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“エコとちぎ”を担う人を育てる ～環境を考え行動する県民の育成～

施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
自ら学び、自ら行動 とちぎ｢森の楽校(がっこう)｣事 11,709 森とのふれあい講座や森づくり講座な
する“人づくり” 業（環境森林政策課） ど、森づくりに関する体験講座の開催

によるボランティア等の人材育成や森
林環境学習の実施支援

環境学習・環境保全活動推 11,745 こどもエコクラブ活動支援事業
進（地球温暖化対策課） エコ・もりフェア開催事業
【一部新規】 環境活動人材育成活用事業

環境学習プログラム改訂事業〔新規〕
環境・森づくり人材バンク事業〔新規〕

自然ふれあい推進事業 608 自然とのふれあいを推進するための自
（自然環境課） 然体験プログラムの普及、人材育成等
「那須平成の森」自然体験 3,000 「那須平成の森」を活用し、生物多様
活動推進事業 性を支える人づくりのための自然体験
（自然環境課） プログラムの実施

実践につなげる“き とちぎ｢森の楽校(がっこう)｣事 11,709 森とのふれあい講座や森づくり講座な
っかけづくり” 業（環境森林政策課） （再掲） ど、森づくりに関する体験講座の開催

によるボランティア等の人材育成や森
林環境学習の実施支援

地球温暖化対策事業 9,170 地球温暖化防止活動推進センター普及
（地球温暖化対策課） 啓発事業（“とちぎ発”ストップ温暖

化アクション）
地球温暖化対策広報事業等
マロニエＥＣＯ事業所表彰・エコキー
パー事業所認定事業

環境学習・環境保全活動推 11,745 こどもエコクラブ活動支援事業
進（地球温暖化対策課） （再掲） エコ・もりフェア開催事業
【一部新規】 環境活動人材育成活用事業

環境学習プログラム改訂事業〔新規〕
環境・森づくり人材バンク事業〔新規〕

循環型社会推進事業 1,983 とちぎの環境美化県民運動推進事業
（地球温暖化対策課） ノーレジ袋“エコとちぎ”事業

普及啓発事業

みどりづくり推進事業 16,616 緑化普及啓発事業
（地球温暖化対策課） とちぎ環境・みどり推進機構の緑化推

進活動支援
企業等の森づくり推進事業等〔再掲〕

自然ふれあい推進事業 608 自然とのふれあいを推進するための自
（自然環境課） （再掲） 然体験プログラムの普及、人材育成等
日光自然博物館等管理運営 194,578 日光自然博物館等の管理運営
事業（自然環境課）
自然公園等施設整備事業 131,468 自然公園内の歩道、園地等の整備、補
（自然環境課） 修
自然公園等施設管理事業 44,388 自然公園施設の維持管理
（自然環境課）
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施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
実践につなげる“き 都市公園事業 2,102,900 都市公園の整備・既存公園の維持管理
っかけづくり” （都市整備課） 都市緑化の普及啓発

緑化事業の推進
環境保全総合推進対策事業 2,248 環境審議会の開催
（環境森林政策課） 環境の状況及び施策に関する報告書及

び同概要版の発行
協働による“ネット とちぎ森づくり情報センタ 9,164 とちぎ森づくり情報センターの運営に
ワークづくり” ー事業 よる県民の森づくり活動の支援

（環境森林政策課）

かけがえのない地球を守る ～低炭素社会の構築～

施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
地球温暖化対策の推 地球温暖化対策 9,170 地球温暖化防止活動推進センター普及
進 （地球温暖化対策課） （再掲） 啓発事業（“とちぎ発”ストップ温暖

化アクション）
地球温暖化対策広報事業等
マロニエＥＣＯ事業所表彰・エコキー
パー事業所認定事業

再生可能エネルギー導入促 1,929,190 再生可能エネルギー利活用促進事業
進事業 ・再生可能エネルギー導入促進事業
（地球温暖化対策課） ・温泉熱利用機器導入促進事業
【一部新規】 ・再生可能エネルギー導入基礎調査

