


　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。地球温暖化に起
因する地球規模での気候の変化に伴い、集中豪雨や竜巻といった異常気
象は私たちの生活そのものを脅威にさらすとともに、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、今こそ私たちは真
剣に、環境問題に取り組まなければなりません。
　また、平成 23 年３月に発生した東日本大震災による直接的な被害の復旧については目処が立
ちましたが、原子力発電所事故に伴う放射性物質の影響やエネルギー問題は、依然として県民生
活や県内産業に様々な影を落としています。

　こうした中、県は、平成 23 年３月に策定した「栃木県環境基本計画」に基づき、「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」などの個別計画と
連携して、「とちぎ環境立県戦略」や栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」に掲げるとちぎの
目指すべき将来像の実現に向けて、各種施策を積極的に展開しています。
　加えて、東日本大震災からの一日も早い復興を目指し、災害廃棄物等の処理や除染をはじめと
する各種放射能対策や、地域特性を活かした再生可能エネルギーの普及拡大に積極的に取り組ん
でいます。
　恵み豊かなふるさとの環境を将来に引き継いでいくため、そして、かけがえのない地球の未来
を守り育てるため、県は県民の皆さんはもとより、国や県内市町、県内企業・団体とともに積極
的に取り組んで参ります。

　この「栃木県環境白書」は、本県の環境の状況や平成 24 年度に県が実施した環境保全に関す
る施策等についてまとめたものです。本書を通して、県民の皆さんに環境問題への理解を深めて
いただくとともに、「地球と人にやさしい “ エコとちぎ ”」の実現に向けた「行動」のための一助
となれば幸いです。

　　平成 25 年９月
栃木県知事　　　福　田　富　一
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第１部 　総　　説

トピックス

第１章　東日本大震災を受けての取組　　　　　 

第２章　環境行政の総合的な推進

第３章　環境の状況と対策の概要
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トピックス　～平成 24年度の話題～

渡良瀬遊水地１

■本州最大級のヨシ原が広がり、多くの野生動植物が生息・生育する渡良瀬遊水地は、24年７月の第11
回締約国会議にあわせてラムサール条約湿地に登録されました。（登録面積：2,861ha）

■県内では17年11月に登録された奥日光の湿原に次いで登録されたものであり、これまでに、国内では
46箇所、137,968haが条約湿地に登録されています。

■登録を契機として、遊水地の歴史や素晴らしい自然についての普及啓発を図るため、栃木市、小山市、
野木町と共同で渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録記念講演会を開催しました。

■今後とも、国や市町村、関係機関と連携を図り、豊かな生態系の保全と治水機能の確保の両立に努める
とともに、県民の貴重な財産として、未来に継承して参ります。

渡良瀬遊水地がラムサール条約湿地に登録

ラムサール条約とは

　1971年にイランのカスピ海湖畔の町ラムサールで、特に水鳥の生息地として、国際的に重要な湿地に関する条約が
採択されました。これがラムサール条約です。
　日本は、1980年にラムサール条約に加入しましたが、現在世界では162ヶ国が加入しており、登録湿地数は2,040
箇所、登録面積は約193百万ha、３年毎に締約国会議が開催されています。（24年７月現在）
　ラムサール条約の目的は、水鳥の生息地としてだけではなく、私たちの生活環境を支える重要な生態系として、幅広く
湿地の保全・再生を呼びかけ、湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に賢明な利用を図ることで
あり、湿地の保全や賢明な利用のために人々の交流や情報の交換、教育、普及啓発活動を進めることを定めています。

　■本州最大級のヨシ原が広がり、多くの野生動植物が生息・生育する渡良瀬遊水地は、平成２４年７月の第１１回締約
 国会議にあわせてラムサール条約湿地に登録されました。（登録面積：２，８６１ｈａ）

　■県内では平成１７年１１月に登録された奥日光の湿原に次いで登録されたものであり、これまでに、国内では４６箇
 所、１３７，９６８ｈａが条約湿地に登録されています。

　■登録を契機として、遊水地の歴史や素晴らしい自然についての普及啓発を図るため、栃木市、小山市、野木町と共同
 で渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録記念講演会を開催しました。

　■今後とも、国や市町村、関係機関と連携を図り、豊かな生態系の保全と治水機能の確保の両立に努めるとともに、県
　  民の貴重な財産として、未来に継承して参ります。

上空から見た渡良瀬遊水地（国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所提供）

ラムサール条約とは

日本での登録条件

渡良瀬遊水地がラムサール条約登録湿地に登録

　１９７１年にイランのカスピ海湖畔の町ラムサールで、特に水鳥の生息地として、国際的に重要な湿地に関する
条約が採択されました。これがラムサール条約です。
　日本は、１９８０年にラムサール条約に加入しましたが、現在世界では162ヶ国が加入しており、登録湿地数は
２，０４０箇所、登録面積は約１９３百万ha、３年毎に締約国会議が開催されています。（平成２４年７月現在）
　ラムサール条約の目的は、水鳥の生息地としてだけではなく、私たちの生活環境を支える重要な生態系として、
幅広く湿地の保全・再生を呼びかけ、湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に賢明な利用を
図ることであり、湿地の保全や賢明な利用のために人々の交流や情報の交換、教育、普及啓発活動を進めることを
定めています。

１　国際的な９つの基準のいずれかに該当すること。
　（渡良瀬遊水地は、基準１：特定の生物地理を代表すタイプや固有のタイプの湿地、または希少なタイプの湿
地）
２　国の法律により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること。
　（渡良瀬遊水地は、河川法（河川区域）と鳥獣保護法（国指定鳥獣保護区）による。）
３　地元住民などの登録への賛意が得られること。
　（渡良瀬遊水地は、関係する４県６市町すべての地方公共団体からの賛意を得ている。）

トピックス　　～平成��年度の話題～
１ 渡良瀬遊水池
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日本での登録条件

１　国際的な９つの基準のいずれかに該当すること。
　（渡良瀬遊水地は、基準１：特定の生物地理を代表するタイプや固有のタイプの湿地、または希少なタイプの湿地）
２　国の法律により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること。
　（渡良瀬遊水地は、河川法（河川区域）と鳥獣保護法（国指定鳥獣保護区）による。）
３　地元住民などの登録への賛意が得られること。
　（渡良瀬遊水地は、関係する４県６市町すべての地方公共団体からの賛意を得ている。）

上空から見た渡良瀬遊水地
（国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所提供）
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生息・生育する動植物

植物
　本州最大級のヨシ原を主体とする湿地が広がっており、トネハナヤスリやタチスミレ、ワタラセツリフネソウなどのレ
ッドリスト掲載種を含めて、700種以上の植物種の生育が確認されています。
動物
　春から夏にかけてはオオヨシキリやセッカなどの草原性の鳥類、冬にはカモ類やホオジロ類、チュウヒをはじめとす
る猛禽類の越冬地として、140種以上の鳥類が確認されています。
　また、オオルリハムシやワタラセハンミョウモドキなどの湿地性の貴重な昆虫を含めて、約1,700種の昆虫類の生息
が確認されています。

渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録記念講演会の開催

　渡良瀬遊水地がラムサール条約湿地に登録されたことを記念し、栃木市、小山市、野木町と栃木県が共同で、24年
９月29日に開催しました。
　第１部では、渡良瀬遊水地の生物多様性や治水等についての講演、ヨシを活用した環境保全活動の研究発表を行
いました。
　第２部では、渡良瀬遊水地の第２調節池において、治水事業の実施状況を見学したり、掘削地付近の動植物を中心
とする自然観察会を行いました。
　参加者の皆さんは、講演を熱心に聞き入り、自然観察会では豊かな生物多様性に感動した様子で、これからの湿地
保全と治水の両立につながることが期待されます。

今後の栃木県の取組

　渡良瀬遊水地における湿地保全と治水の両立を図ることの重要性を多くの方々に知っていただくため、普及啓発用
ＤＶＤを作成して、普及啓発を図って参ります。
　また、渡良瀬遊水地の湿地保全と賢明な利用について、県内の関係市町などの関係機関と連携を図り、今後の対策
を検討して参ります。

　 　　

　 　

タチスミレ トネハナヤスリ ワタラセツリフネソウ
チュウヒ

セッカ
オオルリハムシ 　　ワタラセハンミョウモドキ

生息・生育する動植物
��
　本州最大級のヨシ原を主体とする湿地が広がっており、トネハナヤスリやタチスミレ、ワタラセツリフネソウなど
のレッドリスト掲載種を含めて、７００種以上の植物種の生育が確認されています。
��
　春から夏にかけてはオオヨシキリやセッカなどの草原性の鳥類、冬にはカモ類やホオジロ類、チュウヒをはじめと
する猛禽類の越冬地として、１４０種以上の鳥類が確認されています。
　また、オオルリハムシやワタラセハンミョウモドキなどの湿地性の貴重な昆虫を含めて、約１，７００種の昆虫類
の生息が確認されています。
　

渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録記念講演会の開催
　渡良瀬遊水地がラムサール条約湿地に登録されたことを記念し、栃木市、小山市、野木町と栃木県が共同で、平成
２４年９月２９日に開催しました。
　第１部では、渡良瀬遊水地の生物多様性や治水等についての講演、ヨシを活用した環境保全活動の研究発表を行い
ました。
　第２部では、渡良瀬遊水地の第２調節池において、治水事業の実施状況を見学したり、掘削地付近の動植物を中心
とする自然観察会を行いました。
　参加者の皆さんは、講演を熱心に聞き入り、自然観察会では豊かな生物多様性に感動した様子で、これからの湿地
保全と治水の両立につながることが期待されます。

栃木県の取組

　渡良瀬遊水地における湿地保全と治水の両立を図ることの重要性を多くの方々に知っていただくため、普及啓発用
ＤＶＤを作成して、普及啓発を図って参ります。
　また、渡良瀬遊水地の湿地保全と賢明な利用について、県内の関係市町などの関係機関と連携を図り、今後の対策
を検討して参ります。
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タチスミレ トネハナヤスリ ワタラセツリフネソウ
チュウヒ

セッカ
オオルリハムシ 　　ワタラセハンミョウモドキ

生息・生育する動植物
��
　本州最大級のヨシ原を主体とする湿地が広がっており、トネハナヤスリやタチスミレ、ワタラセツリフネソウなど
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第
１
部



１．メガソーラー事業

２．屋根貸し事業

■とちぎ環境立県戦略に掲げた「とちぎサンシャイン」プロジェクトに基づき、太陽光発電の飛躍的拡大
を図り、災害に強い地域づくりを推進するため、メガソーラー（大規模太陽光発電所）事業や屋根貸し
事業に取り組んでいます。

再生可能エネルギーの推進２

｢とちぎサンシャイン｣ プロジェクト

　メガソーラーとは、出力1メガワット（1,000キロワット）以上の大規模な太陽光発電所のことを言
います。
　栃木県のメガソーラー事業は、県が事業候補地と発電事業者を募集し、マッチングにより事業化の支
援を行うものです。

　建物の屋根は、日照が期待できるとともに発電パネルを設置するスペースを確保しやすく、太陽光発
電を行う上で非常に適しています。
　栃木県の屋根貸し事業は、県有施設の屋根を発電事業者に貸し付けることにより、太陽光発電の導入
拡大を図るとともに、県有施設の有効活用や地域経済の活性化を図るものです。

■メガソーラー事業用候補地
　　　60箇所（県５箇所･市町５箇所･民有地50箇所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※随時募集受付
■事業進捗の状況
　・事業候補者が決定した箇所
　　　14箇所
　　　※このうち、発電を開始した箇所
　　　　　７箇所（合計の最大出力約13メガワット）
　・事業者を選定している箇所
　　　９箇所

■対象施設
　　６施設（18棟）

■事業進捗の状況
　　24年度に６施設の事業者（４者）
　を選定し、工事に向けた手続きを進
　めています。
　　今後、他の県有施設についても、
　事業を導入していく予定です。

◆事業の概要

◆事業の概要

◆事業の実施状況

◆事業の実施状況

（24年度末現在）

 衛生福祉大学校（宇都宮市）
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■とちぎ環境立県戦略に掲げた「とちぎサンシャイン」プロジェクトに基づき、太陽光発電の飛躍的拡大
　を図り、災害に強い地域づくりを推進するため、メガソーラー（大規模太陽光発電所）事業や屋根貸し
　事業に取り組んでいます。

｢とちぎサンシャイン｣プロジェクト
2 再生可能エネルギーの推進

　メガソーラーとは、出力1メガワット（1,000キロワット）以上の大規模な太陽光発電所のことを
言います。
　栃木県のメガソーラー事業は、県が事業候補地と発電事業者を募集し、マッチングにより事業化の
支援を行うものです。

　■メガソーラー事業用候補地
　　　60箇所（県５箇所･市町５箇所･民有地50箇所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※随時募集受付
　■事業進捗の状況
　　 ・事業候補者が決定した箇所
　　　　　14箇所
　　　　　※このうち、発電を開始した箇所
　　　　　　　７箇所（合計の最大出力約13,000kW）
　　 ・事業者を選定している箇所
　　　　　９箇所

１．メガソーラー事業

��������

������

　（24年度末現在）

　建物の屋根は、日照が期待できるとともに発電パネルを設置するスペースを確保しやすく、太陽光
発電を行う上で非常に適しています。
　栃木県の屋根貸し事業は、県有施設の屋根を発電事業者に貸し付けることにより、太陽光発電の導
入拡大を図るとともに、県有施設の有効活用や地域経済の活性化を図るものです。

　■対象施設
　　　６施設（18棟）
　■事業進捗の状況
　　　24年度に６施設の事業者（４者）
　　を選定し、工事に向けた手続きを進
　　めています。
　　　今後、他の県有施設についても、
      事業を導入して行く予定です。

２．屋根貸し事業

��������

������

写真 - 鹿沼ソーラーファーム（鹿沼市）

写真 - 衛生福祉大学校（宇都宮市）

南館

本館

�����������

鹿沼ソーラーファーム（鹿沼市）
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■とちぎ環境立県戦略に掲げた「とちぎサンシャイン」プロジェクトに基づき、太陽光発電の飛躍的拡大
　を図り、災害に強い地域づくりを推進するため、メガソーラー（大規模太陽光発電所）事業や屋根貸し
　事業に取り組んでいます。

｢とちぎサンシャイン｣プロジェクト
2 再生可能エネルギーの推進

　メガソーラーとは、出力1メガワット（1,000キロワット）以上の大規模な太陽光発電所のことを
言います。
　栃木県のメガソーラー事業は、県が事業候補地と発電事業者を募集し、マッチングにより事業化の
支援を行うものです。

　■メガソーラー事業用候補地
　　　60箇所（県５箇所･市町５箇所･民有地50箇所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※随時募集受付
　■事業進捗の状況
　　 ・事業候補者が決定した箇所
　　　　　14箇所
　　　　　※このうち、発電を開始した箇所
　　　　　　　７箇所（合計の最大出力約13,000kW）
　　 ・事業者を選定している箇所
　　　　　９箇所

１．メガソーラー事業

��������

������

　（24年度末現在）

　建物の屋根は、日照が期待できるとともに発電パネルを設置するスペースを確保しやすく、太陽光
発電を行う上で非常に適しています。
　栃木県の屋根貸し事業は、県有施設の屋根を発電事業者に貸し付けることにより、太陽光発電の導
入拡大を図るとともに、県有施設の有効活用や地域経済の活性化を図るものです。

　■対象施設
　　　６施設（18棟）
　■事業進捗の状況
　　　24年度に６施設の事業者（４者）
　　を選定し、工事に向けた手続きを進
　　めています。
　　　今後、他の県有施設についても、
      事業を導入して行く予定です。

２．屋根貸し事業

��������

������

写真 - 鹿沼ソーラーファーム（鹿沼市）

写真 - 衛生福祉大学校（宇都宮市）

南館

本館

�����������
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農村地域における取組

土木分野における取組

■栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーを利活用するために、農村地域や土木
分野において様々な取り組みを進めています。

｢とちぎの水 ･バイオマス｣ 活用プロジェクト

２．栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区

　本特区では、規制の特例措置や財政上の支援措置など総合特区制度を
活用し、地域指定された那須塩原市、塩谷町、宇都宮市内において、再生
可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源を活用した先駆的ビジ
ネスモデルによる小水力発電事業に取り組み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設置し、実
証試験を行いました。

◆事業の概要

 

－５－

■栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーを利活用するために、農村地域や土木
　分野において様々な取り組みを進めています。

｢とちぎの水･バイオマス｣活用プロジェクト

　ダムESCO事業は、ダム管理者が民間の持つ資金・経営能力な
どを活用し、管理用水力発電と既存施設の省エネルギー化を行う
ことにより、賦存の水力エネルギーの有効活用やダム管理におけ
る環境負荷（CO2）の低減、更には管理費の削減を図るものです。
本事業は、県が予算を掛けずに考案した全国初の事業です。
　24年度は、寺山ダムに導入しました。

