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第２部 環境の状況と保全に関して講じた施策

第１章 “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）

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。

第１節 自ら学び、自ら行動する“人づくり”

環境教育・環境学習の推進の背景
今日の環境問題を解決し、持続可能な社会を実現していくためには、県民一人ひとりが環境問題に

ついて正しく理解し、日常生活や事業活動において環境に配慮した行動を実践していくことが重要で

ある。このため、家庭や学校、企業、地域等の場において、主体的に環境保全活動に取り組むことが

できるよう、県民への環境保全に関する情報提供を充実させるとともに、環境学習を推進する必要が

ある。

国においては、15年７月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が

公布され、18年３月には『わが国における「国連持続可能な開発のための教育の10年」実施計画』が

決定された。さらに、24年10月には「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法

律」が改正され、名称も新たに「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」として完全

施行され、国民一人ひとりや各主体が参画し、環境保全を中心に、環境、経済、社会の総合的な発展

について取り組むための指針や推進方策を示したところである。

本県においては、20年３月に「栃木県環境学習・環境保全活動推進指針」を策定し、24年度から

「環境学習プログラム」を改訂するなど、学校や家庭、地域等における多様な環境学習の取組を推進

してきた。また、県や市町が実施する環境学習関連事業の数も年々増加しており、学校や地域におい

て県民が環境学習に参加する機会は増加している。

このようなことから、環境学習の取組も定着してきており、今後は、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。

表２－１－１ 環境に関する体験活動を実施している小中学校の割合 （単位：％）

種 別 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

小学校 93.2

中学校 68.5 92.0 93.4 88.2 90.8 90.2 89.4 87.8

表２－１－２ 県及び市町村における環境学習関連事業の実施状況

種 別 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

実施事業数 269 329 389 437 400 402 429 434 491

延べ実施回数 1,172 1,702 1,833 1,886 2,312 3,693 3,570 3,529 3,645
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環境教育・環境学習の推進
20年３月に策定した「栃木県環境学習・環境保全活動推進指針」に基づき、地球温暖化をはじめと

する環境問題の解決に向け、環境学習を通して芽生えた関心を具体的な行動につなげ、多様な主体の

協働による環境保全活動を促進した。

(1) 環境教育・環境学習の充実
環境教育・環境学習の充実を図るため、子どもから大人まで幅広い年代を対象に、様々な機会を捉

えて、環境に関する体験や学習を行うことのできる機会を提供した。

ア こどもエコクラブへの支援

幼児から高校生までの子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、活動内容の充実を図り、クラブ活動の活性化を図るため、26年度は以下

の支援を行った。

26年度こどもエコクラブ 登 録 数：64クラブ 参加人数：5,047人

(ｱ) とちぎ森の子サミットの実施

緑の少年団との合同による環境森林学習交流会

開催場所：県民の森（矢板市）

開催月日：26年８月２日（土）

参加者数：66人

内 容：自然観察会、木工工作、エコ・プログラム

(ｲ) こどもエコクラブ壁新聞コンテストの実施

審 査 会：27年１月19日（月）

参加クラブ数：16クラブ

応 募 点 数：23作品

(ｳ) こどもエコクラブ活動報告書の作成

配 布 先：各市町、こどもエコクラブ等

作成部数：800部

イ 環境学習支援事業の実施

環境や森林を楽しく学んでもらう機会を提供することにより自ら進んで環境保全に取り組む

“人づくり”を進めるため、「高井勝利ふるさとの森整備基金」を活用して、小学生を対象とした

体験授業や出前授業及び一般県民を対象とした出前講座を実施した。

(ｱ) エコ・アクション・スクール事業（実施校数：137校）

内 容：小学生を対象とした、環境学習を促進するための資材の提供及び地球温暖化防止、

森林保全等に関するゲストティーチャーの派遣を実施した。

ａ 体験授業（110校）

森林の大切さやエコライフの必要性、地球温暖化防止に向けた省エネルギーの取組等について

理解を深めるため、県産材の間伐材を利用したマイはし作りやゴーヤなどの緑のカーテンづくり

の教材を提供した。

ｂ 出前授業（27校）

小学生向けに地球温暖化防止対策等の環境保全への理解を深めるため、とちぎエコリーダーや

地球温暖化防止推進員等の、環境保全に取り組む地域住民等を講師とした出前講座を実施した。

(ｲ) ゲストティーチャー出前講座（実施回数：３回）

内 容：一般県民向けに森林や地球温暖化防止対策等の環境保全への理解を深めるため、と

ちぎエコリーダーや地球温暖化防止推進員等の、環境保全に取り組む地域住民等を

講師とした出前講座を実施した。
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ウ 森林環境学習の実施

(ｱ) 小中学校における森林・林業体験学習

学校教育における森林環境教育の推進を図るため、小中学校の総合的な学習の時間等において、

林業関係者、学校及び県環境森林事務所等が連携を図り、体験学習等を実施・支援した。

開催場所：県内一円

内 容：「森林教室」「木工教室」等

(ｲ) 緑の少年団活動の支援

緑を愛し、守り育てる心を養うことを目的として結成された緑の少年団を育成するため、森林で

の学習活動や地域の社会奉仕活動など様々な活動を支援した。

ａ 緑の少年団活動支援事業

緑の少年団の地域の特性・環境を活かした活動やみどりに関する体験活動をより積極的に展開

できるよう、活動装備品の提供を含め緑の少年団活動を支援した。

緑の少年団結成数：186団 団員数：40,232人

ｂ とちぎ森の子サミット（再掲）

県内緑の少年団やこどもエコクラブ相互の交流や、森林環境学習をとおして緑の少年団等の活

性化を図るため、「とちぎ森の子サミット」を開催した。

(ｳ) 県民参加による林業体験

県民が森林とのふれあいや森林づくりを体験し、森林の大切さを実感できる機会を提供するため、

とちぎ「森の楽校」講座を開催した（回数：18回）。

開催場所：栃木県県民の森（矢板市）、益子の森（益子町）ほか

内 容：下刈り、間伐ほか

参 加 者：402人

(ｴ) 生涯学習施設における森林環境学習

シルバー世代の自主的な森林づくり活動を促進するため、シルバー大学校において、森林環境学

習を実施した。

研 修 名：「森林ボランティアについて」

開 催 日：２月、３月（４回）

参 加 者：485人

エ 自然観察会等の開催

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等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開催した。

また、県や市町等が主催する自然観察会等について、ホームページ等を通じて情報を提供した。

オ 施設を活用した学習機会の提供

(ｱ) 消費生活センター

一般消費者が講座を通して身近な環境問題に関心を持ち、日頃の消費行動が環境に配慮したもの

となるようにセミナー等を実施した。

消費生活リーダー養成講座：２科目実施

「グリーンコンシューマーになろう！」「循環型社会について」

(ｲ) 保健環境センター

見学者や小学生等を対象に、環境に関する簡単な実験やセンターの業務の紹介など環境に関する

理解を深めるための研修会を行うとともに、「環境学習ライブラリー」による図書・ビデオ等の貸

出や「環境学習コーナー」を通じて情報提供を行った。また、環境学習の場に講師を派遣するなど

して、自主的な環境学習に対する支援を行った。

研 修 会：６回 参加者合計：162人

講師派遣：６回 参加者合計：289人

また、楽しみながら環境問題などへの理解を深める機会の提供を目的に施設の公開デーを開催し、

環境に係る実験等の企画を実施した。
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(ｳ) その他の施設

