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栃木県環境基本計画

○計画策定の背景
県では、平成８年４月に施行された「栃木県環境基本条例」第10条の規定に基づき、11年３月に「栃

木県環境基本計画」を策定し、環境保全対策の充実を図ってきました。
近年、地球温暖化はもとより、東日本大震災により、安全かつ安定的なエネルギーの需給、放射性物

。 、質の影響及び大規模災害時の災害廃棄物の処理体制といった新たな課題が浮き彫りとなりました また
中山間や農村地域は人口減少問題、野生鳥獣による農林被害の増加が深刻化しており、豊かな森林や自
然を地域資源と捉え、その利活用と経済成長に結びつけていく必要があります。
これらの新たな課題に対応するとともに、これまで実施してきた各種計画等の検証を行い、明確な目

標により環境保全のより一層の推進を図るため、28年度から32年度までを計画期間とする、新たな「栃
木県環境基本計画」を28年３月に策定しました。

○計画の目標
本県の豊かな環境を保全するとともに利活用し、地

域活性化につなげていく「守り、育て、活かす、環境
立県とちぎ」の実現に向けて、長期的視野に立った以
下の３つの社会づくりを目指します。
■地球温暖化に立ち向かう社会づくり
（低炭素社会）

■良好な生活環境を保全し、限りある資源を有効に
利用する社会づくり（循環型社会）

■豊かで誇れる自然を次世代に引き継ぐ社会づくり
（自然共生社会）

○計画の期間・進行管理
計画の期間は、おおむね10年後を展望した上で、28年度から32年度までの５年間とし、計画の進捗状

況等については 「環境の状況及び施策に関する報告書」で毎年公表することとしています。、

栃木県環境基本計画の対象範囲
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栃木県環境基本計画の進捗状況について

栃木県環境基本計画の目標として設定した16指標18項目に係る28年度の進捗状況は、以下のとおり

進捗状況一覧は、21ページ参照）であった （。

達成状況等 表記 項目の数 割合(％)

５ 27.8計画の目標値（H32)を達成したもの ◎

７ 38.9年度目標値を達成したもの ○

１ 5.6年度目標値は未達成だが、前年度よりは改善したもの △

５ 27.8年度目標値が未達成で、前年度より改善していないもの ▲

※端数処理のため割合の合計は100％にならない。

地球温暖化に伴う環境の変化は、私たちがかつて経験したことのないものとなっています。
一方で、我が国においては、原子力発電所の稼働停止による火力発電の増加に伴う二酸化炭素排出

量の増大等もあり、地球温暖化対策は足踏みの状態となっています。このままの状態では数十年から
１００年後には、私たちの暮らしが危機的な状況にさらされることとなってしまいます。
このような状況を踏まえ、本県の地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入や省エネルギー施

策の推進等、エネルギー対策と温室効果ガス排出削減を一体的に進めるほか、森林の保全・整備や森
林資源の有効活用等、二酸化炭素吸収源対策に取り組む必要があります。他方、最大限の地球温暖化
対策を講じたとしても、地球温暖化による影響を完全に避けることは難しい状況となっていることか
ら、影響への適応を併せて検討・推進する必要があります。
こうしたことから 「地球温暖化に立ち向かう社会づくり」を基本目標とします。、

１ 温室効果ガス排出削減対策とエネルギー対策の一体的推進

◆指標の進捗状況

指標項目 現況値 年度目標値 目標値 達成度設定時の値 前年度の値
(H28) （H28） （H32）（H26) (H27)

○温室効果ガス総排出量（万t- ） （2,029)㉕ (2,001)㉖ (1,834）ＣＯ2 1,891㉖
【削減目標】 1,965㉕ 1,937㉖ 1,768

◎再生可能エネルギー設備導入容量 117㉖ 120㉗ 160㊷162㉗
（万kW）

△家庭部門のエネルギー使用量 TJ/年 (25,877)㉕ (25,323)㉖ （22,000）（ ） 32,152㉖
【削減目標】 32,182㉕ 31,442㉖ 27,000

※温室効果ガス総排出量の算定・家庭部門のエネルギー使用量については、国の算定方法が改定されたため、改定後の

数値に基づき算定し直している（括弧内は、改定前の数値 。）

※数値の横に㉕等の丸囲みの数値が記載されているデータは、数値の年度のデータであることを示す。

目 標 ◆エネルギー有効利用による温室効果ガス排出量の削減

◆地域特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入拡大・省エネルギーの推進

具体的な施策
①温室効果ガス排出削減対策の推進

②再生可能エネルギーの利活用の促進

③県による率先的な取組の推進

④国際協力の推進

⑤地球温暖化対策の総合的な推進

Ⅰ 地球温暖化に立ち向かう社会づくり（低炭素社会の構築）
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◆施策の実施状況

