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リスクコミュニケーション「成功の鍵」

平成１９年１１月６日

化学物質アドバイザー
久塚　謙一

愛知土壌・地下水汚染対策研究会

１．土壌汚染に係るリスク
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　土壌汚染とは、工場等にて使用された有害物質が、表層土壌に吸着

したり、土壌から地下水に浸透したりすることにより、土壌や地下水

を通じて広域拡散につながる可能性のある問題

＜特徴＞・地表面下の問題であるため目に見えない

・有害物質は、地下水を経由した拡散の他、直接曝露や摂取により健康

　　　　　　 被害を及ぼす可能性あり

・土壌は私有財産を構成するため規制が困難（法制化が難航）

・地下水にまで拡散すると近隣の土地まで被害が及ぶなど問題が複雑化

土壌汚染とは？土壌汚染とは？

【出典】　（財）日本不動産研究所のＨＰ http://www.reinet.or.jp/jreidata/osenpj/osenqa.htm

２

リスクとは？リスクとは？

リスクとは何か？

◇リスクの定義（ＩＳＯ）
　「危害が発生する確率と危険の重大さとの組合せ（掛け算）」

安全とは何か？

◇安全の定義（ＩＳＯ）
　　「受け入れることができない（許容不可能な）リスクからの
　　　回避」

◇許容可能なリスクとは（ＩＳＯ）
　　「その時代の社会の価値観に基づく所定の状況において
　　　受け入れられるリスク」

【出典】　お茶の水女子大再教育講座　中村雅美「リスクとコミュニケーション」
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安全と安心

