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第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

（１）リスクコミュニケーション事例における各段階別の成功点・苦労点

　様々なリスクコミュニケーションの事例を調査した結果をもとに、リスクコミュニケー
ションの各段階別の成功点・苦労点を整理しました。リスクコミュニケーションの各段階に
おいて、どのような点に気をつけると良いかを考える際の参考としてください。

リスクコミュニケー
ションの各段階 成　功　点 苦　労　点

汚染判明から事
前準備、情報の
公表まで

◦�汚染判明後、周囲で井戸水を利
用しているところがあったため、
すぐ自治体へ報告・相談をした。
自治体から、周辺住民の方々へ
地下水の飲用中止と、希望者に
地下水分析の実施について周知
してもらうことができた（分析
費用は事業者負担とした）。

◦�汚染実態の解明と対策計画の作
成を短期間で行い、情報開示ま
で時間を空けないようにした。
このため、情報隠ぺい等の批判
を受けなかった。

◦�メディア公表直前に、市議会・
自治会長等に戸別訪問による説
明を行い、周辺住民の方々へは
住民説明会開催のビラを配布し
た。このため、メディア公表後
に大きな混乱がおきることなく、
また、情報隠ぺい等の批判を受
けなかった。

◦�汚染判明後、周辺で井戸水を飲
用している方々には、自治体か
ら井戸水を飲用しないよう指導
をしてもらったが、その他の周
辺住民の方々には土壌汚染につ
いて伝えなかった。このため、
汚染の事実を知らなかった周辺
住民の方々から、住民説明会の
場で情報隠ぺいであると強く批
判された。

◦�発表直前にメディアが先行報道
し、発表が予定されていた内容
がうまく伝わらなかったため、
周辺住民の方々から情報隠ぺい
との批判を受けた。

◦�メディア公表と同時に住民説明
会の開催を知らせたが、開催日
が発表日の翌日であったため、
都合が合わない住民の方々が多
く、批判を受けた。
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

リスクコミュニケー
ションの各段階 成　功　点 苦　労　点

住民説明会 ◦�汚染対策の内容と対策工事中に
配慮する内容（振動対策・騒音
対策など）を具体的に提示した
ため、周辺住民の方々の不安を
取り除くことができた。

◦�汚染対策の内容が法律や条例上
問題ないものかどうかを自治体
の担当者に説明してもらった結
果、説明に対する信頼感が増した。

◦�説明会が混乱しないよう、町内
会長が事前に周辺住民の方々へ
説明会の円滑な進行に協力する
よう呼びかけ、まとめ役として
事業者に協力してくれた。

◦�説明会後に現地視察会を実施し
たことで、周辺住民の方々の理
解度が増すと同時に、説明内容
の透明性が向上した。

◦�丁寧な説明を心がけ、説明会を
複数回開催したため、周辺住民
の方々の理解が深まった。

◦�周辺住民の方々からの質問時間
が短く、事業者側が予定時間内
で説明会を終了させようとする
姿勢が強かったため、周辺住民
の方々が事業者へ不信感を持っ
た。

◦�汚染の状況についての詳細説明
がなく、浄化方法に関する説明
のみであったため、周辺住民の
方々から不満意見が出て紛糾し
た。

◦�周囲に飲用利用している井戸が
ありながら、汚染判明から公表
に時間を要したことで、井戸利
用者の健康不安が増大した。

◦�説明会に参加できなかった周辺
住民の方々へは、回覧板で情報
提供したが、さらに詳しい調査
結果を求められたため、戸別訪
問することとなった。

◦�周辺住民の方々から、事業者と
の日頃の近隣関係や、操業中の
騒音等に関する不満が寄せられ、
汚染対策とは直接関係がない問
題で住民説明会が紛糾してし
まった。
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リスクコミュニケー
ションの各段階 成　功　点 苦　労　点

戸別訪問 ◦�住民説明会に参加できなかった
周辺住民の方々へも、汚染の事
実や汚染対策の説明と報告がで
きた。

◦�報道が先行してしまったことで、
戸別訪問の際に謝罪したものの、
情報隠ぺいの批判を受け、非常
に険悪なムードであった。その
後、周辺住民の方々からの要望
により、住民説明会も開催する
こととなった。

◦�事業所の敷地に隣接する周辺住
民の方々が、以前から土壌汚染
の可能性を疑っていたこともあ
り、事業者の戸別訪問による説
明に対しても不信感を持った。
このため、住民説明会の開催と、
周辺の住宅の敷地内調査の要望
があり、対応することとなった。

