
 

 

第４部 令和４（2022）年度に講じようとする施策 

 
第４部では、今年度講じる施策について、栃木県環境基本計画（令和３（2021）年度～令和７（2025）

年度）の章立てに沿って記載している。 
※以下の表では、左列に事業名、中列に予算(千円)、右列に事業内容を記載している。 

 
   脱炭素社会の構築と気候変動への適応を目指す｢とちぎ｣ 

（１）温室効果ガスの排出削減 

温室効果ガス排出削減事業

（気候変動対策課） 
33,695 

県内中小企業者等に対し、省エネ設備への更新に対する助成

等を行い、温室効果ガス排出量の削減を促進 

温暖化対策優良事業所認定事業 

中小企業脱炭素普及啓発強化事業 

省ＣＯ２設備導入補助事業 

次世代自動車導入加速化事業 

（環境森林政策課） 
137,533 

ＥＶ・ＰＨＶ導入促進事業 

環境配慮型ＭａａＳ活用交通ﾓﾃﾞﾙ構築事業 

商用水素ステーション整備支援事業 

ＦＣＶ導入支援事業 等 

公共交通利活用促進事業 

（交通政策課） 
2,569 

バス運行情報見える化事業 

公共交通利用ポータルサイトの更新 

小学生向け副読本の作成 

エコ通勤リーフレットの作成 

再生可能エネルギー導入促進

事業（気候変動対策課） 
25,000 

太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を促進 

自家消費型太陽光発電設備導入支援事業 

バイオガス発電設備管理事業

（都市整備課） 
61,602 下水道浄化センターにおけるバイオガス発電設備の維持管理 

県庁率先脱炭素化事業 

（気候変動対策課） 
330,678 

県有施設の省エネ改修やエネルギー管理システムの導入等に

より、2030 年までの温室効果ガス排出 80％削減を目指し、県

庁が率先して脱炭素化を推進 

公用車ＺＥＶ化推進調査事業

（環境森林政策課） 
10,000 県公用車の計画的・効率的なＺＥＶ化のための調査 

造林事業 

（林業木材産業課） 
1,086,776 間伐、植栽等の森林整備への支援 

とちぎ材の家づくり支援事業

（林業木材産業課） 
143,300 

県産出材を使用した木造住宅の建設に対する支援（県内・県

外・耐震・増改築） 

とちぎの元気な森づくり未来

の森整備事業 

（林業木材産業課） 

608,372 
森林の公益的機能の高度発揮を図るための再造林、路網整備、

獣害対策への支援 

木造・木質化等事業 

（林業木材産業課） 
45,564 県有及び民間施設の木造・木質化に対する支援 

林業・木材産業構造改革事業 

（林業木材産業課） 
249,700 

間伐材の利用促進に向けた安定供給体制の構築に資する間伐

・路網整備の実施 

治山事業（森林整備課） 71,400 
改植・補植等による荒廃した山地の復旧や水源地域の森林整

備 

脱炭素先行地域づくり支援事

業費（環境森林政策課） 
33,000 市町における脱炭素先行地域創出に向けた基本構想の策定 

とちぎグリーン農業推進事業

（経営技術課） 
36,628 

温室効果ガス削減技術に関する調査・研究 

とちぎグリーン農業推進体制の整備 

クリーンエネルギーを活用した農業用機械等の導入支援 
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（１）温室効果ガスの排出削減 

フロン排出抑制推進 

（環境保全課） 
1,354 フロン排出抑制法に基づく事業者登録及び指導 

｢COOL CHOICE とちぎ｣県民運

動推進事業 

（気候変動対策課） 

17,630 
｢COOL CHOICE とちぎ｣県民運動を展開し、県民の脱炭素型ラ

イフスタイルへの転換を促進 

 

（２）気候変動への適応 

気候変動適応推進事業 

（気候変動対策課） 
19,800 

栃木県気候変動適応センターを中核として、地域の実情に応

じた気候変動適応策を推進 

未来農業創造研究費 

（農政課） 
11,982 

企業・大学等との連携による気候変動等に対応した農作物の

安定供給に資する革新的な研究開発の促進 

継続試験研究事業 

（経営技術課） 
48,203 気候変動に対応する新品種育成や技術開発等 

 

 
自立分散型エネルギーで支えられる災害に強い｢とちぎ｣ 

（１）分散型エネルギーの自立化 

環境エネルギー産業立地促進

事業（環境森林政策課） 
420,000 ＣＯ２削減等に寄与する発電所の立地助成 

次世代自動車導入加速化事業 

（環境森林政策課） 

137,533 

(再掲) 
ＥＶ・ＰＨＶ導入促進事業 等 

 

