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栃木県環境基本計画

○計画策定の背景

県では、平成11年３月に「栃木県環境基本計画」を策定（18年３月改定）し、環境の保全に関する各

種施策を実施し、本県の生活環境や自然環境の保全に努めてきました。

しかし、近年、地球温暖化の進行、生活の豊かさの高まりによる地球環境への負荷の増大、生物多様

性の喪失など、様々な環境問題が発生し、その広がりが懸念されることから、これまでのライフスタイ

ルや社会経済活動のあり方を見直すとともに、積極的に環境保全活動に参加していくことが求められて

います。

このため、県では、こうした環境の状況等を踏まえるとともに、また、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、23年３月に新たに栃木県

環境基本計画を策定しました。

○計画の目標

清らかで美しい自然と共生し、豊かな資源や環境

・エネルギー技術の活用により、持続的に成長・発

展する社会である「地球と人にやさしい“エコとち

ぎ”」の実現を目指します。

このため、４つの基本目標を設定するとともに、

とちぎを動かす大きな力である「県民」、「自然」、

「産業」の３つの力を最大限に活用して、各種施策

を展開していきます。

○計画の期間・進行管理

計画の期間は、23年度から27年度までの５年間で、

計画の進捗状況等については「環境の状況及び施策

に関する報告書」で毎年公表することしています。

地球と人にやさしい

かけがえのない地球を守る
（低炭素社会の構築）

〔１〕 地球温暖化対策の推進
〔2〕 環境関連産業の振興

〔2
〔３〕 　〔4〕国際協力の推進

〔１〕 環境影響評価の推進　  〔2〕 調査及び研究の実施　　〔３〕土地利用面からの環境配慮
〔４〕公害紛争処理等　　　　〔５〕工場・事業場対策の推進

〔１〕 生活環境の保全
　　 全保の境環水）2（ 　　　　全保の境環気大）1（
　　（3）土壌環境・地盤環境の保全
　　（4）騒音・振動・悪臭の防止 進推の策対質物学化）5（    
　　（6）その他の環境問題への取組の推進
〔2〕 3Rの推進
〔3〕廃棄物処理対策の推進

環境にやさしい循環型の社会を築く
（循環型社会の構築）

人と自然との共生を目指す
（自然共生社会の構築）

〔１〕 生物多様性の保全
〔2〕 多様な自然環境の保全
〔3〕環境を支える森林づくり
〔4〕みどりづくり活動の推進
〔5〕良好な景観の保全と創造

う人を育てる（環境を考え行動する県民の育成）

共通的基盤的施策を展開する

県民の力 自然の力 産業の力

栃木県環境基本計画の対象範囲

地球環境（地球温暖化・オゾン層破壊）

生活環境 快適環境 自然環境
（大気環境・水環境・騒音・廃棄物） （緑地・公園・水辺・景観） （森林・生物多様性）

地球と人にやさしい

かけがえのない地球を守る
（低炭素社会の構築）

〔１〕 地球温暖化対策の推進
〔2〕 環境関連産業の振興

〔2
〔３〕 　〔4〕国際協力の推進

〔１〕 環境影響評価の推進　  〔2〕 調査及び研究の実施　　〔３〕土地利用面からの環境配慮
〔４〕公害紛争処理等　　　　〔５〕工場・事業場対策の推進

〔１〕 生活環境の保全
　　 全保の境環水）2（ 　　　　全保の境環気大）1（
　　（3）土壌環境・地盤環境の保全
　　（4）騒音・振動・悪臭の防止 進推の策対質物学化）5（    
　　（6）その他の環境問題への取組の推進
〔2〕 3Rの推進
〔3〕廃棄物処理対策の推進