対策工事 ◦�工事中の騒音・振動を軽減する
対策や、粉じんの拡散防止対策
を講じた。さらに、問題が起き
た場合は個別に対応することと
したため、対策工事中に問題が
起きなかった。

◦�工事中の大型車両の通行ルート・
通行時間を周辺住民の方々の要
望に合わせて変更するなど、安
全対策に気をつけたので、対策
工事中に問題が起きなかった。

◦�対策工事の進捗状況を回覧板で
周知したので、周辺住民の方々
の不安感を軽減することができ
た。

◦�対策工事中の騒音・振動で近隣
より苦情があり、その際の対応
が不十分であったために、周辺
住民の方々から、迷惑料の請求
や対策工事中止などの要求が出
された。工事中断による汚染物
質の拡散など影響を説明し、工
事中の安全対策の徹底について
繰り返し説明するなど、その後
の対応に苦労した。
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

リスクコミュニケー
ションの各段階 成　功　点 苦　労　点

対策実施後 ◦�対策工事終了後、お礼文書を自
治会経由で回覧したので周辺住
民の方々に汚染対策の終了を知
らせることができ、安心感を得
られた。

──

その他 ◦�健康不安を訴えた周辺住民の
方々には、健康診断を実施して
不安を取り除くことができた。

◦�汚染問題以外に、普段から事業
所に不満を持っている点につい
て周辺住民から意見を受け付け
る時間を設け、苦情に対する改
善を行い、事業者と周辺住民と
の関係をより良くすることがで
きた。

◦�周辺住民の方々の敷地で汚染が
判明した場合の対策や補償の要
求に対して、明確に説明できな
かったため、周辺住民が自治体
へ苦情を申し入れた。事態収拾
のため、汚染が判明した土地の
売却の際は、汚染調査・除去費
用を負担することとなってし
まった。
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（２）各事業者による個別事例

　様々なリスクコミュニケーション事例の調査結果をもとに、個別事例の内容を整理しまし
た。ここに紹介した内容を、これからリスクコミュニケーションを行うにあたってのイメー
ジ作りや、実際のリスクコミュニケーションの方法を考える際の参考としてください。
　なお、事例１から事例６は改正土壌汚染対策法の施行以前（平成22年３月31日以前）の
事例であり、事例７から事例８は改正土壌汚染対策法の施行後（平成22年４月１日以降）
の事例です。

事例１ 　クリーニング事業者による土壌汚染事例

全体概要
（汚染判明か
ら対策まで）

◦�事業者が自社工場の閉鎖にあたり、土壌汚染対策法第3条に基づいて土壌
汚染状況調査を実施したところ、敷地内で指定基準を超過する揮発性有
機化合物による汚染が判明した。
◦�調査結果を自治体に報告し、指定区域に指定された。その旨を自治体が
公示した。
◦�まず、自治会長宅を訪問した。
◦�自治会長に、周辺住民の方々への工事説明は戸別訪問により実施するこ
とを説明して承諾を得た。戸別訪問の範囲は自治会長より助言を受けて
決めた。
◦�自治会長宅の訪問は、事業者、自治体、調査対策事業者で行った。
◦�その後、事業者と調査対策事業者が、周辺約30戸へ戸別訪問し、対策工
事について説明した。
◦�戸別訪問と同時期に、記者クラブへ記事の投げ込みを行った。さらに、
戸別訪問の範囲外の周辺住民の方々へもビラの投げ込みを行った（新聞
報道はされなかった。）。
◦�対策方法は、原位置で浄化を行う工法（鉄粉攪拌による浄化）である。

事案の内容
整理

原因者 事業者（企業） 周辺地域 住宅街

汚染物質 VOC 汚染の原因 使用物質の漏えい

汚染の範囲 敷地内の土壌・地下
水汚染 汚染判明の理由 法第３条調査

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

説明文書の
配布・回覧 ◦戸別訪問の範囲外の周辺住民の方々へビラを配布

住民説明会
の開催 ◦なし

戸別訪問

◦�自治会長、および事業所周辺の約30戸に対して戸別訪問を
実施
◦事業者、調査・対策事業者で実施
◦自治会長への戸別訪問の際は、自治体も同席

メディアへ
の発表

◦�事業者から記者クラブへ投げ込み（新聞報道はされなかっ
た。）
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