３．ダムESCO事業【ダム】
������

　県内の流域下水処理場では、年間約520m3のバイオガス（メ
タン等）が発生しています。このバイオガスを有効活用するため
に、バイオガス発電設備を導入し、下水処理場の維持管理費の低
減を図ります。
　24年度は、ガス発生量が最も多い中央浄化センターが、下
水道の新規整備としては全国初のバイオガス発電機の設備認定を
受けました。

４．バイオガス発電事業【下水道施設】
������

写真 - 寺山ダム（矢板市）

写真 - 県央浄化センター（上三川町）

　産学官で構成する「栃木県スマートビレッジモデル研究会」に
より、農村地域のエネルギーの地産地消に向けた研究を行ってい
ます。
　24年度は、小水力発電適地調査、小水力発電電力のEV（電
気自動車）への充電試験を行うための蓄電･充電施設の設置、EV
による農作物集出荷等実証などを行いました。

１．スマートビレッジモデル研究事業
������

農村地域における取組

　本特区では、規制の特例措置や財政上の支援措置など総合特区
制度を活用し、地域指定された那須塩原市、塩谷町、宇都宮市内
において、再生可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源
を活用した先駆的ビジネスモデルによる小水力発電事業に取り組
み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設
置し、実証試験を行いました。

２．栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区
������

土木分野における取組

写真 - 実証実験の状況（那須塩原市）

写真 - EVによる農作物出荷等実証の状況
（那須塩原市）

実証実験の状況（那須塩原市）

３．ダム ESCO事業【ダム】

　ダムESCO事業は、ダム管理者が民間の持つ資金・経営能力などを活
用し、管理用水力発電と既存施設の省エネルギー化を行うことにより、
賦存の水力エネルギーの有効活用やダム管理における環境負荷（CO2）
の低減、更には管理費の削減を図るものです。
　本事業は、県が予算を掛けずに考案した全国初の事業です。
　24年度は、寺山ダムに導入しました。

◆事業の概要
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■栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーを利活用するために、農村地域や土木
　分野において様々な取り組みを進めています。

｢とちぎの水･バイオマス｣活用プロジェクト

　ダムESCO事業は、ダム管理者が民間の持つ資金・経営能力な
どを活用し、管理用水力発電と既存施設の省エネルギー化を行う
ことにより、賦存の水力エネルギーの有効活用やダム管理におけ
る環境負荷（CO2）の低減、更には管理費の削減を図るものです。
本事業は、県が予算を掛けずに考案した全国初の事業です。
　24年度は、寺山ダムに導入しました。

３．ダムESCO事業【ダム】
������

　県内の流域下水処理場では、年間約520m3のバイオガス（メ
タン等）が発生しています。このバイオガスを有効活用するため
に、バイオガス発電設備を導入し、下水処理場の維持管理費の低
減を図ります。
　24年度は、ガス発生量が最も多い中央浄化センターが、下
水道の新規整備としては全国初のバイオガス発電機の設備認定を
受けました。

４．バイオガス発電事業【下水道施設】
������

写真 - 寺山ダム（矢板市）

写真 - 県央浄化センター（上三川町）

　産学官で構成する「栃木県スマートビレッジモデル研究会」に
より、農村地域のエネルギーの地産地消に向けた研究を行ってい
ます。
　24年度は、小水力発電適地調査、小水力発電電力のEV（電
気自動車）への充電試験を行うための蓄電･充電施設の設置、EV
による農作物集出荷等実証などを行いました。

１．スマートビレッジモデル研究事業
������

農村地域における取組

　本特区では、規制の特例措置や財政上の支援措置など総合特区
制度を活用し、地域指定された那須塩原市、塩谷町、宇都宮市内
において、再生可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源
を活用した先駆的ビジネスモデルによる小水力発電事業に取り組
み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設
置し、実証試験を行いました。

２．栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区
������

土木分野における取組

写真 - 実証実験の状況（那須塩原市）

写真 - EVによる農作物出荷等実証の状況
（那須塩原市）

寺山ダム（矢板市）

４．バイオガス発電事業【下水道施設】

　県内の流域下水処理場では、年間約520m3のバイオガス（メタン
等）が発生しています。このバイオガスを有効活用するために、バイオ
ガス発電設備を導入し、下水処理場の維持管理費の低減を図ります。
　24年度は、ガス発生量が最も多い中央浄化センターが、下水処理場
の新規整備としては全国初となるバイオガス発電機の設備認定を受けま
した。

◆事業の概要
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■栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーを利活用するために、農村地域や土木
　分野において様々な取り組みを進めています。

｢とちぎの水･バイオマス｣活用プロジェクト

　ダムESCO事業は、ダム管理者が民間の持つ資金・経営能力な
どを活用し、管理用水力発電と既存施設の省エネルギー化を行う
ことにより、賦存の水力エネルギーの有効活用やダム管理におけ
る環境負荷（CO2）の低減、更には管理費の削減を図るものです。
本事業は、県が予算を掛けずに考案した全国初の事業です。
　24年度は、寺山ダムに導入しました。

３．ダムESCO事業【ダム】
������

　県内の流域下水処理場では、年間約520m3のバイオガス（メ
タン等）が発生しています。このバイオガスを有効活用するため
に、バイオガス発電設備を導入し、下水処理場の維持管理費の低
減を図ります。
　24年度は、ガス発生量が最も多い中央浄化センターが、下
水道の新規整備としては全国初のバイオガス発電機の設備認定を
受けました。

４．バイオガス発電事業【下水道施設】
������

写真 - 寺山ダム（矢板市）

写真 - 県央浄化センター（上三川町）

　産学官で構成する「栃木県スマートビレッジモデル研究会」に
より、農村地域のエネルギーの地産地消に向けた研究を行ってい
ます。
　24年度は、小水力発電適地調査、小水力発電電力のEV（電
気自動車）への充電試験を行うための蓄電･充電施設の設置、EV
による農作物集出荷等実証などを行いました。

１．スマートビレッジモデル研究事業
������

農村地域における取組

　本特区では、規制の特例措置や財政上の支援措置など総合特区
制度を活用し、地域指定された那須塩原市、塩谷町、宇都宮市内
において、再生可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源
を活用した先駆的ビジネスモデルによる小水力発電事業に取り組
み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設
置し、実証試験を行いました。

２．栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区
������

土木分野における取組

写真 - 実証実験の状況（那須塩原市）

写真 - EVによる農作物出荷等実証の状況
（那須塩原市）

県央浄化センター（上三川町）

１．スマートビレッジモデル研究事業

　産学官で構成する「栃木県スマートビレッジモデル研究会」により、
農村地域のエネルギーの地産地消に向けた研究を行っています。
　24年度には、小水力発電適地調査、小水力発電電力のEV（電気自動
車）への充電試験を行うための蓄電･充電施設の設置、EVによる農作物
集出荷等実証などを行いました。

◆事業の概要
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■栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーを利活用するために、農村地域や土木
　分野において様々な取り組みを進めています。

｢とちぎの水･バイオマス｣活用プロジェクト

　ダムESCO事業は、ダム管理者が民間の持つ資金・経営能力な
どを活用し、管理用水力発電と既存施設の省エネルギー化を行う
ことにより、賦存の水力エネルギーの有効活用やダム管理におけ
る環境負荷（CO2）の低減、更には管理費の削減を図るものです。
本事業は、県が予算を掛けずに考案した全国初の事業です。
　24年度は、寺山ダムに導入しました。

３．ダムESCO事業【ダム】
������

　県内の流域下水処理場では、年間約520m3のバイオガス（メ
タン等）が発生しています。このバイオガスを有効活用するため
に、バイオガス発電設備を導入し、下水処理場の維持管理費の低
減を図ります。
　24年度は、ガス発生量が最も多い中央浄化センターが、下
水道の新規整備としては全国初のバイオガス発電機の設備認定を
受けました。

４．バイオガス発電事業【下水道施設】
������

写真 - 寺山ダム（矢板市）

写真 - 県央浄化センター（上三川町）

　産学官で構成する「栃木県スマートビレッジモデル研究会」に
より、農村地域のエネルギーの地産地消に向けた研究を行ってい
ます。
　24年度は、小水力発電適地調査、小水力発電電力のEV（電
気自動車）への充電試験を行うための蓄電･充電施設の設置、EV
による農作物集出荷等実証などを行いました。

１．スマートビレッジモデル研究事業
������

農村地域における取組

　本特区では、規制の特例措置や財政上の支援措置など総合特区
制度を活用し、地域指定された那須塩原市、塩谷町、宇都宮市内
において、再生可能エネルギー、企業、人材、資金等の地域資源
を活用した先駆的ビジネスモデルによる小水力発電事業に取り組
み、地域活性化を目指します。
　24年度は、那須塩原市東原地内に2基の小水力発電施設を設
置し、実証試験を行いました。

