
　栃木県環境基本計画の目標として設定した39の指標に係る25年度の進捗状況及び今後の対策・方針等
は、以下のとおりであった。

第１章　栃木県環境基本計画の進捗状況

“エコとちぎ”を担う人を育てる（環境を考え行動する県民の育成）１

第３部 　　計画等の進捗状況
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第３部 計画等の進捗状況
第１章 栃木県環境基本計画の進捗状況
栃木県環境基本計画の目標として設定した39の指標に係る25年度の進捗状況及び今後の対策・方針等は、

以下のとおりであった。
達成状況等 表記 指標の数 割合

27年度の目標値を達成したもの ◎ １０ 25.7％
年度目標値を達成したもの ○ １４ 35.9％
年度目標値は未達成だが、前年度よりは改善したもの △ ８ 20.5％
年度目標値は未達成であり、前年度より改善していないもの ▲ ６ 15.4％
現況値が算定できないもの ※ － １ 2.5％
※統計資料の一部が未公表のため現況値が算定できず、達成状況の判断不可

“エコとちぎ”を担う人を育てる（環境を考え行動する県民の育成）
【概括】(1)自ら学び、行動する“人づくり” ⇒ 全ての項目で目標値を達成した。

(2)実践につなげる“きっかけづくり”⇒ 県営都市公園の利用者数は、順調に増加したものの、年度
目標値を達成できなかった。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)自ら学び、行動する“人づくり”
人口10万人当たりの「こどもエコ 156 164 180 ◎クラブ」の会員数（人） 132 232 231
緑づくり人材バンクの登録者数 275 295 335 ○（人） 215 295 303
生物多様性アドバイザー認定者※ 100 150 250 ○数（人） 0 146 180
自然保護活動ボランティア数（人） 17,000 18,000 20,000 ○14,045 19,317 19,570
※環境基本計画決定後、制度の整備に伴い登録制度としたため、進捗管理には登録者数を用いる。
【今後の対策・方針等】
○ 自然体験・イベント等の実施やこどもエコクラブ事業、エコリーダー等の活動を通じた、県民の関心やニー
ズ、年齢に応じた学習機会を提供する。

○ グリーンスタッフ等、地域活動のリーダーの育成に努めるとともに、人材情報をホームページで提供し、幅
広い人材の活用を図る。

(2)実践につなげる“きっかけづくり”
自然観察会等に参加した人数（人） 12,200 12,800 14,000 ◎10,618 18,605 18,123
県営都市公園の利用者数（万人） 470 480 500 △ 順調に増加しているが、年度目

449 427 460 標値には届かなかった。

県営都市公園におけるイベント数 55 60 70 ○（件） 43 60 60
【今後の対策・方針等】
○ 自然観察会や森林・林業体験など自然とのふれあい活動の場を提供する。
○ 「とちぎの環境」、「とちぎの森づくり」等、インターネットサイトによる情報入手の利便性の向上を図る。
○ 風評被害等に対する県民の関心に常に配慮した情報発信及び事業の実施を行う。

１
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第３部 計画等の進捗状況
第１章 栃木県環境基本計画の進捗状況
栃木県環境基本計画の目標として設定した39の指標に係る25年度の進捗状況及び今後の対策・方針等は、

以下のとおりであった。
達成状況等 表記 指標の数 割合

27年度の目標値を達成したもの ◎ １０ 25.8％
年度目標値を達成したもの ○ １４ 35.9％
年度目標値は未達成だが、前年度よりは改善したもの △ ９ 23.1％
年度目標値は未達成であり、前年度より改善していないもの ▲ ５ 12.8％
現況値が算定できないもの ※ － １ 2.5％
※統計資料の一部が未公表のため現況値が算定できず、達成状況の判断不可

“エコとちぎ”を担う人を育てる（環境を考え行動する県民の育成）
【概括】(1)自ら学び、行動する“人づくり” ⇒ 全ての項目で目標値を達成した。

(2)実践につなげる“きっかけづくり”⇒ 県営都市公園の利用者数は、順調に増加したものの、年度
目標値を達成できなかった。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)自ら学び、行動する“人づくり”
人口10万人当たりの「こどもエコ 156 164 180 ◎クラブ」の会員数（人） 132 232 231
緑づくり人材バンクの登録者数 275 295 335 ○（人） 215 295 303
生物多様性アドバイザー認定者※ 100 150 250 ○数（人） 0 146 180
自然保護活動ボランティア数（人） 17,000 18,000 20,000 ○14,045 19,317 19,570
※環境基本計画決定後、制度の整備に伴い登録制度としたため、進捗管理には登録者数を用いる。
【今後の対策・方針等】
○ 自然体験・イベント等の実施やこどもエコクラブ事業、エコリーダー等の活動を通じた、県民の関心やニー

ズ、年齢に応じた学習機会を提供する。
○ グリーンスタッフ等、地域活動のリーダーの育成に努めるとともに、人材情報をホームページで提供し、幅

広い人材の活用を図る。

(2)実践につなげる“きっかけづくり”
自然観察会等に参加した人数（人） 12,200 12,800 14,000 ◎10,618 18,605 18,123
県営都市公園の利用者数（万人） 470 480 500 △ 順調に増加しているが、年度目

449 427 460 標値には届かなかった。

県営都市公園におけるイベント数 55 60 70 ○（件） 43 60 60
【今後の対策・方針等】
○ 自然観察会や森林・林業体験など自然とのふれあい活動の場を提供する。
○ 「とちぎの環境」、「とちぎの森づくり」等、インターネットサイトによる情報入手の利便性の向上を図る。
○ 風評被害等に対する県民の関心に常に配慮した情報発信及び事業の実施を行う。

１
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第３部 計画等の進捗状況
第１章 栃木県環境基本計画の進捗状況
栃木県環境基本計画の目標として設定した39の指標に係る25年度の進捗状況及び今後の対策・方針等は、

以下のとおりであった。
達成状況等 表記 指標の数 割合

27年度の目標値を達成したもの ◎ １０ 25.8％
年度目標値を達成したもの ○ １４ 35.9％
年度目標値は未達成だが、前年度よりは改善したもの △ ９ 23.1％
年度目標値は未達成であり、前年度より改善していないもの ▲ ５ 12.8％
現況値が算定できないもの ※ － １ 2.5％
※統計資料の一部が未公表のため現況値が算定できず、達成状況の判断不可

“エコとちぎ”を担う人を育てる（環境を考え行動する県民の育成）
【概括】(1)自ら学び、行動する“人づくり” ⇒ 全ての項目で目標値を達成した。

(2)実践につなげる“きっかけづくり”⇒ 県営都市公園の利用者数は、順調に増加したものの、年度
目標値を達成できなかった。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)自ら学び、行動する“人づくり”
人口10万人当たりの「こどもエコ 156 164 180 ◎クラブ」の会員数（人） 132 232 231
緑づくり人材バンクの登録者数 275 295 335 ○（人） 215 295 303
生物多様性アドバイザー認定者※ 100 150 250 ○数（人） 0 146 180
自然保護活動ボランティア数（人） 17,000 18,000 20,000 ○14,045 19,317 19,570
※環境基本計画決定後、制度の整備に伴い登録制度としたため、進捗管理には登録者数を用いる。
【今後の対策・方針等】
○ 自然体験・イベント等の実施やこどもエコクラブ事業、エコリーダー等の活動を通じた、県民の関心やニー
ズ、年齢に応じた学習機会を提供する。

○ グリーンスタッフ等、地域活動のリーダーの育成に努めるとともに、人材情報をホームページで提供し、幅
広い人材の活用を図る。

(2)実践につなげる“きっかけづくり”
自然観察会等に参加した人数（人） 12,200 12,800 14,000 ◎10,618 18,605 18,123
県営都市公園の利用者数（万人） 470 480 500 △ 順調に増加しているが、年度目

449 427 460 標値には届かなかった。

県営都市公園におけるイベント数 55 60 70 ○（件） 43 60 60
【今後の対策・方針等】
○ 自然観察会や森林・林業体験など自然とのふれあい活動の場を提供する。
○ 「とちぎの環境」、「とちぎの森づくり」等、インターネットサイトによる情報入手の利便性の向上を図る。
○ 風評被害等に対する県民の関心に常に配慮した情報発信及び事業の実施を行う。

１
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(3)協働による“ネットワークづくり”
【今後の対策・方針等】
○ 「とちの環県民会議」、各環境森林事務所管内の「エコ・もり地域推進協議会」等の環境保全団体との連携・

協力の下、各種普及啓発活動を推進し、県民総ぐるみによる環境保全に向けた実践活動を促進する。
(4)国際協力の推進

【今後の対策・方針等】
○ 国、国際関連機関、ＮＧＯとの連携により、国際環境協力を推進する。

かけがえのない地球を守る（低炭素社会の構築）
【概括】(1)地球温暖化対策の推進 ⇒ 県庁の温室効果ガス総排出量については、基準年のCO2排出係数による算

定では年度目標を達成できたが、排出年度のCO2排出係数による算定では年度目標値を達成できなか
った。太陽光発電システムの設備容量及びＥＶ・ＰＨＶ普及台数は年度目標値を達成した。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)地球温暖化対策の推進
県民１人当たりの温室効果ガス総 ㉓8.4 ㉔9.5 9.5 統計資料の一部が未公表のため
排出量（ｔ-CO2）※１ － 現況値が算定できず、達成状況

⑳8.9 ㉓9.6 － の判断不可
太陽光発電システムの設備容量 199 290 473 ○※１ 56 180 425
ＥＶ・ＰＨＶ普及台数（台） 680 1,000 6,800 ○3 950 1,509
県庁の温室効果ガス総排出量（ｔ 49,823 49,221 48,016 一般電気業者の排出係数が基準
-CO2）※２、※３ △ 年より上昇したことによる

51,630 51,088 59,942
(45,232) (46,084)

※１ 東日本大震災に伴う電源構成の変化や国の動きを踏まえ、地球温暖化対策実行計画を見直したことに伴い目標値を修正。
※２ 24年度は、特定規模電気事業者のCO2排出係数を反映させた確定値。25年度は、東京電力㈱のCO2排出係数により算出した暫定値。
※３ 上段は排出年度のCO2排出係数により算定。下段は基準年のCO2排出係数により算定。

【今後の対策・方針等】
○ 「栃木県地球温暖化対策実行計画」に基づき、県民・事業者・行政が一体となって温暖化防止を推進する。
○ エネルギー効率の高い設備・機器の導入、ＥＳＣＯ事業の導入などにより、エネルギーの利用効率の向上を図る。
○ 太陽光発電・中小水力発電・バイオマス・温泉熱等の再生可能エネルギーの利活用を促進する。
○ 次世代自動車の普及、公共交通機関の利用促進、交通流対策などにより自動車からの二酸化炭素排出量削減

を推進する。
○ 二酸化炭素の吸収・固定のため、森林整備や都市緑化、木材の利用を推進する。
○ 「栃木県環境マネジメントシステム（EMS）」の適切な運用を図る。

(2)環境関連産業の振興
【今後の対策・方針等】
○ 「とちぎ環境産業振興協議会」を中心とした、環境関連産業の振興を図る。
○ 講習会の開催等により事業者等が行う環境負荷低減のための取組を支援する。

２
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(3)協働による“ネットワークづくり”
【今後の対策・方針等】
○ 「とちの環県民会議」、各環境森林事務所管内の「エコ・もり地域推進協議会」等の環境保全団体との連携・

協力の下、各種普及啓発活動を推進し、県民総ぐるみによる環境保全に向けた実践活動を促進する。
(4)国際協力の推進

【今後の対策・方針等】
○ 国、国際関連機関、ＮＧＯとの連携により、国際環境協力を推進する。

かけがえのない地球を守る（低炭素社会の構築）
【概括】(1)地球温暖化対策の推進 ⇒ 県庁の温室効果ガス総排出量については、基準年のCO2排出係数による算

定では年度目標を達成できたが、排出年度のCO2排出係数による算定では年度目標値を達成できなか
った。太陽光発電システムの設備容量及びＥＶ・ＰＨＶ普及台数は年度目標値を達成した。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)地球温暖化対策の推進
県民１人当たりの温室効果ガス総 ㉓8.4 ㉔9.5 9.5 統計資料の一部が未公表のため
排出量（ｔ-CO2）※１ － 現況値が算定できず、達成状況

⑳8.9 ㉓9.6 － の判断不可
太陽光発電システムの設備容量 199 290 473 ○※１ 56 180 425
ＥＶ・ＰＨＶ普及台数（台） 680 1,000 6,800 ○3 950 1,509
県庁の温室効果ガス総排出量（ｔ 49,823 49,221 48,016 一般電気業者の排出係数が基準
-CO2）※２、※３ ▲ 年より上昇したことによる

51,630 51,088 59,942
(45,232) (46,084)

※１ 東日本大震災に伴う電源構成の変化や国の動きを踏まえ、地球温暖化対策実行計画を見直したことに伴い目標値を修正。
※２ 24年度は、特定規模電気事業者のCO2排出係数を反映させた確定値。25年度は、東京電力㈱のCO2排出係数により算出した暫定値。
※３ 上段は排出年度のCO2排出係数により算定。下段は基準年のCO2排出係数により算定。

【今後の対策・方針等】
○ 「栃木県地球温暖化対策実行計画」に基づき、県民・事業者・行政が一体となって温暖化防止を推進する。
○ エネルギー効率の高い設備・機器の導入、ＥＳＣＯ事業の導入などにより、エネルギーの利用効率の向上を図る。
○ 太陽光発電・中小水力発電・バイオマス・温泉熱等の再生可能エネルギーの利活用を促進する。
○ 次世代自動車の普及、公共交通機関の利用促進、交通流対策などにより自動車からの二酸化炭素排出量削減

を推進する。
○ 二酸化炭素の吸収・固定のため、森林整備や都市緑化、木材の利用を推進する。
○ 「栃木県環境マネジメントシステム（EMS）」の適切な運用を図る。

(2)環境関連産業の振興
【今後の対策・方針等】
○ 「とちぎ環境産業振興協議会」を中心とした、環境関連産業の振興を図る。
○ 講習会の開催等により事業者等が行う環境負荷低減のための取組を支援する。

２
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環境にやさしい循環型の社会を築く（循環型社会の構築）
【概括】(1)生活環境の保全

ⅰ大気環境の保全⇒34の測定局のうち1つの測定局において環境基準を達成できなかった。
ⅱ水環境の保全 ⇒河川に流入する工場排水等の汚濁負荷の増加により、年度目標値を達成できなかった。
ⅲ土壌環境・地盤環境の保全 ⇒ 年度目標値を達成した。
ⅳ騒音・振動・悪臭の防止 ⇒ 夜間における交通量増加等により、騒音に係る環境基準値達成率が低か

ったため、年度目標値を達成できなかった。
ⅴ化学物質対策の推進 ⇒ 年度目標値を達成した。

(2)３Ｒの推進 ⇒ 一般廃棄物・産業廃棄物ともに、再生利用率が低下している。
(3)産業廃棄物対策の推進 ⇒ 全ての項目で年度目標値を達成している。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)生活環境の保全
ⅰ大気環境の保全

大気環境基準達成率（浮遊粒子状 100 100 100 ▲ 34測定局のうち1つの測定局で環
物質）（％） 100 100 97.1 境基準を達成できなかった。
大気環境基準達成率（二酸化窒素） 100 100 100 ◎（％） 100 100 100
【今後の対策・方針等】
○ 自動車排出ガス対策として、エコドライブ運動やクリーンエネルギー自動車の導入を推進するとともに、交通
の円滑化を図るため、バイパスの整備や道路の立体交差化、交通管制システムの高度化などを推進する。

○ 公共交通機関の利用促進としてエコ通勤プロジェクトに取り組む。
○ 幹線道路沿道での浮遊粒子状物質（SPM）等の常時監視を推進する。
○ 工場・事業場に対しては、立入検査等により法令等に基づく排出規制の指導を行うとともに排出抑制を推進する。

ⅱ水環境の保全
公共用水域の環境基準（BOD）達 98.0 98.0 100.0 ▲ 渡良瀬川水系の河川の水質が悪
成率（％） 化したことにより前年度の値を

95.3 98.4 92.2 下回った。(流入排水汚濁負荷の
増加等)

生活排水処理人口普及率（％） 80.7 81.9 84.0 ○77.8 81.6 82.8
【今後の対策・方針等】
○ 河川や地下水の健全な水循環を確保するため、「栃木県水環境保全計画」に基づき各種施策を推進する。
○ 下水道、農業集落排水施設、浄化槽の整備などにより生活排水対策を推進する。
○ 工場・事業場に対しては、立入検査等により施設の管理指導や水質監視を実施する。
○ 中禅寺湖、湯ノ湖など富栄養化が懸念される湖沼については、適切な水質保全に努める。
○ 河川浄化施設の適切な維持管理により水質の改善を図る。
○ 有害物質による地下水汚染の状況を把握するため、引き続き定期的なモニタリングを実施する。