安全 安心

◇安全→科学的に安全とされていること・もの
　　　　　　＝科学的評価（客観的）

◇安心→消費者が安全と考えること・もの
　　　　　　＝心理的評価（主観的）

◇安全と安心のギャップを埋めるもの
　＝信頼と信用

【出典】　お茶の水女子大再教育講座　中村雅美「リスクとコミュニケーション」

４

土壌汚染に係る経営リスク土壌汚染に係る経営リスク

土
壌
汚
染
に
係
る
経
営
リ
ス
ク

土壌汚染対策法の遵守に係るリスク

土地の経済的価値に係るリスク

企業の社会的責任に伴うリスク

・有害物質使用特定施設設置事業所の調査・対策
　（土地を用途変更する場合）

・閉鎖・売却予定事業所の調査・対策
・減損会計対象事業所の調査・対策

・操業中事業所の情報開示に向けた調査・対策
・漏洩の早期発見、未然防止のための調査・対策

◇土壌汚染に係る経営リスクは、土壌汚染対策法の遵守、土地の
　経済的価値、企業の社会的責任（ＣＳＲ）の視点から捉える必要　

経営リスクを踏まえて実行計画を策定し、コストを定量化

５
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２．土壌汚染による環境リスク

　６

土壌汚染による健康被害等の可能性土壌汚染による健康被害等の可能性

魚介類

公共用水域 地下水（帯水層）

摂食

揮発

汚染土壌

土壌の
飛散

接触農作物や家畜井戸水

摂食 摂食吸入

吸収

飲用

【出典】　「自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン（案）」　平成１６年６月、環境省

汚染した地下水を飲用

皮膚から吸収

汚染土壌を口から摂食

　７



5

土壌汚染対策法の概要土壌汚染対策法の概要

◆　目　的

土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

◆　対象物質（特定有害物質）

　　 ①汚染された土壌の直接摂取（接触または皮膚接触）による健康影響：

　　 　 表層土壌に蓄積し得ると考えられる重金属等⇒土壌含有量指定基準を設定

②地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響：

　　 土壌環境基準と同じ溶出基準項目⇒土壌溶出量の指定基準を設定

◆　調査の契機

　　 ①有害物質使用特定施設の廃止時（第３条）：

　　　　調査対象：廃止特定施設で使用していた特定有害物質、敷地全体

　　　　ただし、用途変更がない場合等は、申請・確認による調査猶予

　　 ②健康被害のおそれがある場合、知事による調査命令（第４条）：
　　　　調査対象：知事が指定した特定有害物質、対象地域

◆　指定区域の指定

　　 ①調査結果で指定基準を超過した区域を、知事が指定区域に指定、台帳管理
　　 ②健康被害のおそれがある場合、知事による措置命令

◆　施行

　　 平成１５年２月15日

　８

土壌汚染対策法における環境リスクのとらえ方土壌汚染対策法における環境リスクのとらえ方

土壌汚染対策法の目的は、一般人の健康保護

大気

工
場
等
の
排
出
源

［ 環境媒体 ］

土壌*

表層水

地下水

溶解

*他の環境媒体と異なり、「土地」という私有財産を構成

環境法による規制に限界

一
般
人
（従
業
員
以
外
）

吸気

農作物

肉・乳製品

*土地の用途変更時に直接摂取のリスク発生

飲料水

魚介類

×

地下水

農用地規制

×

排ガス

排水

*地下水経由のリスク発生

・調査契機を限定　　・調査命令の発動要件を限定　　・調査対象物質を限定

　９
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【揮発性有機化合物（第一種特定有害物質）】

溶出量基準値

0.01    mg/Lベンゼン

0.03    mg/Lトリクロロエチレン

0.006  mg/L1,1,2-トリクロロエタン

1        mg/L1,1,1-トリクロロエタン

0.01    mg/Lテトラクロロエチレン

0.02    mg/Lジクロロメタン

0.002  mg/L1,3-ジクロロプロペン

0.04    mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン

0.02    mg/L1,1-ジクロロエチレン

0.004  mg/L1,2-ジクロロエタン

0.002  mg/L四塩化炭素

250  mg/kg 0.05    mg/L六価クロム化合物

（検出されないこと）（うちアルキル水銀）

含有量基準値溶出量基準値

4,000  mg/kg 1        mg/Lほう素及び
その化合物

4,000  mg/kg0.8 mg/Lふっ素及び
その化合物

150  mg/kg 0.01    mg/L砒素及び
その化合物

150  mg/kg0.01    mg/L鉛及び
その化合物

150  mg/kg0.01    mg/Lセレン及び
その化合物

15  mg/kg0.0005mg/L水銀及び
その化合物

50  mg/kg
（遊離シアンとして）

検出されないことシアン化合物

150  mg/kg0.01    mg/Lカドミウム及び
その化合物

【重金属等（第二種特定有害物質）】

【農薬等（第三種特定有害物質）】

溶出量基準値

検出されないこと有機りん化合物

検出されないことＰＣＢ

0.02    mg/Lチオベンカルブ

0.006  mg/Lチウラム

0.003  mg/Lシマジン

土壌汚染対策法の特定有害物質と指定基準

＊ダイオキシン類対策特別措置法における土壌環境基準
　　1,000pg-TEQ／g以下（250pg-TEQ／g以上の場合調査）

１０

３．化学物質の環境リスク

１１
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【定義】

　化学物質が環境を経由して人の健康や動植物の生息又は生育に悪い
　影響を及ぼすおそれのある可能性

　
　「化学物質の環境リスク」の大きさは、化学物質の有害性の程度と、呼吸、
　飲食、皮膚接触などの経路でどれだけ化学物質に接したか（暴露量）で
　決まる。

　有害性が低くても短期間に大量に暴露すれば悪影響が生じる可能性は
　非常に高くなり、逆に有害性の高い物質であってもごく微量の暴露であれ
　ば、悪影響が生じる可能性は低くなる。

　技術的、費用的な面で限界があるが、暴露量を少なくしたり、有害性の
　低い物質を使用したりすることで、環境リスクを低減することができる。

化学物質の環境リスク 有害性の程度 暴　露　量＝ ×

【出典】　「ＰＲＴＲデータを読み解くための市民ガイドブック　～平成１５年度集計結果から～」

化学物質の環境リスクとは？化学物質の環境リスクとは？
１２

①発がん性 動物の正常細胞に作用して、細胞をがん化する性質

②変異原性 遺伝物質であるＤＮＡや染色体に損傷を与えて突然変異を起こす性質

③急性毒性 単回投与（短時間の持続注入や反復投与）により引き起こされる毒性

④慢性毒性 長期の継続暴露（反復暴露）により引き起こされる毒性

⑤経口慢性毒性 食物、飲料水または胃内への直接投与により、反復して長期間にわた
って体内に入る化学物質による毒性

⑥吸入慢性毒性 呼吸により反復して長期間にわたって体内に入る化学物質による毒性

⑦生殖・発生毒性 生殖細胞の形成から、交尾、受精、妊娠、分娩、次世代の発育、
成熟に至るまでの一連の過程のいずれかの時期に作用して、生殖や
発生に有害な影響を及ぼす毒性

