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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）

第１節 自ら学び、自ら行動する“人づくり”

1 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。
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、16年９月

には同法に基づく基本方針が閣議決定されたところである。さらに、14年のヨハネスブルグサミットにおい
て我が国が提案した「国連持続可能な開発のための教育の10年」が17年からスタートしたところであり、我
が国においても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』を決
定し、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、13年３月に「環境学習推進指針」を策定し、13年度から15年度にかけて「環境学習プロ

グラム」を作成するなど、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。
その結果、学校における環境学習の取組は定着してきている。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充実されてきている。今
後は、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、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。
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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

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



2 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こどもたちが地域において自主的に環境学習や環境保全活動を展開するこども

エコクラブについて、活動内容の充実を図り、クラブ活動の活性化を図るため、22年度は以下の支援を
行った。
22年度こどもエコクラブ　　登 録 数：58クラブ

参加人数：3,133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：栃木県県民の森（矢板市）
開催月日：22年８月4日（水）
参加者数：125人
内　　容：ストップ温暖化かるた、木工工作、自然観察会

（イ）こどもエコクラブ壁新聞コンテストの実施
審 査 会：23年１月21日（金）
参加クラブ数：21クラブ　
応募点数：37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：1,200部

イ　エコ・チャレンジ・スクール支援事業の実施
自ら進んで環境保全に取り組む“人づくり”に資するため、小学生を対象とした体験型環境学習を実

施した。
（ア）マイはし作り講座

内　　容：森林の大切さやエコライフの必要性等の理解を深めるため、県産材の間伐材を利用し
たはしを作製

実施校数：65校
（イ）緑のカーテン設置

内　　容：地球温暖化防止に向けた省エネルギーの取組を実践するとともに、植物の栽培を
通して緑の大切さへの理解を深めるため、ゴーヤなどの緑のカーテンを設置した。

実施校数：50校
（ウ）ゲストティーチャー派遣

内　　容：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。

実施校数：54校
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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」「しいたけ種菌教室」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す
るため、緑の少年団活動の支援や活動装備品などを提供した。
緑の少年団結成数：187団
団員数：37,209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を深め、森林環境学習を体験することにより緑の
少年団等の育成を図るため、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、「森の楽校」講座を開催した。
回　　数：20回
開催場所：栃木県21世紀林業創造の森（鹿沼市）、栃木県県民の森（矢板市）ほか
内　　容：植樹、下刈り、間伐ほか　　
参 加 者：499人

（エ）生涯学習施設における森林環境学習
栃木県の森林・林業について理解し、森林づくりのための自主的な活動を行う仲間づくりの充実を

図るため、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（４回）
参 加 者：556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
・自分で出来る環境対策
・循環型社会について

（イ）保健環境センター
見学者や夏休み期間中の小中学生等を対象に、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」及び環境団体交流会の開催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。
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・研 修 会：５回　参加者合計：194人
・夏休み環境教室：２回　参加者計： 18人
・講師派遣：６回　参加者合計：119人
・交 流 会：１回　参加者合計：31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。
（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。

（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：36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」の内容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、学校や市町が主催する自然観察会

等に紹介した。（表２－１－３）
○22年度自然ふれあい活動指導者養成講座
前期課程〔22年６月26日（土）～27日（日）〕 国際自然大学校　日光霧降校（16人）
・インタープリテーション（自然解説活動）の実習、環境教育等の講義
後期課程〔22年９月24日（金）～26日（日）〕 国際自然大学校　日光霧降校（14人）
・インタープリテーションのプログラムデザインの実習、安全管理等の講義

（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（22年度末現在の登録者272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
人材の育成のため、グリーンスタッフ養成講習会を実施した。（表２－１－４）
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表２－１－３ 自然ふれあい活動指導者紹介数の推移



（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187団、37,209人で組織され、自主的な活動が展開されている。22
年度は、とちぎ森の子サミット（参加者125人）などの交流会や緑の少年団の活動助成などを実施し
た。

