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土壌汚染に関するリスクコミュニケーション
について参考となるガイドライン
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自治体向け
（平成16年7月）

土壌汚染リスクコミュニケーション
のあり方に関する検討会

事業者向け
（平成20年6月）

環境省

事業者向け
（平成26年10月）

（公財）日本環境協会



事業者が行う土壌汚染に関する
リスクコミュニケーションのためのガイドライン
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位置付け

土壌汚染地の土地所有者や
汚染原因者として土壌汚染対
策を行う立場となることの多
い工場・事業場等の事業者の
方々に、土壌汚染に関するリ
スクコミュニケーションを行う
にあたっての基本的な考え方
や実施方法について知っても
らい、土壌汚染の現場でリス
クコミュニケーションを行う際
に参考にしてもらうことを目的
としている。



土壌汚染に関するリスクコミュニケーション

事業者と周辺住民の方々が土壌汚染やそれによる健康リス
ク、対策の必要性などについて情報を共有し、共通の理解を
もつための双方向のコミュニケーション

土壌汚染に関するリスクコミュニケーションとは
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目的は、リスクに関する情報の共有による
相互理解であって、合意形成ではない

リスクの低減に役立つような
建設的なコミュニケーションが

成立することが重要

（内山巌雄，2009）



リスクコミュニケーションの意義・目的①

土壌汚染の現場で起こりうる事態

土壌汚染は目で判断できるものではない
必要な情報が公表されていなければ、汚染の状態や環境リスクの程
度等を知ることができず、不安を生じやすい

事業者の側から土壌汚染に関する情報を積極的に公表しな
いケースも少なくない
周辺住民の方々等が、情報を隠しているのではないか等のマイナス
のイメージを事業者に対してもってしまうことがある
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（日本環境協会（2014）より）



リスクコミュニケーションの意義・目的②

リスクコミュニケーションの意義・目的

土壌汚染に関する情報を共有化することで、周辺住民等に
土壌汚染の状況を正確に把握してもらい、健康リスクに関す
る不安を取り除き、現状の問題点や今後の対応に対する理
解を深めてもらう

リスクコミュニケーションによる効果

土壌汚染に対する取り組みを円滑に進めるための信頼関係
が構築できれば、その後の苦情やトラブルを防止することも
期待できる

環境対策を周辺住民と十分なコミュニケーションを取りながら
行い、情報開示を進めることで、企業の社会的責任（CSR）を
果たすことにつながり、事業者の信頼性や社会的な評価の
向上につながる
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（日本環境協会（2014）より）



リスクコミュニケーションにおける注意事項

 U.S.EPA（米国環境保護庁）より提示された「リスクコミ
ュニケーションについての七つの基本原則」
事業者は、利害関係者を正当なパートナー（共働者）として
受け入れ、連携せよ
利害関係者と協力した地域環境の改善活動の実施等

注意深く立案し、その過程と結果について評価せよ
相手の言うことに耳を傾けよ
正直、率直であれ。そして透明性を高めよ
他の信頼できる人々の機関と協調、協力せよ

大学の専門家、学識経験者、国の研究機関、行政等の中立の第三
者および機関

メディアの役割、立場を理解せよ
相手が理解できるようにやさしく話せ
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（大歳，1999）



リスクコミュニケーションにおける
ありがちな思い込み・誤解

ありがちな思い込み・誤解
化学物質は危険なものと安全なものに二分される

化学物質のリスクはゼロにできる

大きなマスメディアの情報は信頼できる

化学物質のリスクについては、科学的にかなり解明されてい
る

学者は客観的にリスクを判断している

一般市民は科学的なリスクを理解できない

情報を出すと無用な不安を招く

沢山の情報を提供すれば理解が得られる

詳しく説明すれば理解や合意が得られる

一方的な情報提供や説明会、意見公募等がリスクコミュニケ
ーションである
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（浦野，2001）



リスクコミュニケーションを行うタイミング
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自治体への土壌汚染調査結果
の報告および相談

