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第１部 総 説

トピックス ～平成2７年度の話題～

新たな環境保全に関する計画の策定について

県では、平成23年３月に、「地球と人にやさしいエコとち

ぎ」の実現を目指して第２次「栃木県環境基本計画」を策定

し、「栃木県地球温暖化対策実行計画」「栃木県廃棄物処理計

画」「生物多様性とちぎ戦略」などの個別計画と連携させな

がら、これまで各種施策を積極的に展開してきました。

このような中、環境の現状や計画の進捗状況、さらには、

東日本大震災の発生に伴う影響や、人口減少問題などの新た

な社会情勢等を踏まえ、平成28年度から32年度を計画期間と

した新たな計画をそれぞれ策定しました（生物多様性とちぎ

戦略は見直し。）。

このうち、県の施策の基本となる「栃木県環境基本計画」

では、「守り、育て、活かす、環境立県とちぎ」を将来像に

掲げており、本県の豊かな環境の保全とともに利活用するこ

とにより、地域活性化につなげていくという新たな観点を含

めた環境施策を展開していくこととしました（P17参照）。

地球温暖化対策実行計画

平成28年３月に栃木県地球温暖化対策実行計画（低炭素社会への“挑戦”～未来の地球と私たちのた

めに～）を策定し、温室効果ガス排出量の削減目標として、「2030年度には、2013年度に比較して26％削

減」を掲げています。

この数値目標は、野心的な目標と表現されている国の目標と同様であり、実現のためには、節電等の

ソフト対策にとどまらず、設備改修等のハード対策の加速化等に“挑戦”していく必要があるため、計

画の副題もその想いが表れたものとなっています。

基本的な施策方針として、近年、温室効果ガス排出量の増加が著しい「業務部門」及び「家庭部門」

の省エネルギー化の推進を目指しており、そのためには、設備改修等のハード対策の強化、ソフト中心

の環境教育の見直しによる県民の意識改革が必要となっています。

また、県民・事業者・行政が一体となって、県内の豊富な再生可能エネルギー資源を活かすことによ

り、太陽光発電、小水力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーの利活用として、導入拡大を図

る必要があります。

１
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廃棄物処理計画

県では、東日本大震災等の災害廃棄物の発生、廃棄物・リサイクル産業の現状等を踏まえ、廃棄物の

減量及び適正処理のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成28年３月に新たな廃棄物処理

計画を策定しました。

この計画では、三つのテーマを掲げ、「廃棄物の排出量を減らす」ことを基本として、排出された「廃

棄物を処理する」際には、できるだけリサイクルに努め、リサイクルできない場合には最終処分すると

ともに、「廃棄物処理施設の整備を促進し、廃棄物・リサイクル産業を育成する」ための施策を展開する

こととしています。

また、非常災害時において、災害廃棄物等を円滑かつ迅速に処理できるよう、市町等、関係団体、処

理業者、関係都県等と連携し、そのための体制を整備します。

生物多様性とちぎ戦略

平成22年９月に、「人と自然が共生するとちぎ」の実現を図るため、本県の豊かな生物多様性を守り育

て、その恵みを次の世代に引き継ぐこととし、「生物多様性とちぎ戦略」を策定しました。この戦略では、

計画期間を概ね10年と定めて目標を示すとともに、実現するための取組として行動計画をまとめたとこ