県立博物館、とちぎ花センター、なかがわ水遊園、県民の森、日光自然博物館、都市公園、青少

年教育施設等において、体験学習や講座等を実施した。

カ 環境団体の活動促進

環境団体の新規立ち上げや環境団体による広く県民への波及効果の高い活動、他のモデル

となるような先進的な活動に対する支援を行った（助成金交付団体：13団体）。

(2) 人材の育成と活用
ア 人材の育成と活用

(ｱ) 環境学習指導者研修事業の実施

教育現場における効果的な環境教育の推進を支援するため、教員等を対象とした研修を実施した。

実施機関：栃木県総合教育センター

研 修 名：「環境学習プログラム研修」 参加者：17名

内 容：講話、プログラム演習等の実技研修

(ｲ) とちぎエコリーダーの活用

学校や地域等における環境学習の取組を促進するため、県と県教育委員会が共同で作成した環境

学習プログラム「明日をつくる子どもたちの環境学習」に沿った指導を行うことのできる「とちぎ

エコリーダー」の活用を図った。

(ｳ) 自然ふれあい活動指導者の養成・紹介

県と市町で構成する栃木県自然ふれあい活動推進協議会において、自然ふれあい活動指導者養成

講座を実施し、指導者の養成を図っている。

また、同講座の修了者を自然ふれあい活動指導者として登録し、市町等が主催する自然観察会等

に紹介した（表２－１－３）。

実施機関：国際自然大学校 日光霧降校

研 修 名：自然ふれあい活動指導者養成講座

開 催 日：26年９月13日（土）～15日（月）

内 容：インタープリテーション（自然解説活動）の実習、環境教育・安全管理等の講義

参 加 者：９人

表２－１－３ 自然ふれあい活動指導者紹介数の推移

年 度 18 19 20 21 22 23 24 25 26

延べ指導者紹介数（人） 73 45 43 31 30 26 43 71 23

行事参加者数（人） 1,781 1,677 1,795 1,584 1,451 1,535 1,356 1,649 952

(ｴ) 緑づくり人材バンク事業

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・紹介する緑づくり人材バンク（26年度末現在の登録者313人）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。（表２－１－４）

表２－１－４ グリーンスタッフ登録者数の推移

年 度 19 20 21 22 23 24 25 26

登録者数（人） 98 111 137 147 161 168 176 186

(ｵ) 緑の少年団の育成

森林での学習活動や地域の奉仕活動、レクリエーション活動を通して、自然や人を愛する心豊

かな人の育成を目的とした緑の少年団が186団、40,232人で組織され、自主的な活動が展開されて

いる。26年度は、「とちぎ森の子サミット」（参加者66人）などの交流会や緑の少年団の活動助
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成などを実施した。

イ 環境学習・環境保全活動の情報提供

(ｱ) 環境情報総合提供システムの運用

21年３月から、行政情報をはじめ、イベント・講座、活動団体、指導者の情報などを一元的に公

表するとともに、各種活動団体が、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」を運営している。

(ｲ) 環境資料アーカイブ（書庫）の設置

県民が自由に環境に関する情報資源を活用できる環境を整えるため、県が策定した環境に関する

計画や指針等を電子情報として、県ホームページ内に設けた環境資料アーカイブ（書庫）のコーナ

ーにおいて提供している。

(ｳ) 森林環境教育に関する情報提供

栃木県の森林・林業・自然環境の理解促進を図るため、「とちぎの森林・自然環境」など、県が

作成した森林環境教育に関する資料をホームページ「とちぎのエコ・もり」に掲載している。

部
２
第



24
- 24 -

第２節 実践につなげる“きっかけづくり”

“きっかけづくり”推進の背景
県民の環境問題への関心は高まっているが、環境保全のための具体的な取組に結びついていない。

22年度に実施した県民意識調査の結果では、環境保全活動への参加が困難な理由として、「時間がな

い」「機会がない」といった回答が多かった。

環境保全に意欲のある人の活動を支援していくとともに、きっかけがないなどの理由により取組

が進まない人が気軽に参加できるようなイベントを充実させるなど、一人ひとりの環境への関心を

発展させ、主体的な参加・実践につなげることができるような環境保全活動の機会の提供、さらに

は、実際に体験・体感しながら環境学習に取り組めるよう、地域の特性を活かした学習活動拠点施

設の整備を図ることが必要である。

また、県民が必要とする情報を、必要な時に、正確に、そしてわかりやすい形で提供することは、

環境問題を正しく認識し、環境保全に関する個人の責任と役割を理解する上でも重要なことであり、

自主的で積極的な環境保全活動を促進する上で、適切な環境情報の整備と情報提供体制の強化、体

系化が必要とされている。

“きっかけづくり”の推進

(1) 環境保全活動の機会、場の提供
ア “とちぎ発”ストップ温暖化アクション

各家庭での自発的な節電努力が求められる中、県民参加型アクションとして、幅広い層へ節電を

呼びかけるとともに、県民に根付いてきた節電意識を持続発展させていくため、「一歩進んだ節電・

省エネ等の温暖化防止行動」を紹介したアクションシートを配布して、多くの県民の取組を促した。

また、グループ参加型アクションとして、グループ単位で自発的に節電・省エネ・温暖化防止行

動に取り組む団体を支援した。

県民参加型アクション（７月～９月）参加報告件数：約20,000件

グループ参加型アクション（６月～２月）実 施 団 体：６団体

イ 栃木県におけるレジ袋削減の取組

環境にやさしいライフスタイルのきっかけとし、県民総ぐるみの地球温暖化対策へとつなげるこ

とを目的として、22年２月から事業者、消費者団体、市町、県の４者協定による『レジ袋無料配布

の中止』の取組を推進した。

一層の取組拡大のため、地域の実情を踏まえた協議を行う市町（地域）単位での協議会設置、意

見交換会開催を推進してきたところ、壬生町では、22年11月に地域協定を締結し、23年３月から新

たに２事業者がレジ袋無料配布を中止した。

また、24年３月から、段階的な取組として、『レジ袋無料配布の中止』以外の手法（キャッシュバ

ック等）を含めた多様な取組を推進し、より一層の取組拡大を目指しており、栃木市において、26

年１月に２事業者がレジ袋無料配布中止以外の削減手法により地域協定に参加した。

協定に基づくレジ袋無料配布中止実施事業者数

25事業者71店舗（うち市町との協定に基づく事業者数 １事業者１店舗）

ウ 自然観察会等の開催

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等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開催した。26年度は、18,861人が自然観察会等に参加し

た。

これらの自然観察会等については、ホームページ等を通じて、広く県民等に情報提供している

（表２－１－５）。

１

２



25
- 25 -

表２－１－５ 自然観察会等に参加した人数（26年度実績）

施 設 名 等 人 数 施 設 名 等 人 数

県民の森 727 宇都宮市冒険活動ｾﾝﾀｰ 1,817

環境省日光湯元ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 367 真岡市根本山自然観察ｾﾝﾀｰ 466