２．栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区
������

土木分野における取組

写真 - 実証実験の状況（那須塩原市）

写真 - EVによる農作物出荷等実証の状況
（那須塩原市）EVによる農作物出荷等実証の状況

（那須塩原市）

－ 5－

第
１
部



- 6 -

��� �������������
��� ���
	�

空間放射線量率
県では、昭和62年度から文部科学省の委託により空間放射

線量率の常時監視を行っており、県保健環境センター（宇都
宮市）における福島第一原子力発電所事故前の平常値（19～
21年度の最低値～最高値）は0.030～0.067μSv/hでした。事
故後は、急激な線量の上昇（23年３月15日午前10時に最高値
1.318μSv/h）が認められましたが、その後は減少し、25年
３月31日現在、0.05μSｖ/h程度で推移しています。

24年３月末には、県内全市町にモニタリングポストを設置し、現在は29箇所で常時監視を行ってお
り、測定結果については、県ホームページでリアルタイムに公表しています。

図１－１－１ 県内の主なモニタリングポストの測定値
（25年４月１日午前０時、測定高さ１m）

水道水
県保健環境センターでは、23年３月18日からモニタリング強化により宇都宮市

松田新田浄水場（宇都宮市河原町）の水道水中の放射性物質について精密検査を
実施するとともに、各水道事業者等においても、同年３月20日から計画的に検査
を実施しています。

水道水中の放射性セシウム（セシウム134、137）については、県内24水道事業
者及び２水道用水供給事業者が定期的に検査を実施し、24年度には約3,400検体
を検査しました。

検査の検出下限は、管理目標値（10ベクレル／kg）に対応した各々１ベクレル
／kg以下として実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出でした。

また、県は河川の流域単位で４箇所の水道原水中の放射性物質の検査を毎週１回の頻度で200検体に
ついて実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出でした。

１

２
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　県では、昭和62年度から文部科学省の委託により空間放射線
量率の常時監視を行っており、県保健環境センター（宇都宮
市）における東京電力㈱福島第一原子力発電所事故前の平常値
（19～21年度の最低値～最高値）は0.030～0.067μSv/hでした。
事故後は、急激な線量の上昇（23年３月15日午前10時に最高値
1.318μSv/h）が認められましたが、その後は減少し、25年３月
31日現在、0.05μSｖ/h程度で推移しています。
　24年３月末には、県内全市町にモニタリングポストを設置し、現在は29箇所で常時監視を行ってお
り、測定結果については、県ホームページでリアルタイムに公表しています。

　県保健環境センターでは、23年３月18日からモニタリング強化によ
り宇都宮市松田新田浄水場（宇都宮市河原町）の水道水中の放射性物
質について精密検査を実施するとともに、各水道事業者等において
も、同年３月20日から計画的に検査を実施しています。
　水道水中の放射性セシウム（セシウム134、137）については、県内
24水道事業者及び２水道用水供給事業者が定期的に検査を実施し、24
年度には約3,400検体を検査しました。
　検査の検出下限は、管理目標値（10ベクレル／kg）に対応した
各々１ベクレル／kg以下として実施しましたが、検査結果は全ての
検体において不検出でした。
　また、県は河川の流域単位で４箇所の水道原水中の放射性物質の検
査を毎週１回の頻度で200検体について実施しましたが、検査結果は
全ての検体において不検出でした。

第１章　東日本大震災を受けての取組

第１節 放射性物質調査

空間放射線量率１

水道水２
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空間放射線量率
県では、昭和62年度から文部科学省の委託により空間放射

線量率の常時監視を行っており、県保健環境センター（宇都
宮市）における福島第一原子力発電所事故前の平常値（平成
19～21年度の最低値～最高値）は0.030～0.067μSv/hでした。
事故後は、急激な線量の上昇（23年3月15日午前10時に最高
値1.318μSv/h）が認められましたが、その後は減少し、25
年3月31日現在、0.05μSｖ/h程度で推移しています。

24年3月末には、県内全市町にモニタリングポストを設置し、現在は29か所で常時監視を行っており、
測定結果については、県ホームページでリアルタイムに公表しています。

図１－１－１ 県内の主なモニタリングポストの測定値
（25年4月1日午前0時、測定高さ1m）

水道水
県保健環境センターでは、平成23年3月18日から宇都宮市松田新田浄水場（宇

都宮市河原町）の水道水中の放射性物質について毎日検査（１回）するとともに、
各水道事業者等においても、同年3月20日から計画的に検査を実施しています。

水道水中の放射性セシウム134及び137については、県内24水道事業者及び2水
道用水供給事業者が定期的に検査を実施し、平成24年度には約3,400検体を検査
しました。

検査の検出下限は、管理目標値（10ベクレル／kg）に対応した各々１ベクレル
／kg以下として実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出でした。

また、県は河川の流域単位で4箇所の水道原水中の放射性物質の検査を毎週1回
の頻度で200検体について実施しましたが、検査結果は全ての検体において不検出でした。

１

２
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　県では、23年３月19日以降、ゲルマニウム半導体検出器スペクトロメーターやNaI（Tl）シンチレー
ション検出器スペクトロメータ等による農林水産物等の放射性物質モニタリング検査を行い、安全性の
確認と消費者への検査結果等の情報を積極的に発信しています。

農林水産物等３

ゲルマニウム半導体検出器

県民向けチラシ

NaIシンチレーション検出器

　県では、最新の検査結果を県ホームページに掲載するとともに、検査の結果、基準値を超える放
射性物質が検出された場合には、直ちに出荷自粛を要請し、食の安全を確保しています。
　また、安全な生産物を提供できるよう、放射性物質の影響の少ない農林水産物等の栽培方法など
 の研究普及を行っています。

検査品目

野菜・果樹等 ほうれんそう、トマト、いちご、なし、ぶどう等
穀類 米、麦、大豆、そば等
畜産物（牛肉全頭検査含む） 牛肉、原乳、豚肉、鶏肉、鶏卵、はちみつ
水産物 鮎、ワカサギ、ヒメマス、ヤシオマス、イワナ、ヤマメ等
特用林産物 しいたけ（原木栽培、菌床栽培）、たけのこ、わさび、山菜等

●野生鳥獣について●
　県では、狩猟者等に周知するためイノシシ・シカ等についても検査を実施し、基準値を超
過した個体が捕獲された市町については自家消費の自粛を促すなどの周知を行っています。
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　従来、下水汚泥の多くは下水道資源化工場で溶融スラグ化し、下水道工事の埋め戻し材等などに有効
利用されていました。しかし、東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により、本県の下水汚泥及び溶
融スラグ等から放射性物質が検出されたため、現在、製造した溶融スラグ等は下水処理場に一時保管し
ています。
　本県では、月１回定期的に下水汚泥等に含まれる放射性物質濃度を測定し、県ホームページで公表
しています。図１－１－２は、下水道資源化工場の溶融スラグに含まれる放射性セシウム（セシウム
134、137）濃度の推移を示しており、徐々に放射性セシウム濃度の低下が見られます。安全に再利用で
きるようになる見通しは現時点では不透明ですが、下水汚泥の有効利用は重要な課題として今後も推進
していきます。

　放射性物質濃度の低い下水汚泥はセメント原料等として民間利用を推進していますが、民間で処理し
きれない下水汚泥は減容化のため溶融スラグ化した上で一時保管しています。
　この溶融スラグ等の保管は安全に最終処分ができるまでの一時的なものですが、本県では下水処理場
敷地内に飛散防止のため大型テントを設置するなどして安全に管理しています。次の写真は、大型テン
トでの保管状況を示しています。土嚢袋に封入し、遮水シートをかけるなど厳重に管理しています。ま
た、敷地境界での空間放射線量率を毎日測定し、緊急時の対応にも備えています。

下水汚泥４

（1） 放射性物質を含む下水汚泥等の処理と管理

（2） 溶融スラグ等の安全な保管

溶融スラグ等の一時保管施設（北那須浄化センター）

溶融スラグ等の保管（テント内部）飛散防止大型テント
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134、137）濃度の推移を示しており、徐々に放射性セシウム濃度の低下が見られます。安全に再利用
できるようになる見通しは現時点では不透明ですが、下水汚泥の有効利用は重要な課題として今後も
推進していきます。

図１－１－２ 溶融スラグに含まれる放射性セシウム濃度

(2) 溶融スラグ等の安全な保管

放射性物質濃度の低い下水汚泥はセメント原料等として民間利用を推進していますが、民間で処理
しきれない下水汚泥は減容化のため溶融スラグ化した上で一時保管しています。