〔新規〕
住宅用太陽光発電導入加速化事業
・一般住宅向け太陽光発電システム設
置補助事業

・一般住宅用太陽光発電システム資金
貸付事業

再生可能エネルギー発電施設設置資金
貸付事業〔新規〕
地域貢献型メガソーラー導入支援事業
〔新規〕

県有施設省エネ加速化事業 226,970 省エネ機器導入可能性調査事業
（地球温暖化対策課） 県有施設省エネルギー改修事業
【新規】
環境マネジメントシステム 1,045 県庁ＥＭＳ推進事業
推進 ＥＭＳ導入促進事業
（地球温暖化対策課）
次世代自動車導入加速化事 68,253 ＥＶ・ＰＨＶ導入促進事業
業 ＥＶ活用モデル事業推進〔新規〕
（地球温暖化対策課）
【一部新規】
とちぎ材の家づくり支援事 134,960 一定割合以上の県産出材を使用した木
業（林業振興課） 造住宅の建設に対する支援
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施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
実践につなげる“き 都市公園事業 2,102,900 都市公園の整備・既存公園の維持管理
っかけづくり” （都市整備課） 都市緑化の普及啓発

緑化事業の推進
環境保全総合推進対策事業 2,248 環境審議会の開催
（環境森林政策課） 環境の状況及び施策に関する報告書及

び同概要版の発行
協働による“ネット とちぎ森づくり情報センタ 9,164 とちぎ森づくり情報センターの運営に
ワークづくり” ー事業 よる県民の森づくり活動の支援

（環境森林政策課）

かけがえのない地球を守る ～低炭素社会の構築～

施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
地球温暖化対策の推 地球温暖化対策 9,170 地球温暖化防止活動推進センター普及
進 （地球温暖化対策課） （再掲） 啓発事業（“とちぎ発”ストップ温暖

化アクション）
地球温暖化対策広報事業等
マロニエＥＣＯ事業所表彰・エコキー
パー事業所認定事業

再生可能エネルギー導入促 1,929,190 再生可能エネルギー利活用促進事業
進事業 ・再生可能エネルギー導入促進事業
（地球温暖化対策課） ・温泉熱利用機器導入促進事業
【一部新規】 ・再生可能エネルギー導入基礎調査

〔新規〕
住宅用太陽光発電導入加速化事業
・一般住宅向け太陽光発電システム設
置補助事業

・一般住宅用太陽光発電システム資金
貸付事業

再生可能エネルギー発電施設設置資金
貸付事業〔新規〕
地域貢献型メガソーラー導入支援事業
〔新規〕

県有施設省エネ加速化事業 226,970 省エネ機器導入可能性調査事業
（地球温暖化対策課） 県有施設省エネルギー改修事業
【新規】
環境マネジメントシステム 1,045 県庁ＥＭＳ推進事業
推進 ＥＭＳ導入促進事業
（地球温暖化対策課）
次世代自動車導入加速化事 68,253 ＥＶ・ＰＨＶ導入促進事業
業 ＥＶ活用モデル事業推進〔新規〕
（地球温暖化対策課）
【一部新規】
とちぎ材の家づくり支援事 134,960 一定割合以上の県産出材を使用した木
業（林業振興課） 造住宅の建設に対する支援
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施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
地球温暖化対策の推 元気な森を育む木の良さ普 57,320 奥山林間伐材の活用を通して、木の良
進 及啓発事業（林業振興課） さ及び森林整備の必要性について理解

を促進する。
・小中学校への木製学習用机、椅子の

配布
・公共施設等への木製ベンチの配布

木の香る環境づくり支援事 30,000 公共施設の木造・木質化や公共オープ
業（環境森林政策課・林業 ンスペースでの木材利用など、生活に
振興課） 身近なところでの木にふれあう機会の

