方方向の情報発信では、コミュニケーション不足となる 

 →健康リスクが係わる対象者には、対話型の方法で対応 

対象範囲 

 

コミュニケーション 

狭い 広い 

対話 個別訪問 説明会 

一方方向 説明文の配布 
ホームページ

への掲載 
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調査終了後、対策実施前のリスクコミュニケーション 

（スケジュール） 

短期間で多数の関係者とリスクコミュニケーションをとる。 
説明に使用する資料は、自治体、周辺対象者、事業者全て同じもの
を用意する。 
 →関係者に優劣はない。 
資料の修正や説明が多数になるため、情報の管理・整理が重要。 

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

環境部局
相談

(資料)
説明

(対象範囲)

事前確認
(調査報告書)
(対策計画書)

提出
(調査報告書)
(対策計画書)

教育機関、警察等
説明

(教育機関)
(資料)

説明
(警察等)
(資料)

区長、会長

説明
（資料）
相談

(対象範囲)

説明会対象者

地権者等

近隣事業者 個別訪問

事業者 対象地勤務者

説
明
会
実
施

説明会実施

その他説明会
対象者

周辺対象者

自治体

開
催
通
知
配
布
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調査終了後、対策実施前のリスクコミュニケーション 

（説明会準備） 
事業実施業者 
 自治体への相談、打合せ、説明、資料の提出 

 自治区長、会長への相談、説明 

 説明会の案内状作成、配布 

 説明資料の作成（工場の概要、調査・対策の経緯等） 

 説明会の準備（会場準備、Ｑ＆Ａ作成等） 

 その他説明資料の作成（ホームページ掲載、記者クラブへの投げ込み） 
 

調査・対策業者 
 説明資料の作成（調査結果、対策計画等） 

 自治体提出資料の作成（調査報告書、各種工事届出書類） 

 （自治体や自治会長への説明） 

 （ホームページ掲載、記者クラブへの投げ込み資料作成） 

 （Ｑ＆Ａ作成等） 
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調査終了後、対策実施前のリスクコミュニケーション 

（説明会資料など） 

説明会の案内状 個別訪問説明資料 
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調査終了後、対策実施前のリスクコミュニケーション 

（説明会資料など） 

説明会の資料 その他資料（報道機関向等） 
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調査終了後、対策実施前のリスクコミュニケーション 

（説明会資料内容） 
説明する内容 
 事業所の概要や歴史 

 調査の経緯、汚染の経緯 

 汚染の状況（調査結果、リスクの内容（周辺への影響等）） 

 対策の内容（工事内容、リスク低減内容） 

 連絡先 
 

対策工事では、有害物質によるリスク以外にも健康リスクが発
生する。 

 →工事により発生するリスク（騒音、振動、粉塵、交通事故）
の説明およびリスク対策も説明が必要 

 
対策工事において、健康リスクは有害物質によるもの
だけではない。 
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説明会において出された質問 

23件, 25%

5件, 5%

13件, 14%
26件, 29%

9件, 10%

3件, 3%

2件, 2%

7件, 8%4件, 4%

その他 
(工事後の計画等) 

工事 その他 

工事 交通関係 工事 作業内容 
(騒音、振動、粉塵等) 

工事 対策内容 

過去の操業 
調査 汚染状況 

調査 周辺影響 

調査 その他 

A工場環境対策工事住民説明会における質問内容 

対策工事によって発生する新たな健康リスク（騒音、振
動、粉塵、交通等）も説明が必要となる。 
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調査終了後、対策実施前のリスクコミュニケーション 

（説明会終了後） 

・説明会においてだされた意見・要望の整理 

・意見・要望への回答の整理 

・意見・要望に対する今後の対応 

 

以上の情報を関係者で共有化する。 

 関係者・・・事業実施者、自治体、調査・対策業者 

 

場合によっては、 

・質問に対する回答書の回覧 

・周辺関係者代表への追加説明 

等を実施して、コミュニケーションをとる。 
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説明会によるリスクコミュニケーションでの問題点 