ろです。このうち、重要かつ緊急性のあるものについては、５年間で取り組む重点プロジェクト（前期）

として設定し、取り組んできました。

平成28年３月には見直しを行い、重点プロジェクト（前期）を検証しました。新たな環境課題や社会

情勢の変化を踏まえ、これまでの生物多様性保全の重視の考え方から新たに利活用の観点を取り入れ、

今後５年間に取り組む重点プロジェクト（後期）を設定しました。

○重点プロジェクト（後期：平成28年度から平成32年度）

（１） 生物多様性を支える農山村活性化プロジェクト

（２） 誇れる自然（自然公園等）の保全・利活用プロジェクト

（３） 身近な自然（里地里山等）の保全・利活用プロジェクト

（４） 野生鳥獣との共生プロジェクト

（５） 人、地域、企業、団体等の協働推進プロジェクト

３

４
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栃木きらめ木プロジェクト メインセレモニー

栃木きらめ木プロジェクトは、県内各地で開催されている緑づくりに関するイベントの連携を図り、県

民一人ひとりの緑化活動により、かけがえのない“とちぎ”の緑を次の世代に引き継いでいくことを目

的として、毎年県内各地で実施しています。

平成27年度は、４月18日（土）に開催されたメインセレモニーにおいて、関連するイベントのつながり

を示す苗木リレー式や苗木配布会などを実施しました。

宇都宮市立錦小学校緑の少年団に、知事から引き継がれた苗木は、県内５箇所で開催された「きらめ木」

リレーイベントにリレーされ、地域の緑化に活用されました。

また、併催行事として木工工作や模擬上棟式や、緑化木・きのこの販売などを実施する「とちぎグリー

ンフェア」も関係者の方々の協力を得て開催することができ、約400人の参加者の皆様でみどりづくりの

環を広げることができました。

苗木リレー式の様子 とちぎグリーンフェア（緑化木販売）の様子

奥日光ラムサール条約湿地１０周年記念式典・シンポジウム

「奥日光の湿原」がラムサール条約湿地登録から10周年を迎えた

ことを記念し、登録日である11月８日に記念式典及びシンポジウム

を開催し、県内外から約200名が参加しました。

午前中は希望者（25名）を募り、日光自然博物館のガイドと歩く

ラムサール条約湿地の自然観察会を実施し、参加者の皆様に、「奥

日光の湿原」に対する知識をより深めていただきました。

記念式典では、マロニエメイツのナレーションにより、10年間に

わたる「奥日光の湿原」の保全活動を紹介するスライドショー上映

と、中宮祠小学校の６年生から「奥日光の湿原」を守り、次世代へ

引き継いでいく旨の「未来への誓い」の宣言があり、会場からは大

きな拍手が送られました。

記念式典後のシンポジウムで、「人と自然の共生」をテーマに、

環境保護活動家のC.W.ニコル氏には、自らが取り組む日本の森林再

生事業や、豊かな森林が人々にもたらす恵みについて、DVD映像や

スライドを使用し、ユーモアを交えながらわかりやすくお話してい

ただきました。

また、最後に行われたパネルディスカッションでは、「奥日光に

おける人と自然の共生～残したい奥日光の生物多様性、伝えたい奥

日光の自然～」をテーマに、パネラーの皆様が、それぞれの立場か

ら奥日光の状況等について活発な意見を交わしました。

５

６

環境保全スライドショー

小学生による「未来への誓い」
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第１章 東日本大震災を受けての取組