創出
治山事業 28,800 間伐（本数調整伐）等による荒廃した
（森林整備課） 山地の復旧や水源地域の森林整備
造林事業 879,373 間伐、植栽等の森林整備への支援
（森林整備課）
とちぎの元気な森づくり奥 469,956 荒廃した森林を健全な森林に再生する
山林整備事業(森林整備課) ための間伐の実施
森林整備加速化プロジェク 189,800 間伐、伐採から搬出、利用までの一貫
ト事業（森林再生間伐事業） した取組を集中的に実施し、被災地の
（森林整備課） 復興に必要な木材を確保するための搬

出間伐への支援
再生可能エネルギー利用推 747 農山村地域における再生可能エネルギ
進事業（農村振興課） ー利用推進に関する普及啓発
スマートビレッジモデル研 10,274 スマートビレッジモデル地域における
究事業（農村振興課） 農業用水を利用した小水力発電やその

電力利用の検討
公共交通利活用促進事業 1,220 公共交通利用ポータルサイトの更新
（交通政策課） 小学生向け副読本の作成

エコ通勤ポスター・リーフレットの作成
安全で安心な住まいづくり 627 省エネ性能を含む住宅性能表示制度の
推進事業（住宅課） 普及のための講習会の実施
バイオガス発電設備整備事 20,000 下水道浄化センターにおけるバイオガ
業（都市整備課） ス発電設備の整備

環境関連産業の振興 再生可能エネルギー導入促 1,929,190 再生可能エネルギー利活用促進事業
進事業 （再掲） ・再生可能エネルギー導入促進事業
（地球温暖化対策課） ・温泉熱利用機器導入促進事業
【一部新規】 ・再生可能エネルギー導入基礎調査

〔新規〕
住宅用太陽光発電導入加速化事業費
・一般住宅向け太陽光発電システム設
置補助事業

・一般住宅用太陽光発電システム資金
貸付事業

再生可能エネルギー発電施設設置資金
貸付事業〔新規〕
地域貢献型メガソーラー導入支援事業
〔新規〕

県有施設省エネ加速化事業 226,970 省エネ機器導入可能性調査事業
（地球温暖化対策課） （再掲） 県有施設省エネルギー改修事業
【新規】

224

施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
環境を支える森林づ 保安林整備管理費 607 保安林標識の設置
くり （森林整備課） 保安林制度普及啓発のためのパンフレ

ット配布
みどりづくり活動の みどりづくり推進事業 16,616 緑化普及啓発事業
推進 （地球温暖化対策課） （再掲） とちぎ環境・みどり推進機構の緑化推

進活動支援
企業等の森づくり推進事業等〔再掲〕

マロニエ緑化事業 5,211 地区緑化の拠点となる県営施設の緑化
（自然環境課） 事業
緑の拠点管理事業 1,683 生きがいの森の管理運営に関する経費
（自然環境課）
都市公園事業 2,102,900 都市公園の整備・既存公園の維持管理
（都市整備課） （再掲） 都市緑化の普及啓発

緑化事業の推進
良好な景観の保全と とちぎふるさと街道整備事 580 条例に基づき指定した街道景観形成地
創造 業（自然環境課） 区における沿道景観の整備

奥日光拠点エリア整備事業 5,933 旧英国大使館別荘の整備方針等の検討
（自然環境課）【新規】 （再掲） 地盤調査
農村振興総合整備事業 175,400 景観や生態系に配慮した農業用用排水
（農村振興課） 施設の整備等
ふるさと田園風景協働保全 49,851 「とちぎのふるさと田園風景百選」認
支援事業 定地における地域資源の保全活動への
（農村振興課） 支援及び地域メディア等を通じた県内

外への情報発信
景観づくり推進事業費 766 地域の特性を生かした魅力ある景観づ
（都市計画課） くりの推進
街路事業 4,998,700 幹線街路の整備、電線共同溝整備等
（都市整備課）
日光杉並木街道保護事業 827,036 日光杉並木の保護用地の公有化
（文化財課） 杉並木オーナー制度

