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はじめに 

 

 近年、内分泌かく乱化学物質（以下、「環境ホルモン」という。）などの化学物質

は、微量であっても次世代に影響を与える恐れがあると指摘されており、化学物質

による環境汚染に対する関心が高くなっている。 

 このような背景のもとに、国は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管

理の改善に関する法律」（以下、「ＰＲＴＲ法」という。）を制定し、事業者が化学

物質の排出量等を把握することにより、事業所における化学物質の自主的な管理を

促進することとした。 

 一方、東京都は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以下、「環

境確保条例」という。）を制定し、事業者が化学物質の排出量に加え、使用量等を

把握することにより、化学物質の適正な管理を促進することとした。 

 これらの制度により、事業所における化学物質の使用と排出に係るデータが国や

区市を経由して、都に集約されることとなった。 

 これらのデータは、その他の発生源からの排出量データとあわせて集計され、都

内における化学物質の排出等の実態が明らかになる。 

 また、一部の事業者は、化学業界の自主的な活動であるレスポンシブル・ケアや

環境報告書の作成を通じて、化学物質の排出量等を公表してきたが、ＰＲＴＲ法に

より、事業所ごとの排出量等のデータの開示が義務付けられたことから、市民等か

ら請求があれば、国がそのデータを開示することとなった。 

 平成１４年度から、ＰＲＴＲ法や環境確保条例に基づき、地域毎や事業所におけ

る化学物質の排出量などのデータが公表されることとなり、事業者、都民、行政が

環境に排出される化学物質についての正確な情報を共有し、相互に意思疎通を図り、

化学物質の環境への排出抑制を図る契機とすることが必要である。このため、リス

クコミュニケーションを具体的に推進することが重要となってきており、これによ

り環境リスクの削減が円滑に推進されることが期待される。 

 都内には、大規模な発生源は少ないが、中小の事業所が多くあり、このような状

況も考慮したリスクコミュニケーションのあり方について検討することが必要で

ある。 
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 １ 化学物質対策の現状 

 

(1) 化学物質対策の経緯 

わが国では数万種に及ぶ化学物質が製造・販売され、あらゆる生活の場面で使

用されている。しかし、その生産、使用、廃棄に伴い、有害化学物質は、時に健

康被害あるいは環境汚染を引き起こし、人々の暮らしに影響を与えた。 

１９７０年代以降、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等による大気・水域への

有害物質の排出規制や食品衛生法、農薬取締法などによる使用の規制、さらに、

ダイオキシン類対策特別措置法の制定など、様々な制度が整備され、対策技術の

進歩とあいまって、有害化学物質についての対策が推進されてきた。 

１９９０年代から、環境ホルモンに代表されるように、極微量でも世代間にわ

たる影響が懸念される化学物質が問題となってきた。しかし、このような化学物

質の健康影響等に関して、科学的に明確な根拠を得てから規制するには、相当の

時間と費用を要することから、個別の物質について規制値を設定し、発生源に対

する規制を行う手法では、数多くの化学物質には対応できなくなっている。 

 

(2) 化学物質のリスク管理 

化学物質のリスクについては、科学的根拠が比較的得られているものでも、そ

の健康影響は発ガン性や遺伝毒性など長期毒性として現れるものもあり、その発

生は確率で表される不確実さを伴うものである。従って、このような化学物質の

人の健康や環境に対するリスクを低減するためには、従来の規制的手法による対

応では限界がある。 

このため、環境への排出量や毒性に基づく健康影響、使用することの便益など

に関する情報を市民、事業者、行政が共有し、双方向に情報をやり取りすること

により、化学物質の適正な管理を行い、化学物質の環境への負荷や健康影響など

のリスクを低減していくことが必要となってきた。 

そこで、化学業界の自主的取組であるレスポンシブル・ケアの実施、ＰＲＴＲ

法に基づく化学物質の環境への排出量等の届出、ＩＳＯ-１４０００シリーズの

取得と環境報告書の公表など、様々な手法を組み合わせた化学物質の製造から廃

棄までのリスク管理への移行が図られてきている。 
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 ２ 化学物質対策におけるリスクコミュニケーション 

 

(1) リスクコミュニケーションの必要性 

化学物質のリスク管理を進めていく上で、化学物質に関連する情報が重要な役

割を果たす。そのためには、情報を持つ側からの情報の提供が、適切に行われる

ことが必要である。 

現在、ダイオキシン類や有害大気汚染物質の測定結果、農薬類等の食品等から

の摂取量や食器等からの環境ホルモン等の溶出量等の結果も、随時公表されてお

り、提供される情報の種類は多様化してきている。一方、事業者においてもＩＳ

Ｏ－１４００１に基づき、環境に関する情報を公表するなど、事業者側からの情

報量も増加してきている。 

しかし、それらは情報を持つ行政や事業者からの一方向の情報提供であり、市

民個々人の価値観の多様化、市民意識の成熟等に伴い、要求される情報は今後、

さらに複雑、多様化するため、一方向の情報提供によって、このような多様な要

求に対応することは、困難になるものと考えられる。 

化学物質に関する情報を理解するためには専門的な知識が必要なため、市民の

中には十分に精通している人は少なく、理解したくても情報をどこから得たらよ

いかわからない人などもいる。また、手近なところで、情報を得ようとしても体

系的、継続的に情報が得られないこともある。 

一方、事業者などにおいても、市民がどのような情報の提供を求めているのか、

どのように説明すべきかわからない状況にある。このような状況に対処するため

には、事業者、市民、行政相互の対話を図っていく必要がある。 

リスクコミュニケーションは、化学物質による環境リスクに関する正確な情報

を事業者、市民、行政等が共有しつつ、相互に意思疎通を図るものであり、化学

物質によるリスクの低減を図っていくためには、リスクコミュニケーションを進

めていくことがきわめて重要なものとなっている。 
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(2) これまでの国内外の検討状況 

  ＰＲＴＲ法においては、事業者が化学物質の管理の状況に関して国民の理解を

深めるよう努めなければならない旨規定しており、環境省、経済産業省、日本化

学会等でＰＲＴＲ法のパイロット事業と平行して、リスクコミュニケーションの

検討が進められてきた。また、廃棄物処理や損害保険、食品行政の分野でも多く

の事例紹介や検討結果が報告されている。 

環境省は、ＰＲＴＲ法の施行に合わせて、平成１０年からリスクコミュニケー

ション手法の検討調査を日本化学会に委託し、その調査結果をもとに平成１３年

に化学物質のリスクコミュニケーション手法ガイドを公表している。しかし、こ

こで述べられている手法は、ＰＲＴＲ法に基づいた化学物質の排出量等の届出が

必要な事業者が、平成１５年度までは年間の取扱量が５トン以上のものであるた

め、リスクコミュニケーションについて対応が可能な大企業を念頭に置いた内容

となっており、中小企業にはこの手法ガイドをそのまま適用することは難しい。 

このリスクコミュニケーション手法ガイドでは、リスクコミュニケーションを

必要とする場合として、工場の新設、小事故、法令違反、有害物質の排出などを

あげており、事業者の危機管理対応などのためのリスクコミュニケーションのガ

イドブックとしての性格が強く、平成１４年末以降に公表されるＰＲＴＲ法に基

づくデータ等によるリスクコミュニケーションについては、ほとんど検討されて

いない。 

また、滋賀県、愛知県などの自治体でも、リスクコミュニケーションのあり方

について検討がなされており、愛知県の報告では、中小企業における人材面や情

報面での対応の難しさが指摘されている。 

中小企業総合事業団が平成１２年に実施したアンケート調査では、化学物質に

関して中小企業（３００人以下）が受けた質問のうち、周辺住民やＮＰＯ等から

のものは８．８％に過ぎず、それ以外のほとんどが顧客からのものであったこと

が報告されている。しかし、ＰＲＴＲ法による化学物質の排出量等が公表される

と、「専門知識を有しない住民からの化学物質に関する質問」が増加することも

考えられる。 

このように、国内では、大企業を念頭に置いたリスクコミュニケーションの検

討が先行し、中小企業については地方自治体の検討に待つところが大きいと考え

られる。 

  一方、リスクコミュニケーションが定着している諸外国の事例としては、次の

ようなものがある。 

アメリカでは、１９８４年に発生したインドにおける化学会社での事故によっ

て、化学プラントに対する周辺住民の不安が高まり、「緊急時計画と地域社会の
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知る権利法（１９８６年）」が施行された。その内容は、企業が自治体、救急関

係者に有害物質に関する情報を提供し、自治体が緊急時計画を策定するとされて

おり、企業の持つ化学物質に関する情報の提供方法等が明確になっている。 

Toxic Release Inventory（ＴＲＩ：有害物質排出目録）は、アメリカ環境

保護庁（ＥＰＡ）が１９８９年から実施している制度である。その公開データを

もとに、環境ＮＧＯやメディアが化学物質の環境への排出量の大きい企業等のラ

ンキングを作成し、インターネットで公表するなど、市民の監視下における化学

物質の削減に向けた取組が進展している。このＴＲＩにおいては化学物質の環境

への排出量の削減といった明確な目標があり、トラブル発生時に仲介する地域ア

ドバイザーパネル等の制度も整備されている。 

アメリカでのリスクコミュニケーションは市民の「知る権利」や「意思決定の

権利」に基づくもので、民主主義的な手続きの一つとして理解されており、ＮＲ

Ｃ（アメリカ研究審議会）は、１９８７年にリスクコミュニケーションをリスク

評価者、リスク管理者、専門家・市民グループ、個人の間で双方向(対話的)にリ

スク評価や管理にかかわる情報や意見を交換するプロセスと定義している。 
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 (3) リスクコミュニケーションの実施に関して留意すべき事項 

  このような現状を踏まえ、リスクコミュニケーションを実施していく上で、

留意すべき事項をまとめると以下のようになる。 

 

 ア 求める情報と提供される情報の相違 

市民が、化学物質に関するリスク情報を求める場合は、化学物質が環境や

自らの生活に密接に関係していると考えているからである。しかし、事業者

や行政から提供される情報は、部分的であったり、専門的過ぎるなど真に求

める情報ではなく、より一層のわかりやすい情報の提供が必要であると考え

ている。 

事業者の中には、化学物質対策は十分に行っており、化学物質に関する情

報についても、十分提供していると考えているものもいる。一方で、市民が

どのような情報を真に求めているか、十分理解できていないという不安も抱

いている。また、事業者が持つ化学物質の情報は、企業活動に伴って得られ

たものであり、その公表により、企業の存続や商品の売れ行きに対する影響

が出るかもしれないので、公表については慎重となることがある。 

このため、どのような内容の情報が必要で、どこまで提供できるかについ

ての対話を行うことが、リスクコミュニケーションの始まりと見ることがで

き、まず一歩を踏み出すことが求められている。 

 

イ 一方向の情報提供 

これまで、事業者等は窓口対応、説明会、環境教育、イベント、地域活動、

宣伝などにより、市民に対して情報の提供を行ってきた。しかし、そこには、

情報の共有化の必要性についての認識が不十分で、一方向の情報提供に終わ

っていることが多かった。 

 

ウ 人材の育成（事業者・市民・行政） 

    リスクコミュニケーションでは、情報の送り手側が、情報の受け手の意見 

や主張を十分理解し、受け手が納得する情報の提供を行うことが必要とされ 

る。そのため、データを解釈し、求める人の要求に合った情報に加工する能 

力と、情報を伝えるプレゼンテーションの能力に加え、相手の話を聞く能力 

も必要である。 

現状では、事業者、市民、行政、いずれの主体も自分の主張を理解させる

説得型のコミュニケーションの経験しかない者も多く、人材育成は重要な課

題である。 
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 ３ 東京都における化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進 

