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は じ め に

私たちのふるさと栃木県は、清らかな水や美しい緑に満ちあふれ、雄
大な山並みと広く豊かな大地に恵まれています。この自然豊かな美しい
“とちぎの環境”を将来の世代にしっかりと引き継いでいくことは、現
代に生きる私たちの願いであり、責務でもあります。
近年、私たちは様々な自然の異変に直面しています。全国各地で発生

する集中豪雨による被害や記録的な猛暑などに関連して地球温暖化問題
が取り上げられ、豊かな恵みをもたらしてきた生物多様性の損失などが

危惧されており、今こそ私たちが真剣に、環境問題に取り組まなければならない状況にあると言
えます。
県では、こうした状況等を踏まえ、環境保全のより一層の推進を図るため、平成23年３月に

新たに「栃木県環境基本計画」を策定しました。この計画は、「とちぎ環境立県戦略」をはじめ、
「生物多様性とちぎ戦略」、「栃木県地球温暖化対策実行計画」、「栃木県廃棄物処理計画」などを
総合した計画であり、栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」に掲げる将来像の早期実現に向け
て、これらの計画と連携し、各種施策を推進して参ります。
また、３月に発生した東日本大震災では、電力をはじめとする様々なエネルギーが日常生活や

産業活動にとっていかに重要で大きな役割を果たしてきたか、改めて認識させられたところであ
り、今後自然界に豊富に存在する再生可能エネルギーの積極的な利活用が急務となっております。
県としても、地域特性を活かした再生可能エネルギーの普及拡大を推進するため、具体的な施

策の検討を進めているところです。
恵み豊かなふるさとの環境を将来の世代にしっかりと引き継いでいくため、県民の皆様と一丸

となって環境保全に取り組んで参りたいと思いますので、今後とも御理解と御協力をお願いいた
します。
この「栃木県環境白書」は、本県の環境の状況や平成22年度に県が実施した環境保全に関す

る施策についてまとめたものです。本書が、県民の皆さんの環境問題への理解、「地球と人にや
さしい“エコとちぎ”」の実現に向けた「行動」の一助となれば幸いです。

平成23年９月
栃木県知事 福 田 富 一



地球と人にやさしい“エコとちぎ”

“とちぎ”を動かす3つの力

自然の力 産業の力県民の力

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

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

環境にやさしい循環型の社会を築く
（循環型社会の構築）

〔１〕生活環境の保全
　　（１）大気環境の保全　　　　　（２）水環境の保全
　　（３）土壌環境・地盤環境の保全
　　（４）騒音・振動・悪臭の防止　（５）化学物質対策の推進
　　（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

“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〕自ら学び、自ら行動する“人づくり”　　〔２〕実践につなげる“きっかけづくり”
〔３〕協働による“ネットワークづくり”　　　〔４〕国際協力の推進

共通的基盤的施策を展開する

〔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

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を概ね良好な状態に保ってきたところです。
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 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
こととしています。
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地球環境（地球温暖化・オゾン層破壊）

快適環境
（緑地・公園・水辺・景観）

自然環境
（森林・生物多様性）

生活環境
（大気環境・水環境・騒音・廃棄物）

栃木県環境基本計画の対象範囲



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～
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。

自ら学び、自ら行動する“人づくり”
状　況

○学校における環境学習の取組は定着してきている。
○県や市町が実施する環境学習関連事業の数が年々増加するなど、学校や地域における環境学習の参
加する機会は充実されてきており、環境学習の取組が定着してきている。
○環境学習で芽生えた関心を具体的な環境保全の取組につなげていく必要がある。

対　策

○環境教育・学習の充実
・こどもエコクラブへの支援による環境学習の推進（22年度：58クラブ、3,133人）
・小中学校での森林・林業体験学習や緑の少年団活動への支援等による森林環境学習の推進
・自然観察会等の実施や保健環境センター等の施設を活用した学習機会の提供
・エコ・チャレンジ・スクール支援事業の実施による、小学生を対象とした体験型環境学習の推進
（22年度：延べ169校にて実施）

○人材の育成と活用
・地域のリーダーとして環境保全活動を実践している人材への支援
・自然ふれあい活動指導者の養成・登録及び学校や市町が主催する自然観察会等への指導者の紹介
・緑づくり人材バンクの活用やグリーンスタッフ養成講習会の実施
・緑の少年団の育成（22年度：187団、37,209人）
・教員等を対象とした研修やとちぎエコリーダーの活用
・家庭版環境活動プログラム「～未来の地球のために～ はじめるエコ つなげるエコ」の提供
・ホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営、及び環境学習等に関する教材や情報の提供
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とちぎ森の子サミット（緑の少年団等の交流体験活動）
（矢板市　県民の森）

エコ・チャレンジ・スクールによる緑のカーテン
（茂木町立須藤小学校）



地球温暖化防止のために私たちはどのように行動したらいいの？

実践につなげる“きっかけづくり”
状　況

○県民の環境問題への関心は高まっているものの具体的な環境保全の取組に結びついていない。
○日光国立公園や県立自然公園等においては、多くの人が自然とふれあうことのできる歩道や駐車場
などの公園施設が整備されており、自然ふれあい活動の場として活用されている。
○県の広報媒体はもとより、環境情報誌、各種パンフレットにより適切な環境情報の提供に努めると
ともに、インターネットを活用した情報提供体制の充実を図っている。

対　策

○環境保全活動の機会、場の提供
・県民総ぐるみの温暖化防止活動を推進する「“とちぎ発”ストップ温暖化アクション」の実施
・栃木県におけるレジ袋削減の取組
・日光自然博物館等における自然観察会等の実施及びホームページ等での情報提供
・地域資源を活かした交流施設の整備（22年度：自然観察会等の参加者数　11,403人）
・「エコ・もりフェア2010」等の環境イベントの実施
・自然公園の快適な利用促進を図るための歩道、園地等の整備の実施
・首都圏自然歩道の利用促進を図るための標識、階段等の整備の実施
・日光中宮祠地区の県営駐車場、湖畔園地、イタリア大使館別荘記念公園、中禅寺湖畔ボートハウ
ス等の管理運営
・都市公園の整備促進及び既開設公園の適正な維持管理
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自然観察会（日光市　小田代歩道） エコ・もりフェア2010
（宇都宮市　わくわくグランディ科学ランド）



○環境情報の整備・提供の充実
・「平成22年度栃木県環境白書」等による情報提供
・情報発信や相互交流の場として活用できるホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営

協働による“ネットワークづくり”
状　況

○地域においては、リサイクルや環境美化、里山などの自然環境の保全活動など、地域に根ざした環
境保全活動の取組が進められている。
○環境活動団体の活動が活発化しており、団体の活動は、県民への活動機会の提供の受け皿ともなっ
ている。
○地域を構成する様々な主体の連携を図るため、主体間の調整やネットワークづくりが必要である。

対　策

○推進体制の整備
・「とちの環県民会議」等の環境団体との連携･協力による各種普及啓発活動の推進
・とちぎ環境県民大会の開催による、県民総ぐるみの環境保全活動の促進
・「“エコ・もり”地域推進協議会」の設置による地域の特色を活かした普及啓発活動の実施
・ホームページ「とちぎのエコ・もり」の運営による森林ボランティアネットワーク化の促進
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とちぎ環境県民大会（宇都宮市　マロニエプラザ）