樹勢回復事業等
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施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
環境関連産業の振興 次世代自動車導入加速化事 68,253 ＥＶ・ＰＨＶ導入促進事業

業（地球温暖化対策課） （再掲） ＥＶ活用モデル事業推進〔新規〕
【一部新規】
工場等規制指導事業 5,383 工場等規制事業
（環境保全課） 工場等指導事業

環境保全巡回事業
環境保全講習会

発生源データ管理事業
環境保全資金貸付事業 2,786,457 中小企業者等向け環境保全事業資金貸付
（環境保全課） 一般住宅用太陽光発電システム資金貸付
【一部新規】 再生可能エネルギー発電施設設置資金

貸付〔新規〕
コンバージョンＥＶ試作事 3,484 市販車改造による電気自動車（コンバ
業 ージョンＥＶ）の試作
（産業政策課）
【新規】
とちぎ産業振興プロジェク 2,936 ネットワーク形成支援事業
ト推進事業(環境) 人材育成・確保支援事業
（工業振興課） 研究開発支援事業

販路開拓支援事業
中小企業二酸化炭素排出削 317 ・省エネセミナーの開催
減支援事業 ・省エネ・節電指導に関する経営指導
（経営支援課） 員等研修会の開催

・企業への専門家派遣
道の駅防災機能の強化 5,000 太陽光発電施設及び小規模な蓄電施設
（道路保全課） の整備
ダムＥＳＣＯ事業 ゼロ予算 県営寺山ダムへのダムＥＳＣＯ事業導
（砂防水資源課） 入

・事業者との契約、工事着手
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環境にやさしい循環型の社会を築く ～循環型社会の構築～
施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等

大気環境の保全 大気保全事業 7,550 有害大気汚染物質モニタリング調査
（環境保全課） アスベスト環境モニタリング調査

大気汚染環境調査
光化学スモッグ対策
大気汚染物質広域監視
広域大気汚染物質調査

大気汚染監視事業 72,664 大気汚染常時監視
（環境保全課） 大気環境情報システム運用
石綿健康被害救済対策費 14,390 石綿健康被害救済基金への拠出金
（環境保全課）
環境放射能調査事業費 15,749 環境放射能調査
（環境保全課） 放射能に関する普及啓発
【新規】
公共交通利活用促進事業 1,220 公共交通利用ポータルサイトの更新
（交通政策課） （再掲） 小学生向け副読本の作成

エコ通勤ポスター・リーフレットの作成
水環境の保全 公共用水域等水質監視事業 26,189 公共用水域水質常時監視

（環境保全課） 地下水水質常時監視
渡良瀬川上流水域調査
湖沼調査船保守管理委託
特定河川水質改善事業

水質保全事業 2,128 広域水質汚濁対策
（環境保全課） 水質環境調査

生活排水対策
ゴルフ場農薬使用に係る水質調査
地下水汚染調査

奥日光清流清湖保全事業 1,931 奥日光清流清湖保全協議会
（環境保全課） 湯の湖コカナダモ対策事業
浄化槽対策推進事業 275,297 浄化槽設置整備事業
（環境保全課） 浄化槽普及促進事業
休廃止鉱山坑廃水処理補助 23,507 休廃止鉱山坑廃水処理補助事業
事業（工業振興課）
農業集落排水事業 58,000 農業集落排水処理施設の整備・改築
（農村振興課） 処理施設の機能保全対策
流域下水道管理事業 2,524,673 鬼怒川上流、巴波川、北那須、渡良瀬
（都市整備課） 川上流・下流流域下水道の維持管理
流域下水道づくり事業 1,661,460 鬼怒川上流、巴波川、北那須、渡良瀬
（都市整備課） 川上流・下流流域下水道の整備
森林計画事業 18,191 地域森林計画の編成
（森林整備課） 森林ＧＩＳシステムの維持管理及び市