 

(1) 東京都における化学物質対策の現状 

  東京都においては、昭和４４年の東京都公害防止条例の制定以来、化学物質

対策に積極的に取り組んできた。 

  大気汚染関係では、東京都公害防止条例に基づき、有害ガスとして３２物質

について、都独自の排出基準を設けて規制を実施してきた。 

その後、平成７年に、｢東京都有害化学物質対策基本方針｣を、平成 9年には、

｢東京都有害化学物質管理指導指針｣を策定し、事業所における化学物質の自主

管理を推進してきた。 

  平成１２年には、東京都公害防止条例を全面改正し、新たに「環境確保条例」

を制定した。この中で化学物質の適正管理を明確に規定し、事業者による化学

物質の使用量等の報告を義務づけ、平成１３年に施行した。 

このように東京都では、平成１３年のＰＲＴＲ法と環境確保条例の施行によ

り、事業者から届出される情報が新たに加わることとなり、リスクコミュニケ

ーションを実施するうえでの情報が充実することとなった。 

  ＰＲＴＲ法に基づく情報としては、化学物質の①環境への排出量、②事業所

外への移動量がある。これらの情報は、都を経由して国に届出され、国が集計

し公表するとともに、都に通知されることになっており、通知されたデータを

もとに、都は独自の集計を行い、わかりやすい形での公表を検討すべきである。 

  なお、国における届出事項の集計は、ファイル記録事項について化学物質ご

とに行われ、また、都道府県、業種及び従業員の数の区分ごとにも行われる。 

  一方、環境確保条例に基づく情報としては、化学物質の①使用量、②製造量、

③製品としての出荷量、④環境への排出量、⑤事業所外への移動量がある。こ

れらの情報は、環境確保条例の事務が委譲されている区市においては区市に、

事務が委譲されていない町村については都へ報告され、全体を都で集計する。 

  化学物質に関する情報を活用して化学物質のリスクコミュニケーションを

円滑に進めていくためには、環境確保条例及びＰＲＴＲ法による情報を一括し

て管理しながら、使用目的にあわせて取り扱うことが必要である。 
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化学物質情報管理データベース 

・化学物質取扱量等データベース 

・工場、指定作業場データベース 

・規制値等関連法規データベース 

・環境濃度データベース 

化学物質情報管理システム 都 
ＰＲＴＲ法対象物質入力 

区市町村 

事業者 

都･区市町村 

確保条例対象物質入力 

リスク評価 

加 工 

パソコン 

パソコン 

紙 

紙 
パソコン 

図―１ 化学物質情報の管理システムの体系 

照会・提供 

都民･事業者等 

(2) 化学物質情報の収集、整理、提供 

  東京都が整備すべき化学物質情報の管理システムの概念を図－１に示す。 

化学物質情報の管理システムは、ＰＲＴＲ法及び環境確保条例に基づく、化

学物質情報を一括して管理することを目的とするものである。 

 

 

システムはパソコンを活用するものとし、届出された化学物質の環境への排

出量、使用量等の「化学物質取扱量等データベース」の他、工場等の基礎的デ

ータの「工場、指定作業場データベース」、法令に基づく規制に関するデータ

の「規制値等関連法規データベース」等から構成され、工場、指定作業場毎、

関連するデータを統一して管理するシステムである。 

システムは、都、区市町村それぞれの所管課が関連するデータの管理を行う

ことによって、化学物質に関する情報を共有することを可能とする。また、リ

スクコミュニケーションの実施において必要な化学物質による環境リスクの

評価や、公表する情報の加工などの機能も持つことが必要である。 
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(3) リスクコミュニケーション実施上の課題 

  ア 東京の特性 

 東京都におけるリスクコミュニケーションを円滑に実施するためには、次

のような東京の特性を考慮する必要がある。 

◆ 都内では、多種の中小企業が一般住宅と混在している。 

 ◆ 都心再開発等により新住民が増加し、旧来の地域コミュニティ意識が希

薄になっている。 

◆ 都内で使用されている化学物質は、多種多様であるが、一部の有機溶剤

以外は、多量には使用されていない。 

   ◆ ＰＲＴＲ法と合わせて、環境確保条例が施行されており、中小の事業所

も含め都内の化学物質の使用状況、排出状況等が把握できる。 

◆ 工場・事業場以外の発生源の影響も大きい。 

 

  イ 東京都におけるリスクコミュニケーション実施上の課題 

以上の特性を踏まえて、事業者が周辺住民や行政とのコミュニケーション

をリスクコミュニケーションとして確立していくためには、次のような課題

が考えられる。 

◆ 住工混在下におけるコミュニケーション不足 

都内には、約 6 万ヶ所の小企業（従業員数１～19 人）があり、特に一部

の地域にその約半数が集中し、住宅と工場が軒を並べており、住民のなかに

は、近隣にある事業所等からの化学物質によるリスクについて懸念している

人もいる。また、マンション等の建設により、新しい住民が増えたこともあ

り、事業者と新しい住民との間のコミュニケーションが不足しており、住民、

事業者とも十分な情報を得られない状況にある。 

 

◆ 化学物質情報の活用と分かりやすい情報提供の方法の検討 

環境確保条例においては、ＰＲＴＲ法に基づく環境への排出量及び事業所

外への移動量に加えて、使用量、製造量及び製品としての出荷量も報告の対

象となっている。化学物質に関する情報の質の多様化と量の増加がもたらさ

れる中で、化学物質のリスクコミュニケーションを推進するためには、行政

は、ＰＲＴＲ法及び環境確保条例に基づいて得られた情報を、環境への排出

量の把握や化学物質の適正な管理の促進などに十分活用していくことが必

要である。また、行政は工場・事業所以外の発生源からの排出も含め、地域

全体の化学物質の排出量を把握し、市民や事業者に分かりやすい形で提供す
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る必要がある。そのためには、行政は様々な化学物質情報を都民に分かりや

すい形で提供する手法の検討が必要である。 

 

◆ 中小企業にも実施可能な方法の検討 

東京の製造業は中小企業（従業員数 300 名未満）が企業数の 99.8%を占め

ており、人材の不足、企業規模に対して取扱う化学物質の種類の多さ等が原

因となって、化学物質のリスクの説明が十分に行われないことなどが考えら

れる。このため、中小企業におけるリスクコミュニケーションの実施方法に

ついての検討が特に必要である。 

 

◆ リスクコミュニケーションに係わる人材の育成 

リスクコミュニケーションに係わる人材、とりわけ中小企業における人材

の確保と育成については、公害防止管理者制度を活用するなど、広く取り組

んでいく必要がある。 

 

 

(４) 事業者、都民、行政の果たすべき役割（図―２参照） 

 前節で検討したリスクコミュニケーションの課題を踏まえ、リスクコミュニ

ケーションを進めていくためには、それぞれのリスクコミュニケーションの当

事者の果たすべき役割は次のように考えられる。 

   

ア 事業者 

事業者がリスクコミュニケーションを円滑に実施するには、周辺住民や行

政とのコミュニケーションを日常の事業活動の中で実施し、住民の信頼を得

ていく必要がある。日頃から、企業自らの情報発信や行政の窓口の充実など

の日常的なリスクコミュニケーションの積み重ねが、事故などの緊急時や新

しい施設の建設などの非日常的なリスクコミュニケーションの円滑な施に

結びつくことになる。事業者は、事業活動を行っていく中でリスクの原因と

なる化学物質を扱っていることから、自ら進んで、環境へ配慮した活動を行

うとともに、以下のような関連した情報の積極的な公開が求められている。 

◆ 化学物質の環境リスクに関する情報を、自らなるべく分かりやすい形

で提供する。 

◆ 都民の疑問に対して適切な対応を行う。 

◆ 環境に配慮した事業活動についても積極的に公表していく。 
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イ 都民、学校、地域コミュニティ 

    自治会、町会等の団体、あるいは専門家や専門家集団としての学校などは、

その立場によりリスクコミュニケーションへのかかわり方は違ってくる。基

本的には、事業者や行政に対して対立するものではなく、事業者、都民そし

て行政が相互理解を深めるために、リスクコミュニケーションの場に積極的

に参加するよう努めていくことが必要である。 

 

◆ 都民は、事業者が行う地元説明会や事業所の見学会等の地域のリスクコ

ミュニケーションの場に積極的に参加する。 

◆ 市民団体、ＮＰＯ等は、学識経験者とは異なる立場で活動しているが、

リスクコミュニケーションにおいて、より都民に近い視点を持った専門家

として建設的な問題提起を行い、ファシリテーター（司会進行役）として、

事業者や行政と都民とのつなぎ役を果たしていく。 

 

事 業 者 

都民、商店会 
自治会、小学校 

地元大学 

地域ネットワーク 

リスクに関する情報提供、専門的助言 

集計結果、リスク評価

情報提供、地域説

明会、工場見学会 

環境教育 

都の役割 
・情報の収集、集計、公

表、開示 
・区市職員及び企業担当

者の育成支援 
・環境教育への反映 等

事業者の役割 
地域説明会の設定、説明 
環境報告書の作成等 

国 

区
市

都 

区市町村の役割 
・情報の収集、集計、公表、開示 
・企業担当者の育成支援 
・リスクコミュニケーションの場

（地域説明会）の提供、運営 等

図―２ 東京都の化学物質に関するリスクコミュニケーションにおける各主体の役割
 

環境報告書作成支援 

参加 

参加 
参加 

参加 

参加 
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◆ 地域コミュニティの一員でもある自治会等は、市民団体やＮＰＯ等とは

違った角度で都民と事業者や行政との接点としての役割を果たすととも

に、地域における化学物質に関する情報が有効に生かされるよう、都民の

意見や疑問を事業者や行政に伝えたり、都民が参加できるようなリスクコ

ミュニケーションの場の設定について事業者や行政と協働していく必要

がある。 

◆ 大学等は地域の専門家集団としてリスクコミュニケーションの場に参

加し、化学物質関連の情報をわかりやすい形に加工し、リスクに関する情

報を付加するなど専門的助言を行うことが期待されている。また、環境関

係の学会等とも連携し、中小企業におけるミニ環境報告書の作成の支援や、

都民の化学物質に関する情報のニーズ調査などに積極的に関与していく。 

 

 

ウ 行政 

    行政は、地域における化学物質のリスク管理を担う立場から、リスクコミ

ュニケーションの場の設定を支援するなど、リスクコミュニケーションを推

進する施策を実施することが必要である。また、行政自身も、環境モニタリ

ングの結果など環境に関するデータを多く保有していることから、事業者か

ら届け出られるデータとあわせて分かりやすい形での情報の提供を行うこ

とが必要である。 

 

◆ 事業者に対しては、事業者の自主的な取組が円滑に進むよう、情報提供

や支援、業界団体へ取組推進の働きかけを行う。 

都民に対しては、地域の環境学習の機会をとらえて、都民も自らが環境

のリスクについて考えていくよう働きかけていく。 

◆ 環境確保条例とＰＲＴＲ法の報告等の内容の集約と管理を適切に行う

必要がある。 

◆ 都、区市町村が化学物質に関する相談窓口を設置し、電話、窓口等にお

いて都民、事業者、市民団体等に化学物質の毒性やリスク評価などの情

報を提供する。 

◆ 都は、公害防止管理者に対する化学物質の適正管理に関する講習や、環

境学習リーダーのフォローアップ講習などにより、人材の活用や育成を

図っていく必要がある。また、リスクコミュニケーションが地域で行わ

れるよう区市町村担当者への情報提供を適宜行うなど、区市町村におけ

る人材を養成していく必要がある。 
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（５）リスクコミュニケーションの実施 

