
-Topic-
県内初のナラ枯れ確認

〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

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）

■土地利用における野生生物への配慮
・自然環境保全協定 15件

○多様な野生生物の保護

① 多様な生物と自然環境の保全・利用

■里地里山の保全
・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 約856ha

■豊かな地域資源の保全・継承
・「多面的機能支払制度」活用による農村
環境保全活動 437地区（40,772ha）

○里地里山の活用と保全

○外来種対策の推進

■外来種全般への対策
・栃木県外来種対策方針を策定

■特定外来生物クビアカツヤカミキリへの対策
・被害対策協議会に県と全市町が参画

■生態系に配慮した農業用水路等の整備
・笹原田地区（鹿沼市）など計６地区21か所

○ビオトープの保全・創造

コナラ・ミズナラなどの広葉樹を枯らすナ

ラ枯れ被害が、令和２(2020)年９月に本県で
初めて確認されました。これを受け、令和２
(2020)年９月28日に栃木県ナラ枯れ被害防除
対策会議を設置し、10月に同会議を開催して
情報共有や今後の対策を協議したほか、県南
部で確認された被害木の駆除を実施しました。
今後、全県での監視を強化するなど被害拡大
防止のための対策を強化し、関係機関と連携
して防除対策を進めます。

被害の特徴
葉が赤褐色になる
（紅葉ではない）
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-Topic-
スマート林業の推進

〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

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）

■森林整備の促進
・「とちぎ森林創生ビジョン」の策定
・保安林における本数調整伐等 82ha
・とちぎの元気な森づくり県民税による取組
針葉樹の皆伐後の植栽等 約390ha
下刈り 約1,120ha
里山林支援 整備約856ha、管理約1,700ha

○森林の多面的機能の向上

② 環境を支える森林・みどりづくり活動の推進

○森林の適正な管理

■松くい虫被害防除対策
・薬剤散布 49ha、伐倒駆除 712㎥

■企業等との協働による森づくり
・６協定締結（４企業等）

○都市地域における緑化の推進

■都市公園
・整備箇所等 2,240か所、2,781.60ha
・都市計画区域内の１人当たり公園面積 14.7㎡

本県の森林が本格的な利用期を迎え、適切
な森林管理と持続的な林業経営のためには資
源の循環利用を図っていく必要がある中、潜
在的な木材需要や森林経営管理制度の導入に
より、今後、本県の森林整備量は増大してい
くと考えられます。しかし、人口減少や少子
高齢化により、新たな林業人材の確保が困難
な中、労働生産性の大幅な向上が急務である
ことから、記憶や経験に頼る林業から、未来
技術を活用したスマート林業へと進化を図り
ます。
令和２(2020)年度は、産学官からなる協議

会を設立し、現場の声をしっかりと反映でき
る体制とし、事業計画（ロードマップ）を策
定しました。現在、今後の取組について議論
を進め、実証試験等の準備を進めています。

11



〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

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）

（単位：千円）

○野生鳥獣の適正な管理

③ 野生鳥獣の適切な管理の推進

○捕獲の担い手の確保育成

■狩猟免許新規取得者数
・網猟 ６名 ・わな猟 190名
・銃猟 第一種 97名、第二種 ４名

遠隔操作式囲いわな

わなに誘因されるシカ

農業被害
（商品作物のみ）

ニホンジカ 22,533

イノシシ 126,289

ツキノワグマ 2,833

ニホンザル 19,115

林業被害
シカ 62,940

クマ 53,707

■特定鳥獣の捕獲数

■農林業被害額

有害捕獲等 狩猟 合計

ニホンジカ 9,425 2,293 11,718

イノシシ 10,164 1,088 11,252

ツキノワグマ 92 1 93

ニホンザル 626 －※ 626

（単位：頭）

※ サルは狩猟鳥獣ではないため、有害捕獲のみ
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

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）

■地区計画等の活用
・地区計画の策定 11地区
（地区計画 計 19市町 173か所）

○良好な都市景観の保全と創造

④ 良好な景観の保存と創造

○歴史的・文化的景観の保全と創造

■歴史的景観の保全・復元の促進
・鹿沼市にある県指定有形文化財（建造物）
「医王寺大師堂・唐門」、佐野市にある県
指定有形文化財（建造物）「東照宮拝殿・
唐門」の保存修理事業等に対し助成