町の森林ＧＩＳシステム導入への支援
土壌環境・地盤環境 地盤沈下対策事業 28,474 精密水準測量業務
の保全 （環境保全課） 地盤沈下計観測業務

地盤沈下緊急対策事業
地下水位観測調査
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環境にやさしい循環型の社会を築く ～循環型社会の構築～
施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等

大気環境の保全 大気保全事業 7,550 有害大気汚染物質モニタリング調査
（環境保全課） アスベスト環境モニタリング調査

大気汚染環境調査
光化学スモッグ対策
大気汚染物質広域監視
広域大気汚染物質調査

大気汚染監視事業 72,664 大気汚染常時監視
（環境保全課） 大気環境情報システム運用
環境放射能調査事業費 15,749 環境放射能調査
（環境保全課） 放射能に関する普及啓発
【新規】
石綿健康被害救済対策費 14,390 石綿健康被害救済基金への拠出金
（環境保全課）
公共交通利活用促進事業 1,220 公共交通利用ポータルサイトの更新
（交通政策課） （再掲） 小学生向け副読本の作成

エコ通勤ポスター・リーフレットの作成
水環境の保全 公共用水域等水質監視事業 26,189 公共用水域水質常時監視

（環境保全課） 地下水水質常時監視
渡良瀬川上流水域調査
湖沼調査船保守管理委託
特定河川水質改善事業

水質保全事業 2,128 広域水質汚濁対策
（環境保全課） 水質環境調査

生活排水対策
ゴルフ場農薬使用に係る水質調査
地下水汚染調査

奥日光清流清湖保全事業 1,931 奥日光清流清湖保全協議会
（環境保全課） 湯の湖コカナダモ対策事業
浄化槽対策推進事業 275,297 浄化槽設置整備事業
（環境保全課） 浄化槽普及促進事業
休廃止鉱山坑廃水処理補助 23,507 休廃止鉱山坑廃水処理補助事業
事業（工業振興課）
農業集落排水事業 58,000 農業集落排水処理施設の整備・改築
（農村振興課） 処理施設の機能保全対策
流域下水道管理事業 2,524,673 鬼怒川上流、巴波川、北那須、渡良瀬
（都市整備課） 川上流・下流流域下水道の維持管理
流域下水道づくり事業 1,661,460 鬼怒川上流、巴波川、北那須、渡良瀬
（都市整備課） 川上流・下流流域下水道の整備
森林計画事業 18,191 地域森林計画の編成
（森林整備課） 森林ＧＩＳシステムの維持管理及び市

町の森林ＧＩＳシステム導入への支援
土壌環境・地盤環境 地盤沈下対策事業 28,474 精密水準測量業務
の保全 （環境保全課） 地盤沈下計観測業務

地盤沈下緊急対策事業
地下水位観測調査
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施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
騒音・振動・悪臭の 騒音振動悪臭防止事業 5,256 自動車騒音の常時監視
防止 （環境保全課） 騒音振動の調査測定

悪臭防止対策事業
化学物質対策の推進 化学物質対策推進事業 1,648 ＰＲＴＲ対策事業

（環境保全課） リスクコミュニケーション推進事業
化学物質環境汚染実態調査
残留性有機汚染物質及びＰＲＴＲ対象
化学物質の調査結果の取りまとめ

ダイオキシン類対策事業 12,987 ダイオキシン類の大気・水質・土壌・
（環境保全課） 底質中の環境モニタリング調査

事業場等監視指導事業
ダイオキシン類測定施設の運営

その他の環境問題へ フロン回収促進事業 1,455 フロン回収破壊法事業者登録及び指導
の取組の推進 （環境保全課）
３Ｒの推進 循環型社会推進事業 1,983 とちぎの環境美化県民運動推進事業