①状況・対応方針説明･公表

②経過報告

③完了報告

土壌汚染調査計画

土壌汚染調査実施

土壌汚染判明

土壌汚染対策実施

土壌汚染対策完了

自治会長等への説明
　　　　周辺住民の方々等への説明
　　　　　　　　メディアへの公表

周辺住民の方々等への報告

周辺住民の方々等への報告

情報整理
事前検討

調査の実施前の計画段階で調
査計画等情報を提供する場合
もある

・土地の活用方法の変更が
予定されている場合

・工事の際に近隣住民の方
々に説明することが慣習
化している場合

等

（日本環境協会（2014）に基づく）



リスクコミュニケーションの行い方
リスクコミュニケーションで伝える情報①

リスクコミュニケーションで伝えるべき情報の内容①
土壌汚染の状況を開示する段階の場合の一般的な例

事業所の概要、歴史

土壌汚染調査を実施した契機

公表までの経緯（汚染発見時期、今まで気付かなかった理由、汚染
発見から今まで何をしていたか）

土壌汚染調査結果（汚染物質の種類、濃度、分布状況）

周辺の情報（地下水利用の可能性等）

人の健康や周辺環境への影響、汚染の広がりの可能性

自治体との協議の内容・経過（区域指定状況等）

今後の長期的・短期的な取り組み内容（対策、管理、モニタリング）
» 詳細調査計画、対策計画、スケジュール

» 管理方法

・対策完了後に土壌汚染がある状態を維持する場合

・対策が必要ない状態で土壌汚染がある状態を維持する場合

次の情報伝達の方法、タイミング

対応体制と窓口（問い合わせ先）
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（日本環境協会（2014）に一部加筆）



リスクコミュニケーションの行い方
リスクコミュニケーションで伝える情報②

リスクコミュニケーションで伝えるべき情報の内容②
対策工事実施前の段階の場合の追加事項の例
（前ページの内容に加えて）
対策方法

対策工事の概要

対策スケジュール

作業日、作業時間

工事用車両運行ルート（重機の出入り、汚染土壌搬出等）

工事中の環境保全対策（周辺への影響防止対策、環境モニタリング）
– 周辺の安全・環境対策（騒音・振動、粉じん、大気汚染、排水等）

– 環境モニタリング(騒音、振動、大気（粉塵、ガス）、水質（排水、地下水）

工事状況および環境モニタリング結果の公開方法
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（日本環境協会（2014）に基づく）



情報の伝え方
関係者への情報提供・
説明を誠実かつ謙虚な
姿勢で実施することが
重要
周辺住民が欲しいと思う
情報を、周辺住民が判断
できるようにわかりやすく
提供

一方的な説明ではなく、
情報を受けとる周辺住
民等からの質問等への
対応も誠実に行い、双
方向にコミュニケーショ
ンする

リスクコミュニケーションの行い方
情報の伝え方
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（日本環境協会（2014）より）

土壌汚染対策における
リスクコミュニケーション



リスクコミュニケーションの行い方
自治体との係わり①

事業者のリスクコミュニケーションへの自治体の関与
リスクコミュニケーションは事業者が責任をもって行う

自治体が事業者と周辺住民の二者間のリスクコミュニケーションに関
与することについて、法律においては明確に位置付けられていない

自治体の関与の仕方は、自治体によって、また、土壌汚染
の状況によって異なると考えられる
自治体によっては、事業者から報告・相談を受けた内容に対して、以
下のような情報や助言等が得られる可能性あり

– 同様の事例におけるリスクコミュニケーションの方法や結果

– 地域性を踏まえた対応方法

– 地元の中心的な役割をされている方（窓口とすべき相手）

自治体の関与の仕方の例
– 区域指定の情報に関する公示等を通して、土壌汚染に関する情報を周
辺住民に公表

– 周辺住民からの問合せに対して、客観的・公平な立場である第三者とし
て見解を伝える
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（日本環境協会（2014）に一部加筆）



リスクコミュニケーションの行い方
自治体との係わり②
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（日本環境協会，2014）

土壌汚染対策法に基づく場合の各主体の対応およびその関係



代表的な実施方法

リスクコミュニケーションの行い方
実施方法
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（日本環境協会（2014）より）

●伝えられる情報が少ないので、誤解を招
かないよう、簡潔かつわかりやすい文章
にする

●問合せ窓口を必ず記載する

説明文書（ビラ、チラシ等）
の配付・回覧

●双方向の話し合いや意見交換の場
●直接顔を合わせて対話するため、信頼
関係が築きやすい

●感情的にもなりやすく、お互い不信感を
抱く結果になる場合もあるため、十分な
準備が必要

住民説明会の開催

●全ての関係者との情報共有が可能
●訪問する戸数が多いと事業者側の負担
が大きく、説明者が複数になる場合は訪
問者間で説明や応答の内容を統一する
ことが必要になる

