
〇 栃木県環境基本計画

○計画の目標
本県の豊かな環境を保全するとともに利活

用し、地域活性化につなげていく「守り、育
て、活かす、環境立県とちぎ」の実現に向け
て、長期的視野に立った以下の３つの社会づ
くりを目指す。

■地球温暖化に立ち向かう社会づくり
（低炭素社会の構築）

■良好な生活環境を保全し、限りある資源
を有効に利用する社会づくり
（循環型社会の構築）

■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）

○計画の期間
平成28（2016）～令和２（2020）年度
※おおむね10年後を展望

〇計画の進捗状況
「環境の状況及び施策に関する報告書」で
毎年公表
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅰ 地球温暖化に立ち向かう社会づくり（低炭素社会の構築）

○温室効果ガス排出削減対策

■温室効果ガス排出量
・平成30（2018）年度 約1,744万t-ＣＯ2

（基準年(平成25（2013）年度）比10.4％減）

■事業者の省ＣＯ２化への支援
・県内事業所（中小企業者等）に対する外部専
門家による省エネ実施計画策定等支援 ５件

・温室効果ガス排出削減に資する設備の更新等
にかかる費用一部補助 11件

■次世代自動車の普及
・ＦＣＶ導入支援制度の創設
・ＦＣＶ導入補助 ４件
・ＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶの展示会 ４回
・水素エネルギー普及啓発動画の作成・公開

（URL https://youtu.be/u6anHNayDqE）

① 温室効果ガス削減対策とエネルギー対策の一体的推進

-Topic-
「2050年カーボンニュートラル実現」宣言

平成27（2015）年12月、「パリ協定」が採

択され、今世紀後半には人為的な温室効果ガ
ス排出量を実質ゼロ（排出量と吸収量を均衡
させること＝カーボンニュートラル）を目指
すこととされました。
この国際的な動きに対応するため、令和２

（2020）年10月、国は、「2050年カーボン
ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこ
と」を宣言しました。本県としても、グリー
ン社会の実現に寄与するため、国の動きに呼
応し、同年12月に「2050年カーボンニュート
ラル実現を目指すこと」を宣言しました。
今後、目標達成に必要な取組の具体的な工

程表（ロードマップ）の策定などにより、
2050年までに温室効果ガスの排出量を栃木県
全体で実質ゼロにすることを目指して取り組
んでいきます。
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅰ 地球温暖化に立ち向かう社会づくり（低炭素社会の構築）

■中小水力発電の新規開発の推進
・日光市内で新規水力発電所が完成
営業運転を開始（２か所）

■再生可能エネルギーに関する普及啓発
・事業所排熱利用設備導入可能性調査実施

○再生可能エネルギーの利活用の促進

○県による率先的な取組の推進

■県有施設の省エネ化改修事業
県有施設７施設で照明設備の改修を実施

■県公用車への次世代自動車導入
ＥＶ１台、ＨＶ11台導入

○地球温暖化対策の総合的な推進

■「COOL CHOICE とちぎ」県民運動の推進
・「COOL CHOICE とちぎ」推進チームの運営
サミット会議 １回（書面開催）
県民運動の今後の方向性や取組について検討

・省エネ家電買換促進事業「COOL CHOICE とちぎ
チャレンジ！2020」

応募件数 245件
※二酸化炭素削減量 推計24.4ｔ-CO2/年）

・「COOL CHOICE とちぎ」ススメ隊 ３回

① 温室効果ガス削減対策とエネルギー対策の一体的推進

「COOL CHOICE とちぎ」
省エネ家電への買換促進 ３



〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅰ 地球温暖化に立ち向かう社会づくり（低炭素社会の構築）

② ＣＯ２吸収源対策

■森林整備の推進
・間伐面積 3,274ha
・皆伐後の再造林面積 440ha

■公共施設等での木材利用の促進
・県有施設における公共建築物及び土木施設等
での木材使用量 1,710 m3

・森林環境譲与税を活用して県有施設の木造化
の推進や民間施設の木造・木質化を支援

県有施設の木造・木質化
（総合スポーツゾーンアリーナ東エリア）

民間施設（保育園）の木造・木質化

間伐が行われた森林
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅰ 地球温暖化に立ち向かう社会づくり（低炭素社会の構築）