関係者の成
功談（苦労
談）

成功談

◦�汚染された地下水が敷地外へ拡散するのではないかと、周
辺住民の方々から意見があったが、敷地境界で事業者が自
主的に測定した地下水データから、汚染拡散のおそれが小
さいことを説明して納得して頂いた。
◦�掘削除去ではなく現場で浄化する対策方法（鉄粉攪拌によ
る浄化工法）を採用したことで、事業所への搬入車両を大
幅に削減することができた。これにより、周辺住民の方々
への浄化工事中の影響（大型車両の出入り、汚染土の飛散等）
を低減することができた。

苦労談

◦�情報公開を短期間で実施するよう自治体から助言があり、
調査による汚染の判明と自治体への報告から、浄化対策計
画の立案、リスクコミュニケーション対応までを約1ヵ月半
の短期間で実施することとなったため、事業者・自治体等
の関係者との調整に苦慮した。

住民説明会
後の対応

◦�対策工事中に、近隣の数軒から振動に対する苦情があったが、丁寧に対
応したため特に大きな混乱はなかった。

汚染対策 ◦�原位置で浄化する工法（鉄粉攪拌による浄化）

住民とのコ
ミュニケー
ションの課
題留意点

◦�汚染判明後、短期間で対策工事計画の策定を行い、情報の公表・説明を行っ
たため、大きな混乱を招くことがなかった。
◦�周辺住民の方々の生活に対して、汚染物質がどのように影響を与えるの
か、また、浄化対策工事による影響がどの程度のものであるかを正確に
伝え、周辺住民の方々になるべく不安や不満が残らないように対応した。
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事例２ 　メッキ事業者による土壌汚染事例

全体概要
（汚染判明か
ら対策まで）

◦�事業者が自社工場の閉鎖・移転にあたり、自治体の条例に基づき調査し
た結果、敷地内で環境基準を超過する重金属等の汚染が判明した。調査
結果を自治体に報告した。
◦�対策内容や情報公開について自治体と相談しているうちに、公表までに
１年間かかってしまった。
◦�記者クラブへの発表後に周辺住民の方々に住民説明会開催を通知し、通
知から１カ月後に開催した。開催に先立って、区長と自治会長へ事前報
告を行った。また、１回目の住民説明会の直前に、近隣住民約10戸に対
して開催案内通知を持参して説明した。
◦�第１回目の住民説明会では、代表者が土壌汚染を起こしたことに対して
謝罪した後、汚染の経緯・概況調査結果報告・健康影響・今後の汚染対
策等について説明した。周辺住民の方々からは、
「汚染の疑いがあった時点で何故住民に報告しなかったのか」
「説明会に何故自治体職員が出席しないのか」
「何故戸別に訪問・挨拶をしなかったのか」
等の不満が多発した。
◦�住民からは自分の土地も調査してほしいとの要望も出された。また、以
前事業者が原因の公害問題があったことから、事業者に対する個人的な
不満や感情的な意見も出た。
◦�住民説明会では、対策の内容についてなかなか理解が得られなかったこ
とから、詳細調査後に改めて住民説明会を行うこととなった。
◦�その後、第２回目の住民説明会を開催し、詳細調査の結果報告および具
体的な対策内容の説明を行い、これにより対策の内容についても周辺住
民の方々の理解を得ることができた。

事案の内容
整理

原因者 事業者（企業） 周辺地域 住宅地域

汚染物質 重金属等 汚染の原因 配管からの漏れ

汚染の範囲 敷地内の土壌・地下
水汚染 汚染判明の理由 自主調査

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

説明文書の
配布・回覧 ◦なし

住民説明会
の開催 ◦２回開催

戸別訪問 ◦�なし

メディアへ
の発表 ◦�自治体による記者クラブへの投げ込み
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

住民説明会
の開催

開催通知
◦�第１回説明会：回覧板により説明会開催通知。近隣住民の
み戸別配布。
◦第２回説明会：回覧板により説明会開催通知。

実施体制
◦�事業者が開催し汚染の経緯等を説明した。調査・対策内容
についての詳細な説明は、調査対策事業者が行った。
◦司会進行役を第三者（環境法令に詳しい弁護士）に依頼した。

参加者の
人数

◦�第１回説明会：住民約50人（事業所から半径約300メート
ル以内）、議員数名
◦�第２回説明会：住民約50人（事業所から半径約300メート
ル以内）、議員数名

