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第３項 土壌環境・地盤環境の保全

1 土壌環境・地盤環境の状況

（1）土壌環境の状況

ア　環境基準等
土壌の汚染に係る環境基準は、「環境基本法」により、土壌が有する「水質を浄化し地下水をかん養

する機能」及び「食料を生産する機能」の観点から、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等27項目が定められている。また、12年１月に施行された
「ダイオキシン類対策特別措置法」により、ダイオキシン類について環境基準が定められている。
また、15年２月施行の「土壌汚染対策法」により、人の健康を保護するため、汚染土壌の除去等の措

置が必要とされる基準としてカドミウム等25項目が定められた。
農用地の土壌汚染については、農用地の土壌環境を保全する観点から、「農用地の土壌の汚染防止等

に関する法律」により、カドミウム、銅及びひ素の特定有害物質について基準が定められているほか、
土壌中の重金属等の蓄積による作物の生育への影響を防止するため、農用地表層土壌を対象にした亜鉛
を指標とする管理基準値が定められている。

イ　土壌環境の現況
（ア）市街地等

県内農用地を除く土壌環境の状況を把握するため、11年度から14年度にかけて土壌環境保全実態調
査を実施した。その結果、調査項目（カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀（アルキル水銀）、
セレン）はすべて基準値以内であり、土壌汚染は見られなかった。

（イ）農用地
県内農用地の土壌環境の状況を把握するため、16年度から19年度にかけて県内を４ブロックに分け、

「土壌機能モニタリング調査」を実施した。
その結果、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」で定められている特定有害物質（銅及びひ

素）は基準値以内であり、土壌汚染は見られなかった。

（2）地盤環境の状況

ア　地盤沈下の経緯
関東平野における地盤沈下は、かつて、関東南部地域において著しい状況にあった。近年、関東南部

地域は沈静化したものの、関東北部地域において、地盤沈下が進行している状況にある。
本県においては、昭和50年に国が精密水準測量を実施した結果、野木町及び小山市の一部の水準点が

最大で約15cm（昭和42年９月から昭和50年１月までの７年４か月間）沈下していることが初めて確認
された。
県では昭和51年度から精密水準測量を、昭和53年度から地下水位計及び地盤沈下計による観測を開始

している。
その後、測量対象地域を拡大するとともに、地下水位と地盤変動を観測するための地盤沈下観測所の

拡充に努めてきた。
22年度においては、精密水準測量を県央以南平野部10市町に設置してある水準点164点、路線延長

387kmについて実施した。（足利市、栃木市、佐野市、小山市、真岡市、下野市、上三川町、壬生町、
野木町、岩舟町）また、地盤沈下観測を県央以南平野部８市町に設置してある16観測所においてそれぞ
れ実施した。
なお、野木町丸林においては、８年度の地盤沈下量が全国１位となる6.98cmを記録したものの、近年

は比較的安定傾向を示している。



イ　地盤沈下の現況
県南地域の平野部は、沖積層や洪積層が厚く、地下水を過剰に揚水すると地盤沈下が起こりやすい地

質となっている。
22年度は、野木町において年間２cmを超える沈下が観測された。（表２－３－34、表２－３－35）
なお、22年度の最大年間沈下量は野木町南赤塚の2.51cmであった。
年間の状況を見ると、県南地域の多くの観測井では地下水位は夏季に低下し、秋季から冬季にかけて

回復する傾向にある。また、地盤は一般的に夏季の地下水位低下に伴い収縮するが、水位が回復しても、
完全には回復しない傾向が見られる。
沈下量及び年間２cm以上沈下している地域の面積等を経年的に見ると、降水量との関連がみられ、

渇水であった年（２年、４年、６年、８年）には、沈下量及び沈下面積ともに大きくなっている。（表
２－３－36、図２－３－30）
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表２－３－34 県南地域代表市町の最大年間沈下地点とその沈下量（22.1.1～23.1.1）

表２－３－35 県南地域代表市町の最大累積沈下地点とその沈下量（昭52.1.1～23.1.1)

表２－３－36 地盤沈下した地域の面積の推移
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図２－３－30 県南地域代表市町の最大累積沈下水準点の沈下量の推移

図２－３－31 栃木県地盤変動等量線図

注）佐野市内で11年度まで最大累積沈下量（14.81cm）を記録していた高山町131の水準点は、周辺工事により設置し直した
ため、船津川町のデータを示した。
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2 土壌環境・地盤環境保全対策

（1）土壌汚染対策の推進

ア　土壌汚染対策
15年２月施行の「土壌汚染対策法」に基づき、工場･事業場等における特定有害物質（カドミウム等

25物質）による土壌汚染の対策を推進している。
22年度は新たに同法に基づき要措置区域として３件（栃木市１件、鹿沼市２件）及び形質変更時要届

出区域として２件（栃木市、鹿沼市各１件）の指定を行ない、汚染への対応について指導している。
（表２－３－37）
本法は21年４月に改正され、届出対象の拡大や汚染土壌処理業に関する許可制度が導入された。この

許可制度の導入に伴い、21年10月に「栃木県汚染土壌処理に関する指導要綱」を制定し、汚染土壌処理
業者等に対して、汚染土壌の適正な処理、処分について指導している。
また、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、特定有害物質を取り扱う特定事業場に対

して土壌汚染未然防止のための施設の構造や管理の基準の遵守について指導を行っている。

イ　土砂等適正処理事業
11年４月施行の「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に

基づき、県内における土砂等の埋立ての適正処理を推進している。

（2）地盤沈下防止対策の推進

ア　経　過
国は地盤沈下防止の総合的な対策を講じるため、３年に県南部地域（9市町）を含む関東平野北部を

対象にした「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」を策定した。
同要綱において、本県の対象地域は、次のように区分されている。

（ア）保全地域（地下水採取に係る目標量を設定し、その達成のための措置を講じる地域）
栃木市（旧藤岡町）、小山市の一部（南部）、野木町

（イ）観測地域（観測及び調査等に関する措置を講じる地域）
足利市、栃木市（旧大平町）、佐野市（旧佐野市）、小山市の一部（北部）、真岡市、下野市、上三

川町、岩舟町
県では、５年に「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」を策定し地下水利用者への地

下水の適切な利用を促すとともに、観測体制の整備を図りながら地盤沈下防止対策の推進に努めてい
る。

イ　地盤沈下防止対策の推進
（ア）テレメータシステムによる観測

地盤沈下が懸念される栃木市（旧藤岡町）・小山市・野木町において、迅速な対策を図るため、地
下水位及び地盤沈下の状況をテレメータシステムによりリアルタイムで観測している。

表２－３－37 土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の件数



テレメータを設置している観測所は、小山大谷、野木、藤岡遊水池、野木原、小山若木の５か所で、
このうち、小山大谷、野木及び藤岡遊水池の観測所において観測した地下水位が対策水位（点検水
位・節水水位）を超えた場合、「栃木市・小山市・野木町地盤沈下防止連絡協議会（11年３月設立）」
の地下水利用者に対し、点検要請・節水要請を行っている。
（図２－３－32）
22年度は、地下水位が点検水位及び節水水位を下回ることはなかった。

（イ）「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」による指導
県では、地下水を将来にわたり有効かつ適切に利用するため、「栃木県地下水揚水施設に係る指導

等に関する要綱」に基づき、県内全域を３地域に区分し、揚水機の規模に応じて届出させ、地下水の
採取量、揚水機の規模など、適正な施設となるよう指導している。
特に、同要綱のＡ地域（※）においては、大規模地下水採取者に対して、事前協議制度により、節

水や代替水源への転換等の指導を行っている。
※Ａ地域は次の６市町
足利市、佐野市（旧佐野市に限る。）、小山市、栃木市（旧大平町、旧藤岡町に限る。）、岩舟町、
野木町
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図２－３－32 地盤沈下の情報提供のフロー（概要）
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第４項 騒音・振動・悪臭の防止

1 騒音・振動・悪臭の状況

（1）騒音の状況

ア　環境基準
騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに定められており、道路交通騒音が支配的な

音源である地域（Ａ及びＢ類型については２車線以上の車線を有する道路に面する地域、Ｃ類型につい
ては車線を有する道路に面する地域）については「道路に面する地域」の環境基準として､｢一般地域
（道路に面する地域以外の地域）」の環境基準とは別個に定められている。更に、「道路に面する地域」
のうち「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、特例として基準値が別途定められている。
類型指定は、「都市計画法」に基づく用途地域の区分にしたがって、工業専用地域を除く県内全域を
Ａ・Ｂ・Ｃ類型のいずれかにあてはめている。なお、特に静穏を要する地域であるAA類型を指定した
地域は県内にはない。（表２－３－38）
なお、環境基準の達成状況は、一般地域（道路に面する地域以外の地域）については、原則として一

定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価し、道路に面する地域につい
ては、原則として一定の地域ごとに当該地域内のすべての住居等のうち環境基準値を超過する戸数及び
超過する割合を把握することにより評価することとされている。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、東北新幹線沿線市町の一部地域について類型指定を行っている。

航空機騒音に係る環境基準の類型指定は行っていない。（表２－３－39、表２－３－40）

表２－３－38 騒音に係る環境基準



イ　環境基準の達成状況
（ア）一般地域（道路に面する地域以外の地域）

22年度は、８市１町（宇都宮市を含む。）が一般地域（道路に面する地域以外の地域）の県内30地
点について測定したところ、昼夜ともに環境基準を達成したのは25地点（83.3％）であった。（表２－
３－41）

（イ）道路に面する地域
道路に面する地域の環境基準達成状況は、12年４月から地域内のすべての住居等のうち基準値を超

過する戸数及びその割合を把握する、いわゆる「面的評価」により評価している。22年度は、「騒音
規制法｣第18条に基づく自動車騒音の常時監視を、県が宇都宮市、足利市及び小山市を除く県内の721
区間、道路延長2,590.0kmについて、宇都宮市が市内の125区間、道路延長365.9kmについて、足利市
が市内54区間、道路延長136.6kmについて、小山市が市内60区間、道路延長148.8kmについて実施し
たところ、環境基準の達成率は93.6％であった。（表２－３－42）
なお、22年度に県及び９市１町（宇都宮市を含む。）が実施した道路沿道における測定結果を示す。

（表２－３－43）
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表２－３－39 新幹線鉄道騒音に係る環境基準

表２－３－40 航空機騒音に係る環境基準

表２－３－41 一般地域（道路に面する地域以外の地域）の環境基準達成状況（22年度）
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（ウ）新幹線鉄道騒音
22年度は、県及び沿線市町が軌道中心から25ｍ離れた15地点で調査したところ、その結果は69～76

デシベルの範囲であり、環境基準を達成していた地点は１地点であった。
なお、東日本旅客鉄道㈱において、当面の対策としてピーク騒音レベルを75デシベル以下とする対

策（いわゆる「75デシベル対策」）を講じているところであるが、測定地点15地点のうち２地点
（13.3％）で75デシベルを超過していた。

（エ）航空機騒音
22年度は、宇都宮市が陸上自衛隊航空学校宇都宮校周辺の12地点で航空機騒音の状況を把握するた

めの調査をしたところ、59.6～71.0 WECPNLの範囲であった。

（2）振動の状況

ア　環境上の振動の限度等
（ア）道路交通振動

道路交通振動の限度は、「振動規制法」に基づき区域及び時間の区分ごとに定められており、これ
を超えた場合で道路の周辺の生活環境が著しく損なわれるときは、道路管理者に対し、道路交通振動
の防止のための舗装等の措置をとるべきこと、または県公安委員会に対し、「道路交通法」の規定に
基づく交通規制等の措置をとるべきことを要請することになっている。

（イ）新幹線鉄道対策に係る指針
新幹線鉄道の列車走行時に発生する振動については、｢環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対

策について（勧告)」に基づき、振動レベルが70デシベルを超える地域について、防止対策を講ずる
ことになっている。

イ　振動の現況
（ア）道路交通振動

22年度は、５市が国道・県道等沿道の県内15地点で測定したところ､「振動規制法」に基づく道路
交通振動の要請限度を超える地点はなかった。

表２－３－42 道路に面する地域の環境基準達成状況（面的評価）（22年度）

表２－３－43 道路沿道における測定結果



（イ）新幹線鉄道振動
22年度は、県及び沿線市町が軌道中心から25ｍの7地点で調査したところ､その結果は48～64デシベ

ルの範囲であり、指針値70デシベルを超える地点はなかった。

（3）悪臭の状況

悪臭は、人の感覚や生活環境に左右されるいわゆる感覚公害である。市街地の拡大による住居と工場等の
接近化、生活水準の向上とともに高まっている生活環境の質的向上に対する欲求等により、これまで容認さ
れてきたにおいが悪臭と感じられるようになってきている。
22年度における悪臭苦情は186件（21年度232件）であり、公害苦情全体の10.8％（21年度13.2％）であっ

た。

2 騒音・振動・悪臭防止対策　

（1）工場等騒音・振動対策の推進

ア　「騒音規制法」・「振動規制法」に基づく規制
「騒音規制法」・「振動規制法」では、特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業から発生

する騒音・振動について、地域を指定して規制を行っている。

イ　「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく規制
「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、「騒音規制法」・「振動規制法」で規制されている

地域以外における工場・事業場及び特定建設作業から発生する騒音・振動について規制を行っている。
このため、法と条例により県内全域が規制の対象となっている。

ウ　工場・事業場対策の推進
騒音・振動に係る規制の事務は、市町村長の事務として、実態に即したきめ細かな指導が行われ、騒

音・振動公害の未然防止を図っている。
中小企業者等には、騒音・振動防止施設の設置・改善のために融資制度による支援を行っている。

（2）交通騒音・振動防止対策の推進

ア　自動車騒音・振動防止対策
道路交通騒音を低減するため、効果の高い高機能舗装の整備・延長に努めている。
高速自動車道については、関係県と連携し、東日本高速道路㈱に対して騒音の低減対策等を要請して

いる。

イ　新幹線鉄道騒音・振動防止対策
東日本旅客鉄道㈱では、18年度から21年度にかけて「第４次75デシベル対策」として住宅集合地域等

のうち75デシベルを超える地点について対策を講じており、22年度に県が対策地点10箇所について調査
を実施したところ、全ての地点で75デシベルを達成した。なお、環境基準は、５地点で達成した。
県では、環境基準達成に向け、沿線の市町と構成する「栃木県新幹線公害対策連絡会議」で東日本旅

客鉄道㈱に対して騒音の低減対策を要請している。
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（3）近隣騒音対策の推進

ア　拡声機騒音対策
「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、県内全域を対象として、商業宣伝を目的とする拡声

機の使用を制限している。「騒音規制法」に基づく区域及び区域外の地域ごとに拡声機の音量の基準を
定め、拡声機の使用時間及び使用方法について遵守事項を定めている。また、航空機による拡声機を用
いた商業宣伝は、県内全域において禁止としている。

イ　深夜営業騒音対策
「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、県内全域を対象として、飲食店や娯楽場等の深夜

（午後10時～翌日午前６時）営業騒音について、「騒音規制法」に基づく区域及び区域外の地域ごとに音
量の遵守基準を定めている。また、深夜における騒音の防止を図る必要がある地域を定め、飲食店等に
おいて音響機器の使用を禁止している（ただし、音響機器から発生する音が外部に漏れない場合を除
く。）。

ウ　日常生活等騒音・振動対策
「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、県内全域を対象として、『日常生活又は事業活動に

伴って発生する騒音又は振動により、周辺の生活環境を損なうことのないように努める』との努力規定
を定めている。

（4）悪臭対策の推進

ア　「悪臭防止法」に基づく規制
工場・事業場における事業活動に伴って発生するにおいに対しては、「悪臭防止法」により規定され

たアンモニア、硫化水素等22の特定悪臭物質について、地域を指定して規制を行っている。

イ　「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく規制
「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、特に悪臭が発生する養豚・養鶏施設等８施設を特定