　【参考】～本県の温室効果ガスの削減目標

栃木県地球温暖化対策地域推進計画
（改定計画）
①計画期間　18（2006）～22（2010）年度
②削減目標　22（2010）年度:基準年比▲0.5％

栃木県地球温暖化対策実行計画
①計画期間　23（2011）～27（2015）年度
②削減目標　27（2015）年度:基準年比▲15％
　　　　　　32（2020）年度:基準年比▲25％

※基準年はいずれも1990年度

本県の温室効果ガスの削減目標（単位：万t-CO2）

Ⅱ　かけがえのない地球を守る　～低炭素社会の構築～
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。

地球温暖化対策の推進
状　況

○本県では、京都議定書の削減目標を踏まえて、「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」において、
22年度の温室効果ガス総排出量を、基準年比0.5％削減（排出量約1,806万ｔ-ＣＯ２）を目標と
している。
なお、23年度以降については、23年３月に策定した「栃木県地球温暖化対策実行計画」において
新たな削減目標を設定している。
○21年度の本県の温室効果ガス総排出量は、速報値では、約1,661万ｔ-ＣＯ２であり、基準年比
8.5％減となっている。
○排出源別の内訳を全国と比較すると、運輸部門の占める割合が大きい傾向にある。

対　策 （注）★を付した事項は、22年度の新規事業である。

○地球温暖化対策の総合的な推進
★「栃木県地球温暖化対策実行計画」の策定
・栃木県地球温暖化防止活動推進員や栃木県地球温暖化防止活動推進センターとの連携による普及
啓発の実施
・栃木県地球温暖化防止活動推進員の委嘱（22年度末現在107名）
・地球温暖化対策アドバイザーの派遣（22年度派遣件数：12件）
・工場・事業場の「地球温暖化対策計画」の策定・届出に係る相談窓口の設置
・広報媒体を活用した普及啓発の実施
★とちぎカーボンオフセット制度の運用
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○温室効果ガス排出削減対策の推進
・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のＥＳＣＯ事業の推進
・県公用車へのクリーンエネルギー車の率先導入　（22年度4台導入、累計125台）
・エコドライブキャンペーン等の実施によるエコドライブの普及啓発の実施
・交通混雑の緩和に寄与する交通需要マネジメント施策の展開
・小学生向け副読本の作成等による公共交通機関の利用促進
・「住宅性能表示制度」及び「長期優良住宅建築等計画認定制度」の普及・促進による省エネルギ
ー住宅の普及拡大
★「EV・PHVタウン構想」に基づく電気自動車等の普及
★急速充電スタンド等エネルギー供給施設の導入促進（22年度補助実績8基、累計15基）

○再生可能エネルギーの利活用の促進
・県の太陽光発電の率先導入
・一般住宅用太陽光発電システム資金貸付の実施
・住宅用太陽光発電システムと高効率給湯器の併
設に対する補助の実施（22年度2,814件補助）
★中小水力発電の開発可能性地点の調査と検討
★農業用水等を利用したマイクロ水力発電施設の
導入検討支援
・セミナーの実施による新エネルギーに関する普
及啓発の実施
★賦存量（存在するすべての量）調査、利用可能
量（立地上や利用上の制約があるものを除き取
り出すことが可能な量）調査及び実証調査等の
実施
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太陽光発電システム
（県立栃木女子高等学校）

道の駅に設置された充電スタンド（佐野市） エコドライブキャンペーン（矢板市）

■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。

■エコドライブ10のすすめ
１ ふんわりアクセル『eスタート』
２ 加減速の少ない運転
３ 早めのアクセルオフ
４ エアコンの使用を控えめに
５ アイドリングストップ
６ 暖機運転は適切に
７ 道路交通情報の活用
８ タイヤの空気圧をこまめにチェック
９ 不要な荷物は積まずに走行
10 駐車場所に注意



○ＣＯ２吸収源対策の推進
・「栃木県地球温暖化防止森林吸収源対策推進計画」や｢栃木県第１期保安林整備実施計画｣に基づ
く計画的な森林整備の推進
・「第４次栃木県緑化基本計画」に基づく緑化施策の総合的・計画的推進
・「県有施設の木造化に関する基準」及び「県有施設等における木材利用推進行動計画（19～22
年度）」に基づく県発注の建築工事等における県産材の積極的な利用
・間伐材を利用した学習用机・椅子の小中学校への配布や公共施設等への木製ベンチの配布、市町
等の実施する公共施設等の木造・木質化の支援

○県による率先的な取組の推進
・各種計画、指針等に基づく県の率先的な環境保全活動の取組
「栃木県庁環境保全率先実行計画〈二期計画〉」、「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」

・ISO14001による環境マネジメントシステムの運用
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～、
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

・マイカーに過度に依存しない通勤手段「エコ通勤」の促進

環境関連産業の振興
状　況

○環境産業は、従来の大気汚染防止や排水処理装置製造等の環境汚染防止対応型の事業から省エネル
ギー・低公害型の家電、自動車等の環境負荷低減型の事業へ拡大しており、今後の大きな成長が期
待されている。
○22年度末現在、ISO14001の認証取得事業者数は357と横ばいであるが、中小企業向けのエコ
アクション21の認定登録事業者数は127と伸びており、全体として環境マネジメントに取り組む
事業者が増加している。

対　策

○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」を中心とした、環境関連産業の振興
・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懇話会の実施
・環境産業の技術動向や技術課題に関する講演会の実施
・大学等に蓄積されたエコに関する技術と産業界とのマッチングを図るための発表会の実施
○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
・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
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県産材を利用した公共施設
（那珂川町　鷲子沢公民館）

間伐材を利用した学習用机・椅子
（芳賀町立芳賀中学校）
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Ⅲ　環境にやさしい循環型の社会を築く　～循環型社会の構築～
私たちは、これまで、自然から多くの資源を採取し、それを利用し、不要となった様々なもの

を自然の中へ排出することにより、環境に負荷を与えつつ、社会経済活動を行ってきました。
安全で快適な生活環境を保持していくためには、生産、流通、消費、廃棄等の全段階を通じて、

汚染物質や廃棄物の発生を抑制し、資源の循環的な利用を進めるとともに、廃棄物の適正処理を
図っていく必要があります。
このため、環境に与える影響を極力抑え、自然の循環バランスを健全に保つため、「環境にや

さしい循環型の社会を築く」を目標とします。

生活環境の保全
（1）大気環境の保全
状　況

○県内全体の大気環境の状況は、概ね良好である。
○環境基準が定められている11物質のうち光化学オ
キシダント以外の10物質については、すべての測
定局で長期的評価による環境基準を達成した。
○光化学オキシダントは全国的にも環境基準の達成率
は低い状況にあり、本県ではすべての測定局で環境
基準を達成していない。
○光化学スモッグの注意報発令日数は16日で、目や
のどの痛みを訴える健康被害はなかった。
○福島第一原子力発電所の事故後実施した空間放射線
量率の測定結果は、23年３月15日に測定値が最大
になり、その後は減少傾向が続いている。（23年４
月１日現在、県内７地点で測定）
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1