関係者の成
功談（苦労
談）

成功談 ◦�環境法令に詳しい弁護士に司会進行役を依頼することで、
スムーズに議事を進めることができた。

苦労談

◦�汚染情報の公表が遅れたことについての不満意見が多数出
たため、議論が紛糾した。
◦�住民から、説明会に自治体の担当者も出席してほしいと要
望があったが、自治体は住民説明会には出席しない方針で
あったため、対応に苦慮した。

住民とのコ
ミュニケー
ションの課
題留意点

◦�汚染情報の公表が遅かったこと、戸別訪問を省くなど、周辺住民の方々
への配慮が足りなかった。
◦�事業者と周辺住民の方々の間では、以前から公害問題等で苦情が出るな
ど関係が良好でなかったことから、リスクコミュニケーションがスムー
ズに進められなかった。
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事例３ 　化学製品製造事業者による土壌汚染事例

全体概要
（汚染判明か
ら対策まで）

◦�事業者が自社工場の閉鎖・移転にあたり、土壌汚染対策法第３条に基づ
く土壌汚染状況調査を実施した結果、敷地内で指定基準を超過する重金
属等の汚染が判明した。
◦自治体に報告し、指定区域に指定された。その旨を自治体が公示した。
◦�事業所敷地および周辺は昔農地であり、事業者は敷地境界があいまいな
状態で使用していた。汚染原因は、事業者が有害物質を含む中間製品を
敷地境界近くの裸地に野積みしていたことであった。
◦�周辺住民の方々からは、土壌汚染の可能性が以前から心配されていた。
また、敷地外への有害物質の拡散について不安を持っている住民が多数
いた。このため、事業者が周辺住民の方々への戸別訪問により汚染状況
と対策について説明したが、住民の理解が得られず、住民説明会を開催
することとなった。
◦�住民説明会では、解体・汚染対策工事の早急な実施と、工事中の粉塵対策、
飲用井戸の地下水分析の実施を説明した。
◦�住民の方々からは、自分の土地も調査をしてほしいとの要望があり、数
戸の敷地内土壌汚染調査を実施し、汚染状況を確認した。
◦�個別に敷地内調査をした周辺住民の方から、地価下落への補償と対策費
用の要求があった。また、一部住民の方々が自治体へ苦情を申し入れる
などの混乱が生じた。このため、事業者は対応策実施の覚書を取り交わ
し、当該土地の移転・売却の際の汚染調査・除去費用を負担することとなっ
てしまった。
◦その後、掘削除去により汚染を除去し、対策は終了した。

事案の内容
整理

原因者 事業者（企業） 周辺地域 住宅地域

汚染物質 重金属等 汚染の原因 中間製品の裸地野積
み

汚染の範囲 敷地内の土壌汚染 汚染判明の理由 法第３条調査

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

説明文書の
配布・回覧 ◦なし

住民説明会
の開催 ◦戸別訪問後に１回開催

戸別訪問 ◦�事業所敷地に隣接する周辺住民の方々に対して戸別訪問を
実施（調査会社が実施した。）。

メディアへ
の発表 ◦�なし

住民説明会
の開催

開催通知 ◦近隣住民に限定した住民説明会の開催を文書により通知。

実施体制

◦�事業者が開催し汚染の経緯等を説明した。調査・対策内容
についての詳細な説明は、調査対策事業者が行った。
◦�自治体の職員は出席しなかったが、準備段階で助言指導を
受けた。

参加者人数 ◦住民15名程度（近隣住民に限定）
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

関係者の成
功談（苦労
談）

成功談 ◦特になし

苦労談

◦�操業時に敷地境界があいまいな状態で使用していたことか
ら、周辺住民の方々から、個別の敷地内調査の要望、汚染
対策費用の要求等が寄せられ、敷地外汚染への対応が大変
だった。

住民説明会
後の対応 ◦なし

汚染対策 ◦掘削除去

住民とのコ
ミュニケー
ションの課
題留意点

◦�敷地境界があいまいな状態で使用していた経緯がありながら、事業所敷
地に隣接する周辺住民の方々に対する配慮が欠けていた。
（結果として、汚染が判明した場合は、当該土地の所有者が移転・売却等
する際の汚染除去費用を事業者が負担することとなった。）
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事例４ 　光学系製品製造事業者による土壌・地下水汚染事例

