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事業の背景・目的 

地域内の複数の事業者や住民が連携して、化学物質の環境リスクを低減するため
に協働して取組を進める体制作りが重要 

地域連携によるリスクコミュニケーション（リスコミ） 

地域連携によるリスコミの方法論には、それぞれの地域の特性に応じて臨機応変
に適用していくべきものであるが、どの地域でも共通して取りくめるような普遍
的な事項は存在すると考えられる 

モデル事業における実際の取組から、一般化できる方法論を抽出・整理 

 化学物質の排出量は中小事業者からの排出が多くの割合を占めている 
都内事業者の現状 

 多くの中小事業者ではリスクコミュニケーションを単独で実施するのは困難 

都の役割 



事業実施期間・地域 

モデル地域面積：約2 .1km2 

対象事業所数： 化学物質を排出している26事業所              

（大手製造業2社の他、中小事業所があり業態は様々）  

約7,000世帯、約16,000人 対象地域住民： 25自治会 

多摩地域のモデル事業 

実施期間：   平成19年度～平成21年度 

モデル地域面積：約0.56km2 

対象事業所数： 化学物質を排出する業界の延べ87事業所           

対象地域住民： ９町会、 約6,800世帯、約11,000人   

区部地域のモデル事業 

実施期間：   平成21年度～平成23年6月 

（区内業界団体会員）  



多摩地域のモデル事業について 



事業実施方針 

関係者のリスクコミュニケーションへの理解を深め、     
地域の化学物質のリスク低減に向け、協働した取組の実施へ 

リスコミの実施実績のある大企業を中心に事業者グループ
の形成を図り、中小事業者を含めたリスコミの実施を推進 

大企業と中小企業、事業者と住民の知識・意識のレベル差の解消 
 ◎都主体での勉強会、情報提供の実施 
事業者、住民のコミュニケーション 
 ◎事業者・住民グループ主体の実施を目指す 



事業内容 

【事前調整】 

☆地域環境実態調査 

☆環境学習会（事業者向け２回、住民向け１回） 

☆事業者・住民合同の地域環境実態調査報告会 

☆対象事業者及び各々の町会に事業内容を個別説明 

【実施事業】 ☆聞き取り調査した化学物質の大気排出量を基に化学物質
の大気拡散シミュレーション 

事業者はリスコミ手法をイメージしにくく、実施に
抵抗がある 

行政によるリスコミ事業の運営を望んでいる 

☆事業実施後のアンケート調査 

一部の住民は化学物質ついて高い意識を持って
いるが、一般的にはあまり意識されていない 

（中小を含む事業者と住民の意見交換の場として設定） 



課題と成果 

☆調査報告会での議論は盛り上がりに欠け、一部の知識、関心
のある方のみが発言 

☆事業者に化学物質を題材としたリスコミの意義を浸透できて
いない 

【成果】 

【課題】 

勉強会の実施により、住民の化学物質に対する知識の拡充、
意識の変化が見られた 

☆住民は勉強会の内容は分かりやすく、化学物質に対する
イメージが変わったという評価 

事業者、住民のグループ化を図り、両者のコミュニケーションに
よる環境改善を進めるためには更に時間をかけた取り組みが必要 

⇒都は積極的に方向性を示さず、事業者、住民の主体的行動
を重視したことが一因 

⇒事業者の業態の違いや地域の広さが一因 



多摩地域のモデル事業結果を踏まえた
区部モデル事業の方向性 

対象地域は比較的狭い住工混合地域  ☆ 

既存の住民組織を活用 ☆ 

対象事業者の業態、事業規模を揃える ☆ 

○ 事業者の充分な事前準備 

○ 行政（地元自治体）による一定の関与 

○ レベル差の少ないグループの形成が容易な（あるいは進んだ）
地域の選定 

地元区を窓口とした調整が基本  ☆ 



区部地域のモデル事業について 



事業実施方針 

地域のコミュニケーションの活性化から化学物質のリスク低減の 
取り組みへ 

事業者：地域の地場産業の事業者団体          
住民： 町会・自治会等 をリスコミの主体とする 

既にグループ化されている 
事業所団体は中小事業者の業界団体であり、

事業規模が似通っている 

◎事業の意義を充分説明し、各関係者の意向を充分踏まえた事業展開
（事前調整の重視）  
◎コミュニケーションの推進に都が積極的に関与 
◎地元区の出張所、産業振興部署とも連携 