第１節 放射性物質調査

空間放射線量率

県では、昭和62年度から国の委託により空間放射線量率の

常時監視を行っており、県保健環境センター（宇都宮市）に

おける東京電力㈱福島第一原子力発電所事故前の平常値（19

～21年度の最低値～最高値）は0.030～0.067μSv/hであった。

事故後は、急激な線量の上昇（23年３月15日午前10時に最高

値1.318μSv/h）が認められたが、その後は減少し、28年度は、

0.042μSｖ/h程度で推移している。

24年３月末には、県内全市町にモニタリングポストを設置し、現在は29箇所で常時監視を行ってお

り、測定結果については、県ホームページでリアルタイムに公表している。

図１－１－１ 県内の主なモニタリングポストの測定値

（28年４月１日午前０時、測定高さ１m）

水道水

県保健環境センターでは、23年３月18日からモニタリング強化により宇都宮市

松田新田浄水場（宇都宮市今里町）の水道水中の放射性物質について精密検査を

実施するとともに、各水道事業者等においても、同年３月20日から計画的に検査

を実施している。

水道水中の放射性セシウム（セシウム134、137）については、27年度には県内

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、約2,400検体

を検査した。

検査の検出下限は、管理目標値（10ベクレル/㎏）に対応した各々１ベクレル/kg

以下として実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出であった。

また、県は河川の流域単位で４箇所の水道原水中の放射性物質の検査を毎月１回の頻度で48検体に

ついて実施したが、検査結果は全ての検体において不検出であった。

１

２
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農林水産物等

県では、23年３月19日以降、ゲルマニウム半導体検出器スペクトロメーターやNaI(Tl)シンチレーシ

ョン検出器スペクトロメータによる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。

最新の検査結果については県ホームページに掲載するとともに、検査の結果、基準値を超える放射

性物質が検出された場合は、直ちに出荷自粛を要請し、食の安全を確保している。

また、安全な生産物を提供できるよう、放射性物質の影響の少ない農林水産物等の栽培方法などの

研究普及を行っている。

【野菜・果樹等】
いちご、トマト、にら、ねぎ、きゅう
り、なし、ぶどう等

【穀類】
米、麦、大豆、そば等

【畜産物】
牛肉（全頭検査）、原乳、豚肉、鶏肉、
鶏卵、はちみつ等

【水産物】
鮎、ワカサギ、ヒメマス、ヤシオマス、
イワナ、ヤマメ等

【特用林産物】
しいたけ（原木栽培、菌床栽培）、
たけのこ、わさび、山菜等

平成27年度検査実績

区 分 検査件数 （ 県民向けＰＲチラシ）

農 産 物 １，７８２

畜 産 物 ４３，８１９ 検査結果は、県ホームページ「放射能・放射線

水 産 物 ３００ 対策に関する総合情報」で確認できます。

特用林産物 １，１５６ http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/

hoshano_nousan.html

３

検査品目

ゲルマニウム半導体検出器 NaIシンチレーション検出器
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下水汚泥

(1) 放射性物質を含む下水汚泥等の処理と管理

従来、下水汚泥の多くは下水道資源化工場で溶融スラグ化し、下水道工事の埋め戻し材等に有効利

用されていた。しかし、東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により、本県の下水汚泥及び溶融ス

ラグ等から放射性物質が検出されたため、事故後、製造した溶融スラグ等（指定廃棄物）は下水処理

場に一時保管している。なお、25年４月以降、焼却灰の放射性物質濃度が民間処理が可能なレベルで

推移していることから、灰の段階で民間処理を行っており、現在、溶融スラグの製造は停止している。

本県では、月１回定期的に下水汚泥等に含まれる放射性物質濃度を測定し、県ホームページで公表

している。図１－１－２は、下水道資源化工場の溶融スラグに含まれる放射性セシウム（セシウム

134、137）濃度の推移を示しており、徐々に放射性セシウム濃度の低下が見られる。安全に再利用で

きるようになる見通しは現時点では不透明であるが、下水汚泥の有効利用は重要な課題として今後も

推進していく。

図１－１－２ 溶融スラグに含まれる放射性セシウム濃度

(2) 溶融スラグ等の安全な保管

東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故後、民間企業で処理しきれない下水汚泥は減容化のため溶

融スラグ化し、指定廃棄物として一時保管している。なお、25年４月以降、溶融スラグの製造は停止

している。

この溶融スラグ等の保管は安全に処分ができるまでの一時的なものであるが、本県では下水処理場

敷地内に飛散防止のため大型テントを設置するなどして安全に管理している。次の写真は、大型テン

トでの保管状況を示している。土嚢袋に封入し、遮水シートをかけるなど厳重に管理している。また、

敷地境界での空間放射線量率を毎日測定し、緊急時の対応にも備えている。

溶融スラグ等の一時保管施設（北那須浄化センター）

４
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第２節 放射性物質に汚染された廃棄物の処理

23年３月に発生した東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性セシウムを含む廃棄物

が発生し、その処理が課題となっている。同年８月に放射性物質汚染対処特措法（以下「特措法」と

いう。）が公布され、放射性セシウムの濃度が8,000ベクレル／kgを超える廃棄物は、環境大臣が指定

廃棄物に指定し、国が処理することとされた。また、同年11月には特措法に基づく基本方針が閣議決

定され、指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされた。

本県は指定廃棄物の保管量が福島県に次いで多く、現在、県内各地に一時保管されている状況にあ

り、台風や竜巻などの災害リスクを考えると、国の責任において一日も早く安全に処理することが必

要である。

放射性物質に汚染された廃棄物の処理の概要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指定廃棄物 

下水道の汚泥、焼却施設の 

焼却灰等の汚染状態の調査 

（特措法第 16 条） 

  8,000Bq/kg 超 
 

  8,000Bq/kg 以下 

左記以外の廃棄物の調査 

（特措法第 18 条） 

廃棄物処理法の規定を適用 

 

・市町村等が処理 

・一定の範囲については特別の

基準を適用 

環境大臣による指定廃棄物の指定 

※汚染状態が一定基準(8,000Bq/kg)超の廃棄物 

国が処理 

 

