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　私たちのふるさと栃木県は、清らかな水や美しい緑に満ちあふれ、雄大な
山並みと広く豊かな大地に恵まれています。この自然豊かな美しい“とちぎ”
の環境を将来の世代にしっかりと引き継いでいくことは、現代に生きる私た
ちの願いであり、責務でもあります。
   近年、私たちは様々な自然の異変に直面しています。地球温暖化に起因す
る地球規模での気候の変化に伴い、集中豪雨や竜巻といった異常気象は私た
ちの生活そのものを脅威にさらすとともに、豊かな恵みをもたらしてきた生
物多様性の損失などが危惧されており、今こそ私たちは真剣に、環境問題に
取り組まなければなりません。
  また、平成 23 年３月に発生した東日本大震災による直接的な被害の復旧

については目処が立ちましたが、原子力発電所事故に伴う放射性々な影を落としています。
　こうした中、県は、平成 23 年３月に策定した「栃木県環境基本計画」に基づき、「生物多様性とち
ぎ戦略」、「栃木県地球温暖化対策実行計画」、「栃木県廃棄物処理計画」などの個別計画と連携して、「と
ちぎ環境立県戦略」や栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」に掲げるとちぎの目指すべき将来像の実
現に向けて、各種施策を積極的に展開しています。
  加えて、東日本大震災からの一日も早い復興を目指し、災害廃棄物等の処理や除染をはじめとする各
種放射能対策や、地域特性を活かした再生可能エネルギーの普及拡大に積極的に取り組んでいます。
　恵み豊かなふるさとの環境を将来に引き継いでいくため、そして、かけがえのない地球の未来を守り
育てるため、県は、県民の皆さんはもとより、国や県内市町、県内企業・団体とともに積極的に取り組
んで参ります。
　この「栃木県環境白書」は、本県の環境の状況や平成 24 年度に県が実施した環境保全に関する施策
等についてまとめたものです。本書を通して、県民の皆さんに環境問題への理解を深めていただくとと
もに、「地球と人にやさしい“エコとちぎ”」の実現に向けた「行動」のための一助となれば幸いです。

 　　平成 25 年９月

は じ め に

地球と人にやさしい

”

エコとちぎ”

かけがえのない地球を守る
（低炭素社会の構築）

〔１〕 地球温暖化対策の推進
〔2〕 環境関連産業の振興

〔１〕 自ら学び、自ら行動する“人づくり”　  〔2〕 実践につなげる“きっかけづくり”
〔３〕協働による“ネットワークづくり”　　　〔４〕国際協力の推進

〔１〕 環境影響評価の推進　  〔2〕 調査及び研究の実施　　〔３〕土地利用面からの環境配慮
〔４〕公害紛争処理等　　　　〔５〕工場・事業場対策の推進

〔１〕 生活環境の保全
　　（1）大気環境の保全　　　　 （2）水環境の保全
　　（3）土壌環境・地盤環境の保全
　　（4）騒音・振動・悪臭の防止    （5）化学物質対策の推進
　　（6）その他の環境問題への取組の推進
〔2〕 3Rの推進
〔3〕廃棄物処理対策の推進

環境にやさしい循環型の社会を築く
（循環型社会の構築）

人と自然との共生を目指す
（自然共生社会の構築）

〔１〕 生物多様性の保全
〔2〕 多様な自然環境の保全
〔3〕環境を支える森林づくり
〔4〕みどりづくり活動の推進
〔5〕良好な景観の保全と創造

“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）

共通的基盤的施策を展開する

“とちぎ”を動かす３つの力

県民の力 自然の力 産業の力

栃木県知事　　福 田 富 一
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栃木県環境基本計画 
トピックス～平成 24 年度の話題～
東日本大震災を受けての取組
Ⅰ　“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～
　１　自ら学び、自ら行動する“人づくり”
　２　実践につなげる“きっかけづくり”
　３　協働による“ネットワークづくり”
Ⅱ　かけがえのない地球を守る
　　～低炭素社会の構築～
　１　地球温暖化対策の推進
　２　環境関連産業の振興
Ⅲ　環境にやさしい循環型の社会を築く
　　　～循環型社会の構築～
　１　生活環境の保全
　（１）　大気環境の保全

　（２）　水環境の保全
　（３）　土壌環境・地盤環境の保全
　（４）　騒音・振動・悪臭の防止
　（５）化学物質対策の推進
　（６）その他の環境問題への取組の推進
　２　３Ｒの推進
　３　廃棄物処理対策の推進
Ⅳ　人と自然との共生を目指す
　　～自然共生社会の構築～
　１　生物多様性の保全
　２　多様な自然環境の保全
　３　環境を支える森林づくり
　４　みどりづくり活動の推進
　５　良好な景観の保全と創造
Ⅴ　共通的基盤的施策を展開する

「栃木県環境基本計画」の進捗状況
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○　計画策定の背景
  県では、11 年３月に「栃木県環境基本計画」を策定（18 年３月改定）し、環境の保全に関する各
種施策を実施し、本県の生活環境や自然環境の保全に努めてきました。
　しかし、近年、地球温暖化の進行、生活の豊かさの高まりによる地球環境への負荷の増大、生物多様
性の喪失など、様々な環境問題が発生し、その広がりが懸念されることから、これまでのライフスタイ
ルや社会経済活動のあり方を見直すとともに、積極的に環境保全活動に参加していくことが求められて
います。
　このため、県では、こうした環境の状況等を踏まえるとともに、また、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、23 年３月に新たに栃木
県環境基本計画を策定しました。
○　計画の目標
　清らかで美しい自然と共生し、豊かな資源や環境・エネルギー技術の活用により、持続的に成長・発
展する社会である「地球と人にやさい“エコとちぎ”」の実現を目指します。
　このため、４つの基本目標を設定するとともに、
とちぎを動かす大きな力である「県民」、「自然」、

「産業」の３つの力を最大限に活用して、各種施策
を展開していきます。
○　計画の期間・進行管理
　計画の期間は、23 年度から 27 年度までの５年
間で、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してい
ます。

栃木県環境基本計画

地球と人にやさしい

”

エコとちぎ”

かけがえのない地球を守る
（低炭素社会の構築）

〔１〕 地球温暖化対策の推進
〔2〕 環境関連産業の振興

〔１〕 自ら学び、自ら行動する“人づくり”　  〔2〕 実践につなげる“きっかけづくり”
〔３〕協働による“ネットワークづくり”　　　〔４〕国際協力の推進

〔１〕 環境影響評価の推進　  〔2〕 調査及び研究の実施　　〔３〕土地利用面からの環境配慮
〔４〕公害紛争処理等　　　　〔５〕工場・事業場対策の推進

〔１〕 生活環境の保全
　　（1）大気環境の保全　　　　 （2）水環境の保全
　　（3）土壌環境・地盤環境の保全
　　（4）騒音・振動・悪臭の防止    （5）化学物質対策の推進
　　（6）その他の環境問題への取組の推進
〔2〕 3Rの推進
〔3〕廃棄物処理対策の推進

環境にやさしい循環型の社会を築く
（循環型社会の構築）

人と自然との共生を目指す
（自然共生社会の構築）

〔１〕 生物多様性の保全
〔2〕 多様な自然環境の保全
〔3〕環境を支える森林づくり
〔4〕みどりづくり活動の推進
〔5〕良好な景観の保全と創造

“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）

共通的基盤的施策を展開する

“とちぎ”を動かす３つの力

県民の力 自然の力 産業の力

栃木県環境基本計画の対象範囲

地球環境（地球温暖化・オゾン層破壊）

生活環境 快適環境 自然環境
（大気環境・水環境・騒音・廃棄物） （緑地・公園・水辺・景観） （森林・多様性生物）
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トピックス　～平成 24年度の話題～

渡良瀬遊水地１

■本州最大級のヨシ原が広がり、多くの野生動植物が生息・生育する渡良瀬遊水地は、24年７月の第11
回締約国会議にあわせてラムサール条約湿地に登録されました。（登録面積：2,861ha）

■県内では17年11月に登録された奥日光の湿原に次いで登録されたものであり、これまでに、国内では
46箇所、137,968haが条約湿地に登録されています。

■登録を契機として、遊水地の歴史や素晴らしい自然についての普及啓発を図るため、栃木市、小山市、
野木町と共同で渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録記念講演会を開催しました。