（２）エネルギー需給体制の強靱化 

地域電源供給拠点整備促進事

業（環境森林政策課） 
20,000 

再生可能エネルギー由来電力等を導入する事業者のＥＶ急速

充電器設置に対する助成 

 

 
良好な生活環境が保全された｢とちぎ｣ 

（１）大気環境の保全 

大気汚染監視事業 

（環境保全課） 
101,048 

大気汚染常時監視 

大気環境情報システム運用・機器整備 

大気・地盤環境情報システム整備 

大気保全事業（環境保全課） 22,061 

有害大気汚染物質等モニタリング調査 

アスベスト環境モニタリング調査 

大気汚染環境調査 

環境放射能調査広域大気汚染物質調査  

公共交通利活用促進事業 

（交通政策課） 

2569 

(再掲) 

バス運行情報見える化事業 

公共交通利用ポータルサイトの更新 

小学生向け副読本の作成 

エコ通勤リーフレットの作成 

 

（２）水環境の保全 

公共用水域等水質監視事業

（環境保全課） 
55,861 

公共用水域･地下水水質常時監視 

渡良瀬川上流水域調査 

湖沼調査船保守管理 

 

２ 
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（２）水環境の保全 

浄化槽対策推進事業 

（環境保全課） 
106,251 

浄化槽設置整備事業 

浄化槽普及推進事業 

奥日光清流清湖保全事業 

（環境保全課） 
1,695 奥日光清流清湖保全協議会 湯ノ湖コカナダモ対策事業 

農業集落排水事業 

（農村振興課） 
16,450 農業集落排水処理施設の機能保全対策 

休廃止鉱山坑廃水処理補助事

業（工業振興課） 
15,963 休廃止鉱山坑廃水処理補助事業 

 
（３）土壌・地盤環境の保全 

地盤沈下対策事業 

（環境保全課） 
15,498 

精密水準測量 

地盤変動及び地下水位観測 

 

（４）騒音・振動・悪臭の防止 
騒音振動悪臭防止事業 

（環境保全課） 
2,468 

自動車騒音の常時監視 

騒音振動の調査測定 

環境にやさしい畜産確立指導

事業（畜産振興課） 
465 畜産経営に起因する環境苦情等の原因調査と改善指導等 

 

（５）資源循環の推進 

産業廃棄物指導事業 

（資源循環推進課） 
230,070 

自動車リサイクル法対策 

産業廃棄物監視指導事業 

ＰＣＢ廃棄物処理対策事業 

とちの環エコ製品認定事業 

廃棄物処理施設立地等促進事業 

廃棄物処理施設周辺整備市町村交付金事業 

清掃指導事業 

（資源循環推進課） 
29,677 

災害等廃棄物対策 

食品ロス削減推進事業 

プラスチックごみ対策事業 

県営最終処分場整備事業 

（資源循環推進課） 
318,859 県営処分場「エコグリーンとちぎ」の整備 

 
 
 

  人と自然が共生する｢とちぎ｣  

（１）地域の生態系の保全 

自然保護事業費 

（自然環境課） 
3,589 自然環境の保全及び自然保護意識の高揚のための普及啓発 

野生動植物保全事業費 

（自然環境課） 
15,058 

希少種の保護増殖事業、レッドリスト・レッドデータブック

改訂事業 

とちぎの元気な森づくり里山

林整備事業（森林整備課） 
203,940 

森づくり活動団体等が行う地域住民の生活環境を保全等する

ために実施する里山林維持管理に対する支援 

とちぎの元気な森づくり地域

活動支援事業（森林整備課） 
11,194 

里山林等の持続的な保全のためのボランティアの育成・確保 

企業と森づくり活動団体とのマッチング 

実践型活動支援事業 

（環境森林政策課） 
2,493 森林経営管理制度に係る市町職員研修 

多面的機能支払事業 

（農村振興課） 
1,513,400 

農業・農村の多面的機能を維持・発揮させていくための協働

活動による農地・農業用水施設等の適切な保全管理活動、施

設の長寿命化などに対する支援 
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（１）地域の生態系の保全 

農村振興総合整備事業 

（農村振興課） 
100,000 景観や生態系に配慮した農業用用排水施設の整備等 

環境保全型農業技術開発研究

事業（経営技術課） 
1,326 

環境にやさしい適切な肥料施用技術開発 

化学農薬の使用を減らすための技術開発 

環境保全型農業推進事業 

（経営技術課） 
50,750 

環境にやさしい総合防除普及推進事業 

有機農業推進事業等 

環境保全型農業直接支払事業

（経営技術課） 
181,579 

化学肥料・農薬を５割以上低減する取組と合わせて行う地球

温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する

支援 

農地整備事業（農地整備課） 2,848,000 
水田地域の豊かな自然環境との調和に配慮した生産基盤と生

活環境の一体的な整備 

安全な川づくり事業 

（河川課） 
4,284,000 自然環境・景観等に配慮した多自然川づくり 

河川愛護事業（河川課） 4,273 住民による河川の環境美化活動の支援 

 

