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本県は、日光白根山などの高山帯、平地林と農地がモザイク状に配置された田園地帯、ラムサール条
約湿地である奥日光の湿原や渡良瀬遊水地などの湿地、那珂川、鬼怒川、渡良瀬川に代表される河川の

、 、 。 、ほか 日光国立公園をはじめとする多数の自然公園など 全国に誇れる自然環境を有しています また
県土の約55％を占める森林は、水源の涵（かん）養、CO 吸収機能など多面的機能を有しており、これ2
ら機能の高度発揮を図っていく必要があります。
このような自然環境は県民にとっての大きな誇りであるとともに、私たちの生活環境や社会活動と深

い関わりを持っているため、自然環境から得られる恵みを維持しながら、私たちの暮らしと心がより豊
かになるように自然環境を利活用することが重要です。
こうしたことから 「豊かで誇れる自然を次代に引き継ぐ社会づくり」を基本目標とします。、

１ 多様な生物と自然環境の保全・利活用

◆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)

自然公園入込数（千人） 22,036 23,442 22,500 24,000 ▲22,134

自然環境保全地域（特別地区） 9 10 10 12 ○10
指定数（箇所）

◆施策の実施状況

目 標
◆絶滅のおそれのある種の保全

◆優れた自然や里地里山、水辺などの保全による生態系ネットワークの維持・形成

◆里山林を活用した交流等の促進 ◆自然公園への国内外からの誘客の促進

具体的な施策

①多様な野生生物の保護

②絶滅のおそれのある種の保全

③外来種の防除

④優れた自然の保全と利活用

⑤里地里山の保全と利活用

⑥ビオトープの保全・創造

⑦河川、水路、渓流の保全

絶滅のおそれのある種の保全■
本県における絶滅のおそれのある野生動植物

等について掲載した県版レッドリストを、６年
ぶりに改訂した。
前回改訂時（2011年）に比べ、里山林整備事

業等の効果により動植物の生息・生育環境が改
善された点も認められたが、湿地の乾燥化や外
来種侵入等の影響により、全体としては、リス
ト掲載種が増加する結果となった。
改訂後のレッドデータブック（解説版）は、

平成30年３月に発刊を予定している。

【動物・植物・菌類のリスト掲載数】

区分 2005年版

全体 1,282 1,393 （+111） 1,531 （+138）

うち絶滅危惧種 878 946 （+68） 1,021 （+75）

2011年版 2017年版

◇アズマヒキガエル
【2011】→【2017】

要注目 準絶滅危惧

◇ニッコウイワナ
【2011】→【2017】

要注目 絶滅危惧

Ⅱ類

豊かで誇れる自然を次代に引き継ぐ社会づくり（自然共生社会の構築）III
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自然公園及び自然環境保全地域■
本県の自然公園面積は、総面積が約13万ha

で県土の約21％を占めており、世界に誇れる
日光国立公園や尾瀬国立公園、地域特性の豊
かな８つの県立自然公園がある。
自然公園区域以外の優れた自然や緑地につ

いては、自然環境保全地域や緑地環境保全地
域に指定して、その保全に努めており、県内
には、28年度末で、国指定の１カ所を含め、
44箇所 5,420haの自然環境保全地域及び緑地
環境保全地域がある。

■奥日光地区の自然環境の保全
奥日光地区においては、貴重な自然環境を

保全するため、低公害バスの運行、植生回復
対策（シカ食害影響調査 、外来植物の除去）
対策等に取り組んだ。

外来種駆除活動■
外来種の移植・移入の防止及び防除に関す

る普及啓発を実施した。
外来種の生息・生育状況に関する情報収集

を実施した。

外来植物除去活動の様子

（渡良瀬遊水地）

多自然川づくりの整備延長■
河川、水路、渓流の整備に当たっては、低

水路の蛇行、瀬と淵の創出など、水生生物等
の生育環境や水辺の景観などに配慮した「多

」 。自然川づくり・渓流づくり を推進している
28年度は、姿川（宇都宮市 、小藪川（鹿）

沼市）等22河川、１渓流で実施した。

姿川（宇都宮市）

■里地里山の保全
人里近くの丘陵部や低山地に広がる里山

林と田園のみどりは、農産物や特用林産物
等の生産の場としてだけでなく 「自然環境、
保全機能 「景観形成機能 「自然とのふれ」 」
あい機能」などの様々な公益的機能を有し
ており、私たちの生活に潤いと安らぎを与
、 。え 身近な自然環境として親しまれている
しかしながら、高齢化による担い手不足