この溶融スラグ等の保管は安全に最終処分ができるまでの一時的なものですが、本県では下水処理
場敷地内に飛散防止のため大型テントを設置するなどして安全に管理しています。次の写真は、大型
テントでの保管状況を示しています。土嚢袋に封入し、遮水シートをかけるなど厳重に管理していま
す。また、敷地境界での空間放射線量率を毎日測定し、緊急時の対応にも備えています。

溶融スラグ等の一時保管施設（北那須浄化センター）
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　23 年３月 11 日の東日本大震災により、本県においては大谷石や瓦など約 22 万ｔ（25 年４月 30 日
現在）の災害廃棄物が発生しました。
　県では、震災以降、職員を派遣した個別相談や処理方法等に関する情報提供、処分先の調整・斡旋、
国の財政支援策の拡充の要請などを行うことにより市町等を積極的に支援するとともに、23 年６月
28 日に「栃木県東日本大震災に係る災害廃棄物処理計画」を策定し、適正かつ円滑な処理を促進し
ています。

第２節 災害廃棄物等の処理

東日本大震災において発生した災害廃棄物の処理１

1　処理推進体制

２　処理方法

「栃木県東日本大震災に係る災害廃棄物処理計画」の概要

県の役割 市町等の役割 ※参考　国の役割
処理計画の策定、市町等への助
言・相談、情報提供、処分先の
調整・斡旋等

処理方針の決定、（必要に応じて）
処理実行計画の策定、適正かつ
円滑な災害廃棄物の処理等

処理指針（マスタープラン）の
策定、処理に関する財政措置、
専門家の派遣、情報提供等

災害等廃棄物
○可燃物
　・木くずなど
○不燃物
　・大谷石、瓦、コンクリート
　　ブロックなど

仮置場
・分別の徹底
・飛散、崩落の防止措置
・再利用及び再生利用に
　ついて検討

中間処理
・破砕
・焼却

再利用及び再生利用

最 

終 

処 

分

※ 99.9％が処理済み
※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む

単位：千ｔ

災害廃棄物の処理状況（25 年４月 30 日現在）
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東日本大震災において発生した災害廃棄物の処理

平成23年3月11日の東日本大震災により、本県においては大谷石や瓦など約22万ｔ（平成25年4月30日
現在）の災害廃棄物が発生しました。
県では、震災以降、職員を派遣した個別相談や処理方法等に関する情報提供、処分先の調整・斡旋、

国の財政支援策の拡充の要請などを行うことにより市町等を積極的に支援するとともに、平成23年6月2
8日に「栃木県東日本大震災に係る災害廃棄物処理計画」を策定し、適正かつ円滑な処理を促進していま
す。

単位：千トン

※ 99.9％が処理済み
※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む

「栃木県東日本大震災に係る災害廃棄物処理計画」の概要
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処理計画の策定、市町等への助言・
相談、情報提供、処分先の調整・斡
旋等

処理方針の決定、（必要に応じて）処
理実行計画の策定、適正かつ円滑
な災害廃棄物の処理等

処理指針（マスタープラン）の策定、
処理に関する財政措置、専門家の派
遣、情報提供等

� ����

������ ��� ��処�
○可燃物 ・分別の徹底 ・破砕
　・木くずなど ・飛散、崩落の防止措置 ・焼却
○不燃物 ・再利用及び再生利用に
　・大谷石、瓦、コンクリート 　ついて検討
　　ブロックなど ���������
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災害廃棄物の処理状況（平成25年4月30日現在）
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　23年３月に発生した東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性セシウムを含む廃棄物が
発生し、その処理が課題となっています。23年８月に放射性物質汚染対処特措法（以下「特措法」とい
う。」）が公布され、放射性セシウムの濃度が8,000ベクレル／kgを超える指定廃棄物は国が処理する
こととされました。また、同年11月には特措法に基づく基本方針が閣議決定され、指定廃棄物の処理
は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされました。
　本県は指定廃棄物の保管量が福島県に次いで多く、県内各地でその保管場所の確保に苦慮している状
況であり、風評被害払拭のためにも国の責任において一日でも早く指定廃棄物の最終処分場を設置し
て、安全に処分することが必要です。

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）
↓

←大田原市（大谷石）

県内災害廃棄物仮置き場の様子

放射性物質に汚染された廃棄物の処理の概要

　　　　　※処理済率＝処理済量/受入量
　　　　　※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む。

各市町における処理状況

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）→

←大田原市（大谷石）

県内災害廃棄物仮置き場の様子

●県政メモ～その他の対策～県内の除染対策について●
　国は事故由来放射性物質による環境汚染への対処の基本的な方向を示した「基本方針」を策定し、年
間追加被ばく線量を長期的には１ミリシーベルト以下とすること、また、平成23年８月末と比べ、平成
25年８月末までに一般公衆の年間追加被ばく線量を約50％（子どもは約60%） 減少した状態を実現
することを目標に掲げています。
　「汚染状況重点調査地域」に指定された県内８市町では除染実施計画を策定し、学校等子どもの生活
環境を優先して除染を実施しています。県では関係市町等との連携の下、県有施設等の除染や講習会の
開催等県内の放射性物質による影響の低減対策に取り組んでいます。
　

　　　　　※処理済率＝処理済量/受入量
　　　　　※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む。

各市町における処理状況

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）→

←大田原市（大谷石）

県内災害廃棄物仮置き場の様子

●県政メモ～その他の対策～県内の除染対策について●
　国は事故由来放射性物質による環境汚染への対処の基本的な方向を示した「基本方針」を策定し、年
間追加被ばく線量を長期的には１ミリシーベルト以下とすること、また、平成23年８月末と比べ、平成
25年８月末までに一般公衆の年間追加被ばく線量を約50％（子どもは約60%） 減少した状態を実現
することを目標に掲げています。
　「汚染状況重点調査地域」に指定された県内８市町では除染実施計画を策定し、学校等子どもの生活
環境を優先して除染を実施しています。県では関係市町等との連携の下、県有施設等の除染や講習会の
開催等県内の放射性物質による影響の低減対策に取り組んでいます。
　

　　　　　※処理済率＝処理済量/受入量
　　　　　※「その他」には、瓦、大谷石、コンクリートブロックが混合された廃棄物を一部含む。

各市町における処理状況

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）→

←大田原市（大谷石）

県内災害廃棄物仮置き場の様子

●県政メモ～その他の対策～県内の除染対策について●
　国は事故由来放射性物質による環境汚染への対処の基本的な方向を示した「基本方針」を策定し、年
間追加被ばく線量を長期的には１ミリシーベルト以下とすること、また、平成23年８月末と比べ、平成
25年８月末までに一般公衆の年間追加被ばく線量を約50％（子どもは約60%） 減少した状態を実現
することを目標に掲げています。
　「汚染状況重点調査地域」に指定された県内８市町では除染実施計画を策定し、学校等子どもの生活
環境を優先して除染を実施しています。県では関係市町等との連携の下、県有施設等の除染や講習会の
開催等県内の放射性物質による影響の低減対策に取り組んでいます。
　

放射性物質に汚染された廃棄物の処理２

- 10 -

放射性物質に汚染された廃棄物の処理
23年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性セシウムを含む廃棄物が

発生し、その処理が課題となっています。23年８月に放射性物質汚染対処特措法（以下「特措法」とい
う。」）が公布され、放射性セシウムの濃度が8,000ベクレル／kgを超える指定廃棄物は国が処理すること
とされました。また、同年11月には特措法に基づく基本方針が閣議決定され、指定廃棄物の処理は、当
該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされました。

本県は指定廃棄物の保管量が福島県に次いで多く、県内各地でその保管場所の確保に苦慮している状
況であり、風評被害払拭のためにも国の責任において一日でも早く指定廃棄物の最終処分場を設置して、
安全に処分することが必要です。

県内災害廃棄物仮置き場の様子

←大田原市（木くず）

那須町（瓦）→

←大田原市（大谷石）

２

放射性物質に汚染された廃棄物の処理の概要

������

下水道の汚泥、焼却施設の 
焼却灰等の汚染状態の 
調査（特措法第 16 条） 

����� ������� �� ����� ������� ���

左記以外の廃棄物の調査
（特措法第 18 条） 

廃棄物処理法の規定を適用 
・市町村等が処理 
・一定の範囲については特別の基準を適用 

環境大臣による指定廃棄物の指定 
※汚染状態が一定基準(8,000 ベクレル／kg)超の廃棄物 

�����

�������� ���
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　○　我が国では、昭和 30 ～ 40 年代の高度成長期における産業活動等に起因する公害問題については、
規制や技術開発等の公害対策により、その克服に一定の成果を収めている。

