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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。
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

◆指標の進捗状況

指標項目
23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値

達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

大気環境基準達成率（浮遊粒子状物 100 100 97 100 100 ◎
質）（％） 100
大気環境基準達成率（二酸化窒素） 100 100 100 100 100 ◎
(％) 100

◆施策の実施状況

■浮遊粒子状物質
大気中に長時間浮遊し、気道や肺に害を

与えます。

■二酸化窒素
物が燃焼する際に、空気中及び燃焼中の窒

素から発生し、肺に害を与えます。

■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
・光化学スモッグの監視及び光化学スモッ
グの発生予報の提供

・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

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～

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）

・「エコドライブ運動」や「アイドリング
ストップ運動」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（27年度２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 23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値 達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

公共用水域の環境基準（BOD）達成 100 98.4 92.2 100 100 ◎
率(％) 100
生活排水処理人口普及率(％) 80.9 81.6 82.8 83.7 84.2 ◎

84.4

◆施策の実施状況

■公共用水域の環境基準（BOD）
【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】
最も厳しい基準が適用されている中禅寺湖

では、化学的酸素要求量（COD）について、
環境基準を達成しなかった。湯ノ湖について
は、CODについて環境基準を達成した。

【地下水水質】
地下水汚染について、新たに４地区で汚染

を確認、２地区で対策が終了したことから、
27年度末で地下水汚染地区は102地区となっ
ている。

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。
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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：
84.4％（27年度末）

・下水道普及率：64.3％（27年度末）
・流域下水道に関連する市町：７市３町

（平成28年4月1日）
・農業集落排水施設の整備・普及：

27年度までに21市町98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。

生活排水処理施設の概念図

市町別 生活排水処理施設普及状況グラフ（27年度末)

(３) 土壌環境・地盤環境の保全

◆指標の進捗状況

指標項目 23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値 達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

2㎝/年以上の地盤沈下量面積(㎢) － 0.0 0.0 0.0 0.0 ◎
0.0
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◆施策の実施状況

■土壌環境 ■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。
27年度は、小山市などで沈下傾向が見られ

たが、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、野木町中谷の1.48cm）

(４) 騒音・振動・悪臭の防止

◆指標の進捗状況

指標項目
2 3 年 度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値

達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

騒音に係る環境基準達成率（道路に 86.0 90.2 93.9 83.8 100 △
面しない地域）(％) 93.5
騒音に係る環境基準達成率（道路 93.7 95.4 93.3 96.4 100 ▲
に面する地域）(％) 96.0

◆施策の実施状況

■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46地点

で調査した結果、昼夜とも環境基準を達成し
たのは43地点、93.5％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
96.0％であった。

騒音の大きさの例

■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。

■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156件（26年度は207件）で、
全公害苦情件数の11.8％（同13.7％）であっ
た。

振動の大きさの例

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２７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。

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。

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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(５) 化学物質対策の推進

◆指標の進捗状況

指標項目 23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年度目標値 達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

化学物質(PRTR法に規定する第一種指 4,810 4,644 4,834 5,227 5,000 ◎
定化学物質)の届出排出量(t)※５ 5,214 －
※５ 現時点において把握できる最新の数値が26年度の値であるため、「26年度数値」欄の上段に26年度目標値を

記載し、達成度を評価している。

◆施策の実施状況

■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26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731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9,995ｔ(25年度は
9,826ｔ)であった。

PRTR：Pollutant Release and Transfer
Register の略

２ ３Ｒの推進

◆指標の進捗状況

指標項目 23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年度目標値 達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

県民1人が1日に出すごみの量(g)※５ 718 701 699 722 717 ◎
684 －

産業廃棄物の排出量(千ｔ)(農業・鉱 3,916 3,972 4,167 4,186 4,180 ▲
業に係るものを除く。)※５ 4,278 －
一般廃棄物の再生利用率（％）※５ 18.0 17.1 17.5 23.8 25.0 ▲