■今後とも、国や市町村、関係機関と連携を図り、豊かな生態系の保全と治水機能の確保の両立に努める
とともに、県民の貴重な財産として、未来に継承して参ります。

渡良瀬遊水地がラムサール条約湿地に登録

ラムサール条約とは

　1971年にイランのカスピ海湖畔の町ラムサールで、特に水鳥の生息地として、国際的に重要な湿地に関する条約が
採択されました。これがラムサール条約です。
　日本は、1980年にラムサール条約に加入しましたが、現在世界では162ヶ国が加入しており、登録湿地数は2,040
箇所、登録面積は約193百万ha、３年毎に締約国会議が開催されています。（24年７月現在）
　ラムサール条約の目的は、水鳥の生息地としてだけではなく、私たちの生活環境を支える重要な生態系として、幅広く
湿地の保全・再生を呼びかけ、湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に賢明な利用を図ることで
あり、湿地の保全や賢明な利用のために人々の交流や情報の交換、教育、普及啓発活動を進めることを定めています。

　■本州最大級のヨシ原が広がり、多くの野生動植物が生息・生育する渡良瀬遊水地は、平成２４年７月の第１１回締約
 国会議にあわせてラムサール条約湿地に登録されました。（登録面積：２，８６１ｈａ）

　■県内では平成１７年１１月に登録された奥日光の湿原に次いで登録されたものであり、これまでに、国内では４６箇
 所、１３７，９６８ｈａが条約湿地に登録されています。

　■登録を契機として、遊水地の歴史や素晴らしい自然についての普及啓発を図るため、栃木市、小山市、野木町と共同
 で渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録記念講演会を開催しました。

　■今後とも、国や市町村、関係機関と連携を図り、豊かな生態系の保全と治水機能の確保の両立に努めるとともに、県
　  民の貴重な財産として、未来に継承して参ります。

上空から見た渡良瀬遊水地（国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所提供）

ラムサール条約とは

日本での登録条件

渡良瀬遊水地がラムサール条約登録湿地に登録

　１９７１年にイランのカスピ海湖畔の町ラムサールで、特に水鳥の生息地として、国際的に重要な湿地に関する
条約が採択されました。これがラムサール条約です。
　日本は、１９８０年にラムサール条約に加入しましたが、現在世界では162ヶ国が加入しており、登録湿地数は
２，０４０箇所、登録面積は約１９３百万ha、３年毎に締約国会議が開催されています。（平成２４年７月現在）
　ラムサール条約の目的は、水鳥の生息地としてだけではなく、私たちの生活環境を支える重要な生態系として、
幅広く湿地の保全・再生を呼びかけ、湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に賢明な利用を
図ることであり、湿地の保全や賢明な利用のために人々の交流や情報の交換、教育、普及啓発活動を進めることを
定めています。

１　国際的な９つの基準のいずれかに該当すること。
　（渡良瀬遊水地は、基準１：特定の生物地理を代表すタイプや固有のタイプの湿地、または希少なタイプの湿
地）
２　国の法律により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること。
　（渡良瀬遊水地は、河川法（河川区域）と鳥獣保護法（国指定鳥獣保護区）による。）
３　地元住民などの登録への賛意が得られること。
　（渡良瀬遊水地は、関係する４県６市町すべての地方公共団体からの賛意を得ている。）

トピックス　　～平成��年度の話題～
１ 渡良瀬遊水池

－2－

日本での登録条件

１　国際的な９つの基準のいずれかに該当すること。
　（渡良瀬遊水地は、基準１：特定の生物地理を代表するタイプや固有のタイプの湿地、または希少なタイプの湿地）
２　国の法律により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること。
　（渡良瀬遊水地は、河川法（河川区域）と鳥獣保護法（国指定鳥獣保護区）による。）
３　地元住民などの登録への賛意が得られること。
　（渡良瀬遊水地は、関係する４県６市町すべての地方公共団体からの賛意を得ている。）

上空から見た渡良瀬遊水地
（国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所提供）
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生息・生育する動植物

植物
　本州最大級のヨシ原を主体とする湿地が広がっており、トネハナヤスリやタチスミレ、ワタラセツリフネソウなどのレ
ッドリスト掲載種を含めて、700種以上の植物種の生育が確認されています。
動物
　春から夏にかけてはオオヨシキリやセッカなどの草原性の鳥類、冬にはカモ類やホオジロ類、チュウヒをはじめとす
る猛禽類の越冬地として、140種以上の鳥類が確認されています。
　また、オオルリハムシやワタラセハンミョウモドキなどの湿地性の貴重な昆虫を含めて、約1,700種の昆虫類の生息
が確認されています。

渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録記念講演会の開催

　渡良瀬遊水地がラムサール条約湿地に登録されたことを記念し、栃木市、小山市、野木町と栃木県が共同で、24年
９月29日に開催しました。
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栃木県の取組

　渡良瀬遊水地における湿地保全と治水の両立を図ることの重要性を多くの方々に知っていただくため、普及啓発用
ＤＶＤを作成して、普及啓発を図って参ります。
　また、渡良瀬遊水地の湿地保全と賢明な利用について、県内の関係市町などの関係機関と連携を図り、今後の対策
を検討して参ります。
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とする自然観察会を行いました。
　参加者の皆さんは、講演を熱心に聞き入り、自然観察会では豊かな生物多様性に感動した様子で、これからの湿地
保全と治水の両立につながることが期待されます。

栃木県の取組

　渡良瀬遊水地における湿地保全と治水の両立を図ることの重要性を多くの方々に知っていただくため、普及啓発用
ＤＶＤを作成して、普及啓発を図って参ります。
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１．メガソーラー事業

２．屋根貸し事業

■とちぎ環境立県戦略に掲げた「とちぎサンシャイン」プロジェクトに基づき、太陽光発電の飛躍的拡大
を図り、災害に強い地域づくりを推進するため、メガソーラー（大規模太陽光発電所）事業や屋根貸し
事業に取り組んでいます。

再生可能エネルギーの推進２

｢とちぎサンシャイン｣ プロジェクト

　メガソーラーとは、出力1メガワット（1,000キロワット）以上の大規模な太陽光発電所のことを言
います。
　栃木県のメガソーラー事業は、県が事業候補地と発電事業者を募集し、マッチングにより事業化の支
援を行うものです。

　建物の屋根は、日照が期待できるとともに発電パネルを設置するスペースを確保しやすく、太陽光発
電を行う上で非常に適しています。
　栃木県の屋根貸し事業は、県有施設の屋根を発電事業者に貸し付けることにより、太陽光発電の導入
拡大を図るとともに、県有施設の有効活用や地域経済の活性化を図るものです。

■メガソーラー事業用候補地
　　　60箇所（県５箇所･市町５箇所･民有地50箇所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※随時募集受付
■事業進捗の状況
　・事業候補者が決定した箇所
　　　14箇所
　　　※このうち、発電を開始した箇所
　　　　　７箇所（合計の最大出力約13メガワット）
　・事業者を選定している箇所
　　　９箇所

■対象施設
　　６施設（18棟）

■事業進捗の状況
　　24年度に６施設の事業者（４者）
　を選定し、工事に向けた手続きを進
　めています。
　　今後、他の県有施設についても、
　事業を導入していく予定です。

◆事業の概要

◆事業の概要

◆事業の実施状況

◆事業の実施状況

（24年度末現在）

 衛生福祉大学校（宇都宮市）
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発電を行う上で非常に適しています。
　栃木県の屋根貸し事業は、県有施設の屋根を発電事業者に貸し付けることにより、太陽光発電の導
入拡大を図るとともに、県有施設の有効活用や地域経済の活性化を図るものです。
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　　　６施設（18棟）
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　栃木県のメガソーラー事業は、県が事業候補地と発電事業者を募集し、マッチングにより事業化の
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　建物の屋根は、日照が期待できるとともに発電パネルを設置するスペースを確保しやすく、太陽光
発電を行う上で非常に適しています。
　栃木県の屋根貸し事業は、県有施設の屋根を発電事業者に貸し付けることにより、太陽光発電の導
入拡大を図るとともに、県有施設の有効活用や地域経済の活性化を図るものです。

　■対象施設
　　　６施設（18棟）
　■事業進捗の状況
　　　24年度に６施設の事業者（４者）
　　を選定し、工事に向けた手続きを進
　　めています。
　　　今後、他の県有施設についても、
      事業を導入して行く予定です。
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農村地域における取組

土木分野における取組

■栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーを利活用するために、農村地域や土木
分野において様々な取り組みを進めています。

｢とちぎの水 ･バイオマス｣ 活用プロジェクト

２．栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区

　本特区では、規制の特例措置や財政上の支援措置など総合特区制度を
活用し、地域指定された那須塩原市、塩谷町、宇都宮市内において、再生
可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源を活用した先駆的ビジ
ネスモデルによる小水力発電事業に取り組み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設置し、実
証試験を行いました。