（地球温暖化対策課） （再掲） ノーレジ袋“エコとちぎ”事業
普及啓発事業

清掃指導事業 4,632 廃棄処理施設等監視指導事業
（廃棄物対策課） 自動車リサイクル法対策
産業廃棄物指導事業 101,010 産業廃棄物監視指導事業
（廃棄物対策課） ＰＣＢ廃棄物処理対策事業
廃棄物処理施設周辺整備事 101,537 廃棄物処理施設周辺整備市町村交付金
業（廃棄物対策課） 事業
使用済農業生産資材適正処 200 使用済農業生産資材適正処理の指導
理推進事業（経営技術課）
畜産環境対策事業 1,421 家畜排せつ物処理・利活用施設の整備
（畜産振興課） 堆肥利活用に関する支援

畜産環境対策指導等
流域下水汚泥処理受託事業 14,140 下水道資源化工場の事業促進
（都市整備課）
流域下水汚泥処理管理事業 1,259,299 下水道資源化工場の維持管理
（都市整備課）

廃棄物処理対策の推 清掃指導事業 4,632 廃棄物処理施設等監視指導事業
進 （廃棄物対策課） （再掲） 自動車リサイクル法対策

産業廃棄物指導事業 101,010 産業廃棄物監視指導事業
（廃棄物対策課） （再掲） ＰＣＢ廃棄物処理対策事業
廃棄物処理施設周辺整備事 101,537 廃棄物処理施設周辺整備市町村交付金
業（廃棄物対策課） （再掲） 事業
災害廃棄物処理促進事業 272,615 災害廃棄物処理促進事業
（廃棄物対策課） 地域環境保全基金積立金（災害廃棄物

処理）
馬頭最終処分場整備事業 550,308 県営管理型最終処分場の整備
（馬頭処分場整備室）
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人と自然との共生を目指す ～自然共生社会の構築～
施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等

生物多様性の保全 鳥獣保護事業 21,018 鳥獣保護区の管理、放鳥、狩猟免許事
（自然環境課） 務、鳥インフルエンザ野鳥対策等
特定鳥獣保護管理事業 5,205 野生鳥獣（シカ、サル、クマ、イノシ
（自然環境課） シ、カワウ）の科学的・計画的な保護

管理の実施
イノシシ捕獲倍増事業 22,062 イノシシ捕獲の強化と捕獲担い手の育
(自然環境課) 成
「森の番人」確保育成事業 3,313 捕獲の担い手である「森の番人」の確
（自然環境課） 【新規】 保・育成による捕獲体制の整備
特定獣適正管理事業 5,600 有害獣（シカ・サル）の捕獲やクマの
（自然環境課） 学習放獣への支援等に対する市町村へ

の助成
生物多様性とちぎ戦略推進 26,618 生物多様性とちぎ戦略に基づく希少な
事業（自然環境課） 動植物の保護や生物多様性の普及啓発

等
多様な自然環境の保 奥日光フィールドミュージ 44,789 奥日光地域において運行する低公害バ
全 アム事業（自然環境課） ス（ハイブリッドバス）の購入

奥日光拠点エリア整備事業 5,933 旧英国大使館別荘の整備方針等の検
（自然環境課）【新規】 討、地盤調査
自然公園管理事業 2,308 自然公園の管理、公園計画の見直し検
（自然環境課） 討、自然公園の利用者に対する適正利

用の指導等
日光自然博物館等管理運営 194,578 日光自然博物館等の管理運営
事業（自然環境課） （再掲）
自然保護事業 9,037 自然環境の保全及び自然保護意識の高
（自然環境課） 揚のための普及啓発
農地・水保全管理支払事業 393,400 非農家を含めた地域共同による農地・
（農村振興課） 農業用水施設等の適切な保全管理活動

や、施設の長寿命化などのための活動
に対する支援

エコ農業とちぎ推進事業 10,268 エコ農業推進事業
（経営技術課） エコファーマー育成支援事業

土づくり指導推進事業
環境にやさしい総合防除普及推進事業

有機農業推進事業 1,334 有機農業取組推進事業
（経営技術課） 有機農業生産技術開発事業

有機農業理解促進事業
畜産環境対策事業 1,421 家畜排せつ物処理・利活用施設の整備
（畜産振興課） （再掲） 堆肥利活用に関する支援

畜産環境対策指導等
農地整備事業 2,998,000 担い手の確保・育成や農地利用集積を
（農地整備課） 促進するとともに、水田地域の豊かな

自然環境との調和に配慮した生産基盤
と生活環境の一体的な整備

４
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施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
多様な自然環境の保 生き物を育む農村空間形成 2,000 県営農業農村整備事業において生態系
全 事業 配慮型工法で整備した施設の効果検証