ⅲ土壌環境・地盤環境の保全
2㎝/年以上の地盤沈下量面積（㎢） 0.0 0.0 0.0 ◎0.0 0.0
【今後の対策・方針等】
○ 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく管理基準により、未然防止対策の徹底を図る。
○ 「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」の適切な運用により被害の
未然防止に努める。

○ 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」等により地下水揚水施設及び地下水採取量の把握に努めるとともに、
地下水位が低下した場合において節水要請を行うことにより、地盤沈下の未然防止を推進する。

ⅳ騒音・振動・悪臭の防止
騒音に係る環境基準達成率（道路 89.7 93.1 100.0 ○に面しない地域）（％） 79.5 90.2 93.9
騒音に係る環境基準達成率（道路 96.5 97.7 100.0 ▲ 特に一般国道で達成率が低かっ
に面する地域）（％） 92.9 95.4 93.3 た。また、夜間における達成率が

３
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低かったことから、交通量増加が
一因として考えられる。

【今後の対策・方針等】
○ 交通騒音対策・振動対策に寄与できる、道路の低騒音舗装やバイパス化、低公害車の普及を促進する。
○ 新幹線騒音・振動については、関係機関に必要な対策の実施を要請するとともに、沿線にふさわしい土地利用
を促進する。

○ 近隣騒音対策については、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、周辺の生活環境を損なうこと
のないよう配慮を求める。

ⅴ化学物質対策の推進
化学物質の届出排出量（ｔ） ㉓5,896 ㉔5,673 5,000 ◎⑳6,342 ㉓4,810 ㉓4,644
【今後の対策・方針等】
○ ＰＲＴＲ制度を活用し、化学物質に関する情報の提供に努める。
○ 事業者に対して化学物質の管理計画の作成等を指導するとともに、各主体に対して、化学物質に対するリスク
コミュニケーションの理解と普及啓発を図っていく。

ⅵその他の環境問題への取組の推進
【今後の対策・方針等】
○ 「フロン回収破壊法」等の適切な運用により、フロン類の回収・破壊を推進する。
○ 国や他都県との連携による酸性雨発生状況のモニタリング、影響調査等を実施する。

(2)３Ｒの推進
県民１人が１日に出すごみの量 ㉓734 ㉔730 717 ◎（ｇ） ⑳738 ㉓718 ㉔717
産業廃棄物の排出量（千ｔ） ㉓4,203 ㉔4,197 4,180 ◎（農業・鉱業に係るものを除く） ⑳4,208 ㉓3,916 ㉔3,972
一般廃棄物の再生利用率（％） ㉓20.0 ㉔21.3 25.0 分別ごみの減少や放射能等の影響

▲ による溶融スラグの資源化量の減
⑳18.7 ㉓18.0 ㉔16.8 少のため。

産業廃棄物の再生利用率（％） ㉓51.3 ㉔51.7 53.0 再生利用率が極めて高い鉱さい・
▲ 金属くずの排出量全体に占める割

⑳50.9 ㉓50.0 ㉔48.7 合が減少し、鉱さい・金属くずの
再生利用率自体も減少したため、
前年度より減少している。

とちの環エコ製品認定数（件） 83 86 92 △ 新規認定があった反面、再申請の
74 79 85 なかった製品等もあった。

【今後の対策・方針等】
○ 県民、事業者に対して、各種啓発事業により廃棄物の減量化に向けた意識啓発を図る。
○ 「栃木県循環型社会推進指針」「栃木県廃棄物処理計画」「栃木県分別収集促進計画」「容器包装リサイクル法」
等の運用により廃棄物のリサイクルを推進する。

○ 建築物の適切な分別解体により、特定建設資材等の再資源化を推進する。
○ 市町でのバイオマス活用推進計画の策定支援を行うことにより、地域の特性を生かしたバイオマスの利活用を
推進する。

○ 「栃木県リサイクル製品認定制度」の更なる普及とともに、「とちの環エコ製品」の利用促進に努めることに
より認定数の増加を図る。

(3)廃棄物処理対策の推進
一般廃棄物の最終処分率（％） ㉓10.0 ㉔9.8 9.0 ○⑳10.2 ㉓9.6 ㉔9.7
産業廃棄物の最終処分率（％） ㉓2.6 ㉔2.5 2.5 ◎⑳2.6 ㉓2.0 ㉔1.8
【今後の対策・方針等】
○ 一般廃棄物の処理については、「栃木県廃棄物処理計画」に基づき、市町村間での広域的処理体制を確立する

とともに、市町村等に対して技術的な支援を行う。
○ 産業廃棄物の減量化・再生利用及び適正な処理について、排出事業者及び処理業者に対して指導する。
○ 散乱ごみや投棄ごみ抑制のため、県民に対する普及啓発を推進する。
○ 産業廃棄物について、監視パトロールの実施などにより、不法投棄の未然防止、早期発見に努めるとともに、
不法投棄確認時には、関係機関と連携し、速やかに不法投棄物の撤去指導を行うとともに、応急対策を効果的に
実施し、被害拡大等の防止を図る。
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環境にやさしい循環型の社会を築く（循環型社会の構築）
【概括】(1)生活環境の保全

ⅰ大気環境の保全⇒34の測定局のうち1つの測定局において環境基準を達成できなかった。
ⅱ水環境の保全 ⇒河川に流入する工場排水等の汚濁負荷の増加により、年度目標値を達成できなかった。
ⅲ土壌環境・地盤環境の保全 ⇒ 年度目標値を達成した。
ⅳ騒音・振動・悪臭の防止 ⇒ 夜間における交通量増加等により、騒音に係る環境基準値達成率が低か

ったため、年度目標値を達成できなかった。
ⅴ化学物質対策の推進 ⇒ 年度目標値を達成した。

(2)３Ｒの推進 ⇒ 一般廃棄物・産業廃棄物ともに、再生利用率が低下している。
(3)産業廃棄物対策の推進 ⇒ 全ての項目で年度目標値を達成している。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)生活環境の保全
ⅰ大気環境の保全

大気環境基準達成率（浮遊粒子状 100 100 100 ▲ 34測定局のうち1つの測定局で環
物質）（％） 100 100 97.1 境基準を達成できなかった。
大気環境基準達成率（二酸化窒素） 100 100 100 ◎（％） 100 100 100
【今後の対策・方針等】
○ 自動車排出ガス対策として、エコドライブ運動やクリーンエネルギー自動車の導入を推進するとともに、交通
の円滑化を図るため、バイパスの整備や道路の立体交差化、交通管制システムの高度化などを推進する。

○ 公共交通機関の利用促進としてエコ通勤プロジェクトに取り組む。
○ 幹線道路沿道での浮遊粒子状物質（SPM）等の常時監視を推進する。
○ 工場・事業場に対しては、立入検査等により法令等に基づく排出規制の指導を行うとともに排出抑制を推進する。

ⅱ水環境の保全
公共用水域の環境基準（BOD）達 98.0 98.0 100.0 ▲ 渡良瀬川水系の河川の水質が悪
成率（％） 化したことにより前年度の値を

95.3 98.4 92.2 下回った。(流入排水汚濁負荷の
増加等)

生活排水処理人口普及率（％） 80.7 81.9 84.0 ○77.8 81.6 82.8
【今後の対策・方針等】
○ 河川や地下水の健全な水循環を確保するため、「栃木県水環境保全計画」に基づき各種施策を推進する。
○ 下水道、農業集落排水施設、浄化槽の整備などにより生活排水対策を推進する。
○ 工場・事業場に対しては、立入検査等により施設の管理指導や水質監視を実施する。
○ 中禅寺湖、湯ノ湖など富栄養化が懸念される湖沼については、適切な水質保全に努める。
○ 河川浄化施設の適切な維持管理により水質の改善を図る。
○ 有害物質による地下水汚染の状況を把握するため、引き続き定期的なモニタリングを実施する。

ⅲ土壌環境・地盤環境の保全
2㎝/年以上の地盤沈下量面積（㎢） 0.0 0.0 0.0 ◎0.0 0.0
【今後の対策・方針等】
○ 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく管理基準により、未然防止対策の徹底を図る。
○ 「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」の適切な運用により被害の
未然防止に努める。

○ 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」等により地下水揚水施設及び地下水採取量の把握に努めるとともに、
地下水位が低下した場合において節水要請を行うことにより、地盤沈下の未然防止を推進する。

ⅳ騒音・振動・悪臭の防止
騒音に係る環境基準達成率（道路 89.7 93.1 100.0 ○に面しない地域）（％） 79.5 90.2 93.9
騒音に係る環境基準達成率（道路 96.5 97.7 100.0 ▲ 特に一般国道で達成率が低かっ
に面する地域）（％） 92.9 95.4 93.3 た。また、夜間における達成率が

３
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環境にやさしい循環型の社会を築く（循環型社会の構築）
【概括】(1)生活環境の保全

ⅰ大気環境の保全⇒34の測定局のうち1つの測定局において環境基準を達成できなかった。
ⅱ水環境の保全 ⇒河川に流入する工場排水等の汚濁負荷の増加により、年度目標値を達成できなかった。
ⅲ土壌環境・地盤環境の保全 ⇒ 年度目標値を達成した。
ⅳ騒音・振動・悪臭の防止 ⇒ 夜間における交通量増加等により、騒音に係る環境基準値達成率が低か

ったため、年度目標値を達成できなかった。
ⅴ化学物質対策の推進 ⇒ 年度目標値を達成した。

(2)３Ｒの推進 ⇒ 一般廃棄物・産業廃棄物ともに、再生利用率が低下している。
(3)産業廃棄物対策の推進 ⇒ 全ての項目で年度目標値を達成している。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)生活環境の保全
ⅰ大気環境の保全

大気環境基準達成率（浮遊粒子状 100 100 100 ▲ 34測定局のうち1つの測定局で環
物質）（％） 100 100 97.1 境基準を達成できなかった。
大気環境基準達成率（二酸化窒素） 100 100 100 ◎（％） 100 100 100
【今後の対策・方針等】
○ 自動車排出ガス対策として、エコドライブ運動やクリーンエネルギー自動車の導入を推進するとともに、交通
の円滑化を図るため、バイパスの整備や道路の立体交差化、交通管制システムの高度化などを推進する。

○ 公共交通機関の利用促進としてエコ通勤プロジェクトに取り組む。
○ 幹線道路沿道での浮遊粒子状物質（SPM）等の常時監視を推進する。
○ 工場・事業場に対しては、立入検査等により法令等に基づく排出規制の指導を行うとともに排出抑制を推進する。

ⅱ水環境の保全
公共用水域の環境基準（BOD）達 98.0 98.0 100.0 ▲ 渡良瀬川水系の河川の水質が悪
成率（％） 化したことにより前年度の値を

95.3 98.4 92.2 下回った。(流入排水汚濁負荷の
増加等)

生活排水処理人口普及率（％） 80.7 81.9 84.0 ○77.8 81.6 82.8
【今後の対策・方針等】
○ 河川や地下水の健全な水循環を確保するため、「栃木県水環境保全計画」に基づき各種施策を推進する。
○ 下水道、農業集落排水施設、浄化槽の整備などにより生活排水対策を推進する。
○ 工場・事業場に対しては、立入検査等により施設の管理指導や水質監視を実施する。
○ 中禅寺湖、湯ノ湖など富栄養化が懸念される湖沼については、適切な水質保全に努める。
○ 河川浄化施設の適切な維持管理により水質の改善を図る。
○ 有害物質による地下水汚染の状況を把握するため、引き続き定期的なモニタリングを実施する。

ⅲ土壌環境・地盤環境の保全
2㎝/年以上の地盤沈下量面積（㎢） 0.0 0.0 0.0 ◎0.0 0.0
【今後の対策・方針等】
○ 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく管理基準により、未然防止対策の徹底を図る。
○ 「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」の適切な運用により被害の
未然防止に努める。

○ 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」等により地下水揚水施設及び地下水採取量の把握に努めるとともに、
地下水位が低下した場合において節水要請を行うことにより、地盤沈下の未然防止を推進する。

ⅳ騒音・振動・悪臭の防止
騒音に係る環境基準達成率（道路 89.7 93.1 100.0 ○に面しない地域）（％） 79.5 90.2 93.9
騒音に係る環境基準達成率（道路 96.5 97.7 100.0 ▲ 特に一般国道で達成率が低かっ
に面する地域）（％） 92.9 95.4 93.3 た。また、夜間における達成率が

３
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低かったことから、交通量増加が
一因として考えられる。

【今後の対策・方針等】
○ 交通騒音対策・振動対策に寄与できる、道路の低騒音舗装やバイパス化、低公害車の普及を促進する。
○ 新幹線騒音・振動については、関係機関に必要な対策の実施を要請するとともに、沿線にふさわしい土地利用

を促進する。
○ 近隣騒音対策については、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、周辺の生活環境を損なうこと

のないよう配慮を求める。
ⅴ化学物質対策の推進

化学物質の届出排出量（ｔ） ㉓5,896 ㉔5,673 5,000 ◎⑳6,342 ㉓4,810 ㉓4,644
【今後の対策・方針等】
○ ＰＲＴＲ制度を活用し、化学物質に関する情報の提供に努める。
○ 事業者に対して化学物質の管理計画の作成等を指導するとともに、各主体に対して、化学物質に対するリスク

コミュニケーションの理解と普及啓発を図っていく。
ⅵその他の環境問題への取組の推進

【今後の対策・方針等】
○ 「フロン回収破壊法」等の適切な運用により、フロン類の回収・破壊を推進する。
○ 国や他都県との連携による酸性雨発生状況のモニタリング、影響調査等を実施する。

(2)３Ｒの推進
県民１人が１日に出すごみの量 ㉓734 ㉔730 717 ◎（ｇ） ⑳738 ㉓718 ㉔717
産業廃棄物の排出量（千ｔ） ㉓4,203 ㉔4,197 4,180 ◎（農業・鉱業に係るものを除く） ⑳4,208 ㉓3,916 ㉔3,972
一般廃棄物の再生利用率（％） ㉓20.0 ㉔21.3 25.0 分別ごみの減少や放射能等の影響

▲ による溶融スラグの資源化量の減
⑳18.7 ㉓18.0 ㉔16.8 少のため。

産業廃棄物の再生利用率（％） ㉓51.3 ㉔51.7 53.0 再生利用率が極めて高い鉱さい・
▲ 金属くずの排出量全体に占める割

⑳50.9 ㉓50.0 ㉔48.7 合が減少し、鉱さい・金属くずの
再生利用率自体も減少したため、
前年度より減少している。

とちの環エコ製品認定数（件） 83 86 92 △ 新規認定があった反面、再申請の
74 79 85 なかった製品等もあった。

【今後の対策・方針等】
○ 県民、事業者に対して、各種啓発事業により廃棄物の減量化に向けた意識啓発を図る。
○ 「栃木県循環型社会推進指針」「栃木県廃棄物処理計画」「栃木県分別収集促進計画」「容器包装リサイクル法」

等の運用により廃棄物のリサイクルを推進する。
○ 建築物の適切な分別解体により、特定建設資材等の再資源化を推進する。
○ 市町でのバイオマス活用推進計画の策定支援を行うことにより、地域の特性を生かしたバイオマスの利活用を

推進する。
○ 「栃木県リサイクル製品認定制度」の更なる普及とともに、「とちの環エコ製品」の利用促進に努めることに

より認定数の増加を図る。
(3)廃棄物処理対策の推進

一般廃棄物の最終処分率（％） ㉓10.0 ㉔9.8 9.0 ○⑳10.2 ㉓9.6 ㉔9.7
産業廃棄物の最終処分率（％） ㉓2.6 ㉔2.5 2.5 ◎⑳2.6 ㉓2.0 ㉔1.8
【今後の対策・方針等】
○ 一般廃棄物の処理については、「栃木県廃棄物処理計画」に基づき、市町村間での広域的処理体制を確立する

とともに、市町村等に対して技術的な支援を行う。
○ 産業廃棄物の減量化・再生利用及び適正な処理について、排出事業者及び処理業者に対して指導する。
○ 散乱ごみや投棄ごみ抑制のため、県民に対する普及啓発を推進する。
○ 産業廃棄物について、監視パトロールの実施などにより、不法投棄の未然防止、早期発見に努めるとともに、

不法投棄確認時には、関係機関と連携し、速やかに不法投棄物の撤去指導を行うとともに、応急対策を効果的に
実施し、被害拡大等の防止を図る。

－ 151 －
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【概括】(1)生物多様性の保全 ⇒ 獣害対策モデル地区数はH25で廃止となることもあり、年度目標値を達成でき
なかった。

(2)多様な自然環境の保全 ⇒ 河川愛護活動の参加人数については、活動団体の高齢化等により目標値
の達成とはならなかったが、前年度よりは増加しており、それ以外の項目については年度目標値を
達成した。

(3)環境を支える森林づくり ⇒ 年度目標の達成には至らなかったが、年間目安の５箇所増加できた。
(4)みどりづくり活動の推進 ⇒ 年度目標値を達成できなかった項目があるが、全項目で前年度よりも