◆事業の概要
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■栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーを利活用するために、農村地域や土木
　分野において様々な取り組みを進めています。

｢とちぎの水･バイオマス｣活用プロジェクト

　ダムESCO事業は、ダム管理者が民間の持つ資金・経営能力な
どを活用し、管理用水力発電と既存施設の省エネルギー化を行う
ことにより、賦存の水力エネルギーの有効活用やダム管理におけ
る環境負荷（CO2）の低減、更には管理費の削減を図るものです。
本事業は、県が予算を掛けずに考案した全国初の事業です。
　24年度は、寺山ダムに導入しました。

３．ダムESCO事業【ダム】
������

　県内の流域下水処理場では、年間約520m3のバイオガス（メ
タン等）が発生しています。このバイオガスを有効活用するため
に、バイオガス発電設備を導入し、下水処理場の維持管理費の低
減を図ります。
　24年度は、ガス発生量が最も多い中央浄化センターが、下
水道の新規整備としては全国初のバイオガス発電機の設備認定を
受けました。

４．バイオガス発電事業【下水道施設】
������

写真 - 寺山ダム（矢板市）

写真 - 県央浄化センター（上三川町）

　産学官で構成する「栃木県スマートビレッジモデル研究会」に
より、農村地域のエネルギーの地産地消に向けた研究を行ってい
ます。
　24年度は、小水力発電適地調査、小水力発電電力のEV（電
気自動車）への充電試験を行うための蓄電･充電施設の設置、EV
による農作物集出荷等実証などを行いました。

１．スマートビレッジモデル研究事業
������

農村地域における取組

　本特区では、規制の特例措置や財政上の支援措置など総合特区
制度を活用し、地域指定された那須塩原市、塩谷町、宇都宮市内
において、再生可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源
を活用した先駆的ビジネスモデルによる小水力発電事業に取り組
み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設
置し、実証試験を行いました。

２．栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区
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土木分野における取組

写真 - 実証実験の状況（那須塩原市）

写真 - EVによる農作物出荷等実証の状況
（那須塩原市）

実証実験の状況（那須塩原市）
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の低減、更には管理費の削減を図るものです。
　本事業は、県が予算を掛けずに考案した全国初の事業です。
　24年度は、寺山ダムに導入しました。

◆事業の概要
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ことにより、賦存の水力エネルギーの有効活用やダム管理におけ
る環境負荷（CO2）の低減、更には管理費の削減を図るものです。
本事業は、県が予算を掛けずに考案した全国初の事業です。
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　県内の流域下水処理場では、年間約520m3のバイオガス（メ
タン等）が発生しています。このバイオガスを有効活用するため
に、バイオガス発電設備を導入し、下水処理場の維持管理費の低
減を図ります。
　24年度は、ガス発生量が最も多い中央浄化センターが、下
水道の新規整備としては全国初のバイオガス発電機の設備認定を
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　本特区では、規制の特例措置や財政上の支援措置など総合特区
制度を活用し、地域指定された那須塩原市、塩谷町、宇都宮市内
において、再生可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源
を活用した先駆的ビジネスモデルによる小水力発電事業に取り組
み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設
置し、実証試験を行いました。

２．栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区
������

土木分野における取組

写真 - 実証実験の状況（那須塩原市）

写真 - EVによる農作物出荷等実証の状況
（那須塩原市）

県央浄化センター（上三川町）
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車）への充電試験を行うための蓄電･充電施設の設置、EVによる農作物
集出荷等実証などを行いました。

◆事業の概要

 

－５－

■栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーを利活用するために、農村地域や土木
　分野において様々な取り組みを進めています。
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３．ダムESCO事業【ダム】
������
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４．バイオガス発電事業【下水道施設】
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において、再生可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源
を活用した先駆的ビジネスモデルによる小水力発電事業に取り組
み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設
置し、実証試験を行いました。
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土木分野における取組
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空間放射線量率
県では、昭和62年度から文部科学省の委託により空間放射

線量率の常時監視を行っており、県保健環境センター（宇都
宮市）における福島第一原子力発電所事故前の平常値（19～
21年度の最低値～最高値）は0.030～0.067μSv/hでした。事
故後は、急激な線量の上昇（23年３月15日午前10時に最高値
1.318μSv/h）が認められましたが、その後は減少し、25年
３月31日現在、0.05μSｖ/h程度で推移しています。

24年３月末には、県内全市町にモニタリングポストを設置し、現在は29箇所で常時監視を行ってお
り、測定結果については、県ホームページでリアルタイムに公表しています。

図１－１－１ 県内の主なモニタリングポストの測定値
（25年４月１日午前０時、測定高さ１m）

水道水
県保健環境センターでは、23年３月18日からモニタリング強化により宇都宮市

松田新田浄水場（宇都宮市河原町）の水道水中の放射性物質について精密検査を
実施するとともに、各水道事業者等においても、同年３月20日から計画的に検査
を実施しています。

水道水中の放射性セシウム（セシウム134、137）については、県内24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、24年度には約3,400検体
を検査しました。

検査の検出下限は、管理目標値（10ベクレル／kg）に対応した各々１ベクレル
／kg以下として実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出でした。

また、県は河川の流域単位で４箇所の水道原水中の放射性物質の検査を毎週１回の頻度で200検体に
ついて実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出でした。

１

２
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　県では、昭和62年度から文部科学省の委託により空間放射線
量率の常時監視を行っており、県保健環境センター（宇都宮
市）における東京電力㈱福島第一原子力発電所事故前の平常値
（19～21年度の最低値～最高値）は0.030～0.067μSv/hでした。
事故後は、急激な線量の上昇（23年３月15日午前10時に最高値
1.318μSv/h）が認められましたが、その後は減少し、25年３月
31日現在、0.05μSｖ/h程度で推移しています。
　24年３月末には、県内全市町にモニタリングポストを設置し、現在は29箇所で常時監視を行ってお
り、測定結果については、県ホームページでリアルタイムに公表しています。

　県保健環境センターでは、23年３月18日からモニタリング強化によ
り宇都宮市松田新田浄水場（宇都宮市河原町）の水道水中の放射性物
質について精密検査を実施するとともに、各水道事業者等において
も、同年３月20日から計画的に検査を実施しています。
　水道水中の放射性セシウム（セシウム134、137）については、県内
24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、24
年度には約3,400検体を検査しました。
　検査の検出下限は、管理目標値（10ベクレル／kg）に対応した
各々１ベクレル／kg以下として実施しましたが、検査結果は全ての
検体において不検出でした。
　また、県は河川の流域単位で４箇所の水道原水中の放射性物質の検
査を毎週１回の頻度で200検体について実施しましたが、検査結果は
全ての検体において不検出でした。

空間放射線量率１

水道水２
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空間放射線量率
県では、昭和62年度から文部科学省の委託により空間放射

線量率の常時監視を行っており、県保健環境センター（宇都
宮市）における福島第一原子力発電所事故前の平常値（平成
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事故後は、急激な線量の上昇（23年3月15日午前10時に最高
値1.318μSv/h）が認められましたが、その後は減少し、25
年3月31日現在、0.05μSｖ/h程度で推移しています。

24年3月末には、県内全市町にモニタリングポストを設置し、現在は29か所で常時監視を行っており、
測定結果については、県ホームページでリアルタイムに公表しています。

図１－１－１ 県内の主なモニタリングポストの測定値
（25年4月1日午前0時、測定高さ1m）

水道水
県保健環境センターでは、平成23年3月18日から宇都宮市松田新田浄水場（宇

都宮市河原町）の水道水中の放射性物質について毎日検査（１回）するとともに、
各水道事業者等においても、同年3月20日から計画的に検査を実施しています。

水道水中の放射性セシウム134及び137については、県内24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、平成24年度には約3,400検体を検査
しました。

検査の検出下限は、管理目標値（10ベクレル／kg）に対応した各々１ベクレル
／kg以下として実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出でした。

また、県は河川の流域単位で4箇所の水道原水中の放射性物質の検査を毎週1回
の頻度で200検体について実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出でした。

１

２
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１
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　県では、23年３月19日以降、ゲルマニウム半導体検出器スペクトロメーターやNaI（Tl）シンチレー
ション検出器スペクトロメータ等による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ます。

農林水産物等３

ゲルマニウム半導体検出器

県民向けチラシ

NaIシンチレーション検出器

　県では、最新の検査結果を県ホームページに掲載するとともに、検査の結果、基準値を超える放
射性物質が検出された場合には、直ちに出荷自粛を要請し、食の安全を確保しています。
　また、安全な生産物を提供できるよう、放射性物質の影響の少ない農林水産物等の栽培方法など
 の研究普及を行っています。

