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本日の内容

１．はじめに

２．リスクコミュニケーションの意義・目的

３．リスクコミュニケーションを行うタイミング

４．リスクコミュニケーションの行い方

５．自治体との関わり

６．土壌汚染に関するリスクコミュニケーションの進め方

７．住民説明会の開催について

８．リスクコミュニケーション事例

９．おわりに
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１．はじめに

「事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのため
のガイドライン」（平成２９年３月）（公財）日本環境協会

＋
実施して感じたこと

２

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
になることの多い工場・事業場等の
事業者の方々を対象に、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
方法について取りまとめたもの。
（２.～７．は本ガイドラインを参照）

２．リスクコミュニケーションの意義・目的

目的：土壌汚染に関する情報を共有することで周辺住民
の方々等に土壌汚染の状況を正確に把握してい
ただき、健康リスクに関する不安を取り除き、現状
の問題や今後の対応に対する理解を深めていた
だくこと。

・土壌汚染への取り組みを円滑に進めるための信頼関係
を構築できれば、その後の苦情やトラブルを防止するこ
とも期待できる
・事業者は周辺住民の方々等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、信頼性や
社会的な評価の向上につながる

３
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３．リスクコミュニケーションを行うタイミング①
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

調査実施前に連絡したほうがよいと考えられる場合
・工事前に連絡するのが慣習化している場合

等

情報整理
事前検討

自治体への土壌汚染調査結果の報告および相談

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

①状況・対応方法説明・公表

周辺住民の方々等への報告

②経過報告

周辺住民の方々等への報告

③完了報告

４

３．リスクコミュニケーションを行うタイミング②

◆土壌汚染の判明とは？

土壌汚染状況調査

土壌汚染詳細調査

土壌汚染対策方針決定

汚染の有無確認と
平面範囲の推定

５

汚染の平面範囲と
深度範囲の特定

汚染に対する対応
方針が明確

土壌汚染は判明したが、
全体像が分からない状態

土壌汚染の全体像は判
明しているが、今後の対
応が未確定の状態

土壌汚染の全体像が判
明し、今後の対応方針が

確定した態

調査計画の作成
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４．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において伝えるべき情報①

・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
・土壌汚染調査結果
・周辺の情報
・想定される汚染原因
・人の健康や周辺環境への影響、汚染の広がりの可能性
・自治体との協議内容・経過
・今後の短期的、長期的な取り組み内容
・次の情報伝達の方法、タイミング
・対応体制と窓口

６

４．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において伝えるべき情報②
・対策工事を実施する場合（前ページの内容に加えて）
・対策工事の概要
・対策工程
・作業日、作業時間
・工事用車両運行ルート
・最大出入りのべ台数
（掘削除去の場合、汚染土搬出＋購入土搬入）
・工事中の環境保全対策
（周辺環境への配慮、環境モニタリング）
（・情報伝達の方法、タイミング）

７
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４．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の実施方法①

１）説明文書の配布・回覧
・戸別配布もしくは町内会や自治会を通じて配布、回覧
・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
・事業者の窓口の連絡先を必ず記載

２）住民説明会の実施
・周辺住民の方々との双方向の話し合いや意見交換を行う
・直接顔を合わせて対話することから、信頼関係が築きやすい
・感情的になりやすく、お互い不信感を抱く場合もある

８

４．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の実施方法②
３）戸別訪問による説明
・全ての関係者と情報共有することができる
・訪問する戸数が多いと事業者側の負担が大きい
・説明者が複数になる場合、説明者間で説明や応答の内容を
統一する

４）メディアへの発表やインターネットによる公表
・不特定多数の情報の受け手がいることを念頭に置く
・事実が正確に伝わり、かつ誤解を招かない書き方をする
・自治体に問い合わせをする場合があるので、自治体や関係
者等への事前報告を行う

一つではなく、いくつかの方法を組み合わせて実施することもある

９

77



５．自治体との関わり

◆各主体の対応およびその関係

１０

６．土壌汚染に関するリスクコミュニケーションの進め方

◆事前準備①
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はなく、周辺住民の方々の健康や利
益が損なわれないよう周辺住民の立場に立って考える
・確認された土壌汚染の状況と土壌汚染に対して行う対策の方
法が明確になっていると策定しやすい
・社長や工場長などの責任者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
・周辺住民の方々やマスコミなどに対する専用窓口を設置し、で
きるだけ同じ担当者が応対することで、その対応を統一する
社長や工場長などの責任者が先頭に立ち、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が多い

１１
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６．土壌汚染に関するリスクコミュニケーションの進め方

◆事前準備②
２）体制作り
リスクコミュニケーションを実際に行うための体制づくり
・責任者
担当役員、工場長等役職のある方
速やかな判断が必要となる場合があるため