全体概要
（汚染判明か
ら対策まで）

◦�事業者が自社工場の閉鎖・土地売却にあたり、土壌汚染対策法第３条に
基づく土壌汚染状況調査を実施した結果、敷地内で指定基準を超過する
重金属等汚染が判明した。
◦�事業者は自治体に報告し、指定区域に指定された。その旨を自治体が公
示した。
◦�事業者は過去に同様の事案（他の工場）で住民対応に苦慮した経験から、
情報開示・住民対応に関して十分に配慮して、短期間で事前準備をした。
◦�事前準備では、マスコミによる先行報道を防止するために情報管理を徹
底した。
◦�事業者から地元の有力者（議員・有識者等）に対して報告し、近隣住民
の方々を対象に住民説明会を開催した。
◦�住民説明会では、工事中の健康影響、騒音・振動影響に関する意見や自
分の敷地内に土壌汚染があった場合の個別対応に関する要望等があった。
◦�事業者は解体撤去・汚染対策工事を早急に実施することを説明し、対策
工事中は粉塵を極力飛散させないよう対策を講じ、問題ある場合は個別
対応することとしたため、周辺住民の方々の工事に対する不安を軽減す
ることができた。
◦その後、掘削除去により汚染を除去し、対策は終了した。

事案の内容
整理

原因者 事業者（企業） 周辺地域 住宅地域

汚染物質 重金属等 汚染の原因 汚染物資の漏洩、運
搬時のこぼれ

汚染の範囲 敷地内の土壌汚染 汚染判明の理由 法第３条調査

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

説明文書の
配布・回覧 ◦なし

住民説明会
の開催 ◦１回開催

戸別訪問 ◦�なし

メディアへ
の発表 ◦�住民説明会実施後、新聞記者クラブへ投げ込み

住民説明会
の開催

開催通知 ◦住民説明会の開催文書を自治会回覧板により通知。

実施体制
◦�事業者が開催し汚染の経緯等を説明した。調査・対策内容
についての詳細な説明は、調査対策事業者が行った。
◦自治体も同席。

参加者人数 ◦住民17名（近隣住民）
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

関係者の成
功談（苦労
談）

成功談

◦�過去に同様の事案に対応した経験を生かし、情報開示・住
民対応に関して十分に配慮し、短期間で事前準備ができた
（３～４ヶ月で実施）。
◦�突然情報開示をして周辺住民の方々の混乱が生じないよう
に、事前準備した。
◦�浄化対策を早急に実施し、工事中は粉塵対策を講じ、問題
があった場合は個別対応を実施することとしたため、周辺
住民の方々の工事への不安を軽減することができた。
◦�事業者は、日頃から地元のお祭りへの寄付や工場見学等、
周辺住民の方々とのコミュニケーションに配慮していたの
で、良好な関係が築けていた。

苦労談 ◦なし

住民説明会
後の対応 ◦対策終了後、お礼文書を自治会経由で回覧した。

汚染対策 ◦掘削除去

住民とのコ
ミュニケー
ションの課
題留意点

◦�汚染判明後、短期間で土壌汚染調査・対策計画の策定を行い、情報の公表・
説明を行った。
◦�周辺住民の方々の工事への不安を軽減するための対応（早期対策実施、
個別対応）を示した。
◦�地元のお祭りへの寄付等、周辺住民の方々との日常的なコミュニケーショ
ンを心掛けた。
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事例５ 　ゴム製品製造事業者による土壌・地下水汚染事例

全体概要
（汚染判明か
ら対策まで）

◦�親会社の指示により、事業者が自社敷地内の自主調査を実施した結果、
環境基準を大幅に上回るVOCが検出され、敷地外汚染も確認されたこと
から、自治体へ報告・相談した。
◦�事業者は、自治体から、首長・議会等への事前報告と、住民説明会を開
催するよう助言を受けた。
◦�周辺住民の方々に対して住民説明会の開催を通知した。ほぼ同時に、記
者クラブにも通知した。
◦�第１回住民説明会では、調査結果と今後の対策方針を説明した。周辺住
民の方々からは、汚染の判明時期、汚染地の地歴、調査結果の信憑性、
地価下落、健康影響への質問が出た。
◦�説明会では、土壌汚染問題以外で、普段から事業所に対して持っている
不満について、周辺住民の方々の意見を受け付ける時間を設けた。寄せ
られた不満意見に対しては改善を行った。
◦�説明会終了後に現地視察会も実施したことで、周辺住民の方々からの理
解を深めることができた。
◦�説明会後、汚染対策工事を開始し、第１回住民説明会から４ヵ月後に第
２回住民説明会を開催し、対策工事の進捗状況を報告・説明した。
◦対策工事中は、進捗状況を回覧板で周知した。