検査品目

野菜・果樹等 ほうれんそう、トマト、いちご、なし、ぶどう等
穀類 米、麦、大豆、そば等
畜産物（牛肉全頭検査含む） 牛肉、原乳、豚肉、鶏肉、鶏卵、はちみつ
水産物 鮎、ワカサギ、ヒメマス、ヤシオマス、イワナ、ヤマメ等
特用林産物 しいたけ（原木栽培、菌床栽培）、たけのこ、わさび、山菜等

●野生鳥獣について●
　県では、狩猟者等に周知するためイノシシ・シカ等についても検査を実施し、基準値を超
過した個体が捕獲された市町については自家消費の自粛を促すなどの周知を行っています。
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　従来、下水汚泥の多くは下水道資源化工場で溶融スラグ化し、下水道工事の埋め戻し材等などに有効
利用されていました。しかし、東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により、本県の下水汚泥及び溶
融スラグ等から放射性物質が検出されたため、現在、製造した溶融スラグ等は下水処理場に一時保管し
ています。
　本県では、月１回定期的に下水汚泥等に含まれる放射性物質濃度を測定し、県ホームページで公表し
ています。図１は、下水道資源化工場の溶融スラグに含まれる放射性セシウム（セシウム134、137）濃
度の推移を示しており、徐々に放射性セシウム濃度の低下が見られます。安全に再利用できるようにな
る見通しは現時点では不透明ですが、下水汚泥の有効利用は重要な課題として今後も推進していきま
す。

　放射性物質濃度の低い下水汚泥はセメント原料等として民間利用を推進していますが、民間で処理し
きれない下水汚泥は減容化のため溶融スラグ化した上で一時保管しています。
　この溶融スラグ等の保管は安全に最終処分ができるまでの一時的なものですが、本県では下水処理場
敷地内に飛散防止のため大型テントを設置するなどして安全に管理しています。次の写真は、大型テン
トでの保管状況を示しています。土嚢袋に封入し、遮水シートをかけるなど厳重に管理しています。ま
た、敷地境界での空間放射線量率を毎日測定し、緊急時の対応にも備えています。

下水汚泥４

（1） 放射性物質を含む下水汚泥等の処理と管理

（2） 溶融スラグ等の安全な保管

図２　溶融スラグ等の一時保管施設（北那須浄化センター）

溶融スラグ等の保管（テント内部）飛散防止大型テント
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下水汚泥

(1) 放射性物質を含む下水汚泥等の処理と管理

従来、下水汚泥の多くは下水道資源化工場で溶融スラグ化し、下水道工事の埋め戻し材等などに有
効利用されていました。しかし、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本県の下水汚泥及び
溶融スラグ等から放射性物質が検出されたため、現在、製造した溶融スラグ等は下水処理場に一時保
管しています。

本県では、月1回定期的に下水汚泥等に含まれる放射性物質濃度を測定し、HPで公表しています。図
１は、下水道資源化工場の溶融スラグに含まれるセシウム（Cs）濃度の推移を示しており、徐々にCs
濃度の低下が見られます。安全に再利用できるようになる見通しは現時点では不透明ですが、下水汚
泥の有効利用は重要な課題として今後も推進していきます。

図１－１－２ 溶融スラグに含まれるセシウム濃度

(2) 溶融スラグ等の安全な保管

放射性物質濃度の低い下水汚泥はセメント原料等として民間利用を推進し、民間利用できない下水
汚泥は溶融スラグ化して減容化を図っています。

溶融スラグ等の保管は安全に最終処分ができるまでの一時的なものですが、本県では下水処理場敷
地内に飛散防止のため大型テントを設置するなどして安全に管理しています。次の写真は、大型テン
トでの保管状況を示しています。土嚢袋に封入し、遮水シートをかけるなど厳重に管理しています。
また、敷地境界での空間放射線量率を毎日測定し、緊急時の対応にも備えています。

溶融スラグ等の一時保管施設（大田原市）
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下水汚泥

(1) 放射性物質を含む下水汚泥等の処理と管理

従来、下水汚泥の多くは下水道資源化工場で溶融スラグ化し、下水道工事の埋め戻し材等などに有
効利用されていました。しかし、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本県の下水汚泥及び
溶融スラグ等から放射性物質が検出されたため、現在、製造した溶融スラグ等は下水処理場に一時保
管しています。

本県では、月１回定期的に下水汚泥等に含まれる放射性物質濃度を測定し、ホームページで公表し
ています。図１－１－２は、下水道資源化工場の溶融スラグに含まれる放射性セシウム（セシウム
134、137）濃度の推移を示しており、徐々に放射性セシウム濃度の低下が見られます。安全に再利用
できるようになる見通しは現時点では不透明ですが、下水汚泥の有効利用は重要な課題として今後も
推進していきます。

図１－１－２ 溶融スラグに含まれる放射性セシウム濃度

(2) 溶融スラグ等の安全な保管

放射性物質濃度の低い下水汚泥はセメント原料等として民間利用を推進していますが、民間で処理
しきれない下水汚泥は減容化のため溶融スラグ化した上で一時保管しています。

この溶融スラグ等の保管は安全に最終処分ができるまでの一時的なものですが、本県では下水処理
場敷地内に飛散防止のため大型テントを設置するなどして安全に管理しています。次の写真は、大型
テントでの保管状況を示しています。土嚢袋に封入し、遮水シートをかけるなど厳重に管理していま
す。また、敷地境界での空間放射線量率を毎日測定し、緊急時の対応にも備えています。

溶融スラグ等の一時保管施設（北那須浄化センター）
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図１
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　23 年３月 11 日の東日本大震災により、本県においては大谷石や瓦など約 22 万ｔ（25 年４月 30 日
現在）の災害廃棄物が発生しました。
　県では、震災以降、職員を派遣した個別相談や処理方法等に関する情報提供、処分先の調整・斡旋、
国の財政支援策の拡充の要請などを行うことにより市町等を積極的に支援するとともに、23 年６月
28 日に「栃木県東日本大震災に係る災害廃棄物処理計画」を策定し、適正かつ円滑な処理を促進し
ています。

災害廃棄物の処理５

1　処理推進体制

２　処理方法

「栃木県東日本大震災に係る災害廃棄物処理計画」の概要

県の役割 市町等の役割 ※参考　国の役割
処理計画の策定、市町等への助
言・相談、情報提供、処分先の
調整・斡旋等

処理方針の決定、（必要に応じて）
処理実行計画の策定、適正かつ
円滑な災害廃棄物の処理等

処理指針（マスタープラン）の
策定、処理に関する財政措置、
専門家の派遣、情報提供等

災害等廃棄物
○可燃物
　・木くずなど
○不燃物
　・大谷石、瓦、コンクリート
　　ブロックなど

仮置場
・分別の徹底
・飛散、崩落の防止措置
・再利用及び再生利用に
　ついて検討

中間処理
・破砕
・焼却

再利用及び再生利用

最 

終 

処 

分

※ 99.9％が処理済み
※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む

単位：千ｔ

災害廃棄物の処理状況（25 年４月 30 日現在）
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��� ���������
東日本大震災において発生した災害廃棄物の処理

平成23年3月11日の東日本大震災により、本県においては大谷石や瓦など約22万ｔ（平成25年4月30日
現在）の災害廃棄物が発生しました。
県では、震災以降、職員を派遣した個別相談や処理方法等に関する情報提供、処分先の調整・斡旋、

国の財政支援策の拡充の要請などを行うことにより市町等を積極的に支援するとともに、平成23年6月2
8日に「栃木県東日本大震災に係る災害廃棄物処理計画」を策定し、適正かつ円滑な処理を促進していま
す。

単位：千トン

※ 99.9％が処理済み
※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む

「栃木県東日本大震災に係る災害廃棄物処理計画」の概要

� ������

���� ������ ��������
処理計画の策定、市町等への助言・
相談、情報提供、処分先の調整・斡
旋等

処理方針の決定、（必要に応じて）処
理実行計画の策定、適正かつ円滑
な災害廃棄物の処理等

処理指針（マスタープラン）の策定、
処理に関する財政措置、専門家の派
遣、情報提供等

� ����

������ ��� ��処�
○可燃物 ・分別の徹底 ・破砕
　・木くずなど ・飛散、崩落の防止措置 ・焼却
○不燃物 ・再利用及び再生利用に
　・大谷石、瓦、コンクリート 　ついて検討
　　ブロックなど ���������

最
終
処
分

１

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

瓦 大谷石 コンクリート
ブロック

木くず 可燃ごみ 粗大ごみ 石綿含有物 その他

千

災害廃棄物量
処理済量

災害廃棄物の処理状況（平成25年4月30日現在）
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←大田原市（木くず）