（農地整備課） と、更なる普及促進
安全な川づくり事業 2,984,400 多自然川づくり
（河川課）
河川愛護事業 5,444 住民による河川の環境美化活動の支援
（河川課）
愛リバーとちぎ事業 2,345 ボランティア団体等による河川の環境
（河川課） 美化活動の支援

環境を支える森林づ 元気な森づくり推進市町村 272,270 市町村が担う里山林の整備や県民の森
くり 交付金事業 づくり活動への支援などの森を育む人

（環境森林政策課） づくりに対する交付金
とちぎ森づくり情報センタ 9,164 とちぎ森づくり情報センターの運営に
ー事業 （再掲） よる県民の森づくり活動の支援
（環境森林政策課）
とちぎ｢森の楽校(がっこう)｣事 11,709 森とのふれあい講座や森づくり講座な
業（環境森林政策課） （再掲） ど、森づくりに関する体験講座の開催

によるボランティア等の人材育成や森
林環境学習の実施支援

とちぎの元気な森づくり県 13,699 とちぎの元気な森づくり県民会議の活
民会議等事業 動、とちぎの元気な森づくり県民税事
(環境森林政策課) 業の広報ＰＲ、税事業評価委員会によ

る事業の評価・検証
林業労働力確保支援センタ 12,116 新たな林業従事者を確保・育成するた
ー事業(林業振興課) め、栃木県林業労働力確保支援センタ

ーが行う研修等への支援
元気な森を育む木の良さ普 57,320 奥山林間伐材の活用を通して、木の良
及啓発事業（林業振興課） （再掲） さ及び森林整備の必要性について理解

を促進する。
・小中学校への木製学習用机、いすの

配布
・公共施設等への木製ベンチの配布

森林計画事業 18,191 地域森林計画の編成
（森林整備課） （再掲） 森林ＧＩＳシステムの維持管理及び市

町の森林ＧＩＳシステム導入への支援
治山事業 28,800 間伐（本数調整伐）等による荒廃した
（森林整備課） （再掲） 山地の復旧や水源地域の森林整備
造林事業 879,737 間伐、植栽等の森林整備への支援
（森林整備課） （再掲）
とちぎの元気な森づくり奥 469,956 荒廃した森林を健全な森林に再生する
山林整備事業(森林整備課) （再掲） ための間伐の実施
豊かな水源の森づくり対策 9,913 水源かん養保安林等を対象に生育不良
事業（森林整備課） 森林の再生を図るための森林整備への

支援
森林整備加速化プロジェク 189,800 間伐、伐採から搬出、利用までの一貫
ト事業（森林再生間伐事業） （再掲） した取組を集中的に実施し、被災地の
（森林整備課） 復興に必要な木材を確保するための搬

出間伐への支援
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施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
環境を支える森林づ 保安林整備管理費 607 保安林標識の設置
くり （森林整備課） 保安林制度普及啓発のためのパンフレ

ット配布
みどりづくり活動の みどりづくり推進事業 16,616 緑化普及啓発事業
推進 （地球温暖化対策課） （再掲） とちぎ環境・みどり推進機構の緑化推

進活動支援
企業等の森づくり推進事業等〔再掲〕

マロニエ緑化事業 5,211 地区緑化の拠点となる県営施設の緑化
（自然環境課） 事業
緑の拠点管理事業 1,683 生きがいの森の管理運営に関する経費
（自然環境課）
都市公園事業 2,102,900 都市公園の整備・既存公園の維持管理
（都市整備課） （再掲） 都市緑化の普及啓発