や生活様式の変化による経済的価値の減少
などにより十分に管理が行き届かず、荒廃
した平地林が増加している。

haこのため、28年度は、県内95箇所 265
について、自治会やＮＰＯ等と連携して平
地林（里山林）を整備する市町の取組を支
援した。

■豊かな地域資源の保全・継承
農業農村のもつ豊かな自然、伝統文化等の

多面的な機能を再評価し、豊かな生態系や美
しい農村景観・伝統的農業施設等の保全・復
元等を行っている。
中でも、農業・農村の多面的機能を支える

活動や、地域資源の質的向上を図る活動を支
援する“多面的機能支払制度”を活用して、
農地や農業用水、さらには、生態系や景観な
ど の 農 村 環 境 の 保 全 向 上 に 向 け た
地域ぐるみの共同活動を496地区の41,166ha
で促進した。

■ビオトープの保全・創造
農村地域は、農産物の生産や地域住民の生

活の場であるとともに、多様な生物が生息す
る場でもある。このため、稼げる農業の実現
を目指す基盤整備の推進にあたって、地域の
自然環境の維持・向上を図るため、28年度は
下田原北部地区（宇都宮市）など計7地区22
箇所において生態系に配慮した農業用水路等
の整備を実施した。
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２ 環境を支える森林・みどりづくり活動の推進

◆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)

民有保安林面積（ha） 76,640 76,818 77,500 80,000 ○79,167

県民１人当たりの都市公園面積 ㎡ 13.8㉕ 13.9㉖ 14.0㉗ 14.2 ◎（ ） 14.3㉗

※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 ◆森林の多面的機能の維持・増進 ◆緑あふれる県土づくり

具体的な施策 ①森林の多面的機能の向上

②森林の適正な管理

③緑化活動の推進

④都市地域における緑化の推進

■多面的機能向上を図る森林整備の促進
森林の持つ多面的機能の向上を図るため、

「循環の森」においては、皆伐・再造林によ
る森林資源の循環利用を進めた。
また、公益的機能を発揮する「環境の森」

においては、広葉樹林整備や複層林整備、長
伐期施業林など地域の特性や課題に応じた多
様な森づくりを進めた。

保安林の指定面積■
森林の公益的機能をより高度に発揮させて

いくため 「とちぎ森林創生ビジョン」に基、
づき保安林を指定した。
指定面積は、着実に増加しており、28年度

現在約19万haである。内訳は、国有林が60％
（国有林面積の約9割 、民有林が40％（民）
有林面積の約4割）となっている。

保安林面積の推移

企業等による森づくり活動数■
企業等からの資金・労働力提供による間伐

や植林などの森づくり活動を推進した。
（28年度：７協定締結（５企業等 ））
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企業等による森林整備活動の様子

都市公園の整備■
都市環境の改善や、災害時の避難場所、レ

クリエーションの場等の多様なニーズに対応
する都市公園の整備を促進するとともに、既
開設公園についての適正な維持管理を推進し
ている。
本県では、28年３月末において、2,141箇

所2,740.10haの都市公園が整備されており、
都市計画区域内の１人当たり公園面積は14.3
㎡が確保され、全国平均の11.8㎡を大きく上
回る整備水準となっている。

とちぎわんぱく公園（壬生町）
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３ 野生鳥獣の適切な管理の推進

◆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)