鹿沼市自然体験交流ｾﾝﾀｰ 149 フォレスト益子 367

大田原市ふれあいの丘自然観察館 16 那須平成の森ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ 8,466

塩原温泉ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 1,698 その他 3,241

日光自然博物館 541 計 18,861

エ 自然ふれあい体験の場の提供

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（表２－１－６）。

表２－１－６ ビジターセンター利用状況の推移

年 度 21 22 23 24 25 26

塩原温泉ビジターセンター（人） 71,540 71,046 61,788 73,604 78,234 88,092

赤沼自然情報センター（人） 59,722 53,662 50,492 48,210 43,824 42,478

オ 県民参加による林業体験

県民が森林とのふれあいや森林づくりを体験することにより、森林の大切さを実感する機会を提

供するため、とちぎ「森の楽校」講座を開催した（回数：18回）。

開催場所：栃木県県民の森（矢板市）、益子の森（益子町）ほか

内 容：下刈り、間伐ほか 参 加 者：402人

カ 環境関連イベント等の実施

環境の日を含む６月は「環境月間」とされ、環境の保全を推進するための運動が全国的に行われ

ている。本県でも県民の環境への興味、関心を喚起するため、市町や関係団体の協力を得て、とち

ぎの環境美化県民運動など環境月間関連事業を実施した。

また、イベント等を通して県民の環境への興味、関心を喚起するため、県、宇都宮市及び環境保

全団体等で組織する栃木県エコ・もりフェア実行委員会において次のイベントを開催した。

エコ・もりフェア2014

開催場所：栃木県子ども総合科学館

開催月日：26年10月11日（土） 来 場 者：約7,000人

内 容：環境保全、森づくり等に関する展示、工作体験、クイズ、再生可能エネルギーの

普及促進、電気自動車の試乗会等

キ グリーン・ツーリズム

滞在型のグリーン・ツーリズムを推進するため、農業をはじめ、観光業や商工業などの様々な関

係事業者からなる「栃木県グリーン・ツーリズムネットワーク」を運営し、情報交換と連携強化を

促進するとともに、ホームページやＳＮＳ活用による情報発信を行った。さらに、事業者間のマッ

チングを行い、ツアー等を開催した。

ク 自然公園等施設の整備

自然公園の安全で快適な利用促進を図るため、歩道、園地等の整備や自然災害による被災箇所の

復旧工事を行った。

整備箇所：女夫渕尾瀬沼線歩道、鬼怒川鶏頂山線歩道、須巻富士新湯線歩道（外16箇所）

整備内容：歩道補修、園地整備等

部
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ケ 奥日光環境保全対策

国際観光地「日光」活性化事業で整備した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を行った（表２－１－７）。

表２－１－７ 施設利用状況の推移

年 度 21 22 23 24 25 26

イタリア大使館別荘記念公園（人） 38,939 47,131 38,384 41,779 38,202 37,144

中禅寺湖畔ボートハウス（人） 41,256 47,297 46,798 45,402 59,049 60,750

コ 都市公園の整備

26年度も、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推進した。

(2) 環境情報の整備・提供の充実
県の広報媒体（「とちぎ県民だより」「広報誌とちぎ」等）はもとより、本県の環境全般に関する報

告書「栃木県環境白書」や、環境情報誌、各種パンフレットなどにより、適時、適切な環境情報の提

供に努めるとともに、「栃木県環境白書」の概要版「とちぎの環境」の作成をはじめ、各種計画等につ

いて概要版を作成し、広く県民に提供している。また、大気、水、地盤環境など監視測定・調査した

結果についても、適時公表している。

また、県ホームページにおいて、環境に関する様々な情報を提供しており、適時、内容の充実に努

めている。

ア ホームページ「とちぎのエコ・もり」

行政情報をはじめ、イベント・講座のお知らせや活動団体の情報の発信、指導者等の人材情報等

を提供している（表２－１－８）。

イ ホームページ「とちぎの青空」

大気汚染の状況を監視した結果や光化学スモッグに係る情報を公表しており、携帯電話専用ホー

ムページも設けている（表２－１－９）。
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表２－１－８ ホームページ「とちぎのエコ・もり」掲載項目等

項 目 内 容

県の取組など 共通情報 環境学習・保全活動 計画・報告書 環境関連条例等

（とちぎの環境 環境アセスメント 審議会情報 環境用語集

・森づくり情報） 分野別情報 地球温暖化対策 循環型社会の推進 廃棄物対策 環境保全対策

自然環境 森林づくり 緑化活動 林業

とちぎの元気な森づくり 森林環境学習

イベントなどに参加する 各種活動団体、県・市町村などの行政機関、環境学習関連施設など

（イベント・講座） が実施するイベント、講座、体験活動などの情報の紹介

エコな活動・森づくり 各種活動団体、学校や企業の皆さんなどの環境学習やエコ活動、森

活動を見る づくり活動の様子、ボランティアやメンバー募集などのお知らせなど

（活動報告・お知らせ） の紹介

グループや仲間を探す 環境・森づくりに関わるNPOや団体、グループなどの紹介

（活動団体情報） （会員登録すると団体情報を掲載することができ、活動の仲間を探し

たり、他の団体等との交流などに活用できる。）

指導者や講師を探す 環境学習・環境保全活動や森づくり活動に関する指導や助言などを

（人材情報） 行う人材の検索

学習・体験施設を探す 栃木県内の環境学習関連施設の検索

（環境学習施設）

森づくりの場所を探す 各種団体や企業などの活動フィールドの紹介

（活動フィールド情報）

環境学習のお手伝い 環境学習に関連した教材や冊子の紹介

（環境教材・図書）

森づくりの道具を借りる 森づくり活動のための貸出機材等の紹介

（機材等の貸出情報）

活動に役立つリンク集 行政機関等のリンク

（リンク集）

表２－１－９ ホームページ「とちぎの青空」掲載項目等

項 目 内 容

空間放射線量率・大気汚染 県内測定局の速報値（現在空間放射線量率・大気汚染状況）

常時監視測定結果 日報（１日の大気汚染状況の変化） 測定地点別月及び年平均値

大気汚染常時監視測定結果報告書 等

光化学スモッグ情報 光化学スモッグ当日予報 光化学スモッグ注意報等発令状況

年度別光化学スモッグ注意報等発令状況

光化学スモッグ注意報が発令された場合の対策

防災メールの配信について 等
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第３節 協働による“ネットワークづくり”

“ネットワークづくり”推進の背景

地域においては、自治会や子ども会などの地縁組織により、リサイクルや環境美化活動など、地域

に根ざした環境保全の取組が進められており、様々な体験活動や環境に関する講座、学習会等が実施

されている。

また、環境活動団体の活動も活発化してきており、団体による自主的な環境保全活動等が各地で開

催されている。これらの活動の多くは、広く県民が参加できるものであり、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。