戸別訪問による説明

●不特定多数の情報の受け手がいること
を念頭におく必要あり

●事実が正確に伝わり、かつ誤解を招か
ないような書き方をすることが必要

●自治体に問合せがある場合に備えて、
自治体や関係者等への事前報告を行う

メディアへの発表、
インターネットによる公表

一つの方法だけでなく、幾つかの方法を組み合わせて用いることも有効



リスクコミュニケーションの進め方
事前準備①

対応方針の検討

リスクコミュニケーションの基本的な方針の策定
事業者側の都合だけでなく、周辺住民の健康や利益が損なわれない
よう、周辺住民の立場に立って考える

責任者（社長や工場長等）を含めた社内の関係者間で、決定した基
本方針や土壌汚染状況等の情報について認識の統一を図る

周辺住民やマスコミ等からの問合せ等のための専用窓口を設置し、
できるだけ同じ担当者が応対することで、対応を統一する

– 社長や工場長等の責任者が先頭に立って積極的に取り組むことがリス
クコミュニケーションの成功につながる場合も多い
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（日本環境協会（2014）に一部加筆）



体制作り
リスクコミュニケーションを行うための体制（チーム）作り

責任者（担当役員、工場長等）、各担当者および各自の役割の決定
– 迅速な意思決定が可能な体制をとることが望ましい

– できるだけ少人数で対応を図るものとし、途中、必要に応じて各部署（総
務、広報、法務、施設、エンジニアリング等）にも協力を要請していく（無
責任な情報の漏洩による社内・外部の混乱防止）

土壌汚染問題とその調査・対策に精通し、行政からの信頼も厚いパ
ートナー（コンサルタント会社等の専門家）を選定し、助言を受けたり、
住民説明会において専門的な説明を行ってもらうことが有効

– パートナーの選定

» 指定調査機関が「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開
示」としてホームページ上で公表している「リスクコミュニケーション
に関する業務実績」の情報（件数、内容）を参考に選定することも可
能

住民説明会では、中立的な立場で専門家に出席してもらうケースもあり
» ファシリテーター（促進者）：内容に関与せず、議論を促進させる役割の人
» インタープリター（通訳者、解説者）：情報をわかりやすく解説する役割の人

リスクコミュニケーションの進め方
事前準備②
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（中島（2001）、環境省（2008）、日本環境協会（2014）をもとに一部加筆）



リスクコミュニケーションの進め方
リスクコミュニケーションの実施前に決めること①

リスクコミュニケーションの対象とする関係者の範囲の
特定

情報を提供すべき関係者の例
周辺住民の範囲

地元の中心的な役割をしている関係者

（町内会長、自治会長、商工会長、地元議員等）

近隣事業者

事業所従業員、株主、土地所有者（借地の場合） 等
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（日本環境協会（2014）に一部加筆）



リスクコミュニケーションの進め方
リスクコミュニケーションの実施前に決めること②

情報を提供する順序の検討

対象地周辺の地域性や土壌汚染の状況等に合わせて、最
適な順序を検討
最適な順序の一例

– 土壌汚染調査による土壌汚染の判明

» 自治体への土壌汚染調査結果の報告・相談

» 自治会長への状況・対応方法説明

» 周辺住民等への状況・対応方法説明

» メディアへの公表

– 土壌汚染対策の実施

» 周辺住民への経過報告

– 土壌汚染対策完了

» 周辺住民への完了報告
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（日本環境協会（2014）に基づく）

ここの順序をどう決定
するかが重要



情報提供順序の実例①
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土壌・地下水汚染調査
●自治体（環境部局）へ事前相談
⇒有識者委員会の設置
●自治体（環境部局）へ報告
■マスコミへ公表（事業者、自治
体よりそれぞれ）
■同日、事業者HP上で公表
■同日、従業員、地域、周辺企
業、関係行政機関（消防等※）
等に報告（訪問）
※危険物関係

