
○　計画策定の背景
　　県では、平成 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するなど、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「地球と人にやさしい“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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○　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、学校や地域で環境学習に参加する機会は

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（25 年度：61 クラブ、4,578 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（25 年度：139 校）、及び一般県
　　民を対象とした出前講座（25 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・登録及び市町等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
　・緑の少年団の育成（25 年度：187 団、39,831 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

　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

緑の少年団等の交流体験活動（とちぎ森の子サミット）
（宇都宮市　環境学習センター）

環境学習支援事業による出前授業
（矢板市立安沢小学校）
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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。

１ 自ら学び、自ら行動する“人づくり”

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

状 況
○ 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。

対 策
○ 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（25年度：61クラブ、4,578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（25年度：139校）、及び

一般県民を対象とした出前講座（25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・登録及び市町等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
・緑の少年団の育成（25年度：187団、39,831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

とちぎ森の子サミット（緑の少年団等の交流体験活動）
（宇都宮市 環境学習センター）

環境学習支援事業による出前授業
（矢板市立安沢小学校）

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～～

2



○　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・省エネ等の温暖化対策として、「“とちぎ発”ストップ温暖化アクション」を展開（県

民参加型アクション（7 月～ 9 月）参加報告件数：約 1 万 8 千件、グループ参加型アクション（6 月～
2 月）実施団体：5 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（25年度：自然観察会等の参加者数　18,123人）
　・「エコ・もりフェア2013」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 25 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

○　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。

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

自然観察会（日光市） エコ・もりフェア2013
（宇都宮市　栃木県子ども総合科学館）

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

協働による“ネットワークづくり”３

状　況
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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

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（県民参加型アクション（7月～9月）参加報告件数：約1万8千件、グループ参加型アクシ
ョン（6月～2月）実施団体：5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（25年度：自然観察会等の参加者数 18,123人）
・「エコ・もりフェア2013」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。

エコ・もりフェア2013
（宇都宮市 栃木県子ども総合科学館）

自然観察会（日光市）
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○　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」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

○　東日本大震災等に伴う電力需給のひっ迫により、エネルギー供給源の多様化と自給率の向上が急務となっ
ており、再生可能エネルギーの飛躍的拡大と省エネルギー対策の積極的な推進が必要であることから、利用
可能量が多い太陽光や小水力、バイオマス、温泉熱等の普及拡大に重点的に取り組むこととしている。

○　また、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 1.2％削減（排出量約 1,878 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、簡易推計値で、約 1,930 万ｔ - ＣＯ２であり、一般電気事業者のＣＯ２排出係
数の上昇により基準年比 1.5％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。

○　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（25 年度末現在 107 名）
　・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（25 年度認証件数：10 件）　

対　策

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）

　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導入推進

Ⅱ　かけがえのない地球を守る　～低炭素社会の構築～

状　況

対　策 （注）★を付した事項は、25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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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

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。

１ 地球温暖化対策の推進
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導入推進

状 況
○ 東日本大震災等に伴う電力需給のひっ迫により、エネルギー供給源の多様化と自給率の向上が急

務となっており、再生可能エネルギーの飛躍的拡大と省エネルギー対策の積極的な推進が必要であ
ることから、利用可能量が多い太陽光や小水力、バイオマス、温泉熱の普及拡大に重点的に取り組
むこととしている。

○ また、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1.2％削減（排出量約1,878万ｔ-ＣＯ２）を目標としており、2
4年度の本県の温室効果ガス総排出量は、速報値では、約（集計中）万ｔ-ＣＯ２で、基準年比（集
計中）％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。

対 策 （注）★を付した事項は、25年度の新規事業である。
○ 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（25年度末現在107名）
・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（25年度認証件数：10件）

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）

Ⅱ かけがえのない地球を守る ～低炭素社会の構築～Ⅱ かけがえのない地球を守る ～低炭素社会の構築～
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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自動車の率先導入（25 年度　16 台導入、累計 149 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
　　　　25 年度末：急速充電スタンド  54 基
　　　　　　　　　  普通充電スタンド 131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
　　（25 年度 : 補助 4,430 件、融資 30 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
　　　事業化決定　　８箇所（累計　22箇所）
　　　事業化協議中　５箇所（累計　12箇所）
　・県有施設の太陽光発電「屋根貸し」事業
　　　公募を２回実施し 38 施設について事業者決定
　　　24 年度に事業者決定した４施設で発電開始
　★河川における水力発電の導入促進のため、有望地点を調査・公表し、

県のサポート事業者を決定
　・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
○　二酸化炭素吸収源対策の推進
　・｢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、市町等の実施する公共施設等の木造・木質化の支

援
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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

太陽光発電システム
（農業試験場）

県産材を利用した公共施設
（塩谷町　尚仁沢湧水遊歩道）

間伐材を利用した学習用机・椅子
（宇都宮市錦小学校）
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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自動車の率先導入（25年度 16台導入、累計149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
25年度末：急速充電スタンド 54基

普通充電スタンド131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

（25年度:補助4,430件、融資30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
事業化決定 ８箇所（累計 22箇所）
事業化協議中 ５箇所（累計 12箇所）

・県有施設の太陽光発電「屋根貸し」事業
公募を２回実施し38施設について事業者決定
24年度に事業者決定した４施設で発電開始

★河川における水力発電の導入促進のため、有望地点を
調査・公表し、県のサポート事業者を決定

・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

○ 二酸化炭素吸収源対策の推進
・｢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、市町等の実施する公共施設等の木造・木
質化の支援

県産材を利用した公共施設
（塩谷町 尚仁沢湧水遊歩道）

間伐材を利用した学習用机・椅子
（宇都宮市錦小学校）

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。
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○　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。

○　25 年度末現在、ISO14001 の認証取得事業者数は 389、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 141 と伸びており、環境マネジメントに取り組む事業者が増加している。

○　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研究部会・研究会の実施
　・環境産業の技術動向や技術課題に関する講演会の実施
　・環境関連大手企業との技術や製品のマッチングの実施
○　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

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

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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○ 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。

○ 25年度末現在、ISO14001の認証取得事業者数は389、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141と伸びており、環境マネジメントに取り組む事業者が増加している。

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研究部会・研究会の実施
・環境産業の技術動向や技術課題に関する講演会の実施
・環境関連大手企業との技術や製品のマッチングの実施

○ 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

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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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

状 況
○ 県内全体の大気環境の状況は、概ね良好である。
○ 環境基準が定められている11物質のうち光化学オキシ

ダント及び微小粒子状物質以外の９物質については、す
べての測定局で長期的評価による環境基準を達成した。

○ 光化学オキシダントは全国的にも環境基準の達成率は
低い状況にあり、本県ではすべての測定局で環境基準を
達成していない。

○ 光化学スモッグの注意報発令日数は４日で、目や喉の
痛みを訴える健康被害は１件であった。

○浮遊粒子状物質 ○二酸化窒素
大気中に長時間浮遊し、気道や肺に害を与えます。 物が燃焼する際に、空気中及び燃料中の窒素から発

生し、肺に害を与えます。

光化学スモッグの仕組み
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光化学スモッグ注意報発令日数及び被害者数の経年変化

年度

発
令

日
数
（日

）

被
害

者
数
(人

）

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。

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～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～
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