大気環境の基準
人の健康を保護する上で維持すること

が望ましい基準として、二酸化硫黄、二
酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダ
ント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラ
クロロエチレン、ジクロロメタン及びダ
イオキシン類の11物質について環境基
準が定められています。

光化学スモッグの仕組み

光化学スモッグ注意報発令日数の推移



対　策

○常時監視による大気汚染対策の推進
・大気環境の常時監視の実施
・光化学スモッグの監視及び光化学スモッグの発生予報の提供
・緊急時における協力工場へのばい煙排出量の削減や揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制の要
請

○有害大気汚染物質対策の推進
・有害大気汚染物質（19物質）のモニタリング調査の実施（工業団地周辺等、県内９地点）
・アスベストのモニタリング調査（県内15地点）の実施、アスベストの除去促進、飛散防止対策
等

○自動車排出ガス対策の推進
・自動車排出ガス測定局で常時監視の充実・強化（県内11局）
・「エコドライブ運動」や「アイドリングストップ運動」の普及
・ディーゼル自動車粒子状物質減少装置装着に対する融資の実施
・奥日光でハイブリッドバスの運行や公用車へのクリーンエネルギー車導入（22年度４台導入）
による低公害車の普及促進
・体系的な道路ネットワークの整備等による自動車交通対策の実施
・小学生向け副読本の作成等による公共交通機関の利用促進
・マイカーに過度に依存しない通勤手段「エコ通勤」の促進
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浮遊粒子状物質の推移（年平均値） 二酸化窒素濃度の推移（年平均値）

ベンゼン濃度の推移（年平均値） ダイオキシン類濃度の推移（年平均値）

○浮遊粒子状物質
大気中に長時間浮遊し、気道や肺に害を与えます。

○二酸化窒素
物が燃焼する際に、空気中及び燃焼中の窒素から発生し、肺に害

を与えます。

○ベンゼン
化学工業製品の合成原料などとして使われているほか、ガソリン

にも含まれており、発がん性を有することが認められています。

○ダイオキシン類
物の燃焼の過程などで生成する物質であり、環境中に広く存在し

ていますが、量は非常にわずかです。



○工場・事業場対策の推進
・ばい煙発生施設等を設置する工場・事業場に対する立入検査の実施及び施設の適切な維持管理に
係る指導の実施
・工場などから排出される有害物質（５物質）に係る「大気汚染防止法」対象施設への県条例での
規制基準の強化
・「大気汚染防止法」対象外のばい煙及び粉じんに係る特定施設に対する県条例での規制強化
・工場・事業場におけるアスベスト対策に係る指導や規制

（2）水環境の保全
状　況

【河川水質】
○人の健康の保護に関する項目（健康項目）につ
いては、すべての地点で基準を達成した。
○生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）
の１つである生物化学的酸素要求量（BOD）の
達成状況は、県全体で98％であり､過去最高と
なった。
【湖沼水質】
○最も厳しい基準が適用されている中禅寺湖では、
全りんについて環境基準を達成した｡
○湯ノ湖では化学的酸素要求量（COD）、全窒素及
び全りんについて環境基準を達成した。
【地下水水質】
○地下水汚染について、新たに８地区で汚染が確
認され、22年度末で地下水汚染の地区数は101地区となっている。

対　策

○公共用水域水質保全の推進
・公共用水域の常時監視の実施
・汚濁の著しい河川等における水質保全対策の実施
・河川浄化施設の適切な維持管理による水質保全対策の実施
・「第２期奥日光清流清湖保全計画」に基づく湯ノ湖、湯川、中禅寺湖の水質保全対策の実施
・異常水質発生に係る通報連絡体制の整備及び水質保全対策等の実施
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水環境の基準
水質に関する環境基準は、人の健康の保護

に関する基準（健康項目）と生活環境の保全
に関する基準（生活環境項目）の２種類が定
められています。
健康項目は、すべての公共用水域及び地下

水において一律の基準が適用され、公共用水
域については27項目、地下水については28
項目が定められています。
生活環境項目は、それぞれの利水目的に応

じ、水域ごとに異なった基準が適用されてい
ます。

河川水系別環境基準達成率の推移（BOD75％値） 中禅寺湖・湯ノ湖の水質の経年変化（COD75%値）



○地下水の水質保全対策の推進
・地下水水質の概況調査及び継続監視調査の実施
・地下水汚染発生源への指導、汚染範囲の確定と周辺住民への周知
等の実施

○生活排水対策の推進
・公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽等の経済的かつ効率的な
整備の推進
生活排水処理人口普及率：79.2％（22年度末）
公共下水道普及率：60.8％（22年度末）
流域下水道に関連する市町：８市５町（22年度末）
農業集落排水施設の整備・普及（22年度までに22市町100地

区が完了）
・浄化槽の設置促進及び「浄化槽法」に基づく浄化槽の適正管理に
係る指導の実施

○工場・事業場対策の推進
・工場・事業場への立入検査の実施及び適切な維持管理に係る指導の実施
・工場・事業場からの排出水に係る県条例での規制強化
・「水質汚濁防止法」対象外の汚水に係る特定施設に対する県条例での規制強化
・ゴルフ場農薬による水質汚濁防止のための事業者への指導の実施及び排出水の水質調査の実施
（22年度：５か所）
・足尾銅山の山元調査（現地調査）等による適正な坑廃水処理等の監視の実施
・渡良瀬川上流の水質監視の実施
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生活排水処理施設の概念図
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（3）土壌環境・地盤環境の保全
状　況

【土壌環境】
○市街地等や農用地での一般環境における土壌モ
ニタリング調査（11年度～14年度）では、土
壌汚染は見られていない。
○「土壌汚染対策法」に基づき22年度末で要措置
区域として３件（栃木市、鹿沼市）、形質変更時
要届出区域として４件（栃木市、那須塩原市、
鹿沼市）を指定している。
【地盤環境】
○県南地域の平野部は、地下水を汲み上げすぎると地盤沈下が起こりやすい。
○22年度は、野木町において年間２cmを超える沈下が観測された。（最大年間沈下量は、野木町南
赤塚の2.51cm）

対　策

○土壌汚染対策の推進
・工場･事業場等における特定有害物質（カドミウム等25物質）による土壌汚染対策の推進
・特定有害物質を取り扱う施設に対する指導の実施
・「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」に基づく土砂
等の埋立ての適正処理の推進

○地盤沈下防止対策の推進
・地下水位及び地盤沈下状況のリアルタイムでの観測（小山市、野木町、栃木市（旧藤岡町）の５
観測所）と観測データに基づく地下水利用者への点検要請・節水要請の実施
・地下水揚水施設の設置に係る指導の実施
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土壌環境の基準
人の健康を保護し、生活環境を保全する上

で維持することが望ましい基準として、カド
ミウムなど27項目の環境基準が定められてお
り、このうち農用地については、カドミウム、
銅、ひ素の基準が定められています。