⇒有識者委員会（非公開）にて追
加調査、対策方法等について
審議（自治体も出席）

■有識者委員会の議事録を事業
者HP上で公開

追加調査
土壌・地下水汚染対策

土壌汚染調査
●自治体（環境部局）へ報告
■マスコミへ公表（事業者より）

■同日、事業者HP上で公表
■同日、労働組合・従業員に説
明

□同日、町内会長へ説明し、住
民説明会開催について相談

□住民説明会の開催案内を戸別
配布

■住民説明会開催
応急対策
土壌汚染対策

（１）調査結果の公表の事例

（２）調査結果の公表、住民説明会
（大規模）開催の事例



②情報提供順序の実例
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対象地一部（分譲予定地）の土壌汚染調査
●自治体（環境部局）へ報告
⇒有識者委員会の設置
□対象地内の（マンションの自治会長へ
報告し、有識者委員会への自治会代
表者のオブザーバー参加を依頼

■マスコミへ公表
⇒有識者委員会（非公開）に自治会役
員がオブザーバーとして参加

対象地内土壌汚染調査
周辺環境影響評価（影響なし）

油汚染対策計画策定
□町内会長に住民説明会の開催
を相談

■住民説明会開催
■住民を戸別訪問し、油臭発生
状況を確認

油汚染対策実施

（３）住民説明会（小規模）開催の事例

（４）調査結果の公表、有識者委員会へ
の周辺住民参加の事例



リスクコミュニケーションの進め方
情報提供の開始時期

情報提供を開始するタイミング

土壌汚染の事実の把握から情報の公表時期まで期間が長く
ならないようにする
情報公表まで期間が長くなった場合

– 周辺住民の健康被害のおそれを事業者が放置していたと捉えられる可
能性あり

情報提供が早すぎる場合

– 情報が不確かであったり、その後の対策方針が定まっていなかったりす
るために周辺住民の不安を増長する可能性あり

23

（日本環境協会（2014）に基づく）

土壌汚染対策の方針を速やかに定め、できる限り早く
正確な情報を公表し、周辺住民の意見や要望に対して
真摯に対応することが重要



住民説明会の開催
円滑に勧めるために実施すべき内容
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（日本環境協会（2014）に基づき作成）