環境大臣に報告 申請 

放射能の減衰 

環境大臣による指定解除 

環境大臣が 8,000Bq/kg 以下であることを確認

（保管者からの申出を確認） 
保管者及び処理責任者と

協議 
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第２章 環境行政の総合的な推進

第１節 環境行政の動向

環境問題の変遷と我が国の取組

(1) 公害問題から地球規模の環境問題へ
○ 我が国では、昭和30～40年代の高度成長期における産業活動等に起因する公害問題については、

規制や技術開発等の公害対策により、その克服に一定の成果を収めている。

○ 近年は、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動やライフスタイルが定着し

た結果、水質の悪化や廃棄物の排出量の増大などの都市・生活型の公害問題が生じている。

○ 森林の荒廃や平地林の減少など、自然環境も変貌してきている。

○ 地球温暖化やオゾン層の破壊、熱帯林の減少といった地球規模の環境問題が顕在化している。

(2) 我が国の環境問題に対する総合的な取組
平成５年 ○「環境基本法」施行

（1993年）

６年 ○「環境基本計画」策定

（1994年）

12年 ○「第二次環境基本計画－環境の世紀

（2000年） への道しるべ－」策定

18年 ○「第三次環境基本計画－環境から拓

（2006年） く新たなゆたかさへの道－」策定

19年６月 ○「21世紀環境立国戦略」策定

（2007年） ～｢低炭素社会｣｢循環型社会｣｢自然共

生社会づくり｣の取組を統合的に進め

ていくことにより、地球環境の危機

を克服する持続可能な社会を目指す

（図１－２－１）。

24年４月 ○「第四次環境基本計画」策定

（2012年） ～「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野を総合的に達成することに加え、「安全」

をその基盤として確保される社会を持続可能な社会とする。

地球環境問題と持続可能な開発（国際社会の取組）
昭和47年 ○ストックホルムで開催された「国連人間環境会議」において、人間環境宣言（ストッ

（1972年） クホルム宣言）や環境国際行動計画を採択

～国際社会が初めて環境問題を取り上げた。

62年 ○ブルントラント委員会最終報告書「我ら共通の未来」において、環境政策と開発戦略

（1987年） を統合する枠組みの考え方として「持続可能な開発」という概念を取り上げる。

～その後の地球環境保全のための取組の重要な道しるべとなる。

平成４年 ○リオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際会議（地球サミット）」に

（1992年） おいて、｢環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言｣、｢アジェンダ21｣等を採択

～持続可能な開発に向けた地球規模での新たなパートナーシップの構築を目指す。

14年 ○ヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミ

（2002年） ット）」において、｢ヨハネスブルグサミット実施計画｣、｢ヨハネスブルグ宣言｣等を採択

～「アジェンダ21」の実施状況を点検し、今後の取り組みを強化した。

○リオデジャネイロで開催された「持続可能な開発会議（リオ＋20）」において、成果

24年 文書（｢我々の求める未来｣）を採択

（2012年） ～持続可能な開発に向けた過去の政治的コミットメントを再確認した。

１

２

図１－２－１ 21世紀環境立国戦略
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地球温暖化への対応

(1) 地球温暖化の仕組み
私たちが住んでいる地球を覆っている大気中には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが含ま

れており、これらのガスの濃度上昇に伴い温室効果ガスが増大して地球の気温が全体として上昇する

ことを「地球温暖化」と呼んでいる（図１－２－２）。

(2) 地球温暖化の影響
25年９月に公表された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第５次報告書第一作業部会報告書に