（4）騒音・振動・悪臭の防止
状　況

【騒音】
○一般地域（道路に面しない地域）について、県内30地点
で調査した結果、昼夜とも環境基準を達成したのは25地
点、83.3％であった。
○道路に面する地域について、自動車騒音の常時監視を行っ
た結果、環境基準の達成率は93.6％であった。
○新幹線鉄道騒音については、沿線15地点で調査した結果、
環境基準を達成したのは１地点であった。
【振動】
○道路交通振動について、国道・県道等の沿道15地点で調
査した結果、要請限度を超える地点はなかった。
○新幹線鉄道振動は、沿線７地点で調査した結果、指針値を
超えた地点はなかった。
【悪臭】
○県や市町が受理した公害苦情のうち、悪臭関係の苦情件数は186件（21年度は232件）で、全公
害苦情件数の10.8％（同13.2％）であった。

対　策

○騒音・振動対策の推進
・「騒音規制法」「振動規制法」「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく工場・事業場及
び特定建設作業に対する規制
・自動車騒音の常時監視の実施
・高速自動車道及び新幹線鉄道の管理者に対する騒音低減対策要請の実施
・商業宣伝を目的とした拡声器使用、深夜営業を行う飲食店等に対する騒音規制の実施
○悪臭防止対策の推進
・工場・事業場から発生するにおいに対する「悪臭防止法」等に基づく指導の実施

と ち ぎ の 環 境 13 栃木県環境白書概要版

騒音に関する環境基準
地域の類型や時間帯の区分ごと

に定められています。
なお、新幹線鉄道騒音は別に定

められています。

道路交通振動の限度
道路交通振動の限度について、

区域と時間が定められています。

騒音の大きさの例 振動の大きさの例



（5）化学物質対策の推進
状　況

○ダイオキシン類について、大気
13地点、水質（河川、地下水）
75地点、水底の底質23地点及
び土壌26地点で測定を行った
結果、全ての調査地点で環境基
準を達成した。
○水環境中における化学物質の存
在量を２物質について調査した
結果、すべて検出されなかった。
（22年度調査）

○「化学物質排出把握管理促進法」
（ＰＲＴＲ法）に基づく21年度
の第一種指定化学物質（354種）
の排出量及び移動量の届出事業所数は727件で、県内の届出排出量と推計排出量を合わせた総排出
量は10,578ｔ（20年度は12,126ｔ）であった。

対　策

○ダイオキシン類対策
・大気、水質及び土壌のダイオキシン類の常時
監視の実施
・工場・事業場への立入検査の実施及び事業者
の自主測定及び県等への報告

○化学物質管理対策
・リスクコミュニケーション推進のためのセミ
ナー実施
・ＰＲＴＲ制度による化学物質排出量の把握
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第一種指定化学物質発生源別割合（届出・推計）（21年度）

ＰＲＴＲ制度
「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」（化学物質
排出把握管理促進法）により、354種類の化
学物質（第一種指定化学物質）を取り扱う一定
規模以上の事業者は、１年間に環境中に排出し
た量と移動量を県を経由し、国へ届け出ること
になっています。
国は、これを集計し、家庭や自動車からの排

出量の推計と合わせて、公表することとしてい
ます。

リスクコミュニケーション
ＰＲＴＲデータ等を利用して、県民と企業、

そして行政が化学物質のリスクに関する情報を
共有し、理解と信頼関係を築き、効果的にリス
ク低減を図る「リスクコミュニケーション」を
進めることが重要です。
県では、化学物質に対するリスクコミュニケ

ーションを推進するため、セミナーの開催や啓
発用パンフレットの作成などの普及啓発事業を
行っています。

環境リスク管理とリスクコミュニケーション



（6）その他の環境問題への取組の推進
状　況

○大気中に放出されたフロン類等がオゾン層を破壊し、人の健康や生態系に重大な影響を及ぼすこと
が懸念されている。
○オゾン層保護のため、我が国では、「オゾン層保護法」に基づくオゾン層破壊物質の生産や輸出入
の規制、排出抑制や「フロン回収破壊法」にもとづくフロン類の回収・破壊を進めている。

対　策

○オゾン層保護対策の推進
・業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収（22年度：52,917㎏）
・カーエアコンからのフロン類の回収（21年度：28,475㎏）
○酸性雨対策の推進
・酸性雨の調査・測定の実施

３Ｒの推進
状　況

【一般廃棄物】
○21年度の県内の排出量は約70万３千ｔで、前年度に比べ約3.7％減少した。
○資源化の状況は、総資源化量が約12万５千ｔとなっており、資源化の割合（再生利用率）は
17.8％で、ここ数年横ばいの状況にある。
集団回収：約２万９千ｔ（市民団体等による集団回収）
直接再資源化：約３万６千ｔ（市町等から再生業者等へ直接搬入）
処理後再生利用：約６万ｔ（市町等の清掃工場における資源化）

【産業廃棄物】
○21年度の県内の排出量は約859万ｔ（20年度は約904万ｔ）であった。
○そのうち、農業、鉱業からの排出量を除いた排出量は約393万ｔ（20年度は約421万ｔ）であっ
た。また、再生利用量は約190万ｔ（20年度は約214万ｔ）、再生利用率は48.4％であり、ここ
数年減少傾向にある。
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一般廃棄物の排出量と再生利用率の推移 産業廃棄物の排出量と再生利用率の推移（農業・鉱業に係るものを除く。）



対　策

○循環型社会形成の総合的な推進
・「栃木県循環型社会推進指針」に基づく各種施策の総合的な推進
★「栃木県廃棄物処理計画」の策定
○リサイクル関連法への主な取組
・食品リサイクルへの取組（今後の方向性の検討）
・建設リサイクルへの取組（建設発生土等の適正処理、「建設リサイクル法」の周知、現場パトロ
ールの実施等）
・自動車リサイクルへの取組（関連事業者への立入調査及び指導の実施、「自動車リサイクル法」
の周知等）
・「栃木県エコスラグ有効利用促進指針」の改定などのエコスラグ有効利用促進への取組
○廃棄物の排出抑制とリサイクルの推進
・マイ・バッグ・キャンペーンによるごみ減量化・リサイクルの普及啓発の実施
・栃木県におけるレジ袋削減の取組
・とちぎの３Ｒ推進支援事業費補助制度の実施（資源循環システム構築事業、普及啓発事業）
・栃木県リサイクル製品認定制度（とちの環エコ製品）の運用（22年度末：75製品を認定）
・下水道資源化工場における下水汚泥の資源化及び溶融スラグの利用促進
・建設副産物の再資源化及び再利用の促進
・「栃木県グリーン調達推進方針」に基づく県庁におけるグリーン調達の推進
○バイオマスの利活用の促進
・「栃木県バイオマス総合利活用マスタープラ
ン」に基づく普及啓発の実施
・畜産酪農研究センターにおけるバイオガス
（メタン発酵）プラントの実証試験の実施
・生産堆肥の成分分析の支援
・生産堆肥履歴表示の促進
・未利用木質残材の有効利用のための木質焚き
ボイラー施設の設置等への支援
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商品のもとに
なる資源