環境に関する取組は地域によって様々であるが、活動へのきっかけとなるよう、環境情報や先進事

例等を広く周知し、取組の充実を図る必要がある。また、環境活動団体は情報発信を独自に実施して

おり、情報を広く発信できない場合が多く、情報収集・発信のしくみを工夫する必要がある。そのた

めには、地域を構成する様々な主体の連携を図ることが重要であり、主体間の調整やネットワークづ

くりの役割を担う人材や機能が必要である。

“ネットワークづくり”の推進

(1) 推進体制の整備
ア 環境保全団体との連携・協力

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ため、「とちの環県民会議」等の環境団

体との連携･協力の下、各種普及啓発活動を推進している。

(ｱ) 「とちの環県民会議」との連携

「とちの環県民会議」は、県民、民間団体、事業者、行政の各主体が相互に連携・協力するパー

トナーシップを確立し、県民総ぐるみで環境保全に取り組む組織で、「地球温暖化対策推進法」第

26条の規定に基づく地球温暖化対策地域協議会を兼ねており、地域の特性に応じた地球温暖化対策

の検討・実践活動を行っている。「とちの環県民会議」と連携し、普及啓発事業を実施した。

とちの環県民会議「“とちぎ発”ストップ温暖化アクション交流会2014」

開催日：27年１月24日（土）

会 場：宇都宮大学 大学会館２階 多目的ホール

内 容：【第１部】“とちぎ発”ストップ温暖化アクション経過報告

【第２部】講演（講師：江守 正多氏）

「地球温暖化リスクと人類の選択～ＩＰＣＣの最新報告から～」

参加者：約60名

イ 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、環境とみどりの

県民大会を開催した。

開催日：27年２月13日（金）

会 場：栃木県総合文化センター（宇都宮市）

内 容：“エコとちぎ”づくり県民宣言（上三川町立北小学校児童)

表彰（①栃木県こどもエコクラブ壁新聞コンテスト、②ごみの散乱防止と３Ｒを進

めるためのポスターコンテスト、③栃木県国土緑化運動・育樹運動ポスター

原画・標語コンクール、④栃木県学校関係緑化コンクール、⑤マロニエＥＣ

Ｏ事業所表彰、⑥栃木県地球温暖化防止活動推進員表彰）

１
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ウ “エコ・もり”地域推進協議会の開催

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、20年度に、各環境森林事務

所を単位として「“エコ・もり”地域推進協議会」を設立した。各協議会において、市町、活動団体、

ボランティア、事業者等の協働により、地域の特色を活かした様々な普及啓発事業を積極的に展開

している。

(ｱ) 設置事務所

県西地区：県西環境森林事務所

県東地区：県東環境森林事務所

県北地区：県北環境森林事務所、矢板森林管理事務所

県南地区：県南環境森林事務所、小山環境管理事務所

(ｲ) 協議会の構成

県、市町、活動団体等、事業者、関係団体等

(ｳ) 26年度協議会開催実績

地 区 県西地区 県東地区 県北地区 県南地区

開催回数 11回 ８回 ９回 12回

エ 環境活動実践者への支援

県民一人ひとりの自主的な環境保全活動を促進していくためには、地域におけるリーダーとして

自主的かつ積極的に様々な環境保全活動を実施している人材（とちぎエコリーダーや地球温暖化防

止活動推進員等）を支援するとともに、人材相互の交流・連携を促進していくことが重要である。

このため、26年度は、以下の事業を実施した。

(ｱ) 環境活動実践者研修交流会、環境活動企画実践力研修の実施

地域において自ら環境保全活動や環境学習活動を実践している者に対し、環境の現状や環境問題

に関する知識を深めるとともに、実践者同士の交流を深める機会を提供することにより、環境保全

活動に取り組む人材や組織のネットワーク化を図ることを目的として、研修会を開催した。

ａ 環境活動実践者研修交流会

県西地区 26年６月26日（木） 今市健康福祉センター（日光市） 11名参加

27年２月25日（水） 鬼怒川上流浄化センター（日光市） 13名参加

県東地区 26年７月２日（水） 芳賀地区エコステーション（真岡市） 18名参加

県北地区 26年６月30日（月） 栃木県那須庁舎（大田原市） 25名参加

27年１月29日（木） 矢板市立安沢小学校（矢板市） 26名参加

県南地区 26年７月11日（金） 栃木県小山庁舎（小山市） 17名参加

ｂ 環境活動企画実践力研修

26年７月５日（土） 県庁研修館 27名参加

26年11月29日（土） 県保健環境センター 21名参加

27年２月28日（土） 県庁研修館 24名参加

(ｲ) パートナーシップだよりの発行

環境活動実践者に対し、様々な環境保全情報等を提供するため、パートナーシップだよりを発行

した。発行回数：８回

オ 森林ボランティアネットワーク化の促進

より多くの県民がみどりづくり活動に容易に参加できる環境を整えるため、ボランティア団体の

相互連携を高め、情報を集発信する仕組みとして、ホームページ「とちぎのエコ・もり」を運営す

るなど、みどりづくり推進体制の充実を図っている。
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第２章 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。

第１節 地球温暖化対策の推進

温室効果ガスの削減目標と本県の排出状況

(1) 温室効果ガス排出量の削減目標
我が国は、京都議定書において、20年（2008年）から24年（2012年)の第１約束期間に、温室効果

ガス総排出量を基準年（２年、1990年）比で６%削減することとして取り組んできた。

また、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。

本県でも地方公共団体として積極的に地球温暖化対策に貢献する責務があることを踏まえ、23年

（2011年）に策定した「栃木県地球温暖化対策実行計画」を見直し、中期目標として32年度（2020年

度）の温室効果ガス総排出量を基準年（17年度、2005年度）比4.7%削減（1,812万ｔ-ＣＯ2）、短期目

標として27年度（2015年度）までに1.2%削減することを目標として設定している（図２－２－１）。

図２－２－１ 本県の温室効果ガスの削減目標（単位：万t-ＣＯ2）

【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%

※基準年は1990年度

栃木県地球温暖化対策実行計画

（25(2013)年度見直し）

①計画期間 23(2011)～27(2015)年度

②削減目標 27(2015)年度:基準年比▲1.2%

32(2020)年度:基準年比▲4.7%

※基準年は2005年度

(2) 本県の温室効果ガス排出状況
24年度（2012年度）の温室効果ガス総排出量は、簡易推計値では、約1,767万ｔ-ＣＯ２であり、基

準年比7.1％減となっている。

24年度の本県における排出源別のＣＯ2排出量の占める割合を全国と比較すると、運輸部門の占め

る割合が全国と比べて大きく（図２－２－２）、１世帯あたりの乗用車保有台数が全国５位（26年３

月末）という本県の特性が表れている。

詳細については、第３部第２章第１節を参照のこと。

１

基準年比

▲4.7％
基準年比

▲1.2％
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図２－２－２ 排出源別のＣＯ2排出量の占める割合（24年度）

(注) 上記における栃木県の割合は、簡易に推計した速報値であり、確定値ではない。

地球温暖化対策

県民協働により、地域から積極的に地球温暖化対策に貢献していくための道筋を示すものとして、

21年11月に策定した「とちぎ環境立県戦略」に基づき、環境立県に向けた先導的な取組を推進した。

また、「栃木県地球温暖化対策実行計画」に基づき、26年度は、次のとおり地球温暖化対策を総合

的に推進した。

(1) 地球温暖化対策の総合的な推進
ア 地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化防止活動推進センター事業との連携