県内のシカ、イノシシ シカ 生息数 捕獲数 捕獲数 捕獲目標数 生息数 〇
生息数（頭数) 23,600㉕ 7,010 7,400 16,7008,735

イノシシ 生息数 捕獲数 捕獲数 捕獲目標数 生息数 〇
23,600㉕ 7,654 10,000 21,60013,442

※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。

、 。※生息数の目標達成に向けた年間捕獲目標数を別途設定し 各年度の捕獲数により進捗状況を管理している

◆施策の実施状況

目 標 ◆農林水産業や生態系等の被害の軽減

具体的な施策 ①野生鳥獣の適正な管理（シカ・イノシシの捕獲の強化 など）

■野生鳥獣の生息等の状況
近年では生息環境の変化等により、地域的

に絶滅のおそれのある種が存在する一方で、
一部の野生鳥獣の生息数増加や生息分布の拡
大が進行し、農林水産業や生態系等の被害が
深刻化している。

農業被害額の推移（商品作物のみ）

（単位：千円）

種名 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
54,074 48,796 37,288 44,802 46,033ニホンジカ

116,352 109,221 156,274 176,901 154,146イノシシ

5,646 3,694 11,453 5,163 8,195ツキノワグマ

13,381 19,474 32,158 31,907 35,350ニホンザル

シカ・イノシシの捕獲の強化■
集中的かつ広域的に管理を図る必要がある

ものとして「指定管理鳥獣」に指定されてい
るシカ・イノシシについては、第二種特定鳥
獣管理計画において捕獲目標を定め、生息数
の半減に向けた捕獲を市町等と連携して強力
に推進している。

箱わなで捕獲したイノシシ

捕獲の担い手の確保育成■
減少・高齢化が著しい狩猟者を確保育成す

るため、狩猟の魅力や社会的意義の普及等に
よる狩猟免許取得の促進や、狩猟初心者を対
象とした実践的な技術講習による捕獲技術の
向上に取り組むとともに、認定鳥獣捕獲等事
業者の確保育成にも努めている。

狩猟免許新規取得者数

（単位：名）

免許種類 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
2 4 2 9 7網猟
106 143 176 313 194わな猟
26 54 70 87 87第一種銃猟
1 1 3 5 9第二種銃猟
135 202 251 414 297合 計

■環境整備・被害防除の推進
捕獲に加え、ヤブの刈払い等の環境整備、

侵入防止柵の設置等の防除対策など、地域ぐ
るみの総合的な対策を推進するため、鳥獣対
策の専門家である鳥獣管理士を活用し、住民
が主体となった総合的・効果的な被害対策の
県内各地への普及に取り組んでいる。

シカ・イノシシの侵入防止柵
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トピックス 英国大使館別荘記念公園の一般公開

日光市中禅寺湖畔で進めていた旧英
国大使館別荘の整備が完了し、平成
28年７月１日に、英国大使館別荘記
念公園として一般公開しました。
公開前日の６月30日には、駐日英

、国大使ほか関係者の皆様をお招きし
開園式典を開催しました。

旧英国大使館別荘は 明治29(1896)、
年に、当時、英国の外交官だったア
ーネスト・サトウが個人の山荘とし
て建てたもので、その後、大使館別
荘として、平成20(2008)年まで使用
され、平成22(2010)年、栃木県に無
償譲渡されました。

英国大使館別荘記念公園

一般公開に当たっては、建物や、庭園の三段テラスの
石積み等の老朽化が著しく、倒壊の危険性があったため、
解体・調査の上、石積みの積み直しを行い、建物につい
ては、暖炉は当時のものを補強し、その他は状態の良い
建具などを再利用し、復元を行っています。

建物内の１階展示室では 「幕末維新の英国外交官アー、
ネスト・サトウ」及び「サトウが愛した奥日光」をテー

Tea roomのスコーンと紅茶マにパネル展示等を行っています。

２階では、英国文化を体験できるよう、家具等を展示
しているほか、喫茶「Tea room 南四番Classic」で、現
在の英国大使館で実際に使われているレシピで作ったス
コーンや紅茶を提供しています。
湖に面した広縁には、自由に座れるソファーを設置し