③ 地球温暖化への適応

■施策の推進
・「栃木県気候変動対策推進計画」の策定
・気候変動情報収集のため、一般県民や関係
団体、民生委員等を対象にワークショップ
等を開催

・熱中症予防対策をきっかけとした普及啓発
を行うため県・市町等のイベントにミスト
テントを設置 ７件

-Topic-
栃木県気候変動適応センターの設置

気候変動の影響による被害を回避・軽減
するため、幅広い分野の情報収集に努める
とともに、県民への情報発信を通じて県全
体での取組を推進することを目的として、
令和2(2020)年4月1日に、気候変動適応法に
基づく地域気候変動適応センターとして
「栃木県気候変動適応センター」を設置し
ました。
センターでは、国立環境研究所（国の気

候変動適応センター）・大学・市町等と連
携を図り、地域の特性を捉えた情報を収集
・分析し、わかり
やすい発信に努め、
県内の気候変動適
応策の推進に係る
中核機関としての
役割を果たしてま
いります。栃木県気候変動適応センター通信小中学校での出前授業
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅱ 良好な生活環境を保全し、限りある資源を有効に活用する社会づくり
（循環型社会の構築）

■大気の状況
・二酸化窒素、一酸化炭素等５項目
すべての有効測定局で環境基準を達成

・光化学オキシダント
すべての有効測定局で環境基準未達成

・有害大気汚染物質（ベンゼン等21物質）
環境基準等を下回るなど良好な状況

■常時監視による大気汚染対策の推進
・光化学スモッグ対策
注意報 ４日発令、健康被害情報なし

（県中央部及び県南西部３日、県南部２日）

■工場・事業場対策の推進
・立入検査 延べ183工場等
・行政指導 14件（届出不備等）

○大気環境

① 大気環境の保全 、② 水環境の保全

■水質の状況
・河川水質（ＢＯＤ）
環境基準達成率100％

・湖沼水質（ＣＯＤ）
中禅寺湖は未達成、湯ノ湖は達成

・地下水水質
新規汚染地区 ５地区（ふっ素、砒素等）
地下水汚染地区 計114地区

■公共用水域水質保全の推進
・異常水質事故発生件数 84件（油類流出等）

■生活排水対策の推進
・生活排水処理人口普及率 88.0％

■工場・事業場対策の推進
・立入検査 延べ377事業場
・行政指導 14事業場（排水基準等不適合）

○水環境

６



〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅱ 良好な生活環境を保全し、限りある資源を有効に活用する社会づくり
（循環型社会の構築）

■土壌汚染
・土壌汚染対策法
要措置区域…指定３件、指定解除１件
形質変更時要届出区域

…指定５件、指定解除２件

■地盤沈下
・２cm以上の沈下が観測された地点なし

○土壌･地盤環境

③ 土壌･地盤環境の保全 、④ 騒音･振動･悪臭の防止

■騒音
・道路に面しない地域（県内39地点）の調査
環境基準達成率 87.2％

・道路に面する地域（自動車騒音）の調査
環境基準達成率 95.8％

■振動
・道路交通振動（国道･県道等沿道20地点）
要請限度超過地点なし

・新幹線鉄道振動（沿線７地点）
指針値超過地点なし

■悪臭
・悪臭関係の苦情件数 236件
（県･市町受付公害苦情全県数の14.7％）

○騒音･振動･悪臭
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅱ 良好な生活環境を保全し、限りある資源を有効に活用する社会づくり
（循環型社会の構築）

■廃棄物の排出及び処理の状況
・一般廃棄物〔令和元（2019）年度〕
県民１人１日当たり生活系一般廃棄物排出量
（資源ごみ及び集団回収に係るものを除く） 約551g
最終処分量 約６万３千t