施設として定め、県内全域を対象とする届出制とし、施設の種類ごとに規制基準（管理上の基準）を定
めている。
また、県内全域のすべての工場・事業場を対象とした、悪臭を施設の外部へ漏れにくくするための遵

守事項（管理上の基準）を定めている。

ウ　嗅覚測定法（三点比較式臭袋法）による指導
「悪臭防止法」に基づく特定悪臭物質による規制は、機器を用いて特定悪臭物質ごとの濃度を測定す

る方法により悪臭を規制しているため、低濃度多成分による複合臭気への対応が困難である。そこで、
「悪臭防止法」が一部改正され、８年から従来の機器を用いた測定方法と、ヒトの嗅覚を用いた測定法
（嗅覚測定法に基づく臭気指数規制）のいずれかを採用できることとなった。県では、嗅覚測定法の積
極的な導入を図るため、市町に対してその普及啓発を行っている。
また、法の改正に先駆け、悪臭防止に係る行政指導の効果的な推進を図るため、嗅覚測定法（三点比

較式臭袋法）を用いた「官能試験法による栃木県悪臭防止対策指導要綱」を定め、県内全域を対象とし
て、指導等を実施している。

エ　工場等に対する指導等
悪臭に係る規制の事務は、市町村長の事務として、実態に即したきめ細かな指導が行われ、悪臭公害

の未然防止を図っている。
中小企業者等には、悪臭防止施設の設置・改善のために融資制度による支援を行っている。
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第５項 化学物質対策の推進

1 ダイオキシン類対策

（1）環境基準等

ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」により、人の健康を保護する上で
維持されることが望ましい基準として定められている。（表２－３－44）
また、同法において、ヒトが生涯にわたって摂取し続けても許容される摂取量（ＴＤＩ）は、１日当たり

の摂取量として､体重１㎏当たり４pg-TEQと定められている。

（2）環境汚染の現況

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、大気、水質、水底の底質及び土壌の汚染の状況について、
常時監視を行っている。
22年度においては、大気13地点、水質（河川・地下水）75地点、水底の底質23地点及び土壌（一般環境）

26地点でダイオキシン類の測定を行った。（表２－３－45）

ア　大気
22年度は、一般環境９地点、固定発生源周辺４地点の合計13地点で、年４回１週間の採取によるモニ

タリング調査を実施した。各調査地点の年平均値は、0.016～0.13pg-TEQ/m3であり、全ての調査地点で
環境基準（0.6pg-TEQ/m3以下）を達成した。
過去10年間の経年変化を見ると、一般環境、固定発生源周辺とも減少傾向にある。（図２－３－33）

表２－３－44 ダイオキシン類に係る環境基準

表２－３－45 ダイオキシン類に係る常時監視結果（22年度）



イ　水質
（ア）河川

22年度は、39地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.040～0.88pg-TEQ/rであり､
全ての調査地点で環境基準（１pg-TEQ/r以下）を達成した。

（イ）地下水
22年度は、36地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.037～0.060pg-TEQ/rであり、

全ての調査地点で環境基準（１pg-TEQ/r以下）を達成した。

ウ　水底の底質
22年度は、河川23地点において底質の調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.13～43pg-TEQ/gで

あり､全ての調査地点で環境基準（150pg-TEQ/g以下）を達成した。

エ　土壌
22年度は、一般環境26地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は0.048～19pg-TEQ/gであり、
全ての調査地点で環境基準（1,000pg-TEQ/g以下）を達成した。

（3）工場・事業場対策の推進

ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、常時監視と並行して「ダイオキシン類対策特別措置法」
に基づく工場・事業場への立入検査を実施している。

ア　規制基準
同法に基づく特定施設について、その種類ごとに規制基準が定められている。

イ　特定施設の届出状況
同法に基づく特定施設の届出状況は、表２－３－46に示すとおりである。
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図２－３－33 ダイオキシン類濃度の推移（年平均値）

表２－３－46 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設数（23年3月31日現在）



ウ　立入検査状況
22年度は、延べ79工場・事業場（県76、宇都宮市３）について立入検査を行い、ダイオキシン類の排

出削減等について指導を行った。（表２－３－47）
「ダイオキシン類対策特別措置法」第34条第１項において、都道府県知事は、特定施設を検査できる

（行政分析）としている。
22年度は、延べ23工場・事業場（県20、宇都宮市３）について行政分析を行い、その結果、基準不適

合施設はなかった。（表２－３－48）

エ　事業者の自主測定結果
「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、特定施設の設置者は毎年１回以上自主分析を行い、県

（宇都宮市）に報告することが義務付けられている。
22年度の自主測定結果の報告状況は、22年４月１日～23年３月31日の間に設置されていた施設（この

間に廃止された施設も含む｡）のうち、大気関係対象310施設（宇都宮市27）に対し216施設（宇都宮市
21）、水質関係対象９事業場（宇都宮市分２）に対し４施設（宇都宮市２）の報告があった。
22年度の報告結果については、排出基準超過施設が１件あり、改善対策を指導した。（表２－３－49）
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表２－３－47  立入検査実施数（22年度）

表２－３－48 行政分析結果（22年度）



オ　ダイオキシン類削減対策
栃木県環境保全資金の融資対象に産業廃棄物処理施設を追加して、処理業者が設置する焼却施設の改

造等を支援している。
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表２－３－49 ダイオキシン類自主測定結果の報告状況（22年度）
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2 化学物質管理対策

（1）背　景

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的
として、11年７月に「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）が公布された。
本法で定められたＰＲＴＲ制度では、政令で定める354種類の化学物質（第一種指定化学物質）を取り扱

い、かつ、政令で定める届出要件（業種、従業員数、取扱量）を満たす事業者は、１年間にどのような物質
をどれだけ環境中へ排出したか、あるいは廃棄物としてどれだけ移動したかを県を経由し国へ報告すること
となっている。
国はそれを集計し、家庭や農地、自動車などから排出される化学物質の量を推計し、合わせて公表するこ

ととなっている。
この制度により、事業者が、自らが排出している化学物質の量を把握することによって、化学物質排出量

の削減への自主的な取組が促進されることが期待される。
また、ＰＲＴＲデータを利用して、県民、事業者、行政が、化学物質の排出の現状や対策の内容等につい

て、話し合いながら協力して化学物質対策を進めていくことが期待されている。
本政令は20年11月に改正され、22年度以降第一種指定化学物質が462種類に変更となるほか、医療業が新

たに対象業種に追加されている。

（2）環境中の現況

ア　大気環境
大気環境中における化学物質の残留状況を把握するため、22年度は、有害大気汚染物質の優先取組物

質（22物質）のうち、19物質について、年間を通じて調査を実施した。その結果、すべて環境基準、指
針値を下回っており、また、基準値のない物質については、全国調査結果による検出濃度の範囲内であ
った。
（P75  表２－３－５参照）

イ　水環境
水環境中における化学物質の残留状況を把握するため、22年度は、宇都宮市の田川で環境リスク評価

等が必要な化学物質の２物質（酢酸エチル、セリウム及びその化合物）について調査した結果、すべて
検出されなかった。

（3）リスクコミュニケーションの推進

県民、事業者、行政による化学物質に関するリスクコミュニケーションを推進するため、本県では、事業
者や県民の代表者、学識経験者、行政から構成する「化学物質に係るリスクコミュニケーションのあり方検
討会」を設置し、リスクコミュニケーションの進め方などに関する報告書を16年12月に取りまとめた。
22年度は、県民などを対象とした「化学物質セミナー－VOCの削減に向けて－」を開催した。



（4）ＰＲＴＲ制度による排出量の把握

ア　届出件数
「化学物質排出把握管理促進法」に基づく21年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出事

業所数は、表２－３－50のとおりであり、本県は全国の約1.9％を占めている。

イ　環境への排出量
21年度の県内の届出排出量と推計排出量を合わせた総排出量は、10,578t（20年度は12,126t）である。

届出排出量は全体の50％（同52％）を占め、それ以外から排出される推計排出量は50％（同48％）であ
った。（図２－３－34）
届出排出量の内訳は、大気への排出99％（同99％）、公共用水域への排出１％（同１％）であった。
発生源別の内訳をみると、事業所（製造、販売、サービス業、農業等）からの排出割合が71％（同

72％）、家庭から10％（同10％）、自動車等から19％（同18％）であった。
なお、これらの数値については、全ての事業者を対象としていないことや、推計により算出したもの

も含まれていることなどから、その精度に一定の限界があることに留意する必要がある。
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表２－３－50 届出事業所数（21年度）

図２－３－34 発生源別割合（届出・推計）（21年度）



（ア）届出排出量
ａ　大気への排出量

県内の事業所から届出のあった大気への排出量5,263t（20年度は6,277t）の上位５物質を図２－３－
35に示す。排出量の多い物質の主な用途は次のとおりである。
（a）トルエン：塗料やインキの溶剤、ガソリン成分、合成原料
（b）キシレン：塗料の溶剤、ガソリン・灯油成分、合成原料
（c）ジクロロメタン（別名　塩化メチレン）：金属脱脂の洗浄剤

ｂ　公共用水域への排出量
県内の事業所から届出のあった公共用水域への排出量63t（20年度は66t）の上位５物質を図２－

３－36に示す。排出量の多い物質の主な用途は、次のとおりである。
（a）ほう素及びその化合物 ：ガラス添加剤、消毒剤
（b）ふっ化水素及びその水溶性塩 ：金属・ガラスの表面処理剤
（c）亜鉛の水溶性化学物質：金属表面処理、乾電池、殺菌剤

ｃ　その他
届出事業所における埋立が21年度は１件（ダイオキシン類1t）あり、土壌への排出はなかった。

（20年度も同様）
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図２－３－35 大気への排出量（届出）（19～21年度推移）
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図２－３－36 公共用水域への排出量（届出）（19～21年度推移）



（イ）推計量
ａ　届出の必要のなかった事業所からの推計排出量

届出要件（業種、従業員数、取扱量）を満たしていないために、届出をする必要のなかった事業所
からの推計排出量2,200t（20年度は2,458t）の上位５物質を図２－３－37に示す。

排出量の多い物質の主な用途は、次のとおりである。
（a）キシレン：塗料の溶剤、ガソリン・灯油成分、合成原料
（b）トルエン：塗料やインキの溶剤、ガソリン成分、合成原料
（c）1,3-ジクロロプロペン：農薬

ｂ　家庭からの排出量
県内の家庭からの推計排出量1,059t（20年度は1,123t）の多い上位５物質を図２－３－38に示す。排

出のあった物質の主な用途は、次のとおりである。
（a）ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル ：界面活性剤（洗剤成分）
（b）直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 ：界面活性剤（洗剤成分）
（c）ｐ‐ジクロロベンゼン：衣類用防虫剤
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図２－３－37 届出の必要のなかった事業所からの推計排出量（推計）（19～21年度推移）
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図２－３－38 家庭からの排出量（推計）（19～21年度推移）



ｃ　自動車等からの排出量
県内の自動車等（自動車・二輪車・特殊自動車等）からの排ガスに含まれる推計排出量1,994t（20

年度は2,202t）の多い上位５物質を図２－３－39に示す。
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図２－３－39 自動車等からの排出量（推計）（19～21年度推移）
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第６項 その他の環境問題への取組の推進

1 オゾン層・酸性雨の状況

（1）オゾン層保護の取組

大気中に放出されたフロン類等がオゾン層を破壊し、人の健康や生態系に重大な影響を及ぼすことが懸念
されている。
国際的な合意であるウィーン条約及びモントリオール議定書の採択に併せて、昭和63年（1988年）には、

オゾン層破壊物質の生産や輸出入の規制、排出抑制の努力義務などを取り決めた「特定物質の規制等による
オゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）」が制定された。
その後、13年（2001年）６月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

（フロン回収破壊法）」が制定され、業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）及びカーエアコン（第二種特定
製品）に含まれる冷媒用フロン類の廃棄時の回収・破壊について規定された。また、19年10月には同法が改
正され、整備時のフロン類の回収・破壊についても規定された。
同法では、オゾン層破壊物質、地球温暖化物質であるＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）、ＨＣＦＣ（ハ

イドロクロロフルオロカーボン）の他、地球温暖化物質であるＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）が対象
物質となっている。（表２－３－51）

（2）酸性雨の状況

欧州や北米等においては、酸性雨が原因とみられる湖沼の酸性化や森林被害などが広域的に発生し地球規
模の環境問題の１つとして注目されている。
酸性雨は、工場等のばい煙や自動車排出ガスに含まれる硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に放出され、こ

れらが強酸性の硫酸イオンや硝酸イオンに変化し、雨水中に取り込まれて生ずると考えられている。一般に
ｐＨ5.6以下の雨が酸性雨といわれている。（図２－３－40）
酸性雨調査については、１ヶ月単位の湿性沈着量の調査を日光市、宇都宮市及び小山市の３地点で実施し

ている。
22年度の湿性沈着量の調査結果では、日光市、宇都宮市及び小山市のｐＨの年平均値が、それぞれ5.0、

4.8、5.0であった。酸性雨の原因物質の沈着量は、日光市、宇都宮市、小山市で、硫酸イオンが、1.7、2.9、
2.2mmol/㎡/月、硝酸イオンが2.2、4.9、3.9mmol/㎡/月、塩化物イオンが、0.8、2.0、2.2mmol/㎡/月であっ
た。（表２－３－52）
また、ろ過式採取装置による１ヶ月単位の酸性降下物量の調査は、宇都宮市１地点で実施している。22年

度のろ過式採取装置による調査結果では、宇都宮市のｐＨの年平均値は4.8であった。（図２－３－41）

表２－３－51 オゾン層破壊係数・地球温暖化係数



－126－

図２－３－40 酸性雨発生の仕組み

図２－３－41 ろ過式採取装置による雨のｐＨの推移

表２－３－52 湿性沈着量の調査結果
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2 オゾン層保護対策・酸性雨対策

（1）オゾン層保護対策の推進

ア　フロン回収・適正処理の推進
９年１月に「栃木県フロン回収推進協議会」を設立し、回収したフロンの適正処理を積極的に推進し

ている。

（ア）業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収
業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）からのフロン類を回収する「第一種フロン類回収業者」の

登録が13年12月から開始された。22年度末現在の登録事業者数は811事業者であった。
第一種フロン類回収業者から報告があった22年度のフロン類の回収量等は、以下のとおりであった。

（表２－３－53）

（イ）自動車からのフロン類の回収
使用済自動車を引き取り、カーエアコン内の残存フロンを確認する「第二種特定製品引取業者」及

びカーエアコンからのフロン類を回収する「第二種フロン類回収業者」の登録が14年４月から開始さ
れた。なお、カーエアコンからのフロン類の回収等については、17年１月１日から「使用済自動車の
再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」に移行されている。
21年度の「自動車リサイクル法」に基づくフロン類の回収量等は、以下のとおりである。
（表２－３－54）

表２－３－53 第一種特定製品に係るフロン類回収量

表２ー３－54 自動車リサイクル法に基づくフロン類回収量等（21年度）



（ウ）家電製品からのフロンの回収
13年度からは「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」により特定家庭用機器に含まれ

るフロン類については製造業者が回収することとなっている。

イ　県の率先的な取組
「栃木県グリーン調達推進方針」において、県が家電製品等を購入する際には、冷媒等にオゾン層を

破壊する物質を使用しない製品を調達することとしており、率先して脱フロン化の推進に取り組んでい
る。

（2）酸性雨対策の推進

本県では、ろ過式採取装置により酸性降下物量の調査を１地点で、湿性沈着量調査（19年度から開始）を
３地点で実施している。
また、酸性雨は広域的な汚染でもあることから、中長期的な影響の把握のための「酸性雨モニタリング」