　○　近年は、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動やライフスタイルが定着した
結果、水質の悪化や廃棄物の排出量の増大などの都市・生活型の公害問題が生じている。

　○　森林の荒廃や平地林の減少など、自然環境も変貌してきている。
　○　地球温暖化やオゾン層の破壊、熱帯林の減少といった地球規模の環境問題が顕在化している。

平成５年	 ○「環境基本法」施行

　　６年	 ○「環境基本計画」策定

　		12年	 ○「第二次環境基本計画－環境の世紀へ　

の道しるべ－」策定

　		18年	 ○「第三次環境基本計画－環境から拓く　

新たなゆたかさへの道－」策定

　		19年６月	 ○「21世紀環境立国戦略」策定

～｢低炭素社会｣｢循環型社会｣｢自然共生
社会づくり｣の取組を統合的に進めてい
くことにより、地球環境の危機を克服
する持続可能な社会を目指す。

	 　（図１－２－１）
　		24年４月	 ○「第四次環境基本計画」策定　

～「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野を総合的に達成することに加
え、「安全」をその基盤として確保される社会を持続可能な社会とする。

昭和47年

　（1972年）

　　	

　　62年

　（1987年）

平成４年

　（1992年）

　　14年

　（2002年）

○ストックホルムで開催された「国連人間環境会議」において、人間環境宣言（スト

ックホルム宣言）や環境国際行動計画を採択

　～国際社会が初めて環境問題を取り上げた。
○ブルントラント委員会最終報告書「我ら共通の未来」において、環境政策と開発戦

略を統合する枠組みの考え方として「持続可能な開発」という概念を取り上げる。

　～その後の地球環境保全のための取組の重要な道しるべとなる。
○リオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際会議（地球サミット）」に

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

　～持続可能な開発に向けた地球規模での新たなパートナーシップの構築を目指す。
○ヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブ

ルグサミット）」において、｢ヨハネスブルグサミット実施計画｣、｢ヨハネスブル

グ宣言｣等を採択

		～「アジェンダ21」の実施状況を点検し、今後の取り組みを強化

第２章　環境行政の総合的な推進

第１節 環境行政の動向

（1） 公害問題から地球規模の環境問題へ

（2） 我が国の環境問題に対する総合的な取組

環境問題の変遷と我が国の取組１

地球環境問題と持続可能な開発（国際社会の取組）２
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環境問題の変遷と我が国の取組

(1) 公害問題から地球規模の環境問題へ

○ 我が国では、昭和30～40年代の高度成長期における産業活動等に起因する公害問題については、規
制や技術開発等の公害対策により、その克服に一定の成果を収めている。

○ 近年は、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動やライフスタイルが定着した結
果、水質の悪化や廃棄物の排出量の増大などの都市・生活型の公害問題が生じている。

○ 森林の荒廃や平地林の減少など、自然環境も変貌してきている。
○ 地球温暖化やオゾン層の破壊、熱帯林の減少といった地球規模の環境問題が顕在化している。

(2) 我が国の環境問題に対する総合的な取組

平成５年 ○「環境基本法」施行
６年 ○「環境基本計画」策定
12年 ○「第二次環境基本計画－環境の世紀へ

の道しるべ－」策定
18年 ○「第三次環境基本計画－環境から拓く

新たなゆたかさへの道－」策定
19年６月 ○「21世紀環境立国戦略」策定

～｢低炭素社会｣｢循環型社会｣｢自然共
生社会づくり｣の取組を統合的に進め
ていくことにより、地球環境の危機を
克服する持続可能な社会を目指す。
（図１－１－１）

24年４月 ○「第四次環境基本計画」策定
～「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野を総合的に達成することに加え、「安全」
をその基盤として確保される社会を持続可能な社会とする。

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

（1972年） クホルム宣言）や環境国際行動計画を採択
～国際社会が初めて環境問題を取り上げた。

62年 ○ブルントラント委員会最終報告書「我ら共通の未来」において、環境政策と開発戦略
（1987年） を統合する枠組みの考え方として「持続可能な開発」という概念を取り上げる。

～その後の地球環境保全のための取組の重要な道しるべとなる。
平成４年 ○リオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際会議（地球サミット）」に

（1992年） おいて、｢環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言｣、｢アジェンダ21｣等を採択
～持続可能な開発に向けた地球規模での新たなパートナーシップの構築を目指す。

14年 ○ヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブル
（2002年） グサミット）」において、｢ヨハネスブルグサミット実施計画｣、｢ヨハネスブルグ宣

言｣等を採択
～「アジェンダ21」の実施状況を点検し、今後の取り組みを強化

１

２

図１－１－１ 21世紀環境立国戦略図１－２－１　21世紀環境立国戦略
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　私たちが住んでいる地球を覆っている大気中には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが含まれ
ており、これらのガスの濃度上昇に伴い温室効果ガスが増大して地球の気温が全体として上昇すること
を「地球温暖化」と呼んでいる。（図１－２－２）

　19 年 2 月に公表された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第４次報告書によると、気候シ
ステムに温暖化が起こっていると断定するとともに、人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因と
ほぼ断定し、過去 100 年に世界平均気温が 0.74℃上昇したと報告されている。また、21 世紀末までに、
平均気温が最大 6.4℃上昇し、平均海水面が最大 59cm上昇すると予測している。（図１－２－３）

昭和60年代～

平成４年

　（1992年）

　　６年３月

　（1994年）

地球温暖化問題の本格的な議論が始まる。

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

連合枠組条約（気候変動枠組条約）」採択

　～「気候系に対して危険な人為的な影響を及ぼすこととならない水準において大気
中の温室効果ガス濃度を安定化させること」を目的とした条約

○「気候変動枠組条約」発効

（1） 地球温暖化の仕組み

（2） 地球温暖化の影響

（3） 国際社会の取組

地球温暖化への対応３

13

地球温暖化への対応

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

れており、これらのガスの濃度上昇に伴い温室効果ガスが増大して地球の気温が全体として上昇する
ことを「地球温暖化」と呼んでいる。（図１－１－２）

(2) 地球温暖化の影響
19年2月に公表された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第４次報告書によると、気候シス

テムに温暖化が起こっていると断定するとともに、人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因と
ほぼ断定し、過去100年に世界平均気温が0.74℃上昇したと報告されている。また、21世紀末までに、
平均気温が最大6.4℃上昇し、平均海水面が最大59cm上昇すると予測している。（図１－１－３）

出典) IPCC第4次評価報告書 出典）気象庁「気候変動監視レポート2010」
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
（http://www.jccca.org/）より （http://www.jccca.org/）より

(3) 国際社会の取組
昭和60年代～ 地球温暖化問題の本格的な議論が始まる。

４年 ○「地球サミット」において、地球温暖化を防止するための「気候変動に関する国際連
（1992年） 合枠組条約（気候変動枠組条約）」採択

～「気候系に対して危険な人為的な影響を及ぼすこととならない水準において大気中
の温室効果ガス濃度を安定化させること」を目的とした条約

平成６年３月 ○「気候変動枠組条約」発効
（1994年）

９年12月 ○京都で開催された「気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）」において、先進国

３

図１－１－２ 地球温暖化の仕組み

図１－１－３ 700年から2100年までの気温変化（観測と予測） 図１－１－４ 日本における年平均気温の変化

図１－２－２　地球温暖化の仕組み

図１－２－３　700年から2100年までの気温変化（観測と予測） 図１－２－４　日本における年平均気温の変化
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平成９年12月