   リスクコミュニケーションの実施に当たっては、特に事業者の認識が重要で

ある。事業者は、化学物質の使用者として、自らの環境対策への取組の状況を

地域に対して平素から公表し、都民との対話を通じて地域の信頼を得るととも

に、地域と共存していく必要がある。 

事業者は、リスクコミュニケーションが地域での企業存続に必要な活動であ

り、これまで地域において行ってきた様々な取組の一つとして捉え、継続して

行っていく必要がある。 

化学物質は、取り扱う量や種類が事業所により異なり、また、化学物質のリ

スクは事業所の立地条件などによって異なるため、リスクコミュニケーション

は画一的方法で行うのではなく、事業所や地域の実態に合わせて行う必要があ

る。特に、都内においては、中小の企業が住宅と接して操業している例も多い

ので、大企業のみでなく、中小企業においてもリスクコミュニケーションを行

うことが必要である。 

東京都はこれまで、都内数カ所において、リスクコミュニケーションのパイ

ロット事業を行ってきており、その結果を踏まえ、企業の規模に応じて、当面、

次のようにリスクコミュニケーションを推進する必要があるが、その手法や実

施内容については、今後行うパイロット事業等において、さらに検証し、充実

していくことが必要である。 

 

ア 大企業におけるリスクコミュニケーション（図―３参照） 

  

 
 

　

　

事業者

地域の企業活動で化学
物質がどのように使わ
れているかを知る。

周辺住民

行　　　政

支援

図－３　大企業におけるリスクコミュニケーションの具体例

・　環境報告書（サイトレポート）の発行
   →事業所における事業の内容
   →化学物質の適正管理の組織、方法
   →化学物質の使用量、排出量等
　→使用化学物質の環境濃度
　→有害性の少ない代替品への転換

企業による地域
説明会、地域学
習会
（共に学びあう場）
窓口での会話

・説明会等での意見の表明・提案
・総合学習等に地元の工場見学を取り入
れる。（町を支える工場の事業活動に親し
む）
・地域企業への支援
（環境配慮製品の利用）

　・　化学物質関連情報の提供
　・　環境教育への支援
　・　化学物質の相談窓口
　　（ＰＲＴＲ法、条例など関連法規）
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ＰＲＴＲ法においては、化学物質の年間取扱量が１トン（平成１４年度まで

は５トン）以上の比較的大規模な事業者に対して化学物質の管理状況に関して

日頃の理解を深めるよう求めている。このため、同法に基づく「化学物質管理

指針」においては、事業者に対して情報提供の窓口の整備等を求めているが、

化学物質のリスク等に関する住民等との情報の共有化による双方向のコミュ

ニケーションという点から見ると十分であるとは言えない。 

大企業は、専門的な環境管理組織を持ち、ＩＳＯ－１４００１などの環境マ

ネジメントシステムを構築していることが多いため、既存のシステムを活用し

てリスクコミュニケーションを行うことができる。さらに、近年、多くの企業

が作成するようになった環境報告書について、事業者は企業全体として作成し

た環境報告書をそのまま利用するのではなく、事業所ごとに環境報告書（サイ

トレポート）を作成し、地域説明会等を開催して、自ら周辺住民に対してきめ

細かく情報提供や対話を行っていくことが重要である。 

 

(ｱ) 実施の契機 

◆ 様々な機会を捉えて、事業者はリスクコミュニケーションを実施すべき

である。 

◆ 工場見学会、地域との交流会、お祭り等で地域説明会を実施する。 

◆ パンフレットを作成し、回覧板等により周辺住民に環境報告書（サイト

レポート）の内容を周知するとともにホームページに掲載し、周辺住民の

意見を求め、対話を行う。 

◆ 地域における企業活動の一環として、行政が行う環境教育や総合学習の

場に参加して、児童、生徒に対しても化学物質に関する情報を提供してい

くことが必要である。 

 

(ｲ) 提供する情報 

事業者は企業全体や事業所の概要、化学物質の管理や事業実施における環

境保全に関する目標等からなる環境報告書（サイトレポート）を作成し、周

辺住民へ配布するとともに、事業所等のホームページに掲載し、その周知を

図る。サイトレポートは、表―１に示す一般的な環境報告書において要求さ

れる事項の他に、以下の内容を含むことが望ましい。また、作成に当たって

は、都民にもわかりやすい内容とし、地域との関係や業界の全体像を可能な

限り明らかにする必要がある。 

◆ 事業所における事業の内容 

◆ 事業所における化学物質の適正管理の組織、方法 
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◆ 事業所における化学物質の使用量、排出量、処理状況、保管状況等 

◆ 事業所が使用している化学物質の都内及び地域における環境濃度、毒性、  

有害性の少ない代替品への転換の検討状況 

 

(ｳ) 実施主体 

事業者は環境管理部門のみならず、総務部・営業部の苦情対応部署、お客

様窓口・広報等の対外窓口、工場管理・製造部門等の実際に化学物質を取り

扱う部署も含め全社的対応を行う必要がある。 

 

(ｴ) 説明者等 

基本的には第三者を介さず、企業側担当者が直接住民に説明し、質疑応答

を行う。説明者には都又は区市町村の環境学習講座修了者、公害防止管理者

等化学物質管理やリスクコミュニケーションについての知識を有する社員

が望ましい。 

 

表―１ 主な環境報告書の記載事項 

  

(ｵ) 対象者 

    主に周辺住民を対象とするが、地元自治会や商店会、商工会等との繋がり

や、事業者、都民、行政との公害防止連絡会などを通じて広く呼びかけてい

く必要がある。 

１ 基本的事項 

   顕著な環境側面、取組の方針、目標、組織、事業概要など 

２ 環境保全に関する経営方針、目標及び実績等の総括 

３ 環境マネジメントに関する状況 

・環境マネジメントシステムの状況 

・環境情報の開示、環境コミュニケーションの実施状況 

４ 環境負荷の低減に向けた取組の状況 

・環境負荷の全体像 

・物質エネルギー等のインプットに係わる環境負荷の状況 

・不要物等のアウトプットに係わる環境負荷の状況  など 

（「環境報告書ガイドライン２０００年度版（平成 13 年 2 月環境省）」より） 

 



 - 16 - 

(ｶ) 自治体の役割と関与 

事業者が地域説明会を行うには、そのメリット、デメリットを考慮し、実

施についての決定がなされると考えられる。行政は、他社の事例や実施にあ

たっての情報提供などの支援を積極的に行い、企業が地域説明会を行いやす

い状況を設定していく必要がある。 

また、地元区市町村の環境担当部署は、産業振興担当等の関連部署とも連

携し、事業者の実情を十分把握した上で適切な支援を行っていく。 

 

(ｷ) 企業のＰＲ 

事業者は地域説明会を自社のＰＲの場として積極的に捉え、会社や製品の

イメージアップにもつなげることができる。 

そのためには、業界紙等への広報やインターネット等を通じて地域説明会

の実施をＰＲしていく必要がある。 

 

 

イ 中小企業におけるリスクコミュニケーション（図―４参照） 

 

PRTR 法においては化学物質の年間取扱量が１トン未満（平成１４年度まで

は５トン未満）の事業者に対して、化学物質の排出量等の届出や化学物質の管

理状況に関する国民の理解を求めるよう定められていないが、環境確保条例に

  

　

　
　

　
　　 　

　

　

事業者

周辺住民

・ミニ環境報告書の発行
　　→化学物質使用量等の公表
　　（発行単位：業界団体毎、
                    数社共同、支部）
・業界団体、同業者組合の協力

      ・化学物質関連情報の提供
　　・ミニ環境報告書作成への支援
　  ・環境教育への支援

・地域でのお祭り
・地域学習会
・自治体の催し

・企業や業界団体との
  対話

図－４　中小企業におけるリスクコミュニケーションの例

行　　　政

産業活動に化学物質
がどのように使われて
いるかを知る。
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おいては、化学物質を適正に管理するため、対象化学物質の取扱量が年間１０

０kg 以上の中小の事業者に対して、化学物質の使用量等を知事に届け出るこ

ととされているため、これらの中小企業においても周辺住民との相互理解を深

めるためのリスクコミュニケーションを実施できるよう努めていくことが望

ましい。 

しかしながら、中小企業はその組織、人員等の面から大企業と同じ手法によ

るリスクコミュニケーションの実施は困難な場合が多いと考えられるので、リ

スクコミュニケーションを行うにあたっては、企業側の負担を軽減することが

必要である。 

  このため、当面、中小企業やその業界団体に対して、リスクコミュニケーシ 

ョンの普及啓発に努めることが必要である。次に、業界団体が環境報告書を作 

成し、リスクコミュニケーションを実施する。これらの取組を通じて得た成果 

を踏まえて、中小企業でミニ環境報告書の作成が可能となるよう支援を行い、 

段階的にリスクコミュニケーションの普及を図っていくことが必要である。 

 

(ｱ) 実施する契機 

中小企業においてもリスクコミュニケーションは、様々な機会を捉えて実

施すべきであるが、大企業に比べて、関連する地域も狭いため、大規模な説

明会等は必要ではない。 

事業者は地域のイベントや地元自治体の環境関係の催し等でのパネル展

示や印刷物の配布などを通じてコミュニケーションを行うこともできる。 

また、行政が行う環境教育や総合学習の場に参加し、地域の企業活動の一

環として児童、生徒などに情報を提供していくことも必要である。 

 

(ｲ) 提供する情報 

事業者は企業のＰＲ、環境対策に対する姿勢や化学物質管理の状況等に

関する簡易な環境報告書（ミニ環境報告書）を作成し、周辺住民へ配布す

るとともに、業界団体等のホームページを利用して、その周知を図る。さ

らに、業界団体の機関紙等を通じてその取組を広く紹介し、周辺住民をは

じめ関係者との円滑な対話ができる環境を構築していく必要がある。 

また、事業者の環境対策に関する活動がその地域におけるプラスのイメ

ージになり、事業者自らが活動しやすい状況を醸成していくことも必要で

ある。 

ミニ環境報告書には、表－２のような内容を含むことが望ましい。また、

作成に当たっては、都民にもわかりやすい内容とし、地域との関係や業界
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の全体像を可能な限り明らかにする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 実施主体 

リスクコミュニケーションの実施が事業者単独で困難な場合は、地域内の

同業他社との共同、工業団地、同業者組合、業界団体等の組織との連携によ

り実施することも必要である。 

 

(ｴ) 自治体の役割と関与 

中小企業においても、その企業の経営者等が周辺住民に説明し、対話を

行うことが望ましい。そのためには、企業関係者のリスクコミュニケーシ

ョンの必要性を認識させるため、能力の向上を図る必要があり、自治体は、

都又は区市町村の環境学習講座、公害防止管理者等の講習を通じて支援を

図る必要がある。 

また、ミニ環境報告書の作成にあたっては、都や区市町村による化学物

質に関する情報の提供と併せて、積極的な支援が必要となる。 

 

 

１ 事業所等の場所（地図）、連絡先 

２ 事業の内容、環境対策 

・製造している製品やその用途 

・環境対策に対する姿勢 

３ 化学物質管理について 

  ・使用した化学物質の種類、性質、管理方法 

・環境対策に注意していること（廃棄物等） 

・事業所等における使用量、排出量、処理状況、保管状況等 

・事業所等が使用している化学物質の地域での使用量及び排出量等、

地域における環境濃度、有害性の少ない代替品への転換の検討状況 

 