温室効果ガス総排出量■
26年度（2014年度）の温室効果ガス総排

であり、基準年出量は、約1,891万t-ＣＯ 2

(25年度）を ％下回った。3.7

■県有施設の省エネ改修事業
県有施設の省エネルギー化を推進するた

め、エネルギー効率の低い設備について、省
エネルギー機器等への改修を実施した。
28年度実施施設：５施設
実施内容：高効率照明・空調設備への改修

■中小水力発電の新規開発の推進
水力発電の開発可能性の調査・検討を行

い、経済性が優位な地点について、水力発電

所建設の取組を進めている。

28年度は、日光市内の１地点で建設工事に
着手し、計３地点の新規水力発電所建設を進
めるほか、１地点で開発の可能性調査を実施
した。

ＣＯ 設備導入支援■民間事業者への省 2

県内に工場やオフィス等を有する中小企業
者等の省エネルギーを推進するため、エネル
ギー多消費型設備や照明設備を高効率な設備
に入れ替える費用の一部を補助した（28年度
：22件 。）

■事業用再生可能エネルギー発電施設設置資金
貸付
中小企業者等が再生可能エネルギー発電施

設を設置するために必要な資金の融資制度を
平成24年４月から実施しており、平成28年度
の貸し付け実績は、融資１件、融資額10,000
千円であった。

ＥＶ・ＰＨＶ等普及状況■
「EV・PHVタウン構想」に基づき、電気自

動車等の普及や急速充電スタンド等の導入を
推進した。

28年度末：急速充電スタンド155基
普通充電スタンド322基

県公用車にもクリーンエネルギー自動車を
率先して導入した。
（28年度5台導入、合計142台）

県公用車に導入したEV・PHV

県庁温室効果ガス総排出量■
各種計画、指針等に基づき、率先的な環境

保全活動の取組を実施した。
・栃木県地球温暖化対策実行計画
【事務事業編】

・栃木県グリーン調達推進方針
・栃木県公共事業環境配慮指針
・栃木県イベント環境配慮指針
また、環境基本計画に基づく各施策や上記

の取組を推進するため、栃木県独自の環境マ
ネジメントシステム（ＥＭＳ）を全所属にお
いて運用している。

２ CO 吸収源対策2

◆指標の進捗状況

指標項目 現況値 年度目標値 目標値 達成度設定時の値 前年度の値
(H28) （H28） （H32）（H26) (H27)

▲県内民有林における間伐面積 ha/年 4,702 4,813 5,250 5,250（ ） 4,516

◎皆伐後の再造林面積（ha/年) 222㉕ 258 235 335394

目 標 ◆計画的な森林整備、緑化によるCO2吸収源としての森林の循環的利用と保全

◆県発注の建築工事や土木工事等における積極的な県産材の利用によるCO2固定量の拡大

具体的な施策 ①CO2吸収源対策の推進（皆伐による森林の循環的利用と若返りの促進 など）
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◆施策の実施状況

■森林整備、緑化の推進
地球温暖化防止に資する森林吸収源対策と

して、造林事業、とちぎの元気な森づくり奥
山林整備事業等により4,516haの間伐が実施
された。
また、皆伐後の確実な森林造成を図るた
、 、め 造林事業により394haの再造林が行われ

森林の適正な整備や森林資源の循環利用が進
んだ。

■公共施設等での木材利用の促進
木材の持つ炭素の貯蔵効果を発揮するた

め 「公共建築物等における木材の利用の促、
進に関する法律」に基づく県の基本方針「と
ちぎ木材利用促進方針」に基づき県発注の建
築工事や土木工事等において積極的に県産出
材を利用した。
28年度の県有施設における公共建築物及び

であ土木施設等での木材使用量は、1,586m3

った。

３ 地球温暖化への適応

目 標 ◆ 地球温暖化による被害を最小化、あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可能な

社会の構築

具体的な施策 ①地球温暖化への適応（現在既に地球温暖化の影響が生じている事象に対する優先的な取組）

本県における適応については、緊急性の観点から、現在既に影響が生じている事象に対して優先的
に取り組む一方、将来的に影響が予測される分野については、影響の程度を把握しながら、必要に応
じて段階的に分野を拡大して取り組んでいく。
適応策の実施に当たっては、既に行っている適応への取組を拡充して実施することを基本として、