イ　教材等の作成・活用推進
栃木県の環境の状況や様々な環境問題に関する現状と問題点等を解説したパワーポイント用の教材

「とちぎの環境教室」を県ホームページ内に掲載し、広く県民等がダウンロードして使用できるように
している。

ウ　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・講座のお知らせや活動団体の情報、指導者等の人材
情報などを一元的に提供し、また、各種活動団体等が団体の情報やイベント等のお知らせなどを書き
込み、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。
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表２－１－４　グリーンスタッフ登録者数の推移



第２節 実践につなげる“きっかけづくり”

1“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、１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。

2“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
地球温暖化の防止に向けて、夏の一定期間、家庭、学校、事業所を通じて県民総ぐるみで温暖化防止

活動に取り組む「“とちぎ発”ストップ温暖化アクション」を実施した。延べ約18万人（32,562家庭、63
学校、279事業所）を超える方々の参加をいただいた。

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、22年度は13地域で開催され、うち壬生町が22年11月に協定を締結し、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。
・協定に基づくレジ袋無料配布中止実施事業者数

35事業者71店舗（うち市町との協定に基づく事業者数　２事業者２店舗）
・市町における協議会等設置状況　13地域（協議会（２）、部会（１）、意見交換会（10））

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塩原温泉

ビジターセンターなどで開催した。22年度は、11,403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）
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エ　自然ふれあい活動の場の提供
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）

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、「森の楽校」講座を開催した。
回　　数：20回
開催場所：栃木県21世紀林業創造の森（鹿沼市）、栃木県県民の森（矢板市）ほか
内　　容：植樹、下刈り、間伐ほか　　
参 加 者：499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2010
開催場所：わくわくグランディ科学ランド（栃木県子ども総合科学館）
開催月日：22年10月９日（土）～10月10日（日）
来 場 者：約12,000人
内　　容：環境保全、もりづくり等に関する展示、工作体験、クイズ、木工工作等

キ　グリーン・ツーリズム
農村地域の活性化に向けて、学校教育との連携を中心に、農業・人・自然などの農村地域の資源を活

用した子ども等の農村への滞在交流を推進し、県内２地域において実施された県内外の小学生と地元農
家による農村体験活動の取組を支援した。
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表２－１－５　自然観察会等に参加した人数（22年度実績）

表２－１－６ ビジターセンター利用状況の推移



ク　都市農村交流の活発化
都市と農村の交流を促進するため、魅力ある施設運営に向けた支援を行った。
また、都市と農村の交流を一層促進するため、「とちぎ“食と農”ふれあいフェア２０１０」を開催

するとともに、「とちぎ食の回廊づくり」を推進し、県内10の「食の街道」の取組を支援した。

ケ　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、園地等の整備や大雨等による被災箇所の補修を

行った。
○整備箇所　沼原園地

中宮祠地区駐車場
須巻富士新湯線歩道（外17カ所）

○整備内容　歩道補修、園地整備等

コ　首都圏自然歩道の整備
関東一都六県をめぐる自然歩道である首都圏自然歩道の利用促進のため、昭和57～63年にかけて整備

した既設路線259kmの改修及び新たに計画決定された東北自然歩道への接続ルート134kmの新規路線整
備を18年度から５年計画で実施した。

○22年度整備コース
・新規路線２コース（そばとみかんの里を歩くみち外）

サ　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）

シ　都市公園の整備
22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ている。

（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、ホームページ等において、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。
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表２－１－７　　施設利用状況の推移



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

表２－１－９ ホームページ「とちぎの青空」掲載項目等



第３節 協働による“ネットワークづくり”

1“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、青年団、婦人会などの地縁組織による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の取組が進められており、地域の公民館や公園等
の施設を中心として、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
体の活動が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、多くの環境情報や先進事

例等を広く周知し、取組の充実を図る必要がある。また、環境活動団体の情報発信は、個々の団体が独自に
実施しており、広く情報を発信できない場合が多く、活動への参加を希望する県民等への情報を広く発信で
きるよう情報収集・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、そのための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。

2“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。
とちの環県民会議総会記念講演会の開催
開催日：22年５月22日（土）
会　場：東コミュニティーセンター（宇都宮市）
主　催：栃木県、栃木県地球温暖化防止活動推進センター、とちの環県民会議
講　演：動物からのメッセージ=自然との共生を考えるために～