表―２ ミニ環境報告書の内容 
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（６）リスクコミュニケーション推進のための取組 

ア 都のリスクコミュニケーションへの取組 

都は化学物質に関するリスクコミュニケーション推進のため、表―３に示

す取組の体系に沿って、リスクコミュニケーションの考え方を広く普及させ、

事業者の自主的な取組を推進していく。 

 

表―３ 都の化学物質に関するリスクコミュニケーションへの取組 

 

 

(1) 環境確保条例及びＰＲＴＲ法に基づく使用量、排出量等の報告 

 

 

(1) 化学物質情報の集計・整理・解析 

 ・環境確保条例及びＰＲＴＲ法に基づく環境への排出量等の都区市町村

別集計 

 ・地域の排出量、環境濃度等を基にした解析 

(2) 毒性情報等の収集 

・毒性や一日耐用摂取量、食品等からの摂取量などの関連情報の収集 

 

 

 

(1) パイロット事業の拡大 

(2) 企業の自主的な取組の支援 

 ・中小企業向け手引き書の作成、周知 

・環境報告書（サイトレポート）、ミニ環境報告書の作成の支援 

       ・地域説明会等の設定の支援 

・技術情報の提供 

・人材の育成（公害防止管理者、環境学習リーダー） 

(3) 化学物質に関する情報の定常的な提供 

・プレス発表、都民へのインターネットでの提供 

(4) 協働、連携の仕組みづくり 

 ・情報ネットワークや意見交換等の実施 

化学物質の適正管理の推進 

リスクコミュニケーションの実施 

化
学
物
質
に
関
す
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

化学物質情報の収集・解析 
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イ パイロット事業の拡大 

  都は、リスクコミュニケーションの実施内容等を検討するため、平成１４年

度からパイロット事業を行ってきており、今後も地域を拡大して実施し、リス

クコミュニケーションの実施内容の充実を図っていく必要がある。 

 

(ｱ)   大企業におけるパイロット事業 

 ＰＲＴＲ法の届出対象事業者は、平成１４年度まで対象化学物質の年間取

扱量が５トンであるため、その多くは、環境対策を専門的に業務とする組織

をもっている大企業と考えられる。 

  これらの企業の中にはＩＳＯ－１４００１の取得や環境報告書の作成など、

既に環境対策への積極的な取組を行っているものも多い。 

このため、平成１４年度のパイロット事業では、事業所毎のサイトレポー

トの作成と地域説明会を中心にリスクコミュニケーションを実施し、その有

効性を確認してきた。 

その実績を踏まえ、平成１５年度以降についても、引き続き、サイトレポ

ートの作成と、地域説明会の実施をパイロット事業の中心とし、企業自らの

情報発信の重要性を広く普及させていくとともに、平成１５年度以降、対象

化学物質の年間取扱量が１トンとなることを踏まえ、さらなる拡大をめざし

ていくことが必要である。 

    

(ｲ) 中小企業におけるパイロット事業 

東京都環境確保条例においては、報告対象事業者を年間取扱量１００kg

以上としているため、対象となる事業者に中小企業が多く含まれることは先

に述べたとおりである。 

平成１４年度のパイロット事業では、中小企業に負担のかからない自らの

情報発信のツールとして、環境報告書やサイトレポートの簡略版であるミニ

環境報告書の作成を試みた。加えて、リスクコミュニケーションの考え方や

ミニ環境報告書の紹介の場として、区等の自治体が事務局となって都民及び

中小企業の参加する環境情報ネットワーク、環境管理研究会等の組織の活用

を図ってきた。しかし、その活動は単発的な企業への働きかけに留まったた

め、他の企業へ広く普及する状況には至っていない。 

平成１５年度以降のパイロット事業においては、事業者団体を通じて、組

合内や工業団地内において数社共同の環境報告書の作成や地域報告会を実

施することにより、リスクコミュニケーションの考え方の普及を図っていく

ことが重要である。都は事業者の自主的な取組を推進していくため、パイロ
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ット事業の取組成果等を活用して、事業者に対する講習会等で啓発を行って

いくとともに、ミニ環境報告書の作成が容易にできるよう情報の提供や作成

方法の指導を行う。また、行政のホームページにミニ環境報告書を掲載する

等、具体的な支援を実施していくことも必要である。 

 

 

ウ リスクコミュニケーションを推進する仕組みの整備 

都内には、中小企業が多く、環境確保条例における化学物質の適正管理の対

象事業者にも中小企業が多く含まれている。このため、都は、中小企業をはじ

めとする企業において、周辺住民とリスクコミュニケーションが円滑かつ適切

に行われるような仕組みの整備を図っていく必要がある。 

東京都におけるリスクコミュニケーションを推進するためには、当面、行政

がリスクコミュニケーションの場の設定等に関与しながら、都民、事業者と一

体となった仕組みづくりに努めていくことが必要である。 

 

(ｱ) リスクコミュニケーションを推進するための意見交換等 

   事業者、都民、行政が各々の役割を果たしながら、個々の場でリスクコ

ミュニケーションを進め、リスクコミュニケーションの実施方法等につい

て相互理解を深めるために、事業者、都民、行政等で構成する報告会等を

実施することが必要である。報告会では、企業や業界団体によるリスクコ

ミュニケーションの実施状況の報告を行うなど、リスクコミュニケーショ

ンについての理解と経験交流、普及拡大等を図っていく。 

    

(ｲ) 業界団体との協力 

商工団体や各種業界団体、大気汚染防止協力会等の公害防止のための組

織等に対して、都におけるリスクコミュニケーションの効果的な推進につ

いて、理解と協力を求めていく必要がある。特に、中小企業の多いクリー

ニング、メッキ、印刷等の業界団体に対して、都はリスクコミュニケーシ

ョンの必要性とその実施について、研修会の開催や業態ごとの事例集の作

成などを通して、傘下の事業者が自主的な取組を推進するよう要請する必

要がある。 

    

(ｳ) 都・区市町村、都民、事業者の連携の確立 

都・区市町村と都民、地域の事業者、市民団体等による地域ネットワー

クを構築し、企業の環境対策やリスクコミュニケーションの取組の情報発
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信の場とする必要がある。また、事業者や都・区市町村が行う説明会や研

修会の場を通して、相互の情報交換を図っていくことも必要である。 

 

(ｴ) 都庁内関係局との連携 

化学物質を取り扱う事業者は、産業や健康等に係わる関係局の事業と密

接に関係しており、特に中小企業の場合、その振興策との関連が重要であ

る。そのため、リスクコミュニケーションの推進に当たっては、これら関

係局との連携を図っていくことが必要である。 

    

(ｵ) 事業者への支援 

     事業者が、化学物質の性状や安全性について住民からの問い合わせに適

切な対応ができるように、対応者の知識のレベルアップを図る必要がある。

アメリカではそのための通信教育システムがあるが、日本においても国で

そのような通信教育システムを作ることを国に要望していくことも必要

である。 

また、都は、中小企業に対して、ミニ環境報告書を作成するよう働きか

けるとともに、パイロット事業での成果を踏まえ、作成に当たっての手引

書を作成し、周知を図っていく必要がある。 

 

 

 エ 人材の育成と活用 

   リスクコミュニケーションを円滑に進めていく上で、それに関与する人材の

育成は欠くことのできないものである。 

   国においても人材育成の制度について検討しているが、リスクコミュニケー

ションを今後進めていくためには、既存の人材の活用も重要である。都におい

ては、従来から事業所については公害防止管理者、都民については環境学習リ

ーダーの養成を行ってきている。 

   また、リスクコミュニケーションを実施していくには、化学物質に関する知

識を有する人材の外に、互いの意思疎通を図るための聞き役としての役割を果

たすカウンセラー的な人材、例えば教師の経験者や福祉関係の窓口対応の経験

者等の人材を、活用することも必要となると考えられる。 

    

(ｱ) 公害防止管理者の活用 

都は、平成１４年度から、公害防止管理者講習会の有害化学物質対策の講

座において、化学物質の適正管理などのリスクコミュニケーションに関する
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内容を充実し、企業担当者への周知を図っている。今後も、講習会等の機会

を捉え、企業担当者への教育、情報提供を続けていくべきである。 

    

(ｲ) 環境学習リーダー等の活用 

都民に対して、わかりやすい説明を実施するため、企業の説明会における

説明者に環境学習リーダー講座を修了した者や区市町村のエコリーダー等

の環境学習指導員を活用する等の工夫を行うことが必要である。 

また、事業者においては、社員に対して環境学習の講座等の受講を促し、

都民へ化学物質に関する情報をわかりやすく提供するように努める必要が

ある。 
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おわりに 
 

 化学物質対策において、リスクコミュニケーションという言葉は、かなり以前か

ら様々な場面で使われてきたが、その考え方を正しく理解し、適切に実践していく

にはまだ多くの課題があると考えられる。 

 そのため、当面は行政がイニチアチブを取り、多くの事業者や業界団体、そして

都民の参加を得て、リスクコミュニケーションを行っていく必要があり、一つ一つ

の積み重ねが、リスクコミュニケーションの定着につながっていく。 

将来的には、行政が前面に出ることなく、事業者と都民による自主的なリスクコ

ミュニケーションが、地域コミュニティの一つの活動としてとして自然な形で行わ

れることが望ましい。 

 リスクコミュニケーションが円滑に行われるためには、都民にとって身近な自治

体である区市町村の役割は極めて重要である。このため、都や国は、化学物質のリ

スクや毒性に関する情報を整理し、区市町村職員に分かりやすい形で提供するなど、

区市町村への支援を十分行うことが必要である。 

 また、行政は、各地域での実施結果を踏まえ、リスクコミュニケーションが円滑

に行われる方策を常に検討していく必要がある。その一つとしては、分かりやすい

情報の提供方法の検討がある。現在、国においては地図情報システムを利用した情

報提供の方法が検討されているが、全ての都民がそういう情報に接することができ

るわけではなく、いわゆる情報格差が発生しない方法の検討も必要である。 

 今後、都や区市町村の努力により、リスクコミュニケーションが円滑に行われ、

都内における化学物質の環境リスクの低減が図られることを期待するとともに、国

においても情報提供及び対話の手段や情報の内容について常に検討し、自治体や事

業者がリスクコミュニケーションを進めていくための支援体制を充実する必要が

ある。 

さらに、リスクコミュニケーションが都民の間に広く定着し、これを契機に地域

コミュニティが活性化していくことも期待したい。 
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資料－１ 

東京都リスクコミュニケーションあり方検討委員会設置要綱 

 
平成１３年７月１３日  

１３環改有第６３号 

 

（設置） 
第１条 東京都における有害化学物質対策の円滑な推進を図るため、東京都リスクコミ

ュニケーションあり方検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（検討事項） 
第２条 委員会は、次の事項について検討し、環境局環境改善部長に提言を行う。 

(1)東京都の化学物質情報の提供に関するリスクコミュニケーションのあり方につい

て 

(2)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例及び特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく都民への情報提供のあり

方について 

（構成） 

第３条 委員会は、委員および幹事で構成する。 
２ 委員は別紙に定めるリスクコミュニケーションに関する専門知識を有する学識経験

者に対し、東京都環境局長が委嘱する。 

３ 幹事は東京都その他の地方公共団体の職員のうちから充て職にて選任する。 

（任期） 
第４条 委員の任期は、平成１３年７月１３日から平成１５年３月３１日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 委員長は、委員会の会務を総括する。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議の開催等） 