■日光杉並木街道の保護
・設置後15年以上経過し腐食した木柵の改修
工事を実施

■景観法の施行
・景観行政団体への移行 矢板市
（計 14市町）

○景観形成の総合的な推進

医王寺大師堂

医王寺唐門 13



-Topic-
ライトアップ奥日光

日光国立公園満喫プロジェクトにおける冬

期閑散期誘客の取組の一環として、令和２
(2020)年11月14日から23日の10日間、「ライ
トアップ奥日光」を開催し、延べ15,094人の
観光客が冬の奥日光を満喫しました。
一昨年に初めてライトアップされた華厳ノ

滝に加え、英国大使館別荘記念公園やイタリ
ア大使館別荘記念公園のライトアップ、湖畔
園地のイルミネーション等、関連施設を大幅
に増やし新たな奥日光の魅力を楽しむことの
できるイベントになりました。
英国、イタリア大使館別荘記念公園のライ

トアップ資金は、
ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞに
より262の個人及び
企業等から出資い
ただきました。

〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅳ 共通的基盤的施策

■活動団体への支援
・こどもエコクラブの支援

活動内容の充実化等（18クラブ、1,502人）
・緑の少年団活動の支援

活動装備品の提供等（180団体、35,626人）

■施設を活用した学習機会の提供
・廃棄物処理施設に関する出前授業等の実施

出前授業 17校35クラス

○環境教育・環境学習の充実

① 環境を守り、育て、活かす人材の育成

○人材の育成と活用

■とちぎ森づくりサポーターの活用
・登録者数 84名
・森づくり団体とのマッチングに対し支援

○環境保全活動の機会、場の提供

■自然観察会等の開催
・自然観察会等の参加者数 3,005人
（県民の森、日光湯元ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ等） 14



〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅳ 共通的基盤的施策

■企業の育成･成長促進
・産業廃棄物処理業者の育成
優良認定産業廃棄物処理業者(県内)
221事業者 ［令和元（2019）年度末］

・『とちぎ』省エネ応援団の登録･公表 32者

○環境エネルギー産業の誘致・育成

② 環境エネルギー産業の振興

○環境関連の技術や新製品開発の促進

■技術講演会の開催
・「革新的環境イノベーション戦略について」
参加者 27名

■展示会の開催
・大手自動車メーカー対象に開催(Web開催)
出展企業30社、来場者3,586名(アクセス数)

○企業の事業活動における環境配慮の促進

■エコキーパー事業所認定制度
・認定 54事業所 （計 143事業所）

■とちぎふるさと電気を活用した取組
・奥日光においてＥＶバス１台、ＥＶバス

充電用の急速充電器１基の導入

・とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度
説明会開催、登録 162事業者679事業所

奥日光に導入したＥＶバスと
ＥＶバス用急速充電器
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅳ 共通的基盤的施策

■エネルギー産業立地促進補助金
・県が支援した国内初の工場間一体省エネル
ギー事業である「清原スマートエネルギー
センター」が令和２（2020）年２月に稼働

○分散型エネルギーインフラの導入支援

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
④ 放射性物質に係る取組の推進

○放射性物質に係る取組

■放射性物質モニタリング
・空間放射線量率(保健環境センター）

0.039μSv/h程度
(過去最高値 H23.3.15 1.318μSv/h）

・水道水検査 約970検体、すべて不検出
・農林水産物等検査 1,486検体

(農産物152､畜産物164､水産物259､特用林産物911）

・検査結果の公表
県ＨＰの｢放射能・放射線対策に関する総
合情報｣にて公表
（http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/hoshano_n
ousan.html）

■安全な生産物流通の取組
・農産物栽培における放射性物質吸収抑制
対策について普及啓発

・生産者及び販売者に対して出荷・販売時
の留意事項について周知清原スマートエネルギーセンター
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〇 環境の状況と保全に関して講じた施策

Ⅳ 共通的基盤的施策

■保健環境センターの研究
・県内の環境中に排出される廃プラスチッ
ク類に関する調査 等

■林業センターの研究
・循環型林業に対応した獣害防除に関する
研究 等

○調査及び研究の実施

⑤ 環境影響評価の推進等

○公害紛争処理等

■公害苦情対応
・自治体受付件数 1,605件(典型７公害53.9％）
・県警受付件数 5,651件(騒音76.6％)

-Topic-
栃木県林業大学校（仮称）の設置

令和3(2021)年1月に策定した「栃木県林業
人材確保・育成方針」に基づき、栃木県林業
人材確保・育成システムを構築します。シス
テムの中核となる研修拠点として、「栃木県
林業大学校（仮称）」を県林業センターに設
置します。

■栃木県環境影響評価条例
・条例及び施行規則の一部改正の施行
（太陽電池発電所の追加）

・技術指針の一部改正の施行
（環境要素に「反射光」の追加）

○環境影響評価制度
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