那須町（瓦）
↓

←大田原市（大谷石）

県内災害廃棄物仮置き場の様子

　　　　　※処理済率＝処理済量/受入量
　　　　　※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む。

各市町における処理状況

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）→

←大田原市（大谷石）

県内災害廃棄物仮置き場の様子

●県政メモ～その他の対策～県内の除染対策について●
　国は事故由来放射性物質による環境汚染への対処の基本的な方向を示した「基本方針」を策定し、年
間追加被ばく線量を長期的には１ミリシーベルト以下とすること、また、平成23年８月末と比べ、平成
25年８月末までに一般公衆の年間追加被ばく線量を約50％（子どもは約60%） 減少した状態を実現
することを目標に掲げています。
　「汚染状況重点調査地域」に指定された県内８市町では除染実施計画を策定し、学校等子どもの生活
環境を優先して除染を実施しています。県では関係市町等との連携の下、県有施設等の除染や講習会の
開催等県内の放射性物質による影響の低減対策に取り組んでいます。
　

　　　　　※処理済率＝処理済量/受入量
　　　　　※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む。

各市町における処理状況

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）→

←大田原市（大谷石）

県内災害廃棄物仮置き場の様子

●県政メモ～その他の対策～県内の除染対策について●
　国は事故由来放射性物質による環境汚染への対処の基本的な方向を示した「基本方針」を策定し、年
間追加被ばく線量を長期的には１ミリシーベルト以下とすること、また、平成23年８月末と比べ、平成
25年８月末までに一般公衆の年間追加被ばく線量を約50％（子どもは約60%） 減少した状態を実現
することを目標に掲げています。
　「汚染状況重点調査地域」に指定された県内８市町では除染実施計画を策定し、学校等子どもの生活
環境を優先して除染を実施しています。県では関係市町等との連携の下、県有施設等の除染や講習会の
開催等県内の放射性物質による影響の低減対策に取り組んでいます。
　

　　　　　※処理済率＝処理済量/受入量
　　　　　※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む。

各市町における処理状況

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）→

←大田原市（大谷石）

県内災害廃棄物仮置き場の様子

●県政メモ～その他の対策～県内の除染対策について●
　国は事故由来放射性物質による環境汚染への対処の基本的な方向を示した「基本方針」を策定し、年
間追加被ばく線量を長期的には１ミリシーベルト以下とすること、また、平成23年８月末と比べ、平成
25年８月末までに一般公衆の年間追加被ばく線量を約50％（子どもは約60%） 減少した状態を実現
することを目標に掲げています。
　「汚染状況重点調査地域」に指定された県内８市町では除染実施計画を策定し、学校等子どもの生活
環境を優先して除染を実施しています。県では関係市町等との連携の下、県有施設等の除染や講習会の
開催等県内の放射性物質による影響の低減対策に取り組んでいます。
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　23年３月に発生した東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性セシウムを含む廃棄物が
発生し、その処理が課題となっています。23年８月に放射性物質汚染対処特措法（以下「特措法」とい
う。」）が公布され、放射性セシウムの濃度が8,000ベクレル／kgを超える指定廃棄物は国が処理する
こととされました。また、同年11月には特措法に基づく基本方針が閣議決定され、指定廃棄物の処理
は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされました。
　本県は指定廃棄物の保管量が福島県に次いで多く、県内各地でその保管場所の確保に苦慮している状
況であり、風評被害払拭のためにも国の責任において一日でも早く指定廃棄物の最終処分場を設置し
て、安全に処分することが必要です。

放射性物質に汚染された廃棄物の処理の概要

放射性物質に汚染された廃棄物の処理６
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放射性物質に汚染された廃棄物の処理
23年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性セシウムを含む廃棄物が

発生し、その処理が課題となっています。23年８月に放射性物質汚染対処特措法（以下「特措法」とい
う。」）が公布され、放射性セシウムの濃度が8,000ベクレル／kgを超える指定廃棄物は国が処理すること
とされました。また、同年11月には特措法に基づく基本方針が閣議決定され、指定廃棄物の処理は、当
該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされました。

本県は指定廃棄物の保管量が福島県に次いで多く、県内各地でその保管場所の確保に苦慮している状
況であり、風評被害払拭のためにも国の責任において一日でも早く指定廃棄物の最終処分場を設置して、
安全に処分することが必要です。

県内災害廃棄物仮置き場の様子

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）→

←大田原市（大谷石）

２

放射性物質に汚染された廃棄物の処理の概要

������

下水道の汚泥、焼却施設の 
焼却灰等の汚染状態の 
調査（特措法第 16 条） 

����� ������� �� ����� ������� ���

左記以外の廃棄物の調査
（特措法第 18 条） 

廃棄物処理法の規定を適用 
・市町村等が処理 
・一定の範囲については特別の基準を適用 

環境大臣による指定廃棄物の指定 
※汚染状態が一定基準(8,000 ベクレル／kg)超の廃棄物 

�����

�������� ���
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○　学校における環境学習の取組は定着してきている。
○　県や市町が実施する環境学習関連事業の数が年々増加するなど、学校や地域における環境学習の参

加する機会は充実されてきており、環境学習の取組が定着してきている。
○　これまでの環境学習や、東日本大震災による電力不足を契機に一人ひとりに芽生えた節電・省エネ

意識を定着させ、具体的な環境保全の取組につなげていく必要がある。

○　環境教育・学習の充実
　・こどもエコクラブへの支援による環境学習の推進（24 年度：58 クラブ、4,617 人）
　・小中学校での森林・林業体験学習や緑の少年団活動への支援等による森林環境学習の推進
　・自然観察会等の実施や県保健環境センター等の施設を活用した学習機会の提供
　・環境学習支援事業において、小学生を対象とした体験授業や出前授業（24 年度：延べ 243 校）、
　　及び一般県民を対象とした出前講座（24 年度：３回）による環境学習の推進
○　人材の育成と活用
　・地域のリーダーとして環境保全活動を実践している人材への支援
　・自然ふれあい活動指導者の養成・登録及び学校や市町が主催する自然観察会等への指導者の紹介
　・緑づくり人材バンクの活用やグリーンスタッフ養成講習会の実施

　栃木県の県民性は、誠実、勤勉であり、平均年齢が比較的若く、県外からの転入者も多いなど、
活力のある県であることに特徴があります。
　地球と人にやさしい“エコとちぎ”を実現するためには、県民、団体、事業者、行政のすべて
の主体が、家庭、学校、職場、地域などあらゆる場で、環境保全のための取組を一歩一歩着実に
積み重ねていくことが必要です。
　そのためには、自主的かつ積極的に、環境を考え行動する県民を育成していくことが重要であ
り、　「“エコとちぎ”を担う人を育てる」を最も重要な目標とします。

Ⅰ　“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～

目　 標
○　学校、地域等における環境学習の推進

○　活動を支え、リードする人材の育成と活用

自ら学び、自ら行動する“人づくり”１

状　況

対　策

指標項目 年度
21 年度

（設定時）

23 年度 24 年度 27 年度

（目標）

指　 標 人口 10 万人当たりの「こどもエコクラブ」

の会員数【人】

目標値 148 156 180

現況値 132 188 232

緑づくり人材バンクの登録者数【人】 目標値 255 275 335

現況値 215 288 295

生物多様性アドバイザー登録者数【人】 目標値 50 100 250

現況値 0 100 146

自然保護活動ボランティア数【人】 目標値 16,000 17,000 20,000

現況値 14,045 17,709 19,317
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　・緑の少年団の育成（24 年度：186 団、40,080 人）
　・教員等を対象とした研修やとちぎエコリーダーの活用
　・家庭版環境活動プログラム「～未来の地球のために～ はじめるエコ つなげるエコ」の提供
　・ホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営、及び環境学習等に関する教材や情報の提供

○　県民の環境問題への関心は高まっているものの具体的な環境保全の取組に結びついていない。
○　日光国立公園や県立自然公園等においては、多くの人が自然とふれあうことのできる歩道や駐車場

などの公園施設が整備されており、自然ふれあい活動の場として活用されている。
○　県の広報媒体はもとより、環境情報誌、各種パンフレットにより適切な環境情報の提供に努めると

ともに、インターネットを活用した情報提供体制の充実を図っている。

○　環境保全活動の機会、場の提供
　・家庭における節電・省エネ・温暖化防止対策として、「“とちぎ発”ストップ温暖化アクション」を

展開（夏期アクション（７月～９月）参加報告件数：約２万６千件、冬期アクション（12 月～３月）
実施団体：７団体）

　・レジ袋削減の取組の推進
　・日光自然博物館等における自然観察会等の実施及びホームページ等での情報提供
　・地域資源を活かした交流施設の整備（24年度：自然観察会等の参加者数　18,605人）