　（1997年）

　　13年11月

		（2001年）

　　14年６月

　（2002年）

　　17年２月

　（2005年）

　　19年12月

　（2007年）

　　20年７月　

　（2008年）

　　21年７月　

　（2009年）

								12月

				23年12月

			（2011年）

				24年11月

　				～12月

			（2012年）

平成２年

　（1990年）

　　10年６月

　（1998年）

　　　　10月

　　14年３月

		（2002年）

　　17年４月

　（2005年）

　　20年３月

　（2008年）

　　　　６月

								７月

　　21年６月

　（2009年）

								９月

○京都で開催された「気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）」において、先進国の温室

効果ガスの削減目標を定めた「京都議定書」採択

○モロッコのマラケシュで開催された「気候変動枠組条約第７回締約国会議（COP7）」にお

いて、京都議定書の運用細則を規定した「マラケシュ合意」採択

○我が国が「京都議定書」の締結を閣議決定し、国連に受諾書を寄託

○ロシアが京都議定書を批准したことを受け、「京都議定書」が発効

○インドネシア・バリで開催された気候変動枠組条約第13回締約国会議（COP13）・京都議定書第

３回締約国会合（COP/MOP3）において、京都議定書第１約束期間後（2013年以降）の枠組みを

2009年までに採択すること（バリ行動計画）などを合意

○我が国で「北海道洞爺湖サミット」開催

　～中期目標として、全ての先進国間で排出量の絶対的削減を達成するため、野心的な中期
の国別総量目標を実施することを合意

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

2050年までに80％以上削減することで合意

○デンマーク・コペンハーゲンで開催された気候変動枠組条約第15回締結国会議（COP15）・京

都議定書第５回締結国会合（COP/MOP5）において、先進国は2020年の削減目標を、途上国は

削減行動を、2010年１月末までに提出することなどを合意（「コペンハーゲン合意」）

○南アフリカ・ダーバンで開催された気候変動枠組条約第17回締結国会議（COP17）におい

て、「全ての国に適用される将来の法的枠組み」構築に向けた道筋（ダーバン・プラットフ

ォーム特別作業部会の設置）などに合意

○カタール（アラビア半島東部）・ドーハで開催された気候変動枠組条約第18回締結国会議

（COP18）において、ダーバン・プラットフォーム特別作業部会の作業計画などに合意

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

○「地球温暖化防止行動計画」策定

○「地球温暖化対策推進大綱」策定

　～京都議定書の採択を受け、22年（2010年）に向けて緊急に推進すべき地球温暖化
対策を取りまとめる。

○「地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）」制定

　（14年６月一部改正、17年６月一部改正、18年６月一部改正）
○「地球温暖化対策推進大綱」改定

　～地球温暖化対策のための国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明確化
○京都議定書発効を受け、「京都議定書目標達成計画」策定

　（18年７月一部変更）
○「京都議定書目標達成計画」全部改定

○「地球温暖化対策推進法」一部改正

　～京都議定書における我が国の温室効果ガス６％削減の約束をより確実に達成する
ため、事業者の排出抑制等の指針策定や地方公共団体実行計画の策定事項の追加
などを盛り込む。

○「低炭素社会づくり行動計画」策定

○温室効果ガス削減の中期目標を決定

　～「2020年において2005年比	15％削減」
○国連気候変動首脳会合において、日本は、1990年比で2020年までに25％削減を目指

すことを表明

（4） 我が国の取組
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平成22年１月

		（2010年）

								３月

				25年５月

		（2013年）

○コペンハーゲン合意に基づき、2020年までの削減目標を国連に提出

	 	～1990年比で25％削減する（全ての主要国により公平かつ実効性のある国連枠組み
の構築及び意欲的な目標の合意が前提）

○地球温暖化対策基本法案を閣議決定

○「地球温暖化対策推進法」一部改正

　～京都議定書目標達成計画に基づく取組終了後において、地球温暖化対策を総合的
かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標等を内容と
する地球温暖化対策計画を策定する。

図１－１－５　循環型社会形成推進基本法等の整備

循
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形
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廃  棄  物  処  理  法
平成23年改正

資源有効利用促進法
平成14年改正

容器包装リサイクル法
平成23年改正

家 電 リ サ イ ク ル 法
平成23年改正

食 品 リ サ イ ク ル 法
平成19年改正

建 設 リ サ イ ク ル 法
平成16年改正

自動車リサイクル法
平成23年改正 

グ リ ー ン 購 入 法
平成15年改正

廃棄物の適正な処理と循環的利用の促進

リデュース、リユース、リサイクルを促進

建設工事の発注者などに、建築物などの分別解体や
特定建設資材廃棄物のリサイクルなどを義務付け

国等が率先して再生品などの調達を推進

平成13年
完全施行

小型家電リサイクル法
平成25年改正

使用済小型家電の回収・リサイクルの促進

容器包装の製造・利用事業者などに、分別収集され
た容器包装のリサイクルを義務付け

家電製品の製造・販売事業者などに、廃家電製品の
回収・リサイクルを義務付け

食品の製造･販売事業者､レストランなどに食品残
さの発生抑制やリサイクルなどを義務付け

自動車製造業者などに、使用済自動車のフロン類
の回収・破壊並びにエアバック類及びシュレッ
ダーダストのリサイクルを義務付け
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　○　これまでの大量生産・大量消費型の社会経済活動は、廃棄物の増加やそれに伴う最終処分場の残
余容量のひっ迫、不法投棄の増大など様々な局面で深刻な問題を引き起こしている。

　○　また、化石資源を中心とした天然資源の枯渇への懸念や温室効果ガスの排出による地球温暖化問
題、大規模な資源採取による自然破壊など、地球規模での環境問題の深刻化にもつながっている。

　○　これらの問題に適切に対処し、持続可能な社会を実現するためには、天然資源の消費が抑制され、
環境への負荷ができる限り低減された「循環型社会」の形成が喫緊の課題となっている。

　○　循環型社会の形成に当たっては、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再
生利用）のいわゆる「３Ｒ」を基本理念とする。　

平成12年６月

    13年１月

　　15年３月

　　20年３月

○「循環型社会形成推進基本法」制定

　～今後の廃棄物・リサイクル対策の基本的方向として、３Ｒを基本理念とする循環型社会の
形成を位置付け

○「循環型社会形成推進基本法」完全施行

　～同法を契機として、廃棄物・リサイクル関連法の制定、改正等を実施。循環型社会の形成
に向けた取組を推進するための法的基盤を整備（図１－２－５）

○「循環型社会形成推進基本計画」策定

　～循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的に推進するための計画
○「第２次循環型社会形成推進基本計画」策定

　～循環型社会の形成を一層推進するため、循環型社会と低炭素社会・自然共生社会へ　
の取組の統合等の内容を充実・強化

循環型社会への対応４

（1）  背景

（2） 我が国の取組

図１－１－５　循環型社会形成推進基本法等の整備
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国等が率先して再生品などの調達を推進

平成13年
完全施行

小型家電リサイクル法
平成25年施行

使用済小型家電の回収・リサイクルを促進

容器包装の製造・利用事業者などに、分別収集され
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家電製品の製造・販売事業者などに、廃家電製品の
回収・リサイクルを義務付け

食品の製造･販売事業者､レストランなどに食品残
さの発生抑制やリサイクルなどを義務付け

自動車製造業者などに、使用済自動車のフロン類
の回収・破壊並びにエアバック類及びシュレッ
ダーダストのリサイクルを義務付け

図１－２－５　循環型社会形成推進基本法等の整備
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平成４年	

		（1992年）

　　５年５月

　　　　12月

　　７年10月

　　14年３月

　　19年11月

　　20年６月

				22年10月

　○　生物多様性とは、「生物多様性基本法」において、「様々な生態系が存在すること並びに生物の種
間及び種内にさまざまな差異が存在することをいう。」と定義されており、次の３つのレベルの多
様性がある。

　　　・生態系の多様性　　・種間（種）の多様性　　・種内（遺伝子）の多様性
　○　なぜ生物多様性が重要なのか　～人間のいのちと暮らしを支えている～
　　　・すべての生命の存立基盤　－酸素の供給、豊かな土壌の形成など
　　　・将来を含む有用な価値　－食糧、木材、医薬品、未解明の遺伝情報など
　　　・豊かな文化の根源　－地域特色豊かな文化や風土、万物を慈しむ自然観など
　　　・暮らしの安全性　－災害の軽減、食の安全確保など
　○　生物多様性を確保するための課題　～生物多様性の３つの危機＋１
　　　・第１の危機　－開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育地の減少
　　　・第２の危機　－里地里山などの手入れ不足による自然の質の変化
　　　・第３の危機　－外来種などの持ち込みによる生態系の攪乱
　　　・地球温暖化による危機　－多くの種の絶滅や生態系の崩壊の恐れ

○「地球サミット」において、「生物の多様性に関する条約（生物多様性条約）」採択

　～生物全般の保全に関する包括的な国際枠組みを設ける。
○我が国が18番目の締約国として「生物多様性条約」締結

○「生物多様性条約」発効

　～｢生物多様性の保全｣｢その持続可能な利用｣｢遺伝資源から得られる利益の公正かつ
衡平な配分｣を目的として掲げる。

○条約締結を受け、我が国が「生物多様性国家戦略」策定

○我が国が「新・生物多様性国家戦略」策定

　～「自然と共生する社会」を政府一体となって実現していくためのトータルプラン
○「第三次生物多様性国家戦略」が閣議決定

　～我が国における生物多様性の保全と持続可能な利用に関わる国の施策の目標と取組
の方向を定める。

　～自然の恵みを将来にわたって享受できる「自然共生社会」の構築を目指す。
○「生物多様性基本法」施行

　～国内で初めて生物多様性の保全を目的とした法律
　～法制化の意義
　　・野生生物を広く網羅する法律が制定された。
　　・生物多様性及び持続可能な利用に定義が明示された。
　　・国、地方公共団体、事業者、国民の責務が明確化された。
　　・生物多様性国家戦略が法定計画になった。
○「ＣＯＰ10（生物多様性条約第10回締約国会議）」開催（名古屋市）