改善された。
(5)良好な景観の保全と創造 ⇒ 年度目標値は達成できなかったものの、26年度になってからの移行が

１市町あり、進捗は順調である。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)生物多様性の保全
生物多様性アドバイザー認定者※ 100 150 250 ○数（人）（再掲） 0 146 180
獣害対策モデル地区数（箇所） 8 9 10 △ H25年度で廃止となるため、モデ

0 8 8 ル地区の増加につなげられなか
った。

外来種駆除活動数 （箇所） 7 8 10 ○5 7 8
※環境基本計画決定後、制度の整備に伴い登録制度としたため、進捗管理には登録者数を用いる。
【今後の対策・方針等】
○ 野生生物について調査研究を進めるとともに、野生生物の生息・生育環境を保全するなど、自然環境のバラ
ンスを維持し、生物の多様性を確保する。

○ 「生物多様性とちぎ戦略」に基づき、生物多様性の保全や持続可能な利用を推進する。
(2)多様な自然環境の保全

自然環境保全地域指定数（箇所） 26 27 29 ○26 26 27
多自然川づくりの整備延長（㎞） 240.4 247.2 261.6 ◎218.3 256.2 264.5
河川愛護活動の参加人数（人） 126,530 127,670 130,000 △ 活動団体の高齢化等による。

123,110 119,978 120,610
【今後の対策・方針等】
○ 優れた自然を自然環境保全地域に指定するなど、自然環境の保全を推進する。
○ 都市公園の計画的な機能向上や施設改修を図るとともに、都市に残された樹林地等の保全を図る。
○ 日光国立公園や県立自然公園における行為規制の適正な運用、自然公園美化清掃活動の促進などにより、自
然公園の適正な管理に努める。

○ 河川の整備にあたっては、低水路の蛇行、瀬や淵の創出など生態系に配慮した多自然川づくりを推進する。
○ 親水空間の重要性に対する普及啓発に努め、地域住民と取り組む川づくりを推進する。

(3)環境を支える森林づくり
広葉樹林化面積（ha/年） 30 60 90 ○35 51 75
保安林の指定面積（ha/年） 700 850 850 ◎454 747 932
企業等による森づくり活動数 20 25 35 △ 年度目標の達成には至らなかっ
（箇所） 5 18 23 たが、年間目安である５箇所は

達成した。

４

－ 152 －
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【今後の対策・方針等】
○ 「循環の森づくり」と「環境の森づくり」を進め、地域の課題や特性に応じた多様な森づくりを促進する。
○ 森林の大切さについて情報提供を行うとともに、森林づくり体験活動を推進することなどにより、森林環境
の保全に対する県民意識の醸成を図る。

○ 公益的機能の発揮が特に必要な森林について、計画的な保安林の指定拡大を推進する。
○ 「とちぎの元気な森づくり県民税」により、荒廃している奥山林、里山林の整備を計画的に推進する。
○ 実施を希望する企業等及び活動ﾌｨｰﾙﾄﾞの更なる掘り起こしを行うことで、企業等による森づくりを推進する。

(4)みどりづくり活動の推進
緑の相談所の利用者数（万人） 26.0 26.6 28.0 △ 順調に増加しているが、年度目

23.9 24.8 26.1 標値には届かなかった。
「緑の基本計画」策定市町数（市 17 18 20 老朽化している公園施設の更新
町） △ ・改築が最優先され、計画策定

15 15 15 が遅れている。
県民１人当たり都市公園面積（㎡） ㉓13.5 ㉔13.6 13.8 ○⑳13.4 ㉓13.7 ㉔13.7
【今後の対策・方針等】
○ 森林整備をはじめ、自然環境の保全と再生、道路や公園等の公共施設の緑化を推進するとともに、家庭や工

場等の緑化を促進する。
○ とちぎ「森の楽校」事業により森づくり講座等を開催するとともに、緑の少年団の育成強化、みどりづくり

を行うボランティアの育成等を進める。
○ 都市公園の計画的な機能向上や施設改修等を図る。

(3)普及・啓発活動の推進
景観行政団体市町数（市町） 11 12 16 年度目標値は達成しなかったも

△ のの、平成26年度になってから
8 10 10 の移行が1市町、移行の意向を示

しているところが2市町ある。
【今後の対策・方針等】
○ 「景観法」や「栃木県景観条例」の適切な運用を図り、本県の良好な景観形成に努める。
○ 良好な都市景観の保全と創造を図るため、都市公園などの緑化や、電線の地中化等を推進する。
○ 日光杉並木の保護を図るため、バイパス道の整備や日光杉並木オーナー制度を活用した樹勢回復事業などを

推進する。

共通的基盤的事項
(1)環境影響評価 ○ 大規模事業の実施が環境に及ぼす影響を調査・予測・評価し、環境への影響をできる限り

の推進 回避・低減するための環境影響評価制度の周知に努めるとともに、「栃木県環境影響評価条
例」の適切な運用を図る。

(2)調査及び研究 ○ 本県に特有な環境問題の調査研究を推進するとともに、国や他の地方自治体、県内試験研
の実施 究機関の連携を図りながら、広域的な問題解決に向けての適切な調査・研究活動を実施する。

(3)土地利用面 ○ 県土の利用については、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図るとともに、地域の
からの環境配慮 特性に配慮し、健康で文化的な生活環境の確保と県土の均衡ある発展を図ることを基本理念

として、総合的かつ計画的な土地利用を推進する。
(4)公害紛争処理 ○ 「公害紛争処理法」に基づき、公害紛争が適切に処理されるよう努めるとともに、生活環

等 境の保全に関する苦情に対しては、関係機関と連携し適切かつ迅速に処理を行う。
(5)工場・事業場 ○ 公害の未然防止のため、関係法令に基づき、工場・事業場に対する規制や指導を行う。

対策の推進 ○ 特に、中小企業を対象に指導の徹底を図るとともに、環境保全設備の導入等に対する支援
を行う。

(注)１ 年度目標値：現況値の属する年度の目標値
２ 設定時の値：環境基本計画策定時に把握することのできた直近の数値であり、原則として21年度における数値を記載しているが、
当該年度の数値が把握できない場合等は、指標に応じて⑳年度の数値を記載し、「⑳」の表示をした。

３ 現 況 値：原則として25年度における数値を記載しているが、当該年度の数値が把握できていない場合は、24年度の値を記載し、
「㉔」の表示をした。

５ 共通的基盤的事項５
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【概括】(1)生物多様性の保全 ⇒ 獣害対策モデル地区数はH25で廃止となることもあり、年度目標値を達成でき
なかった。

(2)多様な自然環境の保全 ⇒ 河川愛護活動の参加人数については、活動団体の高齢化等により目標値
の達成とはならなかったが、前年度よりは増加しており、それ以外の項目については年度目標値を
達成した。

(3)環境を支える森林づくり ⇒ 年度目標の達成には至らなかったが、年間目安の５箇所増加できた。
(4)みどりづくり活動の推進 ⇒ 年度目標値を達成できなかった項目があるが、全項目で前年度よりも

改善された。
(5)良好な景観の保全と創造 ⇒ 年度目標値は達成できなかったものの、26年度になってからの移行が

１市町あり、進捗は順調である。

施策項目 前年度 年 度 目 27年度 達目標値 標値 注1 目標値 成 備 考
指標項目 設 定 時 前年度 現 況 値 度の値 注2 数 値 注3

(1)生物多様性の保全
生物多様性アドバイザー認定者※ 100 150 250 ○数（人）（再掲） 0 146 180
獣害対策モデル地区数（箇所） 8 9 10 △ H25年度で廃止となるため、モデ

0 8 8 ル地区の増加につなげられなか
った。

外来種駆除活動数 （箇所） 7 8 10 ○5 7 8
※環境基本計画決定後、制度の整備に伴い登録制度としたため、進捗管理には登録者数を用いる。
【今後の対策・方針等】
○ 野生生物について調査研究を進めるとともに、野生生物の生息・生育環境を保全するなど、自然環境のバラ
ンスを維持し、生物の多様性を確保する。

○ 「生物多様性とちぎ戦略」に基づき、生物多様性の保全や持続可能な利用を推進する。
(2)多様な自然環境の保全

自然環境保全地域指定数（箇所） 26 27 29 ○26 26 27
多自然川づくりの整備延長（㎞） 240.4 247.2 261.6 ◎218.3 256.2 264.5
河川愛護活動の参加人数（人） 126,530 127,670 130,000 △ 活動団体の高齢化等による。

123,110 119,978 120,610
【今後の対策・方針等】
○ 優れた自然を自然環境保全地域に指定するなど、自然環境の保全を推進する。
○ 都市公園の計画的な機能向上や施設改修を図るとともに、都市に残された樹林地等の保全を図る。
○ 日光国立公園や県立自然公園における行為規制の適正な運用、自然公園美化清掃活動の促進などにより、自
然公園の適正な管理に努める。

○ 河川の整備にあたっては、低水路の蛇行、瀬や淵の創出など生態系に配慮した多自然川づくりを推進する。
○ 親水空間の重要性に対する普及啓発に努め、地域住民と取り組む川づくりを推進する。

(3)環境を支える森林づくり
広葉樹林化面積（ha/年） 30 60 90 ○35 51 75
保安林の指定面積（ha/年） 700 850 850 ◎454 747 932
企業等による森づくり活動数 20 25 35 △ 年度目標の達成には至らなかっ
（箇所） 5 18 23 たが、年間目安である５箇所は

達成した。

４
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【今後の対策・方針等】
○ 「循環の森づくり」と「環境の森づくり」を進め、地域の課題や特性に応じた多様な森づくりを促進する。
○ 森林の大切さについて情報提供を行うとともに、森林づくり体験活動を推進することなどにより、森林環境

の保全に対する県民意識の醸成を図る。
○ 公益的機能の発揮が特に必要な森林について、計画的な保安林の指定拡大を推進する。
○ 「とちぎの元気な森づくり県民税」により、荒廃している奥山林、里山林の整備を計画的に推進する。
○ 実施を希望する企業等及び活動ﾌｨｰﾙﾄﾞの更なる掘り起こしを行うことで、企業等による森づくりを推進する。

(4)みどりづくり活動の推進
緑の相談所の利用者数（万人） 26.0 26.6 28.0 △ 順調に増加しているが、年度目

23.9 24.8 26.1 標値には届かなかった。
「緑の基本計画」策定市町数（市 17 18 20 老朽化している公園施設の更新
町） △ ・改築が最優先され、計画策定

15 15 15 が遅れている。
県民１人当たり都市公園面積（㎡） ㉓13.5 ㉔13.6 13.8 ○⑳13.4 ㉓13.7 ㉔13.7
【今後の対策・方針等】
○ 森林整備をはじめ、自然環境の保全と再生、道路や公園等の公共施設の緑化を推進するとともに、家庭や工

場等の緑化を促進する。
○ とちぎ「森の楽校」事業により森づくり講座等を開催するとともに、緑の少年団の育成強化、みどりづくり

を行うボランティアの育成等を進める。
○ 都市公園の計画的な機能向上や施設改修等を図る。

(3)普及・啓発活動の推進
景観行政団体市町数（市町） 11 12 16 年度目標値は達成しなかったも

△ のの、平成26年度になってから
8 10 10 の移行が1市町、移行の意向を示

しているところが2市町ある。
【今後の対策・方針等】
○ 「景観法」や「栃木県景観条例」の適切な運用を図り、本県の良好な景観形成に努める。
○ 良好な都市景観の保全と創造を図るため、都市公園などの緑化や、電線の地中化等を推進する。
○ 日光杉並木の保護を図るため、バイパス道の整備や日光杉並木オーナー制度を活用した樹勢回復事業などを

推進する。

共通的基盤的事項
(1)環境影響評価 ○ 大規模事業の実施が環境に及ぼす影響を調査・予測・評価し、環境への影響をできる限り

の推進 回避・低減するための環境影響評価制度の周知に努めるとともに、「栃木県環境影響評価条
例」の適切な運用を図る。

(2)調査及び研究 ○ 本県に特有な環境問題の調査研究を推進するとともに、国や他の地方自治体、県内試験研
の実施 究機関の連携を図りながら、広域的な問題解決に向けての適切な調査・研究活動を実施する。

(3)土地利用面 ○ 県土の利用については、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図るとともに、地域の
からの環境配慮 特性に配慮し、健康で文化的な生活環境の確保と県土の均衡ある発展を図ることを基本理念

として、総合的かつ計画的な土地利用を推進する。
(4)公害紛争処理 ○ 「公害紛争処理法」に基づき、公害紛争が適切に処理されるよう努めるとともに、生活環

等 境の保全に関する苦情に対しては、関係機関と連携し適切かつ迅速に処理を行う。
(5)工場・事業場 ○ 公害の未然防止のため、関係法令に基づき、工場・事業場に対する規制や指導を行う。

対策の推進 ○ 特に、中小企業を対象に指導の徹底を図るとともに、環境保全設備の導入等に対する支援
を行う。

(注)１ 年度目標値：現況値の属する年度の目標値
２ 設定時の値：環境基本計画策定時に把握することのできた直近の数値であり、原則として21年度における数値を記載しているが、
当該年度の数値が把握できない場合等は、指標に応じて⑳年度の数値を記載し、「⑳」の表示をした。

３ 現 況 値：原則として25年度における数値を記載しているが、当該年度の数値が把握できていない場合は、24年度の値を記載し、
「㉔」の表示をした。
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　県は、12年（2000年）３月に「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」を策定（18年(2006年）３月一
部改定）し、地球温暖化対策に関する施策を進めてきた。
　また、同計画の計画期間終了に伴い、23年（2011年）３月には同計画を見直した｢栃木県地球温暖化
対策実行計画｣を策定し、新たな目標等を掲げて施策を展開してきた。
　一方、国においては、東日本大震災に伴う電源構成の変化や京都議定書第一約束期間終了等に伴い、
25年（2013年）11月に削減目標の見直しを行い、「2020年までに温室効果ガスを2005年比で3.8%削減」
とした。
　県は、このような国の動きを踏まえつつ、これまで以上に積極的な地球温暖化対策に取り組んでいく
ため、26年（2014年）３月に「栃木県地球温暖化対策実行計画」の見直しを行い、本県の自然的社会的
条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制などを行うとともに､県自らの事務事業の中で生じる環境への
負荷を低減するため､総合的かつ計画的な施策の推進を図ることとした｡（県の事務事業関係は第３章第
１節を参照のこと｡）

　ア　位置付け

　　　「地球温暖化対策推進法」第20条の３に規定する都道府県の「地方公共団体実行計画」であると
同時に「栃木県環境基本計画」の部門計画として位置付ける。

　イ　対象物質　

　　　二酸化炭素（CO2）、メタン（CH４）、一酸化二窒素（N２O）、ハイドロフルオロカーボン類
（HFCｓ）、パーフルオロカーボン類（PFCｓ）、六ふっ化硫黄（SF６）の６物質

　ウ　本県の温室効果ガス総排出量の削減目標

　　　中期目標：32年度（2020年度）までに基準年（2005年度）に比べて4.7％削減
　　　短期目標：27年度（2015年度）までに基準年（2005年度）に比べて1.2％削減

　栃木県における23年度（2011年度）の温室効果ガス総排出量は、簡易推計値で約1,930万t-ＣＯ2であ
り、基準年（2005年度）を1.5％上回った。
　基準年を上回った主な原因としては、電力の二酸化炭素排出係数の上昇が挙げられる。

第２章　各種計画の概要及び進捗状況

第１節 栃木県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

計画の概要等１

計画の進捗状況２

（1） 計画策定の趣旨

（1） 23 年度（2011 年度）の温室効果ガス排出量

（2） 計画の概要
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表３－２－２ ＣＯ2の部門別排出構成（23年度(2011年度)）
部 門 栃木県（基準年比） 全 国（基準年比）

産業（製造業等） 36.7％ （▲ 2％） 33.6％ （▲ 9％） (注) 左記における栃木県の
家庭 17.2％ （＋22％） 15.2％ （＋ 8％） 数値は簡易に推計した速
業務（オフィスビル等） 15.8％ （＋21％） 20.2％ （＋ 6％） 報値であり、確定値では
運輸（自動車・鉄道） 25.2％ （▲10％） 18.5％ （▲10％） ない。
その他（工業ﾌﾟﾛｾｽ等） 5.1％ （▲10％） 12.5％ （▲ 2％）

合 計 100.0％ （＋ 2％） 100.0％ （▲ 3％）

(2) 温室効果ガス総排出量の推移
基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピーク

に減少傾向に転じているが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い
増加傾向にある。（図３－２－１）

図３－２－１ 温室効果ガス総排出量の推移

(3) 地球温暖化対策の取組に関する指標
本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③Ｅ

Ｖ・ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェ
クト項目を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２
（62ページ～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。
【目標達成状況の把握に関する指標】

指標名 基準年 現 況 目 標
人口10万人当たりの｢こどもエコクラブ｣の会員数 H21 132人 H25 231人 H27H 180人
地球温暖化防止活動推進員の在住市町村の割合 H21 73％ H25 81％ H27 100％
太陽光発電システムの設備容量 H21 56千kW H25 425千kW H27 473千kW
ペレットストーブ導入台数 H20 195台 H25 337台 H27 390台
ヒートポンプ導入台数【家庭用給湯】 H21 49千台 H25 95千台 H27 120千台