実践につなげる“きっかけづくり”２

目　 標
○　主体的な参加・実践につなぐ活動の機会、場の提供

○　必要な情報を手軽に入手可能とする情報提供の充実

状　況

対　策

とちぎ森の子サミット（緑の少年団等の交流体験活動）
（壬生町　とちぎわんぱく公園）

環境学習支援事業による森林保全の出前授業
（那須塩原市立稲村小学校）
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・緑づくり人材バンクの活用やグリーンスタッフ養成講習会の実施
・緑の少年団の育成（24年度：186団、40,080人）
・教員等を対象とした研修やとちぎエコリーダーの活用
・家庭版環境活動プログラム「～未来の地球のために～ はじめるエコ つなげるエコ」の提供
・ホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営、及び環境学習等に関する教材や情報の提供

２ 実践につなげる“きっかけづくり”

目 標 ○ 主体的な参加・実践につなぐ活動の機会、場の提供
○ 必要な情報を手軽に入手可能とする情報提供の充実

指標項目 年度 21年度 23年度 24年度 27年度
（設定時） （目標）

指 標 自然観察会等に参加した人数【人】 目標値 11,600 12,200 14,000
現況値 10,618 9,698 18,605

県営都市公園の利用者数【万人】 目標値 460 470 500
現況値 449 408 427

県営都市公園におけるイベント数【件】 目標値 50 55 70
現況値 43 50 60

状 況
○ 県民の環境問題への関心は高まっているものの具体的な環境保全の取組に結びついていない。
○ 日光国立公園や県立自然公園等においては、多くの人が自然とふれあうことのできる歩道や駐車

場などの公園施設が整備されており、自然ふれあい活動の場として活用されている。
○ 県の広報媒体はもとより、環境情報誌、各種パンフレットにより適切な環境情報の提供に努める

とともに、インターネットを活用した情報提供体制の充実を図っている。

対 策
○ 環境保全活動の機会、場の提供

・家庭における節電・省エネ・温暖化防止対策として、「“とちぎ発”ストップ温暖化アクション」
を展開（夏期アクション（7月～9月）参加報告件数：約2万6千件、冬期アクション（12月～3月）
実施団体：7団体）

とちぎ森の子サミット（緑の少年団等の交流体験活動）
（壬生町 とちぎわんぱく公園）

エコ・チャレンジ・スクールによる森林保全の出前授業
（那須塩原市立稲村小学校）
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　・「エコ・もりフェア2012」等の環境イベントの実施
　・自然公園の快適な利用促進を図るための歩道、園地等の整備の実施
　・日光中宮祠地区の県営駐車場、湖畔園地、イタリア大使館別荘記念公園、中禅寺湖畔ボートハウス

等の管理運営
　・都市公園の整備促進及び既開設公園の適正な維持管理

○　環境情報の整備・提供の充実
　・「平成 24 年度栃木県環境白書」等による情報提供
　・情報発信や相互交流の場として活用できるホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営

自然観察会（日光市） エコ・もりフェア2012
（宇都宮市　栃木県子ども総合科学館）
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・レジ袋削減の取組の推進
・日光自然博物館等における自然観察会等の実施及びホームページ等での情報提供
・地域資源を活かした交流施設の整備（24年度：自然観察会等の参加者数 18,605人）
・「エコ・もりフェア2012」等の環境イベントの実施
・自然公園の快適な利用促進を図るための歩道、園地等の整備の実施
・日光中宮祠地区の県営駐車場、湖畔園地、イタリア大使館別荘記念公園、中禅寺湖畔ボートハウ

ス等の管理運営
・都市公園の整備促進及び既開設公園の適正な維持管理

○ 環境情報の整備・提供の充実
・「平成24年度栃木県環境白書」等による情報提供
・情報発信や相互交流の場として活用できるホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営

３ 協働による“ネットワークづくり”

目 標 ○ 多様な主体の参加拡大と相互の連携を強化するためのしくみづくりの推進

状 況
○ 地域においては、リサイクルや環境美化、里山などの自然環境の保全活動など、地域に根ざした

環境保全活動の取組が進められている。
○ 環境保全団体の活動が活発化しており、団体の活動は、県民への活動機会の提供の受け皿ともな

っている。
○ 地域を構成する様々な主体の連携を図るため、主体間の調整やネットワークづくりが必要である。

対 策
○ 推進体制の整備

・「とちの環県民会議」等の環境団体との連携･協力による
各種普及啓発活動の推進

・「環境とみどりの県民大会」の開催による、県民総ぐる
みの環境保全活動の促進

・「“エコ・もり”地域推進協議会」の設置による地域の特
色を活かした普及啓発活動の実施

・ホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営による森林
ボランティアネットワーク化の促進

エコ・もりフェア2012
（宇都宮市 栃木県子ども総合科学館）

自然観察会（日光市）

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）
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○　地域においては、リサイクルや環境美化、里山などの自然環境の保全活動など、地域に根ざした環
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　・「“エコ・もり”地域推進協議会」の設置による地域の特色を活かした普及啓発活動の実施
　・ホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営による森林ボランティアネットワーク化の促進

対　策
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○　温室効果ガス総排出量については、「栃木県地球温暖化対策実行計画」において、27 年度の温室効
果ガス総排出量を基準年比 15％削減（排出量約 1,543 万ｔ - ＣＯ２）を目標としており、23 年度
の本県の温室効果ガス総排出量は、速報値では、約 1,930 万ｔ - ＣＯ２で、一般電気事業者のＣＯ２

排出係数の上昇により基準年比 6.3％増となっている。
○　排出源別の内訳を全国と比較すると、運輸部門の占める割合が大きい傾向にある。
○　今後、太陽光発電等再生可能エネルギーの導入拡大と省エネルギー対策のより一層の加速が必要で

ある。

○　地球温暖化対策の総合的な推進
　・栃木県地球温暖化防止活動推進員や栃木県地球温暖化防止活動推進センターとの連携による普及啓

発の実施
　・栃木県地球温暖化防止活動推進員の委嘱（24 年度末現在 96 名）
　・地球温暖化対策アドバイザーの派遣（24 年度派遣件数：８件）
　・工場・事業場の「地球温暖化対策計画」の策定・届出に係る相談窓口の設置

指標項目 年度
21 年度

（設定時）

23 年度 24 年度 27 年度

（目標）

指　 標 県民１人当たりの温室効果ガス総排出量

【ｔ -ＣＯ２】※１

目標値 8.6 8.4 7.8

現況値 ⑳ 8.9
㉒ 9.0

（8.6）

㉓ 9.6

（8.5）

太陽光発電システムの設備容量【千 kW】 目標値 151 199 340

現況値 56 104 180

ＥＶ・ＰＨＶ普及台数【台】 目標値 380 680 6,800

現況値 3 460 950

県庁の温室効果ガス総排出量【ｔ -ＣＯ２】
※１、※２

目標値 50,425 49,823 48,016

現況値
51,630 55,225

（46,422）

51,107

（45,232）

　近年、異常気象の頻発、海面の上昇、生態系の変化など、地球温暖化による影響が指摘されて
おり、地球温暖化問題は、世界共通、人類が英知を結集して取り組むべき喫緊の課題となってい
ます。
　私たちは、地域における環境保全への取組が、地球環境を守る上でも極めて大きな役割を担う
ことを認識し、一人ひとりのライフスタイルやあらゆる事業活動を環境の視点から見直し、環境
に配慮した取組を実践する必要があります。
　地域での実践活動の広がりにより、人類の生存基盤である地球の環境を良好に保ち、明日の世
代に引き継いでいくため、「かけがえのない地球を守る」を目標とします。

目　 標

○　「栃木県地球温暖化対策実行計画」等に基づく、県民、事業者、行政が一体となった

温室効果ガス排出量の削減

○　省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの利活用の推進

Ⅱ　かけがえのない地球を守る　～低炭素社会の構築～

対　策

状　況

（注）★を付した事項は、24年度の新規事業である。

地球温暖化対策の推進１
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・工場・事業場の「地球温暖化対策計画」の策定・届出に係る相談窓口の設置
・広報媒体を活用した普及啓発の実施
・とちぎカーボンオフセット制度の運用（24年度認証件数：８件）

○ 温室効果ガス排出削減対策の推進
・ＥＳＣＯ事業導入促進のための情報収集・提供や県立がんセンターでのＥＳＣＯ事業の推進
・県公用車へのクリーンエネルギー自動車の率先導入（24年度 ９台導入、累計135台）
・エコドライブの呼びかけによるエコドライブの普及啓発の実施