（２）森林・みどりづくり活動の推進 

とちぎの元気な森づくり未来

の森整備事業 

（林業木材産業課) 

608,372 

(再掲) 

森林の公益的機能の高度発揮を図るための再造林、路網整備、

獣害対策への支援 

豊かな水源の森づくり対策事

業（林業木材産業課・森林整

備課） 

15,565 
水源地域森林における水源涵養等公益的機能の維持・増進を

図るための獣害対策強化等 

林業センターにおける試験研

究事業（林業木材産業課） 
1,466 

林業の振興及び自然環境の保全に必要な技術を開発するため

の試験・研究 

林業労働力確保支援ｾﾝﾀｰ事業

（林業木材産業課） 
14,332 

林業従事者を確保・育成するため、栃木県林業労働力確保支

援センターが行う研修等支援 

みどりづくり推進事業 

（森林整備課） 
13,779 

地域で「みどり」のおもてなし事業 

緑化普及啓発事業、緑化推進助成事業 

治山事業（森林整備課） 
71,400 

(再掲) 

改植・補植等による荒廃した山地の復旧や水源地域の森林整

備 

地域実装協議会運営費 

（環境森林政策課） 
413 

未来技術社会実装事業（内閣府）に基づく「とちぎスマート

林業推進協議会」の運営 

とちぎの元気な森づくり県民

会議等事業 

（環境森林政策課） 

5,560 

とちぎの元気な森づくり県民会議の活動 

とちぎの元気な森づくり県民税事業広報 PR 

税事業評価委員会による事業の評価・検証 

都市公園事業（都市整備課） 1,106,129 

都市公園の整備・既存公園の維持管理 

都市緑化の普及啓発 

緑化事業の推進 

 
（３）自然の利活用・環境整備 

自然公園等施設管理事業 

（自然環境課） 
22,833 自然公園等施設の安全・快適性の確保のための維持管理 

自然公園等施設整備事業 

（自然環境課） 
95,000 

自然公園等の安全・快適な利用促進のための計画的な施設整

備 

日光自然博物館等管理運営事

業（自然環境課） 
142,173 日光自然博物館等の管理運営、館内の修繕 
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（４）野生鳥獣の適正管理 

特定鳥獣等保護管理事業 

（自然環境課） 
13,317 

野生鳥獣（ニホンジカ、イノシシ等）の科学的・計画的な保

護管理の実施 

鳥獣試験事業 

（自然環境課 
6,412 効率的な捕獲技術や林業被害防除技術の研究 

シカ・イノシシ捕獲強化事業 

（自然環境課)  
105,389 

市町が行うシカ・イノシシの有害捕獲経費の支援及び捕獲従

事者に対する助成 

緊急捕獲活動推進事業 

（自然環境課） 
177,400 市町の「被害防止計画」に基づく捕獲活動への支援 

指定管理鳥獣捕獲等事業 

（自然環境課） 
10,185 

指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の捕獲等を県が捕獲

を実施 

広域捕獲活動推進事業 

（自然環境課） 
6,309 県が行う市町をまたいだイノシシ捕獲 

「森の番人」確保育成事業 

（自然環境課） 
1,430 

捕獲の担い手である狩猟者の確保・育成による捕獲体制の整

備 

認定鳥獣捕獲等事業者支援事

業（自然環境課） 
1,903 

認定鳥獣捕獲等事業者が行う研修等に係る経費の支援の確保

・育成 

とちぎ獣害対策アドバイザー

派遣事業（自然環境課） 
6,028 

県内各地域に獣害対策の専門家を派遣し、地域ぐるみの総合

的な被害対策を促進 

獣害対策地域リーダー育成事

業（自然環境課） 
3,000 

地域ぐるみの被害対策を行うためのリーダーとなる人材の養

成等 

ＩＣＴ等獣害防除新技術実証

事業（自然環境課） 
3,523 ＩＣＴを活用した捕獲や被害防除の省力化の実証 

次世代林業技術検証事業 

（自然環境課） 
4,735 ＩＣＴによる林業分野での捕獲省力化技術の検証 

有害鳥獣河川敷緩衝帯整備事

業（自然環境課） 
65,000 

野生獣の移動経路や生息場所となっている河川敷の藪におけ

る大規模緩衝帯の整備 

鳥獣保護事業（自然環境課） 9,742 
鳥獣保護区の管理、放鳥、狩猟免許事務、鳥インフルエンザ

野鳥対策等 

特定獣適正管理事業 

（自然環境課） 
5,370 

サルの捕獲やクマの学習放獣への支援等に対する市町村への

助成 

鳥獣から農作物を守る対策事

業（経営技術課） 
121,294 野生鳥獣による農作物被害を防止するための取組への支援 

 