〃 【温泉熱利用】 H21 10箇所 H25 27箇所 H27 50箇所
EV・PHV普及台数 H21 3台 H25 1,509台 H27 6,800台
中小企業の国内クレジット制度承認件数 H21 9件 H25 27件 H27 43件
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計画の概要等

(1) 計画策定の趣旨
県は、12年（2000年）３月に「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」を策定（18年(2006年）３月一

部改定）し、地球温暖化対策に関する施策を進めてきた。
また、同計画の計画期間終了に伴い、23年（2011年）３月には同計画を見直した｢栃木県地球温暖化

対策実行計画｣を策定し、新たな目標等を掲げて施策を展開してきた。
一方、国においては、東日本大震災に伴う電源構成の変化や京都議定書第一約束期間終了等に伴い、

25年（2013年）11月に削減目標の見直しを行い、「2020年までに温室効果ガスを2005年比で3.8%削減」
とした。

県は、このような国の動きを踏まえつつ、これまで以上に積極的な地球温暖化対策に取り組んでい
くため、26年（2014年）３月に「栃木県地球温暖化対策実行計画」の見直しを行い、本県の自然的
社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制などを行うとともに､県自らの事務事業の中で生
じる環境への負荷を低減するため､総合的かつ計画的な施策の推進を図ることとした｡(県の事務
事業関係は207ページ参照｡)
(2) 計画の概要

ア 位置付け
「地球温暖化対策推進法」第20条の３に規定する都道府県の「地方公共団体実行計画」であると

同時に「栃木県環境基本計画」の部門計画として位置付ける。
イ 対象物質

二酸化炭素(CO2)、メタン(CH４)、一酸化二窒素(N２O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCｓ)、
パーフルオロカーボン類(PFCｓ)、六ふっ化硫黄(SF６)の６物質

ウ 本県の温室効果ガス総排出量の削減目標
中期目標：32年度（2020年度）までに基準年（2005年度）に比べて4.7％削減
短期目標：27年度（2015年度）までに基準年（2005年度）に比べて1.2％削減

計画の進捗状況

(1) 23年度（2011年度）の温室効果ガス排出量
栃木県における23年度（2011年度）の温室効果ガス総排出量は、簡易推計値で約1,930万t-ＣＯ2で

あり、基準年（2005年度）を1.5％上回った。
基準年を上回った主な原因としては、電力の二酸化炭素排出係数の上昇が挙げられる。

表３－２－１ 温室効果ガス排出量の推移 （万t-CO2）
年 度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

基準年
分 野 確定値 簡易推計値
ＣＯ2 1,746 1,671 1,861 1,628 1,516 1,667 1,775
ＣＨ4 56 56 56 54 54 53 53
Ｎ2Ｏ 60 61 61 61 48 47 59

３ガス計 1,862 1,788 1,977 1,743 1,688 1,767 1,887
代替ﾌﾛﾝｶﾞｽ 39 42 43 45 43 34 43
６ガス計 1,901 1,830 2,020 1,788 1,661 1,801 1,930
基準年比 100.0% 96.3% 106.3% 94.1% 87.4% 94.7% 101.5%

１

２
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表３－２－２ ＣＯ2の部門別排出構成（23年度(2011年度)）
部 門 栃木県（基準年比） 全 国（基準年比）

産業（製造業等） 36.7％ （▲ 2％） 33.6％ （▲ 9％） (注) 左記における栃木県の
家庭 17.2％ （＋22％） 15.2％ （＋ 8％） 数値は簡易に推計した速
業務（オフィスビル等） 15.8％ （＋21％） 20.2％ （＋ 6％） 報値であり、確定値では
運輸（自動車・鉄道） 25.2％ （▲10％） 18.5％ （▲10％） ない。
その他（工業ﾌﾟﾛｾｽ等） 5.1％ （▲10％） 12.5％ （▲ 2％）

合 計 100.0％ （＋ 2％） 100.0％ （▲ 3％）

(2) 温室効果ガス総排出量の推移
基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピーク

に減少傾向に転じているが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い
増加傾向にある。（図３－２－１）

図３－２－１ 温室効果ガス総排出量の推移

(3) 地球温暖化対策の取組に関する指標
本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③Ｅ

Ｖ・ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェ
クト項目を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２
（62ページ～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。
【目標達成状況の把握に関する指標】

指標名 基準年 現 況 目 標
人口10万人当たりの｢こどもエコクラブ｣の会員数 H21 132人 H25 231人 H27H 180人
地球温暖化防止活動推進員の在住市町村の割合 H21 73％ H25 81％ H27 100％
太陽光発電システムの設備容量 H21 56千kW H25 425千kW H27 473千kW
ペレットストーブ導入台数 H20 195台 H25 337台 H27 390台
ヒートポンプ導入台数【家庭用給湯】 H21 49千台 H25 95千台 H27 120千台

〃 【温泉熱利用】 H21 10箇所 H25 27箇所 H27 50箇所
EV・PHV普及台数 H21 3台 H25 1,509台 H27 6,800台
中小企業の国内クレジット制度承認件数 H21 9件 H25 27件 H27 43件
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表３－２－２ ＣＯ2の部門別排出構成（23年度(2011年度)）
部 門 栃木県（基準年比） 全 国（基準年比）

産業（製造業等） 36.7％ （▲ 2％） 33.6％ （▲ 9％） (注) 左記における栃木県の
家庭 17.2％ （＋22％） 15.2％ （＋ 8％） 数値は簡易に推計した速
業務（オフィスビル等） 15.8％ （＋21％） 20.2％ （＋ 6％） 報値であり、確定値では
運輸（自動車・鉄道） 25.2％ （▲10％） 18.5％ （▲10％） ない。
その他（工業ﾌﾟﾛｾｽ等） 5.1％ （▲10％） 12.5％ （▲ 2％）

合 計 100.0％ （＋ 2％） 100.0％ （▲ 3％）

(2) 温室効果ガス総排出量の推移
基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピーク

に減少傾向に転じているが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い
増加傾向にある。（図３－２－１）

図３－２－１ 温室効果ガス総排出量の推移

(3) 地球温暖化対策の取組に関する指標
本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③Ｅ

Ｖ・ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェ
クト項目を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２
（62ページ～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。
【目標達成状況の把握に関する指標】

指標名 基準年 現 況 目 標
人口10万人当たりの｢こどもエコクラブ｣の会員数 H21 132人 H25 231人 H27H 180人
地球温暖化防止活動推進員の在住市町村の割合 H21 73％ H25 81％ H27 100％
太陽光発電システムの設備容量 H21 56千kW H25 425千kW H27 473千kW
ペレットストーブ導入台数 H20 195台 H25 337台 H27 390台
ヒートポンプ導入台数【家庭用給湯】 H21 49千台 H25 95千台 H27 120千台

〃 【温泉熱利用】 H21 10箇所 H25 27箇所 H27 50箇所
EV・PHV普及台数 H21 3台 H25 1,509台 H27 6,800台
中小企業の国内クレジット制度承認件数 H21 9件 H25 27件 H27 43件
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表３－２－２ ＣＯ2の部門別排出構成（23年度(2011年度)）
部 門 栃木県（基準年比） 全 国（基準年比）

産業（製造業等） 36.7％ （▲ 2％） 33.6％ （▲ 9％） (注) 左記における栃木県の
家庭 17.2％ （＋22％） 15.2％ （＋ 8％） 数値は簡易に推計した速
業務（オフィスビル等） 15.8％ （＋21％） 20.2％ （＋ 6％） 報値であり、確定値では
運輸（自動車・鉄道） 25.2％ （▲10％） 18.5％ （▲10％） ない。
その他（工業ﾌﾟﾛｾｽ等） 5.1％ （▲10％） 12.5％ （▲ 2％）

合 計 100.0％ （＋ 2％） 100.0％ （▲ 3％）

(2) 温室効果ガス総排出量の推移
基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピーク

に減少傾向に転じているが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い
増加傾向にある。（図３－２－１）

図３－２－１ 温室効果ガス総排出量の推移

(3) 地球温暖化対策の取組に関する指標
本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③Ｅ

Ｖ・ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェ
クト項目を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２
（62ページ～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。
【目標達成状況の把握に関する指標】

指標名 基準年 現 況 目 標
人口10万人当たりの｢こどもエコクラブ｣の会員数 H21 132人 H25 231人 H27H 180人
地球温暖化防止活動推進員の在住市町村の割合 H21 73％ H25 81％ H27 100％
太陽光発電システムの設備容量 H21 56千kW H25 425千kW H27 473千kW
ペレットストーブ導入台数 H20 195台 H25 337台 H27 390台
ヒートポンプ導入台数【家庭用給湯】 H21 49千台 H25 95千台 H27 120千台

〃 【温泉熱利用】 H21 10箇所 H25 27箇所 H27 50箇所
EV・PHV普及台数 H21 3台 H25 1,509台 H27 6,800台
中小企業の国内クレジット制度承認件数 H21 9件 H25 27件 H27 43件
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　基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピークに
減少傾向に転じていたが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い増加傾
向にある。（図３－２－１）

　本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③ＥＶ・
ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェクト項目
を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２（31ページ
～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。

【目標達成状況の把握に関する指標】

（2） 温室効果ガス総排出量の推移

（3） 地球温暖化対策の取組に関する指標
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表３－２－２ ＣＯ2の部門別排出構成（23年度(2011年度)）
部 門 栃木県（基準年比） 全 国（基準年比）

産業（製造業等） 36.7％ （▲ 2％） 33.6％ （▲ 9％） (注) 左記における栃木県の
家庭 17.2％ （＋22％） 15.2％ （＋ 8％） 数値は簡易に推計した速
業務（オフィスビル等） 15.8％ （＋21％） 20.2％ （＋ 6％） 報値であり、確定値では
運輸（自動車・鉄道） 25.2％ （▲10％） 18.5％ （▲10％） ない。
その他（工業ﾌﾟﾛｾｽ等） 5.1％ （▲10％） 12.5％ （▲ 2％）

合 計 100.0％ （＋ 2％） 100.0％ （▲ 3％）

(2) 温室効果ガス総排出量の推移
基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピーク

に減少傾向に転じているが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い
増加傾向にある。（図３－２－１）

図３－２－１ 温室効果ガス総排出量の推移

(3) 地球温暖化対策の取組に関する指標
本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③Ｅ

Ｖ・ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェ
クト項目を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２
（62ページ～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。
【目標達成状況の把握に関する指標】

指標名 基準年 現 況 目 標
人口10万人当たりの｢こどもエコクラブ｣の会員数 H21 132人 H25 231人 H27H 180人
地球温暖化防止活動推進員の在住市町村の割合 H21 73％ H25 81％ H27 100％
太陽光発電システムの設備容量 H21 56千kW H25 425千kW H27 473千kW
ペレットストーブ導入台数 H20 195台 H25 337台 H27 390台
ヒートポンプ導入台数【家庭用給湯】 H21 49千台 H25 95千台 H27 120千台

〃 【温泉熱利用】 H21 10箇所 H25 27箇所 H27 50箇所
EV・PHV普及台数 H21 3台 H25 1,509台 H27 6,800台
中小企業の国内クレジット制度承認件数 H21 9件 H25 27件 H27 43件
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表３－２－２ ＣＯ2の部門別排出構成（23年度(2011年度)）
部 門 栃木県（基準年比） 全 国（基準年比）

産業（製造業等） 36.7％ （▲ 2％） 33.6％ （▲ 9％） (注) 左記における栃木県の
家庭 17.2％ （＋22％） 15.2％ （＋ 8％） 数値は簡易に推計した速
業務（オフィスビル等） 15.8％ （＋21％） 20.2％ （＋ 6％） 報値であり、確定値では
運輸（自動車・鉄道） 25.2％ （▲10％） 18.5％ （▲10％） ない。
その他（工業ﾌﾟﾛｾｽ等） 5.1％ （▲10％） 12.5％ （▲ 2％）

合 計 100.0％ （＋ 2％） 100.0％ （▲ 3％）

(2) 温室効果ガス総排出量の推移
基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピーク

に減少傾向に転じているが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い
増加傾向にある。（図３－２－１）

図３－２－１ 温室効果ガス総排出量の推移

(3) 地球温暖化対策の取組に関する指標
本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③Ｅ

Ｖ・ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェ
クト項目を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２
（62ページ～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。
【目標達成状況の把握に関する指標】

指標名 基準年 現 況 目 標
人口10万人当たりの｢こどもエコクラブ｣の会員数 H21 132人 H25 231人 H27H 180人
地球温暖化防止活動推進員の在住市町村の割合 H21 73％ H25 81％ H27 100％
太陽光発電システムの設備容量 H21 56千kW H25 425千kW H27 473千kW
ペレットストーブ導入台数 H20 195台 H25 337台 H27 390台
ヒートポンプ導入台数【家庭用給湯】 H21 49千台 H25 95千台 H27 120千台

〃 【温泉熱利用】 H21 10箇所 H25 27箇所 H27 50箇所
EV・PHV普及台数 H21 3台 H25 1,509台 H27 6,800台
中小企業の国内クレジット制度承認件数 H21 9件 H25 27件 H27 43件

1,901 
1,830 

2,020 

1,788 
1,661 

1,801 
1,930 1,878 

1,812 

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020

短
期

目
標

中
期
目

標

(万ｔ-CO2)

確 定 値

(年度)

簡易推計値

(基準年)

2005年度比▲4.7％

- 152 -

表３－２－２ ＣＯ2の部門別排出構成（23年度(2011年度)）
部 門 栃木県（基準年比） 全 国（基準年比）

産業（製造業等） 36.7％ （▲ 2％） 33.6％ （▲ 9％） (注) 左記における栃木県の
家庭 17.2％ （＋22％） 15.2％ （＋ 8％） 数値は簡易に推計した速
業務（オフィスビル等） 15.8％ （＋21％） 20.2％ （＋ 6％） 報値であり、確定値では
運輸（自動車・鉄道） 25.2％ （▲10％） 18.5％ （▲10％） ない。
その他（工業ﾌﾟﾛｾｽ等） 5.1％ （▲10％） 12.5％ （▲ 2％）

合 計 100.0％ （＋ 2％） 100.0％ （▲ 3％）

(2) 温室効果ガス総排出量の推移
基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピーク

に減少傾向に転じているが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い
増加傾向にある。（図３－２－１）

図３－２－１ 温室効果ガス総排出量の推移

(3) 地球温暖化対策の取組に関する指標
本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③Ｅ

Ｖ・ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェ
クト項目を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２
（62ページ～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。
【目標達成状況の把握に関する指標】

指標名 基準年 現 況 目 標
人口10万人当たりの｢こどもエコクラブ｣の会員数 H21 132人 H25 231人 H27H 180人
地球温暖化防止活動推進員の在住市町村の割合 H21 73％ H25 81％ H27 100％
太陽光発電システムの設備容量 H21 56千kW H25 425千kW H27 473千kW
ペレットストーブ導入台数 H20 195台 H25 337台 H27 390台
ヒートポンプ導入台数【家庭用給湯】 H21 49千台 H25 95千台 H27 120千台

〃 【温泉熱利用】 H21 10箇所 H25 27箇所 H27 50箇所
EV・PHV普及台数 H21 3台 H25 1,509台 H27 6,800台
中小企業の国内クレジット制度承認件数 H21 9件 H25 27件 H27 43件
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表３－２－２ ＣＯ2の部門別排出構成（23年度(2011年度)）
部 門 栃木県（基準年比） 全 国（基準年比）

産業（製造業等） 36.7％ （▲ 2％） 33.6％ （▲ 9％） (注) 左記における栃木県の
家庭 17.2％ （＋22％） 15.2％ （＋ 8％） 数値は簡易に推計した速
業務（オフィスビル等） 15.8％ （＋21％） 20.2％ （＋ 6％） 報値であり、確定値では
運輸（自動車・鉄道） 25.2％ （▲10％） 18.5％ （▲10％） ない。
その他（工業ﾌﾟﾛｾｽ等） 5.1％ （▲10％） 12.5％ （▲ 2％）

合 計 100.0％ （＋ 2％） 100.0％ （▲ 3％）

(2) 温室効果ガス総排出量の推移
基準年（2005年度）からの温室効果ガス総排出量は、19年度（2007年度）の2,020万t-CO2をピーク

に減少傾向に転じているが、22年度（2010年度）から、電力の二酸化炭素排出係数の上昇等に伴い
増加傾向にある。（図３－２－１）

図３－２－１ 温室効果ガス総排出量の推移

(3) 地球温暖化対策の取組に関する指標
本県の温室効果ガスの排出状況を踏まえ、①ひとづくり、②再生可能エネルギーの利活用、③Ｅ

Ｖ・ＰＨＶタウンの推進、中小企業支援、環境関連産業の振興という３つの視点から重点プロジェ
クト項目を定め、集中的に取り組んでいる。個別の取組の状況については、第２部第２章第１節２
（62ページ～）に記載したとおりであるが、目標達成状況の把握に関する指標は次のとおりである。
【目標達成状況の把握に関する指標】