・交通混雑の緩和に寄与する交通需要マネジメント施策の展開
・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
・「住宅性能表示制度」及び「長期優良住宅建築等計画認定制度」の普及・促進による省エネルギ
ー住宅の普及拡大

・「EV・PHVタウン構想」に基づく電気自動車等の普及
・急速充電スタンド等の導入促進

24年度末：急速充電スタンド 48基
（うち24年度補助 ８基）
普通充電スタンド129基
（うち24年度補助 16基）

○ 再生可能エネルギーの利活用の促進
・一般住宅用太陽光発電システムの導入支援（24年度:補助7,094
件、融資33件）

・県が候補地と発電事業者を募集し、マッチングを行うメガソー
ラー事業の推進

候補地 60か所 446.6ha
事業化決定 14か所
事業化協議中 ９か所

★県有施設の太陽光発電「屋根貸し」事業（第１次募集）６施設
事業者決定

★中小水力発電の開発可能性地点の調査と検討
★「栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区」の推進
★農業用水等を利用したマイクロ水力発電施設の導入検討支援
・セミナーの実施による新エネルギーに関する普及啓発の実施
★温泉熱利活用の推進

バイナリー発電導入可能性調査の実施
温泉熱利用促進セミナー等の開催

ホテルに設置された普通充電スタンド（日光市）

太陽光発電システム
（農業試験場）

■エコドライブ１０のすすめ
１ ふんわりアクセル『eスタート』 ６ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
２ 車間距離にゆとりをもって、加速 ７ タイヤの空気圧から始める点検・整備

・減速の少ない運転 ８ 不要な荷物はおろそう
３ 減速時は早めのアクセルを離そう ９ 走行の妨げとなる駐車はやめよう
４ エアコンの使用は適切に 10 自分の燃費を把握しよう
５ ムダなアイドリングはやめよう※１　上段は排出年度のＣＯ２排出係数により算定。下段は基準年のＣＯ２排出係数により算定。

※２　23年度は、特定規模電気事業者のＣＯ２排出係数を反映させた確定値。24年度は、東京電力㈱のＣＯ２排出係数により算出した暫定値。
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　・広報媒体を活用した普及啓発の実施
　・とちぎカーボンオフセット制度の運用（24 年度認証件数：８件）
○　温室効果ガス排出削減対策の推進
　・ＥＳＣＯ事業導入促進のための情報収集・提供や県立がんセンターでのＥＳＣＯ事業の推進
　・県公用車へのクリーンエネルギー自動車の率先導入（24 年度　９台導入、累計 135 台）
　・エコドライブの呼びかけによるエコドライブの

普及啓発の実施
　・交通混雑の緩和に寄与する交通需要マネジメン

ト施策の展開
　・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
　・「住宅性能表示制度」及び「長期優良住宅建築等

計画認定制度」の普及・促進による省エネルギー
住宅の普及拡大

　・「EV・PHV タウン構想」に基づく電気自動車等
の普及

　・急速充電スタンド等の導入促進
    　　24 年度末：急速充電スタンド 48 基
    　　　　　　　（うち 24 年度補助　８基）
    　　　　　　　普通充電スタンド 129 基
    　　　　　　　（うち 24 年度補助  16 基）

○　再生可能エネルギーの利活用の促進
　・一般住宅用太陽光発電システムの導入支援
　　（24 年度 : 補助 7,094 件、融資 33 件）
　・県が事業候補地と発電事業者を募集し、マッチングを行うメガソーラー事業の推進
　　　候補地　60 箇所　446.6ha
　　　事業化決定　　14 箇所
　　　事業化協議中     ９箇所
　★県有施設の太陽光発電「屋根貸し」事業（第１次募集）
　　　６施設事業者決定
　・中小水力発電の開発可能性地点の調査と検討
　・「栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区」の推進
　・農業用水等を利用したマイクロ水力発電施設の導入検討支援
　　　セミナーの実施による新エネルギーに関する普及啓発の実施
　★温泉熱利活用の推進
　　　バイナリー発電導入可能性調査の実施　
　　　温泉熱利用促進セミナー等の開催
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○温室効果ガス排出削減対策の推進
・ＥＳＣＯ事業導入促進のための情報収集・提供や県立がんセンターでのＥＳＣＯ事業の推進
・県公用車へのクリーンエネルギー車の率先導入 （23年度4台導入、累計128台）
・エコドライブキャンペーン等の実施によるエコドライブの普及啓発の実施
・交通混雑の緩和に寄与する交通需要マネジメント施策の展開
・小学生向け副読本の作成等による公共交通機関の利用促進
・「住宅性能表示制度」及び「長期優良住宅建築等計画認定制度」の普及・促進による省エネルギ
ー住宅の普及拡大

・「EV・PHVタウン構想」に基づく電気自動車等の普及
・急速充電スタンド等エネルギー供給施設の導入促進
（23年度補助実績5基、県有施設への設置1基 累計24基）

○再生可能エネルギーの利活用の促進
・県の太陽光発電の率先導入（23年度：農業試験場30ｋW）
・一般住宅用太陽光発電システム資金貸付事業の実施

（23年度:56件融資）
・一般住宅用太陽光発電システムと高効率給湯器の併設に対
する補助の実施（23年度:2,617件補助）

★メガソーラー事業の推進
候補地の募集 60か所 507.4ha
事業者の募集 事業化決定 県有地5か所、市有地1か所

事業化協議中 市町有地、民有地11か所
★中小水力発電の開発可能性地点の調査と検討
★農業用水等を利用したマイクロ水力発電施設の導入検討支援
・セミナーの実施による新エネルギーに関する普及啓発の実施
★温泉熱利活用の推進

地域協議会活動支援 1団体
温泉熱利用機器導入エネルギーモデルプラン作成支援 那須町

駐車場に設置された充電スタンド（日光市）

太陽光発電システム
（農業試験場）

■ＥＳＣＯ事業とは
Energy Service Companyの略で、工場やビ

ルなどの建物の省エネルギーに関する包括的
なサービス（省エネルギー診断・設計・施工
・導入設備の保守・運転管理・事業資金調達
など）をＥＳＣＯ事業者が提供し、それによ
って得られる省エネルギー効果を事業者が保
証し、削減した光熱水費の中からＥＳＣＯサ
ービス料と顧客の利益を生み出す事業です。

■エコドライブ１０のすすめ
１ ふんわりアクセル『eスタート』 ６ 暖機運転は適切に
２ 加減速の少ない運転 ７ 道路交通情報の活用
３ 早めのアクセルオフ ８ タイヤの空気圧をこまめにチェック
４ エアコンの使用を控えめに ９ 不要な荷物は積まずに走行
５ アイドリングストップ 10 駐車場所に注意

ホテルに設置された普通充電スタンド（日光市）
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・工場・事業場の「地球温暖化対策計画」の策定・届出に係る相談窓口の設置
・広報媒体を活用した普及啓発の実施
・とちぎカーボンオフセット制度の運用（24年度認証件数：８件）

○ 温室効果ガス排出削減対策の推進
・ＥＳＣＯ事業導入促進のための情報収集・提供や県立がんセンターでのＥＳＣＯ事業の推進
・県公用車へのクリーンエネルギー自動車の率先導入（24年度 ９台導入、累計135台）
・エコドライブの呼びかけによるエコドライブの普及啓発の実施

・交通混雑の緩和に寄与する交通需要マネジメント施策の展開
・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
・「住宅性能表示制度」及び「長期優良住宅建築等計画認定制度」の普及・促進による省エネルギ
ー住宅の普及拡大

・「EV・PHVタウン構想」に基づく電気自動車等の普及
・急速充電スタンド等の導入促進

24年度末：急速充電スタンド 48基
（うち24年度補助 ８基）
普通充電スタンド129基
（うち24年度補助 16基）

○ 再生可能エネルギーの利活用の促進
・一般住宅用太陽光発電システムの導入支援（24年度:補助7,094
件、融資33件）

・県が候補地と発電事業者を募集し、マッチングを行うメガソー
ラー事業の推進

候補地 60か所 446.6ha
事業化決定 14か所
事業化協議中 ９か所

★県有施設の太陽光発電「屋根貸し」事業（第１次募集）６施設
事業者決定

★中小水力発電の開発可能性地点の調査と検討
★「栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区」の推進
★農業用水等を利用したマイクロ水力発電施設の導入検討支援
・セミナーの実施による新エネルギーに関する普及啓発の実施
★温泉熱利活用の推進

