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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、ＣＯ２吸収機能など多面的機能を有して
おり、これ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・利用 

目 標 
◆絶滅のおそれのある種の保存
◆優れた自然や里地里山、山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存
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

◆施策の実施状況

■絶滅のおそれのある種の保全
ミヤコタナゴは日本の固有種であり、現

在では本県と千葉県のごく限られた地域に
のみ生息しているが、その生息地において
生息環境の保全を図るほか、水産試験場に
おいて、増殖等を行っている。 
 また、希少種保全の理解を図るため、ホ
ームページ上で希少種の分布情報や写真等
を分かりやすく検索・閲覧できるサイト「レ
ッドデータとちぎウェブ」を運用している。 

ミヤコタナゴとマツカサガイ

■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、平成30（2018）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。 

 III 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） 

「レッドデータブックとちぎ」における動物・植物・

菌類のリスト掲載数 

ブック2005版
との差

46 41 - 5

878 1,025 + 147

216 299 + 83

265 304 + 39

397 422 + 25

86 137 + 51

12 10 - 2

260 323 + 63

1,282 1,536 + 254

　要注目

　合計

カテゴリー区分

ブック2018版

絶滅危惧Ⅰ類（Ａランク）

ブック2005版

　絶滅

絶滅危惧Ⅱ類（Ｂランク）

準絶滅危惧（Ｃランク）

　絶滅危惧種

　情報不足

　絶滅のおそれのある地域個体群
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県内の自然公園 

■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でいる。 

■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ている。 
外来種の生息・生育状況に関する情報収

集を実施している。 

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
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。平成30（2018）年度は、姿川（宇
都宮市）、武名瀬川（上三川町）等21河川、
１渓流で実施した。 

周辺環境と調和した整備事例 江川（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
した里山林が増加している。 
 このため、平成30（2018）年度は県内約 
570haについて、自治会やＮＰＯ等と連携し
て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、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479地区の41,854ha
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、土地利用型園芸など収益性の
高い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や負荷を
軽減するため、平成30（2018）年度は下田
原北部地区（宇都宮市）など計７地区37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 

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

◆施策の実施状況

■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、平成30 
（2018）年度現在約19万haである。内訳は、
国有林が59％（国有林面積の約9割）、民有
林が41％（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。 
（平成30（2018）年度：10協定締結（７企業等）） 

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、平成30（2018）年３月末にお
いて、2,203箇所2,774.14ha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14.5㎡が確保され、全国平均
の10.5㎡を大きく上回る整備水準となって
いる。 

日光田母沢御用邸記念公園（日光市）

３ 野生鳥獣の適切な管理の推進 

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）

◆施策の実施状況

■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 
26年度

(2014) 

27年度

(2015) 

28年度

(2016) 

29年度 

(2017) 

30年度 

(2018) 

ニホンジカ 37,288 44,802 46,033 37,965 29,004 

イノシシ 156,274 176,901 154,146 143,813 128,141 

ツキノワグマ 11,453 5,163 8,195 12,155 3,976 

ニホンザル 32,158 31,907 35,350 24,173 18,561 

61 64 67 80

100 101 104
115
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S58(1983) H5(1993) H15(2003) H30(2018)

国有保安林

民有保安林

千ha 



12

■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、市町等と連携して、生息数の半減に向
け、捕獲を強力に推進している。 

■対策推進体制の整備
 庁内に知事を本部長とする「栃木県鳥獣
被害対策本部」を設置するとともに、県内
５つの地域で市町、県、関係機関・団体で
構成する「地域鳥獣被害対策連絡会議」を
設置し、両者が連携して地域の実情を踏ま
えた対策を推進している。 

■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 
26年度

(2014) 

27年度

(2015) 

28年度

(2016) 

29年度 

(2017) 

30年度 

(2018) 

網猟 2 9 7 6 6 

わな猟 176 313 194 219 190 

第一種銃猟 70 87 87 100 89 

第二種銃猟 3 5 9 2 3 

 合 計 251 414 297 327 288 

■環境整備・防護対策の推進
 鳥獣対策の専門家である鳥獣管理士を活
用し、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護対策など、
地域ぐるみの総合的な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

トピックス ベルギー王国大使館別荘特別公開

平成30(2018)年６月に、ベルギー王国大
使館別荘の建築90周年を記念し、初の特別
公開を、駐日ベルギー王国大使館と県の共
催で実施しました。 
 ベルギー王国大使館別荘は、昭和３ 
（1928）年に、大倉財閥の大倉喜八郎男爵
から、ベルギー王国に寄贈され、現在も現
役で使用されています。 

特別公開は、６月２日から25日までの土
・日・月曜日に実施し、連日多くの観光客
でにぎわいました。計12日間の公開で、延
べ１万人を超える方々にご来場いただき
ました。