事業内容 

☆事業者団体を通じた事業者への働きかけ 

・ 業界団体のキーパーソンに事業の経営メリットについて説明 

・ 事前勉強会の実施 

☆町会連合会を窓口とした住民への働きかけ 

・ 相手の意向に合わせて事業内容も柔軟に対応 

☆地元自治体との連携 

・ 環境部門、地域出張所と連携し、産業部門とも調整 

⇒経営の安定が第一で、環境対策が経営上のメリットになる
ことが必要 

⇒ 地場産業も含めた地域のコミュニティの維持が重要 

⇒ 地域産業の衰退やコミュニティの崩壊につながらないよう
充分な配慮が必要 

☆ 事業者、住民、行政の意見交換会 

・都が資料を作成し、事業の意義、化学物質に関する実態等を説明 

【事前調整】 

【実施事業】 

・事業者、住民の自由な意見交換 



意見交換会のまとめ 

事業者団体：会長ほか会員事業者３名 

参加者 

住民：   町会連合会会長ほか各地区町会長６名 

行政関係者：都化学物質対策課、地元区環境部署、地区出張所、地元大学 

住民 事業者 

○ 荷卸しでの駐車が危険で迷惑 

○ 事業所外で荷運びするフォークリ
フトが危険 

○ 住民は地場産業には寛容 

○ 廃棄物は回収処理している ○ 廃棄物の排出でルールが守られて
いない ○ 組合未加入事業者でモラルに欠け

る部分がある 

○ 道路の使用については生活者の視
点に欠けていた 

○ 今は有害性の強い物質は使わない 

○ 地場産業で使用する化学物質が心配 

住民・事業者共通 

○ 行政も地域の地場産業の振興に力を入れて欲しい 

○ 住民・事業者が地域の課題を話し合うことは有意義だ 



成果と課題 

☆ 事業者、住民が率直に意見を出し合う場を設定できた 

☆ 地元自治体は話し合いから苦情への発展を懸念 

【成果】 

事業者が地域に溶け込み、地域の活性化のために活動していく
きっかけに 

【課題】 ☆ 住民の化学物質に対する理解が深められていない 

調整の難航  

意見交換会の場で化学物質以外の話題が中心 
⇒ 

☆ 事業者・住民の代表での話し合いのため、必ずしも地域
の課題の当事者となる事業者でない場合がある 

⇒ 苦情申し立てとは別の取り組みとしての仕組みを明確化 



意見交換会資料 



リスクコミュニケーション実施のポイント 
～区部モデル事業の結果から～ 

○町会・自治会がコミュニティの維持に苦労している様子が伺える 

○事業者と住民が明確に分離されていない 

○環境規制の強化により産業の衰退の経験がある 

☆化学物質を題材にした話し合いは地域内の住民と事業者の断絶を生む
可能性があると懸念している 

☆町会では事業者も住民としての町会会員である 

○PRTR制度をベースとした化学物質に関する意識、知識が少ない 
 単に化学物質と聞くだけでネガティブなイメージをいだく傾向がある 

☆近所付き合い、地域の祭礼での協力等の日常生活に根ざしたものか
ら住民と事業者が関係を構築し、その上で初めて化学物質のような
微妙な話題でのコミュニケーションが可能と考えている 

本モデル地域の場合 

地域の特性をよく把握・理解し、それに応じたアプローチが必要 



リスクコミュニケーション実施のポイント 
～区部モデル事業の結果から～ 

関係各主体の意見を尊重したアプローチが必要 

各主体の取りまとめ役になるキーパーソンとの連携が有効 

中小事業者にとっては経営の安定化が第一で環境対策にまで手が廻らない 
⇒ 地域とのコミュニケーションが経営にもメリットがあるという視点が重要 

リスコミの進行にあたって、住民側の主張には極力応え、強引な手法は避ける 

⇒ 住民のペースに合わせた事業進行が必要 

環境部門、産業部門、及び地域に最も近い出張所等との連携が必要 

⇒ 地元自治体の理解が得られなければ事業は進まない 

連絡は密にし、事業の進捗をこまめに説明して行政機関同士の信頼
関係を築く 

各主体間で情報の共有を図る必要がある 
 

事業者 

住民 

地元自治体 



リスクコミュニケーション推進地域 
モデル事業のまとめ 

～多摩・区部両地域の事業結果から～ 



リスコミを取り巻く現状 

化学物質によるリスクを感じていない地域での    
事業者、住民の協働によるリスク低減の取り組みは困難  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住民、事業者が地域のために協働したい気持ちはある 

地域の活性化は大きな 関心事 



リスコミ推進に必要な視点 

化学物質対策だけでない広い話題を設定する 

関係者にとってのメリットを説明・設定する 

関係者の化学物質に対する理解を向上させる 

各主体の核になるキーパーソンと連携する 

日常の地域コミュニケーションの活性化を図りつつ、
化学物質（環境リスク）の話題を取り上げる 



リスコミ推進に必要な仕組み 

地域をよく理解し、地域の住民、事業者の要望をくみ上げて
コミュニケーションをコーディネートする仕組みが必要 

地域に密着している地元自治体によるコーディネートが理想 

地域密着型のリスコミでは地元自治体も当事者に
近い立場になりうる 

第三者機関による調整、アドバイスの仕組みの導入も検討 
  ex）化学物質アドバイザー、有識者の検討会 等 

しかし 

地域社会の成り立ちや社会構造を捉えて進める必要 

そこで 



推計
届出

集計・公表・開示

利用 リスクコミュニケーション

リスク削減への取り組み

利用

利用

事業者 市民・ＮＧＯ

行政

届出対象外の事業所
家庭・自動車など

【情報の共有】
【意見の交換】
【共通の認識】

化学物質の排出・移動量データ

PRTR制度の基本概念 

しかし、都内のような中小事業者と住宅が混在する地域では 



中小事業者におけるリスクコミュニケーション 

３者が明確に分離
した形で存在して

いない 

地元自治体は地域
の構成員として、
実施主体の一つに

なる 

届出
（多くは届出対象外）

情報提供

化学物質の排出・移動量
データ

住民事業者

行政
（区市町村）

外部機関
（今回は都）

【意見の交換】 【情報の共有】【共通の認識】

リスクコミュニケーション

働きかけ

利用

リスク削減への取り組み

集計・公表・
開示

コーディネート

町づくりや地域コミュニティなど大きな課題への取組の中で  
化学物質に関するコミュニケーションも図っていく 



ご清聴ありがとうございました 

地域社会の発展と 
良好な地域環境の 
創出を目指して 
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