・各担当者およびそれぞれの役割
例 総務系：地元窓口、公表対策 等
技術系：特定有害物質の用途、履歴、取扱方法

経験豊富な土壌汚染調査会社※から助言を受けたり、住民説
明会において専門的な説明を行ってもらうことも可能

※土壌汚染対策法に基づき環境大臣が指定しています。土壌汚染調査のみを

専門に行っている会社や建設業者等が含まれています。

１２

６．土壌汚染に関する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を行う前に決めること①

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
・町内会長、自治会長、商工会長
・地元議員
・近隣事業者
・事業者従業員
・株主
・土地所有者（借地の場合）
等

１３
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６．土壌汚染に関する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を行う前に決めること②
２）情報を提供する順序の検討（最適な例）
土壌汚染の判明

↓
自治体への土壌汚染調査結果の報告および相談

↓
自治会長等への状況・対応方法説明

↓
周辺住民の方々等への状況・対応方法説明

↓
メディアへの公表

↓
土壌汚染対策実施

１４

どちらが先？

６．土壌汚染に関する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を行う前に決めること③
３）情報提供を開始するタイミング

４）伝えるべき情報の内容

リスクコミュニケーションの方法
・説明文書の配布・回覧
・住民説明会の開催
・戸別訪問による説明
・メディアへの発表やインターネットによる公表

１５
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６．土壌汚染に関する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を行う前に決めること④
想定問答集の作成

・リスクコミュニケーションに関連する人々の現状認識・
知識・意識・今後の方針等を統一

・戸別訪問時や、問い合わせ時、回答を統一

１６

７．住民説明会の開催について

◆事前準備①

１）住民説明会の実施体制の検討
・作業内容と役割の分担
事前、直前、当日における役割と分担

２）説明会の計画立案
・説明会開催日時の設定
・会場の手配
・地元の中心的な役割をされている方々とのコミュニ
ケーション

１７
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７．住民説明会の開催について

◆事前準備②

３）プログラム（スケジュール表）の作成
・スタッフの集合時間（準備時間と機材の準備含む）
・参加者受付開始時間
・開会
・挨拶（代表者：社長、担当している役員、工場長等）
・スケジュール説明（閉会時間を明確に）
・説明と意見交換（意見交換時間を多くとる）
・閉会
・片付け時間（宿題の有無等の確認を含む）

１８

７．住民説明会の開催について

◆事前準備③

４）開催通知の配布・回覧
・終了時間と連絡窓口の記載

５）説明会資料の作成
・簡潔にわかりやすく
・図面を大きく
・配布資料と説明資料
・30分から１時間程度

１９
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８．リスクコミュニケーション事例

◆リスクコミュニケーション事例の分類

１）稼働中の事業所で戸別訪問

２）稼働中の事業所で住民説明会等

３）閉鎖する事業所で戸別訪問

４）閉鎖する事業所で地区の中心的な人への説明

５）閉鎖する事業所で住民説明会

２０

８．リスクコミュニケーション事例

◆リスクコミュニケーション事例の分類

１）稼働中の事業所で戸別訪問

２）稼働中の事業所で住民説明会等

３）閉鎖する事業所で戸別訪問

４）閉鎖する事業所で地区の中心的な人への説明

５）閉鎖する事業所で住民説明会

２１
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８．リスクコミュニケーション事例

２）稼働中の事業所で住民説明会等

・情報提供順序
行政
ＨＰ公表
地区代表者への説明
報道機関公表
個別地区に対して住民説明会

・対策概要
掘削場外搬出処分＋バイオレミディエーション

２２

８．リスクコミュニケーション事例

３）閉鎖する事業所での戸別訪問

・情報提供順序
行政
地区代表者への説明
戸別訪問

・対策概要
掘削場外搬出処分＋熱脱着
⇒仮設テント

２３
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８．リスクコミュニケーション事例

４）閉鎖する事業所で地区の中心的な人への説明

・情報提供順序
解体工事での住民説明会
行政
公表
地区代表者への説明

・対策概要
掘削場外搬出処分

２４

８．リスクコミュニケーション事例

５）閉鎖する事業所で住民説明会

・情報提供順序
行政
地区代表者への説明
ＨＰ、報道機関公表
住民説明会
ＨＰ等による定期的な進捗状況の公表
一部の範囲を対象とした住民説明会

・対策概要
掘削場外搬出処分＋原位置分解＋揚水

２５
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８．リスクコミュニケーション事例

５）閉鎖する事業所で住民説明会

２６

幹線道路

道路

道
路

道
路

解体工事
＋

土壌汚染

解体工事
＋

土壌汚染
＋

個別説明会
主たる汚染

事業所

９．おわりに

２７

“リスクコミュニケーション”は
“コミュニケーション”の一環

・普段のコミュニケーションを大切にし、リスクコミュニケー

ションを行うにしても従前どおり対応できる関係を構築

・対策実施期間中も積極的にコミュニケ―ションを行うこ

とにより、周辺住民の不安を解消

・対策後も引き続きコミュニケーションを継続
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ご清聴、ありがとうございました。 
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