⑧催奇形性 化学物質が次世代に対して先天異常を引き起こす性質

⑨感作性 　　　　　　皮膚・気管等を刺激し、アレルギー様症状を起こす性質

⑩生態毒性 生物や生態系に対する影響

⑪オゾン層破壊 　　オゾン層破壊物質としてモントリオール議定書に規定された物質
　 物質

　【出典】 「化学物質のファクトシート　－２００３年版－　」、環境省環境安全課
「化学物質の環境リスク評価　第３巻」、環境省環境リスク評価室　

有害性の種類有害性の種類
１３
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１０－５生
涯
発
癌
リ
ス
ク

暴露量 大

用量反応関係線
（外挿）

○多くの発癌物質には、閾値がないと考えられており、暴露量が実質的安全量
　 を超えるか否かでリスクを判定（ゼロでない限りある確率で発癌リスクがある）

○わが国では、許容できる生涯発癌リスクを１０－５に設定して管理を行なっている

１０－７

１０－３

実際の暴露量 実質的安全
量（VSD）

わが国では、１０－５の
リスクレベルで管理

暴露量とリスクとの関係（発がん物質）暴露量とリスクとの関係（発がん物質）
１４

無作用量 影響量 中毒量 死亡量

生体機能変化
（可逆的）

疾患
（不可逆的）

死亡

健
康
影
響
度
（
リ
ス
ク
）

暴露量 大

閾値＝無毒性量
（NOAEL）

用量反応関係線

○世の中に「リスクゼロ＝絶対安全」はない（化学物質に限られない）
○化学物質による健康影響が生じないと考えられるレベル（閾値）に安全率
　 （不確実係数積）を考慮して管理を行っている（例：耐容一日摂取量）

暴露量とリスクとの関係（非発がん物質）暴露量とリスクとの関係（非発がん物質）

不確実
係数積

耐容１日摂
取量（TDI）

１５

．
．
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(独)産業業技術総合研究所　化学物質リスク管理研究センター　ホームページを基に作成　　http://unit.aist.go.jp/crm/riskT.htm

大　気大　気

土　壌土　壌

表層水表層水

農作物

家　畜

魚介類

肉／乳製品

水道水

スプレー

壁紙　等

室内発生源

室内空気等室内空気等

ヒ　ト

暴露経路暴露経路

○化学物質の暴露経路は多岐にわたるため、一般的にＴＤＩ（耐容一日摂取量）を
　指標としたリスク評価が行われている。

１６

初期リスク評価の考え方初期リスク評価の考え方

ＴＤＩ（耐容一日摂取量）*を把握する
*この量以下では、一生涯、毎日摂取（暴露）
　しても、ヒトに病気などの悪影響が出ない量
　（単位：ｍｇ／ｋｇ-体重／日）

ＴＤＩ＝ＮＯＡＥＬ（無毒性量）／ＵＦｓ（不確実係数積）
　　　　#動物実験等で求められたＮＯＡＥＬの値
　　　　 を以下の考え方で補正
ＵＦｓ＝種差（１０）×個人差（１０）×（ＬＯＡＥＬの使用）
　　　　 ×（試験期間）×（修正係数）

各暴露経路からの１日当たりの摂取量を合計し、
ヒトの体重（50ｋｇ）で割って、ｍｇ／ｋｇ-体重／日を
単位とする総暴露量を推定（推定暴露量）する

１７
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①呼吸による暴露量

　　大気中の濃度×空気吸入量（２０ｍ３／日）＝暴露量

②水を飲むことによる暴露量

　　飲料水中の濃度×飲料水摂取量（２Ｌ／日）＝暴露量

③食物による暴露量

　　食物中の濃度×食物摂取量＝暴露量

④家庭用品経由の暴露量

ハザード比（ＨＱ）を用いてリスクを評価する
ＨＱ＝ＥＨＥ（ヒトへの推定暴露量）／ＴＤＩ
　　　　　ＨＱ≧１の場合　：　リスクあり
　　　　 ＨＱ＜１の場合　：　リスクなし
　　　 *リスクの有無の明確化

土壌の直接摂取に
よる曝露量は？

【出典】ＮＩＴＥ化学物質管理センター「化学物質のリスク評価について－よりよく理解するために－」
　　　　 http://www.safe.nite.go.jp/management/risk/yoriyoku.html　