再
生
利
用

再
使
用

商品をつくる

修理して
大切に使う

商品を買う

再び利用できる
ように処理するどうしても使えないものは、

もやして熱を利用する
最後に残ったものを
きちんと処分する

こわれる・
いらなくなる

ごみが出ないようにつくる

バイオガス（メタン発酵）プラント（畜産酪農研究センター）

循環型社会のしくみ



廃棄物処理対策の推進
状　況

【一般廃棄物】
○21年度のごみの総排出量は約70万３千ｔで、集団回収された約２万９千tを除く約67万４千tが
市町等によって処理されている。
○市町等がごみ処理に要した年間の経費は約263億円（20年度は約300億円）で、うち、建設・改
良費が約64億円、処理・維持管理費等が約199億円となっている。
○21年度のし尿（浄化槽汚泥を含む。）の排出量は約38万３千k （20年度は約39万２千k ）で、
そのすべてが市町等の処理施設で処理されている。

【産業廃棄物】
○21年度の県内の産業廃棄物の量（農業・鉱業からの排出量を除く。）は、約393万ｔ（20年度は
約 421万ｔ）であり、前年度と比較し、排出量は減少した。
○このうち、中間処理などによって約９割超が減量化や資源化され、残った約10万ｔについて埋め
立てなどの最終処分が行われた。
○最終処分率は2.6％で、種類別では、ほとんどが10％未満となっているが、廃プラスチック類につ
いては、10％を超え比較的高くなっている。
○県内における産業廃棄物処理施設の設置数は、中間処理457施設、最終処分場45施設（うち残余
容量があるのは15施設）となっている。
【不法投棄】
○県内の21年度における10ｔ以上の不法投棄件数は７件であり、投棄量は653ｔ（20年度は
4,678ｔ）であった。

対　策

【一般廃棄物処理】
○ごみ処理の適正化の推進
・市町等に対するごみ処理施設及び最終処分場の整備や適正管理に係る指導の実施
・「栃木県廃棄物処理計画（改訂計画）」に基づく市町等の廃棄物処理施設の広域化の推進
○散乱ごみ対策
・「とちぎの環境美化県民運動」による県下一斉の散乱ごみ収集等の実施
・ごみの散乱防止と３Ｒを進めるためのポスター・標語コンテストの実施
○浄化槽対策
・浄化槽保守点検業者に対する立入調査の実施及び浄化槽管理者に対する適正な維持管理の周知
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排出量
702,973

集団回収量
29,254

直接資源化量
35,607

処理残渣量
127,653

減量化量
510,398

総資源化量
124,915

処理後最終処分量
67,599

最終処分量
67,660

処理後再生利用量
60,054

中間処理量
638,051

直接最終処分量
61

市町処理量
673,719

自家処理量
3,160

（単位：t）

一般廃棄物（ごみ）処理のフロー（21年度）



【産業廃棄物処理】
○産業廃棄物適正処理対策
・県内に立地している排出事業者への立入検査及び監視指導の実施（21年度立入件数：1,543件）
・中間処理・最終処分業者への立入検査及び監視指導の実施（21年度立入件数：958件）
・廃棄物処理施設を設置する際の事前手続き等に係る指導の実施
・公共関与による産業廃棄物処理施設の整備推進
○ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策
・ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適切な保管等に係る周知の実施
・ＰＣＢ廃棄物の保管等の状況届出書の管理及び一般への閲覧の実施
○土砂等適正処理対策
・「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」に基づく土砂
等の埋立て等に関する事業の適正化の推進

【不法投棄対策】
・廃棄物監視員を設置する市町に対する助成（22年度：22市町）
・夜間・休日の監視パトロール、ヘリコプターを利用したスカイパトロールの実施
・対策の強化のための監視カメラやＧＰＳを利用した廃棄物処理検証システムの導入
・早期発見・早期対応のための関係団体等との「不法投棄等の情報提供に関する協定書」の締結
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ごみの散乱防止と３Ｒを進めるための
ポスター・標語コンテスト

【ポスター小学校高学年の部　優秀賞】

不法投棄パトロール出発式（県庁）



Ⅳ　人と自然との共生を目指す　～自然共生社会の構築～
本県は、日光連山から、身近な自然である里地里山、さらには関東有数の清流である那珂川、

ラムサール条約湿地である奥日光の湿原など、多様な生態系に恵まれており、全国に誇れる美し
い自然景観を保っています。また、県土の約55％を占める森林は、水源のかん養、二酸化炭素
吸収機能など多面的機能を有しており、これらの機能の高度発揮を図っていく必要があります。
こうした豊かな自然は、生物多様性の保全などの点で大きな役割を果たすとともに、県民にと

っての誇りであり、また、癒しや憩いの場にもなっており、この自然の恵みを将来にわたって受
け続けるため、「人と自然との共生を目指す」を目標とします。

生物多様性の保全
状　況

○本県では、気候の多様性や人間の活動が及ぼしている影響の地域差が大きいことなどから、地域に
よって生息する生物の種類や個体数が大きく異なっている。
○本県を特徴づける野生生物としては、コウシンソウ、オオタカ、ミヤコタナゴ、カラカネイトトン
ボなどが挙げられる。
○近年、シカ、サル、クマ、イノシシ、カワウなど特定の野生鳥獣の生息数増加や生息域の変化によ
り、農林水産業被害や自然植生に対する食害が発生し、大きな問題となっている。
○県では、16年度に「栃木県版レッドリスト」を策定（22年度改訂）し、さらに掲載種等について
現況解説を加えた「レッドデータブックとちぎ」を発行するなど、県内における野生生物の生息・
生育状況を明らかにした。
○鳥獣の保護を目的として鳥獣保護区等を指定しており、22年度末で鳥獣保護区・狩猟鳥獣捕獲禁
止区域116か所87,993haを指定している。
○オオクチバス等の外来魚を中心に複数の外来種が確認されており、生態系への影響が懸念されてい
る。

対　策

○多様な野生生物の保護
★「生物多様性とちぎ戦略」の策定
・クマ、シカ、カワウ等の生息数調査等の実施
・愛鳥週間用ポスター原画コンクールや巡回野鳥写真展等に
よる保護意識の啓発
・傷病鳥獣救護事業による野生鳥獣の保護
・環境影響評価制度や自然環境保全協定制度に基づく野生生
物保護対策に係る指導
・「レッドデータブックとちぎ」の周知による普及啓発の実
施

○絶滅のおそれのある種の保全
・「栃木県版レッドリスト」に基づく絶滅のおそれのある種
の生息・生育地の保全
・ミヤコタナゴの保護対策の実施
○野生生物の生息・生育空間の確保
・食害防止のためのシカ侵入防止柵の維持補修等
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レッドデータブックとちぎ

協働によるミヤコタナゴ生息水路の維持
管理（大田原市）



○野生鳥獣の保護管理
・「第10次鳥獣保護事業計画」に基づく総合的な鳥獣保護事業の実施
・「特定鳥獣保護管理計画」に基づくシカ、サル、クマ、イノシシの科学的・計画的な保護管理の
推進
・「栃木県野生鳥獣保護管理連絡調整会議」や「栃木県カワウ対策検討会」を通じた広域的な保護
管理対策に係る連絡調整の実施
・宇都宮大学と連携した「里山野生鳥獣管理技術者養成プログラム」による対策指導者の育成
○外来種の防除
・外来種の移植・移入の防止及び防除に関する普及啓発の実施
・外来種の生息・生育状況に関する情報収集の実施