必要に応じて段階的に新たな取組に着手する。

トピックス 「山の日」の制定を記念

県では、国民の祝日「山の日」を初めて迎えることを記念して、山に親しむ機会を得て、
「 」 、 「 」山の恩恵に感謝するという 山の日 の意義の普及を図るため ８月11日に栃木県 山の日

制定記念フェスティバルを日光市で開催しました。
フェスティバルでは、約2,000名の皆様の参加のもと 「山の日」制定を祝うセレモニー、

や登山基礎知識講座を始めとした様々なステージイベントのほか、きのこ探索・見分け方教
室等の自然体験イベント、県産しいたけの試食・販売等の栃木の山の恵みを味わえる食体験
イベント等を実施しました。
また、翌12日には、霧降高原で登山教室を開催し、約100名の親子が、公認山岳指導員の

サポートのもと、安全な山登りの方法や自然のすばらしさを学び、登山を楽しみました。

登山基礎知識講座の様子 きのこ探索・見分け方教室の様子
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私たちはこれまで、自然から多くの資源を採取し、それを利用し、不要となった様々なものを自然の
中へ排出することにより、環境に負荷を与えつつ、社会経済活動を行ってきました。高度経済成長期に
は全国で深刻な公害をもたらしましたが、環境技術の進歩や長年の努力により、現在では水環境や大気
環境等の生活環境は良好に保たれています。
今後は、資源の循環を量だけでなく、質の面からも捉え、環境保全と適正処理を確保した上で廃棄物

等を貴重なエネルギー源として一層有効に活用して資源生産性を高め、枯渇が懸念される天然資源の消
費を抑制することが重要です。
こうしたことから 「良好な生活環境を保全し、限りある資源を有効に利用する社会づくり」を基本、

目標とします。

１ 大気環境の保全

◆指標の進捗状況

指標項目 現況値 年度目標値 目標値 達成度設定時の値 前年度の値
(H28) （H28） （H32）（H26) (H27)

大気環境基準達成率 100 100 100 100 ◎100
（二酸化窒素（％)）

◆施策の実施状況

目 標 ◆大気汚染に係る環境基準を達成・維持

◆有害大気汚染物質に係る環境基準・大気環境指針を達成・維持

具体的な施策 ①常時監視による大気汚染対策の推進

②有害大気汚染物質対策の推進

③自動車排出ガス対策の推進

④工場・事業場対策の推進

■大気汚染の状況（二酸化窒素）
長期的には減少傾向にあり、すべての有効

測定局で環境基準を達成している。

■大気環境基準の達成
【常時監視による大気汚染対策の推進】
・大気環境の常時監視の実施及びホームペ
ージによる情報提供

・光化学スモッグの監視及び光化学スモッ
グの注意報の提供

・緊急時における協力工場へのばい煙排出
量の削減や揮発性有機化合物（VOC）の
排出抑制の要請

・微小粒子状物質（PM2.5）に係る注意喚
起情報の提供

【有害大気汚染物質対策の推進】
・有害大気汚染物質（21物質）のモニタリ
ング調査の実施（工業団地周辺等、県内
９地点）

・アスベストのモニタリング調査（県内15
地点）の実施、アスベストの除去促進、
飛散防止対策等

、 （ ）II 良好な生活環境を保全し 限りある資源を有効に活用する社会づくり 循環型社会の構築

大気環境の基準
人の健康を保護する上で維持することが望まし

い基準として、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化

炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、微

小粒子状物質、ベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン、ジクロロメタン及びダイ

オキシン類の１１物質について環境基準が定めら

れています。
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【自動車排出ガス対策の推進】
・自動車排出ガス測定局で常時監視の充実
・強化（県内11局）

・ エコドライブ」や「アイドリングスト「
ップ」の普及

・ディーゼル自動車粒子状物質減少装置の
装着に対する融資の実施

・奥日光におけるハイブリッドバスの運行
や県公用車へのクリーンエネルギー自動
車導入（28年度５台導入）による低公害
車の普及促進

・体系的な道路ネットワークの整備等によ
る自動車交通対策の実施

・小学生向け副読本での啓発等による公共
交通機関の利用促進

・マイカーに過度に依存しない通勤手段
「エコ通勤」の促進

２ 水環境の保全

◆指標の進捗状況

指標項目 現況値 年度目標値 目標値 達成度設定時の値 前年度の値
(H28) （H28） （H32）（H26) (H27)