17.1 －
産業廃棄物の再生利用率（％）※５ 50.0 48.7 50.8 52.5 53.0 △

50.9 －
とちの環エコ製品認定数（件） 76 79 85 97 92 ◎

107
※５ 現時点において把握できる最新の数値が26年度の値であるため、「26年度数値」欄の上段に26年度目標値を

記載し、達成度を評価している。

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、セミナーの開催や啓発用パンフレットの作成な

どの普及啓発事業を行っています。
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◆施策の実施状況

■一般廃棄物の排出量と再生利用率

市町等に対して、ごみ有料化の導入や、容
器包装リサイクル、小型家電リサイクルの普
及拡大等に関する情報提供等を行った。
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■とちの環エコ製品

３ 廃棄物処理対策の推進

◆指標の進捗状況

指標項目
23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値

達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

一般廃棄物の最終処分率（％）※５ 9.6 9.9 9.0 9.2 9.0 ◎
8.9 －

産業廃棄物の最終処分率（％）※５ 2.0 1.8 2.1 2.5 2.5 ◎
2.2 －

※５ 現時点において把握できる最新の数値が26年度の値であるため、「26年度数値」欄の上段に26年度目標値を

記載し、達成度を評価している。

◆施策の実施状況

■一般廃棄物の最終処分率
市町等に対して、ごみ処理施設や最終処分

場の整備について助言及び指導を行うととも
に、適正な維持管理の推進を図った。

■産業廃棄物の最終処分率
事業者及び処理業者に対する立入検査によ

る監査指導、廃棄物処理施設見学バスツアー
の開催等による県民理解の促進等に関する取
組を実施した。

栃木県リサイクル製品認定制度

本県では、リサイクル製品を県が認定（とちの環エコ製品）することを通して、

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、更には本県の地域特性を活かした循環型社会の形成に資する事を目的に、

16年8月から制度を運用しています。

とちの環エコ製品として認定する主な要件は、「主に県内の事業場で製造」「主

に県内で発生した循環資源を原料とする」「安全性及び品質等の認定基準を満たし

ていること」等で、学識経験者等で組織する栃木県リサイクル製品認定審査会で

の審査を経て認定されます。
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本県は、日光連山から、身近な自然である里地里山、さらには関東有数の清流である那珂川、ラムサ

ール条約湿地である奥日光の湿原など、多様な生態系に恵まれており、全国に誇れる美しい自然景観を

保っています。また、森林は、水源の涵（かん）養、二酸化炭素吸収機能など多面的機能を有しており、

これらの機能の高度発揮を図っていく必要があります。

こうした豊かな自然は、生物多様性の保全などの点でも大きな役割を果たすとともに、県民にとって

の誇りであり、また、癒しや憩いの場にもなっており、この自然の恵みを将来にわたって受け続けるた

め、「人と自然との共生を目指す」を目標とします。

１ 生物多様性の保全

◆指標の進捗状況

指標項目
23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値

達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

生物多様性アドバイザー認定者※１ 100 146 180 197 250 ◎
数（人）（再掲） 251
獣害対策モデル地区数（箇所）※６ 6 8 8 8 13 ◎

13
外来種駆除活動数（箇所） 6 7 8 9 10 ◎

10
※１ 環境基本計画決定後、制度の整備に伴い登録制度としたため、進捗管理には登録者数を用いる。

※６ 26年度からモデル集落数に変更。

◆施策の実施状況

■獣害対策モデル集落
主にシカ、イノシシによる農林業被害を

受けている集落に獣害対策の指導者を配置
し、住民自らが主体的、継続的に対策を実
施する。
これをモデルケースとして県内に普及し

ていくことにより獣害に強い集落づくりを
進めていく。

■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）

２ 多様な自然環境の保全

◆指標の進捗状況

指標項目 23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値 達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

自然環境保全地域指定数（箇所） 26 26 27 28 29 ◎
29

多自然川づくりの整備延長（㎞） 245.9 256.2 264.5 268.8 261.6 ◎
273.6

河川愛護活動の参加人数（人/年） 122,267 119,978 120,610 113,664 130,000 △
116,963

Ⅳ 人と自然との共生を目指す ～自然共生社会の構築～
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◆施策の実施状況

■自然環境保全地域指定数
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、27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。

自然環境の現況

■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。
27年度は、姿川（宇都宮市）、小藪川（鹿沼
市）等22河川、４渓流で実施した。