多様な自然環境の保全
状　況

○本県の自然公園面積は、総面積が約13万haで県土の約21％を占めて
おり、世界に誇れる日光国立公園や尾瀬国立公園、地域特性の豊かな
８つの県立自然公園がある。
○自然公園区域以外の優れた自然や緑地については、自然環境保全地域
や緑地環境保全地域に指定して、その保全に努めており、県内では、
22年度末で、41か所5,355haを指定している。
○県内には、河川や水路、渓流等多くの親水空間が存在しており、県民
のふれあいや憩いの場ともなっている。
○22年度末現在、「環境保全型農業推進方針」を策定した市町数は、
24市町である。

対　策

○優れた自然の保全
・自然公園における行為規制の適正な運用
・歩道や休憩施設等の自然公園利用施設の計画的な整備
・マナー指導や情報提供等による自然公園の適正な利用促進
・ラムサール条約湿地である「奥日光の湿原」保全の推進
・低公害バスの運行、植生回復対策（シカ食害影響調査）、外来植物の除去等による奥日光地区の
自然環境の保全
・自然監視員による巡視や案内標識の整備等による自然（緑地）環境保全地域の保全
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自然公園の現況

整備された自然公園内の歩道
（那須塩原市　沼原湿原）

県民参加によるオオハンゴンソウの除去作業
（日光市）



○里地里山の活用と保全
・平地林等の保全に向けた市町による普及啓発や平地林の整備等に対する支援
・農地・水・環境保全向上対策の活用による地域ぐるみの農村環境保全活動の促進（22年度：
378地区、30,167ha）
・堆肥等を活用した土づくりと化学肥料、化学農薬の使用低減を行うエコファーマーの育成・支援
・「とちぎ“食と農”ふれあいフェア」等の消費者交流事業の開催等
・「栃木県堆肥利用促進協議会」による堆肥の流通・利用の促進
・「環境保全型畜産確立基本方針」に沿った畜産経営における環境対策の推進
・家畜排せつ物の適正な処理のための施設、機械整備に対する支援
・環境にやさしい総合防除マニュアルの策定・普及等による環境と調和のとれた生産技術の推進
○ビオトープの保全・創造
・農村の自然環境を生態系保全空間の拠点となることを目的とした生態系に配慮した工法による農
業用施設の整備

○河川、水路、渓流の保全
・「多自然川づくり・渓流づくり」の実施等による水生生物等の生育環境や水辺の景観などに配慮
した河川・渓流の整備・保全の推進

○親水空間の確保
・せせらぎのある水辺、親水性の豊かな川づくりの実施
・地域住民や関係諸団体の協力による河川美化の向上と河川愛護の啓発の実施

環境を支える森林づくり
状　況

○22年度末における本県の森林面積は、約35万haで、県土の約55％を占めており、所有別では、
国有林が約13万ha（森林面積の37％）、民有林が約22万ha（森林面積の63％）である。民有林
のうち、スギ・ヒノキを中心とした人工林は約12万ha（民有林面積の55％）である。
○手入れ不足で荒廃した森林をはじめ、間伐を必要とする民有人工林について、18年度から22年度
の５年間で31,315haの間伐を実施したこ
とにより、荒廃した森林はまだ残されている
ものの、その面積は着実に減少している。
○水源かん養や土砂流出防備などの公益的機能
の持続的かつ高度な発揮のため、保安林の指
定を行っており、22年度末現在の指定面積
は約18万６千haである。
○森林の多面的な機能の発揮には、森林資源を
積極的に活用しながら、地域の課題や特性に
応じた多様な森づくりが必要である。

対　策

★「とちぎ森林・林業・木材産業未来ビジョン2011」の策定
○森林の多面的機能の向上
・間伐、造林、下刈り等の森林整備の促進
（22年度整備面積：9,748ha）
・複層林や広葉樹林等の多様な森林の育成
（22年度整備面積　複層林への誘導：18ha、広葉樹林整備：998ha）
・公益的機能が低下した森林に対する公的森林整備の推進
・林業経営改善等の普及指導や森林施業コスト低減のための施業集約化の促進、林業就業者の育成
確保に対する支援
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民有人工林
約12万ha
34％

国有人工林
約4万ha
11％

国有天然林
約9万ha
26％

民有天然林
約10万ha
29％

森林面積
約35万ha

所有別・人工天然林別森林面積の割合（22年度末）



・低コスト林業の基盤となる林道・作業道の整備や高性能林業機械の導入・共同利用の促進
・品質の高い県産材の安定供給のための人工乾燥施設の導入支援や県産材の利用拡大に向けた取組
の実施
・とちぎの元気な森づくり県民税による「元気な森づくり」と「森を育む人づくり」の推進（一部
再掲）
（元気な森づくり：奥山林の整備3,302ha、里山林の整備638ha）
（森を育む人づくり：間伐材を活用した机・椅子の小中学校への配布、ホームページ「とちぎの

森づくり」の運営、森林観察などの講座開催、ボランティア団体等の活動
支援、森林環境学習の支援等）

○森林の適正な管理
・森林ＧＩＳの活用等による森林計画制度に基づく計画的な森林整備の推進
・「栃木県保安林整備基本計画」に基づく「栃木県第１期保安林整備実施計画」の実施
・保安林の指定拡大等による森林の公益的機能の高度発揮と森林の保全の推進
・秩序ある開発行為を促すための林地開発許可制度の適正な運用
・松くい虫被害防除対策の実施（22年度：薬剤散布52ha、被害木の伐倒駆除2,834m3）
・山火事防止の普及啓発活動を実施
○協働による森づくり
・とちぎ「森の楽校」事業、「とちぎ森づくり情報センター」の運営等による県民参加による森林
整備活動の促進
・企業等からの資金・労働力提供による間伐や植林などの森づくり活動の推進

みどりづくり活動の推進
状　況

○本県は森林や農地などのみどりに恵まれているが、量や質の低下が懸念されている。安全で住みよ
い都市環境の整備の観点からも、みどりづくりの重要性が増している。
○県民の緑化意識が高まっている。また、みどりが有する公益的機能への期待も高まっており、ＮＰ
Ｏや企業、住民のみどりづくり活動が活発化しつつある。
○良好な都市環境の提供や都市公害の緩和、災害時の避難場所など、多目的な機能を有する都市公園
について、県内では、22年度末で、1,956か所2,595.48haが整備されている。
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対　策

○緑化活動の推進
・「第４次栃木県緑化基本計画」に基づく“協働”によ
る県土緑化の推進
・県植樹祭、苗木配布会、とちぎ「森の楽校」事業等に
よる普及啓発の実施
・学校環境緑化等のコンクールの実施による緑化意識の
高揚
・「緑の相談所」設置による都市緑化意識の高揚、植物
知識の普及啓発の実施