（国からの委託事業）を継続して実施している。
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第２節 ３Ｒの推進

1 廃棄物・リサイクルの状況

（1）一般廃棄物

ア　排出状況
21年度の県内の一般廃棄物（ごみ）の総排出量は約70万３千ｔと、前年度に比べ約3.7％減少した。

（図２－３－42）

イ　資源化の状況
（ア）21年度のごみの総排出量約70万３千tのうち資源化された量は、市民団体等による回収で市町が関
与している集団回収が約２万９千t、市町又は一部事務組合（以下「市町等」という。）から再生業者
等へ直接搬入された直接資源化が約３万６千t、市町等の中間処理施設における資源化が約６万tの合
計年間約12万５千tであった。（図２－３－43、表２－３－55）

（イ）「容器包装リサイクル法」に基づく分別収集は、分別対象品目の差はあるものの県内全市町で実施
されており、約３万７千tが分別収集された。（図２－３－44、表２－３－56）

図２－３－42 ごみの総排出量の推移

図２－３－43 一般廃棄物の資源回収の状況及びごみの再生利用率の推移
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表２－３－55 資源化の状況

図２－３－44 容器包装リサイクル法に基づく分別収集量の推移

表２－３－56 容器包装リサイクル法に基づく分別収集量の推移
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（2）産業廃棄物

ア　排出状況
１年間に産業廃棄物を1,000t以上、特別管理産業廃棄物を50t以上排出する多量排出業者から徴収した

実績報告等を基に推計した県内における21年度の総排出量は、約859万t（20年度は約904万ｔ）である。
また農業、鉱業を除いた産業廃棄物の排出量は、約393万t（20年度は約421万ｔ）と推計される。（図

２－３－45）
種類別では、汚泥が約343万t（39.9％）で最も多く、次いで動物のふん尿約291万t（33.9％）、がれき

類約85万t（9.9％）、鉱さい約26万t（3.0％）、ガラスくず等約19万t（2.2％）の順になっている。
業種別では、農業が約292万t（34.0％）で最も多く、次いで鉱業174万t（20.3％）、製造業約158万t

（18.4％）となっている。（図２－３－45）

イ　資源化の状況
21年度の再生利用率は48.4％であり、品目毎の再生利用状況は、鉱さい99.9％、がれき類97.1％が高い

数値を示す反面、汚泥5.4％、廃プラスチック類43.5％の再生利用率が低い。（図２－３－46、表２－
３－57）

図２－３－45 栃木県内から排出された産業廃棄物の推計量（21年度）

図２－３－46 産業廃棄物総排出量と再生利用率の推移（農業・鉱業に係るものを除く。）
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2 廃棄物・リサイクル対策

（1）循環型社会形成の総合的な推進

近年の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムやライフスタイルによって、廃棄物の増加や、
これに伴う最終処分場の残余容量のひっ迫、不法投棄の増大、さらには地球温暖化など、深刻な環境問題が
顕在化している。
この問題への対処として、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）のいわ

ゆる「３Ｒ」を基本理念とし、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された「循環型
社会」の形成が急務とされている。
このため、３Ｒを基本理念とする循環型社会の形成を今後の廃棄物・リサイクル対策の基本的方向と位置

付けた「循環型社会形成推進基本法」を始めとするリサイクル関連法が整備されている。
県では、本県における循環型社会形成の基本原則、役割分担、具体的な施策などを明示した「栃木県循環

型社会推進指針｣を15年３月に策定し、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。
また、廃棄物の排出抑制と適正処理、県民理解の促進等に関する取組を目的とした「栃木県廃棄物処理計

画」を23年３月に策定し、県、市町、関係団体等が密接に連携を図り、住民や事業者に働きかけながら、各
種施策を推進していくこととした。

表２－３－57 産業廃棄物の種類別処理状況（農業・鉱業に係るものを除く。）（21年度）

図２－３－47  産業廃棄物の年度別処理状況（農業・鉱業に係るものを除く。）
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（2）22年度におけるリサイクル関連法への主な取組

ア　食品リサイクルへの取組
食品リサイクルに関わる施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、国と連携し、関係各課・各所の

事業等取組状況等の情報共有を図るとともに、事業化に向けた食品リサイクル業者からの相談に対応し
た。

イ　建設リサイクルへの取組
（ア）「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」における具体的施策の実施

リサイクルの低迷する建設副産物を対象とした重点的取組として、建設発生土に関しては、国土交
通省策定「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」に基づき、実態把握及び工事間利用促進を図
るための公共工事土量調査を実施するとともに、「建設副産物の処理基準（案）」の運用の徹底を図っ
た。

（イ）普及啓発活動の継続実施
「建設リサイクル法」の周知徹底を図るため、各種啓発活動（ホームページによる情報提供、リー

フレット配布等）を実施した。
（ウ）現場パトロールの実施

適正な施行の指導を図るため、対象工事現場のパトロールを実施した。
ａ 届出工事現場における分別解体の指導
ｂ 未届工事の監視

ウ　自動車リサイクルへの取組
17年１月に完全施行された「自動車リサイクル法」の適正な執行を図るため、自動車リサイクル法関

連事業者（引取・フロン類回収・解体・破砕業者）に対して立入検査を実施し、指導を行った。

エ　容器包装リサイクルへの取組
23年度を初年度とする「第６期栃木県分別収集促進計画」（計画期間は23～27年度の５年間）を策定

した。
なお、策定にあたっては県内市町の現状と課題等を把握するため、市町に対しヒアリングを行った。
また、市町が「第６期市町村分別収集計画」を策定する際には、指導・助言等を行った。

オ　エコスラグの有効利用促進への取組
一般廃棄物や下水汚泥から製造する溶融スラグ（エコスラグ）の品質基準や利用基準等を示す「栃木

県エコスラグ有効利用促進指針」を20年３月に改定し、品質の確保されたエコスラグの有効利用を図っ
ている。
県発注建設工事においては、アスファルト混合物の細骨材として利用できるよう「再生材の利用基準」
を運用している。

表２－３－58  自動車リサイクル法関連事業者の登録・許可状況（22年度末）
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（3）廃棄物の排出抑制とリサイクルの推進

一般廃棄物の質の多様化と量の増大に対応するため、ごみの減量化・リサイクルに係る普及啓発を進める
とともに、下水汚泥の資源化や建設副産物の再利用など各種の施策を行っており、22年度は次の取組を行っ
た。

ア　ごみ有料化導入への支援
廃棄物処理計画策定時における市町等との意見交換会において、ごみ有料化の必要性を説明するとと

もに、排出抑制への働きかけを行った。

イ　ごみの減量化・リサイクルに係る普及啓発
（ア）マイ・バッグ・キャンペーンの展開

３Ｒ推進月間（10月）にキャンペーンを実施した。
（イ）ごみ減量化、リサイクル広報活動事業

テレビ・ラジオのスポットＣＭ等で県民にごみの減量化、リサイクルの推進について呼びかけた。

ウ　栃木県におけるレジ袋削減の取組
環境にやさしいライフスタイルのきっかけとし、県民総ぐるみの地球温暖化対策へとつなげることを

目的として、22年２月から事業者、消費者団体、市町、県の４者協定による『レジ袋無料配布の中止』
の取組を推進した。
一層の取組拡大のため、地域の実情を踏まえた協議を行う市町（地域）単位での協議会設置、意見交

換会開催を推進、22年度は13地域で開催され、うち壬生町が22年11月に協定を締結し、23年３月から新
たに２事業者がレジ袋無料配布を中止した。
・協定に基づくレジ袋無料配布中止実施事業者数

35事業者71店舗（うち市町との協定に基づく事業者数　２事業者２店舗）
・市町における協議会等設置状況　13地域（協議会（２）、部会（１）、意見交換会（10））

エ　とちぎの３Ｒ推進支援事業費補助金
「栃木県循環型社会推進指針」で示した「とちぎの地域循環モデル」の構築促進と、本県における循

環型社会の早期実現を目的として19年度に創設した。
22年度は１団体の取組（普及啓発）に対して補助を行った。

（ア）資源循環システム構築事業
事 業 内 容：廃棄物等の発生抑制及び循環資源の循環的な利用を推進し、持続可能な、新たな資源

循環システムの構築を目的として実施される事業
補助対象者：業界団体、２以上の事業者等で構成される協議会など
補助限度額：1,500千円（補助率　1/2以内）

（イ）普及啓発事業
事業内容：普及啓発事業
補助対象者：資源循環システム構築事業を採択を受けた者
補助限度額：500千円（補助率　1/2以内）

オ　栃木県グリーン調達の推進
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」及び「栃木県生活環境の

保全等に関する条例」に基づき、｢栃木県グリーン調達推進方針」を13年７月から毎年度策定している。
22年度は、19分類257品目について判断基準及び調達目標を定め、取組を実行した。
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カ　建設副産物の再資源化
建設工事から発生するアスファルト・コンクリート塊等の建設副産物の再資源化・再利用を促進して

いる。
21年度における栃木県内公共工事（県・市町）の建設副産物の排出量及びリサイクル率は表２－３－

59、２－３－60のとおりである。

キ　下水汚泥の資源化
下水汚泥の有効利用を促進するため、下水道資源化工場を整備し、14年10月に供用を開始した。この

工場は、県内の流域下水道及び公共下水道の終末処理場から発生する下水汚泥を集め、焼却溶融施設に
よりスラグを製造し、建設資材等として有効利用をするものである。15年度から下水道管渠工事におい
てスラグの有効利用を始め、20年から加熱アスファルト混合物用骨材として販売を開始した。

ク　栃木県リサイクル製品認定制度
本県で発生した廃棄物等を原材料として製造されるリサイクル製品を「とちの環エコ製品」として県

が認定し、その普及と使用促進を通して、廃棄物等の発生抑制と利用促進、リサイクル産業の育成を図
り、本県の地域特性を活かした循環型社会の構築に寄与することを目的として16年度に創設した。認定
は、実施要綱に基づく申請があり、同要綱に定める認定要件を満たした製品に対して行っている。（表
２－３－61、２－３－62）

表２－３－59 建設副産物排出量（21年度）

表２－３－60 建設副産物リサイクル率（21年度）



（4）バイオマス利活用の促進

バイオマスの現状と今後の利活用の取組方向や、県、市町村、県民、事業者等の役割などについて明らか
にした「栃木県バイオマス総合利活用マスタープラン」に基づき、県民の日イベント等においてバイオマス
利活用に関する県民などへの普及啓発活動を行った。
また、バイオマスのエネルギー利用を促進するため、畜産酪農研究センターに整備したバイオガス（メタ

ン発酵）プラントにおいて、家畜排せつ物や食品廃棄物から発生するバイオガスの電気エネルギー利用に向
けた実証試験に加えて、メタン発酵後に発生する消化液をネギ、飼料米、飼料イネ、二条大麦での肥料利用
に向けた試験研究も併せて実施した。
バイオ燃料の普及に向けては、資源作物（ナタネ、多収稲）の品種選定試験を実施し、本県に合った品種

を選定するとともに、選定品種の栽培実証を実施した。また、地域でのバイオディーゼル燃料製造の取組を
進めるため、製造施設の導入を支援した。
堆肥の有効利用に向けては、畜産農家での堆肥生産履歴表示や生産堆肥の成分分析を推進するとともに、

高品質水稲栽培、成型堆肥の有効性の確認、畑地での深層土壌への養分浸透の実態調査等を実施した。
また、食品残さの飼料化推進のため、飼料自給率向上戦略会議を開催した。
更には、栃木県リサイクル製品認定制度によるバイオマス製品の認定を推進した。
このほか、県内の木材産業分野から発生する未利用木質残材の資源としての有効利用を進めるため、「栃

木県木質資源循環利用推進指針」に基づき、木材乾燥用の熱源利用を図る木質焚きボイラー施設及び室内暖
房用の木質ペレットストーブの設置に対する支援を行った。
さらに、間伐施業で発生する林地残材を燃料用チップ・ペレット等に加工するための搬出・運搬に対する

支援を行った。
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表２－３－61 とちの環エコ製品の認定状況（22年度）

表２－３－62 とちの環エコ製品の品目別内訳（75製品）
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第３節 廃棄物処理対策の推進

1 廃棄物の処理状況　

（1）一般廃棄物

一般廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、市町村の自治事務となっている。
一般廃棄物は、家庭から排出されたごみ及びし尿が主体であり、収集されたごみ及びし尿の大部分は、市

町又は一部事務組合（以下「市町等」という。）の処理施設で衛生的に処理されている。

ア　ごみ処理の状況
21年度のごみの総排出量は、年間約70万３千tにのぼり、集団回収された約２万９千tを除く約67万４

千tが市町等により処理されている。（図２－３－48）

イ　ごみ処理施設の状況
21年度末におけるごみ処理施設（焼却施設）の処理能力は、2,567t/日である。
市町等がごみ処理に要した年間の経費は、総額約262億66百万円で、その内訳は、建設・改良費が約

63億62百万円（24.2%）であり、処理及び維持管理費等は約199億４百万円 （75.8%）となっている。

ウ　最終処分の状況
21年度の最終処分量は約６万８千tで、排出量に占める割合（最終処分率）は9.6%となっている。（表

２－３－63、図２－３－49）

表２－３－63 最終処分の状況

排出量
702,973

集団回収量
29,254

直接資源化量
35,607

処理残渣量
127,653

減量化量
510,398

総資源化量
124,915

処理後最終処分量
67,599

最終処分量
67,660

処理後再生利用量
60,054

中間処理量
638,051

直接最終処分量
61

市町処理量
673,719

自家処理量
3,160

（単位：t）

図２－３－48 ごみ処理のフロー（21年度）
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エ　し尿処理の状況
21年度のし尿及び浄化槽汚泥の総排出量は約38万３千krであり、そのすべてが市町等の設置するし

尿処理施設で処理されている。
また、し尿処理に要した年間の経費は、総額約37億65百万円で、その内、建設・改良費が約65百万円

（1.7%）であり、処理及び維持管理費等は約37億円（98.3%）となっている。

オ　浄化槽の設置状況
21年度の新設浄化槽設置基数は3,841基であり、16年度から減少傾向にある。
（図２－３－50）

図２－３－49 ごみの最終処分率の推移

図２－３－50 新設浄化槽の設置状況
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（2）産業廃棄物

産業廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、排出事業者自らの責任において適
正に処理することとされている。

ア　処理の状況
21年度に県内の工場、事業場等から排出された産業廃棄物の量（農業、鉱業からの排出量を除く）は、

約393万ｔと推計される。近年排出量は増加傾向にあったが、21年度は前年度を下回った。このうち、
中間処理などによって約９割超が減量化や資源化され､残った約10万ｔ（2.6％）について埋立てなどの
最終処分が行われた。
なお、本県には管理型最終処分場が設置されていないため、その処分を他県に依存している。

イ　最終処分の状況
21年度の最終処分率は2.6％であり、種類別では、ほとんどが10％未満だが、廃プラスチック類15.7％

については高い率となっている。
（図２－３－51、図２－３－52）

図２－３－51 産業廃棄物の最終処分率の推移（農業・鉱業に係るものを除く）
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図２－３－52 産業廃棄物の種類別処理状況（農業・鉱業に係るものを除く）（21年度）



ウ　産業廃棄物処理施設の設置状況
21年度末の中間処理施設は457施設あり、事業者が設置しているものが30施設、処理業者が設置して

いるものが427施設である。事業者が設置しているものでは脱水・乾燥施設（14施設、963t/日）、焼却
施設（９施設、172t/日）が多く、処理業者が設置しているものでは破砕・切断施設（266施設、
64,199t/日）、圧縮・減容施設（37施設、3,393t/日）が多い。（表２－３－64）
安定型最終処分場は、21年度末現在45施設が設置されているが、残余容量があるものは15施設である。