地球温暖化対策の取組を推進するため、「地球温暖化対策推進法」第23条の規定に基づき、栃

県地球温暖化防止活動推進員（26年度）54名を委嘱し、合計126名の推進員が県内各地域で、地球

温暖化の現状や対策の重要性についての普及啓発を実施した。

また、「地球温暖化対策推進法」第24条の規定に基づき指定した栃木県地球温暖化防止活動推進

センターの自主事業との連携を図りながら、地球温暖化防止に向けた県民への普及啓発事業を実施

した。

イ 広報媒体を活用した普及啓発事業

地球温暖化防止啓発、“とちぎ発”ストップ温暖化アクション等の周知を新聞、ラジオ等スポット

ＣＭにより行った。

ウ とちぎカーボンオフセット制度

企業や団体、県民における地球温暖化防止の取組を促進するため、22年３月に「とちぎカーボン

オフセット制度」を創設し、企業等が栃木県内において行う環境貢献活動の成果を、栃木県が独自

にＣＯ2吸収量またはＣＯ2削減量として算定し認証した。

森づくり活動分野 認証３件 認証したＣＯ2吸収量 8.90 t-ＣＯ2

森林バイオマス利活用分野 認証１件 認証したＣＯ2削減量 314 t-ＣＯ2

グリーン電力購入等分野 認証３件 認証したＣＯ2削減量 1.388 t-ＣＯ2

２
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(2) 温室効果ガス排出削減対策の推進
ア ＥＳＣＯ導入推進事業

県内の総合的・効率的な省エネルギー対策を推進するため、情報の収集・提供を行うとともに県

立がんセンターでのＥＳＣＯ事業をモデル的に実施している。

イ 省エネ加速化事業

県有施設の省エネルギー化を推進するため、エネルギー効率の低い設備について、省エネルギ

ー機器等への改修を実施した。

県南体育館 高効率照明設備への改修

宇都宮東高等学校 高効率照明・空調設備への改修

真岡北陵高等学校 高効率空調設備への改修

富屋特別支援学校 高効率照明・空調設備への改修

黒磯南高等学校 高効率照明・空調設備への改修

那須清峰高等学校 高効率照明・空調設備への改修

那須野が原公園 高効率照明・空調設備への改修

宇都宮高等学校 高効率照明・空調設備への改修

保健環境センター 高効率照明・空調設備への改修

また、再生可能エネルギーの利用拡大のため、農業大学校への地中熱利用事業化計画を策定す

るとともに、県内への普及拡大を目指し、「地中熱ヒートポンプシステムの導入検討の手引き」を

作成した。

ウ 省エネルギー住宅の普及拡大

省エネルギー性能を含む「住宅性能表示制度」、「長期優良住宅建築等計画認定制度」及び「低

炭素建築物認定制度」の普及・促進により、良好な温熱環境を備えた省エネルギー住宅の普及拡

大を図った。

また、中小工務店などの省エネ住宅施工技術の向上を図るため、栃木県木造住宅生産体制推進

協議会において、「住宅省エネ技術講習」を実施した（22回）。

エ クリーンエネルギー自動車の率先導入

県として二酸化炭素（ＣＯ2）の排出抑制や大気環境の保全に取り組むとともに、クリーンエ

ネルギー自動車の普及啓発を図るため、公用車にプラグインハイブリッド自動車を１台、ハイブリ

ッド自動車を１台導入した。その結果、県のクリーンエネルギー自動車保有台数は151台となった。

オ 充電スタンドの導入促進

電気自動車等の普及に当たっては、充電施設などのインフラ整備が課題の一つであることから、

一般に開放する普通充電スタンドの整備に対する補助を実施した（26年度の補助実績なし）。

カ 「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」に基づく電気自動車等の普及

「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」を推進するため、自動車メーカーなど多くの企業・団体で構成され

る「とちぎ電気自動車等普及促進協議会」と協力して電気自動車等の普及に取り組んだ。

展示会、試乗会などの開催（12回）

モデル事業の実施（ＥＶから農業用施設への電力供給実証、超小型ＥＶの分解・組立、県庁

ＢＥＭＳによる急速充電器の使用状況可視化）

キ エコドライブ普及啓発事業

秋の交通安全県民総ぐるみ運動へ参加し、各交通安全協会が街頭キャンペーンを実施している場

所で、プラカードの掲示によるエコドライブの実践を呼びかけ、自動車からの温室効果ガス排出量

の削減を図るためのエコドライブの普及啓発を図った。
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エコドライブの呼びかけ：26年９月20日（土）～同月30日（火） 10市 延べ64名