ており、ゆったりと座りながら、サトウが「絵のような
湖」と評した中禅寺湖の風景を眺めることができます。

２階広縁からの眺望

平成28年度は、７月～11月の４ヶ月間で、約５万
６千人の方々においでいただきました。
また、８月に開催した宇都宮短期大学附属高等学

校とのコラボイベントや、９月に開催した夕景鑑賞
イベントなど、記念公園を活用した様々な取組を行
っているほか、観光以外でも、結婚式の前撮りの撮
影等にも使われるなど、奥日光地域の新たな魅力と
して、各方面から注目を集めています。

１階展示室１
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１ 環境を守り、育て、活かす人材の育成

◆施策の実施状況

目 標
◆環境を守り、育て、活かす意識への転換と人材の育成

◆人材の活躍の場の拡大

◆多様な人材の協働・連携のためのネットワーク拡大

具体的な施策
①環境教育・学習の充実

②人材の育成と活用

③環境保全活動の機会、場の提供

④環境情報の整備・提供の充実

⑤推進体制の整備

こどもエコクラブへの支援■
幼児から高校生までのこどもたちが地域に

おいて自主的に環境学習や環境保全活動を展
開するこどもエコクラブについて、活動内容
の充実化を図るため支援を行った。
（28年度：52クラブ、5,235人）

こどもエコクラブ・緑の少年団

合同環境森林学習交流会（とちぎ森の子サミット）

（宇都宮市）

■自然観察会
自然とふれあうことで自然への理解を深め

ることのできる自然観察会を日光自然博物館
や県民の森、塩原温泉ビジターセンターなど
で実施した。

紅葉と歴史感じる湖畔さんぽ（日光市）

■環境保全団体との連携・協力
「とちの環県民会議」等の環境団体との連

携･協力により、各種普及啓発活動を推進し
た。

緑づくり人材バンクの活用■
森林や緑づくりについて専門的な知識・技

術を有する人材や、ボランティア活動を実践
する人材などを登録・紹介している緑づくり

（ ）人材バンク 28年度末現在の登録者数334人
の活用を図り、みどりづくり活動の活性化を
進めるとともに、みどりに関する様々な分野
の指導者や活動グループのリーダー的人材を
育成するため、グリーンスタッフ養成講座を
実施した。

グリーンスタッフ養成講座（宇都宮市）

環境とみどりの県民大会の開催■
「地球と人にやさしい“エコとちぎ”づく
」 。り に向けた機運を一層高めるため開催した

環境とみどりの県民大会

（宇都宮市 栃木県総合文化センター）

Ⅳ 共通的基盤的施策
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２ 環境エネルギー産業の振興

◆施策の実施状況

目 標
◆環境と経済が循環する持続的な社会構築

◆環境エネルギー産業の成長

◆環境負荷の少ない事業活動への自主的な取組の拡大

具体的な施策 ①環境エネルギー産業の誘致・育成

②環境関連の技術や新製品開発の促進

③企業の事業活動における環境配慮の促進

■次世代自動車普及促進による産業振興
自動車関連産業の振興を図るため、県公用

車へのハイブリッド自動車の導入やとちぎ電
気自動車普及促進協議会との協力等を実施し
た。
・ＥＶ及びＰＨＶ展示会（１回）
・ＥＶ等を活用したモデル事業の実施（Ｅ
Ｖを活用した福祉施設における実証事
業、ＥＶから農業用施設への電力供給実
証、電動草刈機の電源としての利用、次
世代自動車技術研究会）