・産業廃棄物〔令和元（2019）年度（推計）〕
（農業・鉱業に係るものを除く）

総排出量 約422万t
最終処分量 約8.7万ｔ

■廃棄物処理・リサイクル対策
・「栃木県資源循環推進計画」の策定
・プラスチック資源循環の取組
・食品ロス削減の取組
県内食品関連事業者食品ロス発生実態把握、
ＷＥＢ検索サイト広告活用、
フードドライブ２回（寄付食品量965㎏）等

・とちの環エコ製品 （計115件）
認定件数 45件（新規等２件、再認定43件）

○廃棄物の排出及び処理の状況

⑤ 廃棄物等の減量及び適正処理の促進

-Topic-
プラスチック資源循環の推進

令和２(2020)年３月、全国初「栃木県プラ

スチック資源循環推進条例」を制定しました。
また、令和３(2021)年３月には、プラス

チック資源循環の推進に関する基本的事項等
を定めた「栃木県プラスチック資源循環の推
進に関する基本的な指針」を策定し、国で定
めた「プラスチック資源循環戦略」に呼応し
た取組みを進めて参ります。

～～～～～令和２(2020)年度の主な取組～～～～～
・栃木県プラスチック資源循環推進協議会の設立
・栃木からの森里川湖プラごみゼロ宣言取組
事例集作成

・動画「栃木からの森里川湖プラごみゼロ宣言
～プラスチックと上手に付き合おう！～」公表

・｢さかなクンといっしょに海洋プラスチック
ごみについて考えよう in 栃木｣の開催

・サントリーMONOZUKURIエキスパート株式会社と
「栃木からのボトルtoボトル リサイクル・パ
ートナーシップ協定」を締結
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅱ 良好な生活環境を保全し、限りある資源を有効に活用する社会づくり
（循環型社会の構築）

○廃棄物の排出及び処理の状況

⑤ 廃棄物等の減量及び適正処理の促進、⑥ その他生活環境問題への取組推進

■産業廃棄物等の不適正処理の状況〔令和元(2019)年度〕

・立入検査 排出事業者･処理業者 2,261件
・行政指導 文書指導215件、報告徴収24件、

産業廃棄物処理業許可取消６件
・不法投棄（10ｔ以上）４件、投棄量431ｔ

■不法投棄対策
・不法投棄防止キャンペーン
・監視委託等

■災害廃棄物等の処理体制の整備
・令和元年東日本台風に伴い発生した
災害廃棄物（約6.1万ｔ）の処理完了

・机上訓練
・市町災害廃棄物処理計画策定支援

○その他の取組

■ＰＲＴＲ制度〔令和元（2019）年度〕
・第一種指定化学物質届出事業所数 717件
総排出量 7,903ｔ

平成２（1990）年、那珂川町北沢地区にお
いて不法に投棄された大量の廃棄物が見つか
りました。本県ではこれらの不法投棄物の撤
去と、県内に設置されていない産業廃棄物の
管理型最終処分場を確保し、県内の産業振興
を図るため、事業の実施に向けた準備を進め
てきました。

・平成28(2016)年７月
産業廃棄物の管理型最終処分場としては
全国初、PFI方式の事業実施を決定

・平成30(2018)年10月
県と町の間で環境保全協定を締結

・令和２(2020)年７月
処分場本体工事着手

-Topic-
「エコグリーンとちぎ」本体工事着手

平成２(1990)年、那珂川町北沢地区におい

て不法に投棄された大量の廃棄物が見つかり
ました。本県ではこれらの不法投棄物の撤去
と、県内に設置されていない産業廃棄物の管
理型最終処分場を確保し、県内の産業振興を
図るため、事業の実施に向けた準備を進めて
きました。
・平成28(2016)年７月
産業廃棄物の管理型最終処分場としては
全国初、PFI方式での事業実施を決定

・平成30(2018)年10月
県と町の間で環境保全協定を締結

・令和２(2020)年７月
処分場本体工事着手
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