第６条 委員会は、環境局環境改善部長が招集する。 
（公開） 

第７条 委員会は、特に支障を生じさせる場合を除いて、公開で会議を開催する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、環境局環境改善部有害化学物質対策課において処理する。 
（補則） 

第９条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め

る。 

附 則 
  この要綱は、平成１３年７月１３日から施行する。  

 



 

- 27 - 

   資料－２ 

東京都リスクコミュニケーションあり方検討委員会委員名簿  
氏   名 所   属   等 

◎関沢  純 
独立行政法人 国立医薬品食品衛生研究所 
化学物質情報部情報第一室長 

吉川 肇子 慶應義塾大学商学部助教授 

柴田 鐵治 国際基督教大学客員教授 

石綿 雅雄 社団法人 日本化学工業協会 
化学物質総合安全管理センター部長 

平田 淳一 中小企業総合事業団  情報・技術部 
環境・安全等対策室 環境安全対応専門員 

織  朱實 有限会社オフィス アイリス(IRIS) 
チーフリスクコンサルタント 

後藤 敏彦 環境監査研究会 代表幹事 

・ 幹 事 
◎：委員長 

楠見 恵子 新宿区環境土木部環境保全課長 参事 （平成14年3月31日迄） 

杉原  純 新宿区環境土木部環境保全課長   （平成 14年 4 月1 日～） 

 金井 二二雄 品川区環境清掃事業部環境課長 

横田 征男 大田区都市環境部環境保全課長 参事（平成 14年 3 月31 日迄） 

横山 庸子 大田区都市環境部環境保全課長   （平成 14年 4 月1 日～） 

森  由子 板橋区資源環境部環境保全課長     （平成 14年 3 月31 日迄） 

今福  悠      〃              （平成 14年 4 月1 日～） 

鈴木  昭 府中市環境安全部環境保全課長 

鈴木 克巳 生活文化局消費生活部生活安全課長 

 角田 由理子 健康局地域保健部環境保健課長 

四方 敏彦 産業労働局商工部経営革新課長 

 田原 なるみ 教育庁学務部学校健康推進課長 

椎谷 秀衛 環境局総務部情報連携課長 

 



 

- 28 - 

資料―３ 

議   事   概   要 

 

(1) リスクコミュニケーションあり方検討委員会の目的 

リスクコミュニケーションあり方検討委員会（以下、「ありかた検討委員会」とい

う。）は、東京都における有害化学物質対策の円滑な推進を図るため、東京都の化学
物質情報の提供におけるリスクコミュニケーションのあり方及び、環境確保条例並び

にＰＲＴＲ法に基づく化学物質情報の都民への提供のあり方について検討すること

が目的である。 
平成１３年度からの環境確保条例及びＰＲＴＲ法の施行に伴い、届け出られる化学

物質の環境への排出量等に関する情報を有効に活用し、化学物質を社会全体で管理し

ていくためには、そのリスクに関する情報を公開し、情報を社会全体で共有していく

必要があり、そのためには、リスクコミュニケーションという考え方の導入が必要で
ある。 

 

(２) 検討経過 

・第１回 平成１３年７月２３日 
化学物質情報に関するリスクコミュニケーションの現状について 

 

・第２回 平成１３年９月２０日 

環境確保条例とＰＲＴＲ法に基づく情報公開等の仕組みについて 
 

・第３回 平成１３年１１月２９日 

東京都のリスクコミュニケーションを行う上での問題点について 
 

・第４回 平成１４年１月２２日 

化学物質に関する情報の提供のあり方について 

リスクコミュニケーションパイロット事業の概要について 
 

・第５回 平成１４年３月７日 

東京都リスクコミュニケーションあり方検討委員会報告書（骨子）について 

   
・平成１４年５月～ 

    パイロット事業の実施 

   

・第６回 平成１４年１０月 8日 
東京都リスクコミュニケーションあり方検討委員会報告書（案）について 
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資料－４ 

リスクコミュニケーションパイロット事業について 

 

１ リスクコミュニケーションパイロット事業の概要 

リスクコミュニケーションパイロット事業においては、事業者が周辺住民との情報

交換の場を設定し、化学物質のリスクについて説明を行った。 
・ サイトレポートを作成し、ＰＲＴＲ法及び環境確保条例に基づく届出等の内容

を企業自ら公表した。 

・ 公表の場として、地域説明会を設定し、周辺住民に説明を行うとともに、質疑
応答を行った。 

また、参加者の評価をアンケート調査により収集し、以下の項目について整理を行

った。なお、アンケート票は、都と国立環境研究所が共同して作成し、結果について

も共同で解析した。 
・ 地域説明会への期待及び地域説明会の評価（会の趣旨、会社の姿勢） 

・ 地域説明会の運営、説明方法、説明資料の内容に対する評価 

・ 参加者の化学物質についての認識に対する地域説明会の効果 

  なお、パイロット事業はＮＥＣ府中事業場、コニカ東京事業所で実施したが、本報
告では、ＮＥＣ府中事業場について記述する。 

 

 

２ 「ＮＥＣ府中の環境報告書を読む会」について（以下、「地域説明会」という。） 
（1）日 時  

平成１４年７月３０日（火） 一部   13:30～14:30 環境報告書を読む会 

                          二部  15:00～17:00 環境講演会 
(2) 会 場 

   ＮＥＣ府中事業場（府中市日新町１－１０）  

(3) 広  報 

・ 府中市環境基本計画素案検討会等の市が関与する市民組織への案内 
・ 府中市広報への掲載 

・ 東京都環境局ホームページへの掲載 

 

 
３ 参加者の概要 

府中市のエコリーダー養成応用講座の受講生や環境基本計画素案検討会等から 26

名、東京都のホームページおよび新聞による公募によって、市外から 20 名の計 46名

が参加し、アンケートには 43名（男性３４名、女性９名）が回答した。 
参加者の年齢構成は、その約５割の２２名が６０歳以上であった。また、先に述べ

たように２６名が環境関連の市民運動の参加者であり、環境関係の業務関係者１４名
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を加えると、９割が環境問題に関心が高い層であった。 

市民運動参加者は約８割、２１名が主婦、無職、その他であり、その年齢構成も８

割の１９名が６０歳以上であった。 

 
４ 地域説明会の内容 

地域説明会は、NEC 府中事業場の環境管理推進センターが作成したサイトレポート

「環境アニュアルレポート 2002」に沿って説明された。 

なお、化学物質管理については、報告された適正管理化学物質５物質の使用量、排
出量、移動量及び管理の状況と、毒性情報として、人体への影響が述べられ、資料と

して配付された。 

サイトレポートは、環境目標達成状況、廃棄物削減活動、廃棄物リサイクル状況、
地球温暖化防止活動、環境監査、環境教育啓発活動、製品に関する取組、地域とのコ

ミュニケーション、化学物質管理と法遵守等から構成されている。 

 

５ 地域説明会の効果（アンケート調査結果より） 
(1) 地域説明会に何を期待してきているか 

   環境報告書を読む会への期待を自由回答で聞いたところ、表―１に示すように、企

業の環境への取組が最も多く、さらに、環境報告書に対する興味や市民とのコミュニ

ケーションの方法について上げられており、参加者が一つの課題ではなく、まず、企
業が取り組む姿勢を確認したいとの、希望を読みとることができた。 

 

 

 

(2)  実施後の評価 
実施後の評価については、「参加して有意義であったか」の問いに対して、表―２

のとおり、「よかった」と回答した参加者が８割を超え、概ね良好な評価が得られた。 

　　　　　表ｰ1　環境報告書を読む会への期待
期待する内容 回答数

企業の環境への取組 13
環境報告書を読む会の目的 2
環境報告書の内容 3
市民とのコミュニケーション 3
リスクコミュニケーションの方法 1
読む会の説明方法 1
環境会計について 1
知識を得たい等の漠然とした興味 6
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さらに、自由記述の内容についてまとめると、記入事例３０のうち、「よかっ 

た」「参考になった」等の肯定的な内容が１４と、半数を占めたが、他に会社に 

対する様々な課題が示された。 

 

 

 

(3) 地域説明会の運営、説明方法、説明資料の内容に関する評価 

① 説明技法の課題 
 説明にパワーポイントを使うことが多くなっているが、画面の見やすさへの意

見が見られた。また、音声についても、明瞭さや大きさへの指摘があり、今後、

リスクコミュニケーションを行う場合にそれらの点には十分に配慮すべきである。 

② 内容の課題 
説明内容には、さらに詳細さを求める意見とともに、専門的すぎるとの意見も

あり、参加者のそれぞれの背景によって、内容への満足度は異なるものと推定さ

れる。 
また、質疑応答の時間が短い、という意見も複数寄せられているため、質疑応

答の時間を十分に取るなどの配慮が必要である。 

また、「（敷地内の）管理対象外の会社の環境負荷データも含めて欲しい」「府

中市内での化学物質の使用量比較があるとよい」「何か起きたときの対処も説明
してほしい」等の新たな要望も寄せられており、地域説明会が住民との新たなコ

ミュニケーションを生み出していく可能性を見ることができる。 

③ 説明の効果 

説明前には「よくわからない」と回答した人が多かったが、説明後には減少し、
「ほとんど不安に思わない」とする回答が増えたことがわかった。しかし、「不

安に思う部分もある」との回答も増え、説明を受けることによって、参加者の態

度が明らかになることがわかった。 

また、不安が残ったとした参加者に、不安解消のためにどのような追加的情報
が必要か尋ねたところ、「問題発生時の情報公開の約束」、「もっと分かりやすい

説明」、「日常の情報公開・コミュニケーションの一層の推進」の順に回答が多く、

「影響が起こる確率を示す科学的予測」、「健康影響が無いとする専門家の意見」
の選択者は少なく、市民の不安感の解消には、詳細なデータや安心情報よりも、

日常の信頼感の醸成が重要であることがわかった。 

　表－２「環境報告書を読む会」に参加して
選択肢 回答数

非常に良かった 10
まあまあよかった 27
どちらとも言えない 4
あまりためにならなかった 0
ためにならなかった 0
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なお、この部分については、国立環境研究所が解析を行った。 

 

６ まとめ 

 ＰＲＴＲ法に基づく、市民への化学物質情報の公開、開示は、社会全体での化学物
質管理とその結果としての化学物質によるリスクの軽減に必要なものとされ、リスク

コミュニケーションはその実施上の概念として位置づけられている。しかし、国内で

は、その実施事例もほとんどなく、環境省、神奈川県等のアンケート調査等によれば、

市民の多くが化学物質に不安を抱えている、とされている。また、実施に対する企業
側の不安も大きく、試行を通じたノウハウの蓄積が求められている。 

  ＮＥＣ府中事業場の地域説明会は、環境問題に詳しい市民団体参加者も対象となっ

たため、毒性や健康影響などの詳細な情報の要望や会社側の回答が求められるとも考
えられたが、市民側の関心は企業が環境対策に取り組む姿勢を重視し、その実施につ

いては高い評価を得たものと考えられる。 

今回のパイロット事業は、特に問題等が発生していない地域及び事業者を対象にし

ており、いわば平常時の地域とのコミュニケーションを重視したものである。結果と
して、市民が求めているものは、企業との信頼関係と信頼関係を醸成できる場であり、

化学物質に対する直接的な情報ではないことが伺われた。 

また、地域説明会は都の環境学習リーダー講座修了者でもある企業側担当者が直接

行い、第３者である司会者や仲介者はおかなかった。市民側からは、その方法に対す
る評価は特に得ていないが、市民側が企業との直接の対話を求めていることは、質疑

応答の時間延長の希望や自由記述における会社への新たな要望の発生などから伺う

ことができる。これまで、リスクコミュニケーションの実施にあたっては、中立的な

仲介者の存在が必要とされてきたが、平常時においては、必ずしもその必要はなく、
企業担当者と直接対話することの重要性を再確認することができた。 

このような企業側の取組に対しては、参加者の高い評価を得ることができた。事業

者は積極的に地域説明会の実施やサイトレポートの作成に取組み、自ら公表していく
ことが、地域の信頼を醸成し、その地域での操業を円滑にしていくことに繋がること

が示唆された。



ＮＥＣ府中事業場ＮＥＣ府中事業場
環境アニュアルレポート環境アニュアルレポート

２００２２００２

このレポートはＮＥＣ府中事業場の２００１年４月から２００２年３月までのこのレポートはＮＥＣ府中事業場の２００１年４月から２００２年３月までの
活動に関する環境報告書です。活動に関する環境報告書です。