よると、気候システムの温暖化については疑う余地はなく、気温、海水温及び海水面水位の上昇や雪氷

減少など、温暖化していることが再確認されるとともに、温暖化は人間の影響の可能性が極めて高いと

報告されている。また、21世紀末までの世界平均気温は、1986年から2005年の平均に比べ、可能な限り

の温暖化対策の実施を前提とした場合は最大1.7℃上昇し、実施しない場合は最大4.8℃上昇すると予測

している。

(3) 国際社会の取組
昭和60年代～ 地球温暖化問題の本格的な議論の始まり

平成４年 ○「地球サミット」において、地球温暖化を防止するための「気候変動に関する国際連

（1992年） 合枠組条約（気候変動枠組条約）」採択

～「気候系に対して危険な人為的な影響を及ぼすこととならない水準において大気中

の温室効果ガス濃度を安定化させること」を目的とした。

６年３月 ○「気候変動枠組条約」発効

（1994年）

９年12月 ○京都で開催されたCOP（気候変動枠組条約締約国会議。以下同じ）3において、先進国

（1997年） の温室効果ガスの削減目標を定めた「京都議定書」採択

13年11月 ○モロッコのマラケシュで開催されたCOP7において、京都議定書の運用細則を規定した

（2001年） 「マラケシュ合意」採択

14年６月 ○我が国が「京都議定書」の締結を閣議決定し、 国連に受諾書を寄託

（2002年）

17年２月 ○ロシアが京都議定書を批准したことを受け、「京都議定書」が発効

（2005年）

19年12月 ○インドネシア・バリで開催されたCOP/MOP（京都議定書締約国会合。以下同じ）3にお

（2007年） いて、京都議定書第１約束期間後（2013年以降）の枠組みを2009年までに採択するこ

と（バリ行動計画）などを合意

20年７月 ○我が国で「北海道洞爺湖サミット」開催

（2008年） ～中期目標として、全ての先進国間で排出量の絶対的削減を達成するため、野心的

な中期の国別総量目標を実施することを合意した。

21年７月 ○イタリア・ラクイラで開催された主要８カ国首脳会議（Ｇ８）で、先進国が温室効果

（2009年） ガスを2050年までに80％以上削減することで合意

３

図１－２－２ 地球温暖化の仕組み
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21年12月 ○デンマーク・コペンハーゲンで開催された COP15・COP/MOP5において、先進国は2020

（2009年） 年の削減目標を、途上国は削減行動を、2010年１月末までに提出することなどを合意

（「コペンハーゲン合意」）

23年12月 ○南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP17において、「全ての国に適用される将来の

(2011年） 法的枠組み」構築に向けた道筋（ダーバン・プラットフォーム特別作業部会の設置）

などに合意

24年11月 ○カタール（アラビア半島東部）・ドーハで開催されたCOP18において、ダーバン・プ

～12月 ラットフォーム特別作業部会の作業計画など に合意

（2012年） ○京都議定書第２約束期間（2013年～2020年）の設定を合意（日本は参加せず）

25年11月 ○ポーランド・ワルシャワで開催されたCOP19において、すべての国が2020年以降の約

（2013年） 束（削減目標等）の草案を作成し、可能な国は2015年3月までに示すことなどを合意

27年12月 ○フランス・パリで開催されたCOP21において、新たな法的枠組みとしての「パリ協定」

(2015年） が採択され、すべての国が温室効果ガス削減の目標を作り、その実施状況を報告し、

評価を受けることなどを合意

(4) 我が国の取組
平成２年 〇「地球温暖化防止行動計画」策定

（1990年）

10年６月 〇「地球温暖化対策推進大綱」策定

（1998年） ～京都議定書の採択を受け、22年（2010年）に向けて緊急に推進すべき地球温暖化対

策を取りまとめる。

10月 ○「地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）」制定

（14年６月一部改正、17年６月一部改正、18年６月一部改正）

14年３月 ○「地球温暖化対策推進大綱」改訂

（2002年） ～地球温暖化対策のための国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明確化した。

17年４月 ○京都議定書発効を受け、「京都議定書目標達成計画」策定

（2005年） （18年７月一部変更）

20年３月 ○「京都議定書目標達成計画」全部改定

（2008年）

６月 ○「地球温暖化対策推進法」一部改正

～我が国の温室効果ガス６%削減の約束をより確実に達成するため、事業者の排出抑

制等の指針策定や地方公共団体実行計画の策定事項の追加などを盛り込む。

７月 ○「低炭素社会づくり行動計画」策定

21年６月 ○温室効果ガス削減の中期目標を決定

（2009年） ～「2020年において2005年比 15%削減」

９月 ○国連気候変動首脳会合において、日本は、1990年比で2020年までに25%削減を目指す

ことを表明

22年１月 ○コペンハーゲン合意に基づき、2020年までの削減目標を国連に提出

（2010年） ～1990年比で25%削減する。（全ての主要国により公平かつ実効性のある国連枠組み

の構築及び意欲的な目標の合意が前提）

３月 ○地球温暖化対策基本法案を閣議決定

25年５月 ○「地球温暖化対策推進法」一部改正

（2013年） ～京都議定書目標達成計画に基づく取組終了後において、地球温暖化対策を総合的か

つ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標等を内容とする地

球温暖化対策計画を策定する。

11月 ○COP19の閣僚級会合において、日本は、2020年度の温室効果ガス排出削減目標を2005

年度比3.8%減とすることを表明

27年７月 ○地球温暖化対策推進本部が決定した「日本の約束草案」において、日本は、2030

(2015年） 年度の温室効果ガス排出削減目標を2013年度比で26％(2005年度比25.4％)削減する

ことを決定
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循環型社会への対応

(1) 背景
○ これまでの大量生産・大量消費型の社会経済活動は、廃棄物の増加やそれに伴う最終処分場の

残余容量のひっ迫、不法投棄の増大など様々な局面で深刻な問題を引き起こしている。

○ また、化石資源を中心とした天然資源の枯渇への懸念や温室効果ガスの排出による地球温暖化

問題、大規模な資源採取による自然破壊など、地球規模での環境問題の深刻化にもつながってい

る。

○ これらの問題に適切に対処し、持続可能な社会を実現するためには、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」の形成が喫緊の課題となっている。