指標名 基準年 現 況 目 標
人口10万人当たりの｢こどもエコクラブ｣の会員数 H21 132人 H25 231人 H27H 180人
地球温暖化防止活動推進員の在住市町村の割合 H21 73％ H25 81％ H27 100％
太陽光発電システムの設備容量 H21 56千kW H25 425千kW H27 473千kW
ペレットストーブ導入台数 H20 195台 H25 337台 H27 390台
ヒートポンプ導入台数【家庭用給湯】 H21 49千台 H25 95千台 H27 120千台

〃 【温泉熱利用】 H21 10箇所 H25 27箇所 H27 50箇所
EV・PHV普及台数 H21 3台 H25 1,509台 H27 6,800台
中小企業の国内クレジット制度承認件数 H21 9件 H25 27件 H27 43件
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　本県は、日光や那須の雄大な山岳地帯に源を発する那珂川、鬼怒川、渡良瀬川をはじめとする多数の
河川や大小の湖沼、湧水や地下水など、豊かな水環境に恵まれている。
　この良好な水環境を保全していくため、本県が目指す水環境の理念及び目標を明らかにし、水環境の
保全に関連する施策を総合的かつ体系的に展開していくため、16年３月に「栃木県水環境保全計画」を
策定した。

　ア　計画の位置づけ	

　　　県民、事業者、民間団体、行政等のすべての人々が、本県の水環境を保全するため、一緒になっ
て考え、行動していくための指針となるものである。

　イ　計画の期間			
　　　16（2004）年度～25（2013）年度の10年計画

【現状と今後の取組方向】

　○　公共用水域の環境基準（BOD）達成率は92.2％と高い水準を維持しているものの、24年度と比べ
て低下しており、発生源対策などにより達成率の向上を図る。

　○　25年度における生活排水処理人口普及率は82.7％で、24年度に比べて1.1％増加したものの、全国
平均に比べ普及が遅れており、今後も、栃木県生活排水処理構想に基づき、市町村と協力して、下
水道等の整備など生活排水対策の推進を図る。

　○　水道普及率については、全国平均97.7％（H24）を下回っており、更に普及促進に努める必要が
ある。

【目標達成状況の把握に関する指標】

【現状と今後の取組方向】

　○　工業用水使用量に占める回収水の利用割合（「平成24年度工業統計調査結果報告書」をもとに算
出）は63.4％で、22年度と比べて1.7％減少している。更に、工業用水の有効利用を推進する必要が
ある。

　○　保安林については、今後も指定を続け、森林の確保及び保全に努める。
【目標達成状況の把握に関する指標】

第２節 栃木県水環境保全計画

計画の概要等１

計画の進捗状況２

（1） 計画策定の趣旨

（2） 計画の概要

基本目標１　きれいで安全な水を確保する

基本目標２　豊かな水を育む流域を保全する
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計画の概要等

(1) 計画策定の趣旨
本県は、日光や那須の雄大な山岳地帯に源を発する那珂川、鬼怒川、渡良瀬川をはじめとする多数

の河川や大小の湖沼、湧水や地下水など、豊かな水環境に恵まれている。
この良好な水環境を保全していくため、本県が目指す水環境の理念及び目標を明らかにし、水環境

の保全に関連する施策を総合的かつ体系的に展開していくため、16年３月に「栃木県水環境保全計画」
を策定した。

(2) 計画の概要
ア 計画の位置づけ

県民、事業者、民間団体、行政等のすべての人々が、本県の水環境を保全するため、一緒になっ
て考え、行動していくための指針となるものである。

イ 計画の期間
16（2004）年度～25（2013）年度の10年計画

計画の進捗状況

基本目標１ きれいで安全な水を確保する
【現状と今後の取組方向】

○ 公共用水域の環境基準（BOD）達成率は92.2％と高い水準を維持しているものの、24年度と比べて
低下しており、発生源対策などにより達成率の向上を図る。

○ 25年度における生活排水処理人口普及率は82.8％で、24年度に比べて1.2％増加したものの、全国
平均に比べ普及が遅れており、今後も、栃木県生活排水処理構想に基づき、市町村と協力して、下
水道等の整備など生活排水対策の推進を図る。

○ 水道普及率については、全国平均97.7％(H24)を下回っており、更に普及促進に努める必要がある。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標名 基準年 現 況 目 標

公共用水域の環境基準（BOD）達成率（％） H14 86 H25 92.2 H27 100
生活排水処理人口普及率（％） H14 63.2 H25 82.7 H27 84.2
水道普及率（％） H14 92.6 H24 95.1

基本目標２ 豊かな水を育む流域を保全する
【現状と今後の取組方向】

○ 工業用水使用量に占める回収水の利用割合（「平成24年度工業統計調査結果報告書」をもとに算
出）は63.4％で、22年度と比べて1.7％減少している。更に、工業用水の有効利用を推進する必要
がある。

○ 保安林については、今後も指定を続け、森林の確保及び保全に努める。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標名 基準年 現 況 目 標

工業用水使用量に占める回収水の利用割合（％） H13 78.5 H24 63.4 H25 上昇
保安林の指定面積（民有林）（ha） H14 66,423 H25 75,711 H27 79,000

１

２
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計画の概要等

(1) 計画策定の趣旨
本県は、日光や那須の雄大な山岳地帯に源を発する那珂川、鬼怒川、渡良瀬川をはじめとする多数

の河川や大小の湖沼、湧水や地下水など、豊かな水環境に恵まれている。
この良好な水環境を保全していくため、本県が目指す水環境の理念及び目標を明らかにし、水環境

の保全に関連する施策を総合的かつ体系的に展開していくため、16年３月に「栃木県水環境保全計画」
を策定した。

(2) 計画の概要
ア 計画の位置づけ

県民、事業者、民間団体、行政等のすべての人々が、本県の水環境を保全するため、一緒になっ
て考え、行動していくための指針となるものである。

イ 計画の期間
16（2004）年度～25（2013）年度の10年計画

計画の進捗状況

基本目標１ きれいで安全な水を確保する
【現状と今後の取組方向】

○ 公共用水域の環境基準（BOD）達成率は92.2％と高い水準を維持しているものの、24年度と比べて
低下しており、発生源対策などにより達成率の向上を図る。

○ 25年度における生活排水処理人口普及率は82.8％で、24年度に比べて1.2％増加したものの、全国
平均に比べ普及が遅れており、今後も、栃木県生活排水処理構想に基づき、市町村と協力して、下
水道等の整備など生活排水対策の推進を図る。

○ 水道普及率については、全国平均97.7％(H24)を下回っており、更に普及促進に努める必要がある。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標名 基準年 現 況 目 標

公共用水域の環境基準（BOD）達成率（％） H14 86 H25 92.2 H27 100
生活排水処理人口普及率（％） H14 63.2 H25 82.7 H27 84.2
水道普及率（％） H14 92.6 H24 95.1

基本目標２ 豊かな水を育む流域を保全する
【現状と今後の取組方向】

○ 工業用水使用量に占める回収水の利用割合（「平成24年度工業統計調査結果報告書」をもとに算
出）は63.4％で、22年度と比べて1.7％減少している。更に、工業用水の有効利用を推進する必要
がある。

○ 保安林については、今後も指定を続け、森林の確保及び保全に努める。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標名 基準年 現 況 目 標

工業用水使用量に占める回収水の利用割合（％） H13 78.5 H24 63.4 H25 上昇
保安林の指定面積（民有林）（ha） H14 66,423 H25 75,711 H27 79,000

１

２
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【現状と今後の取組方向】

　○　多自然型川づくりの整備延長は、順調に増加し、潤いと安らぎのある水辺の創出が図られてい
る。

　○　水辺生態系の健全性を確保していくための一つの指標であるメダカの生息地数が基準年から12カ
所増加している。

【目標達成状況の把握に関する指標】

【現状と今後の取組方向】

　○　自然ふれあい活動指導者の登録者数は、順調に増加しており、今後も、多くの県民が自然とふれ
あい、水環境の保全活動に参加できる体制を整備する。

　○　緑化協力員（グリーンスタッフ）は、毎年、養成講習会を開催し、基準年から156名が新たに登
　　録されており、目標の110人を達成している。

【目標達成状況の把握に関する指標】

基本目標３　生き物が息づく水辺を守り、人々とのふれあいを築く

基本目標４　みんなが水環境づくりに参加する体制をつくる
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基本目標３ 生き物が息づく水辺を守り、人々とのふれあいを築く
【現状と今後の取組方向】

○ 多自然型川づくりの整備延長は、順調に増加し、潤いと安らぎのある水辺の創出が図られてい
る。

○ 水辺生態系の健全性を確保していくための一つの指標であるメダカの生息地数が基準年から11
カ所増加している。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標名 基準年 現 況 目 標

多自然型川づくりの整備延長（km) H14 150 H25 264.5 H27 262
自然公園等の地域指定面積（ha） H14 137,802 H25 139,161 H27 138,000
メダカの生息地数 H14 35 H25 47 H25 現状維持

基本目標４ みんなが水環境づくりに参加する体制をつくる
【現状と今後の取組方向】

○ 自然ふれあい活動指導者の登録者数は、順調に増加しており、今後も、多くの県民が自然とふ
れあい、水環境の保全活動に参加できる体制を整備する。

○ 緑化協力員（グリーンスタッフ）は、毎年、養成講習会を開催し、基準年から156名が新たに登
録されており、目標の110人を達成している。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標名 基準年 現 況 目 標

自然ふれあい活動指導者登録者数（人） H14 223 H25 346 H27 350
緑化協力員（ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｯﾌ）の養成人数（人） H13 20 H25 176 H27 110
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基本目標３ 生き物が息づく水辺を守り、人々とのふれあいを築く
【現状と今後の取組方向】

○ 多自然型川づくりの整備延長は、順調に増加し、潤いと安らぎのある水辺の創出が図られてい
る。

○ 水辺生態系の健全性を確保していくための一つの指標であるメダカの生息地数が基準年から11
カ所増加している。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標名 基準年 現 況 目 標

多自然型川づくりの整備延長（km) H14 150 H25 264.5 H27 262
自然公園等の地域指定面積（ha） H14 137,802 H25 139,161 H27 138,000
メダカの生息地数 H14 35 H25 47 H25 現状維持

基本目標４ みんなが水環境づくりに参加する体制をつくる
【現状と今後の取組方向】

○ 自然ふれあい活動指導者の登録者数は、順調に増加しており、今後も、多くの県民が自然とふ
れあい、水環境の保全活動に参加できる体制を整備する。

○ 緑化協力員（グリーンスタッフ）は、毎年、養成講習会を開催し、基準年から156名が新たに登
録されており、目標の110人を達成している。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標名 基準年 現 況 目 標

自然ふれあい活動指導者登録者数（人） H14 223 H25 346 H27 350
緑化協力員（ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｯﾌ）の養成人数（人） H13 20 H25 176 H27 110
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第
３
部



　本県は、関東平野の北端に位置し、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など、バラエティーに富んだ自然環境を有している。
　しかしながら、近年、開発や乱獲、生活様式の変化などによる地域の生態系の攪乱、地球温暖化によ
る影響など、豊かな自然と生物多様性に及ぼす影響が懸念される状況が進行している。
　こうした状況に対応し、人と自然が共生する潤いある地域づくりを進めてきたが、県民をはじめとす
る様々な主体と協働して、地域からの取組の更なる推進を図るため、22年９月に「生物多様性とちぎ戦
略」を策定した。

　ア　戦略の性格

　　　本県の自然的社会的特性を活かした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
合的な計画である。

　　　生物多様性とちぎ戦略の基本理念を定め、目標（目指すべき社会）を示し、実現するための取組
として行動計画を体系的に整理した。このうち、重要かつ緊急性のあるものを５年間で取り組む重
点プロジェクトを設定した。

　イ　戦略の期間			

　　　22年９月から概ね10年間とし、５年を目途に見直す。

【現状と今後の取組方向】

　○　里山での取組

　　　地域主体による森づくりを進めることで、サシバなど身近な動植物やふるさとの優れた自然景観
の保全再生に寄与した。

　○　里地での取組

　　　農業従事者や地域住民などの共同活動による農地や農地周辺の管理活動を促進した。引き続き促
進を図る。

　○　地域資源としての再生・活用

　　　近年活用されることが少なくなった本県の特徴である雑木林を経済林として整備するなど、地域
資源や昔ながらの美しい雑木林として再生を促進した。引き続き促進を図る。

【目標達成状況の把握に関する指標】

第３節 生物多様性とちぎ戦略

計画の概要等１

計画の進捗状況２

（1） 計画策定の趣旨

（2） 計画の概要

（1） 里地里山保全再生プロジェクト
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計画の概要等

(1) 計画策定の趣旨
本県は、関東平野の北端に位置し、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など、バラエティーに富んだ自然環境を有している。

しかしながら、近年、開発や乱獲、生活様式の変化などによる地域の生態系の攪乱、地球温暖化に
よる影響など、豊かな自然と生物多様性に及ぼす影響が懸念される状況が進行している。

こうした状況に対応し、人と自然が共生する潤いある地域づくりを進めてきたが、県民をはじめと
する様々な主体と協働して、地域からの取組の更なる推進を図るため、22年９月に「生物多様性とち
ぎ戦略」を策定した。

(2) 計画の概要
ア 戦略の性格

本県の自然的社会的特性を活かした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
合的な計画である。

生物多様性とちぎ戦略の基本理念を定め、目標（目指すべき社会）を示し、実現するための取組
として行動計画を体系的に整理した。このうち、重要かつ緊急性のあるものを５年間で取り組む重
点プロジェクトを設定した。

イ 戦略の期間
22年９月から概ね10年間とし、５年を目途に見直す。

計画の進捗状況

(1) 里地里山保全再生プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 里山での取組
地域主体による森づくりを進めることで、サシバなど身近な動植物やふるさとの優れた自然景観

の保全再生に寄与した。
○ 里地での取組

農業従事者や地域住民などの共同活動による農地や農地周辺の管理活動を促進した。引き続き促
進を図る。

○ 地域資源としての再生・活用
近年活用されることが少なくなった本県の特徴である雑木林を経済林として整備するなど、地域

資源や昔ながらの美しい雑木林として再生を促進した。引き続き促進を図る。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

とちぎ里山林モデル地区数（箇所） H21 0 H25 6 H27 5
地域ぐるみでの獣害対策取組地区数（箇所） H21 0 H25 8 H27 10

１

２
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(2) 河川・湿地保全再生プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 外来種の駆除
奥日光や鬼怒川礫河原など、外来種の影響が深刻化している地域を中心に、多様な主体の参加に

よる重点的な駆除を実施し、在来種の保全再生を進めた。今後は実施箇所の拡大を図る。
○ 野生獣対策

シカ・イノシシによる食害などから湿地の貴重な植物を守る取組を進めた。引き続き維持管理
等に努める。

○ 魚類の生育環境の保全・再生
水生生物の保全に係る環境基準に基づく水域類型の指定や、生育環境が悪化しているニッコウ

イワナなどの人工産卵床の造成により、魚類の生息環境の再生を進めた。今後は設置箇所の拡大
に努める。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

外来種駆除活動数（箇所） H21 5 H25 8 H27 10
人工産卵床の設置箇所数（箇所） H21 80 H25 67 H27 160

(3) 野生動植物保全プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 生息・生育地の保全
栃木県版レッドリストに基づき、絶滅のおそれが高まっている種の生息・生育地を自然環境保全

地域に指定するための取組を進めた。新規指定に向けて着実な進展を図る。
多田羅沼自然環境保全地域において、地元協議会が実施する生態系を維持・回復する事業を支援

した。今後は、次箇所（井戸湿原）での実施に向けた準備を進める。
○ 種の保全

特に生息・生育地が限られ、絶滅のおそれの高い種については、遺伝的多様性に配慮しながら
飼育・栽培を行った。引き続き系統保存を行う。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

自然環境保全地域指定数（箇所） H21 26 H25 27 H27 29
生態系維持回復事業実施箇所数（箇所） H21 0 H25 1 H27 2

(4) 生物多様性を支える人づくりプロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 自然とふれあう機会の創出
市町や保全活動団体、学校などと連携・協働して、特に次の時代を担う子どもたちを対象に身近

な自然とふれあう機会を提供した。引き続き機会の提供に努める。
○ 県民意識の醸成

自然観察会や外来種の駆除、シンポジウムなどを市町や保全活動団体、事業者、教育機関などと
連携・協働して県内各地で開催し、生物多様性に対する県民理解の促進を図った。更なる促進を図
るため継続して取り組む。

また、生物多様性に配慮したライフスタイルへの転換を目指すため、県民共通の行動例をまとめ
た「生物多様性とちぎアクションリスト」等を活用して普及啓発を図った。引き続き、県民意識の
醸成に努める。