環境にやさしい循環型の社会を築く
（循環型社会の構築）

人と自然との共生を目指す
（自然共生社会の構築）

〔１〕 生物多様性の保全
〔2〕 多様な自然環境の保全
〔3〕環境を支える森林づくり
〔4〕みどりづくり活動の推進
〔5〕良好な景観の保全と創造

う人を育てる（環境を考え行動する県民の育成）

共通的基盤的施策を展開する

県民の力 自然の力 産業の力

栃木県環境基本計画の対象範囲

地球環境（地球温暖化・オゾン層破壊）

生活環境 快適環境 自然環境
（大気環境・水環境・騒音・廃棄物） （緑地・公園・水辺・景観） （森林・生物多様性）



2
2

栃木県環境基本計画の達成状況について

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26年度の達成状況は、以下のとおりであ

った。（進捗状況一覧は、21ページ参照）

合割数の標指記表等況状成達

％6.34７１◎のもたし成達を値標目の度年72

％4.51６○のもたし成達を値標目度年

年度目標値は未達成だが、前年度よりは改善したもの △ １０ 25.6％

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％

－※のもいなきで定算が値況現 １ 2.6％

※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

栃木県の県民性は、誠実、勤勉であり、平均年齢が比較的若く、県外からの転入者も多いなど、活力
のある県であることに特徴があります。

地球と人にやさしい“エコとちぎ”を実現するためには、県民、団体、事業者、行政のすべての主体
が、家庭、学校、職場、地域などあらゆる場で、環境保全のための取組を一歩一歩着実に積み重ねてい
くことが必要です。

そのためには、自主的かつ積極的に、環境を考え行動する県民を育成していくことが重要であり、
「“エコとちぎ”を担う人を育てる」を最も重要な目標とします。

１ 自ら学び、自ら行動する“人づくり”

◆指標の進捗状況

指標項目
21年度 前 年 度 目 標 値 年 度 目 標 値 27年度
数値 前 年 度 数 値 現況値 目標値

人口 10万人当たりの「こどもエコ
132

164 172
180

132）人（数員会の」ブラク 255
緑 づ く り 人 材 バ ン ク の 登 録 者 数

215
295 315

335
303）人（ 313

生物多様性アドバイザー認定者※1
0

150 200
250

081）人（数 197
自然保護活動ボランティア数

14,045
18,000 19,000

20,000
075,91）人（ 21,516

※1 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。

◆施策の実施状況

■こどもエコクラブへの支援
幼児から高校生までのこどもたちが地域に

おいて自主的に環境学習や環境保全活動を展
開するこどもエコクラブについて、活動内容
の充実化を図るため支援を行った。

（26年度：64クラブ、5,047人）

こどもエコクラブ・緑の少年団
合同環境森林学習交流会

（とちぎ森の子サミット）
（矢板市 県民の森）

Ⅰ “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～
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■緑づくり人材バンクの活用
森林や緑づくりについて専門的な知識・技

術を有する人材や、ボランティア活動を実践
する人材などを登録・紹介している緑づくり
人材バンクの活用を図り、みどりづくり活動
の活性化を進めるとともに、みどりに関する
様々な分野の指導者や活動グループのリーダ
ー的人材を育成するため、グリーンスタッフ
養成講座を実施した。

■生物多様性アドバイザー
生物多様性アドバイザー養成のための研修

を行い、新たに17名を生物多様性アドバイザ
ーとして認定した。

生物多様性アドバイザー養成講座

■自然保護活動ボランティア
自然保護活動ボランティアは、自然保護へ

の意識の高まりもあり、年々増加の傾向にあ
る。

県内では、森林ボランティア、外来種駆除
などの様々なジャンルで活発な活動が行われ
ている。

26年度は延べ21,516人が自主的に地域の自
然保護活動に参加した。

オオハンゴンソウ駆除活動

（那須町湯本地区：八幡ツツジ園地）

２ 実践につなげる“きっかけづくり”

◆指標の進捗状況

指標項目
21年度 前 年 度 目 標 値 27年度
数値 前 年 度 数 値 目標値

自然観察会等に参加した人数
10,618

12,200 13,400 14,000
506,81）人（ 18,861

県営都市公園の利用者数（万人）
449

480 490
500460 454

県営都市公園におけるイベント数
43

60 65
70

06）件（ 67

◆施策の実施状況

■自然観察会
自然とふれあうことで自然への理解を深め

ることのできる自然観察会を日光自然博物館
や県民の森、塩原温泉ビジターセンターなど
で実施した。

自然観察会（日光市）

年 度 目 標 値
現況値
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■都市公園の整備
都市環境の改善や公害、災害発生の緩和、

レクリエーション需要等の多様なニーズに対
応する都市公園の整備を促進するとともに、
既開設公園についての適正な維持管理を促進
した。

中央公園 ボランティアによる植栽風景

（宇都宮市）

３ 協働による“ネットワークづくり”