緑化事業の推進
良好な景観の保全と とちぎふるさと街道整備事 580 条例に基づき指定した街道景観形成地
創造 業（自然環境課） 区における沿道景観の整備

奥日光拠点エリア整備事業 5,933 旧英国大使館別荘の整備方針等の検討
（自然環境課）【新規】 （再掲） 地盤調査
農村振興総合整備事業 175,400 景観や生態系に配慮した農業用用排水
（農村振興課） 施設の整備等
ふるさと田園風景協働保全 49,851 「とちぎのふるさと田園風景百選」認
支援事業 定地における地域資源の保全活動への
（農村振興課） 支援及び地域メディア等を通じた県内

外への情報発信
景観づくり推進事業費 766 地域の特性を生かした魅力ある景観づ
（都市計画課） くりの推進
街路事業 4,998,700 幹線街路の整備、電線共同溝整備等
（都市整備課）
日光杉並木街道保護事業 827,036 日光杉並木の保護用地の公有化
（文化財課） 杉並木オーナー制度

樹勢回復事業等
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施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
環境を支える森林づ 保安林整備管理費 607 保安林標識の設置
くり （森林整備課） 保安林制度普及啓発のためのパンフレ

ット配布
みどりづくり活動の みどりづくり推進事業 16,616 緑化普及啓発事業
推進 （地球温暖化対策課） （再掲） とちぎ環境・みどり推進機構の緑化推

進活動支援
企業等の森づくり推進事業等〔再掲〕

マロニエ緑化事業 5,211 地区緑化の拠点となる県営施設の緑化
（自然環境課） 事業
緑の拠点管理事業 1,683 生きがいの森の管理運営に関する経費
（自然環境課）
都市公園事業 2,102,900 都市公園の整備・既存公園の維持管理
（都市整備課） （再掲） 都市緑化の普及啓発

緑化事業の推進
良好な景観の保全と とちぎふるさと街道整備事 580 条例に基づき指定した街道景観形成地
創造 業（自然環境課） 区における沿道景観の整備

奥日光拠点エリア整備事業 5,933 旧英国大使館別荘の整備方針等の検討
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農村振興総合整備事業 175,400 景観や生態系に配慮した農業用用排水
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樹勢回復事業等
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共通的基盤的施策を展開する

施策項目 事業名 予算額(千円) 事業内容等
環境影響評価の推進 環境影響評価推進事業 973 環境影響評価技術審査会の開催等

（環境森林政策課）

調査及び研究の実施 環境に関する試験研究・整 17,904 環境に関する試験検査及び調査研究
備事業（環境保全課） 分析機器等の整備
林業センターにおける試験 4,941 林業の振興及び自然環境の保全に必要
研究事業（林業振興課） な技術を開発するための試験・研究
県民の森管理事務所におけ 2,667 鳥獣の生息状況や行動、被害防除技術
る試験研究事業 についての調査研究
（自然環境課）
環境保全型農業技術開発研 2,025 環境にやさしい適切な肥料施用技術の
究事業（経営技術課） 開発、化学農薬の使用を減らすための

技術開発
畜産環境研究事業 5,957 畜舎の汚水や臭気の環境対策技術の開
（畜産振興課） 発、ペレット堆肥に関する研究

バイオガスプラントに関する研究
公害紛争処理等 公害紛争等処理事業 631 公害紛争処理

（環境保全課） 公害審査会及び調停委員会の開催
公害苦情処理
市町村に対する公害苦情処理の指導
市町村職員への研修会による指導
公害苦情処理状況調査

工場・事業場対策の 工場等規制指導事業 5,383 工場等規制事業
推進 （環境保全課） (再掲) 工場等指導事業

環境保全巡回事業
環境保全講習会

発生源データ管理事業
環境保全資金貸付事業 2,786,457 中小企業者等向け環境保全事業資金貸
（環境保全課） （再掲） 付等
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