１８

［参考］　MOE（暴露マージン、Margin of Exposure）を用いる評価方法もある。
　　　　　　ＭＯＥ＝ＮＯＡＥＬ（無毒性量）／ＥＨＥ（ヒトへの推定暴露量）
　　　　　　　　　　　 ＭＯＥ≦ＵＦｓ（不確実係数積）の場合　：　リスクあり
　　　　　　　　　　　 ＭＯＥ＞ＵＦｓ（不確実係数積）の場合　：　リスクなし
　　　　　　　　　　　 　　　　　*リスク評価の不確実さの数値化

土壌溶出基準の設定例（鉛）

地下水等への溶出による飲用等に係る人の健康保護の観点については、現行の土壌
環境基準（溶出基準））を適用

【出典】土壌の含有量リスク評価検討会「土壌の直接摂取によるリスク評価等について」（Ｈ１３．８）

土壌環境基準は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持すること
が望ましい基準であり、土壌の汚染状態の有無を判断する基準として、また、汚染土
壌の改善対策を講ずる際の目標となる基準として設定。

水質環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準の対象になっている項目
について、土壌（重量：ｇ）の１０倍量（容量：ml）の水でこれらの項目に係る物質を
溶出させ、その溶液中の濃度が、各々該当する水質環境基準の値以下であること
を環境上の条件としている（以下、このような観点から設定した環境上の条件を
「溶出基準」という）。
【出典】中環審「土壌の汚染に係る環境基準の項目等の追加について」（Ｈ１２．１２．２６）

鉛の水質環境基準は、「JECFAで幼児に対するPTWIとし0.0025mg/kg/weekが設定
されており、これに基づきＴＤＩ相当値0.0035mg/kg/dayが算出される。水の寄与率５０
％、幼児の体重5kg、飲用水量0.75L/dayと設定して基準値を0.01mg/L以下とした。」
【出典】中環審「水質汚濁に係る人の健康保護に関する環境基準等の見直しについて（第一次答申）」（Ｈ１６．２．２６）

１９
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JECFA（FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会）の情報

1986年に、鉛の蓄積毒による身体負荷増を避けるという観点から、鉛のPTWIを乳幼児
で25μg/kg-体重（3.5μg/kg/dayに相当）とした。1993年にPTWIの妥当性を再確認し、
全年齢までPTWIを拡張して適用した。

日本の水質基準の設定

JECFAで全年齢群に適用するとされたPTWIを用い、数字を丸めて0.01mg/L。　

WHOのガイドライン値
「１日に0.75Lの飲料水を飲む体重5kgの人工栄養の乳児で、飲料水からの鉛摂取量を
50%と仮定すると、0.01mg/L。乳幼児は最も感受性が高いので、他の年齢群にも適用」
　

【出典】厚生労働省「水道水質基準について」

鉛の含有量が０．０１ｍｇ／Ｌを超える地下水を１日２Ｌ（乳児時０．７５Ｌ）生涯飲み続け
ると、血中に鉛が蓄積し、食欲不振、貧血等の中毒症状*が現れる。
低濃度の鉛の摂取による最も重大な健康影響は、認知発達及び知的行動に対する
傷害である。**
【出典】 *環境省「リスクコミュニケーションのための化学物質ファクトシート　2005年度版」
　　　　　　http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html
　　　　 **農林水産省「国産農産物の鉛、ヒ素及び水銀の含有実態調査の中間とりまとめ結果について」
　　　　　　（平成18年3月10日）

２０

土壌含有量基準の設定例（鉛）

「汚染土壌の直接暴露」に係る経路について、現在溶出基準が設定されている項目を
対象に、長期（慢性）毒性等の関連する文献やデータを収集整理し、要措置レベルに
ついて検討。

暴露期間については、長期的な暴露を対象とし、汚染土壌の上に７０年間居住（子供
の時期６年間、大人の時期６４年間）を前提。

土壌の摂食のシナリオについては、１日当たりの土壌摂食量を子供200mg/day、大人
100mg/dayとし、土壌中の有害物質の吸収率については、特に考慮せず。

暴露頻度は、年間365日に設定。

土壌の摂食による有害物質の摂取量は、下記式による。　 *１日当たり
（有害物質の摂取量*）＝（土壌中の有害物質の含有濃度）×（土壌の摂食量*）　　

要措置レベルについては、我が国の他の基準を設定する際に①ＴＤＩ等に基づいて設
定されている場合には、ＴＤＩ等の概ね１０％程度を目安とし、②ＴＤＩ等に基づいて設定
されていない場合には、汚染土壌からの当該物質の摂取量（理論最大摂取量）が飲料
水からの理論最大摂取量と同程度となるよう評価。