■河川愛護活動の参加人数
昭和45年に都市化の進展に伴う河川環境の

悪化等により県河川愛護連合会が発足し、各
市町村に河川愛護会が置かれ、24年度には道
路愛護連合会と合併し、県道路河川愛護連合
会とした。河川愛護活動の普及・啓発により、
多くの地域住民や関係諸団体が河川の清掃等
の実践活動に参加している。

河川愛護活動の様子

（巴波川・栃木市）

姿川（宇都宮市）

３ 環境を支える森林づくり

◆指標の進捗状況

指標項目
23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値

達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

広葉樹林化面積（ha/年） 49 51 75 69 90 ▲
41

保安林の指定面積（ha/年） 1,320 747 932 902 850 ◎
953

企業等による森づくり活動数（箇所） 15 18 23 26 35 ◎
35
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◆施策の実施状況

■本県の森林の概要
26年度末における本県の森林面積は約35万

haである（県土面積約64万ha）。
森林の所有別内訳は、国有林が約13万ha（本

県森林の37％）、民有林が約22万ha（本県森
林の63％）となっている。また、民有林にお
ける樹種別面積割合は、スギが32％、ヒノキ
が21％、その他針葉樹が９％、広葉樹が38％
となっており、スギ・ヒノキを中心とした人
工林面積は約12万ha（民有林面積の55％）と
なっている。

森林の多面的な機能の発揮には、森林資源
を積極的に活用しながら、地域の課題や特性
に応じた多様な森づくりが必要である。

■広葉樹林化面積

広葉樹の植栽面積は、27年度は災害の影響で
減少したものの、この５年間で285haの広葉樹
林が造成され、生物多様性や公益的機能の高度
発揮に資する多様な森づくりが進んでいる。

県内所有別・地種別森林面積の割合（26年度末）
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(千ｈａ）

■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
いくことを目的に指定する保安林について、
「栃木県第１期保安林整備実施計画」に基づ
き指定した。
指定面積は、国有林、民有林ともに着実に

増加しており、27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３割）
となっている。

■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。
（27年度：９協定締結）

企業等による森林整備活動の様子１

企業等による森林整備活動の様子２
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４ みどりづくり活動の推進

◆指標の進捗状況

指標項目
23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値

達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

緑の相談所の利用者数（万人/年） 18.3 24.8 26.1 25.3 28.0 △
25.4

「緑の基本計画」策定市町数（市町） 15 15 15 15 20 ▲
15

県民1人当たりの都市公園面積（㎡） 13.7 13.7 13.8 13.7 13.8 ◎
※５ 13.9 －
※５ 現時点において把握できる最新の数値が26年度の値であるため、「26年度数値」欄の上段に26年度目標値を

記載し、達成度を評価している。

◆施策の実施状況

■緑の相談所の利用者数
都市における緑は、大気の浄化、騒音等公

害の緩和に寄与するとともに、住民に安らぎ
と憩いをもたらし、都市生活上欠くことので
きない重要な役割を担っている。
このため、都市緑化推進の重要性に鑑み、

県（５箇所）、宇都宮市及び足利市でそれぞ
れ「緑の相談所」を設置し、植栽樹種の設定、
植栽方法、病虫害防除等に関する相談、各種
緑化催し物の開催を行い、都市緑化意識の高
揚、植物知識の普及・啓発を図っている。