不信感を与えてしまう例 
 ○説明資料の不一致 

   ・対象者に応じて説明資料を変更 

 ○質問に対する回答の不一致 

   ・同一の質問内容に対しての回答 

   ・以前の回答に対しての回答 
 

誤解を与えてしまう例 
 ○説明資料が難解 

   ・専門用語が多い 

   ・複数の解釈が可能 

 ○質問に対する回答が難解 

   ・専門用語が多い 

   ・回答が不明確 

説明会前の準備が重要 
 
・説明資料の確認 
 同一資料の作成 
 説明会参加者以外による内容
の確認等 
 

・Q&Aの作成 
 説明会参加者全員による確認 

 回答者の確認 
 
・説明会のリハーサル 
 リハーサル後のミーティング 

 
・前回までの説明会での
情報確認 
 前回の説明会の議事録確認 

 意見・要望への対応状況確認 

解決には 
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対策工事中、対策完了後のリスクコミュニケーション 

○対策工事中 
周辺対象住民 

 週間工程表の提示、配布 

 月例代表者会議（進捗状況,モニタリング状況の報告,苦情・要望等の対応案） 

 対策状況見学会の開催 

自治体 

 対策状況の報告（進捗状況,モニタリング状況の報告,苦情・要望等の状況） 
 

○対策工事完了後 
周辺対象住民 

 対策工事終了の報告（説明会の実施、資料配付） 

自治体 

 対策完了報告書の提出   

住民説明会だけで、リスクコミュニケーションは終わらない 

 →対策実施中もリスクコミュニケーションの実施が必要 
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対策工事中・対策完了後に出された苦情・要望 

○有害物質によるリスクについて 
 汚染の拡散の有無はないのか。 

 作業が順調に進んでいるのか。 

 

○その他のリスクについて 
 騒音・振動が大きい。 

 粉塵が多い。 

 工事時間が守られていない。 

 

○その他の要望 
 お祭りに参加してほしい。 

 清掃に参加してほしい。 

  

定期的なリスクコミュニ
ケーションが重要 
 
・工事進捗状況の回覧 
 進捗状況 
 苦情・要望への対応状況 
 モニタリング結果 
  

・工事予定の回覧 
 工事内容 
 騒音・振動・粉塵の発生作業 
 工事車両の運行状況 

  
・定期的な意見交換会 
  
・行事への参加 

解決には 
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（３）リスクコミュニケーションにおける注意点 
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①客観的な目をもつ 

○ 自社の考え方が世間からみて合ってい
るかを考える鏡が必要。自身で考えている
限り種々の制約や考えの甘さが必ずある。 
 

○ 浄化をする側を単なる工事の業者とし
て使っている限り、危機管理を含んだ対策
は難しい。 
 

調査の段階から処理後の状況まで、環境の視点で全体
を見通すことができる良いコンサルタントを探したい。 
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②当事者意識を持つ 
 

○ 行政にゆだねても全てのリスクの解決に
はならない。基本的にお墨付きはない 
 

○ 全て業者任せにすること、ただ安いだけで
選ぶことなどは自社のゆくえを放り投げること
で、リスクを増大させる。 
 

○ 土地の利用目的、今後のフォーカス、費
用などの条件に応じ、適切な管理とあわせ自
社の責任で対処する。 
 

○ 選択時に処理の内容にも充分気を配る。 
 目の前から消えればいい？ 
 法的に問題は無いと聞いたが環境的に良いか？ 
  

対策は自身の企業が目指すポリシーと合致しているか。 
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○ 工事が終了すれば終わりではなく、場合によって
はモニタリングや搬出の際の管理がある 

 →多くの場合、忘れてしまうことも多いため、管理プログラ
ムに組み込む必要がある。 

 

○ 予防措置 
 →他の環境関連対策（水質、大気、廃棄物等）と異なり、
土壌汚染は通常操業では意識されにくいため、再発の恐れ
が高い。モニタリング等の管理プログラムを作成し、予防措
置を実施する必要がある。 

 

③対策後のコミュニケーション 

対策工事だけで、リスクコミュニケーションは終わらない 

 →対策終了後もリスクコミュニケーションを継続することに
よりに信頼関係を継続する。 
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ご静聴ありがとうございました 