○ 人材の養成・活用
生物多様性の普及啓発を行う「生物多様性アドバイザー」を新たに養成・登録した。今後は養成

講座を継続するとともに、アドバイザーの活用を図る。

- 156 -

(2) 河川・湿地保全再生プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 外来種の駆除
奥日光や鬼怒川礫河原など、外来種の影響が深刻化している地域を中心に、多様な主体の参加に

よる重点的な駆除を実施し、在来種の保全再生を進めた。今後は実施箇所の拡大を図る。
○ 野生獣対策

シカ・イノシシによる食害などから湿地の貴重な植物を守る取組を進めた。引き続き維持管理
等に努める。

○ 魚類の生育環境の保全・再生
水生生物の保全に係る環境基準に基づく水域類型の指定や、生育環境が悪化しているニッコウ

イワナなどの人工産卵床の造成により、魚類の生息環境の再生を進めた。今後は設置箇所の拡大
に努める。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

外来種駆除活動数（箇所） H21 5 H25 8 H27 10
人工産卵床の設置箇所数（箇所） H21 80 H25 67 H27 160

(3) 野生動植物保全プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 生息・生育地の保全
栃木県版レッドリストに基づき、絶滅のおそれが高まっている種の生息・生育地を自然環境保全

地域に指定するための取組を進めた。新規指定に向けて着実な進展を図る。
多田羅沼自然環境保全地域において、地元協議会が実施する生態系を維持・回復する事業を支援

した。今後は、次箇所（井戸湿原）での実施に向けた準備を進める。
○ 種の保全

特に生息・生育地が限られ、絶滅のおそれの高い種については、遺伝的多様性に配慮しながら
飼育・栽培を行った。引き続き系統保存を行う。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

自然環境保全地域指定数（箇所） H21 26 H25 27 H27 29
生態系維持回復事業実施箇所数（箇所） H21 0 H25 1 H27 2

(4) 生物多様性を支える人づくりプロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 自然とふれあう機会の創出
市町や保全活動団体、学校などと連携・協働して、特に次の時代を担う子どもたちを対象に身近

な自然とふれあう機会を提供した。引き続き機会の提供に努める。
○ 県民意識の醸成

自然観察会や外来種の駆除、シンポジウムなどを市町や保全活動団体、事業者、教育機関などと
連携・協働して県内各地で開催し、生物多様性に対する県民理解の促進を図った。更なる促進を図
るため継続して取り組む。

また、生物多様性に配慮したライフスタイルへの転換を目指すため、県民共通の行動例をまとめ
た「生物多様性とちぎアクションリスト」等を活用して普及啓発を図った。引き続き、県民意識の
醸成に努める。

○ 人材の養成・活用
生物多様性の普及啓発を行う「生物多様性アドバイザー」を新たに養成・登録した。今後は養成

講座を継続するとともに、アドバイザーの活用を図る。－ 158 －
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計画の概要等

(1) 計画策定の趣旨
本県は、関東平野の北端に位置し、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など、バラエティーに富んだ自然環境を有している。

しかしながら、近年、開発や乱獲、生活様式の変化などによる地域の生態系の攪乱、地球温暖化に
よる影響など、豊かな自然と生物多様性に及ぼす影響が懸念される状況が進行している。

こうした状況に対応し、人と自然が共生する潤いある地域づくりを進めてきたが、県民をはじめと
する様々な主体と協働して、地域からの取組の更なる推進を図るため、22年９月に「生物多様性とち
ぎ戦略」を策定した。

(2) 計画の概要
ア 戦略の性格

本県の自然的社会的特性を活かした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
合的な計画である。

生物多様性とちぎ戦略の基本理念を定め、目標（目指すべき社会）を示し、実現するための取組
として行動計画を体系的に整理した。このうち、重要かつ緊急性のあるものを５年間で取り組む重
点プロジェクトを設定した。

イ 戦略の期間
22年９月から概ね10年間とし、５年を目途に見直す。

計画の進捗状況

(1) 里地里山保全再生プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 里山での取組
地域主体による森づくりを進めることで、サシバなど身近な動植物やふるさとの優れた自然景観

の保全再生に寄与した。
○ 里地での取組

農業従事者や地域住民などの共同活動による農地や農地周辺の管理活動を促進した。引き続き促
進を図る。

○ 地域資源としての再生・活用
近年活用されることが少なくなった本県の特徴である雑木林を経済林として整備するなど、地域

資源や昔ながらの美しい雑木林として再生を促進した。引き続き促進を図る。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

とちぎ里山林モデル地区数（箇所） H21 0 H25 6 H27 5
地域ぐるみでの獣害対策取組地区数（箇所） H21 0 H25 8 H27 10

１

２

【現状と今後の取組方向】

　○　外来種の駆除

　　　奥日光や鬼怒川礫河原など、外来種の影響が深刻化している地域を中心に、多様な主体の参加に
よる重点的な駆除を実施し、在来種の保全再生を進めた。今後は実施箇所の拡大を図る。

　○　野生獣対策

　　　シカ・イノシシによる食害などから湿地の貴重な植物を守る取組を進めた。引き続き維持管理等
に努める。

　○　魚類の生育環境の保全・再生

　　　水生生物の保全に係る環境基準に基づく水域類型の指定や、生育環境が悪化しているニッコウイ
ワナなどの人工産卵床の造成により、魚類の生息環境の再生を進めた。今後は設置箇所の拡大に努
める。

【目標達成状況の把握に関する指標】

【現状と今後の取組方向】

　○　生息・生育地の保全

　　　栃木県版レッドリストに基づき、絶滅のおそれが高まっている種の生息・生育地を自然環境保全
地域に指定するための取組を進めた。新規指定に向けて着実な進展を図る。

　　　多田羅沼自然環境保全地域において、地元協議会が実施する生態系を維持・回復する事業を支援
した。今後は、次箇所（井戸湿原）での実施に向けた準備を進める。

　○　種の保全

　　　特に生息・生育地が限られ、絶滅のおそれの高い種については、遺伝的多様性に配慮しながら飼
育・栽培を行った。引き続き系統保存を行う。

【目標達成状況の把握に関する指標】

【現状と今後の取組方向】

　○　自然とふれあう機会の創出

　　　市町や保全活動団体、学校などと連携・協働して、特に次の時代を担う子どもたちを対象に身近
な自然とふれあう機会を提供した。引き続き機会の提供に努める。

　○　県民意識の醸成

　　　自然観察会や外来種の駆除、シンポジウムなどを市町や保全活動団体、事業者、教育機関などと
連携・協働して県内各地で開催し、生物多様性に対する県民理解の促進を図った。更なる促進を図
るため継続して取り組む。

　　　また、生物多様性に配慮したライフスタイルへの転換を目指すため、県民共通の行動例をまとめ
た「生物多様性とちぎアクションリスト」等を活用して普及啓発を図った。引き続き、県民意識の
醸成に努める。

（2） 河川・湿地保全再生プロジェクト

（3） 野生動植物保全プロジェクト
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(2) 河川・湿地保全再生プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 外来種の駆除
奥日光や鬼怒川礫河原など、外来種の影響が深刻化している地域を中心に、多様な主体の参加に

よる重点的な駆除を実施し、在来種の保全再生を進めた。今後は実施箇所の拡大を図る。
○ 野生獣対策

シカ・イノシシによる食害などから湿地の貴重な植物を守る取組を進めた。引き続き維持管理
等に努める。

○ 魚類の生育環境の保全・再生
水生生物の保全に係る環境基準に基づく水域類型の指定や、生育環境が悪化しているニッコウ

イワナなどの人工産卵床の造成により、魚類の生息環境の再生を進めた。今後は設置箇所の拡大
に努める。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

外来種駆除活動数（箇所） H21 5 H25 8 H27 10
人工産卵床の設置箇所数（箇所） H21 80 H25 67 H27 160

(3) 野生動植物保全プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 生息・生育地の保全
栃木県版レッドリストに基づき、絶滅のおそれが高まっている種の生息・生育地を自然環境保全

地域に指定するための取組を進めた。新規指定に向けて着実な進展を図る。
多田羅沼自然環境保全地域において、地元協議会が実施する生態系を維持・回復する事業を支援

した。今後は、次箇所（井戸湿原）での実施に向けた準備を進める。
○ 種の保全

特に生息・生育地が限られ、絶滅のおそれの高い種については、遺伝的多様性に配慮しながら
飼育・栽培を行った。引き続き系統保存を行う。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

自然環境保全地域指定数（箇所） H21 26 H25 27 H27 29
生態系維持回復事業実施箇所数（箇所） H21 0 H25 1 H27 2

(4) 生物多様性を支える人づくりプロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 自然とふれあう機会の創出
市町や保全活動団体、学校などと連携・協働して、特に次の時代を担う子どもたちを対象に身近

な自然とふれあう機会を提供した。引き続き機会の提供に努める。
○ 県民意識の醸成

自然観察会や外来種の駆除、シンポジウムなどを市町や保全活動団体、事業者、教育機関などと
連携・協働して県内各地で開催し、生物多様性に対する県民理解の促進を図った。更なる促進を図
るため継続して取り組む。

また、生物多様性に配慮したライフスタイルへの転換を目指すため、県民共通の行動例をまとめ
た「生物多様性とちぎアクションリスト」等を活用して普及啓発を図った。引き続き、県民意識の
醸成に努める。

○ 人材の養成・活用
生物多様性の普及啓発を行う「生物多様性アドバイザー」を新たに養成・登録した。今後は養成

講座を継続するとともに、アドバイザーの活用を図る。
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(2) 河川・湿地保全再生プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 外来種の駆除
奥日光や鬼怒川礫河原など、外来種の影響が深刻化している地域を中心に、多様な主体の参加に

よる重点的な駆除を実施し、在来種の保全再生を進めた。今後は実施箇所の拡大を図る。
○ 野生獣対策

シカ・イノシシによる食害などから湿地の貴重な植物を守る取組を進めた。引き続き維持管理
等に努める。

○ 魚類の生育環境の保全・再生
水生生物の保全に係る環境基準に基づく水域類型の指定や、生育環境が悪化しているニッコウ

イワナなどの人工産卵床の造成により、魚類の生息環境の再生を進めた。今後は設置箇所の拡大
に努める。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

外来種駆除活動数（箇所） H21 5 H25 8 H27 10
人工産卵床の設置箇所数（箇所） H21 80 H25 67 H27 160

(3) 野生動植物保全プロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 生息・生育地の保全
栃木県版レッドリストに基づき、絶滅のおそれが高まっている種の生息・生育地を自然環境保全

地域に指定するための取組を進めた。新規指定に向けて着実な進展を図る。
多田羅沼自然環境保全地域において、地元協議会が実施する生態系を維持・回復する事業を支援

した。今後は、次箇所（井戸湿原）での実施に向けた準備を進める。
○ 種の保全

特に生息・生育地が限られ、絶滅のおそれの高い種については、遺伝的多様性に配慮しながら
飼育・栽培を行った。引き続き系統保存を行う。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

自然環境保全地域指定数（箇所） H21 26 H25 27 H27 29
生態系維持回復事業実施箇所数（箇所） H21 0 H25 1 H27 2

(4) 生物多様性を支える人づくりプロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 自然とふれあう機会の創出
市町や保全活動団体、学校などと連携・協働して、特に次の時代を担う子どもたちを対象に身近

な自然とふれあう機会を提供した。引き続き機会の提供に努める。
○ 県民意識の醸成

自然観察会や外来種の駆除、シンポジウムなどを市町や保全活動団体、事業者、教育機関などと
連携・協働して県内各地で開催し、生物多様性に対する県民理解の促進を図った。更なる促進を図
るため継続して取り組む。

また、生物多様性に配慮したライフスタイルへの転換を目指すため、県民共通の行動例をまとめ
た「生物多様性とちぎアクションリスト」等を活用して普及啓発を図った。引き続き、県民意識の
醸成に努める。

○ 人材の養成・活用
生物多様性の普及啓発を行う「生物多様性アドバイザー」を新たに養成・登録した。今後は養成

講座を継続するとともに、アドバイザーの活用を図る。

（4） 生物多様性を支える人づくりプロジェクト

－ 159 －
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　○　人材の養成・活用

　　　生物多様性の普及啓発を行う「生物多様性アドバイザー」を新たに養成・登録した。今後は養成
講座を継続するとともに、アドバイザーの活用を図る。

　【目標達成状況の把握に関する指標】

【現状と今後の取組方向】

　○　企業との連携

　　　企業などからの寄附を基金として受入れて、多様な主体が参加する生物多様性の保全活動などに
活用した。引き続き県民参加型の普及啓発活動を展開する。

　○　大学との連携

	 	　　連携協定に基づき、大学の有する専門専門知識や教育・研究に関する技術を活かした取組を進め
た。引き続き野生鳥獣指導者の養成を実施する。

　【目標達成状況の把握に関する指標】

（5） 企業・大学とのプロジェクト
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計画の概要

(1) 計画策定の趣旨
県は、12年３月に策定した「栃木県庁環境保全率先実行計画」、及び17年３月に策定した「同〈二

期計画〉」に基づき、積極的に環境負荷低減の取組を行ってきた。
同計画の計画期間が22年度をもって終了したことから、23年度を初年度とする「栃木県地球温暖化

対策実行計画」を23年３月に策定、同計画のうち県庁の率先的取組に係る部分を「県庁率先実行編」
とし、引き続き、県自らが排出する温室効果ガス排出量の削減をはじめとした環境負荷低減に取り組
んでいる。

なお、本計画は「地球温暖化対策推進法」第20条の３に基づく地方公共団体が自ら排出する温室効
果ガス抑制のための「実行計画」としての位置づけを担うものである。

(2) 計画の概要
ア 計画の目的

・県は、自ら行う経済活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、率先的に行動する。
・地球温暖化対策の推進を図るため、県の活動に係る温室効果ガスの総排出量を把握し、その排出

を抑制する。
・環境保全に向けて、職員の意識改革を図る。
・県が率先して実行することにより、環境保全のための取組が、県民や事業者、市町へも波及する

ことを期待する。

イ 対象範囲
この計画の対象範囲は、次の組織が行う事務・事業とする。

栃木県行政組織規程に定める課・室・出先機関、企業局の課・出先機関、
栃木県教育委員会事務局の課・室・出先機関、県立学校、人事委員会事務局、
監査委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局、栃木県警察本部・警察署

ウ 計画期間
23～27年度

エ 数値目標
次の項目について数値目標を設定し、計画的な推進を図る。

（数値の基準年度は21年度、目標年度は27年度とする。）
項目 目標値

温室効果ガス総排出量 県の活動による温室効果ガスの総排出量を7％削減する。
電気使用量 庁舎等における電気の総使用量を７％削減する。
庁舎燃料使用量 庁舎等における燃料の総使用量を７％削減する。
公用車燃料使用量（ｶﾞｿﾘﾝ､軽油） 公用車燃料の総使用量を７％削減する。
水道使用量 庁舎等における水道水の総使用量を６％削減する。
用紙使用量 コピー用紙・印刷機用紙の総使用枚数を６％削減する。
廃棄物排出量 庁舎等からの廃棄物の総排出量を６％削減する。
建設副産物リサイクル率 建設廃棄物のリサイクル率を99％以上、建設発生土のリサ

イクル率を92％とする。

１
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【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

自然保護活動ボランティア数（人） H21 14,045 H25 19,570 H27 20,000
生物多様性アドバイザー登録者数（人） H21 0 H25 180 H27 250

(5) 企業・大学とのプロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 企業との連携
企業などからの寄附を基金として受入れて、多様な主体が参加する生物多様性の保全活動などに

活用した。引き続き県民参加型の普及啓発活動を展開する。
○ 大学との連携

連携協定に基づき、大学の有する専門専門知識や教育・研究に関する技術を活かした取組を進め
た。引き続き野生鳥獣指導者の養成を実施する。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

「いきものつながり調査」報告数（報告） H21 0 H25 1,123 H27 1,000
野生鳥獣管理指導者の養成者数（人） H21 0 H25 73 H27 100
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【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

自然保護活動ボランティア数（人） H21 14,045 H25 19,570 H27 20,000
生物多様性アドバイザー登録者数（人） H21 0 H25 180 H27 250

(5) 企業・大学とのプロジェクト
【現状と今後の取組方向】

○ 企業との連携
企業などからの寄附を基金として受入れて、多様な主体が参加する生物多様性の保全活動などに

活用した。引き続き県民参加型の普及啓発活動を展開する。
○ 大学との連携

連携協定に基づき、大学の有する専門専門知識や教育・研究に関する技術を活かした取組を進め
た。引き続き野生鳥獣指導者の養成を実施する。

【目標達成状況の把握に関する指標】
指標項目 基準年 現 況 目 標

「いきものつながり調査」報告数（報告） H21 0 H25 1,123 H27 1,000
野生鳥獣管理指導者の養成者数（人） H21 0 H25 73 H27 100
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計画の概要