バイナリー発電導入可能性調査の実施
温泉熱利用促進セミナー等の開催

ホテルに設置された普通充電スタンド（日光市）

太陽光発電システム
（農業試験場）

■エコドライブ１０のすすめ
１ ふんわりアクセル『eスタート』 ６ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
２ 車間距離にゆとりをもって、加速 ７ タイヤの空気圧から始める点検・整備

・減速の少ない運転 ８ 不要な荷物はおろそう
３ 減速時は早めのアクセルを離そう ９ 走行の妨げとなる駐車はやめよう
４ エアコンの使用は適切に 10 自分の燃費を把握しよう
５ ムダなアイドリングはやめよう
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・工場・事業場の「地球温暖化対策計画」の策定・届出に係る相談窓口の設置
・広報媒体を活用した普及啓発の実施
・とちぎカーボンオフセット制度の運用（24年度認証件数：８件）

○ 温室効果ガス排出削減対策の推進
・ＥＳＣＯ事業導入促進のための情報収集・提供や県立がんセンターでのＥＳＣＯ事業の推進
・県公用車へのクリーンエネルギー自動車の率先導入（24年度 ９台導入、累計135台）
・エコドライブの呼びかけによるエコドライブの普及啓発の実施

・交通混雑の緩和に寄与する交通需要マネジメント施策の展開
・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
・「住宅性能表示制度」及び「長期優良住宅建築等計画認定制度」の普及・促進による省エネルギ
ー住宅の普及拡大

・「EV・PHVタウン構想」に基づく電気自動車等の普及
・急速充電スタンド等の導入促進

24年度末：急速充電スタンド 48基
（うち24年度補助 ８基）
普通充電スタンド129基
（うち24年度補助 16基）

○ 再生可能エネルギーの利活用の促進
・一般住宅用太陽光発電システムの導入支援（24年度:補助7,094
件、融資33件）

・県が候補地と発電事業者を募集し、マッチングを行うメガソー
ラー事業の推進

候補地 60か所 446.6ha
事業化決定 14か所
事業化協議中 ９か所

★県有施設の太陽光発電「屋根貸し」事業（第１次募集）６施設
事業者決定

★中小水力発電の開発可能性地点の調査と検討
★「栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区」の推進
★農業用水等を利用したマイクロ水力発電施設の導入検討支援
・セミナーの実施による新エネルギーに関する普及啓発の実施
★温泉熱利活用の推進

バイナリー発電導入可能性調査の実施
温泉熱利用促進セミナー等の開催

ホテルに設置された普通充電スタンド（日光市）

太陽光発電システム
（農業試験場）

■エコドライブ１０のすすめ
１ ふんわりアクセル『eスタート』 ６ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
２ 車間距離にゆとりをもって、加速 ７ タイヤの空気圧から始める点検・整備

・減速の少ない運転 ８ 不要な荷物はおろそう
３ 減速時は早めのアクセルを離そう ９ 走行の妨げとなる駐車はやめよう
４ エアコンの使用は適切に 10 自分の燃費を把握しよう
５ ムダなアイドリングはやめよう

太陽光発電システム
（農業試験場）
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○　ＣＯ２吸収源対策の推進
　・「栃木県地球温暖化防止森林吸収源対策推進計画」や ｢栃木県第１期保安林整備実施計画｣ に基づ

く計画的な森林整備の推進
　・「栃木県環境基本計画」に基づく緑化施策の総合的・計画的推進
　・「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」に基づく県発注の建築工事等における県産材の積極的な利用
　・間伐材を利用した学習用机・椅子の小中学校への配布や公共施設等への木製ベンチの配布、市町等

の実施する公共施設等の木造・木質化の支援

○　県による率先的な取組の推進
　・各種計画、指針等に基づく県の率先的な環境保全活動の取組
　　　「栃木県地球温暖化対策実行計画【県庁率先実行編】」、「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」
　・環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の運用
　　　ISO14001 認証取得
　　　　保健環境センター：12 年 10 月～ 22 年３月、宇都宮工業高等学校：14 年２月～ 23 年８月、
　　　　県北高等産業技術学校：16 年 12 月～ 21 年 12 月、本庁：20 年３月～ 23 年３月
　　　本県独自の環境マネジメントシステム
　　　　全所属：23 年４月～
　・マイカーに過度に依存しない通勤手段「エコ通勤」の促進

○　環境産業は、従来の大気汚染防止や排水処理装置製造等の環境汚染防止対応型の事業から省エネル
ギー・低公害型の家電、自動車等の環境負荷低減型の事業へ拡大しており、今後の大きな成長が期待
されている。

○　県内の ISO14001 の認証適合組織数は、21 年度をピークにやや減少傾向にある一方、エコアク
ション 21 の認証登録事業者数は増加傾向にあり、全体としては環境マネジメントシステムに取り
組む事業者が増加している。（24 年度末現在：ISO14001 認証適合組織数 362、エコアクション
21 認証登録事業者数 137）

環境関連産業の振興２

目　 標
○　環境関連産業の振興

○　環境負荷の少ない事業活動への自主的な取組の促進

状　況

県産材を利用した公共施設
（大田原市　鶯谷公園）

間伐材を利用した学習用机・椅子
（真岡市長田小学校）
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○ ＣＯ２吸収源対策の推進
・「栃木県地球温暖化防止森林吸収源対策推進計画」や｢栃木県第１期保安林整備実施計画｣に基づ
く計画的な森林整備の推進

・「栃木県環境基本計画」に基づく緑化施策の総合的・計画的推進
・「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」に基づく県発注の建築工事等における県産材の積極的な利用

・間伐材を利用した学習用机・椅子の小中学校への配布や公共施設等への木製ベンチの配布、市町
等の実施する公共施設等の木造・木質化の支援

○ 県による率先的な取組の推進
・各種計画、指針等に基づく県の率先的な環境保全活動の取組

「栃木県地球温暖化対策実行計画【県庁率先実行編】」、「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」

・環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の運用
ISO14001認証取得

保健環境センター：12年10月～22年３月、宇都宮工業高等学校：14年２月～23年８月、
県北高等産業技術学校：16年12月～21年12月、本庁：20年３月～23年３月

本県独自の環境マネジメントシステム
全所属：23年４月～

・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 環境関連産業の振興

目 標 ○ 環境関連産業の振興
○ 環境負荷の少ない事業活動への自主的な取組の促進

状 況
○ 環境産業は、従来の大気汚染防止や排水処理装置製造等の環境汚染防止対応型の事業から省エネ

ルギー・低公害型の家電、自動車等の環境負荷低減型の事業へ拡大しており、今後の大きな成長が
期待されている。

○ 24年度末現在、ISO14001の認証取得事業者数は362と伸びており、中小企業向けのエコアクショ
ン21の認定登録事業者数は137で微減となるが、全体として環境マネジメントに取り組む事業者が
増加している。

間伐材を利用した学習用机・椅子
（真岡市長田小学校）

県産材を利用した公共施設
（大田原市 鶯谷公園）
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○　重点振興産業分野としての振興
　・「とちぎ環境産業振興協議会」を中心とした、環境関連産業の振興
　・協議会会員相互の幅広い交流や情報交換を促進するための懇話会の実施
　・環境産業の技術動向や技術課題に関する講演会の実施
　・大学等に蓄積されたエコに関する技術と産業界とのマッチングを図るための発表会の実施
○　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 2 排出削減に向けた取組への総合的な支援
　・ISO14001 やエコアクション 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
　・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

対　策

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）
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対 策
○ 重点振興産業分野としての振興

・「とちぎ環境産業振興協議会」を中心とした、環境関連産業の振興
・協議会会員相互の幅広い交流や情報交換を促進するための懇話会の実施
・環境産業の技術動向や技術課題に関する講演会の実施
・大学等に蓄積されたエコに関する技術と産業界とのマッチングを図るための発表会の実施

○ 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ＣＯ2排出削減に向けた取組への総合的な支援
・ISO14001やエコアクション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
・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

環境にやさしい循環型の社会を築く ～循環型社会の構築～

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。

安全で快適な生活環境を保持していくためには、生産、流通、消費、廃棄等の全段階を通じて、汚染
物質や廃棄物の発生を抑制し、資源の循環的な利用を進めるとともに、廃棄物の適正処理を図っていく
必要があります。

このため、環境に与える影響を極力抑え、自然の循環バランスを健全に保つため、「環境にやさしい
循環型の社会を築く」を目標とします。

１ 生活環境の保全

(1) 大気環境の保全

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

指標項目 年度 21年度 23年度 24年度 27年度
（設定時） （目標）

指 標 大気環境基準達成率（浮遊粒子状物質） 目標値 100 100 100
【％】 現況値 100 100 100
大気環境基準達成率（二酸化窒素）【％】 目標値 100 100 100

現況値 100 100 100

３

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）
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