【出典】土壌の含有量リスク評価検討会「土壌の直接摂取によるリスク評価等について」（Ｈ１３．８）

【出典】土壌の含有量リスク評価検討会報告書「土壌の直接摂取によるリスク評価等について」（Ｈ１３．８）

２１
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要措置レベルについては、汚染土壌からの当該物質の摂取量が長期目標としての
水道からの理論最大摂取量と同程度となるように算定すると、150mg/kgとなる。
【出典】土壌の含有量リスク評価検討会報告書「土壌の直接摂取によるリスク評価等について」（Ｈ１３．８）

試算方法と試算結果（推定）

１．試算方法：設定すべき土壌含有量基準をDmg-鉛/kg-土壌とおくと、　　　
　　①子供の「水道からの理論最大摂取量」は、鉛の水道水質基準（0.01mg/L）×飲料水摂取量
　　　　（1L/日）*÷体重（15kg）*×期間（6年間）
　　②大人の「水道からの理論最大摂取量」は、鉛の水道水質基準（0.01mg/L）×飲料水摂取量
　　　　（2L/日）÷体重（50kg）×期間（64年間）
　　③子供の「土壌からの摂取量」は、土壌含有量基準（Dmg-鉛/kg-土壌）×土壌摂取量（200mg/日）
　　　　÷体重（15kg）*×期間（6年間）
　　④大人の「土壌からの摂取量」は、土壌含有量基準（Dmg-鉛/kg-土壌）×土壌摂取量（100mg/日）
　　　　÷体重（50kg）×期間（64年間）
２．算出式：（0.01×1÷15×6×365）＋（ 0.01×2÷50×64×365 ）
　　　　　　　　＝（Ｄ×200×10-6÷15×6×365）＋（Ｄ×100×10-6÷50×64×365 ）
３．試算結果：　Ｄ＝１４２mg/kg（約150mg/kg）

*EPAのデフォルト暴露ファクターより設定

150ｍｇ-鉛/kgを超える土壌を、子供の頃200mg/日、大人になって100mg/日づつ７０
年間摂取し続けると、血中に鉛が蓄積し、食欲不振、貧血などの中毒症状が現れる。
低濃度の鉛の摂取による最も重大な健康影響は、認知発達及び知的行動に対する
傷害である。

２２

４．土壌汚染に係るリスク
　　 コミュニケーション

２３
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持続可能な社会に向けて、個人、行政、企業、民間営利団体といった各主体間の

パートナーシップを確立するために、環境負荷や環境保全活動等に関する情報を

一方的に提供するだけでなく、利害関係者の意見を聴き、討議することにより、

お互いの理解と納得を深めていくこと

化学物質による環境リスクに関する正確な情報を市民、産業、行政等の全てのもの
が共有しつつ、相互に意思疎通を図ること

環境省：環境基本計画

環境省：「自治体のための化学物質に関するリスク
　　　　　　コミュニケーションマニュアル」

リスクコミュニケーションとは？リスクコミュニケーションとは？

環境リスクなどの化学物質に関する情報を、市民、行政、企業等の全て

のものが共有し、意見交換を通じて意思疎通と相互理解を図ること

（化学物質による環境リスクを減らす取り組みを進めるための基礎）

２４

【出典】 環境省「化学物質に関するリスクコミュニケーション」
　　　　　http://www.env.go.jp/chemi/communication/9.html

リスクコミュニケーション促進のための課題

信頼性の確保コミュニケーション対象の理解

市民は、何を恐れ
何を知りたがって
いるのか？

リスク情報への信頼性
リスク管理への信頼性
手続的公正の確保

［市民のリスク認知の因子］

破滅性：破滅的な影響が発生するリスクは確率が低くても大きく認知

未知性：科学的知見が不十分なリスクは大きく認知

制御可能性・自発性：自分からリスクを承知し、制御可能なリスクは小さく認知

公平性：自分たちだけに押し付けられるリスクは大きく認知

*日頃から、地域の清掃、工場見学会
　等で信頼関係を築いておくことが大事

２５
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リスクコミュニケーションの必要性リスクコミュニケーションの必要性