住民説明会の実施体制の検討

住民説明会の計画立案

プログラムの作成

開催通知の作成・配布

想定問答集の作成

説明資料の作成

会場の設営

リハーサルの実施

住民説明会の実施

受付準備

片付け

運営責任者、各担当の役割分担決定

開催日時の決定、会場の手配、地元キーパーソンへ
の相談

プログラム、スケジュール表（時間配分あり）の決定

案内文配布、回覧板・掲示板、ホームページの併用等

説明のシナリオ作り、ストーリー確定

想定される質問とそれに対する回答の事前検討

出演者・スタッフの動きや所要時間、説明スピードの確認

説明のシナリオ作り、説明のストーリー確定

会場の受付、配付資料用意、マイク・スピーカー用意

議事録作成、説明会写真撮影、参加者用筆記用具・
記入シート用意

片付け

事前準備

直前準備

片付け

当日準備

本番



住民説明会の開催
開催通知の記載事項

開催通知ビラの記載内容の例

住民説明会の目的や趣旨

開催日時（開催時刻、終了予定時刻等）

開催場所、地図、アクセス方法、駐車場の有無等

説明会のプログラム概略（決定している場合）

連絡窓口、担当者名、電話番号 等

※既に説明内容についてメディア等に公表している場合、
プレスリリースした資料等を添付するケースもある

25

（日本環境協会（2014）に基づく）



住民説明会の開催
基本的な進行内容

26

（日本環境協会（2014）を一部修正）

議事項目 配慮事項等

１．開会 主催者の挨拶

２．出席者紹介 主催者側（事務局）の紹介

３．進め方の確認 説明会の進め方、議題の確認
説明会の終了予定時刻を明確に伝える

４．資料説明 議題についての配付資料
スクリーン等を用いて説明

５．意見交換 出席者との意見交換
時間が限られている場合はその旨を伝える

６．その他 アンケートへの記入等

７．閉会 主催者の挨拶

８．終了後対応 意見交換の状況を踏まえ、必要に応じて個
別に意見を聴取



住民説明会の開催
想定問答集の作成（住民説明会でよくある質問の例）①

27

（日本環境協会，2014）

1.事業活動の概要について

1 事業所でどんな仕事をしていたのか

2.説明会に至るまでの経緯について

1 なぜ今回土壌汚染の調査をしたのか

2 土壌汚染調査はいつから始めたのか

3 汚染されていることはいつ分かったのか

4 汚染が確認されてから住民説明会まで、なぜこ
んなに時間がかかったのか

3.土壌汚染調査の結果について

1 汚染原因は何か

2 汚染されたのはいつ頃か

3 汚染物質はどのような用途で使われていたの
か

4 汚染されているのはどの範囲か

5 他の物質による汚染はないのか

4.人の健康や周辺環境への影響について

1 土壌汚染は人の健康に影響しないのか

2 今回確認された汚染物質の毒性について説明
して欲しい

3 基準値を超えたものはどの程度害があったの
か、基準値について教えて欲しい

4 事業所の従業員に健康被害はなかったのか

5 大雨や洪水の際に汚染土壌が敷地外に流出
しないのか

6 これ以上汚染が広がることはないのか



住民説明会の開催
想定問答集の作成（住民説明会でよくある質問の例）②

28

（日本環境協会，2014）

5.汚染対策について

1 計画している対策方法はどのようなものか

2 汚染土壌の運搬方法はどうするのか

3 工事中に汚染土壌の飛散や流出が生じないか

4 騒音や振動はどの程度あるのか

5 土壌含有量基準超過土壌の対策として舗装を
行うとのことだが、汚染土壌を取り除かなくても
影響は生じないのか

6 土壌溶出量基準超過土壌の対策として地下水
の水質の測定だけでよいのか

6.自治体への報告・相談等について

1 自治体は汚染されていることをいつ知ったのか

2 自治体からの指導等はどのような内容か

3 自治体の見解はどうか

7.今後の対応等について

1 この問題に対する社内体制はどのようになって
いるのか

2 今後の情報提供はどのように行うのか

3 跡地はどのように利用するのか



事例１ 工場閉鎖に伴う調査・対策

概要

住宅地に近接する工場敷地

工場敷地内を通る道路建設に伴う工場閉鎖予定あり

工場閉鎖に先立ち、主使用履歴物質（物質A）について自主
的な土壌調査を実施し、土壌汚染の存在を確認

地下水調査により物質Aによる地下水汚染が敷地内の一部
にとどまっていることを確認。

途中、観測井の地下水で物質Bによる地下水汚染を確認

土壌汚染把握、地下水調査、土壌汚染調査、応急対策、浄
化対策等の各段階において、自治体への報告・相談および
プレス発表、住民説明会を実施
応急対策： 土壌ガス吸引、地下水揚水処理、覆土