特別公開に合わせ、県有施設との連携事
業「国際避暑地日光 皇室・大使の別荘め 
ぐり」を実施しました。県有の英国大使館 
別荘記念公園・イタリア大使館別荘記念公園・中禅寺湖畔ボートハウス・日光田母沢御用邸記念公
園の４館に、ベルギー王国大使館別荘を加えた５館をめぐるスタンプラリーや、ＪＲ東日本・東武
鉄道が共催するハイキングイベント等、様々なイベントを行いました。 

イベントを通じ、多くの方々に国際避暑地・日光の魅力に触れていただくことができました。

ベルギー王国大使館別荘(外観)



13

１ 環境を守り、育て、活かす人材の育成 

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

◆施策の実施状況

■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。 

（平成30（2018）年度末：40クラブ、3,375人） 

こどもエコクラブ全国フェスティバル 

（東京都：国立オリンピック記念青少年総合センター） 

■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。

戦場ヶ原ガイドウォーク（日光市） 

■環境保全団体との連携・協力
とちの環県民会議その他環境団体との連

携･協力により、各種普及啓発活動を推進し
た。

■とちぎ森づくりサポーターの活用
身近な里山林等における森づくり活動の

促進を図るため、とちぎ森づくりサポータ
ーと担い手が不足する森づくり団体とのマ
ッチングの支援を行った。 

里山林の保全活動（真岡市） 

■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：県庁東館４階講堂） 

■環境学習出前授業
県内小学校で廃棄物が資源として再び生

まれ変わる様子や廃棄物処理施設の役割等
について学ぶ出前授業を行った。 

「学ぼう！ごみを処理する施設」の様子（那須塩原市） 

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 

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

◆施策の実施状況

■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自動
車メーカー等との協力等を実施した。

・ＥＶ及びＦＣＶ展示会の開催（１回）
・ＦＣＶ試乗会の開催（２回）
・水素社会実現に向けた講演会の開催
・日光ＥＶ推進連携会議の開催
・ＥＶを活用した福祉施設における運用
・ＥＶから農業用施設への電力供給
・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の開催

■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

（平成30（2018）年度末：140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

トピックス ごみ処理施設見学コンシェルジュ事業

日常生活を営み事業活動を行う限り廃棄物は必ず発生し、廃棄物処理施設は、その処理のために

必要なインフラですが、一方、その設置等に当たっては、依然として「迷惑施設」と捉えられてし

まうことがあります。 

県では、処理施設の必要性や安全性等について県民等の理解促進を図るため、平成30（2018）年

度から新たに、県民の皆様に処

理施設を直接見学していいただ

く「ごみ処理施設見学コンシェ

ルジュ事業」を始めました。

この事業では、県が、県民の

皆様や県内に所在する事業所・

団体などの見学希望に合わせ

て、見学先の提案や調整、見学

先でのエスコートを行っていま

す。 

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） 

ＥＶ及びＦＣＶの展示会 

（県民の日記念イベント） 

見学の様子 
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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

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）

◆施策の実施状況

■中山間地域スマートコミュニティ導入支援
事業の支援を行ってきた市町や事業者との

意見交換会や普及啓発を実施した。 

■エネルギー産業立地促進補助金の運用
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、  
ＣＯ２の排出量削減に寄与する事業や木質バ
イオマス発電事業への支援を実施した。

４ 放射性物質に係る取組の推進 

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）

◆施策の実施状況

■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30（2018）年度は、県保健環境セン
ター（宇都宮市）において、0.040μSv/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30（2018）年度は、約960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30（2018）年度は、農産物654検体、
畜産物42,962検体、水産物191検体、特用林
産物944検体の検査を行った。 

５ 環境影響評価の推進等 

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

◆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

■環境影響評価の実施 平成30（2018）年度：事後報告書等２件 

ゲルマニウム半導体検出器
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（2）調査及び研究の実施
■保健環境センター
・栃木県における微小粒子状物質
（PM2.5）の成分及び高濃度化要因の解
析 

・新環境基準項目（底層DO等）のモニタ
リング手法及び評価手法の構築に関す
る研究

・堆肥化施設の臭気の発生抑制に関する調
査

・有害大気汚染物質モニタリング調査
・事業場排水及び最終処分場の浸透水等

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
・コンテナを用いた少花粉スギの生産技

術の確立に関する調査研究
・ポット試験によるカリウム等施用量の適

正化
・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

コンテナを用いた少花粉スギの

生産技術の確立に関する研究

（セルトレイからコンテナへの移植）

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）

■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方
法の確立

■畜産酪農研究センター
・養豚排水における硝酸性窒素等の低減

技術に関する研究
・メタン発酵プラントの有効性・実用性

に関する研究
・畜産における総合的臭気管理手法に関

する研究

（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

平成30（2018）年度：1,563件 
・警察における公害苦情の受付

平成30（2018）：4,616件 

■公害紛争処理
・栃木県公害審査会への調停申請受付

S45（1970）年度～H30（2018）年度
：19件 

公害の種類別苦情受付件数の推移 

（県・市町受付分） 