(1) 計画策定の趣旨
県は、12年３月に策定した「栃木県庁環境保全率先実行計画」、及び17年３月に策定した「同〈二

期計画〉」に基づき、積極的に環境負荷低減の取組を行ってきた。
同計画の計画期間が22年度をもって終了したことから、23年度を初年度とする「栃木県地球温暖化

対策実行計画」を23年３月に策定、同計画のうち県庁の率先的取組に係る部分を「県庁率先実行編」
とし、引き続き、県自らが排出する温室効果ガス排出量の削減をはじめとした環境負荷低減に取り組
んでいる。

なお、本計画は「地球温暖化対策推進法」第20条の３に基づく地方公共団体が自ら排出する温室効
果ガス抑制のための「実行計画」としての位置づけを担うものである。

(2) 計画の概要
ア 計画の目的

・県は、自ら行う経済活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、率先的に行動する。
・地球温暖化対策の推進を図るため、県の活動に係る温室効果ガスの総排出量を把握し、その排出

を抑制する。
・環境保全に向けて、職員の意識改革を図る。
・県が率先して実行することにより、環境保全のための取組が、県民や事業者、市町へも波及する

ことを期待する。

イ 対象範囲
この計画の対象範囲は、次の組織が行う事務・事業とする。

栃木県行政組織規程に定める課・室・出先機関、企業局の課・出先機関、
栃木県教育委員会事務局の課・室・出先機関、県立学校、人事委員会事務局、
監査委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局、栃木県警察本部・警察署

ウ 計画期間
23～27年度

エ 数値目標
次の項目について数値目標を設定し、計画的な推進を図る。

（数値の基準年度は21年度、目標年度は27年度とする。）
項目 目標値

温室効果ガス総排出量 県の活動による温室効果ガスの総排出量を7％削減する。
電気使用量 庁舎等における電気の総使用量を７％削減する。
庁舎燃料使用量 庁舎等における燃料の総使用量を７％削減する。
公用車燃料使用量（ｶﾞｿﾘﾝ､軽油） 公用車燃料の総使用量を７％削減する。
水道使用量 庁舎等における水道水の総使用量を６％削減する。
用紙使用量 コピー用紙・印刷機用紙の総使用枚数を６％削減する。
廃棄物排出量 庁舎等からの廃棄物の総排出量を６％削減する。
建設副産物リサイクル率 建設廃棄物のリサイクル率を99％以上、建設発生土のリサ

イクル率を92％とする。

１
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　県は、12年３月に策定した「栃木県庁環境保全率先実行計画」、及び17年３月に策定した「同〈二期
計画〉」に基づき、積極的に環境負荷低減の取組を行ってきた。
　同計画の計画期間が22年度をもって終了したことから、23年度を初年度とする「栃木県地球温暖化対
策実行計画」を23年３月に策定、同計画のうち県庁の率先的取組に係る部分を「県庁率先実行編」と
し、引き続き、県自らが排出する温室効果ガス排出量の削減をはじめとした環境負荷低減に取り組んで
いる。
　なお、本計画は「地球温暖化対策推進法」第20条の３に基づく地方公共団体が自ら排出する温室効果
ガス抑制のための「実行計画」としての位置づけを担うものである。

　ア　計画の目的

　　・　県は、自ら行う経済活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、率先的に行動する。
　　・　地球温暖化対策の推進を図るため、県の活動に係る温室効果ガスの総排出量を把握し、その排

出を抑制する。
　　・　環境保全に向けて、職員の意識改革を図る。
　　・　県が率先して実行することにより、環境保全のための取組が、県民や事業者、市町へも波及す

ることを期待する。

　イ　対象範囲

　　　この計画の対象範囲は、次の組織が行う事務・事業とする。

　ウ　計画期間

　　　23～27年度

　エ　数値目標

　　　次の項目について数値目標を設定し、計画的な推進を図る。
　　　（数値の基準年度は21年度、目標年度は27年度とする。）

第３章　栃木県の率先的な取組の状況

第１節 栃木県地球温暖化対策実行計画【県庁率先実行編】
計画の概要１

（1） 計画策定の趣旨

（2） 計画の概要
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計画の概要

(1) 計画策定の趣旨
県は、12年３月に策定した「栃木県庁環境保全率先実行計画」、及び17年３月に策定した「同〈二

期計画〉」に基づき、積極的に環境負荷低減の取組を行ってきた。
同計画の計画期間が22年度をもって終了したことから、23年度を初年度とする「栃木県地球温暖化

対策実行計画」を23年３月に策定、同計画のうち県庁の率先的取組に係る部分を「県庁率先実行編」
とし、引き続き、県自らが排出する温室効果ガス排出量の削減をはじめとした環境負荷低減に取り組
んでいる。

なお、本計画は「地球温暖化対策推進法」第20条の３に基づく地方公共団体が自ら排出する温室効
果ガス抑制のための「実行計画」としての位置づけを担うものである。

(2) 計画の概要
ア 計画の目的

・県は、自ら行う経済活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、率先的に行動する。
・地球温暖化対策の推進を図るため、県の活動に係る温室効果ガスの総排出量を把握し、その排出

を抑制する。
・環境保全に向けて、職員の意識改革を図る。
・県が率先して実行することにより、環境保全のための取組が、県民や事業者、市町へも波及する

ことを期待する。

イ 対象範囲
この計画の対象範囲は、次の組織が行う事務・事業とする。

栃木県行政組織規程に定める課・室・出先機関、企業局の課・出先機関、
栃木県教育委員会事務局の課・室・出先機関、県立学校、人事委員会事務局、
監査委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局、栃木県警察本部・警察署

ウ 計画期間
23～27年度

エ 数値目標
次の項目について数値目標を設定し、計画的な推進を図る。

（数値の基準年度は21年度、目標年度は27年度とする。）
項目 目標値

温室効果ガス総排出量 県の活動による温室効果ガスの総排出量を7％削減する。
電気使用量 庁舎等における電気の総使用量を７％削減する。
庁舎燃料使用量 庁舎等における燃料の総使用量を７％削減する。
公用車燃料使用量（ｶﾞｿﾘﾝ､軽油） 公用車燃料の総使用量を７％削減する。
水道使用量 庁舎等における水道水の総使用量を６％削減する。
用紙使用量 コピー用紙・印刷機用紙の総使用枚数を６％削減する。
廃棄物排出量 庁舎等からの廃棄物の総排出量を６％削減する。
建設副産物リサイクル率 建設廃棄物のリサイクル率を99％以上、建設発生土のリサ

イクル率を92％とする。

１
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計画の概要

(1) 計画策定の趣旨
県は、12年３月に策定した「栃木県庁環境保全率先実行計画」、及び17年３月に策定した「同〈二

期計画〉」に基づき、積極的に環境負荷低減の取組を行ってきた。
同計画の計画期間が22年度をもって終了したことから、23年度を初年度とする「栃木県地球温暖化

対策実行計画」を23年３月に策定、同計画のうち県庁の率先的取組に係る部分を「県庁率先実行編」
とし、引き続き、県自らが排出する温室効果ガス排出量の削減をはじめとした環境負荷低減に取り組
んでいる。

なお、本計画は「地球温暖化対策推進法」第20条の３に基づく地方公共団体が自ら排出する温室効
果ガス抑制のための「実行計画」としての位置づけを担うものである。

(2) 計画の概要
ア 計画の目的

・県は、自ら行う経済活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、率先的に行動する。
・地球温暖化対策の推進を図るため、県の活動に係る温室効果ガスの総排出量を把握し、その排出

を抑制する。
・環境保全に向けて、職員の意識改革を図る。
・県が率先して実行することにより、環境保全のための取組が、県民や事業者、市町へも波及する

ことを期待する。

イ 対象範囲
この計画の対象範囲は、次の組織が行う事務・事業とする。

栃木県行政組織規程に定める課・室・出先機関、企業局の課・出先機関、
栃木県教育委員会事務局の課・室・出先機関、県立学校、人事委員会事務局、
監査委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局、栃木県警察本部・警察署

ウ 計画期間
23～27年度

エ 数値目標
次の項目について数値目標を設定し、計画的な推進を図る。

（数値の基準年度は21年度、目標年度は27年度とする。）
項目 目標値

温室効果ガス総排出量 県の活動による温室効果ガスの総排出量を7％削減する。
電気使用量 庁舎等における電気の総使用量を７％削減する。
庁舎燃料使用量 庁舎等における燃料の総使用量を７％削減する。
公用車燃料使用量（ｶﾞｿﾘﾝ､軽油） 公用車燃料の総使用量を７％削減する。
水道使用量 庁舎等における水道水の総使用量を６％削減する。
用紙使用量 コピー用紙・印刷機用紙の総使用枚数を６％削減する。
廃棄物排出量 庁舎等からの廃棄物の総排出量を６％削減する。
建設副産物リサイクル率 建設廃棄物のリサイクル率を99％以上、建設発生土のリサ

イクル率を92％とする。
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　　24年度栃木県環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の全体評価を踏まえ、環境法令等の遵守、緊急
事態への備え、用紙使用量の削減及び電気使用量の抑制を25年度の全庁目標とした。

　ア　温室効果ガス排出量　
　　　排出年度のCO2排出係数により算出すると、59,942ｔ-CO2で、基準年（21年度）比で16.1％増加
した。また、基準年のCO2排出係数による算出では、46,084ｔ-CO2で、基準年（21年度）比で10.7
％減少した。これは、電気及び庁舎燃料の使用量は削減しているが、電力の二酸化炭素排出係数が
上昇していることに起因している。

　イ　個別項目の実績

　　　数値目標を設定した９項目のうち、電気使用量などの６項目について、基準年比、24年度比とも
に減少している。

　　　用紙使用量は、基準年比、24年度比ともに増加している。廃棄物排出量は24年度比で微増となっ
たが、基準年比では減少している。

25 年度全庁目標及び 25 年度取組結果２

（1） 25 年度全庁目標

（2） 25 年度取組結果について
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25年度全庁目標及び25年度取組結果

(1) 25年度全庁目標
24年度栃木県環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の全体評価を踏まえ、環境法令等の遵守、緊急

事態への備え、用紙使用量の削減及び電気使用量の抑制を25年度の全庁目標とした。

平成25年度 全庁目標
１ 環境法令等の遵守

各所属の設備や活動内容が、どのような環境法令の適用を受けるかを正確に把握し、適用と
なる法令等が定める規定や基準等は必ず遵守する。

２ 緊急事態に備える
オイルタンクやＰＣＢ廃棄物などの緊急事態が想定される設備等を有する所属においては、

緊急事態対応手順書を整備するとともに、緊急事態を想定した訓練を定期的に実施する。
３ 節電・省エネ及び省資源の取組強化

（１）用紙使用量の削減
地球温暖化対策実行計画【県庁率先実行編】に掲げる平成27年度の数値目標達成に向
け、平成24年度に引き続き、徹底した用紙使用量の削減に取り組む。

（２）電気使用量の抑制
年間を通して電気使用量の抑制に取り組むとともに、電力需給状況がひっ迫することが

見込まれる夏期及び冬期については、節電対策を実施する。
なお、実施にあたっては、施設利用者等の健康管理にも配慮すること。

(2) 25年度取組結果について
ア 温室効果ガス排出量

排出年度のCO2排出係数により算出すると、59,942ｔ-CO2で、基準年（21年度）比で16.1％減少
した。また、基準年のCO2排出係数による算出では、46,084ｔ-CO2で、基準年（21年度）比で10.7
％減少した。減少の主な要因は電気及び庁舎燃料の使用量削減によるものである。

イ 個別項目の実績
数値目標を設定した９項目のうち、電気使用量などの６項目について、基準年比、24年度比とも

に減少している。
用紙使用量は、基準年比、24年度比ともに増加している。廃棄物排出量は24年度比で微増となっ

たが、基準年比では減少している。
図３－３－１ 温室効果ガス総排出量

温室効果ガス総排出量（t-CO2/年）
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25年度全庁目標及び25年度取組結果

(1) 25年度全庁目標
24年度栃木県環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の全体評価を踏まえ、環境法令等の遵守、緊急

事態への備え、用紙使用量の削減及び電気使用量の抑制を25年度の全庁目標とした。

平成25年度 全庁目標
１ 環境法令等の遵守

各所属の設備や活動内容が、どのような環境法令の適用を受けるかを正確に把握し、適用と
なる法令等が定める規定や基準等は必ず遵守する。

２ 緊急事態に備える
オイルタンクやＰＣＢ廃棄物などの緊急事態が想定される設備等を有する所属においては、

緊急事態対応手順書を整備するとともに、緊急事態を想定した訓練を定期的に実施する。
３ 節電・省エネ及び省資源の取組強化

（１）用紙使用量の削減
地球温暖化対策実行計画【県庁率先実行編】に掲げる平成27年度の数値目標達成に向
け、平成24年度に引き続き、徹底した用紙使用量の削減に取り組む。

（２）電気使用量の抑制
年間を通して電気使用量の抑制に取り組むとともに、電力需給状況がひっ迫することが

見込まれる夏期及び冬期については、節電対策を実施する。
なお、実施にあたっては、施設利用者等の健康管理にも配慮すること。

(2) 25年度取組結果について
ア 温室効果ガス排出量

排出年度のCO2排出係数により算出すると、59,942ｔ-CO2で、基準年（21年度）比で16.1％減少
した。また、基準年のCO2排出係数による算出では、46,084ｔ-CO2で、基準年（21年度）比で10.7
％減少した。減少の主な要因は電気及び庁舎燃料の使用量削減によるものである。

イ 個別項目の実績
数値目標を設定した９項目のうち、電気使用量などの６項目について、基準年比、24年度比とも

に減少している。
用紙使用量は、基準年比、24年度比ともに増加している。廃棄物排出量は24年度比で微増となっ

たが、基準年比では減少している。
図３－３－１ 温室効果ガス総排出量

温室効果ガス総排出量（t-CO2/年）

59,942

51,088

51,630

48,016

46,084

45,232

30,000 40,000 50,000 60,000

平成21年度(基準年)

平成24年度

平成25年度

目標年(平成27年度)
排出年の排出係数
基準年の排出係数
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　県では、13年に施行された「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）の趣旨を踏まえ、環境物品等の優先的な調達に率先して取り組むことにより、環境物品等の市場の
形成や開発を促進し、持続可能な循環型社会の形成を図るため、13年度から県自ら取り組むグリーン調
達に関わる「栃木県グリーン調達推進方針」を毎年度策定している。
　なお、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」にグリーン購入の推進等を位置づけ、方針の策定、
公表を規定している。

　ア　策定の目的

　　　県のグリーン調達の一層の推進
								
		イ　対象範囲

　　　県のすべての機関が行う物品又はサービスの調達

　ウ　グリーン購入推進の基本的な考え方等

　（ア）県は環境負荷の低減に資する物品やサービス（環境物品等）の調達に率先して取り組むこと
　（イ）物品やサービスの調達に当たっては、調達の必要性や適正な数量を十分検討し、優先的に環境

物品等を調達すること
　（ウ）調達すべき環境物品等と調達目標等を具体的に定め、物品等調達担当課所はこれに基づき、調

達する物品等が環境物品等かどうか判断し購入すること
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表３－３－１ 栃木県地球温暖化対策実行計画【県庁率先実行編】実績一覧表
項 目 単位 15年度 21年度 24年度 25年度 27年度目標値

（参考） 基準値 実績値 実績値 数値目標 削減割合
温室効果ガス総排出量 ｔ-CO2 62,809 51,630 (注)４51,088 (注)５59,942 48,016 7％削減

（二酸化炭素換算）(注)１ (45,232) (46,084)
1 電気使用量 千kWh 88,502 83,954 71,645 70.342 78,077 7％削減
2 庁舎燃料使用量 ｔ-CO2 19,530 14,833 13,300 12,969 13,795 7％削減

（二酸化炭素換算）
公用車燃料使用量

3 ガソリン kl 2,586 2,774 2,590 2,563 2,580 7％削減
4 軽油 kl 330 249 216 201 232 7％削減
5 水道使用量 千ｍ3 1,661 1,233 1,055 1,018 1,159 6％削減
6 用紙使用量 (注)２ 万枚 7,150 13,996 14,739 15,087 13,156 6％削減
7 廃棄物排出量 ｔ 2,481 1,863 1,614 1,615 1,751 6％削減

建設副産物リサイクル率 (注)3
8 建設廃棄物 ％ 97.6 98.1 99.5 99.1 99％以上
9 建設発生土 ％ 71.4 91.0 97.8 98.2 92％
(注)１ 上段は排出年度のCO2排出係数により算出した数値。下段の括弧書きは、基準年（21年度）のCO2排出係数により算出した数値。

２ 用紙使用量の15年度の数値は知事部局のみ。21年度以降は全所属分。
３ 建設副産物リサイクル率は１年前の実績値。平成25年度実績値は平成24年度の数値を使用。
４ 電気使用による排出量を、東京電力㈱及び特定規模電気事業者のCO2排出係数を反映させた確定値。（昨年度の公表値51,107ｔ-CO2）
５ 電気使用による排出量を、特定規模電気事業者より供給された分についても、東京電力（株）のCO2排出係数により算出した暫定値。
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方針の概要