事案の内容
整理

原因者 事業者（企業） 周辺地域 住宅と工場の混在地
域

汚染物質 VOC� 汚染の原因 排水の地下浸透

汚染の範囲

◦�敷地外の地下水汚
染
◦�敷地外で飲用利用
あり

汚染判明の理由 自主調査

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

説明文書の
配布・回覧 ◦なし

住民説明会
の開催 ◦２回開催

戸別訪問 ◦�首長、地元区長へ戸別訪問

メディアへ
の発表 ◦自治体の記者クラブへ投げ込み

住民説明会
の開催

開催通知
◦�議会・記者クラブへは書面通知、地元区長は戸別訪問、住
民の方々へは直接投函、区長を通した地区回覧により通知
した。

実施体制
◦�事業者が開催し汚染の経緯等を説明した。調査・対策内容
についての詳細な説明は、調査対策事業者が行った。
◦自治体も同席。

参加者人数 ◦第１回：住民約100人
◦第２回：住民約100人
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

関係者の成
功談（苦労
談）

成功談

◦�マスコミ報道が先行する事による混乱が生じないように、
首長・議会・住民関係・マスコミへ同時に情報を公表した。
◦�汚染問題以外に事業所への普段からの不満について周辺住
民の方々の意見を受け付ける時間を設け、もらった意見を
もとに改善を行った。
◦�説明会後に現地視察会を実施し、周辺住民の方々の理解を
深めた。

苦労談

◦�以前から騒音・振動問題で事業者に対し批判的な一部住民
の方々から、「汚染を公表したことで風評被害による地価下
落が生じた」という意見があり、補償を求められ対応に苦
慮した。

住民説明会
後の対応 ◦対策工事の進捗状況を回覧板で周知した。

住民とのコ
ミュニケー
ションの課
題留意点

◦情報開示による混乱が生じないように事前準備した。
◦汚染問題以外に周辺住民の方々の苦情等を聞いた。
◦現地視察会を実施するなど、情報公開を積極的に行った。
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事例６ 　化学製品製造事業所跡地による土壌汚染事例

全体概要
（汚染判明か
ら対策まで）

◦�当工場閉鎖後、ISO14001取得のため自主調査として、所内全域において土壌・地
下水の環境調査を行った結果、土壌・地下水汚染が判明した。
◦�その結果を自治体に報告し、自治体より、徹底した調査の継続、周辺民家の井戸水
利用の調査等敷地外への環境影響の調査および対応とともに、汚染拡散防止の早期
検討等、指導を受けた。
◦�そこで、敷地外への汚染拡散防止を行うため、応急的な拡散防止を行い、その後恒
久的な浄化を検討、実施することとした。
◦�応急対策は、周辺地盤ヘの汚染の拡散防止や周辺住民の方々が理解しやすい工法の
視点から検討し、敷地境界遮水壁および揚水井戸の設置、地下水質のモニタリング
を実施した。
◦恒久対策として、掘削除去による汚染の除去を行った。
◦�恒久対策は敷地を複数工区に分割して実施し、そのうち地下水汚染が生じている工
区では、浄化対策工事が終了後、措置完了確認のための２年間の地下水モニタリン
グを実施中である。

事案の内容
整理

原因者 事業者（企業） 周辺地域 住宅と工場の混在地域

汚染物質 重金属等 汚染の原因 無機化学製品の（顔料、
無水クロム酸等）の生産

汚染の範囲
◦�敷地内の土壌・地下
水汚染
◦敷地外の地下水汚染

汚染判明の理由 自主調査

区域の指定 なし 指示措置の内容 なし

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

説明文書の
配布・回覧

◦�説明文書は常にパンフレット形式で作成し、説明会の際に配布して
いる（プレゼンの資料も用意）。
◦�説明会に参加できなかった対象住民（周辺の自治会）には、説明会
実施の報告書と一緒にパンフレットを自治会の回覧に付けた。説明
会の説明文書では、過去の説明内容との整合チェックに留意した。