講師　元上野動物園園長　中川志郎
参加者：約100名

イ　とちぎ環境県民大会の開催
「地球と人にやさしい“エコとちぎ”づくり」に向けた機運を高めるため、とちぎ環境県民大会を開

催した。
開催日：22年12月４日（土）
会　場：マロニエプラザ（宇都宮市）
内　容：マロニエＥＣＯ事業所表彰（16事業所）

“エコとちぎ”づくり県民宣言（壬生町立壬生北小学校児童)など
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講　演：「会社も我が家も“エコ”でがっちり！」
株式会社小松製作所小山工場　環境担当部長　野沢定雄 氏

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）22年度協議会開催実績

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、とちぎエコリーダーや地球温暖化

防止活動推進員等の、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、22
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　22年12月21日（火） 於：日光市クリーンセンター（日光市） 19名参加
県北地区　23年１月９日（水） 於：山水閣（那須町）他　23名参加
県南地区　23年３月11日（金） 於：藤岡遊水会館（栃木市）他　26名参加

ｂ　環境活動企画実践力研修
23年２月12日（土）・13日（日）於：総合教育センター　29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：６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）

第１節 地球温暖化対策の推進

1 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いる。
京都議定書目標達成計画（20年３月策定）においては、温室効果ガス排出量の目安として、基準年比▲1.8

～▲0.8％を掲げ、森林での吸収量（3.8％）を控除した目標との差分は京都メカニズムで補うとしている。
京都議定書における削減目標は、我が国全体で果たすべき国際的な公約であり、本県としても、地球社会

の一員としてこの目標達成に向けて積極的に温室効果ガス排出削減対策を実施する必要がある。このため、
本県では、京都議定書目標達成計画に定められた各種対策・施策を中心に地球温暖化対策を強力に推進する
とともに、県民、事業者がさらなる努力を続けていくことを前提に、「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」
において、22年度（2010年度）の温室効果ガス総排出量を基準年比▲0.5％（1,806万ｔ－ＣＯ２）を目標とし
て設定している。（図２－２－１）
なお、23年度（2011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。（図２－２－１）

（2）本県の温室効果ガス排出状況

21年度（2009年度）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。
21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７位（21年）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（196ページ）を参照のこと。
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　【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

図２－２－１　本県の温室効果ガスの削減目標（単位：万t－CO2）



2 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地域推進計画（改定計画）」に基づき、22年度は、次のとおり地球温暖化防

止対策を総合的に推進した。
さらに、23年度以降の本県における新たな地球温暖化対策の計画として「栃木県地球温暖化対策実行計画」
を23年3月に策定した。

（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、栃木県地

球温暖化防止活動推進員（22年度）44名を委嘱し、合計107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。
（ア）とちぎエコ活動普及促進事業の実施

県地球温暖化防止活動推進員等が中心となり、県内各地域において実施する普及啓発に対する支援
事業を県地球温暖化防止活動推進センターに委託して実施した。
（22年度の支援実績：８件）

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Ｃ
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図２－２－２　排出源別のＣＯ2排出量の占める割合（21年度）



Ｍにより行った。

ウ　地球温暖化対策支援事業
事業者の地球温暖化対策を推進するため、温室効果ガス排出量削減に関する知識や技術を指導・助言

できる省エネルギー関連事業者に「地球温暖化対策アドバイザー」を委託し、地球温暖化対策計画書の
分析・評価及び助言を実施した。また、県内事業者の要請に応じ同アドバイザーを派遣した。
22年度の派遣状況は、12件であった。

エ　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５件　認証したＣＯ２吸収量　233.42t－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　 26.17t－CO２
・グリーン電力購入等分野　　　認証４件　認証したＣＯ２削減量　 2.22t－CO２

（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・提供や県立がんセンターで

のＥＳＣＯ事業を推進した。

イ　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」及び「長期優良住宅建築等計画認定制度」の普及・促

進により、適切な熱環境計画を行った省エネルギー住宅の普及拡大を図った。

ウ　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、公用車に電気自動車を３台、ハイブリッド自動車を１台導入した。
これにより、県のクリーンエネルギー自動車保有台数は125台となった。

エ　急速充電スタンド等エネルギー供給施設の導入促進
電気自動車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