・とちぎＦＣＶ普及促進研究会の設置及び
開催

ＥＶを活用した福祉施設における実証事業
（社会福祉法人 恵友会いぶき）

企業の事業活動における環境配慮の促進■
中小企業におけるCO 排出削減に向けた取2

組への総合的な支援を実施した。
・エコアクション21の普及や認証取得支援
のための講習会の実施

・地球温暖化対策に関し優れた取組を行っ
ている事業所を「エコキーパー事業所」
として認定（28年度末現在129事業所）

・環境保全に関し優れた取組を行っている
事業所を「マロニエECO事業所」として
表彰 マロニエＥＣＯ事業所表彰

（宇都宮市 栃木県総合文化センター）

３ エネルギーを賢く利用する環境負荷の小さい地域づくり

◆施策の実施状況

目 標 ◆「とちぎエネルギー戦略」に基づくエネルギー消費効率の高い地域づくり

具体的な施策 ①エネルギーを賢く利用する環境負荷の小さい地域づくり（市町等による再生可能エネルギーを

活用した地域づくりの促進 など）

■中山間地域スマートコミュニティ導入支援事業
事業の対象となっている３市町（栃木市、さく

ら市、那珂川町）について、事業内容を決定し、
事業の進行状況に合わせた支援を実施した。

■エネルギー産業立地促進補助金の創設
燃料電池を含むコージェネレーションなどの分

散型エネルギーによる省エネルギー、ＣＯ の排２

出量削減に寄与する事業への支援を実施した。
28年度：事前届出１件（清原スマートエネルギ

ーセンター）

 

 
＜清原スマートエネルギーセンターの外観イメージ図＞ 

ガスエンジン室 

中央監視室 

受容変電設備 

廃熱ボイラ 

ラジエータ 

蒸気ボイラ室 
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トピックス 分散型エネルギーの推進

23年３月に発生した東日本大震災は、本県に甚大な被
害をもたらすとともに、県内経済や県民生活に深刻な影
響を及ぼし、エネルギーの安定確保についても新たな課
題となりました。
このため、県では、中長期的視点に立ったエネルギー

施策に関する基本的な考え方等を掲げた「とちぎエネル
ギー戦略」を24年３月に策定し、省エネルギー、再生可
能エネルギー及び電力自給率の目標を掲げ、県民、事業
者、関係団体、自治体などの各主体が一体となって目指
すべき社会を実現していくことを目的としています。
こうした中、真岡市において国内最大級の内陸型ガス

火力発電所や清原工業団地において国内初の工場間一体
省エネルギー事業の事業化が決定するなど、とちぎエネ
ルギー戦略で掲げた目指すべき社会の実現に向け、取組
が進展しています。