ク 自動車交通需要の調整

交通渋滞の解消を図り、環境負荷を低減するため、自家用車とそれ以外の交通手段の賢い使い分

けが可能な交通環境の整備が必要となっている。そのために以下の取組を進めている。

(ｱ) 交通需要マネジメントの展開

県と関係市町が策定した各都市圏の総合都市交通計画や市町が策定した地域公共交通総合連携計

画に基づき、都心部でのレンタサイクル（宇都宮市）や循環バス運行など、自動車交通需要の低減

に寄与する交通需要マネジメント施策が展開されている。

また、県では、マイカー通勤から電車やバス、自転車、徒歩などによる「エコ通勤」への転換を

推進している。

(ｲ) 交通渋滞の解消、緩和による自動車交通の円滑化

体系的な道路ネットワークの整備や道路の拡幅、バイパスの整備、交差点の立体化等を推進し、

渋滞の解消、緩和によるCO２の排出抑制を行っている。

ケ 公共交通機関の利用促進

本県は、自動車普及率や自動車免許保有率が全国上位にあるなど、いわゆる「くるま社会」とな

っており、公共交通の利用者数は減少傾向にあったが近年は横ばいである。今後、自動車からの転

換をバランスよく図り、公共交通の利用者数が増加するよう、以下の取組を進めている。

(ｱ) 小学生向け副読本の活用

バスや鉄道の乗り方や公共交通の役割等を記載した子供向けの副読本を作成し、子供に対して公

共交通に関する啓発を行い、併せてバスの無料乗車券等を添付して、親子そろっての利用促進を図

っている。

(ｲ) バス・鉄道利用デーの取組

毎月１日と15日を「バス・鉄道利用デー」と定め、バスや鉄道等の公共交通機関の利用促進を図

っている。また、県職員自らが自家用車以外の交通手段による「エコ通勤」に取り組んでいる。

(ｳ) とちぎエコ通勤weekの取組

県及び市町村並びに民間事業所等が一斉にエコ通勤に取り組む「とちぎエコ通勤week」（エコ通

勤統一行動週間）を実施している（26年度 10月14日(火)～10月20日(月)）。

(3) 再生可能エネルギーの利活用の促進
ア 県有施設等での活用

災害時の防災拠点施設機能維持のため、平成24年度から防災拠点施設への太陽光発電システム導

入に着手し、13施設で発電を開始した（詳細はキを参照）。

また、太陽光発電事業の実施を希望する民間事業者に向けた、県有施設の「屋根貸し」事業によ

り事業者決定した20施設のうち、15施設で発電を開始した（詳細はカを参照）。

太陽光発電以外では、ダムにおけるＥＳＣＯ事業を活用した全国発の発電事業の実施や26年度末

の発電開始に向けた流域下水道処理施設におけるバイオガス発電の調査設計を行った。

イ 一般住宅用太陽光発電システム等の設置に対する補助

県内における新エネルギーの活用と省エネルギーの促進を目的として、21年11月から住宅用

の太陽光発電システム等の設置に対する補助を実施してきた。

26年度は既存住宅への太陽光発電システムの導入に対し補助を行い、補助実績2,808件、補助

金額83,670千円であった。なお、システム価格の低下が進み、システムの導入が容易になった

ことなどにより、26年度をもって本事業を終了した。

ウ 一般住宅用太陽光発電システム資金貸付

一般住宅用太陽光発電システムの設置に必要な資金の融資制度を17年６月から実施している。

26年度の貸付実績は、融資件数14件、融資額22,320千円であった。

部
２
第
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エ 事業用再生可能エネルギー発電施設設置資金貸付

中小企業者等が再生可能エネルギー発電施設を設置するために必要な資金の融資制度を24年

４月から実施している。

26年度の貸付実績は、融資件数6件、融資額67,500千円であった。

オ メガソーラー事業の推進

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、メガソーラー事業の推

進を図った。

民有地を含め事業候補地を広く募集・公表するとともに、発電事業者を募集し、マッチングを行

ったところ、新たに８箇所（累計30箇所）の候補地で事業化が決定し、６箇所（累計18箇所）で発

電が開始された。なお、民間主導でのメガソーラー事業が進んでいることやマッチングできる候補

地が減少してきたことなどにより、26年度をもって本事業を終了した。

カ 県有施設の太陽光発電「屋根貸し」事業の推進

太陽光発電の導入拡大と県有施設の有効活用を図ることを目的とした県有施設の「屋根貸し」事

業において、24年度、並びに25年度に事業者決定した20施設のうち、25年度に４施設、26年度に11

施設で発電を開始した。

キ 防災拠点施設への再生可能エネルギー等の導入促進

国の「グリーンニューディール基金事業」を活用し、24年度から県・市町の庁舎等防災拠点施設

及び災害拠点病院への再生可能エネルギー（太陽光発電システム等）の計画的な導入を進めた。

県有施設 整備完了13施設

市町施設 整備完了37施設（10市９町）

民間病院 整備完了１施設

ク 河川への小水力発電導入の推進

河川における小水力発電の導入を促進するため、25年度から「河川活用発電サポート事業」とし

て、県が開発の支援を行う３事業体のサポートを行った。

また、水力発電の計画段階に必要となる河川流量等の情報を閲覧できる「とちぎ小水力発電！基

礎データマップ」を作成し、27年１月からインターネットで公開した。

ケ 農業用施設等への再生可能エネルギー電力の供給の検討

農村地域に存在する未利用の再生可能エネルギーを電力等に変換し、地域内で有効利用を図って

いくため、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」において、宇都宮市竹下町

内に設置した小水力発電施設から電気自動車を介して園芸用施設に電力供給する全国初の実証を行

った。

コ 「栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区」の推進

23年12月に、「栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区」が総合特区の指定を受け、

この総合特区制度の規制の特例措置や財政上の支援措置等を活用して、那須塩原市・塩谷町・宇都

宮市の農業用水路において民間事業者が小水力発電事業を行う新たなビジネスモデルの構築に取り

組んでいる。

那須塩原市東原に設置した２種類の小水力発電実証施設において、発電効率や施設管理のための

調査を実施し、27年度以降実施予定の小水力発電事業の検討を始めた。

サ 中小水力発電の新規開発の推進

水力発電の開発可能性の調査・検討を行い、経済性が優位な地点について、水力発電所の建設に

向けた取組を進めている。

26年度は、日光市内の３地点で関係機関との具体的協議や実施設計等を行ったほか、その他の地

点で開発可能性の調査を実施した。



35
- 35 -

シ 温泉熱利活用の推進

温泉熱利用機器の普及促進のため、以下の2つの地域における協議会活動への支援を行った。

・那須地域：温泉旅館・ホテル等の温泉利用者を対象とした温泉熱有効利用講習会

・奥日光湯元地域：温泉熱利用旅館の実例や湯元地域における利用可能性に関する講習会

ス 再生可能エネルギーに関する普及啓発

県民や事業者の再生可能エネルギーに対する理解を促進するため、小水力発電や地中熱利用な

どの再生可能エネルギーの導入拡大を目的とした「再生可能エネルギーセミナー」を開催した。

栃木県再生可能エネルギーセミナー

開催日：26年11月14日（金）

会 場：栃木県総合文化センターサブホール（宇都宮市） 参加者：211名

(4) 二酸化炭素吸収源対策の推進
ア 森林整備、緑化の推進

森林は、温室効果ガスの一つである二酸化炭素を光合成により吸収し、木材として炭素を長期間

貯蔵、また、蒸散作用により気候を緩和するなど、地球温暖化を防止する上で大きく期待されてお

り、これらの機能を高く発揮するため、森林の保全・育成や木材資源の有効利用を促進することが

求められている。また、都市部の緑化は、大気の浄化や気温上昇の抑制などの効果が期待されてい

る。

26年度は、「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」に基づき、地球温暖化防止森林吸収源

対策の着実な推進を目指し、県内民有林における間伐等の促進や荒廃した森林の復旧を図る治山対

策を推進するなど健全な森林づくりに取り組んだ。

また、公益的機能の高度発揮が求められる森林の適切な保全を図るため、長期的な視点から保安

林の適正な指定・森林整備・管理について方向性を示した「栃木県保安林整備基本計画」に基づき、

その行動計画として19年度に策定した｢栃木県第１期保安林整備実施計画｣に基づく取組を進めた。

さらに、県土の緑化を推進するため、「栃木県環境基本計画」に基づき多様な緑化施策を総合的か

つ計画的に実施した。

イ 公共施設等での木材利用の推進

木材の持つ炭素の貯蔵効果を発揮するため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法

律」に基づく県の基本方針「とちぎ木材利用促進方針」に基づき県発注の建築工事や土木工事等に

おいて積極的に県産出材を利用した。

26年度の県有施設における公共建築物及び土木施設等での木材使用量は、1,918m3であった。

また、とちぎの元気な森づくり県民税事業では、「森を育む人づくり事業」において奥山林整備に

よる間伐材等を活用し、学習用机・椅子を製作して小中学校に配布するとともに、市町等の実施す

る公共施設等の木造・木質化を支援した。

(5) 県による率先的な取組の推進
ア 県の率先的な環境保全活動

(ｱ) 栃木県地球温暖化対策実行計画【県庁率先実行編】に基づく取組

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、県の事務事業から排出する温室効果ガス排出量の低減を図るため、環境保全活動（省