うわさや非科学的なことも

無視できない

市民の情報不足

不　安　感

企業･行政･市民一体となった

合理的な環境リスク低減

環境汚染、健康影響の顕在化
風評被害

情報の非開示

情報の共有化

市民のリスクに対する意識の向上

リスクコミュニケーションによる相互理解

持続可能な社会の形成

情報の開示

２６

公害問題、規制対応の時代 地球環境問題、自主的取組の時代

◇リスクコミュニケーションの位置づけ
　　「住民、事業者、自治体といった全ての利害関係者がリスク等に関する情報を共有
　　　し、相互に意思疎通を図って土壌汚染対策を円滑に進めていくための手段」

◇リスクコミュニケーションの目的等
　　・相手を説得することを目的としない（「納得感」が大事）
　　・周辺住民も含め全ての利害関係者が情報を共有
　　・意見交換により健康リスクや対策への理解を深め、より良い対策を選択・実行
　　・日常的なリスクコミュニケーションと個別の汚染サイトに係るリスクコミュニケー
　　　ションの２つを想定

◇リスクコミュニケーションの必要性
　　・情報公開等を契機として、住民の間に化学物質による健康影響の不安が高ま
　　　ったとき、できるだけ早く住民に健康リスクや回避方法等を適切に説明し、理解
　　　を得ることができれば、住民は自らの判断で冷静に行動できる
　　・土壌汚染問題においては、対策を実施するために住民の理解が必須であり、
　　　リスクコミュニケーションは不可欠
　　・健康以外の農作物の風評被害や地価の下落などについては、別途専門家の
　　　指導を仰ぐ必要

土壌汚染とリスクコミュニケーション土壌汚染とリスクコミュニケーション

【出典】 http://www.env.go.jp/water/dojo/guide/index.html環境省ガイドライン（案）（平成16年7月）

２７
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土壌汚染に係るリスクコミュニケーション「成功の鍵」土壌汚染に係るリスクコミュニケーション「成功の鍵」

◇土壌汚染に係るリスクコミュニケーションの全体的な動き
　　　①企業は汚染状況を開示する方向

　　　　←開示しないことによるリスクの方が大

　　　②マスメディアよりも住民説明会を優先

　　　③マスメディアは「汚染自体」は、ベタ記事扱いの傾向
　　　　→対策の明確化が重要　　　

◇土壌汚染に関して、マスメディアが必ず聞くこと

　　　①汚染が判ったのはいつか？

　　　②環境基準の何倍の汚染か？

　　　③敷地周辺への流出リスクはないか？　　　　　

２８

◆「成功とは？」
行政の適切な支援の下、住民の冷静な判断と安心感をもたらし、
適正な報道がなされ、環境リスク低減の取り組みが実施されること

◆リスクコミュニケーション「成功の鍵」

　　　①企業が先ず行うべきは、日常的コミュニケーション、社内
　　　　 コミュニケーション

　　　②開示のタイミングが大事
　　　　　→汚染が判った上での先送りは、「過失」ではなく「故意」
　　　③土壌汚染対策法の遵守だけでは不十分
　　　　　→水質汚濁防止法、廃棄物処理法、条例等、コンプライ
　　　　　　 アンス対象は多々

　　　④住民の不安に具体的に対応
　　　　　→争点となる、「健康」、「財産」、「スティグマ（嫌悪感等）」

別に切り分けて対応

　　　⑤「責任論」と「事実論」を峻別
　　　　　→先ずは、過去に遡及して事実関係を開示する必要
　　　　　　　（住民の理解・冷静な判断に役立つ情報の提供）
　　　⑥各々の立場を尊重した謙虚な対処が大事、第三者の参画

も考慮　　　　　

【出典】土壌汚染対策セミナー「土壌汚染とリスクコミュニケーション」（環境省共催、Ｈ１６．１１．２５）より
　　　　　作成

２９
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土壌汚染に係るリスクコミュニケーション事例土壌汚染に係るリスクコミュニケーション事例