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

（2） 生物多様性の概要等

自然共生社会への対応５

（1）  国際社会及び我が国の取組
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ア　栃木県環境保全基本方針の策定
　○　本県では、かつて経済の高度成長期において、活力のある地域づくりを積極的に進めるととも
に、「栃木県公害防止条例」や「自然環境の保全及び緑化に関する条例」などを基本として、公
害の防止及び自然環境の保全に努めてきた。

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

　○　しかしながら、本県においても、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動に
伴う環境への負荷の増大により、大気汚染や水質汚濁などの都市・生活型公害の発生や、廃棄物
の量の増大、さらには都市化による平地林の減少などの環境問題が生じてきた。

　○　このため、５年 11 月の「環境基本法」の制定を契機に、環境保全対策に総合的に取り組んで
いくための足掛かりとして、「栃木県環境保全基本方針」を７年３月に策定した。

　○		この基本方針は、「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な栃木県をつくりあげていくため、
環境保全を進める上での基本的な考え方及び環境保全方策の展開の方向について明らかにした」
ものであり、県、市町村、事業者及び県民のすべてが、環境への負荷の低減を図ることの重要性
を認識し、それぞれの立場において環境保全に努め、行動を展開していくための指針となるもの
であった。

イ　栃木県環境基本条例の制定
　○		この基本方針の策定作業の過程において、議会や栃木県環境審議会などから、本県における環
境に関する新たな法的枠組みを確立するため、条例化を求める意見が出された。

　○　県としても、今後の環境施策の推進をより強固なものとするため、環境基本条例の制定が必要
と判断し、環境審議会への諮問・答申を経て、「栃木県環境基本条例」案を８年２月に議会に提出、
翌月に議会の議決を受け、同年４月から施行された。

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

　環境基本条例は、条例の形式としては一般の他の条例と同じであるが、基本条例としてその規律の
対象とする環境政策分野の施策の方向付けを行うものであることから、その限りにおいて他の条例に
優越する性格を持ち、他の条例がこれに誘導されるという関係に立つ。すなわち、県行政の中で環境
施策推進の基本となる規範として位置付けられるものである。
　なお、環境基本条例の構成は、図１－２－６のとおりである。

第２節 栃木県の環境行政の枠組み

（1） 条例制定の経緯

（2） 環境基本条例の位置づけ

栃木県環境基本条例１

総
　
則

○目的
○定義
○基本理念
○県等の責務
○年次報告

基
本
的
施
策

○ 指針

○ 環境基本計画の策定

○ 環境の保全に関する施策

前文

・環境影響評価の推進
・必要な規制、誘導
・環境の保全に関する施設の整備等
・資源の循環利用の推進
・環境の保全に関する教育・学習の振興等
・調査及び研究の実施等
・監視等の体制の整備
・地球環境の保全の推進等 など

図１－２－６　環境基本条例の構成
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　○　８年４月に施行された「栃木県環境基本条例」第 10 条の規定に基づき、11 年３月に「栃木県
環境基本計画」を策定（18 年３月改定）した。

　○　計画策定の背景としては、近年、全国各地で発生する集中豪雨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、人々の生活の豊かさが地球環境への負荷増大につながっている
との指摘や、今後もこのままの状態でいくと、かけがえのない地球の環境を次の世代に引き継い
でいくことができなくなってしまうのではないかという危機感さえも耳にする。

　○　地球規模での水や食糧の不足、天然資源の枯渇はもとより、豊かな恵みをもたらしてきた生物
多様性の喪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る。

　○　これらの現状をきちんと認識した上で、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、環境保全活動に積極的に参加していくことが求められている。

　○　このため、現時点での環境の状況等を踏まえるとともに、これまで実施してきた各種計画等の
検証を行い、明確な目標により環境保全のより一層の推進を図るため、23 年度から 27 年度を計
画期間とする、「栃木県環境基本計画」を 23 年３月に策定した。

ア　計画の役割
　　本計画は、環境保全に関する県の施策の基本となるものであり、環境の保全に関する基本目標と
長期的な施策の方向等を示している。また、この計画は、県民・民間団体、事業者、行政（市町村
及び県）の各主体がそれぞれの立場において環境保全に努め、行動を展開していくための指針とな
るものである。

イ　計画の対象
　　大気環境、水環境、騒音、廃棄物等、県民の日常生活に直接結びつく「生活環境」、森林や動植
物を中心とする「自然環境」、身近な緑や都市環境などの「快適環境」、地球温暖化やオゾン層破壊
など人類共通の課題である「地球環境」を対象としている。

ウ　計画の期間
　　23 年度から 27 年度までの５年間

エ　計画の目標
　　「栃木県環境基本条例」の基本理念に基づき、健全で恵み豊かな環境を明日の世代に引き継ぐこ
とのできる「地球と人にやさしい“エコとちぎ”」の実現に向けて、長期的視野に立った以下の４
つの目標を設定している。
　　■　“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）
　　■　かけがえのない地球を守る（低炭素社会の構築）
　　■　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）
																																																																																							
　　　それぞれの目標を達成するための共通的基盤的施策も併せて推進する。（図１－２－７）

（2） 栃木県環境基本計画の概要

栃木県環境基本計画２

（1）  栃木県環境基本計画策定の趣旨等
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オ　重点的な取組
　　計画においては、環境保全施策の中から総合的な取組が必要なもの、重要性・緊急性が高いと考
えられるものを重点的な取組として位置付けている。
　　■　環境学習・環境保全活動を推進するための人づくり
　　■　再生可能エネルギーの利活用とＥＶ（電気自動車）・ＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）
　　　タウンの構築による地球温暖化防止の取組
　　■　水環境保全の取組
　　■　ごみゼロ社会の実現に向けた「３Ｒ」（排出抑制・再使用・再生利用）の推進
　　■　里地里山及び河川・湿地の保全・再生の取組
　　■　協働による森林・みどりづくりの取組

ア　県庁内の推進体制
　　計画に盛り込まれた各種の施策を着実かつ効果的に推進するため、とちぎ環境立県推進本部を中
心に、施策の総合調整や目標達成状況並びに具体的施策の実施状況の把握などを全庁的な連携のも
とに実施する。
イ　進行管理
　　毎年度、各部局の主要施策の実施状況や目標の達成状況をとりまとめ、とちぎ環境立県推進本部
並びに栃木県環境審議会に報告し、併せて「栃木県環境白書」を通じて公表する。なお、栃木県環
境基本計画の進捗状況については、第３部第１章に記載する。
　　計画の進捗状況に対する庁内の自己評価、県民等からの意見を参考に次年度の計画推進に向けた
施策展開を図る。

（3） 栃木県環境基本計画の推進

地球と人にやさしい

”

エコとちぎ”

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

〔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

〔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
　　（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

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

“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）

共通的基盤的施策を展開する

“とちぎ”を動かす３つの力

県民の力 自然の力 産業の力

図１－２－７　栃木県環境基本計画施策体系図
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図１－１－８ 　環境行政の法的枠組のイメージ

環  境  基  本  法

関   連   法   律 ・ 条   例

●大気汚染防止法　　　排出基準上乗条例
●水質汚濁防止法　　　排水基準上乗条例
●ダイオキシン類対策特別措置法
●土壌汚染対策法
●騒音規制法
●振動規制法
●悪臭防止法
●自然環境保全法
●環境影響評価法
●公害紛争処理法
●地球温暖化対策の推進に関する法律
●特定化学物質の環境への排出量の把握等
　及び管理の改善の促進に関する法律
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

関　連　条　例

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

自然環境の保全及び緑化に関する条例

環 境 基 本 計 画
○環境保全に関する県の施策の基本
○環境の保全に関する基本目標と長
　期的な施策の方向等

法令に基づく計画等

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

新
と
ち
ぎ
元
気
プ
ラ
ン

と
ち
ぎ
環
境
立
県
戦
略

栃木県環境基本条例栃木県環境基本条例

連　携

反　映

図１－２－８　環境行政の法的枠組のイメージ
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