処理業者の報告等によれば残余容量は約241万m3であり、20年度末の約259万m3より約18万m3減少した。
（表２－３－65）
産業廃棄物処理業者による産業廃棄物処理施設等の設置に当たっては、「栃木県廃棄物処理に関する

指導要綱」に基づく事前協議及び廃棄物処理施設等協議会における技術的な審査及び関係法令の調整を
行っている。

エ　産業廃棄物処理業の許可状況
産業廃棄物の収集・運搬、中間処理（焼却、破砕等）及び最終処分（埋立）の業を行おうとする者は、

知事（宇都宮市長）の許可を受けなければならないこととされている。
21年度末現在、栃木県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者は3,904業者で、そのうち1,576

業者は、県内に主たる事務所を有する業者である。（表２－３－66）
また、栃木県内で産業廃棄物中間処理業の許可を有する者は211業者、産業廃棄物最終処分業の許可

を有する者は17業者である。
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表２－３－64 中間処理施設の設置状況（21年度末）

表２－３－65 安定型最終処分場の設置状況



オ　産業廃棄物処理業者の処理実績
産業廃棄物処理業者の21年度の処理実績は次のとおりである。

（ア）産業廃棄物収集運搬業者実績
産業廃棄物収集運搬業者によって県外から搬入された産業廃棄物は約127万t（中間処理目的約119

万t、最終処分目的約8万t）、一方、県内から県外に搬出された産業廃棄物は約86万t（中間処理目的約
81万t、最終処分目的約５万t）である。（表２－３－67）

（イ）産業廃棄物処分業者実績
県内の中間処理業者が処理した産業廃棄物は約349万tである。その内訳は、県内の事業者からの受

託量が約194万t、県外の事業者からの受託量が約155万tとなっている。
県内の最終処分業者が処理した産業廃棄物は約19万tである。その内訳は、県内の事業者からの受

託量が約８万t、県外の事業者からの受託量が約12万tとなっている。（表２－３－68）
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表２－３－66 産業廃棄物処理業者の許可状況

表２－３－67 収集運搬業者の運搬地域別処理実績（21年度）



（3）不法投棄の状況

廃棄物の不法投棄の発生件数は依然として高水準で推移し、特に産業廃棄物の不法投棄については、夜間
に短時間で投棄・覆土したり、管理者が不在となった廃工場等に投棄する、又は廃棄物を有価物と称して大
量に持ち込むなど、より一層組織化・巧妙化する傾向にある。
県内の21年度における10ｔ以上の産業廃棄物の不法投棄件数は７件であり、投棄量は653ｔであった。（表

２－３－69）

2 廃棄物処理対策　

（1）一般廃棄物処理対策

一般廃棄物の質の多様化と量の増大に対応するためには、ごみの減量化・再生利用を促進するとともに施
設の整備促進及び維持管理面の指導を強化する必要があることから、22年度は、次のことを重点的に指導し
た。

ア　ごみ処理の適正化の推進
（ア）ごみの適正処理の指導

市町等に対し、ごみ処理施設及び最終処分場の整備について指導するとともに、適正な維持管理の
推進を図った。

（イ）ごみ処理の広域化の推進
ａ　広域化の計画の概要（栃木県廃棄物処理計画）
○広域行政圏を基礎とした10の地域ブロックを設定
○設定した地域ブロック内の既存施設の稼働状況や更新時期等を踏まえ、整備時期を３グループ化
ｂ　市町等の廃棄物処理施設の広域化の推進
14年12月から22年度を目途に施設整備を進める第２期グループの地域ブロックに対し、助言・指

導を行った。
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表２－３－68 処分業者の排出地域別処理実績（21年度）

表２－３－69 不法投棄の状況



イ　散乱ごみ対策
（ア）とちぎの環境美化県民運動

本県では、「環境美化キャンペーン」（昭和57～17年度）を始めとして、数多くの環境美化活動に取
り組んできたが、空き缶等のポイ捨ては後を絶たず、環境美化はもとより資源の有効利用の観点から
も、一層の意識啓発と実践が求められている。
18年度からは、県民一人ひとりの実践によって、地域環境の美化と資源の有効利用を推進するとと

もに、環境美化活動を通して地域社会における県民の交流や協力を深め、“とちぎの人間力”の形成
に資するため、毎年５月の最終日曜日を「県民統一行動日」に設定し、県と市町との連携、協力の下、
散乱ごみ収集の県下一斉実施等を行う「とちぎの環境美化県民運動」を実施している。（表２－３－
70）

（イ）ごみの散乱防止と３Ｒを進めるためのポスター・標語コンテスト
全市町及び関係諸団体の協力を得て、県内全域での散乱ごみの一斉収集・啓発活動及び小・中・高

校生を対象としたポスター・標語の募集を実施した。（表２－３－71）
○　22年度標語コンテスト最優秀作品
最優秀作品
（小学校低学年）すてないで　くふうとちえで　さいりよう
（小学校高学年）ゴミ出しは　一人一人が　しわけ人
（中学校） もう一度　命を吹き込む　リサイクル

ウ　浄化槽対策
浄化槽に関しては、「浄化槽法」及び「栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、

保守点検業者への立入検査を実施し、浄化槽の適正な維持管理の推進を図った。
浄化槽管理者（設置者）に対しては、浄化槽法11条検査の周知を図り、浄化槽の適正な維持管理の推

進を図った。

（2）産業廃棄物処理対策

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、廃プラスチック類等20種類である。これら
の廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならないが、無許可業者による不適正な処理
の事例も見受けられるので、更に適正処理の推進について監視指導の強化を図る必要がある。

ア　産業廃棄物適正処理対策
（ア）県内に立地している排出事業者の立入検査

21年度は、産業廃棄物処理施設を設置している排出事業者など県内に立地している事業所（自社処
分場を含む。）を対象に1,543件の立入検査を実施し、産業廃棄物の発生状況、保管状況、処理処分及
び委託の方法等について監視指導を行った。

（イ）中間処理・最終処分業者の立入検査
21年度は、処理業者の設置している焼却施設等の中間処理施設及び最終処分場を対象に、延べ958
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表２－３－71 ポスター・標語の応募者数（22年度）

表２－３－70 県民統一行動日の取組結果（22年度）



件の立入検査を実施し、適正な維持管理の確保について監視指導を行った。
（ウ）指導状況等

21年度に排出事業者及び処理業者に対し2,501件の立入検査を実施し、指導した結果、そのうち160
件の文書指導（勧告）を行った。
また、実績報告等3,964件の報告の徴収並びに12件の産業廃棄物処理業許可の取消及び２件の産業廃

棄物処理業停止を命じた。
今後も、排出事業者、処理業者双方に産業廃棄物の適正な処理、処分について指導していく。（表

２－３－72、表２－３－73）

イ　ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法｣に基づき、ポリ塩化ビフェニ

ル（以下「ＰＣＢ」という。）廃棄物を保管する事業者は、ＰＣＢ廃棄物の保管等の状況を都道府県知
事等に毎年度届け出るとともに､28年７月までにこれを適正に処分しなければならないこととされてい
る。
本県では、法律の趣旨やＰＣＢ廃棄物の適切な保管についてホームページ等を利用し、県民に幅広く

周知するとともに、届出のあった保管等の状況を管理し、一般の閲覧に供している。
ＰＣＢ廃棄物の処理については、国のＰＣＢ廃棄物処理基本計画により、日本環境安全事業㈱（旧環

境事業団）が整備する５地域の広域処理施設（福岡県北九州市、愛知県豊田市、東京都江東区、大阪府
大阪市、北海道室蘭市）で行われている。
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表２－３－72 産業廃棄物関係立入検査結果（21年度）

表２－３－73 行政処分の状況（21年度）



本県内で事業者が保管しているＰＣＢ廃棄物については、北海道室蘭市の処理施設で20年度から処理
が開始され、21年度にコンデンサ類182台、22年度にはトランス類７台、コンデンサ類386台が処理され
た。
また、14年７月にはＰＣＢを使用していないはずの電気機器等について、微量ＰＣＢの混入の可能性

を完全には否定できないことが判明した。非意図的にＰＣＢが混入したことからほとんどの電気機器の
ＰＣＢ濃度は非常に低くなっているが、その量は全国に約450万台（ＯＦケーブルを除く）に上ると推
計されている。

ウ　土砂等適正処理対策
建設残土等の処理に伴う有害物質の混入や無秩序な埋立てに対する不安等によるトラブルが発生して

いた状況を踏まえ、県民生活の安全の確保と生活環境の保全のため、11年４月に「栃木県土砂等の埋立
て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行した。
また、土砂等の埋立て等に関する事業（特定事業）の一層の適正化を図るため、条例を一部改正し、

18年７月から施行した。これにより、県内の市町が県条例対象規模面積以上の特定事業についても所管
することが可能となった。
22年度末において、県条例対象規模面積以上の特定事業について所管している市町は、宇都宮市、足

利市、栃木市、佐野市、日光市、大田原市及び野木町の６市１町になる。
さらに、21年４月に「改正土壌汚染対策法」が施行されたこと等に伴い、条例を一部改正した。

エ　産業廃棄物関係諸団体
産業廃棄物を適正に処理するためには、産業廃棄物処理業者の資質の向上、産業廃棄物に関する知識

の普及啓発並びに産業廃棄物の適正処理及び再生利用に関する調査研究、研修、情報収集等の推進が必
要である。
これらの諸活動を主目的として、7栃木県環境保全公社及び6栃木県産業廃棄物協会が組織されてお

り、それぞれが、調査研究活動や研修会等により、産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等に向けて活
動を展開している。
県は、両団体の運営等について適正な指導監督を行うとともに、諸事業について必要な援助を行って

いる。

（3）処理施設の適正立地

ア　処理施設に対する住民理解の促進
6栃木県産業廃棄物協会、7栃木県環境保全公社、県で構成する「イメージアップ研究会」において、

効果的な県民理解促進事業を検討している。

イ　「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」による指導
廃棄物の適正処理を推進し生活環境の保全を図るため、「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」によ

り、廃棄物処理施設を設置する際の事前手続等について、指導を行っている。

ウ　公共関与による産業廃棄物処理施設の整備
県内に産業廃棄物の管理型最終処分場がなく、民間事業者による設置が極めて困難な状況にあること

などから、県営最終処分場の整備を進めている。
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（4）不法投棄対策

不法投棄に対しては、市町、警察、近隣自治体等関係機関との連携による監視体制の強化を図るとともに、
地域住民や関係団体等の協力も得ながら、不法投棄の未然防止、早期発見・早期対応のため次のような対策
を実施した。

ア　廃棄物監視員市町村交付金
不法投棄、不適正処理の防止及び最終処分場の適正な維持管理を確保するため、廃棄物監視員を設置

する市町に対し、その経費の一部を補助する廃棄物監視員市町村交付金を交付している。
22年度は、22市町に交付した。

イ　不法投棄の監視委託等
不法投棄が多発する夜間・休日の監視パトロール、ヘリコプターを利用したスカイパトロールを実施

することにより、不法投棄の未然防止及び原因者の特定の円滑化を図っている。
また、13年度からは監視カメラ、15年度からはＧＰＳを利用した廃棄物処理検証システムを導入する

など、不法投棄対策の強化を図っている。

ウ　関係機関との連携
東京電力㈱栃木支店、6栃木県産業廃棄物協会、栃木県森林組合連合会及び栃木県法面保護施設業協

会と「不法投棄等の情報提供に関する協定書」を締結し、関係機関の職員が勤務中に不法投棄等を発見
した場合、随時、県及び市町に情報提供をするなど早期発見・早期対応を図っている。

エ　栃木県環境保全対策基金
産業廃棄物の適正処理を促進するとともに、産業廃棄物の処理に起因する損害に対し補償を行うため、

6栃木県産業廃棄物協会に昭和63年度に創設された栃木県環境保全対策基金の造成状況は次のとおりで
ある。
基金造成額（22年度末現在）約４億１千万円

オ　産業廃棄物不法投棄緊急対策事業
産業廃棄物の不法投棄等による生活環境保全上の支障の未然防止のために、応急的緊急的措置を実施

するための基金を12年度に6栃木県産業廃棄物協会に造成した。
基金造成額（22年度末現在）約７千８百万円
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第４章　人と自然との共生を目指す（自然共生社会の構築）

第１節 生物多様性の保全

1 野生生物の生息等の状況

（1）野生生物の生息等の状況

本県では、緯度と標高に対応する気候の多様性と、人間活動が生物相に及ぼしている影響の地域差が大き
な要因となって、生息・生育する生物の種類や個体数は地域によって大きく異なっている。
本県を特徴づける野生生物としては、本県固有の植物で世界的にも貴重な植物であるコウシンソウ、全国

有数の生息数を誇る希少猛禽類のオオタカ、日本固有の淡水魚で本県と千葉県のごく一部にのみ生息地が残
されているミヤコタナゴ、県内唯一の生息地が分布の南限となっている希少昆虫のカラカネイトトンボなど
が挙げられる。
また、近年、シカ、サル、クマ、イノシシ、カワウなど特定の野生鳥獣の生息数増加や生息域の変化によ

り、農林水産業被害や自然植生に対する食害が発生し、大きな問題となっている。特に、奥日光では、ニホ
ンジカの食害による貴重な高山植物・湿原植物の消失や樹皮食害による樹木の枯損が、また、一部の地域で
ツキノワグマが人里に出没するなど、生態系のバランスが崩れつつある。（表２－４－１）

（2）絶滅のおそれのある野生生物の状況

近年、地球環境の悪化により野生生物種の絶滅が加速度的に進行し、問題となっている。
県では、５年から11年度にかけて実施した県内の野生生物等の状況に係る基礎調査結果について、12年か

ら14年度に10部門の報告書としてまとめて発行した。さらに、14年１月には「野生生物保全対策専門委員会」
を設置して調査・検討を重ね、16年度に「栃木県版レッドリスト」を策定し、また絶滅のおそれのある野生
動植物種等の現況をまとめた報告書である「レッドデータブックとちぎ」を作成した。その後22年度に栃木
県版レッドリストを改訂した。
改訂した栃木県版レッドリストにリストアップされている絶滅のおそれのある野生動植物のカテゴリー別

の状況は以下のとおりである。（表２－４－２）

表２－４－１　農業被害額の推移（商品作物のみ）
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（3）鳥獣保護区の指定状況

鳥獣保護区は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を禁止し、その安定した生存を確保するとともに、多
様な鳥獣の生息環境を保全、管理及び整備することにより、鳥獣の保護を図ることを目的として指定される
ものであり、これらを通じて地域における生物多様性の保全にも資するものである。
県では、19年度から23年度までの５年間を対象とした「第10次鳥獣保護事業計画」に基づき、鳥獣保護区

と狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定を推進している。（表２－４－３）

（4）外来種の生息等の状況

従来その地域に存在していなかった動植物が人為的な要因により持ち込まれ、繁殖し、生息域の拡大が懸
念されている。このため、その地域特有の生態系等に影響を及ぼしていることが問題となっており、17年６
月には「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」が施行され、18年９月
には特定外来生物リストが追加された。
本県においても、オオクチバス等の外来魚を中心に複数の外来種が確認されており、生態系への影響が懸

念されている。

表２－４－２　栃木県版レッドリスト（2011改訂版）掲載種等のカテゴリー別集計表

表２－４－３　鳥獣保護区等の指定状況（22年度末）
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2 生物多様性の保全対策

本県における生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的かつ総合的な計画として、22年９月に
「生物多様性とちぎ戦略」を策定した。この戦略に基づき、県民をはじめとする様々な主体と協働して、地
域からの取組のさらなる推進を図っていく。