◆施策の実施状況

■環境保全団体との連携・協力
「とちの環県民会議」等の環境団体との連

携･協力により、各種普及啓発活動を推進し
た。

■環境とみどりの県民大会の開催
「地球と人にやさしい“エコとちぎ”づく

り」に向けた機運を一層高めるため開催した。

■「“エコ・もり”地域推進協議会」の設置
地球温暖化対策をはじめとする環境森林保

全活動を推進するため、各環境森林事務所単
位に20年度から設置している。

環境とみどりの県民大会
（宇都宮市 栃木県総合文化センター）

トピックス ～平成2６年度の話題～

国民の祝日「山の日」制定

26年５月27日、栃木県総合文化センター
大ホールに、世界最高齢エベレスト登頂を
果たした三浦雄一郎氏や、栃木県にゆかり
があり山と関わりが深い各界の方にお集ま
りいただき、「山の日をつくろう！シンポ
ジウム」を開催しました。

シンポジウムに先立ち、26年５月23日に
「国民の祝日に関する法律の一部を改正す
る法律」が成立し、このシンポジウムは、
「山の日」が法制化されて以後、全国初の
「山の日」に関するイベントになりました。

県では、「山の日」の祝日制定を機として、山の日の意義や、皆で山を守り育てていくことの大切
さについて、県民の皆様のより一層の理解が広がるような取組を推進しています。

「山の日」：８月11日 （平成28年から）
意 義：山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する

パネルディスカッションの様子
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近年、異常気象の頻発、海面の上昇、生態系の変化など、地球温暖化による影響が指摘されており、
地球温暖化問題は、世界共通、人類が英知を結集して取り組むべき喫緊の課題となっています。

私たちは、地域における環境保全への取組が、地球環境を守る上でも極めて大きな役割を担うことを
認識し、一人ひとりのライフスタイルやあらゆる事業活動を環境の視点から見直し、環境に配慮した取
組を実践する必要があります。

地域での実践活動の広がりにより、人類の生存基盤である地球の環境を良好に保ち、明日の世代に引
き継いでいくため、「かけがえのない地球を守る」を目標とします。

１ 地球温暖化対策の推進

◆指標の進捗状況

指標項目
21年度 前 年 度 目 標 値 27年度
数値 前 年 度 数 値 目標値

県民1人当たりの温室効果ガス総排 8.9 9.5㉔ 9.5㉕
9.5

出量（ｔ-CO2） ※２、※４ ⑳ 8.9㉔ －
(8.1)a

太陽光発電システムの設備容量 290 382
473

（千kw） ※２
56

425 769
EV・PHV普及台数（台）

3
1,000 3,000

6,800
1,509 2,040

県庁の温室効果ガス総排出量 49,221 48,618
（ｔ-CO2）※３、※４ 51,630 55,438 51,903 48,016

(46,084)b (43,977)b
※２ 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。

※３ 25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。26年度は、特定規模電気

事業者より供給された分について、25年度のCO2排出係数により算出した暫定値。

※４ 前年度数値及び現況値について、上段は排出年度のCO2排出係数により算定、下段の（　）は目

標設定年のCO2排出係数(a:H20 b:H21)により算定。

◆施策の実施状況

■温室効果ガス総排出量
24年度の温室効果ガス総排出量は、簡易推

計値で約1,767万t-CO2であり、基準年比7.1
％減となっている。

また、ＥＳＣＯ事業導入促進のための情報
収集・提供や県立がんセンターでＥＳＣＯ事
業を推進している。

■太陽光発電システム
一般住宅用太陽光発電システムの導入を支

援した。（26年度:補助2,808件、融資14件）
県が事業候補地と発電事業者を募集し、マ

ッチングを行い、メガソーラー事業を推進し
た。

事業化決定 ８箇所（累計 30箇所）

県有施設の太陽光発電「屋根貸し」事業を
実施した。事業者が決定した20施設のうち15
施設で発電が開始されている。

太陽光発電システム（農業試験場）

Ⅱ かけがえのない地球を守る ～低炭素社会の構築～

■ＥＳＣＯ事業とは

Energy Service Companyの略で、工場やビル

などの建物の省エネルギーに関する包括的なサ

ービス（省エネルギー診断・設計・施工・導入

設備の保守・運転管理・事業資金調達など）を

ＥＳＣＯ事業者が提供し、それによって得られ

る省エネルギー効果を事業者が保証し、削減し

た光熱水費の中からＥＳＣＯサービス料と顧客

の利益を生み出す事業です。

年 度 目 標 値
現況値
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■ＥＶ・ＰＨＶ普及台数
「EV・PHVタウン構想」に基づき、電気自