(1) 方針策定の経緯等
県では、13年に施行された「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）の趣旨を踏まえ、環境物品等の優先的な調達に率先して取り組むことにより、環境物品等の市場
の形成や開発を促進し、持続可能な循環型社会の形成を図るため、13年度から県自ら取り組むグリー
ン調達に関わる「栃木県グリーン調達推進方針」を毎年度策定している。

なお、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」にグリーン購入の推進等を位置づけ、方針の策定、
公表を規定している。

ア 策定の目的
県のグリーン調達の一層の推進

イ 対象範囲
県のすべての機関が行う物品又はサービスの調達

ウ グリーン購入推進の基本的な考え方等
(ｱ) 県は環境負荷の低減に資する物品やサービス（環境物品等）の調達に率先して取り組むこと
(ｲ) 物品やサービスの調達に当たっては、調達の必要性や適正な数量を十分検討し、優先的に環境物

品等を調達すること
(ｳ) 調達すべき環境物品等と調達目標等を具体的に定め、物品等調達担当課所はこれに基づき、調達

する物品等が環境物品等かどうか判断し購入すること

１

第２節 栃木県グリーン調達推進方針

方針の概要１

（1） 方針策定の経緯等
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　ア　対象品目数

　　　紙類・文具類等19分類266品目
　　　【分類】①紙類　②文具類　③オフィス家具等　④ＯＡ機器　⑤移動電話　⑥家電製品
　　　　　　　⑦エアコン等　⑧温水器等　⑨照明　⑩自動車等　⑪消火器　⑫制服・作業服
　　　　　　　⑬インテリア・寝装寝具　⑭作業手袋　⑮その他繊維製品　⑯設備　⑰防災備蓄用品　

　　　　⑱公共工事　⑲役務

　イ　調達目標						

　　　19分類のうち目標設定が困難な「自動車等」の一部、「設備」の一部、「公共工事（製材の一部
を除く）」、「役務」の一部を除く全ての品目について目標設定

　　　目標を設定した分類のうち、「役務」中の「印刷」を除く品目は、調達目標はすべて100％、
「役務（印刷）」のみ90％　

　　　　

　25年度における調達実績は、99.79％（24年度99.72％）と高い割合で調達されており、庁内における
グリーン購入の取組が定着していると評価できる。

（2） 25 年度のグリーン調達目標等

25 年度のグリーン調達取組結果２
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(2) 25年度のグリーン調達目標等
ア 対象品目数

紙類・文具類等19分類266品目
【分類】①紙類 ②文具類 ③オフィス家具等 ④ＯＡ機器 ⑤移動電話 ⑥家電製品

⑦エアコン等 ⑧温水器等 ⑨照明 ⑩自動車等 ⑪消火器 ⑫制服・作業服
⑬インテリア・寝装寝具 ⑭作業手袋 ⑮その他繊維製品 ⑯設備 ⑰防災備蓄用品
⑱公共工事 ⑲役務

イ 調達目標
19分類のうち目標設定が困難な「自動車等」の一部、「設備」の一部、「公共工事（製材の一部

を除く）」、「役務」の一部を除く全ての品目について目標設定
目標を設定した分類のうち、「役務」中の「印刷」を除く品目は、調達目標はすべて100％、

「役務（印刷）」のみ90％

25年度のグリーン調達取組結果
25年度における調達実績は、99.79％（24年度99.72％）と高い割合で調達されており、庁内にお

けるグリーン購入の取組が定着していると評価できる。
表３－３－２ 25年度グリーン調達取組結果

分 類 目標の 目 標 調 達 実 績
立て方 24年度 25年度

1 紙類 金額 100% 99.64% 99.76%
2 文具類 99.76% 99.56%
3 オフィス家具等 100.00% 99.77%
4 ＯＡ機器 99.75% 99.70%
5 移動電話 96.13% 100.00%
6 家電製品 100.00% 100.00%
7 エアコン等 100.00% 100.00%
8 温水器等 100.00% 100.00%
9 照明 99.91% 100.00%
10 自動車等（ﾀｲﾔ・2ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝ油） 100.00% 100.00%
11 消火器 100.00% 100.00%
12 制服・作業服 98.70% 99.19%
13 インテリア・寝装寝具 100.00% 100.00%
14 作業手袋 100.00% 99.75%
15 その他繊維製品 95.40% 94.27%
17 防災備蓄用品 100.00% 99.95%
18 公共工事（製材） 100.00% 100.00%
19 役務（印刷以外） 100.00% 100.00%

調達目標100%の全品目の調達率 金額 100% 99.72% 99.79%
19 役務（印刷） 金額 90% 91.45% 94.33%

(注) 紙製品（印刷用紙）については、基準適合物品の調達が困難な場合にあっても、もっとも古紙パルプ配合率の高い物品の
調達をもって環境配慮物品の調達があったものと見なしている。

２
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　イベントは、県施策の普及啓発に有効な手段であるため数多く取り組まれているが、イベントの開催
を「環境への影響」という視点で見ると、ごみの大量排出やエネルギーの大量消費といった側面もあ
る。
　このため、県では、19年２月に「栃木県イベント環境配慮指針」を策定し、県が開催するイベントに
おいて、指針に基づく自主的な環境配慮を行うことで環境負荷の軽減を図っている。

　県内で開催され、不特定多数の県民（100人以上）が自由に参加できるイベントであって、県又は県
が構成員となる実行組織が主催し、又は共催するイベントを対象として、「環境に配慮したイベント開
催要領」に定める「環境配慮」を実施する。
　また、県が後援するイベントについても、関与の程度に応じて、主催者に協力を要請する。

（１）省エネルギー・省資源の推進
（２）廃棄物の発生抑制及びリサイクル等の推進
（３）公共交通機関等の利用促進
（４）参加者への意識啓発・情報提供
（５）運営体制の整備
（６）会場周辺の環境保全（屋外で開催するイベント

　環境配慮指針の対象となったイベントは124件あり、うち詳細評価の対象となったイベントは	45件あった。

　県は、従前から公共事業に係る自主的な環境配慮を行ってきたが、より効果的・継続的な取組推進の
ため、19年４月から「栃木県公共事業環境配慮指針」に基づき、県が実施する公共事業について、計画
段階及び実施段階において環境配慮を行っている。
　一定規模以上の公共事業については、その実施状況の評価も行っている。

　県が実施するすべての公共事業（緊急的に行う災害復旧事業等を除く。）を対象とする。
　なお、県補助等に係る外郭団体等の事業については、指針に沿った環境配慮を求める。

第３節 栃木県イベント環境配慮指針
指針策定の趣旨１

対象となるイベント２

環境配慮の内容３

25 年度の取組結果４
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指針策定の趣旨

イベントは、県施策の普及啓発に有効な手段であるため数多く取り組まれているが、イベントの開
催を「環境への影響」という視点で見ると、ごみの大量排出やエネルギーの大量消費といった側面も
ある。

このため、県では、19年２月に「栃木県イベント環境配慮指針」を策定し、県が開催するイベント
において、指針に基づく自主的な環境配慮を行うことで環境負荷の軽減を図っている。

対象となるイベント
県内で開催され、不特定多数の県民（100人以上）が自由に参加できるイベントであって、県又は県

が構成員となる実行組織が主催し、又は共催するイベントを対象として、「環境に配慮したイベント開
催要領」に定める「環境配慮」を実施する。

また、県が後援するイベントについても、関与の程度に応じて、主催者に協力を要請する。

環境配慮の内容
(1) 省エネルギー・省資源の推進
(2) 廃棄物の発生抑制及びリサイクル等の推進
(3) 公共交通機関等の利用促進
(4) 参加者への意識啓発・情報提供
(5) 運営体制の整備
(6) 会場周辺の環境保全（屋外で開催するイベント）

25年度の取組結果
環境配慮指針の対象となったイベントは124件あり、うち詳細評価の対象となったイベント

は 45件あった。
表３－３－３ 25年度の取組結果

項 目 件 数 評 価 件 数
対象イベント（100人以上） 124件

適正に実施 45件
うち1,000人以上のイベント 45件 一部未実施 0件

未 実 施 0件
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指針の概要

(1) 指針策定の趣旨
県は、従前から公共事業に係る自主的な環境配慮を行ってきたが、より効果的・継続的な取組推

進のため、19年４月から「栃木県公共事業環境配慮指針」に基づき、県が実施する公共事業につい
て、計画段階及び実施段階において環境配慮を行っている。

一定規模以上の公共事業については、その実施状況の評価も行っている。
(2) 対象となる公共事業
県が実施するすべての公共事業（緊急的に行う災害復旧事業等を除く。）を対象とする。
なお、県補助等に係る外郭団体等の事業については、指針に沿った環境配慮を求める。

１

１

２

４

３

第４節 栃木県公共事業環境配慮指針

指針の概要１

（1） 指針策定の趣旨

（2） 対象となる公共事業
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　環境配慮は、栃木県環境基本計画における次の４つの目標に即して行う。
　公共事業における環境配慮は多岐にわたるため、事業の種類ごとに取り組むべき具体的な事項を環境
配慮事項として53項目列挙し、これに沿って環境配慮を行う。

　公共事業のうち一定規模以上の事業（新設・増設等を対象とし、維持・補修等を除く。）について、
事業ごとに計画段階及び実施段階の各段階において、環境配慮の実施状況を評価する。

　環境配慮の実施状況評価を行った公共事業は、道路整備事業、農村整備事業など８件であった。この
うち５件は計画段階（概略設計や事業計画策定の段階）における評価、３件が実施段階（いずれも中間
評価）における評価であり、生活環境への負荷や自然環境への影響の低減などの、事業内容や地域の特
性などに応じた環境への配慮が行われた。
　これらの事業については、引き続き、実施段階における取組についても評価を行うこととしている。

（3） 環境配慮の視点と環境配慮事項

25 年度の取組結果２

（4） 実施状況の評価
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(3) 環境配慮の視点と環境配慮事項
環境配慮は、栃木県環境基本計画における次の４つの目標に即して行う。
公共事業における環境配慮は多岐にわたるため、事業の種類ごとに取り組むべき具体的な事項を

環境配慮事項として53項目列挙し、これに沿って環境配慮を行う。
表３－３－４ 指針における環境配慮事項の例

環境基本計画の４つの目標 環境配慮事項の例
１ “エコとちぎ”を担う人を育てる 施設の環境教育・環境学習の場としての活用について

（環境を考え行動する県民の育成） 配慮する。
２ かけがえのない地球を守る 省エネなどによる二酸化炭素の排出抑制を図る。

（低炭素社会の構築）
３ 環境にやさしい循環型の社会を築く 工事車両などのアイドリングストップに努める。

（循環型社会の構築）
４ 人と自然との共生を目指す 設計等に当たり、希少な動植物等の生息・生育環境

（自然共生社会の構築） への影響をできるだけ回避・低減するよう配慮する。

(4) 実施状況の評価
公共事業のうち一定規模以上の事業（新設・増設等を対象とし、維持・補修等を除く。）について、

事業ごとに計画段階及び実施段階の各段階において、環境配慮の実施状況を評価する。

25年度の取組結果
環境配慮の実施状況評価を行った公共事業は、道路整備事業、農村整備事業など８件であった。

このうち５件は計画段階（概略設計や事業計画策定の段階）における評価、３件が実施段階（いず
れも中間評価）における評価であり、生活環境への負荷や自然環境への影響の低減などの、事業内
容や地域の特性などに応じた環境への配慮が行われた。

これらの事業については、引き続き、実施段階における取組についても評価を行うこととしてい
る。

表３－３－５ 25年度の取組結果
事業の 事業概要 環境配慮の 主な環境配慮事項
区分 実施項目数

１ 道路の 国道408号宇都宮高根沢ＢＰ整備事業 22 ･猛禽類の繁殖期間、工事中止
整備 〔宇都宮市～高根沢町、延長7.1km〕 〔中間〕 ･希少動植物の保全措置

２ 国道293号 鹿沼市楡木ＢＰ工区 11 ･建設副産物の再資源化
〔鹿沼市、延長2.3km〕 〔計画〕 ･森林等の自然環境への影響低減

３ 主要地方道鹿沼下野線 下野市小金井 12 ･交通量の分散化に配慮した路線選
工区 〔下野市、延長2.1km〕 〔計画〕 定

･建設副産物の適正処理
４ ３・３・３号 小山栃木都賀線 栃木 13 ･透水性舗装の採用

市大宮工区〔栃木市、延長1.2km〕 〔計画〕 ･建設副産物等の再資源化
５ 建築物 小山警察庁舎新築工事 17 ･省エネ化によるＣＯ２排出抑制

の建設 〔小山市、 建築面積 6,211㎡〕 〔計画〕 ･敷地内における緑地の整備等
６ 県庁北庁舎（仮称）新築工事 ４ ･省エネ化によるＣＯ２排出抑制

〔宇都宮市、建築面積 4,256㎡〕 〔計画〕 ･将来的な建設廃棄物の発生抑制
７ 農村 県営経営体育成基盤整備事業 針ヶ谷 24 ･希少植物の移植

整備 地区〔宇都宮市等、受益面積 24.8ha〕 〔中間〕 ･再生砕石の使用
８ 県営畑地帯総合整備事業 石島地区 20 ･工事後に空木を移植

〔真岡市、受益面積 28ha〕 〔中間〕 ･再生砕石の使用
※ 環境配慮の実施項目数は、事業の特性（種類、規模等）及び実施する地域の特性により異なります。
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(3) 環境配慮の視点と環境配慮事項
環境配慮は、栃木県環境基本計画における次の４つの目標に即して行う。
公共事業における環境配慮は多岐にわたるため、事業の種類ごとに取り組むべき具体的な事項を

環境配慮事項として53項目列挙し、これに沿って環境配慮を行う。
表３－３－４ 指針における環境配慮事項の例

環境基本計画の４つの目標 環境配慮事項の例
１ “エコとちぎ”を担う人を育てる 施設の環境教育・環境学習の場としての活用について

（環境を考え行動する県民の育成） 配慮する。
２ かけがえのない地球を守る 省エネなどによる二酸化炭素の排出抑制を図る。

（低炭素社会の構築）
３ 環境にやさしい循環型の社会を築く 工事車両などのアイドリングストップに努める。

（循環型社会の構築）
４ 人と自然との共生を目指す 設計等に当たり、希少な動植物等の生息・生育環境

（自然共生社会の構築） への影響をできるだけ回避・低減するよう配慮する。

(4) 実施状況の評価
公共事業のうち一定規模以上の事業（新設・増設等を対象とし、維持・補修等を除く。）について、

事業ごとに計画段階及び実施段階の各段階において、環境配慮の実施状況を評価する。

25年度の取組結果
環境配慮の実施状況評価を行った公共事業は、道路整備事業、農村整備事業など８件であった。

このうち５件は計画段階（概略設計や事業計画策定の段階）における評価、３件が実施段階（いず
れも中間評価）における評価であり、生活環境への負荷や自然環境への影響の低減などの、事業内
容や地域の特性などに応じた環境への配慮が行われた。

これらの事業については、引き続き、実施段階における取組についても評価を行うこととしてい
る。

表３－３－５ 25年度の取組結果
事業の 事業概要 環境配慮の 主な環境配慮事項
区分 実施項目数

１ 道路の 国道408号宇都宮高根沢ＢＰ整備事業 22 ･猛禽類の繁殖期間、工事中止
整備 〔宇都宮市～高根沢町、延長7.1km〕 〔中間〕 ･希少動植物の保全措置

２ 国道293号 鹿沼市楡木ＢＰ工区 11 ･建設副産物の再資源化
〔鹿沼市、延長2.3km〕 〔計画〕 ･森林等の自然環境への影響低減

３ 主要地方道鹿沼下野線 下野市小金井 12 ･交通量の分散化に配慮した路線選
工区 〔下野市、延長2.1km〕 〔計画〕 定

･建設副産物の適正処理
４ ３・３・３号 小山栃木都賀線 栃木 13 ･透水性舗装の採用

市大宮工区〔栃木市、延長1.2km〕 〔計画〕 ･建設副産物等の再資源化
５ 建築物 小山警察庁舎新築工事 17 ･省エネ化によるＣＯ２排出抑制

の建設 〔小山市、 建築面積 6,211㎡〕 〔計画〕 ･敷地内における緑地の整備等
６ 県庁北庁舎（仮称）新築工事 ４ ･省エネ化によるＣＯ２排出抑制

〔宇都宮市、建築面積 4,256㎡〕 〔計画〕 ･将来的な建設廃棄物の発生抑制
７ 農村 県営経営体育成基盤整備事業 針ヶ谷 24 ･希少植物の移植

整備 地区〔宇都宮市等、受益面積 24.8ha〕 〔中間〕 ･再生砕石の使用
８ 県営畑地帯総合整備事業 石島地区 20 ･工事後に空木を移植

〔真岡市、受益面積 28ha〕 〔中間〕 ･再生砕石の使用
※ 環境配慮の実施項目数は、事業の特性（種類、規模等）及び実施する地域の特性により異なります。
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