○都市地域における緑化の推進
・都市公園の整備促進及び既開設公園の適正な維持管理
・開発許可制度の適切な運用による都市地域の自然環境の保全

良好な景観の保全と創造
状　況

○都市や農村などの地域の生活風景と一体となった良好な景観や歴史的、文化的遺産に恵まれている。
○都市整備等に合わせて美しい街並みの形成が進められている一方、建物の高さや色調等の不統一、
張り巡らされた電線や派手な広告物等の景観上の問題も生じている。

対　策

○景観形成の総合的推進
・「栃木県景観条例」や「景観法」に基づく地域の特性
を生かした良好な景観形成の推進
・景観アドバイザーの派遣、景観に関する情報提供等に
よる景観計画策定の促進
（22年度末現在　景観行政団体：８市町、うち景観
計画策定：６市町）

○良好な都市景観の保全と創造
・全県フラワーパーク化事業の推進
・電線類の地中化や街路等の整備
・地区計画等の活用促進
（22年度末現在策定状況　19市町　110箇所）

○良好な自然・農村景観の保全と創造
・「とちぎふるさと街道景観条例」に基づく景観保全の
推進
（とちぎふるさと街道里親制度　22年度末現在里親
団体：８団体）
・本県の美しく豊かな田園風景の継承に向けた「とちぎ
のふるさと田園風景百選」の認定（百選認定地　27
市町 102地域）

○歴史的・文化的景観の保全と創造
・市町等が行う建造物保存修理事業等に対する支援によ
る歴史的景観の保全・復元促進
・日光杉並木街道の恒久的保全のための保護用地の公有化、杉並木樹勢回復事業、バイパス整備の
推進
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（矢板市　県民の森）
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花のまちづくりコンクール応募作品
（矢板市立西小学校）

とちぎのふるさと田園風景百選
大室の水車小屋（日光市）



Ⅴ　共通的基盤的施策を展開する
環境影響評価の推進

○「環境影響評価法」及び「栃木県環境影響評価条例」の適切な運用
○環境影響評価の実施
・22年度：方法書２件（土地区画整理事業）

準備書２件（工業団地の造成の事業及び飛行場の設置の事業）
評価書１件（工業団地の造成の事業）

調査及び研究の実施
○保健環境センター
・揮発性有機化合物排出規制の効果に関する調査などの大気環境調査
・湯ノ湖底生生物に関する調査などの水環境調査
・土壌中の特定有害物質分析法の検討
・森林の水質保全機能に関する調査研究
・事業場排水、異常水質、大気汚染物質及び廃棄物等
に関する行政検査

○林業センター
・花粉症対策品種の種苗生産に関する研究や森林整備
などに関する研究

○県民の森管理事務所
・野生動物の効果的捕獲技術の確立に関する研究
○農業試験場
・適切な施肥量の診断技術と減化学農薬技術の研究
○畜産酪農研究センター
・堆肥の流通促進やバイオガスプラントに関する研究

土地利用面からの環境配慮
○大規模開発事業に関する土地利用の事前指導
○大規模建築物の建築に関する事前指導

公害紛争処理等
○公害苦情処理
・県及び市町における公害苦情の受付
22年度：1,719件

・警察における公害苦情の受付
22年度：2,169件

○公害紛争処理
・「栃木県公害審査会」への調停申請受付
S45年度～22年度：12件

工場・事業場対策の推進
○工場・事業場に対する規制的措置
・新規立地事業場の事前協議　22年度：７件
・公害防止協定
○工場・事業場に対する誘導的措置
・環境保全資金の融資、講習会等の開催、環境保全巡回事業の実施
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調査風景（日光市　湯ノ湖）

公害の種類別苦情受付件数の推移
（県・市町受付分）



「栃木県環境基本計画（改定計画）」の進捗状況

Ⅰ　環境への負荷の少ない循環型の社会づくり
（1）大気環境の
　　保全

（2）水環境の保全

（3）土壌環境・地
 盤環境の保全
（4）騒音・振動・
 悪臭の防止

（6）３Ｒの推進

（7）廃棄物処理
　　対策の推進

大気環境基準達成率（浮遊粒子状物質）（％）

大気環境基準達成率（二酸化窒素）（％）

道路整備による大気汚染（NOx）排出削減量（ｔ-NOx）

公共用水域の環境基準（BOD）達成率（％）

生活排水処理人口普及率（％）

浄化槽普及人口（人）

下水道普及率（％）

２㎝/年以上の地盤沈下量面積（㎢）

騒音に係る環境基準達成率（道路に面しない地域）（％）

騒音に係る環境基準達成率（道路に面する地域）（％）

生活系廃棄物の排出量（千ｔ）

事業系廃棄物の排出量（千ｔ）

一般廃棄物の再生利用率（％）

産業廃棄物の再生利用率（％）

とちの環エコ製品認定数（件）

下水道、農業集落排水施設から発生する汚泥のリサイクル
量（千ｔ）

堆肥の生産履歴表示に取り組む畜産農家戸数（戸）

バイオマスタウン構想等策定市町村の割合（％）

一般廃棄物の最終処分率（％）

産業廃棄物の最終処分率（％）

ごみ処理広域化計画に対応した焼却施設の整備数（市町村
設置分）（施設）

産業廃棄物の不法投棄件数（件）

廃棄物監視員を設置する市町村の割合（％）

93.8

100

0⑰

81.3

68.4

142,915

54.1

0.1

75.9

83.5

548⑮

4,039⑮

17.7⑮

52.0⑮

17

80

0

0

9.9⑮

3.0⑮

3

27⑮

59.2

99.0
100
100
100
407
270
97.0
95.3
79.5
77.8

198,500
202,241
61.8
60.0
0.0
0.0
96.0
79.5
98.0
92.9
505
542⑳
3,807
4,396⑳
26.6
18.7⑳
54.1
50.9⑳
80
74
101
98
350
369
18.2
18.2
6.0
10.2⑳
3.0
2.6⑳
6
5
24
13⑳
96.0
93.3

100
100
100
100
534
387
100
98.4
81.0
79.2

209,600
210,167
62.7
60.8
0.0
1.7
100
83.3
100
93.6
500
523　
3,761
4,106　
28.0
17.8　
54.7
48.4　
85
75
104
98
500
485
24.2
21.2
6.0
9.6　
3.0
2.6　
7
6
24
7　
100
96.2

施　策　項　目 指　　　　標 16年度数値
21年度目標値
21年度数値

22年度目標値
22年度数値
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（1）環境を支える
 森林づくり