○ 循環型社会の形成に当たっては、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」を基本理念とする。

(2) 我が国の取組
12年６月 ○「循環型社会形成推進基本法」制定

（2000年） ～今後の廃棄物・リサイクル対策の基本的方向として、３Ｒを基本理念とする循環型

社会の形成を位置付けた。

13年１月 ○「循環型社会形成推進基本法」完全施行

（2001年） ～同法を契機として、廃棄物・リサイクル関連法の制定、改正等を実施。循環型社会

の形成に向けた取組を推進するための法的基盤を整備した(図１－２－３)。

15年３月 ○「循環型社会形成推進基本計画」策定

（2003年） ～循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的に推進するための計画を策定した。

20年３月 ○「第２次循環型社会形成推進基本計画」策定

（2008年） ～循環型社会の形成を一層推進するため、循環型社会と低炭素社会・自然共生社会へ

の取組の統合等の内容を充実・強化した。

25年５月 ○「第３次循環型社会形成推進基本計画」策定

（2013年） ～これまで進展した廃棄物の量に着目した施策に加え、循環型社会の形成、国際的取

組の推進、東日本大震災への対応等、循環の質にも着目した。

廃 棄 物 処 理 法 廃棄物の適正な処理と循環的利用の促進

循
資源有効利用促進法 リデュース、リユース、リサイクルを促進

環
容器包装の製造・利用事業者などに、分別収集

型 容器包装リサイクル法
環 された容器包装のリサイクルを義務付け

社
境 家電製品の製造・販売事業者などに、廃家電製品

家 電 リ サ イ ク ル 法
会 の回収・リサイクルを義務付け

基
形 食品の製造･販売事業者､レストランなどに食品

本 食 品 リ サ イ ク ル 法
残さの発生抑制やリサイクルなどを義務付け

成
法

建設工事の発注者などに、建築物などの分別解体や
推 建 設 リ サ イ ク ル 法

特定建設資材廃棄物のリサイクルなどを義務付け

進
破壊並びにエアバック類及びシュレッダーダストの

自動車リサイクル法
基 リサイクルを義務付け

本
小型家電リサイクル法 使用済小型家電の回収・リサイクルを促進

法

グ リ ー ン 購 入 法 国等が率先して再生品などの調達を推進

４

図１－２－３ 循環型社会形成推進基本法等の整備
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自然共生社会への対応