（1）多様な野生生物の保護

ア　調査研究等
クマ、シカ、カワウ等の生息状況調査を実施した。
（表２－４－４、２－４－５、２－４－６）
また、愛鳥週間用ポスター原画コンクールや巡回野鳥写真展等による保護意識の啓発を図った。
さらに、傷病鳥獣救護事業により獣医師やボランティアと協働して野生鳥獣の保護を実施した。

イ　土地利用における野生生物への配慮
大規模な土地利用や開発事業の実施に当たっては、事業者に対し環境影響評価制度や自然環境保全協

定制度に基づく野生生物の調査の実施や、希少種を中心とした保護対策を指導した。
（表２－４－７）

ウ　「レッドデータブックとちぎ」普及啓発等
ホームページ等により、レッドデータブックとちぎを広く県民に周知し、普及啓発を図った。
また、レッドデータブックへの関心を高めるため、希少種など貴重な野生生物の分布や生息・生育環

境等の情報収集の一環として、県民自身が持っている動植物の生息・生育情報をホームページから登録
できる機能も設けている。
なお、20年度から栃木県版レッドリスト改訂に係る調査等を開始し、22年度に改訂を行った。

表２－４－５　シカの生息密度結果

表２－４－６　カワウの県内の生息数結果（22年度）

表２－４－７　自然環境保全協定締結状況

表２－４－４　クマの生息数推定結果（22年度）
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（2）絶滅のおそれのある種の保全

ア　「栃木県版レッドリスト」の改訂
17年３月に発行した「レッドデータブックとちぎ」では、動物、植物、菌類の合計が1,282種であった

が、今回の県版レッドリストの改訂で147種を追加し、37種を削除した。改訂後の合計は、1,392種とな
った。
また、地形・地質及び植物群落は、現状や実態に合わせてカテゴリーの見直しを行った。
今回の改定において、絶滅は若干減少しているものの、Ａ～Ｃランクの種類はそれぞれ増加し、絶滅

危惧種（Ａ～Ｃランクの合計）は、878種から945種へと約８％の増となった。

イ　ミヤコタナゴの保全対策
ミヤコタナゴは、日本固有種であり、かつては茨城県を除く関東地方全域に生息していたが、現在は

千葉県と栃木県のごく限られた地域にのみ生息している。県内では４箇所で生息が確認されており、そ
れぞれの地域性に合わせて保全対策を実施している。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）」に基づき、６年12月に全

国で初めて指定された大田原市の「羽田ミヤコタナゴ生息地保護区」において、環境省、大田原市及び
羽田ミヤコタナゴ保存会等と連携し、ミヤコタナゴの生息環境の保全を図るほか、水産試験場において、
ミヤコタナゴの増殖等を行っている。（表２－４－８）
また、県内の他の３生息地においても、関係機関と連携し、ミヤコタナゴの生息環境の保全を図った。

（3）野生生物の生息・生育空間の確保

湿原保全対策
本県で初めてラムサール条約の登録湿地となった「奥日光の湿原」をはじめ、生物多様性の観点から

重要な地域である湿原を保全するため、食害防止のためのシカ侵入防止柵の維持補修（井戸湿原）等の
保全対策を行っている。

（4）野生鳥獣の保護管理

野生鳥獣は自然生態系を構成する重要な要素であるが、一方で、生活環境や農林水産業、生態系に被
害をもたらす場合がある。このため、野生鳥獣の生息状況や生態系等に配慮した科学的・計画的な保護
管理を行い、自然環境の保全を推進する必要がある。
19年度から23年度までの５年間を対象とした「第10次鳥獣保護事業計画」に基づき、被害防除の取組、

飼養の適正化を図るなど、総合的な鳥獣保護事業を実施している。
シカ、サル、クマ、イノシシについては、生息環境の保全や健全な地域個体群の維持を図るとともに、

表２－４－８　ミヤコタナゴに関連する法令等による指定状況
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農林水産業被害対策を進めるため、「特定鳥獣保護管理計画」を策定し、関係機関とともに科学的・計
画的な保護管理を推進するほか、カワウなど広域的な取組が必要な種を含め、「栃木県野生鳥獣保護管
理連絡調整会議」や「栃木県カワウ対策検討会」を通じ、保護管理対策に係る連絡調整を行っている。
（表２－４－９、２－４－10）
野生鳥獣の保護管理対策を地域で実行していく上で、専門的な知識・技術を有する指導者が必要であ

るため、宇都宮大学と連携し、「里山野生鳥獣管理技術者養成プログラム」を実施し、人材の養成を行
っている。

（5）外来種の防除

広く県民等に対して、ホームページやパンフレット等を用いて、外来種の移植・移入の防止及び防除
に関する普及啓発を行っている。
県内における外来種の生息・生育状況に関する情報は、一部の種のみ把握されているにすぎないが、

外来種対策を進めるため、今後とも、効果的な防除方法等に関する情報収集に努めていく。

ア　生息・生育状況の把握
自然公園の特別地域や、絶滅のおそれのある種への影響が懸念される地域について、外来種の生息・

生育状況の把握に努めていく。

イ　県民協働による駆除活動の推進
外来種の影響が深刻化している地域を中心に、県民協働による重点的な駆除を実施していく。
○　奥日光におけるオオハンゴンソウ等除去作戦
○　鬼怒川中流域の礫河原におけるシナダレスズメガヤの除去活動

表２－４－９　本県の特定鳥獣保護管理計画

表２－４－10 特定鳥獣の個体数調整数
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第２節 多様な自然環境の保全

１ 自然環境の状況

（1）自然環境の状況

本県は、県北部に日光、高原、那須火山群からなる山岳地帯が形成され、湖沼、渓谷、瀑布や高層湿原等
が原生林と調和した自然景観をなしている。また、地形、地質、気象など立地条件の特異性によって、南方
系、北方系植物が混在して分布し、氷河期からの動植物が数多く生息するなど、特異種や貴重なもの、珍し
い生態を示すもの等変化に富んだ自然の様相を呈している。
一方、中央部及び南部の平地帯は、経済活動の場として時代とともに変化してきたが、人間と自然との長

いかかわり合いの中で存続している平地林等は、遮音、防火、憩いの場の提供等生活環境上計り知れない効
用をもつ身近な自然として重要な意義を持っている。

（2）自然公園の指定状況

本県の自然公園は、総面積が約13万haであり県土の面積の約21％を占めている。県北西部の山岳地帯を中
心とした地域は、我が国の代表的な自然公園である日光国立公園によって占められ、また、県内各地には、
地域の特性を持つ８つの県立自然公園があって、それぞれ変化に富んだ自然景観を有している（図２－４－
１）。なお、20年度には８つの県立自然公園のうち、唯一公園計画が定められていなかった宇都宮県立自然
公園の公園計画が策定された。
これらの自然公園には、県の内外から、自然を求めて多くの人々が訪れている。

（3）自然（緑地）環境保全地域等の指定状況

「自然環境保全法」及び「自然環境の保全及び緑化に関する条例」に基づき、優れた自然環境を持つ地域
を自然環境保全地域に、また、市街地周辺地及び歴史的・文化的遺産と一体となった良好な緑地を緑地環境
保全地域に指定し、その保全に努めている。22年度末現在、国指定の自然環境保全地域１か所を含め、41か
所5,355haを指定している。（表２－４－11、図２－４－２）

図２－４－１　自然公園の現況（22年度末）
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（4）「エコ農業とちぎ」の取組

農業生産の向上に、化学肥料や化学農薬の果たした役割は大きいが、一方でこれらの資材への過度の依存
による環境への影響が心配されている。
また、消費者の安全・安心な農産物を求める声が高まる中で、環境保全に対する意識が強まっている。
こうしたことから、18年12月に策定した「栃木県環境保全型農業推進基本方針」に基づく４項目を柱とし

て、農業生産を安定させながら、化学肥料・化学農薬の使用量を減らし、環境と調和した将来的にも持続可
能な「環境保全型農業」の取組を推進している。
22年度末現在、環境保全型農業推進方針を策定している市町数は24市町であり、堆肥等を利用した土づく

りと化学肥料、化学農薬の低減を一体的に行う農業生産方式を導入し、環境に配慮した農業に取り組む生産
者（エコファーマー）は、23年３月末現在7,627名が認定されている。
今後は、土づくりを基本として、減化学肥料・減化学農薬を進めてきた、これまでの環境保全型農業に、

「生物多様性の維持・向上」と「CO2の排出量削減」を加えた総合的な取組である「エコ農業とちぎ」を推
進する。

（5）水辺環境の状況

本県には、北西部山岳地帯を源とする、鬼怒川、那珂川、渡良瀬川の３つの大きな河川があり、中禅寺湖
をはじめとする湖沼や中小の河川とともに水系を形づくっている。
河川では、水の流れの変化によって「瀬」と「淵」が交互に表れ、昆虫、魚類、鳥類など多様な生物の生

息の場となっている。また、県内には、河川や水路、渓流等多くの親水空間が存在しており、県民の水辺と
のふれあいや憩いの場ともなっている。

表２－４－11 自然環境保全地域等指定状況（22年度末）

図２－４－２　自然（緑地）環境保全地域の指定状況（22年度末）
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２ 自然環境保全対策

（1）優れた自然の保全

ア　自然公園の適正な管理
自然公園については、指定の目的である自然の保護と利用の増進を図るための公園計画が定められ、

これに基づいて、木竹の伐採、工作物の建築等の風致景観の現状を変更する行為を規制するとともに、
歩道や休憩施設など利用のための施設整備を計画的に実施している。
また、公園利用者に対しては、自然公園指導員によるマナー指導やビジターセンターによる情報提供

等が行われ、自然公園の適正な利用に寄与している。
さらに、奥日光の日光市道1002号線では、自動車の乗り入れ規制を行うとともに、代替交通手段とし

て低公害バスを運行し、小田代原周辺の自然環境の保全を推進している。

イ　奥日光地区の自然環境の保全
19年３月に策定された戦場ヶ原湿原保全方針書に基づいて進められる対策の検討会に参加し、課題解

決に向けた方策の取りまとめに携わった。
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だ。（表２－４－12）

ウ　自然（緑地）環境保全地域の保全
自然（緑地）環境保全地域に指定されている地域（図２－４－２）について、自然監視員による巡視、

案内標識の整備、土地の形質変更の規制などにより保全に努めた。

（2）里地里山の活用と保全

ア　里地里山の保全
人里近くの丘陵部や低山地に広がる平地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、荒廃した平地林が増加している。
このため、22年度は、県内114箇所、638ｈaについて、自治会やＮＰＯ等と連携して平地林（里山林）

を整備する市町の取組を支援した。

イ　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、19年度から導入した農地・水・環境保全向上対策を活用して、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378地区の30,167haで促進し
た。（表２－４－13）

表２－４－12 低公害バス利用状況の推移



－155－

第
２
部

ウ　「エコ農業とちぎ」の推進
18年12月に策定した「栃木県環境保全型農業推進基本方針」に基づき、次の４項目を柱とした環境と

調和のとれた農業を積極的に推進している。
○　全ての農業者による農業環境規範の実践促進
○　有機物資源を活用した土づくりの推進
○　環境負荷を低減した農業生産の推進
○　農業生産活動に伴う廃棄物の排出抑制とリサイクルの推進
また、環境保全型農業の普及啓発を図るため、生産者・農業団体等の取組の支援、消費者に対するＰ

Ｒを実施している。
これまで、土づくりを基本として、減化学肥料・減化学農薬を進めてきたが、今後は「生物多様性の

維持・向上」と「CO2の排出量削減」を加えた総合的な取組である「エコ農 業とちぎ」を推進する。
22年度は、次の取組を行った。

（ア）環境保全型農業に係る県推進指導事業
ａ　エコファーマーの育成・支援
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、堆肥等を活用した土づくりと

化学肥料、化学農薬の使用低減を一体的に行う農業生産方式を導入する生産者（エコファーマー）を
認定し、土壌診断の実施や技術指導による農業生産方式の導入を支援している。また、啓発資料の作
成や広報活動を通して普及啓発を行っている。
ｂ　農薬・化学肥料使用低減の推進
性フェロモン剤等の利用による効率的防除や土壌診断に基づく適正施肥等を推進するとともに、化

学農薬の使用を最小限に抑える総合的病害虫・雑草管理（IPM）の普及に取り組んでいる。
ｃ　消費者交流事業の開催等
消費者・生産者双方の意識高揚と相互理解を促進するため、県民の日（６月）、とちぎ“食と農”

ふれあいフェア（10月）等において、有機農産物の販売や環境にやさしい資材、パネルの展示等を実
施した。
また、環境保全型農業や食の安全等についての理解を促進するため、農業者と消費者を交えた講演

会を開催した。

表２－４－13 農地・水・環境保全向上対策実施状況（22年度）



ｄ　有機農業の推進
20年度に策定した県有機農業推進計画に基づき、公開ほ場の設置や講演会などを通し、有機農業の

啓発を図ったほか、水稲における有機栽培技術の調査研究を行った。

（イ）堆肥の流通・利用促進
畜産部門と耕種部門の連携の下、堆肥の流通・利用の促進を図るため、県関係機関、市町、農協、

堆肥センター等を構成員とする「栃木県堆肥利用促進協議会」を設立し、堆肥の生産技術の改善及び
品質向上、堆肥マップ及びとちぎ堆肥ネット（HP）を通じた堆肥の流通・利用の促進、耕種農家の
ニーズの把握、堆肥の広域的な需給調整等の活動を行っている。

（ウ）畜産経営の環境保全対策の推進
畜産経営による環境汚染問題は、経営の存続や畜産業の発展に重大な影響を与えることから、家畜

ふん尿の適切な処理・利用により環境汚染を未然に防止し、畜産経営の健全な発展を図るため、｢環
境保全型畜産確立基本方針」に沿って、次のような畜産経営における環境対策の推進に努めている。
○　家畜ふん尿の適正な処理と畜産農家・耕種農家の有機的連携による農地還元の推進
○　家畜ふん尿処理機械・施設整備等の支援

（エ）畜産経営の環境保全対策の指導
農業振興事務所ごとに県関係機関、市町、農協等の関係団体を構成員とする「地方協議会」を開催

し、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）」の遵守に向け、
次のような指導等を行っている。
○　環境問題の発生状況等の実態調査
○　畜産農家に対する環境保全意識の啓発
○　畜産公害苦情・紛争処理に対する助言指導
○　臭気調査等の実施と調査結果に基づく農家指導

（オ）環境保全に対する支援
適正な家畜ふん尿の処理・利用を推進するために、畜産農家が組織化し、又は畜産農家と耕種農家

が連携して施設・機械等を整備するため次の畜産環境対策事業を実施した。（表２－４－14）

（カ）環境と調和のとれた生産技術の推進
化学農薬の使用を最小限に抑える総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）を推進するため、総合的防除

技術の開発やモデル展示ほの設置、本県の実情を踏まえた環境にやさしい総合防除マニュアルの策定
により、その普及を図っている。
○ＩＰＭマニュアルの普及啓発：水稲、いちご、なし、トマト
○指導者向けマニュアルの作成：いちご
○モデル展示ほの設置によるＩＰＭの実証：いちご、トマト
また、土壌診断に基づく施肥や肥効調節型肥料の使用など、化学肥料の低減に繋がる適切な施肥技

術の普及定着を図っている。
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表２－４－14 畜産環境対策の施設、機械整備に対する事業実施状況



（3）ビオトープの保全・創造

農村地域は、農業生産及び生活の場であるとともに、その豊かな自然環境は多様な生物の生活の場で
もある。そこで農村の自然環境を生物の生態系保全空間の拠点として整備することを目的に、生態系に
配慮した工法による水路、ため池等の農業用施設の整備を実施している。

（4）河川、水路、渓流の保全

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。22年度は江川（宇都宮市）、
名草川（足利市）等29河川、７渓流で整備、保全を実施した。