開放する急速充電スタンドの整備に対する補助制度を創設した。
（22年度の補助実績：８基）

オ　「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」に基づく電気自動車等の普及
ＥＶ・ＰＨＶの本格普及に向け、車両導入、充電インフラの整備、普及啓発等に加え、豊かな自然環

境を活かした観光モデル事業や、中山間地域でのＥＶ活用事業など、地域特性を活かした多様な取組を
行う「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」を策定し、国から「ＥＶ・ＰＨＶタウン」に選定された。

カ　エコドライブ普及啓発事業
11月を「栃木県エコドライブ月間」として、新聞広告等による普及啓発やエコドライブキャンペーン

を実施し、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。
エコドライブキャンペーン：22年11月３日（水）宇都宮市

22年11月４日（木）日光市
22年11月６日（土）佐野市、小山市、矢板市
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キ　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、時差通勤制度「オフピーク通勤」を導入し、通勤時間帯における交通渋滞の緩和を

図っている。
（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。

ク　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、公共交通の利用者は長期的にみて減少傾向にある。この状況を改善するため、以下の取組を進め
ている。

（ア）小学生向け副読本の作成
バスや電車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日の「バス・鉄道利用デー」に、県職員自らが自家用車以外の交通手段による「エコ

通勤」に取り組み、バスや鉄道等の公共交通機関の利用促進を図っている。

（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
再生可能エネルギーを率先的に導入する立場から、県立学校や県民利用施設に太陽光発電システムを

設置した。設置した箇所は次のとおり。
・宇都宮工業高等学校　　　40kW ・今市高等学校　　　　30kW
・小山南高等学校　　　　　30kW ・壬生高等学校　　　　20kW
・真岡工業高等学校　　　　20kW ・栃木女子高等学校　　30kW
・栃木商業高等学校　　　　30kW ・那須特別支援学校　　30kW      
・栃木県総合文化センター　50kW

イ　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月から開始し、太陽光発電シ

ステムの普及促進を図っている。
22年度の貸付実績は、融資件数64件、融資額115,930千円であった。

ウ　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月に住宅用の太陽光発

電システムと高効率給湯器を併設する事業に対する補助制度を創設し、太陽光発電システム等の普及促
進を図っている。
22年度は、補助実績2,814件、補助累計額334,929千円であった。

－60－



エ　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
農業用水を活用したマイクロ水力発電の導入促進に向けて設置された「栃木県小水力発電推進協議会」

に参加し、国、市町、土地改良区等と連携しながら、小水力発電の開発の可能性に関する調査や管理に
おける諸課題の検討等を行った。

オ　中小水力発電の開発可能性地点の調査・検討
中小水力発電の開発可能性地点について、調査・検討を行い、経済性が優位な開発可能性地点につい

ては、経営環境の動向、電気事業を取巻く情勢等を見極めながら、水力開発に向けた取組を進めている。
22年度は、水力発電地点可能性調査業務委託を実施した。

カ　環境保全基金の活用による支援
地域環境保全基金を活用し、公共施設の省エネ改修や住宅用太陽光発電システム等の設置に対する補

助を行った。
公共施設の省エネ改修
・栃木県総合文化センターへの太陽光発電システム設置　　　50kW
・各市町の省エネ改修（太陽光発電設置等）に対する補助　　７市町
住宅用太陽光発電システム等の設置に対する補助
・補助実績2,814件（詳細はウを参照）

キ　クリーンエネルギーの賦存量及び実証調査の実施
クリーンエネルギー（再生可能エネルギー）の具体的な利活用に向け、宇都宮市、鹿沼市、小山市及

び那須塩原市と連携し、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）調査や実証調査等を実施し、太陽光、小水力、木質バイオマス、
温泉熱を本県における重点取組エネルギーとした。

ク　新エネルギーに関する普及啓発
県民や事業者の新エネルギーに対する理解を促進するため、県が導入した太陽光発電施設やクリーン

エネルギー自動車などを活用して積極的に普及啓発を行った。
また、太陽光発電やマイクロ水力発電、バイオマス利用、温泉熱利用等の導入促進を目的とした「新

エネルギーセミナー」を開催した。
栃木県新エネルギーセミナー
開催日：23年１月17日（月）
会　場：とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
参加者：157名