(1) 国際社会及び我が国の取組
平成４年 ○「地球サミット」において、「生物の多様性に関する条約（生物多様性条約）」採択

（1992年） ～生物全般の保全に関する包括的な国際枠組みを設ける。

５年５月 ○我が国が18番目の締約国として「生物多様性条約」締結

（1993年）

12月 ○「生物多様性条約」発効

～｢生物多様性の保全｣｢その持続可能な利用｣｢遺伝資源から得られる利益の公正かつ

衡平な配分｣を目的として掲げる。

７年10月 ○条約締結を受け、我が国が「生物多様性国家戦略」策定

（1995年）

14年３月 ○我が国が「新・生物多様性国家戦略」策定

（2002年） ～「自然と共生する社会」を政府一体となって実現していくためのトータルプラン

19年11月 ○「第三次生物多様性国家戦略」が閣議決定

（2007年） ～我が国における生物多様性の保全と持続可能な利用に関わる国の施策の目標と取組

の方向を定める。

～自然の恵みを将来にわたって享受できる「自然共生社会」の構築を目指す。

20年６月 ○「生物多様性基本法」施行

（2008年） ～国内で初めて生物多様性の保全を目的とした法律である。

～法制化の意義

・野生生物を広く網羅する法律が制定された。

・生物多様性及び持続可能な利用に定義が明示された。

・国、地方公共団体、事業者、国民の責務が明確化された。

・生物多様性国家戦略が法定計画になった。

22年10月 ○「ＣＯＰ10（生物多様性条約第10回締約国会議）」開催（名古屋市）

（2010年） ～「愛知目標」の採択等により、2011年以降10年間の国際的な取組目標を定める。

24年７月 ○「ＣＯＰ11（ラムサール条約第11回締約国会議）」開催（ルーマニア）

（2012年） ～渡良瀬遊水地ほか８箇所が、条約湿地に登録される（国内46箇所、137,968ha）。

９月 ○「生物多様性国家戦略2012-2020」が閣議決定

～「愛知目標」の達成に向けた我が国のロードマップの提示、2020年度までに重点的

に取り組むべき「５つの基本戦略」及び今後５年間の行動計画の策定

26年10月 ○「ＣＯＰ12（生物多様性条約第12回締約国会議）」開催（韓国）

（2014年） ～「愛知目標」の中間レビューが行われた。

(2) 生物多様性の概要等
○ 生物多様性とは、「生物多様性基本法」において、「様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及

び種内にさまざまな差異が存在することをいう。」と定義されており、次の３つのレベルの多様性がある。

・生態系の多様性 ・種間（種）の多様性 ・種内（遺伝子）の多様性

○ なぜ生物多様性が重要なのか ～人間のいのちと暮らしを支えている～

・すべての生命の存立基盤 －酸素の供給、豊かな土壌の形成など

・将来を含む有用な価値 －食糧、木材、医薬品、未解明の遺伝情報など

・豊かな文化の根源 －地域特色豊かな文化や風土、万物を慈しむ自然観など

・暮らしの安全性 －災害の軽減、食の安全確保など

○ 生物多様性を確保するための課題 ～生物多様性の４つの危機

・第１の危機 －開発など人間活動による危機

・第２の危機 －自然に対する働きかけの縮小による危機

・第３の危機 －外来種など人間により持ち込まれたものによる危機

・第４の危機 －地球温暖化や海洋酸性化など地球環境の変化による危機

５
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第２節 栃木県の環境行政の枠組み

栃木県環境基本条例

(1) 条例制定の経緯
ア 栃木県環境保全基本方針の策定

○ 本県では、かつて経済の高度成長期において、活力のある地域づくりを積極的に進めるととも

に、「栃木県公害防止条例」や「自然環境の保全及び緑化に関する条例」などを基本として、公

害の防止及び自然環境の保全に努めてきた。

○ この結果、生活や産業活動は、より豊かで活発なものとなり、本県の環境は、全般的に良好な

状態を保ってきた。

○ しかしながら、本県においても、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動に

伴う環境への負荷の増大により、大気汚染や水質汚濁などの都市・生活型公害の発生や、廃棄物

の量の増大、さらには都市化による平地林の減少などの環境問題が生じてきた。

○ このため、５年11月の「環境基本法」の制定を契機に、環境保全対策に総合的に取り組んでい

くための足掛かりとして、「栃木県環境保全基本方針」を７年３月に策定した。

○ この基本方針は、「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な栃木県をつくりあげていくため、

環境保全を進める上での基本的な考え方及び環境保全方策の展開の方向について明らかにした」

ものであり、県、市町村、事業者及び県民のすべてが、環境への負荷の低減を図ることの重要性

を認識し、それぞれの立場において環境保全に努め、行動を展開していくための指針となるもの

であった。

イ 栃木県環境基本条例の制定

○ この基本方針の策定作業の過程において、議会や栃木県環境審議会などから、本県における環

境に関する新たな法的枠組みを確立するため、条例化を求める意見が出された。

○ 県としても、今後の環境施策の推進をより強固なものとするため、環境基本条例の制定が必要

と判断し、環境審議会への諮問・答申を経て、「栃木県環境基本条例」案を８年２月に議会に提

出、翌月に議会の議決を受け、同年４月から施行された。

○ 環境基本条例の制定により、環境保全基本方針の趣旨は、同条例に継承されることとなった。

(2) 環境基本条例の位置づけ
環境基本条例は、条例の形式としては一般の他の条例と同じであるが、基本条例としてその規律

の対象とする環境政策分野の施策の方向付けを行うものであることから、その限りにおいて他の条

例に優越する性格を持ち、他の条例がこれに誘導されるという関係に立つ。すなわち、県行政の中

で環境施策推進の基本となる規範として位置付けられるものである。

なお、環境基本条例の構成は、図１－２－４のとおりである。

図１－２－４ 環境基本条例の構成

・環境影響評価の推進
○目的

基
○ 指針 ・必要な規制、誘導

総 ○定義
本

・環境の保全に関する施設の整備等
前文 ○基本理念

的
○ 環境基本計画の策定 ・資源の循環利用の推進

則 ○県等の責務
施

・環境の保全に関する教育・学習の
○年次報告

策
○ 環境の保全に関する施策 振興等

・調査及び研究の実施等
・監視等の体制の整備
・地球環境の保全の推進等 など
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栃木県環境基本計画