（2）多様な自然環
 境の保全

（3）生物多様性
　　の保全

（4）自然とのふ
　　れあい活動
　　の推進

（5）みどりづくり
 活動の推進

（6）水辺環境の保
 全と創造

（7）良好な景観の
 保全と創造

人工林の間伐実施面積（ha/年）

森林ボランティアの活動人数（人）

保安林の指定面積（千ha）

自然保護活動ボランティア数（人）

地域住民等による豊かな自然環境創造取組地区数（地区）

県民一人当たり都市公園面積（㎡）

自然公園等地域指定面積（ha）

鳥獣保護区面積（ha）

シカの生息密度（頭/㎢）

県営都市公園の利用者数（万人）

県営都市公園におけるイベント数（件）

自然観察会等に参加した人数（人）

自然ふれあい活動指導者登録者数（人）

緑づくり活動の参加人数（人）

緑の相談所の利用者数（万人）

道路緑化延長（㎞）

「緑の基本計画」策定市町村の割合（％）

多自然川づくりの整備延長（㎞）

河川愛護活動の参加人数（人）

市街地内幹線道路の無電柱化率（％）

景観計画策定市町村の割合（％）

3,311

450

68

9,600

30

12.4

137,802

82,976

6.5

384

30

7,318

259

6,829

19.2

519.6⑰

34.1

164.3

103,703

10.2

0

8,000
6,758
900
997
74
71

14,000
14,045
35
34
13.1
13.4

137,900
139,107
85,000
78,373
5.2
6.3
410
449
38
43

10,400
10,618
294
304
8,500
8,229
28.0
23.9
525.3
525.0
54.5
55.6
216.1
218.3
109,000
123,110
13.9
13.1
24.2
24.2

8,000
8,571
1,000
1,191
76
71

15,000
15,171
36
36
13.3
13.4

137,900
139,107
85,000
78,368
5.0
8.3
420
430
40
48

11,000
11,403
300
316
9,000
8,956
30.0
19.7
526.8
525.3
54.5
55.6
225.5
230.6
110,000
124,711
14.2
13.3
27.3
24.2

施　策　項　目 指　　　　標 16年度数値
21年度目標値
21年度数値

22年度目標値
22年度数値

Ⅱ　人と自然が共生する潤いのある地域づくり
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（1）地球温暖化
　　防止対策の
　　推進

（1）自主的な環
　　境保全活動
　　の促進

（2）環境学習の
　　推進

（3）普及・啓発活
 動の推進

県庁の温室効果ガス排出量（ｔ-CO2）

道路整備による二酸化炭素排出削減量（ｔ-CO2）

ISO14001審査登録件数（件）

エコアクション21認証登録事業所数（事業所）

とちの環県民会議会員数（団体・個人）

グリーン調達推進方針策定市町村の割合（％）

エコファーマーの認定者数（人）

環境学習関連事業を実施している市町村の割合（％）

県・市町村における環境学習関連事業実施件数（件）

こどもエコクラブ参加者数（累計）（人）

環境教育研修参加者数（累計）（人）

インターネット版環境講座の受講回数（回）

県の環境関連ホームページへのアクセス件数（千件）

環境関連のホームページを開設している市町村の割合（％）

62,809⑮

0⑰

292

4

483

14.3

5,578

46.9

743

12,245

234⑰

25

1,627⑲

15.9

60,005
55,806
132,362
74,400

393
361
増加
99
580
384
増加
18.5
7,600
7,535
92.0
100
790
1,886
21,200
22,894
326
350
増加
37
1,778
1,478
増加
86.7

59,040
55,283
179,538
108,400

400
357
増加
127
600
389
増加
22.2
8,000
7,627
100
100
800
2,312
23,000
26,027
350
386
増加
46
1,854
2,032
増加
100

施　策　項　目 指　　　　標 16年度数値
21年度目標値
21年度数値

22年度目標値
22年度数値

Ⅲ　地球環境の保全に貢献する社会づくり

Ⅳ　環境保全活動への積極的な参加

と ち ぎ の 環 境 27 栃木県環境白書概要版



環境行政についてのお問い合わせ

古紙配合率100％再生紙を使用しています

本　庁
■環境森林部
 ●環境森林政策課 企画調整担当 623-3257
  環境立県担当 623-3185
  指導検査班 623-3302
 ●地球温暖化対策課 計画推進担当 623-3186
  環境学習・保全活動担当 623-3297
 ●環境保全課 大気環境担当 623-3188
  水環境担当 623-3189
 ●自然環境課 自然公園担当 623-3211
  自然保護担当 623-3261
 ●廃棄物対策課 一般廃棄物担当 623-3107
  産業廃棄物対策室 623-3154
 ●馬頭処分場整備室 施設整備担当 623-3227
  事業推進担当（那珂川分室）
  　　　　　　　　　0287-92-1411
 ●林業振興課 低コスト林業推進担当 623-3286
  林業担い手担当 623-3272
  木材利用推進班 623-3275
 ●森林整備課 森林保全担当 623-3288
  治山担当 623-3285
  森づくり推進班 623-3298
■総合政策部
 ●地域振興課 土地利用調整班 623-2267
■県民生活部
 ●くらし安全安心課 消費行政推進室 623-2134
  （消費生活センター）
■産業労働観光部
 ●工業振興課 技術振興担当 623-3192
  鉱政担当 623-3197
 ●経営支援課 小規模企業支援担当 623-3172
■農政部
 ●農村振興課 都市農村交流担当 623-2333
  環境対策担当 623-2362
 ●経営技術課 環境保全型農業担当 623-2286
 ●生産振興課 果樹花き担当 623-2329
 ●畜産振興課 企画経営担当 623-2344
  環境飼料担当 623-2350
 ●農地整備課 調査計画担当 623-2360
  水利保全担当 623-2369
  圃場整備担当 623-2364
■県土整備部
 ●技術管理課 技術調整担当 623-2421
 ●交通政策課 交通企画担当 623-2187
  交通計画担当 623-2447
  道路計画担当 623-2409
 ●河川課 企画治水担当 623-2438
  水政管理担当 623-2442
 ●都市計画課 景観づくり担当 623-2463
  開発指導担当 623-2466
  地域計画担当 623-2468
 ●都市整備課 事業管理担当 623-2473
  街路担当 623-2475
  公園緑地担当 623-2474
  下水道室 623-2504
 ●建築課 企画営繕担当 623-2516
  建築指導班 623-2514
 ●住宅課 企画支援担当 623-2484
■企業局
 ●電気課 施設担当 623-3829
■教育委員会事務局
 ●文化財課 杉並木保護担当 623-3460
■警察本部生活安全部
 ●生活環境課  （代）621-0110

〔市外局番028〕
総合受付　　623-2323

出先機関
●県西環境森林事務所 0288-21-1178

●県東環境森林事務所 0285-81-9001

●県北環境森林事務所 0287-23-6363

●県南環境森林事務所 0283-23-1441

●小山環境管理事務所 0285-22-4309

●矢板森林管理事務所 0287-43-0427

●林業センター 028-669-2211

●県民の森管理事務所 0287-43-0479

●保健環境センター 028-673-9070

〈表紙の写真〉
左上：マイはし作り（日光市）
右上：急速充電スタンド（佐野市）
左下：植樹活動（矢板市）
右下：生き物調査（宇都宮市）

〈もくじの写真〉
・小田代原（日光市）

●とちぎのエコ・もりホームページ
　https://www.ecomori-tochigi.jp/
●とちぎの青空ホームページ
　http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/aozora.html
編集・発行　栃木県環境森林部環境森林政策課

〒  320-8501　栃木県宇都宮市塙田1-1-20
TEL 028-623-3185　　FAX 028-623-3259
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