～持続可能な社会の構築を目指して～～持続可能な社会の構築を目指して～



◆◆化学物質管理化学物質管理

府中事業場では製品の製造、試作や評価及び事業場を稼動させるための設備などで化学
物質を使用しています。それらは家庭で一般に使用されるものから、法律で厳しく管理される
物質まで多様です。従業員の健康を守り、環境汚染や災害事故を未然に防ぎ、地域住民の
方々も含めて安心して生活できるようにさまざまな管理を行っています。

◆◆法遵守法遵守

項目 対象施設 分析測定項目 結果

大気
ボイラー 窒素酸化物 法基準値以下

排ガス洗浄塔 有害物質 法基準値以下

水質 下水道最終放流口
有害物質 法基準値以下

一般の測定項目 法基準値以下

騒音 敷地境界 騒音 法基準値以下

府中事業場では、化学物質等を使用後、排ガス処理施設や排水処理施設で無害化処理しています。
また、国の法律や東京都の条例にもとづいて大気、水質、騒音について定期的に分析測定を実施し、
問題がないことを確認しています。

2001年度分析測定結果

2001年度の分析測定では、
分析項目は全て法定基準

以下となっています。
また、大気、水質について
は法規制値よりも更に厳し
い値（自主管理値）を設定
して厳しく監視しています。

－11－

1.導入前の評価

化学物質を新たに導
入する場合、安全面
や防災面、環境への
影響などを評価して

います。

3.削減活動

毎年、使用量の削減
目標を設定し、環境

負荷の低減を
図っています。

2.取扱量の把握

法令で指定されている化学
物質（※PRTR対象物質、東京都環境

確保条例適正管理物質）に加えて毒物、
劇物等の危険度が高い物質について、
使用量とともに大気、水、土壌への排出

量や廃棄物としての排出量を物質
毎に管理しています。

メモ

PRTR とは？

(Pollutant Release and Transfer 
Registers)

国や一定の地域で環境汚染の恐
れのある有害な化学物質の大気、
水、土壌への排出量や廃棄物として
の排出量をまとめ、管理することが
義務付けられている法律です。

化学物質種類数と法定化学物質使用量の推移

9,223

9,972

12,528

271

273

354

2001年度

2000年度

1999年度

物質数

使用量(kg)

8%8%減減



◆化学物質管理◆化学物質管理◆化学物質管理



法規制化学物質とは？法規制化学物質とは？

a)「労働安全衛生法」に関する物質
b)「毒物及び劇物取締法」に関する物質
c)「消防法」に関する物質
d)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に関する物質
e)「高圧ガス保安法」に関する物質
f)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する物質
g)「下水道法」に関する物質
h)「大気汚染防止法」に関する物質
i)「「東京都環境確保条例」に関する物質東京都環境確保条例」に関する物質
j)「「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律」（関する法律」（PRTR PRTR 法）法）に関する物質



　ＰＲＴＲ制度---排出量移動量の集計公表354354種種

　ＭＳＤＳ制度((化学物質安全データシート化学物質安全データシート)354)354種＋種＋8181種種

　　　　　　　　---性状及び取り扱いに関する情報の義務付け

　354物質中　物質中　PRTRPRTR届出に該当する物質はなし届出に該当する物質はなし
　ただし、法に則った管理を行っている。

　主旨：性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要とされる適正な管理が必要とされる、六価クロ
ム、ＰＣＢ、トリクロロエチレンなどの5757項目の化学物質項目の化学物質（「適正管理化学物質」

という。）を取り扱う事業者に対し、を取り扱う事業者に対し、自主的な適正管理自主的な適正管理や安全性の高い代替物安全性の高い代替物
質への転換を促す質への転換を促すとともに、有害化学物質の排出の抑制有害化学物質の排出の抑制を図る。

　　5757物質中　届け出に該当する物質は物質中　届け出に該当する物質は55物質物質

　事業者の義務
　・使用量等の届け出
　・化学物質適正管理方法書の作成・提出→方法書に基づいた管理

■「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の■「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の
　促進に関する法律」（　促進に関する法律」（PRTR PRTR 法法）に関する物質に関する物質

■「東京都環境確保条例適正管理化学物質」に関する物質■「東京都環境確保条例適正管理化学物質」に関する物質



0 0 0 0 0 0 0 290 
ｐＨ調
整等

硫酸５

0 320 0 0 0 0 0 320 電鋳ニッケル４

0 0 0 0 0 0 0 320 
ｐＨ調
整等

塩酸３

0 1900 0 0 470 0 0 2400 洗浄ＩＰＡ２

0 210 0 0 120 0 0 330 洗浄アセトン１

下水へ
の排出
量

廃棄物
への移
動

その
他排
出量

公共用
水域排
出量

大気
　　排
出量

製品とし
ての出
荷量

製造
量

使用
量

使用
目的

物質名
N
o.

東京都適正管理化学物質使用量（Ｈ１３年度）東京都適正管理化学物質使用量（Ｈ１３年度） Kg/年

※東京都への届け出データ
　・有効数字２桁
　・塩酸、硫酸は排水処理で分解されるため、排出量は０となる。



劇物
特定化学物質３類

失明、気道や肺を冒す、飲み
込むと致死

硫酸５

PRTR法特定１類
長期暴露で皮膚炎や呼吸器
系のガン、ＩＡＲＣ２Ｂ

ニッケル４

劇物
特定化学物質３類

眼や皮膚の炎症、のどや鼻
を刺激

塩酸３

消防法４類アルコー
ル類

第２種有機溶剤

蒸気吸入で麻酔、粘膜刺激
性、角膜を侵す

ＩＰＡ２

消防法４類１石

第２種有機溶剤

蒸気吸入で頭痛、めまい、嘔
吐、高濃度で意識喪失、長期
暴露で眼、耳、のどの炎症

アセトン１

備考主な該当法令人体への影響物質名No.

適正管理化学物質の性状適正管理化学物質の性状



排ｶﾞｽ処理設備排ｶﾞｽ処理設備
★定期測定★定期測定

環境確保条例環境確保条例

★作業環境測定の実施★作業環境測定の実施
★設備の日常点検★設備の日常点検
★定期点検の実施★定期点検の実施
労働安全衛生法労働安全衛生法
毒劇法、消防法、毒劇法、消防法、

化学物質に関する環境安全管理の徹底化学物質に関する環境安全管理の徹底

排水処理設備排水処理設備
★測定後排出★測定後排出
下水道条例下水道条例

廃棄物の管理廃棄物の管理
徹底徹底

★ﾏﾆﾌｪｽﾄ制度★ﾏﾆﾌｪｽﾄ制度
廃掃法廃掃法

排出防止設備等の内容排出防止設備等の内容
★事業所外への流出を防止する
ために塩酸タンクは半地下に設置
し、防液堤を設けている。
★地下浸透防止するために防液
堤内の床面は不浸透防止処理を
している。
★金属洗浄槽床面に不浸透防止
処理をしている。



■ガラス基板作成工程■ガラス基板作成工程　　　　　　アセトン　　　　　　ＩＰＡ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓
ガラス基板→　洗浄　→　電鋳　→レジスト塗布→レジスト剥離
　　　　　　　　　硫酸　　　ニッケル　

→　洗浄　→基板完成

取り扱い工程の内容

■■プリント基板作成工程プリント基板作成工程
プリント基板→前処理→めっき→エッチング（剥離）→製品
　　　　　　　　　　硫酸　　硫酸　　　　　塩酸



排水処理工程排水処理工程
　　　　　　塩酸　　　　　塩酸
　　　　　　　↓　　　　　　↓
　汚水→ｐＨ調整→イオン交換樹脂再生→放流

純水製造工程純水製造工程
　　　　　　　　　　硫酸
　　　　　　　　　　　↓
　　　　井水→ｐＨ調整→純水



この工程は９月で廃止予定。

基板製造工程基板製造工程　　　　　　　　　　　　アセトン、ＩＰＡ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
基板→前処理→前処理→めっき→レジスト塗布→レジスト剥離
　　　　　塩酸　　硫酸

→基板完成



化学物質に関連する規程基準類化学物質に関連する規程基準類
　◆化学物質の取り扱いに関する規程◆化学物質の取り扱いに関する規程
　　・化学物質環境安全管理規程（ＦＫＫ－１０００００）
　　・化学物質事前評価登録要領（ＦＫＫ－１００００１）
　　・化学物質環境安全教育訓練要領（ＦＫＫ－１００００２）
　　・化学物質使用実態管理要領（ＦＫＫ－１００００６）

◆化学物質の廃棄に関する規程◆化学物質の廃棄に関する規程
　　・廃棄物管理規程（ＦＫＫ－１４００００）
　　・廃棄物委託処理要領（ＦＫＫ－１４０００１）
　　・マニフェスト取扱要領（ＦＫＫ－１４０００２）
　　・廃棄物内容表示要領（ＦＫＫ－１４０００７）
　　・総合廃棄物置場運用管理要領（ＦＫＫ－１４０００８）
　　・廃棄物処理場確認要領（ＦＫＫ－１４０００９）

◆化学物質を扱う設備及び人の安全に関する規程◆化学物質を扱う設備及び人の安全に関する規程
　　・環境施設設備運用管理規程（ＦＫＫ－１６００００）
　　・府中事業場安全衛生マニュアル

◆分析測定に関する規程◆分析測定に関する規程
　　・環境測定規程（ＦＫＫ－１１００００）

◆不具合に関する規程◆不具合に関する規程
　　・環境管理不具合是正措置規程（ＦＫＫ－１９００００）
　　・環境管理活動（監視項目）不具合是正措置要領（ＦＫＫ－１９０００１）
　　・環境管理活動（測定項目）不具合是正措置要領（ＦＫＫ－１９０００２）
　　・緊急不具合是正措置要領（ＦＫＫ－１９０００３）



教育訓練の年間計画　教育訓練の年間計画　

環境汚染防止訓練化学物質を使用
する職場

１０月、２月

①環境安全意識の高揚
②規制法令、社内規定類の周知徹底
③取り扱い化学物質の危険・有害性
④化学物質の取り扱いおよび設備に
おける技術上の基準
⑤日常点検の実施方法
⑥緊急時の措置
⑦その他環境安全管理に関して必要
な事項