(1) 新たな栃木県環境基本計画策定の趣旨等
○ ８年４月に施行された「栃木県環境基本条例」第10条の規定に基づき、11年３月に「栃木県環

境基本計画」を策定（18年３月改定）し、環境保全対策の充実を図ってきた。

○ 近年、地球温暖化はもとより、東日本大震災により、安全かつ安定的なエネルギーの需給、放

射性物質の影響及び大規模災害時の災害廃棄物の処理体制といった新たな課題が浮き彫りとなっ

た。また、中山間や農村地域は人口減少問題、野生鳥獣による農林被害の増加が深刻化しており、

豊かな森林や自然を資源ととらえ、その利活用による地域活性化を図る必要性が生じている。

○ これら新たな課題に対応するとともに、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より一層の推進を図るため、28年度から32年度を計画期間とする、新た

な「栃木県環境基本計画」を28年３月に策定した。

(2) 栃木県環境基本計画の概要
ア 計画の位置付け

本計画は、環境保全に関する県の施策の基本となるものであり、環境の保全に関する基本目標

と長期的な施策の方向等を示しており、各主体（県民、事業者、県、市町）の環境保全の取組の

指針となるもの。

イ 計画の対象

「生活環境」、「自然環境」だけではなく、身近な緑や景観などの「快適環境」、地球温暖化等

の地球環境を含めたものを対象としている。

ウ 計画の期間 28年度から32年度までの５年間

エ 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）

■ 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）

■ 豊かで誇れる自然を次世代に引き継ぐ社会づくり（自然共生社会）

それぞれの目標を達成するための共通的基盤的施策も併せて推進する。

オ 重点的な取組

とちぎ元気発信プランに掲げる施策を踏まえつつ、本計画の目標の実現に向けて重点的に取り

組む施策は、次のとおり。

■ 再生可能エネルギー利活用プロジェクト

■ 低炭素型スマートライフ普及促進プロジェクト

■ 清らかな水環境の保全

■ ごみ排出量の削減

■ とちぎの自然公園への誘客促進

■ 獣害に強いとちぎづくり

(3) 栃木県環境基本計画の推進
計画に盛り込まれた各種の施策を着実かつ効果的に推進するため、とちぎ環境立県推進本部を

中心に、施策の総合調整や目標達成状況並びに具体的施策の実施状況の把握などを全庁的な連携

のもとに実施する。

毎年度、各部局の主要施策の実施状況や目標の達成状況をとりまとめ、とちぎ環境立県推進本

部並びに栃木県環境審議会に報告し、併せて「栃木県環境白書」を通じて公表する。栃木県環境

基本計画の進捗状況（平成23年度から平成27年度）については、第３部第１章に記載する。

計画の進捗状況に対する庁内の自己評価、県民等からの意見を参考に次年度の計画推進に向け

た施策展開を図る。

２



図１－２－５　環境行政の法的枠組のイメージ

環境基本法 栃木県環境基本条例

関　連　法　律・条　例

●大気汚染防止法
●水質汚濁防止法
●ダイオキシン類対策特別措置法
●土壌汚染対策法
●騒音規制法
●振動規制法
●悪臭防止法
●公害紛争処理法
●地球温暖化対策の推進に関する法律
●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
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
                                  など

●栃木県生活環境の保全等に
　関する条例
●栃木県環境影響評価条例
          　　　　　   など

関 連 条 例

自然環境の保全及び
緑化に関する条例

とちぎ元気発信プラン

とちぎ環境立県戦略 とちぎエネルギー戦略

法令に基づく計画等 環　境　基　本　計　画　

○環境保全に関する県の施策の基本
○環境の保全に関する基本目標と長期的な施策の
　方向等

　○栃木県地球温暖化対策実行計画
　○栃木県廃棄物処理計画
　○生物多様性とちぎ戦略
　○栃木県環境学習・環境保全活動推進指針
　○栃木県ＥＳＣＯ推進マスタープラン
　○栃木県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
　○栃木県循環型社会推進指針    
　○栃木県木質資源循環利用推進指針　　　        など
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