エネルギー・省資源、廃棄物の減量等）を実施してきた。23年３月に「栃木県地球温暖化対策実行

計画」を策定し、その中の県庁の率先的取組に係る部分を【県庁率先実行編】と称し、引き続き取

組を実施している。

26年度は、「用紙使用量の削減」及び「エネルギー使用量の抑制」を全庁目標として掲げ、さら

に課所室ごとに所属目標を定めて取り組んだ。取組結果については、第３部第３章第１節を参照の

こと。
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(ｲ) 栃木県グリーン調達推進方針に基づく取組

「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）」及び「栃木県生活環境

の保全等に関する条例」に基づき、「栃木県グリーン調達推進方針」を13年７月から毎年度策定し

ている。26年度は、19分類267品目について判断基準及び調達目標を定め、取組を実行した。

(ｳ) 栃木県公共事業環境配慮指針に基づく取組

県の実施する公共事業について、より一層環境に配慮した取組を効果的、継続的に推進するため、

19年３月に「栃木県公共事業環境配慮指針」を策定し、19年度から運用を開始した。

この指針において、県は、公共事業の実施に当たって、「栃木県環境基本計画」における４つの目

標に即して環境配慮を行うこととしており、公共事業の種類ごとに環境配慮事項を示している。

(ｴ) 栃木県イベント環境配慮指針に基づく取組

県が実施するイベントにおける環境負荷の軽減等を図るため、19年２月に「栃木県イベント環境

配慮指針」を策定し、19年度から運用を開始した。

具体的には、省エネルギー・省資源、廃棄物の発生抑制及びリサイクル、公共交通機関の利用等

に関する環境配慮を行うこととしている。

イ 省エネ改修の推進

県自らの省エネルギー化に向けた率先行動の一環として、24年度に省エネ機器導入可能性調査

を実施し、ＣＯ2排出削減量や省エネ効果を踏まえ県有施設の省エネ改修を実施した。

また、分散型電源促進の観点から、県有施設コージェネレーション導入可能性調査を実施した。

ウ 太陽光発電の率先導入

県自らの活動によるＣＯ2の排出抑制に取り組むとともに、防災拠点の機能維持も踏まえ、太

陽光発電システム導入に着手し、13施設で発電を開始した。

エ 栃木県環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の推進

県では、環境基本計画に基づく各施策や上記ア(ｱ)～(ｴ)の取組をさらに推進するため、本庁にお

いて「栃木県環境マネジメントシスム」を構築を行い、20年３月14日にISO14001の認証を取得し、

23年３月31日まで運用した（登録番号：08ER・697）。

本庁のほか、県保健環境センター、宇都宮工業高等学校及び県北高等産業技術学校においても、

ISO14001の認証を取得したが、23年度からは、全所属において、より効率的で実効性のある本県独

自のＥＭＳにより環境負荷の低減に取り組んでいる。

なお、現在のＥＭＳは、認証機関による審査に代えて、専門家による外部評価を導入し、客観

性・透明性を確保している。

オ 県庁スマートエネルギーマネジメントシステム

東日本大震災以降の徹底した省エネルギーの取組の定着を図るため、本庁舎及び地方合同庁舎10

庁舎において、エネルギーマネジメントシステム等を導入し、エネルギーの見える化を図った。

カ バス・鉄道利用デーの取組

毎月１日と15日を「バス・鉄道利用デー」と定め、バスや鉄道等の公共交通機関の利用促進を図

っている。また、県職員自らが自家用車以外の交通手段による「エコ通勤」に取り組んでいる。

キ とちぎエコ通勤weekの取組

県及び市町村並びに民間事業所等が一斉にエコ通勤に取り組む「とちぎエコ通勤week」（エコ通

勤統一行動週間）を実施している（26年度 10月14日(火)～10月20日(月)）。
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第2節 環境関連産業の振興

環境関連産業の状況

(1) 今後の成長が期待される環境関連産業
環境産業は、世界的な資源制約、地球温暖化問題等への対応の必要性が増大する中で、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いる。

環境省の「平成26年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」によれば、24年における環境

産業の市場は約86兆円、雇用規模は約243万人と推計されており、20年の世界金融危機で一時的に落ち

込みがあったものの、ともに拡大基調にある。

26年12月に環境省が実施した「環境経済観測調査」によれば、半年先、10年先の各時点で日本で発

展していると考える環境ビジネスについて、民間企業を対象に調査を行ったところ、「省エネルギー

自動車」、「再生可能エネルギー」、「大気汚染防止用装置・施設」などの発展を見込む回答が多く、

これらの分野への企業の関心は高い（表２－２－１）。

また、再生可能エネルギー及びその周辺技術は、24年７月から導入された再生可能エネルギーの

固定価格買取制度により、環境ビジネスとして関心が高まっていることに加え、26年４月に閣議決

定された第四次の「エネルギー基本計画」においても、25年から3年程度、導入を最大限加速し、その

後も積極的に推進を図るとされており、今後の市場拡大への期待は大きい。

このような状況を踏まえ、県では、22年３月に設立した「とちぎ環境産業振興協議会」において、

ネットワーク形成支援事業や研究開発支援事業等の各種支援事業を実施し、環境産業の振興を図って

いる。

表２－２－１ 我が国で発展していると考える環境ビジネス 上位５ビジネス

(注) 風力発電／水力発電／地熱発電／太陽熱利用／バイオガス発電／中小水力発電等の装置製造及び新エネ売電ビジネス等

[資料]平成26年12月環境経済観測調査 (環境省)

(2) 環境マネジメントシステムの取組
企業が環境に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて自主的に取り組む、いわゆ

る「環境マネジメントシステム」は、今日の環境問題を解決していく上で大変有効な手法である。

８年９月には、その国際的な統一規格としてISO14000シリ－ズ（環境マネジメントシステム及び環

境監査）が規格化された。また、16年11月にはISO14001の改正が行われ、環境への配慮に対する要

求事項がより明確化された。

さらに環境省では８年より、中小事業者等の幅広い事業者が自主的に「環境への関わりに気づき、

目標を持ち、行動することができる」簡易な方法を提供する目的で、「環境活動評価プログラム（エコ

アクション21）」を策定し、その普及を進めてきた。また、16年度には、エコアクション21の仕組みの

見直しが行われ、新たな環境経営に対応するため認証登録制度に活用できるガイドラインへと改訂さ

れた。

１

％ ％ ％

１ 省エネルギー自動車
24.3

[温暖対策]
１ 省エネルギー自動車

26.8
[温暖対策]

１ 再生可能エネルギー(注)
25.8

[温暖対策]

２ 大気汚染防止用装置・施設
17.7

[汚染防止]
２ 再生可能エネルギー(注)

13.8
[温暖対策]

２ 省エネルギー自動車
16.8

[汚染防止]

３
太陽光発電システム
(関連機器製造)

13.5
[温暖対策]

３ 大気汚染防止用装置・施設
10.8

[汚染防止]
３ 大気汚染防止用装置・施設

7.3
[温暖対策]

４ 再生可能エネルギー(注)
10.3

[温暖対策]
４

太陽光発電システム
(関連機器製造)

8.5
[温暖対策]