公共用水域の環境基準（BOD）達成率 100 100 100 100 ◎100
（％）

生活排水処理人口普及率 83.7 84.4 85.1 88.8 ○85.5
（％）

◆施策の実施状況

目 標 ◆ 公共用水域の環境基準の達成・維持 ◆ 地下水の水質保全

具体的な施策
①水循環の確保

②公共用水域水質保全の推進

③地下水の水質保全の推進

④生活排水対策の推進

⑤工場・事業場対策の推進

公共用水域の環境基準■

【河川水質】
人の健康の保護に関する項目（健康項目）

、 。については すべての地点で基準を達成した
生活環境の保全に関する項目（生活環境項

）目）の１つである生物化学的酸素要求量（BOD
の達成状況は、県全体で前年度に引き続き
100％であった。

【湖沼水質】
生活環境項目の１つである化学的酸素要求

量（COD）について、中禅寺湖では環境基準
を達成しなかったが、湯ノ湖では達成した。

水環境の基準

水質に関する環境基準は、人の健康の保護に関す

る基準（健康項目）と生活環境の保全に関する基準

（生活環境項目）の２種類が定められています。

健康項目は、すべての公共用水域及び地下水にお

いて一律の基準が適用され、公共用水域については

、 。27項目 地下水については28項目が定められています

生活環境項目は、それぞれの利水目的に応じ、水

域ごとに異なった基準が適用されています。

【地下水水質】
地下水汚染について、新たに６地区で汚染

を確認したことから、28年度末で地下水汚染
地区は108地区となっている。
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■生活排水処理人口普及率
公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽等

の経済的かつ効率的な整備を推進した。

・生活排水処理人口普及率：
85.5％（28年度末）

・下水道普及率：65.3％（28年度末）
・流域下水道に関連する市町：７市３町

（平成29年4月1日）
・農業集落排水施設の整備・普及：

28年度までに21市町101地区が完了

また、浄化槽の設置促進及び「浄化槽法」
に基づく浄化槽の適正管理に係る指導を実施
した。

生活排水処理の概念図

市町別 生活排水処理施設普及状況（28年度末)
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３ 土壌環境・地盤環境の保全

◆施策の実施状況

目 標 ◆土壌環境の保全 ◆地盤沈下の未然防止

◆土壌汚染による健康被害の防止

具体的な施策 ①土壌汚染対策の推進 ②地盤沈下対策の推進

土壌環境■

土壌の汚染に関する基準

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持

することが望ましい基準として、カドミウムなど２９

項目の環境基準が定められており、このうち農用地に

ついては、カドミウム、銅、ひ素の基準が定められて

います。

地盤沈下■
県南地域の平野部は、地下水を汲み上げす

ぎると地盤沈下が起こりやすい。
28年度は、小山市などで沈下傾向がみられ

たものの、２cm以上の沈下が観測された地点
はなかった。
（ 、 ）最大沈下量は 佐野市船津川町の1.09cm

４ 騒音・振動・悪臭の防止

◆施策の実施状況

目 標 ◆騒音に係る環境基準の達成・維持 ◆振動、悪臭問題の未然防止

具体的な施策 ①工場等騒音・振動対策の推進

②交通騒音・振動対策の推進

③近隣騒音対策の推進

④悪臭対策の推進

騒音に係る環境基準達成率■
道路に面しない地域について、県内34地点

で調査した結果、昼夜とも環境基準を達成し
たのは31地点、91.2％であった。
道路に面する地域について、自動車騒音の

常時監視を行った結果、環境基準の達成率は
96.2％であった。

騒音の大きさの例

騒音に関する環境基準

地域の類型や時間帯の区分ごとに定められていま

す。なお、新幹線鉄道騒音は別に定められています。

■振動
道路交通振動について、国道・県道等の沿

道17地点で調査した結果、要請限度を超える
地点はなかった。
新幹線鉄道振動は、沿線７地点で調査した

結果、指針値を超えた地点はなかった。

振動の大きさの例

■悪臭
県や市町が受理した公害苦情のうち、悪臭

（ ） 、関係の苦情件数は173件 27年度は156件 で
全公害苦情件数の12.0％（同11.8％）であっ
た。

道路交通振動の限度

道路交通振動の限度について、区域と時間が定め

られています。
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廃棄物等の減量及び適正処理の促進５

◆指標の進捗状況

指標項目 現況値 年度目標値 目標値 達成度設定時の値 前年度の値
(H28) （H28） （H32）（H26) (H27)

県民１人１日当たりの生活系一般 560㉕ 549㉖ 549㉗ 521 ▲558㉗
廃棄物の排出量（ g ）
（資源ごみ及び集団回収に係るものを
除く【削減目標】）

とちの環エコ製品 の認定件数 件 97 107 100 112 ○「 」 （ ） 110

県内で排出された廃棄 一般廃棄物 62㉕ 61㉖ 61㉗ 55 ▲64㉗
物の最終処分量（千t）
【削減目標】 産業廃棄物 89㉕ 94㉖ 89㉗ 88 ▲95㉗