新規化学物質を
採用する職場

随時

①事業所の化学物質の基本方針
②事故処理マニュアルの内容
③事故が発生した場合を想定し、拡
大防止措置の教育

新入社員・職場
受け入れ時

４月、６月、
随時　

実施内容等実施場所／対象教育、訓練の
実施日





　　【事業場概要】
 　　(1)東京事業場日野

事業場名　　　：コニカ株式会社東京事業場日野
所在地　　　　：〒191-8511　東京都日野市さくら町１
構内在籍人員　：2,339名（2002年7月1日現在）
主要生産品目　：カラーフィルム、医用などの写真感光材料   

　 製版用・産業用写真感光材料
　 の開発、設計及び製造
　 自動現像機、レンズ付フィルムの
　 開発、設計及び生産管理

敷地面積　　　：151,942㎡
設立　　　　　：1937年六桜社日野分工場として設立

　　(2)東京事業場八王子

事業場名　　　：コニカ株式会社東京事業場八王子
所在地　　　　：〒192-8505 東京都八王子市石川町2970
構内在籍人員　：1,906名（2002年7月1日現在）
主要生産品目　：複写機、プリンタ、プラスチックレンズ

　 の開発、設計及び製造
　 複写機及びプリンタ用サプライ資材、
　 カメラの開発、設計及び生産管理

敷地面積　　　：88,207㎡
設立　　　　　：1963年八王子工場として設立

　　【目次】 ページ

1 ごあいさつ 1
2 東京事業場の環境負荷概要 2
3 東京事業場　環境方針 2
4 環境管理体制 3
5 環境保全活動 4
6 環境パフォーマンス 6
7 地域交流 10
8 教育訓練 11
9 外部表彰 11

10 2001年度 環境保全コスト 11

日野の写真

八王子の写真



（６）PRTR調査結果及び揮発性有機化合物（VOC）の大気排出量

①PRTR調査結果

②VOC排出量
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　PRTR法の届出対象物質及び東京都適正管理物質には、多くの揮発性有機化合物
(VOC：Volatile　Organic　Compoundsの略)が含まれています。
　当事業場では、VOCの削減については、具体的な中期計画を立ててリスクに応じて削減
目標を掲げて、大気排出量の削減を推進しております。
　当事業場全体で、1999年度から2001年度までの3年間で44％の削減をしました。
今後も、2005年度の目標に向けて更なる削減に取組んでいきます。

　PRTR法では、人の健康や生態系への影響を生じる恐れのある化学物質の環境中への排出量
や移動量を集計し、国に報告することが義務付けられています。
　当事業場でも1年間（2001年4月から2002年3月）の排出量・移動量を把握し、2002年6月に東
京都を経由して国に対して届出を行いました。

トン

排
出
量

約44%
削減

目標

2001年度　PRTR対象物質・東京都対象物質データ 単位　ｔ/年(ダイオキシン類はg/年）
NO 物質名 取扱量 消費量 場内処理量 　　　　外部移動量

大気 水域 土壌 (製品) (焼却･分解) 廃棄物 リサイクル 埋立
ＰＲ 4 アクリル酸エチル 12.8 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 0.1 0.0 0.0
ＴＲ 12 アセトニトリル 14.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0
法 64 銀及びその水溶性化合物 623.0 0.0 0.0 0.0 617.7 0.0 0.0 5.3 0.0
第 145 ジクロロメタン* 160.5 150.1 0.0 0.0 2.7 1.4 6.3 0.0 0.0
一 172 N,N-ジメチルホルムアミド 64.6 4.8 0.0 0.0 1.0 56.6 2.2 0.0 0.0
種 177 スチレン* 24.0 0.9 0.0 0.0 23.0 0.0 0.1 0.0 0.0
指 179 ダイオキシン類 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0
定 254 ヒドロキノン 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0
化 270 フタル酸ジ-n-ブチル 21.4 0.0 0.0 0.0 21.0 0.4 0.0 0.0 0.0

学 316 メタクリル酸2,3-エポキシプロピル 22.4 0.0 0.0 0.0 21.6 0.0 0.8 0.0 0.0
物 320 メタクリル酸メチル 7.6 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.4 0.0 0.0
質

2 アセトン 700.3 28.3 0.0 0.0 1.2 614.8 56.0 0.0 0.0
東 4 イソプロピルアルコール 29.2 1.1 0.0 0.0 2.7 24.6 0.8 0.0 0.0
京 8 塩酸 85.5 0.0 0.0 0.0 0.0 85.5 0.0 0.0 0.0
都 16 酢酸エチル 450.0 31.0 0.0 0.0 2.7 236.3 12.0 168.0 0.0
適 26 ジクロロメタン* 160.5 150.1 0.0 0.0 2.7 1.4 6.3 0.0 0.0
正 29 硝酸 350.0 0.0 0.0 0.0 349.5 0.5 0.0 0.0 0.0
管 31 スチレン* 24.0 0.9 0.0 0.0 23.0 0.0 0.1 0.0 0.0
理 39 トルエン 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.4 1.3 0.0 0.0
物 47 フェノール 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
質 48 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0

51 ホルムアルデヒド 3.0 0.3 0.0 0.0 2.5 0.2 0.0 0.0 0.0
53 メタノール 490.7 120.0 0.0 0.0 0.0 358.0 12.7 0.0 0.0
55 メチルエチルケトン 1000.2 12.0 0.0 0.0 0.0 438.0 45.2 505.0 0.0
57 硫酸 240.2 0.0 0.0 0.0 91.0 149.2 0.0 0.0 0.0

*PRTRと東京都と重複している化学物質

排出量
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資料－６ 

 

環境確保条例とＰＲＴＲ法の概要 

 

 

環境確保条例 項目等 ＰＲＴＲ法 

適正管理化学物質５７種 
○有害物質 

人の健康に障害を及ぼす物質

のうち水質又は土壌を汚染す

る原因となる物質 
○有害ガス 

人の健康に障害を及ぼす物質

のうち気体状又は粒子状物質 

対象化学物質 

○第一種指定化学物質３５４種 
 

○第二種指定化学物質  ８１種 

有害性があり、相当広範な地

域の環境中に継続的に存在す
る物質 

（環境確保条例と一部重複） 

適正管理化学物質取扱事業者 

（工場及び指定作業場で適正管理

化学物質を 100kg 以上取り扱って
いる事業所（人数要件なし）） 

対象事業者 

年間取扱量が１トン以上（暫定措

置として当初2年間は5トン以上、

特定第1種指定化学物質は当初か
ら 0.5トン以上）で常用雇用者数

21 人以上の事業者 

使用量・製造量・出荷量・ 
排出量・移動量 

項   目 排出量・移動量 

区市担当課から東京都知事 提出先 都道府県知事から所管大臣 

国 

・集計結果を国民にわか

りやすい形で公表 

・請求に応じて個別事業
者データの開示 

情報公開条例に基づく開示 情報公開 

東京都 

・地域のニーズに応じた

形での独自集計結果の公
表 

・情報公開条例に基づく

開示 
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資料－７ 
 

ＴＲＩ（Toxic Release Inventory）について 
 

(1) ＴＲＩと地域住民の知る権利法の概要 

米国の企業や行政の、リスクコミュニケーションへの取り組みを促進する具体的要

素となったのは、1986 年に制度化された有害物質排出目録(Toxic Release Inventory 

以下､TRI)である。TRI は、インドのボパール事故を契機として制定された｢緊急対処

計画および地域住民の知る権利法(Emergency Planning and Community Right-to-Know 

Act ;EPCRA 以下、地域住民の知る権利法)｣の第313 条として規定されている制度であ

る。 

地域住民の知る権利法は、有害化学物質の漏出事故に対応するために1986 年のスー

パーファンド法修正および再授権法の第３部として制定された。このため、「タイト

ル３」という略称で呼ばれることが多い。規定されている内容は次の通り。 

① 緊急対処計画策定のための報告 

対象となる特定危険化学物質を計画基準量（TPQ）以上に貯蔵または使用する施設

は、州緊急対処委員会（SERC）および地区緊急計画策定委員会（LEPC）に報告しな

ければならない。住民や施設の代表者もメンバーとしているLEPC は、こうした情報

に基づいて緊急対処計画を策定する。 

② 放出事故緊急報告 

特定危険化学物質あるいは「包括的環境対処補償責任法（スーパーファンド法）」

（CERCLA）上の有害化学物質を規定量以上に事故的に放出した場合、その施設はSERC 

とLEPC に報告しなければならない（同時に、国家対処センターにも報告しなければ

ならない）。 

③ 有害化学物質に関する報告 

有害化学物質が、所定の規定量を超えて存在する施設は、化学物質安全性データ

シート（MSDS）またはMSDS が必要な化学物質のリストと、化学物質の年間目録を、

地域の消防局、LEPC、に提出しなければならない。 

④ TRI の作成 

リストに掲載された化学物質のいずれかを、規定量を超えて使用する施設は、EPA 

と指定州機関に排出量を報告しなければならない。このデータが、EPA でTRI とし

てまとめられ、公表される。 
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(2) ＴＲＩの効果 

① 排出量の削減 

米国では､地域住民の知る権利法のもとでTRI 制度が導入されてから､企業の有

害化学物質の排出量の自主削減への取り組みが促進され､その結果米国全体の有害

化学物質の排出量が削減されたといわれている｡これは､情報が一般に公開されるこ

とにより､近隣住民から操業反対運動が起こることや自社のイメージが損なわれる

ことを企業が懸念し、自主的に削減に努めたためと言われている｡ 

法律による規制という従来の手法では達成できなかった排出削減が､排出データ

を公開することにより達成できたことに着目したEPA は､33/50 プログラム（有害化

学物質の排出量の３３％削減および５０％削減のための企業の自主的削減促進プロ

グラム）も策定し、有害化学物質排出削減の効果をあげた｡ 

② 情報の共有化（リスクコミュニケーションの前提条件の整備） 

「地域住民の知る権利法」の制定前はEPA と産業界だけが化学物質に関する情報

を把握しているという状況であったが、法制定後は地域住民も同じ情報を入手する

ことができるようになり、住民、産業界、行政の力の均衡が図られることになった。

住民も自分達のコミュニティの化学物質のリスクについて知ることが可能となり、

受容できるリスクとそうでないリスクを判断し、家族や隣人を守るために何らかの

意思決定をし、行動をとることが可能となった。このように住民のリスクに対する

意思決定やリスク削減行動提起の前提となるだけでなく、利害関係者のパートナー

シップのための前提ともなっている。データ公開を契機として、産業界と住民との

間の敵対関係が少なくなったともいわれているのがその現れであるが、TRI の情報

を住民グループが入手した後、企業にアプローチし、様々な情報交換ができるよう

になったといわれている。 

③ その他 

企業にとっても有害物質の使用や排出に関する全体像を把握することが可能と

なり、有害廃棄物に関する問題を特定し、コストを削減することが効果として指摘

されている。 

この他にも、汚染防止を実施しなければならない分野を特定すること、削減目標

を設定すること、削減目標の達成程度を測定することもできたとの効果が指摘され

ている。このように様々なメリットを生み出したTRI 制度および「地域住民の知る

権利法」であるが、制定当時は有害化学物質の排出量データ、保管量データ公表に

伴い、住民とのリスクコミュニケーションに行政も企業も苦慮したのは米国でも同

様であった。そこでいかにリスクコミュニケーションを行っていくかについてEPA 

は、1989 年に自治体担当者のTRI 向けのマニュアル（Risk Communication About 
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Chemicals In Your Community,A Manual For Local Officials, US EPA 1989 

EPA-230-230-09-89-066）を策定した。このマニュアルは、データ公表を機会に自治

体が住民とコミュニケーションをどのように行うかというシナリオである。 

また、企業も住民とのリスクコミュニケーションの問題に直面することになり、

米国化学製造業者協会（Chemical Manufacture Association,CMA）が中心となり、

後述するCAP 制度を各企業が導入するようになったのである。 

 