浄化対策： 汚染土壌の掘削除去

29



事例1 工場閉鎖に伴う調査・対策
リスクコミュニケーションを行ったタイミング①

30

物質A使用履歴箇所の調査

物質Aによる土壌汚染確認

対外公表 住民説明会①
調査計画提出

第1期調査開始（建屋部分以外）

調査結果中間報告
住民説明会②

ホームページ掲載

物質Bが地下水から検出

行政報告

第1期調査結果

応急対策実施（土壌ガス吸引、揚水、覆土）

調査結果中間報告
住民説明会③

工場閉鎖・解体工事

物質B土壌調査開始

対外公表

自治体とのやりとり リスクコミュニケーション

物質Bによる地下水汚染
検出 物質Bによる地下水汚染

検出

工場閉鎖、物質Aによる土壌汚染

調査途中結果
応急対策計画

第1期調査結果
解体工事計画、第1期調査結果

土壌調査計画

第1期調査途中結果



事例1 工場閉鎖に伴う調査・対策
リスクコミュニケーションを行ったタイミング②

31

第2期調査開始（建屋跡地部分）

物質B土壌中間調査結果

調査結果中間報告
対外公表 住民説明会④

第2期調査結果
土壌調査報告書
拡散防止計画書 住民説明会⑤

浄化工事実施（土壌掘削）

売却先へ跡地引き渡し

自治体とのやりとり リスクコミュニケーション

物質B調査結果、地下水定期検査結果、第2期調査計画
物質B調査結果
地下水定期検査結果

土壌調査結果（最終）
浄化工事計画

土壌調査結果（最終）
浄化工事計画



事例１ 工場閉鎖に伴う調査・対策
住民説明会の概要

住民説明会

出席者
説明員

– 事業者（会社方針、操業履歴、経過、対外関係等）

– 調査・コンサル会社（調査結果、汚染による影響、応急対策等）

– 建設会社A（解体工事） －第3回、第4回

– 建設会社B（土壌浄化工事） －第5回

第三者

– 事業者の産業医（地元の病院の副委員長）

開催案内配付先
半径500m圏内で戸別に配布（10,500部）

住民説明会参加者
近隣住民 約50～90名/回×5回 （のべ約300名）

32

（日本環境協会（2014）に一部加筆）



事例１ 工場閉鎖に伴う調査・対策
住民説明会の説明資料の内容

33

第1回
①工場の移転について（工場の概要や移転計画）
②土壌調査結果（環境基準、汚染状況、周辺への影響、推定汚染原因）
③今後の対応方針、スケジュール（当面の対応、浄化対策）

第2回
①説明会開催の主旨 ②地下水定期検査結果
③土壌調査結果（中間報告） ④拡散防止対策（飛散防止、揚水、土壌ガ
ス吸引） ⑤今後のスケジュール

①解体工事の概要 ②土壌調査・浄化工事のスケジュール
②地下水定期検査結果 ③第1期土壌調査結果
④環境基準物質の用途・毒性

第3回

第5回

①物質B土壌調査結果 ②全体スケジュール ③地下水定期検査結果
③第1期土壌調査結果（物質B土壌調査結果を含む） ④拡散防止対策

①土壌調査結果（第1期＋第2期） ②土壌浄化工事における基本方針
③土壌浄化工事の内容

第4回



事例2 工場跡地の土壌汚染調査・対策
勉強会開催による周辺住民の理解促進

経緯

工場跡地で土壌汚染の調査・対策を実施

土壌汚染調査結果、対策工事計画、拡散防止対策計画につ
いて住民説明会を開催する中で、説明している内容につい
てよくわからないという住民の不安の声あり

住民の理解と安心を確保するため、土壌・地下水汚染に関
連した勉強会を開催

34

周辺住民にはかなり好評であった

住民からの信頼を得たことで、土壌浄化工事および
その後の解体工事も円滑に進めることができた



事例2 工場跡地の土壌汚染調査・対策
勉強会開催による周辺住民の理解促進

35

リスクコミュニケーション

住民説明会②

土壌汚染調査

土壌汚染対策

住民説明会①

住民説明会③

勉強会①

地下水汚染がよくわからない
という住民の不安の声

地元自治体からの定期的な
勉強会開催の要望

2年間の地下水モニ
タリング完了報告

＋
勉強会②

土壌汚染調査結果

土壌汚染調査結果

対策工事計画
拡散防止対策計画

地下水流動の模型を使った
地下水汚染の勉強会

2年間のモニタリング完了の報告

鉛汚染の特徴の復習

対策完了



事例3、事例4
事例2と同様に住民の理解を促進させた事例

住民等が調査実施状況や地質状況を直接確認する機
会を設け、現地の状況の理解を促進した事例

事例3
埋設廃棄物を含む地層の状況について、ボーリングコア試料を有識
者委員会会場に運搬し、住民にも有識者とともにコアの状況を目視
で確認してもらい、廃棄物の性状や地質状況についてイメージを持っ
たかたちで有識者委員会を傍聴してもらうことにより、審議内容につ
いての住民の理解を促進した

事例4
有識者委員会にて一般向けの現地説明会を開催して、参加者（一般
参加者、マスコミ）にも委員とともにボーリング調査状況、コアの状況
（自然地盤、埋土、盛土の堆積状況等）を目視で確認してもらい、さら
に委員や調査会社担当者とディスカッションしてもらうことで、帯水層
構造や土質状況について同じ認識を持ってもらえるようにした。

36



リスクコミュニケーションで目指すゴール
「安全」と「安心」の実現

37

リスクコミュニケーションのない状態

環境リスクが
管理された

「安全」な状態

住民の方々等の
「安心」な状態≠

環境リスクが
管理された

「安全」な状態

住民の方々等の
「安心」な状態=

リスクコミュニケーションが成り立った状態

リスク
コミュニケーション
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