（5）親水空間の確保

ア　うるおいのある水辺空間の整備と保全
河川に清流と生物を呼び戻し、広く住民に親しまれる憩いの場として河川の有効利用を図るため、せ

せらぎのある水辺、親水性の豊かな川づくりを実施している。
また、水質の保全や改善を図るための河川浄化事業については、12年度から矢場川（足利市）におい

て実施しており、17年度に完了した。
水と緑の広場を確保し、緑地、多目的広場、運動場、防災空間として河川敷の有効利用を図るため、

低水路の整正や高水敷の造成などを行う河道整備については、那珂川（那須塩原市・那須町）、行屋川
（真岡市）が10年度に、湯西川（日光市）は12年度に完了している。

イ　川に触れ合える水辺空間の利用の促進
レクリエーションの場となる水辺空間の安全な有効活用を促す情報を提供するとともに、河川を活用

した体験学習を支援している。
22年度は、塩原ダム（那須塩原市）など４箇所でダムを活用したイベントを開催した。

ウ　地域住民と取り組む水辺づくりの推進
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

川愛護会が置かれた。これにより、地域住民や関係諸団体の協力によって、河川の清掃等の実践活動が
活発に行われるようになり、河川美化の向上と河川愛護の啓発に大きな効果を上げている。
22年度に実施した事業の概要は次のとおりである。
《栃木県河川愛護連合会の事業》
（ア）７月１日～７月31日までの１か月を河川愛護月間とし、７月７日の「川の日」を中心として、

各市町河川愛護会が主体となって河川の清掃等を実施した。また、全国統一の同月間用のポス
ター及びチラシを市町等に配布し、河川愛護に対する認識の普及を図った。

（イ）河川愛護普及ポスターを募集し、優秀作品の表彰を行った。また、上位入選作品でカレンダー
を作成し、市町等に配布した。
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第３節 環境を支える森林づくり

1 森林の整備・保全の現状

（1）本県の森林の概要

ア　本県の森林の概要
22年度末における本県の森林面積は、県土面積約64万haの約55％にあたる約35万haとなっている。県

土面積における森林面積の割合（森林率）は全国で第35位にあたる。（図２－４－３）
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。（図２－４－４、表２－４－15）

イ　森林の有する多面的な機能
森林は多面的な機能を有しており、県民の生活と深くかかわっている。12年に農林水産大臣から日本

学術会議に対して「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」諮問
され、その答申（13年11月）では、森林には次のような機能があるとされている。

①生物多様性保全機能　　　　　　　　　　⑤快適環境形成機能　　　　　　
②地球環境保全機能　　　　　　　　　　　⑥保健・レクリエーション機能　
③土砂災害防止機能・土壌保全機能　　　　⑦文化機能　　　　　　　　　　
④水源かん養機能　　　　　　　　　　　　⑧物質生産機能　　　　　　　　
近年、二酸化炭素を吸収・固定する働きから、地球環境保全機能が国際的に重要視されている。
また、森林は、所有者等による植林から伐採までの林業生産活動や病虫獣害の防除・森林火災の防止

などの適正な管理を通じ、その多面的機能を維持向上させ、県民の生活環境を守るという重要な役割を
担っている。

図２－４－３　県土面積における森林の割合
（22年度末）

図２－４－４　県内所有別・人工天然林別
森林面積の割合（22年度末）

表２－４－15 民有林における樹種別面積割合（22年度末）
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（2）森林の整備状況

ア　民有林造林面積の推移
民有林の造林面積は昭和53年度の2,100haをピークに減少傾向を示し、22年度には、ピーク時の約

11％に当る227haにまで落ち込んでいる。（図２－４－５）

イ　民有人工林の間伐実施面積の推移
本県の民有人工林において、間伐を必要とする森林（Ⅳ～ⅩⅡ齢級（16～60年生））10万３千haのうち、

約35％が間伐の遅れた森林であったが、これらの森林において18年度から22年度までの５年間で
31,315haの間伐を実施した。（図２－４－７）

図２－４－５　民有林造林面積の推移

図２－４－６　民有林樹種別造林面積の割合（22年度実績）

図２－４－７　民有人工林の間伐実施面積の推移
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（3）保安林の指定状況

水源かん養や土砂流出防備など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」に基づき指定を行っている。
指定面積は、国有林、民有林ともに着実に増加しており、22年度末現在の指定面積は約18万６千haである。
その内訳は国有林が62％（国有林面積の約９割）、民有林が38％（民有林面積の約３割）となっている。（図
２－４－８）

（4）森林を支える林業・木材産業の現状

ア　林業の現状
（ア）木材価格の状況

22年の木材価格は、素材ではスギ小丸太が13,000円／m3、ヒノキ小丸太が20,400円／m3、製材品で
はスギ正角（柱材）が34,300円／m3、ヒノキ正角（柱材）が50,100円／m3となっている。（図２－４－
９）

図２－４－８　保安林面積の推移

表２－４－16 保安林の種類別面積
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（イ）林業担い手等の状況
林業経営体数は2,628経営体で、そのうち60％が保有山林10ha未満の小規模経営体となっている

（2010年農林業センサス）。
林業就業者数は、17年国勢調査によると610人で、12年の６割にまで減少しており、65歳以上の就

業者が４分の１を占め、他産業に比べて高齢化が進んでいる。一方、新規林業就業者数は、毎年概ね
20～40人台で推移しているが、その多くは他産業に勤務経験のある30代を中心とする年齢層から参入
している。（図２－４－10）
また、知事は、「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、森林組合など23事業体が作成

した雇用の改善や事業の合理化を図るための改善計画を認定している。

（ウ）林業生産の基盤の状況
林業生産の基盤となる林道、作業道の状況は、それぞれ延長が1,453km、1,772km、密度が6.6ｍ/ha、

8.0ｍ/haである。（表２－４－17）
高性能林業機械の導入（保有）台数は124台で、フォワーダが最も多く、次いでプロセッサである。

（表２－４－18）

図２－４－10 県内林業就業者の状況

図２－４－９　県内木材価格の状況
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イ　木材産業の現状
21年の素材供給量は521千kとなり、前年より84千k減少している。供給の内訳は、自県材71％、他

県材23％、外材6％で、大半が製材用である。（図２－４－11）
製材品出荷量についても減少傾向がみられる。近年、人工乾燥材出荷量は横ばいであったが、21年は

人工乾燥材率（製材品出荷量に占める割合）が37.7％まで上昇した。（図２－４－12）

表２－４－17 林道・作業道の状況

表２－４－18 高性能林業機械の導入状況

図２－４－11 素材供給量の状況

図２－４－12 製材品出荷量の状況



2 森林づくり対策

県では、森林・林業・木材産業が置かれた状況や、新たな課題に適切に対応し、充実してきた森林資源の
循環利用を推進するため、「とちぎ森林・林業・木材産業未来ビジョン２０１１」を23年３月に策定した。
本ビジョンでは、林業・木材産業の新たな成長産業への再生や、森林の公益的機能を高度に発揮する森づく
りなどを目標に掲げ、目標達成のための各種施策に取り組むこととしている。

（1）森林の多面的機能の向上

ア　間伐等森林整備の促進
森林の持つ公益的機能を持続的に発揮させるため、森林所有者への支援や県・森林整備公社による公

的森林整備により間伐等の森林整備を促進しており、22年度は8,571haの間伐を実施した。（表２－４－
19）
また、造林、下刈り等の森林整備を1,826ha実施した。

イ　多様な森林の育成
森林の持つ公益的機能を持続的かつ高度に発揮させるためには、間伐の促進とともに複層林施業や長

伐期施業、育成天然林施業、広葉樹林整備等による多様な森林の育成が重要である。
22年度は18haの複層林整備、998haの広葉樹林整備を含め、多様な森林の育成を図る目的で、2,374ha

の森林整備を実施した。（表２－４－20）

ウ　公的森林整備の推進
自然災害などにより公益的機能の低下した保安林においては、県が実施主体となる治山事業等により

森林整備を推進している。また、林道から遠いなどの条件により所有者による施業が困難な奥地の保安
林以外の森林等においては森林整備公社が実施主体となり、スギ・ヒノキの間伐や広葉樹植栽等の森林
整備を推進している。
22年度は県、森林整備公社で4,122haの間伐や広葉樹植栽等の森林整備を実施した。
公益的機能の低下した保安林において、治山事業により、県が事業主体となって機能回復するための

197haの本数調整伐等の森林整備を行った。
また、生育不良な造林地や所有者による施業が放置され、公益的機能が低下した森林において、森林

整備公社が実施主体となり660haの間伐等の森林整備を行った。（表２－４－21）
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表２－４－19 間伐の実績

表２－４－20 多様な森林の育成のための森林整備

表２－４－21 公益的機能向上のための公的森林整備



エ　森林を支える林業・木材産業の振興
森林の持つ多面的機能の発揮には、持続的な林業生産活動の推進が不可欠であり、このためには「木

を植え、育て、伐って利用し、また植える」という森林資源の循環利用を推進することが重要である。
（ア）森林整備を支える人・システムづくり

林業後継者の育成や林業経営の改善などを図るため、22年度は林業普及指導員30人による普及活動
を実施した。
さらに、間伐など森林施業の集約化等によるコストの低減を図るため、森林整備地域活動支援交付

金により森林情報活動等に支援するとともに、施業集約化を推進する人材の育成を図った。
また、森林整備の中核を担う森林組合等林業事業体の新規就業者を確保育成するため、国の「緑の

雇用対策事業」の活用促進を図りながら、栃木県林業労働力確保支援センターが行う林業カレッジ研
修等を支援した。
さらに、林業労働災害を防止するため、作業現場の安全や安全意識の向上を図るための研修や巡回

指導を支援した。
（イ）低コスト林業の基盤づくり

森林施業や木材生産の効率化を高めるため、22年度は林道５km、作業道91kmを開設するとともに、
林道の改良、舗装を実施した。
さらに、林業作業の効率化、低コスト化を図るため、林業・木材産業構造改革事業による高性能林

業機械の導入のほか、栃木県林業サービスセンターが行う高性能林業機械の共同利用（リース事業）
に対して支援を行った。

（ウ）県産材の安定供給と利用拡大
21年度からスタートした森林整備加速化・林業再生基金事業を中心とした各種施策によって、

国産材の最大の課題である原木及び製品双方の安定供給体制の構築、人工乾燥施設・木材加工流
通施設の整備強化、地域材による新製品開発を支援した。
地域材利用促進を図るため、一定割合以上県産出材を使用した木造住宅建設に対する補助に取

り組むとともに、建築士を対象とした木造住宅設計講習会を開催した。
さらに、とちぎ材の新たな市場を開拓するため、製品展示会への出展や商談会の開催、「とちぎス

ギ平角材のスパン表」（※）普及等により、首都圏への販売促進・販路拡大を推進した。
また、木材業者に対し、木材産業等高度化推進基金、木材業振興基金等を融資し、経営合理化

等を推進した。
※スパン表：木造建築物の梁・桁等横架材への利用を提案する建築設計資料

オ　とちぎの元気な森づくり県民税による取組の推進　（一部再掲）
公益的機能を有する森林を県民全体の協力の下に守り育て、元気な森を次の世代に引き継いでいくこ

とを目的に20年４月に導入した「とちぎの元気な森づくり県民税」により、22年度は次の事業を行った。
（ア）元気な森づくり

長年手入れがされず荒廃している奥山林を元気で安全な森林に再生するとともに、生活に身近にあ
りながら荒廃している里山林を明るく安全な森林空間に再生する市町の取組に対して支援を行った。

ａ　とちぎの元気な森づくり奥山林整備事業　（県事業）
荒廃しているスギ・ヒノキの人工林3,302haの間伐を行うとともに、森林バイオマス利用モデル交

付金事業により、間伐材を搬出し、バイオマス資源として利活用する取組37haに対して支援を行った。
また、クマやシカ等によるスギ・ヒノキの剥皮被害防止対策（ネット巻き）320haに対して支援を

行った。
ｂ　明るく安全な里山林整備事業　（市町村交付金事業）

将来まで守り残したい里山林、通学路や人家周辺等で暗くうっそうとした里山林、野生獣被害のあ
る田畑などに隣接する里山林で、市町が行った計638haの整備に対して支援を行った。

（イ）森を育む人づくり
県民が広く森づくりに参加できるよう、森づくり情報センターの整備や森づくり活動への支援を行

うとともに、森林とのふれあいや木を使うことを通して、森林の大切さや社会全体で森林を守り育て
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ていくことの必要性についての普及啓発を行った。
ａ　元気な森を育む木の良さ普及啓発事業　（県事業）
奥山林整備で発生する間伐材を活用した学習用机・椅子を県内35の小中学校に計2,000基配布すると
ともに、木製ベンチを県民が利用する店舗、病院、学校等245の施設に計500基配布した。

ｂ　とちぎ森づくり情報センター事業　（県事業）
森づくりに関する様々な情報の収集・発信を行うホームページの管理運営や情報誌「グリーンウェ

ーブ」の発行のほか、企業等の森づくり活動の相談対応や森づくりグループ交流会を実施した。
ｃ　とちぎ「森の楽校（がっこう）」事業　（県事業）

森林観察などを行う「森とのふれあい講座」、森の手入れを学ぶ「森づくり講座」、森づくりやみど
りづくりの指導的役割を果たす人材を養成する「グリーンスタッフ養成講座」、また森林環境学習の
指導者研修会、緑の少年団等の交流活動「森の子サミット」など、対象者や目的に応じた講座や交流
会等を計20回開催するとともに、学校林の整備等の活動や新たな設置を行う計21の緑の少年団等への
支援を行った。

ｄ　とちぎの元気な森づくり県民会議事業　（県事業）
20年度に制定した「元気な森づくりの日（10月16日）」を記念した紙上フォーラムや森づくり体験

活動を開催するとともに、21年度に決定したシンボルマーク「とちもりくん」を活用したＰＲを実施
した。
また、都市住民参加による「とちぎの森づくり交流事業」や、木工教室などの「木を使う」体験活

動を開催した。
ｅ　税事業評価委員会事業　（県事業）

21年度事業の評価のため「とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会」を開催し、９月に21年
度事業の評価結果を知事あてに提出した。また、22年度から新たに実施した事業の評価手法などを検
討した。

ｆ　とちぎの元気な森づくり県民広報事業　（県事業）
とちぎの元気な森づくり県民税に対する県民の理解促進を図るため、税制度、森林の大切さや社会

全体で森林を守り育てていくことの必要性について、とちぎ元気フォーラムや各種イベントでのパン
フレット配布やとちぎ県民だよりへの記事掲載などによる広聴・広報活動を継続的に実施した。

ｇ　森づくり活動地域支援事業　（市町村交付金事業）
住民やボランティアによる森づくり活動や、子どもたちを対象とした地域における森林観察会や学校
林の整備など、19市町の54活動に対して支援を行った。

ｈ　木の香る環境づくり支援事業　（市町村交付金事業）
公共施設等の木造・木質化や木工教室による木の良さ普及啓発活動など、18市町の26取組に対して

支援を行った。
ｉ　特色ある緑豊かな地域推進事業　（市町村交付金事業）

広域的な森づくり活動や地域の創意工夫を生かした特色ある取り組みなど、３市町の３取組に対し
て支援を行った。
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（2）森林の適正な管理

ア　森林計画制度による森林管理の推進
森林計画制度は「森林法」において体系付けられ

ており、国が策定する全国森林計画に即して、県が
地域森林計画を、市町村は地域森林計画に適合した
市町村森林整備計画を策定している。
地域森林計画は、民有林を対象とした10年を１期

（前期・後期）とする計画であり、本県では県内を那
珂川・鬼怒川・渡良瀬川の３つの森林計画区に区分
している。（図２－４－13、図２－４－14）
22年度においては、23年度を初年度とする那珂川