※数値の横に㉕等の丸囲みの数値が記載されているデータは、数値の年度のデータであることを示す。

◆施策の実施状況

目 標 ◆廃棄物等の発生抑制及び再使用の促進 ◆必要な廃棄物処理施設等の整備

◆廃棄物等の適正なリサイクル、最終処分等の促進

具体的な施策
①廃棄物等の発生抑制・再使用の促進

②廃棄物等のリサイクルの促進

③廃棄物等の不適正な処理の防止

④非常災害時における災害廃棄物等の処理体制

の整備

⑤廃棄物処理施設等の整備促進

県民１人１日当たりの生活系一般廃棄物の排■
（ 。）出量 資源ごみ及び集団回収に係るものを除く

食品ロス削減の普及啓発を行い 県民の も、 「
ったいない」意識の定着を図るとともに、市
町によるごみ処理の有料化への取組を促進し
た。

■一般廃棄物の総排出量及び最終処分量
(単位：ｔ)

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

総排出量 699,067 691,529 690,098 680,063 679,398

最終処分量 67,326 68,578 62,049 60,816 64,143

最終処分率 9.6% 9.9% 9.0% 8.9% 9.4%

エコスラグの利用促進に向けた取組を実施
したほか、各種リサイクル法に係る理解促進
を図り、最終処分量の削減に取り組んだ。

560 

549 

558 

500

520

540

560

580

25年度 26年度 27年度

県民１人１日当たりの生活系一般廃棄物の排出量

（資源ごみ及び集団回収に係るものを除く。）

（ｇ）

■産業廃棄物の排出量及び最終処分量（農業・
鉱業に係るものを除く ）。

先進事例を紹介する講演会の開催等によ
り、多量排出事業者等の発生抑制の取組を促
進するとともに、とちの環エコ製品の普及啓
発等を通じてリサイクルの取組を促進するこ
とにより、産業廃棄物の最終処分量の削減を
図った。
また、不適正処理の防止のため、市町等、

県民、民間事業者等と連携し、事業者及び処
理業者に対する立入検査による監査指導等を
実施した。

■栃木県リサイクル製品認定制度
28年度の認定件数は、24件（新規等７件、

再認定17件）であり、平成28年度末の認定製
品数は110製品となっている。
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その他の生活環境問題への取組の推進６

栃木県リサイクル製品認定制度

県では、廃棄物等の発生抑制及び資源の循環的な利用の促進並びにリサイクル

産業の育成を図り、本県の地域特性を活かした循環型社会の形成に資することを

目的に、16年8月から「栃木県リサイクル製品認定制度」を運用しています。

循環資源を原料に利用して製造されるリサイクル製品のうち 「主に県内の事、

業場で製造 「安全性及び品質等の認定基準を満たしている」などの要件を満たし」

た製品を「とちの環エコ製品」として認定し、県は、認定製品の使用が促進され

るよう、発注する公共工事での使用や普及啓発に努めることとしています。

◆施策の実施状況

目 標 ◆オゾン層保護 ◆酸性雨の発生防止

◆化学物質に関する情報の提供及び環境リスクの低減

具体的な施策 ①フロン類の排出抑制対策の推進

②PRTR制度(環境汚染物質排出・移動登録制度)の運用

③有害化学物質対策の推進

④酸性雨対策の推進

化学物質（PRTR法に規定する第一種指定化学■
物質）の届出排出量
「化学物質排出把握管理促進法 （ＰＲＴ」

Ｒ法）に基づく27年度の第一種指定化学物質
(462種)の排出量及び移動量の届出事業所数
は737件で、県内の届出排出量と推計排出量
を合わせた総排出量は9,182ｔ(26年度は
9,995ｔ)であった。

ollutant Release and TransferPRTR：P
Register の略

ＰＲＴＲ制度

「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 （化学物質排出把握管理」

促進法）により、４６２種類の化学物質（第一種指

定化学物質）を取り扱う一定規模以上の事業者は、

、１年間に環境中に排出した量と移動量を県を経由し

国へ届け出ることになっています。

国は、これを集計し、家庭や自動車からの排出量

の推計と合わせて、公表することとしています。

リスクコミュニケーション

ＰＲＴＲデータ等を利用して、県民と企業、そして行政が

化学物質のリスクに関する情報を共有し、理解と信頼関係を

築き、効果的にリスク軽減を図る「リスクコミュニケーショ

ン」を進めることが重要です。

県では、化学物質に対するリスクコミュニケーションを推

、 。進するため セミナーの開催などの普及啓発事業を行っています