「平成１２年度リスクコミュニケーション事例等調査報告書（環境省）より抜粋」 
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資料－８ 

 

レスポンシブル･ケアについて 

 

１ レスポンシブル･ケアの概要 

  レスポンシブル･ケア活動(Responsible Care活動)は、『化学物質を扱うそれぞれの 
企業が開発から製造、物流、使用、最終消費、廃棄に至る全ての過程において、自主 

的に「環境･安全･健康」を確保し、社会からの信頼性向上とコミュニケーションを行 

う活動』である。（日本レスポンシブル･ケア協議会）   
ＲＣ活動は、1985年にカナダ化学品製造業者協会(CCPA)が開始し、1990年より国際 

化学工業協会協議会(ICCA)が世界の化学業界の国際的自主管理活動と位置付けて推進 

しており、2000 年現在、４６カ国で導入されている。 

また、この活動は 1992 年のリオデジャネイロで開催された地球サミット(国連環境 
開発会議)の「アジェンダ 21」でも奨励され、化学物質の適正管理を実施していく上 

で重要な活動として国際的に認知された。さらに、国連環境計画(UNEP)は、レスポン 

シブル･ケア（RC）の実施をもって、1994年に策定された第 1回化学物質安全政府間 

フォーラム(IFCS)で認定された「化学品の国際取引に関する倫理規範」に適合してい 
るものと認めることにしている。 

国内においては日本化学工業協会(JCIA)の中に、化学物質の製造、取扱事業者が中 

心となり、1995 年に日本レスポンシブル･ケア協議会(JRCC)が発足し、参加企業は、 

2001 年現在 109社である。 
   

２ レスポンシブル･ケアとリスクコミュニケーション 

レスポンシブル･ケアの主な活動は次のとおりであり、社会とのコミュニケーション 
が明示されている。 

・ 環境保護 

・ 保安防災（設備災害への対応） 

・ 労働安全衛生（就労者への安全対策） 
・ 化学品安全（化学品の性状と取扱方法の明確化） 

・ 社会とのコミュニケーション（レスポンシブル･ケア報告書の作成、公開） 

コミュニケーションは、成果公表と対話として表現されており、リスクコミュニケ 

ーションにおける関係者相互の情報交換と同じ効果が期待できる。また、地域、消費 
者との対話集会も重視されており、レスポンシブル･ケア活動もリスクコミュニケーシ 

ョンの１つとして位置づけられる。
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                              資料－１０ 

ミニ環境報告書の作成 例 

Entry-No.001 会社名 

会社のロゴなど 住所：電話番号など 

 事業内容 

 活版印刷用･箔押用の腐食凸版写真製版 

 取り扱い製品の用途 

亜鉛版 1 ミリ 1.3 ミリ 3ミリ 

銅版  1 ミリ 1.5 ミリ 3 ミリ の腐食版を使

用して、 印刷･箔押し印刷をします。 

 条例届出対象物質の用途 

29 硝酸 亜鉛版を腐食する際に使用します。 

 条例届出内容を積極的に公表した理由は 

 環境破壊しないように、廃液関係は、すべて業者

に回収してもらい、 薬品関係も、環境にやさしい

薬品を使用しています。 

 当社では仕事は、迅速･丁寧･親切をモットーに取

り組んでいます。 

 化学物質の管理や事業所の環境対策に対する考
え方 

 会社から出るごみに関しては、リサイクルできる

紙･ジュースの缶など まとめてリサイクルに出し

ています。 

 製版フィルムも、破棄せずに、回収業者に引き取

ってもらっています。 

適正管理化学物質の使用量等 

(平成 13 年度 13.10.1～14.3.31)  

番号 29 

適正管理化学物質名 硝酸 

使用目的 腐食の為 

使用量(kg/年) 6200 

製造量(kg/年) 0 

製品としての出荷量 

(kg/年) 
0 

環境への排出量 

(kg/年) 
0 

大気(kg/年) 0 

公共用水域(kg/年) 0 

その他(kg/年) 0 

事業所外への移動量 

(kg/年) 
6200 

廃棄物(kg/年) 6200 

廃水(下水道)(kg/年) 0 

化管法届出の有無 無 
 

 PR 

 当社では、箔押用の腐食版(銅版･亜鉛版)を写真

製版しております。 

 コンピュータでのデータ入稿も承ります。 

 箔押版の製版に関しては、 迅速な納期と最新の

機械設備･ノウハウを駆使して、 対応しておりま

す。 
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資料－11 

化学物質のリスクコミュニケーション手法ガイドの概要 

 

１ 手法ガイドの項目 

環境省の化学物質リスクコミュニケーション手法検討調査報告に基づき作成された

「化学物質のリスクコミュニケーション手法ガイド」の項目は次のとおりである。行
政、企業、市民と主体毎に手法を述べている。 

 

第 I 章リスクコミュニケーションの必要性と基本 
１ リスクコミュニケーションの必要性とリスクの考え方 

２ リスクコミュニケーションの基本 

 

第Ⅱ章 行政のためのリスクコミュニケーション手法ガイド 
１ 行政が行うリスクコミュニケーションの対象者と対象者別の要点 

２ 行政が市民団体・地域住民等と行うリスクコミュニケーションの基本的手法 

３ 行政がリスクコミュニケーションを行うために必要な体制整備 

 
第Ⅲ章 企業等のためのリスクコミュニケーション手法ガイド 

１ 企業等が行うリスクコミュニケーションの対象者と対象者別の要点 

２ 企業等が市民団体・地域住民等と行うリスクコミュニケーションの基本的手

法 
３ 企業等がリスクコミュニケーションを行うために必要な体制整備 

 

第Ⅳ章 市民団体等のためのリスクコミュニケーション手法ガイド 
１ 市民団体等が行うリスクコミュニケーションの対象者と対象者別の要 

  点 

２ 市民団体等が行うリスクコミュニケーションの基本的手法 

３ 市民団体等がリスクコミュニケーションを行うために必要な体制整備 
 

２ 化学物質のリスクコミュニケーションが必要な場合 

 化学物質のリスクコミュニケーションが必要な場合として、以下の事項があげられ

ている。これらの項目に加えて、平常時のリスクコミュニケーションの検討も必要で
ある。 

 

場合① 行政が事業を実施するときに有害物質が排出される恐れがある場合 

ごみ焼却場の排ガスや廃棄物最終処分場(埋立地)からの重金属などの流出が
心配される場合、または道路建設に伴う白動車排ガス、水道水の異臭味や下水

処理場からの悪臭などのように、行政が関与する事業の日常的な操業や新規立
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地に対する疑問や不安がある場合には、速やかにリスクコミュニケーションを

実施して、改善や予防対策などを推進する必要があります。 

 

場合② 工場等が日常操業で有害化学物質を排出している場合 
工場等から日常的に排出される排水、排ガス、廃棄物などにより土壌・地下

水汚染、大気汚染、水質汚濁あるいは火災や爆発の危険性などが疑われる場合、

または PRTR データなどで公開された工場等から排出される有害化学物質の種

類や量について、対策が不十分な点あるいは不安や疑問がある場合には、速や
かにリスクコミュニケーションを実施して改善対策などを推進する必要があ

ります。 

 
場合③ 日常生活で用いられる物質、製品に不安を感じられる場合 

食品容器などから溶出する環境ホルモン物質、食品に含まれるダイオキシン

類や残留農薬、その他の食品や日用品に含まれる添加物や原料に対して疑問や

不安がある場合には、日常的にリスクコミュニケーションを実施して、改善対
策などを推進する必要があります。 

 

場合④ 居住地近隣または自然環境保全上重要な地域に、工場等が新設または増設さ

れて有害化学物質が排出される恐れがある場合 
居住地近隣または自然環境保全上重要な地域に工場や埋立地等が新しく立

地されたり、既存の工場等が増設される場合には、早い段階からリスクコミュ

ニケーションを実施して、適切な環境アセスメントの実施、あるいは地域協定

の締結および関係者の協力体制の構築を推進する必要があります。 
 

場合⑤ 近隣の工場等で小事故が発生した場合 

工場等からの悪臭発生、敷地内での小火災や小爆発、排ガスや排水の異常な
どが起こった場合には、速やかにリスクコミュニケーションを実施して、再発

防止や被害防止対策などを推進する必要があります。 

 

場合⑥ 法令の不備、不適切な運用、不法行為による環境汚染が疑われたり、発見さ
れた場合 

法令の整備の遅れや不適切な運用による塩素系溶剤等による地下水汚染や小

規模の廃棄物焼却施設によるダイオキシン汚染など、あるいは法律に違反した

廃棄物の処理、放置、投棄あるいは排ガス・排水の排出などによる近隣での顕
著な汚染が起きた場合、またはその恐れがある場合には、速やかにリスクコミ

ュニケーションを実施して、汚染防止や修復などを促進する必要があります。 
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資料－12 

用  語  解  説 

 

１ リスク 

リスクとは人間の生命や経済活動にとって、望ましくない事象の発生（ハザード）
の不確実さの程度及びその結果の大きさの程度として定義される。多くの場合、望ま

しくない事象の発生確率とその結果の程度の積（かけ算）として表される。 

【リスク学辞典（日本リスク研究学会編）】より 

 

２ ＩＳＯ１４０００シリーズ  

  環境マネジメントに係る一連の国際規格の番号として、ＩＳＯ14000 からＩＳＯ
14100 までの間の番号を持つ規格の全体をシリーズと呼んでいる。 シリーズのうちの

ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム－仕様及び 利用の手引）が、第三者機

関（環境マネジメントシステム審査登録機関） による認証の対象となっている。発行

している規格の一部を例示すると、 ? ＩＳＯ１４００１：環境マネジメントシステム
－仕様及び利用の手引、 ? ＩＳＯ１４００４：環境マネジメントシステム－原則、シ

ステム、及び支援 技法の一般指針、? ＩＳＯ１４０１０：環境監査の指針－一般原則、 

? ＩＳＯ１４０１１：環境監査の指針－環境マネジメントシステムの監査手順、 ? Ｉ
ＳＯ１４０２０：環境ラベル－一般原則、? ＩＳＯ１４０４０：ライフサイクル アセ
スメント－一般原則  

【東京都都環境局 環境用語集】より 

３ 知る権利 

「知る権利」については、憲法学上、国民主権の理念を背景に、表現の自由を定めた

憲法第２１ 条に根拠付けて主張されることが多い。この主張は、表現の自由は、国
民が広く思想や情報を伝達し、またそれを受け取る自由のみならず、政府が保有する

情報の開示を求める権利（政府情報開示請求権）をも含むという理解であり、この場

合、後者が特に「知る権利」と呼ばれている。このような理解に立つ場合でも、「知
る権利」は基本的には抽象的な権利であるにとどまり、法律による制度化を待って具

体的な権利となるという見解が有力である。 

しかし、憲法第２１ 条の保障する表現の自由はあくまで自由権であってそのよう

な請求権的なものは含まないという見解がある一方、「知る権利」をより広く自己情
報の開示請求権を含めて考えたり、「知る権利」は憲法上既に具体的な内容をもって

存在する権利であるとする見解もある。また、最高裁判所の判例においては、請求権

的な権利としての「知る権利」は認知されるに至っていない。このように、「知る権

利」という概念については、多くの理解の仕方があるのが現状である。 
【情報公開法要綱案の考え方１(2)】より 
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