【出典】 http://www.env.go.jp/water/dojo/guide/index.html環境省ガイドライン（案）（平成16年7月）より作成

（汚染物質 汚染規模 事前説明 説明会 最終対策

事例１
自治体調査で汚染判明。
風評被害を恐れ、１０年間公表せず。住民からの批判で説明会が紛糾。

あり
揮発性
有機化
合物

敷地外地
下水

汚染判明
から１０年
後

なし ３回 揚水浄化

事例７
事業者の自主調査で高濃度検出。
２年後に敷地内汚染状況が明確になり、県・市に報告。公表の遅れに対し
住民から批判。

飲用、
農地利
用あり。

揮発性
有機化
合物

敷地外地
下水

２年半後
緊急区長
会議

３回地区
に分けて
実施

揚水浄化、
真空抽出な
ど

事例１３
事業者の定期検査で汚染判明。
３ヶ月後に応急措置を行い、浄化グ計画等を自治体に報告。
住民の反応は少なかった（比較的有害性が低い物質、井戸水飲用なし）

なし
無機化
合物

敷地内地
下水

３ヶ月後
県、市、住
民代表、
市会議員

なし

補修、バリ
ア井戸設
置、揚水浄
化

事例１５
事業者の自主調査で敷地内井戸から検出。
１０年後に報告を求められ自主公表。住民は真面目さ・誠意を評価。

なし
揮発性
有機化
合物

敷地内・
土壌地下
水

８年後（判
明直後か
ら浄化）

専門家、
自治体、
区長会議

１回
土壌ガス吸
引、揚水
ばっき

事例２０
事業者の自主調査で敷地内地下水汚染。
環境省の調査・対策指針、市から指導により、８年後にメディア公表。
対策検討会を設置。

なし
揮発性
有機化
合物

敷地内・
土壌地下
水

８年後 なし なし
遮水壁、鋼
矢板設置、
揚水浄化

事例２７
事業者の自主調査で敷地内土壌・地下水から基準値超過のＰＣＢ検出。
１ヶ月半の間に汚染事実の把握、対策策定、自治体報告後、メディア公
表。早い対応と判りやすい説明が好評。

なし ＰＣＢ

敷地内・
土壌地下
水（敷地
外不明）

１ヶ月半後
専門家、
自治体、
地元議員

２回（町内
会主催）

敷地境界に
矢板、揚水
浄化

事例３４
経営理念、指針対応に基づく事業者の自主調査で汚染判明。
直後から浄化を開始したが、メディア公表は２年８ヶ月後。一部新聞で大き
く報道されたが、住民の反応は小さい。

なし
揮発性
有機化
合物

敷地内土
壌

２年８ヶ月
後

なし ２回
アスファル
ト舗装、揚
水浄化

事例３５
操業停止に伴う土対法第３条の調査で汚染判明。
敷地内地下水の貯留を確認。自治体報告、メディア公表、住民説明会を実
施。マンション予定地のため住民の関心高く、問い合わせ多数。

あり（食
品メー
カーが
利用）

揮発性
有機化
合物、重
金属

敷地内・
土壌地下
水

３ヶ月後

実施（自
治会長、
管理組合
役員）

１回

掘削除去、
梅戻し、揚
水井戸で汲
み上げ

事例３６

操業停止に伴う土対法第３条の調査で汚染判明。
特定有害施設の廃止時が法施行以前か否かで、市と事業者で紛糾。
廃止届提出後１６９日後に調査結果報告書を提出。提出前に舗装、矢板
設置等の緊急対策を実施。２年後土壌入れ替え予定。

なし
重金属
類

敷地内・
土壌地下
水

８ヶ月後 不明 １回
土壌入れ
替え

事例３７

操業停止に伴う土対法第３条の調査で汚染判明。
メディア公表の翌日に住民説明会を開催したが、参加者が少なく、住民へ
の周知が不十分だったため、事業者（福祉事務所）に対し不満が出た。後
日、回覧板等により情報提供。