地域森林計画区を樹立した。
また、計画的な森林整備を図るため、森林計画図

や森林簿、施業履歴など民有林に関する様々な情報
について一元的に管理・分析する「森林ＧＩＳ」を
運用している。

イ　保安林・林地開発許可制度による森林の保全
保安林指定の拡大等により、森林の持つ公益的機能の高度発揮と森林の保全を推進した。
また、「栃木県保安林整備基本計画」に基づき、本県民有林の保安林整備（指定、森林整備、管理）

を実施した。
さらに、森林の有する公益的機能や環境との調和を損なうことなく、秩序ある開発行為を促すための

林地開発許可制度に基づき、適切な許可と指導に取り組んだ。

ウ　森林被害対策の推進
森林の病害虫等被害を早期に発見し、適切な対策を実施するため、市町や関係団体等と連携して被害

対策を図っている。
22年度は、松くい虫被害防除対策として、52haの森林で薬剤散布を実施したほか、2,834m3の被害木

の伐倒駆除を実施した。
また、貴重な県民共有の財産である森林が一瞬で焼失してしまう森林火災を防止するため、３月１日

から５月31日を「栃木県春の山火事防止強調運動期間」と定め、広報車による巡回パトロールやテレビ
による山火事防止ＣＭの放送、ポスター・リーフレットの配布等、山火事防止の普及啓発活動を実施し
た。
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図２－４－13 栃木県の森林計画区

図２－４－14 森林計画区と計画期間



（3）協働による森づくり

ア　県民参加の森林づくりの推進
森林の大切さについて情報提供を行うとともに、とちぎ「森の楽校」事業による森づくり活動の実施

など、体験活動を通して森林環境の保全に対する県民意識の醸成を図った。
また、より多くの県民がみどりづくりや森づくり活動に容易に参加できる環境を整えるため、情報を

集発信する仕組みとして、ホームページ「とちぎのエコ・もり」や、多様な主体による森づくり活動の
サポートを行う「とちぎ森づくり情報センター」の運営により、県民参加による森林整備活動の促進を
図った。（表２－４－22）

イ　企業等との協働による森づくりの推進
企業や団体等が社会貢献活動の一環として行う森林整備活動を推進することにより、森林の持つ公益

的機能の向上と森林・林業に対する理解の促進を図るため、21年度から「企業等の森づくり推進事業」
を開始した。22年度は、５企業（団体）が協定を締結した。
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表２－４－22 森林ボランティアの活動人数



第４節 みどりづくり活動の推進

1 みどりづくり活動推進の状況

（1）活動の状況

本県は森林と農地が県土の約75％を占めるなど、豊かなみどりに恵まれているが、いずれも減少傾向にあ
るとともに、手入れの行き届いていない森林や有休農地の増加など、質の低下も懸念される。
都市部においては、人々の暮らしに密着したみどりの量と質の確保を図ることにより、自然と共生した、

安全で住みよい都市環境の整備が求められているなど、今後、みどりづくりはますます重要になってきてい
る。
また、県民の緑化の必要性や緑化活動への参加意識も高まっていることに加え、地球温暖化を始めとする

地球規模の環境問題が深刻化する中、森林をはじめとするみどりが有する公益的機能への期待も高まってい
る。
このような中、森林整備や身近なみどりづくりのためのボランティア、ＮＰＯや企業・住民等の活動が活

発化している。

（2）都市公園の整備状況

都市公園は、都市に緑とオープンスペースをもたらすことによって都市環境を良好なものとするとともに、
児童、青少年の健全なレクリエーションの場や市民のコミュニケーションの場を提供するばかりでなく、大
気汚染、騒音等都市公害を緩和し、災害時の避難場所として活用されるなど、多目的な機能を有する基幹的
な生活基盤施設である。
本県では、23年３月末において、1,956か所2,595.48ha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13.4㎡が確保され、全国平均※の9.7㎡を大きく上回る整備水準となっている。（表２－
４－23） ※全国平均は22年３月末の値
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表２－４－23 都市公園整備状況（22年度末）



2 みどりづくり活動の推進

（1）緑化活動の推進

ア　第４次栃木県緑化基本計画による緑化の推進
「みどり豊かな郷土“とちぎ”を次の世代へ」引き

継いでいくため、18年３月に策定した「第４次栃木県
緑化基本計画」に基づき、県民やボランティア、ＮＰ
Ｏ、企業、行政等が連携した“協働”によるみどりづ
くりを進め、「みどりに親しみ学ぶ」「みどりをつくり
育てる」「みどりを守り引き継ぐ」を柱として、多様な
緑化施策を総合的かつ計画的に実施し、県土緑化の推
進を図った。（図２－４－15）

イ　「２００万県民“１人１本木を植えて育てよう”運動」
の推進

将来の世代に、豊かな森や緑を引き継いでいくため
に、家庭や学校、地域、職場などのさまざまな場面で、
１人１本木を植えて育てる取組を進めるため、春季及
び秋季緑化運動期間を中心に、県内各地で6栃木県緑
化推進委員会及び市町と連携し、苗木配布会を実施し
た。
会場数：35会場　
配布本数：8,900本

ウ　普及啓発によるみどりづくり活動の促進
塩谷町での県植樹祭（参加者約700名）、春・秋季緑化運動期間を中心とした苗木配布会（県内35会場）
の開催、とちぎ「森の楽校」事業による森とのふれあい講座や森づくり講座を16回開催し、みどりづく
りに関する普及啓発を行った。
また、学校環境緑化などのコンクールを実施し、緑化意識の高揚を図るとともに、みどりづくり活動

への参加を促進した。（表２－４－24）

エ　みどりづくりへの支援
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か所）、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。（表２－４－25）
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表２－４－24 みどりづくり活動参加人数の推移

図２－４－15 みどりづくりのイメージ



（2）都市地域における緑化の推進

ア　「緑の基本計画」の策定促進
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する。

イ　都市公園の整備
22年度も、都市環境の改善や公害、災害発生の緩和、レクリエーション需要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。

ウ　開発行為による良好な宅地化の推進
開発許可制度の適切な運用により、無秩序な宅地開発等を防止し、良好な市街地形成と都市地域の自

然環境の保全に努めている。
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表２－４－25 緑の相談所の利用状況（22年度）



第５節 良好な景観の保全と創造

1 景観の状況

県内には、都市や農村などで、地域の生活風景と一体となった良好な景観が多数存在している。
また、本県は古くから文化の栄えたところであり、古墳群、遺跡、社寺、古碑等や日光山に関連する社寺、
杉並木等の歴史的、文化的遺産に恵まれている。
街路や公共施設、市街地の整備などに合わせて、美しい街並みの形成が進められている一方、建物の高さ

や色調等の不統一、張り巡らされた電線や派手な広告物等の景観上の問題も生じている。

2 良好な景観の保全と創造

（1）景観形成の総合的な推進

ア　「景観法」に基づく良好な景観の形成
“とちぎ”の自然・都市・農山村等の地域特性を生かした良好な景観の保全と創造を図るため、「景

観法」や「栃木県景観条例」に基づき、良好な景観の形成を推進している。

イ　景観計画の策定の促進
市町に対して、景観アドバイザーの派遣、景観行政研究会及び栃木の景観づくり連絡会議による情報

提供等を行うことにより、地域特性を生かした景観計画策定の促進を図っている。
22年度は足利市、那須塩原市が景観計画を施行した。（表２－４－26）

（2）良好な都市景観の保全と創造

ア　全県フラワーパーク化事業
花とのふれあいを通じて、花による彩りと潤いのあるふるさとづくりを推進している。
22年度は、花のまちづくりコンクール（実践活動の部）を実施し、花による景観づくりなど36点の応

募があった。
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表２－４－26 県内市町の景観法の施行状況（23年３月31日現在）



イ　街路等の整備
都市の骨格を形成する幹線道路等の都市活動を支える道路網の整備を積極的に推進している。特に都

市計画道路大通り（宇都宮市）、小山栃木都賀線（栃木市）等の主要放射・環状道路の整備を推進して
いる。
また、道路空間の有効活用、都市景観の向上、都市防災機能の改善等を図るため、都市計画道路宇都

宮栃木線（宇都宮市）、藤原西那須野線（那須塩原市）等の電線類の地中化を推進している。
なお、街路樹の植栽は、都市美観構成上の一要素として重要なものであると同時に、県民に緑陰の提

供、防じん、防風、防煙の効果、火災の延焼防止、都市生活者の疲れた神経の緩和作用及び植物の同化
作用による空気の清浄化、涼化作用等の多様な役割を果たしている。

ウ　地区計画等の活用
建築物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かく定め、都市に生活する人たちの身近な生活環境の

保全・整備を図るため、市町村が策定する地区計画が、22年度は「みぶ羽生田産業団地（壬生町）」を
はじめ６地区で策定された。
22年度末現在地区計画策定状況　　19市町　110箇所

（3）良好な自然・農村景観の保全と創造

ア　とちぎふるさと街道整備事業
２年４月に「とちぎふるさと街道景観条例」を施行し、同年６月に条例に基づき那須・塩原街道景観

形成地区を指定し、12年12月に指定地区を拡張した。ここでは、工作物の設置や木竹の伐採等に対し街
道景観形成基準に基づいた指導を行い、「みどり豊かな栃木県」のイメージにふさわしい街道景観の形
成を図っている。
また、街道景観形成地区内の特に景観形成上必要がある土地については、栃木県自然景観保全基金等

による買い取りを実施するとともに、取得した土地の下草刈等を行い、適正な管理に努めている。
さらに、13年度に創設した「とちぎふるさと街道景観里親制度」により、13年度に２団体、14年度に

１団体、19年度に３団体、20年度に２団体を街道景観形成地区において景観形成のための活動を行う団
体（里親団体）として認定しており、これらの里親団体が行う活動に対し助成を行っている。
こうした取組により、優れた街道景観の形成が図られるとともに、地域における景観保全意識の向上

につながっている。（表２－４－27）
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表２－４－27   とちぎふるさと街道景観里親団体一覧



イ　農村景観の保全に向けた取組
生態系・景観に配慮した農村振興総合整備事業や農地・水・環境保全向上対策を活用した各地域の取

組等により、豊かな自然環境と美しい農村景観の保全が図られた。

ウ　とちぎのふるさと田園風景百選
本県の美しく豊かな田園風景を後世に継承し、活力に満ちたふるさと“とちぎ”づくりを進めるため、
23年２月に宇都宮市上籠谷町をはじめとする県内102地域を「とちぎのふるさと田園風景百選」に認定
した。
認定された地域では、この百選を契機として、百年後にも誇れる素晴らしい風景の保全に向けた取組

が始まりつつある。

（4）歴史的・文化的景観の保全と創造

ア　歴史的景観の保全・復元の促進
歴史的・文化的価値が高く、ふるさとのシンボルとして県民に親しまれている貴重な文化財を未来に

引き継ぐため、市町等が行う建造物保存修理事業や史跡等整備事業等に対し支援している。
22年度においては、下野市の国指定史跡「下野国分寺跡」や上三川町の国指定史跡「上神主・茂原官

衙遺跡」の保存整備事業等に対し助成した。

イ　日光杉並木街道の保護
日光杉並木街道の恒久的保全のため、保護用地の公有化を進めるとともに、杉並木樹勢回復事業を推

進している。22年度は、「日光杉並木樹勢回復事業第二期５ヶ年計画」の５年目にあたり、計画的に事
業を実施した。
また、並木内の通過交通による影響の軽減を図るため、通行車両の迂回路となるバイパス整備を推進

している。22年度は、国道121号板橋バイパス、国道119号ミニバイパス（大沢～水無区間）及び日光宇
都宮道路土沢インターチェンジ（仮称）における用地買収及び工事を推進した。
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第５章　共通的基盤的施策を展開する

第１節 環境影響評価の推進

1 環境影響評価制度の概要

環境影響評価とは、工業団地や住宅団地の造成等、大規模な開発事業を行う際に、事業の実施が環境に及
ぼす影響を事業者があらかじめ調査、予測及び評価し、その結果を事業内容に反映させることにより、環境
の保全に適正な配慮を行うものであり、９年６月に公布された｢環境影響評価法」及び11年３月に制定され
た「栃木県環境影響評価条例」の適切な運用に努めている。

（1）本県の環境影響評価制度の歩み

昭和50年３月　　「開発事業に対する環境影響評価の実施に関する方針」の策定
平成３年４月　　「栃木県環境影響評価実施要綱」の施行（制度内容面の充実）
９年６月　　「環境影響評価法」の制定（法制化・制度内容面の充実）
11年３月　　「栃木県環境影響評価条例」の公布
６月　　「環境影響評価法」の施行

「栃木県環境影響評価条例」の施行

（2） 本県の環境影響評価制度の特徴

ア　対象事業
対象事業は、道路、ダム、飛行場、工場・事業場、廃棄物処理施設、住宅団地、工業団地、スポー

ツ・レクリェーション施設、自動車用テストコース等18種類であり、それぞれ事業を実施する地域に応
じて規模要件を設けている。

イ　評価項目
評価項目は、大気質、水質、土壌、騒音、振動、悪臭等の「環境の構成要素の良好な状態の保持」に

関する項目、動植物等の「生物多様性の確保及び自然環境の体系的保全」に関する項目及び廃棄物、温
室効果ガス等の「環境への負荷の低減」に関する項目等としている。

ウ　手続の流れ
事業者は、まず対象事業に係る環境影響評価を行う方法（環境影響評価の項目や調査、予測及び評価

の手法）を記載した「方法書」を作成し、続いて予測及び環境影響評価を行った結果を記載した「準備
書」、最後に「環境影響評価書」を作成する。これらはそれぞれ公表し、方法書及び準備書については、
住民、市町村長及び知事の意見を聴くこととしている。（図２－５－１）

エ　住民参加の機会
方法書、準備書について、環境の保全の見地からの意見を有する者は、知事に対して意見書を提出す

ることができる。また、準備書については、必要に応じて、環境の保全の見地からの意見を直接述べる
ことができる公聴会を開催することとしている。

オ　事後調査
工事着手後の環境の状況を把握し、環境保全対策の効果を検証するための、いわゆる事後調査に関す

る計画を評価書の記載事項とし、事業者はこれに従って工事着手後に調査を行い、調査結果を知事に報
告することとしている。

カ　栃木県環境影響評価技術審査会
環境影響評価に関する技術的事項を調査審議するために、学識経験者から構成される「栃木県環境影

響評価技術審査会」を設置し、知事が方法書及び準備書について意見を述べる際には、審査会の意見を
聴くこととしている。
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2 環境影響評価の実施状況

22年度は、方法書２件（土地区画整理事業）、準備書２件（工業団地の造成の事業及び飛行場の設置の事
業）及び評価書１件（工業団地の造成の事業）が提出され、環境影響評価条例に基づき公告・縦覧を行い、
住民及び関係する市町長の意見並びに栃木県環境影響評価技術審査会での審議を踏まえて、環境保全の見地
から知事の意見を述べた。
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図２－５－１　栃木県環境影響評価条例に基づく手続の流れ



第２節 調査及び研究の実施

1 保健環境センターにおける調査研究

環境汚染の実態把握と未然防止を図るため、以下の課題について調査研究を行っている。

（1）大気環境関係

ア 有害大気汚染物質モニタリング調査結果の取りまとめ並びに追加物質の分析検討及び調査
19～22年度に実施している調査研究課題であり、有害大気汚染物質に該当している物質、若しくはＰ

ＲＴＲ指定物質に該当するもののうち、優先取組物質以外の９物質を選択して分析手法を検討し分析可
能であることを確認した。20年度から、これらの物質についてモニタリング調査を実施し、大気中濃度
の実態を把握した。さらに、取りまとめとして、県内５箇所における有害大気汚染物質濃度の経年変化、
地域ごとの特性並びに有害大気汚染物質間の相互関連等について解析した。