 
（５）外来種対策の推進 

外来種対策事業費 

（自然環境課） 
7,493 外来種防除事業、普及啓発 

クビアカツヤカミキリ特別対

策事業（経営技術課） 
763 

クビアカツヤカミキリによる被害拡大防止に向けた調査及び

予防対策支援 

 
 
  

共通施策  

（１）未来技術の導入促進 

地域実装協議会運営費 

（環境森林政策課） 

413 

(再掲) 

未来技術社会実装事業（内閣府）に基づく「とちぎスマート

林業推進協議会」の運営 

環境配慮型 MaaS 活用交通ﾓﾃﾞ

ﾙ構築事業（環境森林政策課） 

24,050 

(再掲) 
ＭａａＳを活用した観光地における交通モデルの構築等 

 

５ 

- 153 -



 

 

（２）持続可能な地域づくり 

地域電源供給拠点整備促進事

業（環境森林政策課） 

20000 

(再掲) 

再生可能エネルギー由来電力等を導入する事業者のＥＶ急速

充電器設置に対する助成 

とちぎ材の家づくり支援事業

（林業木材産業課） 

143,300 

(再掲) 

県産出材を使用した木造住宅の建設に対する支援（県内・県

外・耐震・増改築） 

ESD・環境学習デザイン力向上

事業（気候変動対策課） 
127 教職員を対象とした ESD 研修の開催 

グリーン・ツーリズム推進総

合事業（農村振興課） 
17,046 

グリーン・ツーリズム取組推進のための人材育成、組織づく

り、情報発信等 

農村ファン活躍支援モデル事

業（農村振興課） 
11,500 都市住民等の農村環境保全活動への参加促進 

愛リバーとちぎ事業 

（河川課） 
790 ボランティア団体等による河川の環境美化活動の支援 

「那須平成の森」自然体験活

動推進事業（自然環境課） 
800 

生物多様性を支える人づくりのための自然体験プログラムの

実施支援 

国立公園満喫プロジェクト推

進事業（自然環境課） 
479,025 

日光国立公園のナショナルパークとしてのブランド化のため

の受入環境整備 

とちぎふるさと街道整備事業 

（自然環境課） 
162 

条例に基づき指定した街道景観形成地区における沿道景観の

整備 

日光自然博物館等管理運営事

業（自然環境課） 

142,173 

(再掲) 
日光自然博物館等の管理運営、館内の修繕 

みどりづくり推進事業 

（森林整備課） 

13,779 

(再掲) 

地域で「みどり」のおもてなし事業 

緑化普及啓発事業、緑化推進助成事業 

 

（３）安全・安心な地域づくり 

ダイオキシン類対策事業 

（環境保全課） 
7,391 

ダイオキシン類の環境モニタリング調査 

事業場等監視指導事業 

フロン排出抑制推進 

（環境保全課） 

1354 

(再掲) 
フロン排出抑制法に基づく事業者登録及び指導 

化学物質対策推進事業 

（環境保全課） 
1,542 化学物質環境汚染実態調査 

環境に関する試験研究・整備

事業（環境保全課） 
2,437 環境に関する試験検査及び調査研究 分析機器等の整備 

環境保全資金貸付事業 

（環境保全課） 
645,103 

中小企業者等向け環境保全資金貸付 一般住宅用太陽光発電

システム資金貸付等 

公害紛争等処理事業 

（環境保全課） 
252 

公害紛争処理 

公害苦情処理 

工場等規制指導事業 

（環境保全課） 
3,545 

工場等規制指導事業（環境保全巡回事業等） 

届出情報管理事業 

大気保全事業（環境保全課） 
22,061 

(再掲) 

有害大気汚染物質等モニタリング調査 

アスベスト環境モニタリング調査 

大気汚染環境調査 

環境放射能調査 

広域大気汚染物質調査 

環境影響評価推進事業 

（環境森林政策課） 
481 環境影響評価技術審査会の開催 
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（４）景観形成による魅力ある地域づくり 

屋外広告物指導費 

（都市計画課） 
645 

屋外広告物法及び栃木県屋外広告物条例の運用による良好な

景観形成の推進 

景観づくり推進事業 

（都市計画課） 
314 地域の特性を生かした魅力ある景観づくりの推進 
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