住民説明会
の開催

◦�土壌・地下水汚染に係る住民説明会は、これまで20回開催した。また、
住民説明会の他に、説明会の実施前に、自治体関係部署、自治会長
ヘの説明も実施した。説明会終了後、現地見学会も行っている。
◦�浄化対策の方針等については、本社と現地が認識を共有したうえで、
住民の方々への説明は、現地の状況を良く理解した専門組織の社員
が行った。
◦�汚染調査結果を初めて説明した説明会には、自治体職員も同席いた
だき、汚染状況による健康ヘの影響や敷地外における汚染状況（周
辺民家の戸水分析結果等）、さらには汚染結果に対する汚染拡散防止
対策、汚染除去対策、モニタリング等に関する指導等について、中
立的な立場から説明いただいた。
◦�円滑な会議進行のための工夫として、事業者が伝えたいことや住民
の方々が知りたいことを分りやすくパンフレットにまとめた。また、
分りやすい説明ができるよう、リハーサルを十分に行った。さらに、
自治会長等には、事前に説明し、住民の方々が日頃思っていること（知
りたいこと）について意見を受け、当日の説明会文書に反映し、住
民側が知り得たこと等を説明に加えて、住民の方々が理解を得るよ
うに努力した。また、質疑応答では、その場で回答し、納得してい
ただき、不信感を持たせないように留意した。
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

戸別訪問

◦事業所敷地に隣接する約2,000戸を訪問した。
◦�事業者の社員（総務、環境、工事関係者総勢20人の体制）が行い、
各戸に説明会の開催についてのチラシを配布し、かつ説明した。説
明会よりも前に新聞に出てしまうのは、一番不信感をあおる結果に
なるため、タイミングは重要であり、必ずプレス発表の前日に個別
訪問し、配布した。

メディアへ
の発表 ◦�社外ホームページ上に公表した。

関係者の成
功談（苦労
談）

成功談

◦�全体的には、事業者が一丸となって取り組み、専門組織（現場に大
きな権限が与えられている）として対応してきたことが成功要因で
ある。
◦�特に、汚染判明からこれまで、次項を地道に継続的に実施してきた
ことにより、周辺住民等の不安感と不信感が払拭できたことが成功
の要因である。
◦�定期的かつ継続的な説明会の開催（自治会長：年１回、住民：年２回）
◦�工事ごとにその工事範囲の民家周辺ヘの個別事前説明とその後の問
い合わせに対するフォロー
◦近隣の皆様の相談室の常設
◦井戸所有者とのリスクコミュニケーション
◦ホームページによる情報公開（CSRレホートの公表）
◦自治体ヘの定期的な報告(最低月１回実施)

苦労談 ◦�最初の頃（初めの５年位）は、事業者ヘの不信感や不安感を抱えてい
たので、これらを払拭するため、根気良く丁寧に説明を行った。

住民説明会
後の対応 ◦民説明会で説明できなかった質問に対しては、後日、回覧で回答した。

汚染対策 ◦応急措置として、敷地境界遮水壁および揚水井戸、地下水質モニタリング
◦恒久措置として、掘削除去法による土壌・地下水汚染の除去

住民とのコ
ミュニケー
ションの課
題留意点

◦�情報開示のスタートが重要である。情報を伝えるべき相手（議会、自治会長、周辺
住民等の範囲）の決定や順序、タイミング、および情報を伝える方法（プレス、説
明文書の配布や回覧、住民説明会等の開催等）の決定が重要である。
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事例７ 　化学製品製造事業者による土壌汚染事例

全体概要
（汚染判明か
ら対策まで）

◦�工場閉鎖に伴い、事業者が自社敷地内の自主調査を実施した結果、環境
基準を超過したVOC、重金属等が検出された。
◦事業者は、自治体へ調査結果を報告するとともに、応急措置を行った。
◦�事業者は追加調査を実施して汚染状況を詳細に確認し、対策計画検討に
取り掛かった。
◦対策計画策定後、事業者は、自治体へ対策方法、住民説明方針を報告した。
◦�事業者は、現場周辺の町会長へ住民説明会開催の相談をしたが、開催の
要請はなく、戸別訪問することとした。
◦�対策施工前には、現場周辺を戸別訪問し、工期、作業曜日・時間帯、安全・
環境対策について文書で説明した。住民の方々からの質問はなかった。
◦�その後、掘削除去および生物処理による原位置浄化により汚染を除去し、
対策は完了した。工事期間中、住民の方々からの苦情はなかった。