（4）ＣＯ２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。
22年度は、19年度に策定した「栃木県地球温暖化防止森林吸収源対策推進計画」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、行動計
画となる｢栃木県第１期保安林整備実施計画｣を策定し、計画に基づく取組を進めた。
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さらに、県土の緑化を推進するため、18年度を初年度とする「第４次栃木県緑化基本計画」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、「県有施設の木造化に関する基準」及び県有施設におけ

る木材利用の具体的な目標を示した「県有施設等における木材利用推進行動計画（19年～22年度）」に
基づき県発注の建築工事や土木工事において積極的に県産材を利用した。
22年度の取組状況は、建築物の木造化率については100％（目標達成）、土木施設における木材利用量

は7,454.9m3（計画期間における進捗率83％）であった。
また、とちぎの元気な森づくり県民税事業では、「元気な森を育む木の良さ普及啓発事業」において

奥山林整備により発生した間伐材等を活用した学習用机・椅子を製作し小中学校に配布したほか、「元
気な森づくり推進市町村交付金事業」の木の香る環境づくり支援事業により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）栃木県庁環境保全率先実行計画〈二期計画〉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」に基づき、県の事務事業から排出する温室
効果ガスの低減を図るため、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。17年３月には、「栃木県庁環境保全率先実行計画〈二期計画〉」を策定し、引き続き取組を推進し
ている。
22年度は、「電気使用量を抑制する」「ガソリン使用量を抑制する」の２項目を全庁重点取組事項と

して温室効果ガス削減の取組を行った。取組結果については、第３部第３章第１節を参照のこと。
（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。22年度は、19分類257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。
この指針では、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　ＥＳＣＯ事業の推進
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、「栃木県ＥＳＣＯ推進マスタープラン」（18

年２月）を策定し、モデル的に県立がんセンターにて18年度からＥＳＣＯ事業を導入している。

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、太陽光発電システムの導入促進を図るた

め、学校や県民利用施設に太陽光発電システムの整備を進めた。

－62－



エ　県庁のISO14001認証取得
県庁では、本庁、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、

ISO14001の認証を取得している。（現在継続しているのは、宇都宮工業高等学校のみ）
環境基本計画に基づく各施策や前記ア（ア）～（エ）の取組をさらに推進するため、県庁（本庁）に

おいて「栃木県環境マネジメントシスム」を構築・運用し、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）

（ア）取組経過
18年度　栃木県環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の構築

環境方針の策定、公表【１月９日】
19年度　ＥＭＳの運用開始【４月～】

審査登録機関による新規審査を受審【１～２月】
ISO14001の認証取得【３月14日】

20年度　審査登録機関による定期審査を受審【２月】
21年度　　　　　　　〃　　　　　　　　　【２月】
22年度　ISO14001認証登録期間の満了【３月13日】

（イ）ＥＭＳの概要
○適用区域
栃木県本庁舎及び附属庁舎、警察本部庁舎（23年度からは全庁に拡大）

○主な実施事項
Plan（計画）：環境目標、実施計画等の設定
Do（実行）：環境活動の実践／職員研修の実施　等
Check（点検）：運用状況の点検評価／内部監査の実施　等
Act（見直し）：知事による総括評価／ＥＭＳの改定　等

○本県の特徴
・「栃木県環境基本計画」などに基づく従前からの取組をさらに推進するものであること
・県の取組を外部に発信し、ＥＭＳの効果的改善に資する助言を得るため、県民、事業者等を構成
員とする「栃木県環境管理システムアドバイザリー会議」を創設したことなど

オ　バス・鉄道利用デーの取組
毎月１日と15日の「バス・鉄道利用デー」に、県職員自らが自家用車以外の交通手段による「エコ通

勤」に取り組み、バスや鉄道等の公共交通機関の利用促進を図っている。
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第２節 環境関連産業の振興

1 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している中で、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きている。
また、22年６月に閣議決定された「新成長戦略」では、環境・エネルギー分野を戦略分野の一つに位置付