イ　揮発性有機化合物排出規制の効果に関する調査
県内におけるＶＯＣ排出量、大気中のＶＯＣ濃度、非メタン炭化水素濃度、光化学スモッグの発生状

況を比較し、それらの経時変化や相関等について検討した。また、光化学オキシダントが高濃度化する
要因を検討した。その結果、18年から始まった工場等のＶＯＣ排出規制の効果が確認された。

ウ　微小粒子状物質（PM2.5）対策に係る検討
本県の微小粒子状物質による汚染実態や環境基準達成状況を把握するために、適切な自動測定装置の

設置地点について検討し、PM2.5が高濃度となる時の気象条件、他因子との関連を検討した。
また、関東地方大気環境対策推進連絡会事業として、関東甲信静の各地方研究機関と共同で浮遊粒子

状物質調査を行い、四季を通じた一般環境でのサンプリングを行った他、21年度試料の水溶性イオン成
分分析を担当した。

エ　酸性雨調査
全国環境研究所協議会第４次酸性雨調査に参加し、湿性降下物を採取、分析した。

オ　その他大気環境に関する調査及び行政検査
大気環境調査として、有害大気汚染物質調査、酸性降下物量調査、降下ばいじん量調査、文部科学省

委託による環境や食品・飲料水中の放射能調査を実施した。
また、前記調査の他、今後の悪臭対策に資するため臭気指数実態調査を行った。

（2）水環境関係

ア　湯ノ湖底生生物に関する調査
湯ノ湖の水質、底生生物、プランクトン、水生生物など、湯ノ湖の水環境を構成する各種要素を明ら

かにするための調査の一環として、湖内10地点で、底生生物の定量及び水温・溶存酸素などの環境要因
調査を行った。

イ　湯ノ湖沈水植物の植生調査
湯ノ湖に生息する希少種を含む沈水植物の生育状況を把握するため、生育及び分布状況について調査

した。
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ウ　化学物質汚染実態調査
「化学物質審査規制法」により、製造、輸入、取扱いが規制された有機フッ素化合物等17項目

について、国立環境研究所等と共同で、その検査方法を検討するとともに、県内河川の実態を調
査した。
また、未規制化学物質２項目について、田川（宇都宮市）の水質を調査した。

エ　酸性雨モニタリング（陸水）調査
酸性雨による中長期の影響を把握するため、刈込湖（日光市）の水質を調査するとともに、集水域、

気象に関する情報を収集した。

オ　その他水環境に関する調査及び行政検査
工場・事業場排水、ゴルフ場排水及び鉱山排水の水質分析を実施するとともに、河川、湖沼等の公共

用水域の水質調査、水生生物調査、水道水源の水質調査を実施した。
また、地下水汚染等、緊急時、異常時の水質分析を行った。

（3）土壌環境・廃棄物関係

ア　土壌中の特定有害物質分析法の検討
土壌中の鉛や砒素等の有害物質については環境中にも存在しており、人為的な汚染と自然由来かの判

別は難しい。そこで、既存の全量分析法や形態分析法において汚染土壌中の鉛や砒素等がどのような挙
動をとるのか試験検査を行いその結果を評価し、今後の土壌調査の資料とした。

イ　廃棄物に関する行政検査
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」｢栃木県産業廃棄物処理に関する指導要綱｣「栃木県土砂等の

埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」等に基づき、処分場の浸出水・排水、
周辺地下水の水質検査及び廃棄物・土壌の溶出検査を行った。

（4）森林環境関係

ア　森林の水質保全機能に関する調査研究
本県の森林を対象に間伐影響の実態を把握するため、間伐（下層植生の有無）による下流河川の水質

改善効果や森林からの窒素等の流出状況などの調査方法の検討を行った。

2 その他の試験研究機関における調査研究

その他の試験研究機関において、22年度に実施した主な環境関連の試験研究は次のとおりである。

（1）林業センターにおける調査研究

ア　花粉症対策品種の種苗生産に関する研究
少花粉スギ品種によるミニチュア採種園の管理手法を改良し、母樹への負担を軽減し、種子の早期安

定生産技術の確立を目指す。

イ　強度間伐による森林整備に関する研究
コスト縮減を図りながら公益的機能を発揮させる森林施業方法を探るため、強度間伐した森林の状況

を調査し、複層林や針広混交林への誘導する手法の確立に資する。

ウ　マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツの抵抗性向上に関する調査
松くい虫被害により機能の低下した森林の再生にあたり、抵抗性の強い品種の選抜・開発を実施する

ほか、現地植栽した苗木の成長・被害等について調査し、適応性の高い品種を選抜する。
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エ　地域希少種等の保全に関する研究
シカによる食害で衰退している白根山のシラネアオイ群落の遺伝子保全を目的とした種子保存方法及

び葉片培養による増殖技術の開発。さらにDNA解析による群落の多様性や地域固有マーカーにより、
群落保全の指標を得る。

オ　シカの食害により退行した奥日光森林植生の回復に関する研究
奥日光におけるシカの生息頭数が個体数調整により減少している中、今後の当地域における森林植生

の回復について、人為的な手法の有効性を検討しながら、各種環境下における植物種組成の変化につい
て明らかにする。

（2）県民の森管理事務所における調査研究

ア　エサ資源としての自然植生の変化がツキノワグマの行動に与える影響に関する研究
クマの人里への出没とエサとなる広葉樹堅果類等の豊凶の関連を検証し、クマの出没を予測する。

イ　野生動物の効果的捕獲技術の確立に関する研究
シカやイノシシを効率的に捕獲するためのわな等の開発を行うとともに、現地実証試験を行う。

ウ　野生鳥獣の被害防除技術の確立に関する研究
クマ、シカ等の野生鳥獣による森林等への被害を防止する資材等の効果・耐久性や森林施業方法の工

夫による効果等について、調査・研究を行う。

エ　外来種の生息確認調査
アライグマ等の分布について現状を把握し、今後の具体的防除対策を行う上での基礎資料とする。

（3）農業試験場における調査研究

ア　環境負荷低減技術の開発
肥料の過剰施用による環境負荷を防ぐため、適切な施肥量を診断する技術を開発する。

イ　減化学農薬技術の開発
天敵昆虫や有用微生物の利用など、化学農薬以外の技術を活用した病害虫の防除体系を確立する。

（4） 畜産酪農研究センターにおける調査研究

ア　堆肥の流通促進に関する研究
堆肥の流通促進を図るため、耕種農家のニーズに対応した粒状堆肥の肥効特性を明らかにする。

イ　搾乳施設排水の適正処理技術に関する研究
搾乳排水関連施設の原単位を策定し、適正な管理方法を確立する。

ウ　バイオガスプラントに関する研究
バイオガスプラント有効性・実用性の実証のため、経済性・エネルギー効率、環境への影響について

研究を行う。また、消化液の有効利用を図るため、飼料作物等への利用技術に関する研究を行う。

エ　畜産施設の臭気対策に関する研究
畜産施設の臭気の発生要因を解明し、抑制対策技術を確立する。
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第３節 土地利用面からの環境配慮
県土は、県民の生活や生産活動の共通の基盤であるとともに、よりよい状態で次世代に引き継ぐべき限ら

れた資源でもある。
人口減少社会の到来や、土地利用転換量など諸状況の変化を踏まえ、県土利用を総合的かつ計画的に行う

必要があることから、｢栃木県土地利用基本計画」を基本として、各種の土地利用関係法の適切な運用を図
り、環境の保全に配慮し、かつ、地域の特性を活かした秩序ある土地利用を促進するため、次のような指導
を実施している。

1 大規模開発事業に関する土地利用の事前指導

県土の総合的かつ計画的な利用を図るため、５ha以上の土地、２ha以上の農地を含む土地又は２ha以上の
自然公園区域を含む土地について開発事業を行おうとする場合は、「都市計画法」「農地法」「森林法」など
による開発行為や土地利用に関する法令等の許可申請等の前に、「土地利用に関する事前指導要綱」により
事業計画の概要の提出を求め、総合的な見地から指導助言を行っている。
この事前指導においては、大規模開発に伴う周辺環境への影響を重視し、開発区域内の緑地確保・景観の

維持対策、また、排出される環境汚染物質の量や排出先に及ぼす影響についても検討し、適切な環境が保全
されるよう所要の指導を行っている。

2 大規模建築物の建築に関する事前指導

本県の優れた自然景観や生活環境を保全するため、都市計画区域外及び非線引き都市計画区域の用途地域
以外の地域（関係16市町）において、高さ13ｍを超える建築物又は建築面積1,000㎡以上の大規模な建築物を
建築しようとする場合は、「大規模建築物の建築に関する事前指導要綱」により、建築や土地利用に関する
法令等の許可申請等の前に建築計画の提出を求め、指導を行っている。
この事前指導においては、建築物の高さ、緑地帯の幅、意匠、排水処理などについて指導基準を設け、自

然景観や生活環境に配慮した建築計画となるよう指導している。
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第４節 公害紛争処理等

1 公害苦情処理

（1） 県及び市町における公害苦情の取扱状況

ア　公害苦情の受付件数
22年度に県及び市町が受け付けた苦情件数は1,719件で、そのうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、

騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる｢典型７公害｣の苦情件数は910件（全公害苦情件数の52.9％）
で、前年度に比べて144件減少した。
また、廃棄物の不法投棄、害虫等の発生、動物の死骸放置など、「典型７公害以外」の苦情件数は809

件（全公害苦情件数の47.1％）で、前年度に比べて100件増加した。（図２－５－２、図２－５－３）
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図２－５－２　公害苦情受付件数

図２－５－３　公害の種類別苦情受付件数の推移



イ　発生源別の苦情受付件数
22年度の公害苦情件数を発生源（場所）別にみると、野焼きが最も多く、次いで廃棄物投棄の順（自

然系、その他、不明を除く。）となっている。（図２－５－４）

ウ　公害苦情の処理状況
22年度に処理した苦情件数は1,742件である。その内訳は、22年度に新規受付が 1,719件、前年度以前

からの繰越が23件であった。
苦情の処理状況をみると、受付機関が直接処理した件数が1,581件、警察や国等の他の機関へ移送した

件数が64件、翌年度へ繰り越した件数が14件であった。（表２－５－１）
一方、典型７公害のうち、直接処理した苦情について、苦情の処理方法（解決のために力を入れた手

段又は有効であった手段）別にみると、｢発生源側に対する行政指導」が544件（典型７公害の直接処理
件数の67.0％）と最も多く、次いで、｢原因の調査」が146件（同17.9％）、｢申立人に対する説得」が19
件（同2.3％）、｢当事者間の話合い」が13件（同1.6％）などであった。（表２－５－２）
また、典型７公害のうち、直接処理した苦情について、苦情の処理のための防止対策の有無をみると、

「防止対策を講じた」が450件（典型７公害の直接処理件数の55.4％）「講じなかった」が86件（同10.5％）
となっている。（表２－５－３）
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図２－５－４　発生源別苦情受付件数

表２－５－１　公害苦情の受付件数及び処理件数



（2）警察における公害苦情の取扱状況

ア　公害苦情の受付件数
22年度中に栃木県警察本部及び栃木県内各警察署で受け付けた公害関係苦情件数は、2,169件（前年度

比＋281件）で、うち騒音に関するものが1,884件（前年度比＋292件）と最も多く、全体の約86.9％を占
め、次いで廃棄物に関するものが240件（前年度比＋４件）で全体の約11.1％を占めた。（表２－５－４）

イ　発生源別の苦情受付件数
騒音苦情の発生源を種類別にみると、車両音が1,067件（前年度比＋317件）と、全体の約56.6％を占

めた。（表２－５－５）

－182－

表２－５－２　典型７公害の苦情処理のために行政が採った措置件数

表２－５－３　典型７公害の苦情処理のための防止対策の有無別件数

表２－５－４　警察における公害苦情受付件数



2 公害苦情処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

典型７公害に係る紛争等について、あっせん、調停及び仲裁を行うため、「栃木県公害紛争処理条例」第
２条に基づき、「栃木県公害審査会」（委員12人）が設置されている。
なお、昭和45年度の「栃木県公害審査会」設置以来、22年度までに12件（参加申立を含む。）の調停申請

がなされた。
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第５節 工場・事業場対策の推進

1 工場・事業場に対する規制的措置

（1）新規立地事業場の事前協議

公害の未然防止及び環境の保全を図ることを目的として、昭和60年６月に「新規立地事業場公害防止事前
指導要綱」を定めた。
この要綱は、9,000㎡以上の敷地面積を有する工場又は科学技術に関する試験研究を行う事業場を新たに設

置しようとする事業者に対し、あらかじめ公害防止施設整備計画等について事前協議を行うことを義務づけ
ている。
22年度の事前協議件数は、７件である。（表２－５－６）

（2） 公害防止協定

公害防止協定は、公害関係法令等の規制とは別に、市町村あるいは地域の自治会等と新たに立地しようと
する工場又は既存の工場等が、当事者間の合意に基づき公害を防止するため締結するものである。
「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、事業者の協定締結の努力義務を規定している。

2 工場・事業場に対する誘導的措置

（1） 環境保全資金の融資

事業者には、「栃木県環境基本条例」に定めるように、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は
自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務がある。しかし、公害防止のための施設整備や工
場移転には多額の資金を必要とすることから、特に経営基盤の弱い中小企業者等にとってはかなりの負担と
なる。
このため、県では、中小企業者や中小企業団体が公害防止のための施設整備や工場移転をする資金の調達

を円滑にするため、昭和45年度に融資制度（公害防止資金）を創設し、融資を行ってきた。
また、９年度からは「栃木県環境保全資金」に改称し、環境への負担の軽減に資する施設の整備、環境の

保全に資する事業についても融資対象とした。さらに、10年度からはダイオキシン類対策に係る経費を、15
年度からは低公害車の購入やディーゼル微粒子除去装置の装着に係る経費を、17年度からは吹付け石綿の除
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去等に係る経費を、20年度からは緑化対策に係る経費を対象に加えた。
なお、個人向け融資として、太陽光エネルギーを利用した発電システムの普及促進を図るため、17年度か

ら「一般住宅用太陽光発電システム融資制度」を同資金内に創設した。（第２章第１節２（3）イ　一般住宅
用太陽光発電システム資金貸付参照）
栃木県環境保全資金制度の概要（22年度）は次のとおりであり、22年度の融資状況（認定額の実績）は、

予算枠５億円に対して認定件数２件、認定額18,603千円であった。（ただし、融資実績は０円）
（図２－５－５）

ア　貸付金（新規分） ５億円

イ　対　　象 中小企業者、中小企業団体

ウ　末端利率 年1.60％（23年４月１日現在）

エ　貸付期間 10年以内（うち元金の据置期間２年以内）
ただし、１千万円未満については７年以内
（うち元金の据置期間１年以内）

オ　貸付限度額
・　施設の設置等：経費の90％以内で 100万円以上１億円以下
・　環境保全事業：経費の90％以内で 100万円以上１億円以下
・　工場等の移転：経費の90％以内で 200万円以上１億５千万円以下

カ　預託先 栃木県信用保証協会
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図２－５－５　環境保全資金の種類別融資件数及び認定額



（2） 講習会等の開催

環境保全に関する普及啓発を図るため、工場・事業場等関係者を対象に講習会を開催した。
（表２－５－７）

（3） 環境保全巡回事業

公害発生施設等の改善を図ろうとする中小企業者等に対して、専門家を派遣して技術的指導を実施してい
る。
22年度は、金属製品製造業者への排水対策について、また、化学繊維糸織物製造業者への排水対策につい

て事業を実施した。
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表２－５－７　講習会の実施状況
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