事案の内容
整理

原因者 事業者（企業） 周辺地域 住宅と工場の混在地
域

汚染物質 VOC、重金属等 汚染の原因 操業時の装置損傷等
による漏えい（推定）

汚染の範囲 敷地内の土壌・地下
水汚染 汚染判明の理由 自主調査

区域の指定 なし 指示措置の内容 なし

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

説明文書の
配布・回覧 ◦戸別訪問の際、挨拶文を配布した。

住民説明会
の開催 ◦なし

戸別訪問

◦�事業所敷地に隣接する周辺住民の方々に対し、３班に分か
れ１日で戸別訪問を実施した（事業者、対策施工会社が実施）。
◦�留守宅には、挨拶文書をポストに入れ、後日、改めて訪問
して説明した。

メディアへ
の発表 ◦なし

関係者の成
功談（苦労
談）

成功談

◦�工場操業中から周辺住民の方々と良い関係を築いていた事
業者（担当者）が、町会長と調整できた。
◦�対策工事における周辺環境対策、安全対策について図面を
用いてわかりやすく説明した。

苦労談
◦�汚染状況、調査結果、対策方法等、様々な内容の質問を多
数想定し、それぞれ適切な回答を作成し、関係者に確認、
周知した。

住民説明会
後の対応 ◦なし
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

汚染対策 ◦掘削除去
◦生物処理による原位置浄化

住民とのコ
ミュニケー
ションの課
題留意点

◦�戸別訪問（住民説明会）前に、説明方法、住民の方々の不安事項を確認
しておく。
◦�周辺住民の方々に過度の心配を与えない説明内容・方法について、自治体、
事業者、対策施工者と十分に調整する。
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事例８ 　都市ガス製造工場跡地における土壌・地下水汚染事例

全体概要
（汚染判明か
ら対策まで）

◦�工場閉鎖に伴い、事業者が自社敷地内の自主調査を実施した結果、環境
基準を超過したVOC、重金属等が検出された。
◦�事業者は、ただちに自治体へ調査結果を報告するとともに、プレスリリー
スを行った。
◦その後、住民説明会を開催した。
◦�自治体は報告書受領後、当該土地周辺の井戸を調査し、敷地外への汚染
の漏えいがないことを確認した。
◦�応急対策を含めた対策計画の作成に際しては、自治体およびその専門委
員会への対策内容等の諮問を図り、具体的な方法を決定した。
◦�その後、計画に従い掘削除去、原位置浄化、地下水揚水等により汚染を
除去し、対策は終了した。
◦�工事中は、周辺住民の方々に対して進捗状況の報告を回覧にて適宜実施
した。

事案の内容
整理

原因者 事業者（企業） 周辺地域 住宅地域

汚染物質 VOC、重金属等 汚染の原因
自然災害、事故等に
よる設備損傷による
漏えい（推定）

汚染の範囲 敷地内の土壌・地下
水汚染 汚染判明の理由 自主調査

区域の指定 なし 指示措置の内容 なし

リスクコミ
ュニケーシ
ョンの手法

説明文書の
配布・回覧 ◦あり（工事中）

住民説明会
の開催 ◦あり（工事開始前）

戸別訪問 ◦なし

メディアへ
の発表 ◦事業者ホームページへの情報掲載、プレスリリース

関係者の成
功談（苦労
談）

成功談

◦�自治体との綿密な調整により、適切な対策方法の選定が可
能となり、また、その旨を住民の方々へ周知でき、理解を
得られたこと。
◦�周辺住民の方々と良い関係を築いていた事業者（担当者）が、
町会長と調整。

苦労談
◦�住民説明会では、特定の人のみが発言する傾向があったた
め、情報発信に偏りが生じた。その後も、電話応対等での
対応に時間を要した。

住民説明会
後の対応 ◦電話での質問受付
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実 践 編第３章　参考となるリスクコミュニケーション事例

汚染対策
◦掘削除去
◦生物処理による原位置浄化
◦地下水揚水等

住民とのコ
ミュニケー
ションの課
題留意点

◦�住民説明会を複数回開催した場合も、参加できる住民の方々は全戸では
ない。そのため、戸別訪問や説明文回覧の方が、確実な周知が可能と考
える。
◦�適時、適切な情報発信に努めることが、周辺住民の方々の不安を払拭し
やすい。