４ 蓄電池
6.6

[温暖対策]

５ 下水、排水処理用装置・施設
8.2

[汚染防止]
５ 下水、排水処理用装置・施設

4.9
[汚染防止]

５
その他の地球温暖化対策ビジ
ネス

5.9
[汚染防止]

現在 半年先 10年先
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26年度末現在、県内のISO14001の認証適合組織数は381、エコアクション21の認証登録事業者数は

111となっている。

環境関連産業の振興対策

(1) 重点振興産業分野としての振興
県では、「とちぎ産業振興プログラム（20年12月）」において「環境」を重点振興産業分野の一つと

して位置付け、22年３月に「とちぎ環境産業振興協議会」を設立し、環境産業の振興を図っている。

協議会では、太陽光発電、風力発電、中小水力発電等の「新エネルギー関連産業」と、環境負荷低

減に資する製品の製造や技術開発などを行う「スマート・エコ産業」を２つの柱として、26年度は、

以下の事業を実施した。

ア ネットワーク形成支援

産学官によるネットワークを形成し、相互交流、情報交換を促進した。

(ｱ) プロジェクト推進会議(26年３月18日 参加：19名)

協議会役員企業・団体を参集し、協議会の事業報告・事業計画の内容等を審議した。

(ｲ) とちぎ環境産業振興協議会定期総会の開催 (26年５月28日 参加：41名)

協議会会員企業を参集し、事業報告、事業計画等、協議会各種事業の報告を行った。

(ｳ) コーディネート事業

(公財)栃木県産業振興センターにコーディネーターを設置し、会員企業からの相談等に対応した。

イ 人材育成・確保支援

(ｱ) モノづくり改善道場

企業における現場改善のリーダーを育成することにより、現場力の向上を図るための研修を行っ

た。

(ｲ) 企業概要説明会

新卒者採用の円滑化に向け、各大学等を会場に企業が学生に対し説明を行う企業概要説明会を開

催した。

ウ 研究開発支援

(ｱ) 研究部会による研究開発の推進

環境関連技術の動向や技術シーズ・ニーズ情報の交換、研究グループの形成支援等を行うことに

より、新製品や新技術の開発を推進した。

また、省エネ・新エネ関連技術への関心の高まりを踏まえ、研究部会の下に「中小水力発電研究

会」、「ヒートポンプ研究会」を設置し、研究開発を推進した。

ａ 新エネルギー関連技術研究部会

「㈱東光高岳事業説明会・工場見学会」 26年11月12日 参加：36名

(ａ)中小水力発電研究会

「中小水力発電を取り巻く最新動向」 26年７月16日 参加：30名

ｂ スマートエコ技術研究部会

第１回「有機EL照明の最新技術動向」 27年２月26日 参加：12名

名９：加参日６月３年72」査調例事進先「回２第

(ａ)ヒートポンプ研究会

27年３月６日 参加：９名

※スマートエコ技術研究部会（第２回）と同時開催

(ｲ) 重点振興産業分野における共同研究

重点振興産業分野における技術開発を支援するため、波及効果等が高いテーマについて、企業等

と産業技術センターによる共同研究を実施した。

２
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(ｳ) 企業と教員の個別相談

企業等が大学の教員を訪問し、研究開発に関する課題等を相談する個別相談を実施した。

(ｴ) 研究開発助成

とちぎ未来チャレンジファンドを活用し、会員企業が行う技術の高度化、新技術の開発等につい

て、その経費の一部を助成した。

エ 販路開拓支援

(ｱ) 展示会の開催

協議会会員企業の自社技術や製品等のPRを行う展示会を開催した。

ａ とちぎ技術展示商談会 in Honda（26年９月11日 出展企業：52社、来場者：637名）

ｂ とちぎ技術展示商談会（27年３月10日 出展企業：28社、来場者：455名）

会場：キヤノン㈱宇都宮事業所

(ｲ) 商談会の開催

協議会会員の販路拡大、研究開発を支援するため、大企業のニーズを踏まえた製品、技術、

アイデア等を提案する商談会を実施した。

ものづくり企業マッチング商談会 in 東光高岳（26年12月19日 参加企業：17社）

(ｳ) 展示商談会活用セミナーの開催

展示商談会を有効に活用し、販路拡大につなげるためのセミナーを実施した。

ａ 第１回 総合編（26年５月21日 参加：54名）

会場：とちぎ産業交流センター

ｂ 第２回 実践編（26年７月24日 参加：72名）

会場：とちぎ産業交流センター

(ｴ) 展示会出展への助成

とちぎ未来チャレンジファンドを活用し、展示会への出展に際し、その経費の一部を助成した。

(ｵ) 会員企業情報等の発信

企業紹介冊子「とちぎ環境産業振興協議会会員企業ガイド」を配布するとともに、ホームページ

への掲載により会員企業の情報を発信した。

(ｶ) ＱＣＤ専門家の派遣

「企業ＯＢ活用メンターグループ事業」を活用し、企業に専門家を派遣する「ＱＣＤ専門家派遣

事業」を実施した。

オ 企業立地支援（企業立地促進法に基づく支援）

環境産業とその関連業種を対象とした「新栃木県産業集積活性化基本計画」に基づいた支援策を

講じた。

カ 資金調達支援

協議会会員企業に限定した優遇資金（設備資金、運転資金）である産業政策推進資金（県制度融

資）を活用した資金調達支援策を講じた。

(2) 企業の事業活動における環境配慮の促進
ア 中小企業への支援

中小企業における「環境問題への対応」及び「コスト削減効果を通じた経営力の強化」を図る

ことを目的として、「環境経営サポート事業」を実施。

26年度は以下の事業を実施した。

(ｱ) 産学官で構成する「とちぎ環境経営サポーター連絡会議」を２回開催した。

(ｲ) 中小企業等のCO2削減・省エネ等の取組を支援するため、「CO2削減・J-クレジット制度活用セミ

ナー」を開催した（32名参加）。

部
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イ 環境マネジメントシステムの普及

環境マネジメントシステムの普及を図るため、26年度は、主に中小事業者に対し、エコアクショ

ン21の普及と認証登録支援のための講習会を２回開催した。

ウ エコキーパー事業所認定制度

事業所における自主的な地球温暖化対策を促進するため、事業活動において地球温暖化対策に関

し優れた取り組みを行っている事業所を「エコキーパー事業所」として認定した。26年度において

は、37事業所をエコキーパー事業所として認定した（26年度末現在 認定事業所110）。

エ マロニエＥＣＯ事業所表彰

事業所における自主的な環境保全活動を促進するため、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」として表彰した。26年度においては、108事業所の中から6事業所を

表彰した。

オ 省エネ設備等導入資金貸付

中小企業者等が省エネルギー設備を導入するため等に必要な資金の融資制度を26年4月から実施し

た。

カ 省エネ技術等提供事業者の登録

事業所における温室効果ガス排出削減の取組を支援するため、省エネルギー、再生可能エネル

ギーなどの地球温暖化対策に貢献する技術等を県内の事業所に提供する事業者【通称：省エネ応援

団】を登録し、公表する制度を26年度から実施した（26年度末現在 登録事業者12者）。