４ 放射性物質に係る取組の推進

◆施策の実施状況

目 標 ◆安全・安心な生活環境等の確保

具体的な施策 ①放射性物質に係る取組の推進（空間放射線量率や降下物、水道水などの放射能濃度の測定及び

結果の公表 など）

■空間放射線量率
県内全市町にモニタリングポストを設置し

て常時監視を行っており、測定結果を県ホー
ムページでリアルタイムに公表している。
平成28年度は、県保健環境センター（宇都

宮市）において、0.041μSv/h程度で推移し
ている。

■水道水
県内23水道事業者及び２水道用水供給事業

者が定期的に検査を実施している。
平成28年度は、約2,000検体の検査を実施

し、全ての検体で不検出だった。

■農産物
農林水産物等の放射性物質モニタリング検

査を行い、安全性の確認と消費者への検査結
果等の情報を積極的に発信している。
平成28年度は、農産物1,649検体、畜産物

41,826検体、水産物320検体、特用林産物
1,335検体の検査を行った。

ゲルマニウム半導体検出器
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５ 環境影響評価の推進等

◆施策の実施状況

（1 「環境影響評価法」及び「栃木県環境影響評価条例」の適切な運用）

目 標 ◆環境影響評価等の運用、実施による事業者等への効果的な指導の実施

具体的な施策 ①環境影響評価の推進

②土地利用面からの環境配慮

③調査及び研究の実施

④公害紛争処理等

環境影響評価の実施■
28年度：事後報告書１件

環境影響評価制度の見直し■
対象規模要件等の見直し

トピックス 環境影響評価制度の見直し

県では、昭和50年３月に「開発事業に対する環境影響評価の実施に関する方針」を定め、一定規模以上の住宅団

、 、 、 。地 レジャー施設 工業団地等のいわゆる面開発事業において 事業者に環境影響評価の実施を指導してきました

環境影響評価法（平成９年法律第81号）が施行されたことに伴い、平成11年３月に栃木県環境影響評価条例（平成

。 「 」 。） （ 。 「 」 。） 、11年栃木県条例第２号 以下 条例 という 及び同規則 平成11年栃木県規則第30号 以下 規則 という を

同年11月には自然環境保全協定実施要綱（以下「要綱」という ）を定め、環境の保全に配慮した事業実施に一定の。

成果を挙げてきたところです。

28年度は、栃木県環境審議会環境影響評価部会を設け、制度の見直しについて検討してきたところですが、本県の

生活環境が制度制定当初の昭和50年代と比較し大きく改善していることや良好な環境の保全と秩序ある土地利用のバ

、 、 。ランスをとる必要があることなどから 平成29年４月に 以下のとおり制度の対象規模要件等の見直しを行いました

■ 見直しの概要

条例に基づく環境影響評価（条例アセス）

○ 工業団地造成事業等における対象面積20haを他の面開発事業と同じ50haに緩和

要綱に基づく環境影響評価（要綱アセス）

○ 自然環境保全協定の締結のために自然環境現況調査を要する面積を５haから20haに緩和

○ ５ha以上20ha未満の事業地については、県が希少な動植物の生息・生育情報を把握している場合に自然環境

現況調査を求める

○ 自然環境保全協定の概要の公表の追加

○ 協定の内容に工事完了後の環境配慮を追加

※特別配慮地域、配慮地域（国立公園、県立自然公園、鳥獣保護区等）は、緩和しない

※配慮地区に「狩猟鳥獣（ニホンジカ・イノシシを除く）の捕獲等を禁止又は制限した区域」を追加

栃木県環境影響評価（環境アセスメント）制度とは

一定規模以上の事業を実施しようとする者が、環境に及ぼす影響について、あらかじ

め調査、予測及び評価を行うとともに、環境の保全に必要な措置を自ら検討することに

より、適正な環境への配慮がなされるための手続きです。

事業計画や環境影響評価の結果等は広く公開され、県民はもとより、知事や市町村長

は、環境の保全の見地から意見を述べることができます。
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（2）調査及び研究の実施

■保健環境センター
・微小粒子状物質（PM2.5）の成分及び高
濃度化要因の解析

・酸性雨モニタリング(陸水)調査
・堆肥化施設の臭気の発生抑制に関する調査
・事業場排水及び廃棄物等に関する行政検査

■林業センター
・次世代林業に対応した生産コスト低減に
関する研究

・コンテナ苗生産技術の確立に関する調査
研究

・花粉症対策品種の種苗生産に関する調査
研究

・循環型林業に対応した獣害防除に関する
調査研究

・野生生物の効果的捕獲技術の研究

コンテナ苗の生産技術の確立に関する研究

（苗の移植）

■農業試験場
・適切な施肥量を診断する技術の開発
・物理的防除資材の利用など、化学農薬以
外の技術を活用した病害虫の防除体系の
確立

■畜産酪農研究センター
・搾乳施設排水の適正処理技術に関する研
究

・家畜ふん尿を用いたバイオガスプラント
のエネルギー変換実証試験

・畜産施設の臭気対策に関する研究

循環型林業に対応した獣害防除に関する研究

（シカ防除ネット）

（3）公害苦情等への対応

■公害苦情処理
・県及び市町における公害苦情の受付

28年度：1,436件
・警察における公害苦情の受付

28年度：3,822件

■公害紛争処理
・ 栃木県公害審査会」への調停申請受付「

S45年度～28年度：15件

公害の種類別苦情受付件数の推移

（県・市町受付分）

年度

0

500

1,000

1,500

2,000

H24 H25 H26 H27 H28

件

年度

典型７公害以外

悪臭

地盤沈下

振動

騒音

土壌汚染

水質汚濁

大気汚染

1,317

1,513
1,436

1,763

1,611