けており、2020年度までに「50兆円超の環境関連新規市場創出」、「140万人の環境分野の新規雇用創出」、
「日本の民間ベースの技術をいかした世界の温室効果ガスの削減量を13億トン以上とすること（日本全体の
総排出量に相当）」を目標として掲げるなど、環境関連産業の今後の大きな成長が期待されている。
さらに、22年12月に環境省が実施した、「環境経済観測調査」によると、環境ビジネスに係る業況ＤＩ

（「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を引いた指数）は＋３と、全産業の－10を上
回り、一定の好況感を示している。また、我が国の環境ビジネス全体の見通しについて、今後10年間にわた
り発展するとしている企業は多く、中でも、環境配慮型自動車、太陽光発電、省エネルギー及びエネルギー
管理等の分野が有望とみられている。
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。

（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シリーズ（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。
23年３月末現在、県内のISO14001の認証取得事業者等は357と横ばいとなっているが、エコアクション21

の認証登録事業者は127と伸びており、全体としては環境マネジメントシステムに取組む事業者が増加して
いる。
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２
部

2 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」を設立した。
太陽光発電、風力発電、ヒートポンプ等の「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、22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）環境産業懇話会の開催
新エネルギーや環境負荷低減技術等の様々なテーマを取り上げ、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を４回開催した。
<第１回>「ものづくりにおける環境負荷低減技術」 （22年９月14日 参加：21企業・団体、28名）
<第２回>「風力発電の現状と開発事例」 （22年10月22日 参加：20企業・団体、28名）
<第３回>「表面処理技術が拓く環境の世紀」 （22年11月29日 参加：16企業・団体、20名）
<第４回>「再生可能エネルギー等を活用するモノづくりの技術革新」

（23年１月21日 参加：24企業・団体、36名）
（イ）コーディネーターによる企業相談等

（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）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。

（イ）即戦力人材等の情報提供
「ものづくり人財バンク」、「企業ＯＢ活用メンターグループ事業」等に登録している者から環境産

業に関する技術・技能、ノウハウを有する人材をホームページ等により会員企業に情報提供した。

ウ　研究開発支援
（ア）技術講演会の開催（22年８月２日　参加：90名）

会員企業等の新技術・新製品開発に向けた取組を促進するため、環境産業の技術動向や技術課題に
関する講演会を開催した。
（演　題）「低炭素社会に向けたエネルギー技術の動向」

「新成長戦略と産業構造ビジョン2010等について」
「ヒートポンプ技術による環境にやさしいものづくり」

（イ）ＥＣＯシーズ発表会の開催（22年12月13日　参加：74名　参加大学等：９機関）
大学等に蓄積されたエコに関するシーズ集の作成及びシーズと産業界とのマッチングを図るための

発表会を開催した。
（ウ）研究開発への助成

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）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」を作成・配布した。



（イ）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。

（ウ）ＱＣＤ専門家の派遣
「企業ＯＢ活用メンターグループ事業」の活用により専門家を企業に派遣した。

オ　企業立地支援（企業立地促進法に基づく支援）
「栃木県産業集積活性化基本計画」を改定し、集積を目指す業種に環境産業を追加したことにより、

環境産業業種への支援を可能とした。
条例制定：３市町（さくら市、芳賀町、高根沢町）

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）である特定産業振興資金（県制度融資）

に環境産業分野を追加した。

（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」の両立を図る

ことを目的として、22年度から「中小企業二酸化炭素排出削減支援事業」を開始。
22年度においては、支援組織となる「とちぎ環境経営サポーター連絡会議」（産・学・官で構

成）を立ち上げるとともに、公募により参加企業14社を選定した。また、普及啓発のための省エ
ネセミナーを１回開催した。

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、22年度は以下の事業を実施した。

（ア）ISO14001認証取得支援事業
県内の企業や市町に対し、ISO14001の普及と認証取得支援のための講習会を１回開催した。

（イ）エコアクション21認証登録支援事業
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」として認定した。22年度においては、20事業所
をエコキーパー事業所として認定した。
（22年度末現在　認定事業所59）

エ　マロニエECO事業所表彰制度
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。22年度においては、温室効果ガス削減部門、フードマイ
レージ削減部門、ｅ技術部門の３部門に計76件の応募があり、16事業所を表彰した。
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