なし
重金属
類

敷地内土
壌

１ヶ月後 実施 １回 検討中

概要事例Ｎｏ
汚染状況 周辺住民への対応地下水

利用
公表時期

３０

リスクコミョニケーションの具体例（３）

１．背景

　　①某石油会社は、土壌・地下水汚染を重大な環境リスクと捉え、平成14年度に

　　　 土壌・地下水汚染の自主調査の基本方針を定めた。

　　②製油所・工場・油槽所では、平成14～17年度にかけて、敷地内の土壌及び

　　　 地下水の状況について、指定調査機関による自主調査を実施し汚染が発覚

　　　 した場合には、敷地外への影響を与えないことを最優先に土壌・地下水汚染

　　　 の修復に取り組んでいる。

　　③給油所（SS）では、平成14～16年度にかけて、主に社有SSを対象にリスク

　　　 管理システムによる潜在リスク調査を行い、リスクの高いSSから現場調査・

　　　 一部浄化対策講じを実施している。

　　④平成17年4月には、「土壌汚染調査・対策規程」、「土壌汚染調査・対策の自　

　　　 主的対応要領」、「土壌汚染に係る情報開示要領」を制定した。

⑤平成18年１月に、平成15年12月から平成18年1月にかけて行った某地区の

　　　 Ａ事業所・Ｂ事業所の土壌・地下水汚染状況について公表（住民説明会、

　　　 メディア発表、HP掲載等）を行った。

３１
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２．調査結果概要と今後の対応（H18.1.20）
　　①Ａ事業所において、一部の箇所でベンゼンによる汚染が認められた。

　　②Ｂ事業所において、一部の箇所でジクロロメタン及び重金属（鉛・ヒ素）に

　　　 よる汚染が認められた。

　　③社内調査の結果、汚染原因はほぼ特定された。

　　④周辺への影響を判断するために敷地境界に観測井を設置し、地下水の

　　　 水質を調査・測定した結果、周辺への影響はないことが判った。

　 ⑤今後とも行政に相談しながら、適切な対応・対策を実施する。

３．土壌・地下水汚染に関する浄化工事の開始（H18.5.2）
土壌・地下水汚染自主調査結果に基づき、浄化工事を4月より開始した。

　　

４．土壌・地下水汚染に関する浄化工事の状況（H18.11.1）
土壌・地下水汚染の浄化工事は、当初計画にそってほぼ予定どおり進捗。

敷地境界の地下水のモニタリングにおいて、異常は確認されていない。

３２

リスクコミュニケーション「成功の鍵」の検証リスクコミュニケーション「成功の鍵」の検証

１．企業が先ず行うべきは、日常的コミュニケーション、社内コミュニケーション

　　①対住民：清掃活動、工場見学、産業祭、苦情対応、環境報告書
　　対行政：日頃の相談・意見交換

　　②中期計画・目的・目標*・方針の共有化（経営トップ～現場担当者）、汚染
　
　　　 履歴の把握、社内体制の構築（WG）、社内規程の整備 　　*環境格付け
２．開示のタイミングが大事
・開示の目的・方法、周到な準備（Ｑ＆Ａ集を含む）、行政への相談

３．土壌汚染対策法の遵守だけでは不十分
　　・コンプライアンスの徹底、ISO14001・EA21等「環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ」の
　　 構築、汚染原因の究明（当時の法令・条例等）

４．住民の不安に具体的に対応
　 ・周辺への影響がないことの確認（行政との連携）、有害性の把握、初期

　　　リスク評価

５．先ずは、過去に遡及して事実関係を開示する必要
・必要に応じ詳細データ開示、追加データ採取、地質調査（行政の助言）

６．各々の立場を尊重した謙虚な対処が大事、第三者の参画も考慮
・指定調査機関、化学物質アドバイザー、弁護士、広報専門家　　　　　

３３



18

５．まとめ

３４

まとめ１（環境リスク）まとめ１（環境リスク）

土壌汚染による環境リスクは、土壌・地下水という環境媒体を
経由した化学物質（土壌汚染対策法の「特定有害物質」）によ
る健康リスクにほかならない。

土壌汚染による環境リスクを回避する手段は、多々存在する。
対策は、土壌・地下水の浄化に限定されない。

化学物質の環境リスクの概念を知る。（リスク≠有害性）

化学物質の環境リスク 有害性の程度 暴　露　量＝ ×

３５
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まとめ２（リスクコミュニケーション）まとめ２（リスクコミュニケーション）

「化学物質の環境リスク」に対する理解は、リスクコミュニケー
ションにおける住民の冷静な判断を助ける。

土壌調査の目的・目標・方針の計画段階からの明確化、社内
共有化は、汚染が見つかった場合の迅速な対応を可能とする。

日常的なコミュニケーション、行政の支援も得た周到な準備が、
説明者の自信・安心を増し、説明を受ける住民の信頼感・安心
感につながる。

事業者に対する住民の信頼感、住民自身の冷静な判断・安心
感、行政の適切な支援が、リスクコミュニケーションの成功を
もたらす。

３６