■「緑の基本計画」策定市町数
都市における緑地の適正な保全及び緑化の

推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施
するため、関係市町村の計画策定を推進して
いる。

宇都宮市 足利市 栃木市 鹿沼市

小山市 真岡市 下野市 上三川町

益子町 茂木町 市貝町 芳賀町

壬生町 野木町 那須町

以上15市町

緑の基本計画策定市町

（平成28年３月31日現在）

■県民1人当たりの都市公園面積
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。

みかも山公園（佐野市）

井頭公園（真岡市）

とちもりくん
元気な森づくりの日（10月16日）に生まれたよ！
大切なとちぎの森を県民のみなさんが守り育てて

いく笑顔と両手が「とち」の字にこめられている

んだよ。
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５ 良好な景観の保全と創造

◆指標の進捗状況

指標項目
23年度 24年度 25年度 26年度 ２７年 度目標値

達成度
数値 数値 数値 数値 ２ ７ 年 度 数 値

景観行政団体市町数（市町） ９ 10 10 11 16 ▲
11

◆施策の実施状況

■景観行政団体市町数
「栃木県景観条例」や「景観法」に基づく

地域の特性を生かした良好な景観形成を推進
している。
景観アドバイザーの派遣、景観に関する情

報提供等により、景観計画策定を促進した。
28年４月1日現在 景観行政団体：11市町
（うち景観計画策定：10市町）

景観計画策定市町（28年4月1日現在）

宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 日光市 小山市 那須塩原市

高根沢町 那須町 以上10市町
（さくら市：策定中）

トピックス ～平成2７年度の話題～

奥日光ラムサール条約湿地１０周年記念式典・シンポジウム

「奥日光の湿原」がラムサール条約湿地
登録から10周年を迎えたことを記念し、登
録日である11月８日に記念式典及びシンポ
ジウムを開催し、県内外から約200名が参加
しました。
午前中は希望者（25名）を募り、日光自

然博物館のガイドと歩くラムサール条約湿
地の自然観察会を実施し、参加者の皆様に、
「奥日光の湿原」に対する知識をより深め
ていただきました。
記念式典では、マロニエメイツのナレー

ションにより、10年間にわたる「奥日光の
湿原」の保全活動を紹介するスライドショ
ー上映と、中宮祠小学校の６年生から「奥
日光の湿原」を守り、次世代へ引き継いで
いく旨の「未来への誓い」の宣言があり、
会場からは大きな拍手が送られました。
記念式典後のシンポジウムで、「人と自

然の共生」をテーマに、環境保護活動家の
C.W.ニコル氏には、自らが取り組む日本の
森林再生事業や、豊かな森林が人々にもた
らす恵みについて、DVD映像やスライドを使
用し、ユーモアを交えながらわかりやすく
お話していただきました。
また、最後に行われたパネルディスカッ

ションでは、「奥日光における人と自然の
共生～残したい奥日光の生物多様性、伝え
たい奥日光の自然～」をテーマに、パネラ
ーの皆様が、それぞれの立場から奥日光の
状況等について活発な意見を交わしました。

保全活動スライドショー

小学生による「未来への誓い」
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１ 環境影響評価の推進

◆施策の実施状況

■「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

■環境影響評価の実施
27年度：準備書２件(真岡市、群馬県太田市)

２ 調査及び研究の実施

◆施策の実施状況

■保健環境センター
栃木県における微小粒子状物質（PM2.5）

の特性調査
堆肥化施設の臭気の発生抑制に関する調査
志渡渕川の水質汚濁機構解明調査
事業場排水、異常水質、大気汚染物質及び

廃棄物等に関する行政検査

■林業センター
皆伐施業の有効性の実証
花粉症対策品種の種苗生産に関する調査

研究
有害野生鳥獣の効果的捕獲技術に関する

研究

皆伐による森林資源の循環利用（那須町）

■農業試験場
適切な施肥量の診断技術と減化学農薬技術

の研究

■畜産酪農研究センター
畜産施設の臭気対策やバイオガスプラント

に関する研究

Ⅴ 共通的基盤的施策を展開する

栃木県環境影響評価（環境アセスメント）制度とは

環境に著しい影響を及ぼすおそれがある大規模な事業を実施しようとする者が、

その事業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、必要な措置を検討することにより、環境の保全について適正な配慮がなされ

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、県民等、市町村長、知事は環

境の保全の見地からの意見を述べることができます。
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３ 土地利用面からの環境配慮

◆施策の実施状況

■大規模開発事業に関する土地利用の事前
指導
27年度：受付13件

■大規模建築物の建築に関する事前指導
27年度：受付８件

４ 公害紛争処理等

◆施策の実施状況

■公害苦情処理
・県及び市町における公害苦情の受付

27年度：1,317件
・警察における公害苦情の受付

27年度：3,508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～27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）
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５ 工場・事業場対策の推進

◆施策の実施状況

■工場・事業場に対する誘導的措置
・環境保全資金の融資、講習会等の開催、環境保全巡回事業の実施

ちえモン

エコざる将軍 ＆ ちえモン

エコざる将軍

県庁舎15階の環境サテライトで、

エコざる将軍とちえモンと一緒に

環境問題が楽しく学べるよ！