動車等の普及や急速充電スタンド等の導入を
推進した。

26年度末：急速充電スタンド 97基
普通充電スタンド143基

県公用車へもクリーンエネルギー自動車を
率先して導入した。

（26年度2台導入、累計151台）

県公用車に導入したＥＶ・ＰＨＶ

■県庁温室効果ガス総排出量
各種計画、指針等に基づき、率先的な環境

保全活動の取組を実施した。
・栃木県地球温暖化対策実行計画

【県庁率先実行編】
・栃木県グリーン調達推進方針
・栃木県公共事業環境配慮指針
・栃木県イベント環境配慮指針
また、環境基本計画に基づく各施策や上記

の取組を推進するため、栃木県独自の環境マ
ネジメントシステム（ＥＭＳ）を全所属にお
いて運用している。

・ISO14001認証取得

保健環境センター

12年10月～22年３月

宇都宮工業高等学校

14年２月～23年８月

県北高等産業技術学校

16年12月～21年12月

本庁：20年３月～23年３月

・本県独自の環境マネジメントシステム

全所属：23年４月～

２ 環境関連産業の振興

◆施策の実施状況

■重点振興産業分野としての振興
「とちぎ環境産業振興協議会」を中心とし

て環境関連産業を振興している。
・協議会会員相互の幅広い交流や情報交換

を促進するための研究部会・研究会の実
施

また、環境産業の技術動向や技術課題に関
する講演会を実施し、環境関連大手企業との
技術や製品のマッチングを行った。

スマートエコ技術研究部会

（宇都宮市 宇都宮大学）

■企業の事業活動における環境配慮の促進
中小企業におけるCO2排出削減に向けた取

組への総合的な支援を実施した。
・ISO14001やエコアクション21の普及や認

証取得支援のための講習会の実施
・地球温暖化対策に関し優れた取組を行っ

ている事業所を「エコキーパー事業所」
として認定

・環境保全に関し優れた取組を行っている
事業所を「マロニエECO事業所」として
表彰

マロニエＥＣＯ事業所表彰
（宇都宮市 栃木県総合文化センター）
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トピックス ～平成2６年度の話題～

那珂川町における木質バイオマス利用

ごみ減量化・再資源化を

推進するため誕生したよ！

ごみの分別が得意なんだ！

地球温暖化防止の意義・重要性を広く

アピールするため誕生したよ！

みんなでストップ温暖化！！

ぶんべつくん

エコキーパー

県では、木材のフル活用を推進するため、
木質バイオマスのマテリアル利用からエネ
ルギー（サーマル）利用に至るカスケード
（多段階）利用を推進しています。

26年度には、那珂川町の廃校となった中
学校の跡地に県内初の未利用間伐材を燃料
とした木質バイオマス発電所が稼働しまし
た。さらに併設する製材工場の製材端材を
燃料とする木材乾燥用ボイラーの余熱を活
用し、新たな地域特産品を創出する実証実
験が行われました。

一つ目は、シラスからの養殖としては本
県初の快挙であるウナギ養殖で、約3,000匹
ものウナギの養殖に成功しました。

二つ目は、マンゴー栽培です。室温が20
度以上に保たれた木製ビニールハウスでは、
約200個のマンゴーが順調に育ちました。

いずれも、重油に比べ格段に安い費用で
養殖等ができ、CO2の発生も抑制されます。

また、本施設を拠点とした「木の駅プロ
ジェクト」もスタートしています。この取
組は、未利用間伐材を引き取る際、地元の
商店街で利用出来る地域通貨券に換えて地
域活性化を目指すものです。

本施設を中心とした森林資源フル活用の
取組は、循環型社会を構築する先導的取組
として、県内外より注目を集めています。

木製ビニールハウスで栽培中のマンゴー

木質バイオマス発電所の外観


