
 

 

第１部 総   説 

 

a第１章 栃木県の環境行政の枠組み             

 

  栃木県環境基本条例                         
 

 (1) 条例制定の経緯 

 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、平成５（1993）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」を平成７（1995）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もの

であった。 

  

イ 栃木県環境基本条例の制定 

  ○  環境保全基本方針の策定作業の過程において、県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」案を平成８（1996）

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。 

 

 (2) 環境基本条例の位置づけ 
   環境基本条例は、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、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（図１－１－１、図１－１－２）。 

 

図１－１－１ 環境基本条例の構成 
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  栃木県環境基本計画                         

 (1) 栃木県環境基本計画策定の趣旨等 
  ○ 平成８（1996）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、平成

11（1999）年３月に「栃木県環境基本計画」を策定し、環境保全対策の充実を図ってきた。 

    ○ 近年、地球温暖化に伴う気候変動による自然災害の頻発、激甚化の懸念や海洋環境を汚染し、

生態系への影響が懸念されるプラスチックごみなどの私たちを取り巻く様々な環境問題に加

え、SDGs やカーボンニュートラル実現に向けた動きなどの新たな時代の潮流が見られる。 

  ○ これらの「時代の潮流」、「環境を取り巻く新たな動き」を踏まえ、これまで実施してきた

各種計画等の検証を行い、長期的な視野に立って本県の環境政策の方向性を示すため、令和３

（2021）年度から令和７（2025）年度までを計画期間とする新たな「栃木県環境基本計画」を

令和３（2021）年３月に策定した。 

 (2) 栃木県環境基本計画の概要 
  ア 計画の位置付け 

    〇県の環境保全に関する基本的かつ総合的な計画 

    〇各主体の環境保全の取組の指針となる計画 

  イ 計画の期間  

    令和３（2021）～令和７（2025）年度の５か年（おおむね 10 年後を展望） 

  ウ 10 年後の将来像 

～環境の保全と利活用により、持続的な地域活性化につなげていく～ 

「守り・育て・活かす、環境立県とちぎ」 

  エ 基本目標 
①脱炭素社会の構築と気候変動への適応を目指す「とちぎ」 

②自立・分散型エネルギーで支えられる災害に強い「とちぎ」 

③良好な生活環境が保全された「とちぎ」 

④人と自然が共生する「とちぎ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 栃木県環境基本計画の推進 
     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、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。 

    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。栃木県

環境基本計画の進捗状況については、第３部第１章に記載している。 

    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。 

２ 
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a第２章 トピックス ～令和２(2020)年度の話題～      

 

「2050年カーボンニュートラル実現」を宣言             

 

近年、気温の上昇や大雨の頻度の増加、農作物の品質低下や熱中症リスクの増加など、気候変動及

びその影響が全国各地で確認されており、今後さらなる拡大も懸念されています。個々の気象現象と

地球温暖化との関係を明確にすることは容易ではありませんが、今後、地球温暖化が進行すれば、猛

暑や豪雨のリスクが高まることが予測されています。 

このような中、平成27（2015）年12月、すべての国が参加する新たな国際枠組みとして「パリ協定」

が採択され、翌年に発効しました。同協定では、世界的な平均気温の上昇を産業革命以前に比べて２

℃未満に保つとともに1.5℃に抑える努力を追求すること、そのために今世紀後半には人為的な温室効

果ガス排出量を実質ゼロ（排出量と吸収量を均衡させること＝カーボンニュートラル）を目指すこと

としています。 

この国際的な動きに対応するため、令和２（2020）年10月、国は、「2050年カーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指すこと」を宣言しました。本県としても、グリーン社会の実現に寄与するた

め、国の動きに呼応し、同年12月に「2050年カーボンニュートラル実現を目指すこと」を宣言しまし

た。 

今後、目標達成に必要な取組の具体的な工程表（ロードマップ）の策定などにより、2050年までに

温室効果ガスの排出量を栃木県全体で実質ゼロにすることを目指して取り組んでいきます。 

 

令和元年東日本台風による秋山川の堤防決壊  二酸化炭素の累積排出量と気温上昇の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050年カーボンニュートラル実現のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔IPCC第５次評価報告書を基に編集〕 

１ 

1870年以降の人為起源の二酸化炭素の累積総排出量（GtC） 
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栃木県気候変動適応センターの設置                

 

気候変動及びその影響は、既に私達のくらしの様々なところに現れていることから、温室効果ガス

の排出削減に取り組む「緩和策」だけでなく、気候変動の影響による被害を回避・軽減する「適応策」

を推進していくことも不可欠です。 

このため、県では、気候変動の影響に関する情報収集に努めるとともに、県民への情報発信を通じ

て県全体での取組を推進することを目的として、令和２（2020）年４月１日に、気候変動適応法に基

づく地域気候変動適応センターとして「栃木県気候変動適応センター」を設置しました。 

センターでは、国立環境研究所（国の気候変動適応センター）をはじめ、地域の大学や庁内関係部

局・市町等と連携を図り、地域の特性を捉えた情報を収集・分析し、わかりやすい発信に努め、県内

の気候変動適応策の推進に係る中核機関としての役割を果たして参ります。 

 

○栃木県気候変動対策推進計画の策定 

県は、2050年カーボンニュートラルの実現（７ページ参照）と気候変動への適応に向けて、令和３

（2021）年３月に「栃木県気候変動対策推進計画」を策定しました。 

本計画に基づき、「緩和策」と「適応策」を車の両輪として一体的に推進するともに、気候変動対

策に資するあらゆる「賢い選択」を促す「COOL CHOICE とちぎ」県民運動と連携して、オールとちぎ

体制で気候変動対策を推進していきます。 

 

気候変動の「緩和策」と「適応策」  栃木県気候変動適応センターの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変動適応センターの役割  「COOL CHOICE とちぎ」県民運動 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

県気候変動
適応センター

地域の
大学

地域の
事業者

研究
機関

地域
住民

庁内
市町

リスクマネジメント
適応ビジネスの展開

共同研究
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技術的助言

適応行動の実施

※
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  プラスチック資源循環の推進                    

本県では、プラスチックを資源として循環する体制を構築し、持続可能な循環型社会を実現するため、

令和２（2020）年３月、全国に先駆け、栃木県プラスチック資源循環推進条例を制定しました。 

令和２（2020）年度は、条例の規定に基づき、県がプラスチックごみに係る適正処理・有効利用促進

による資源循環の推進に関する取組みを円滑かつ効果的に実施するための協議会を設立し、県民、事業

者、市町及び県が連携を図りながら取組みを進めることとしました。 

また、令和３（2021）年３月には、栃木県におけるプラスチック資源循環の推進に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、プラスチック資源循環の推進に関する基本的事項等を定めた「栃木県

プラスチック資源循環の推進に関する基本的な指針」を策定し、国で定めた「プラスチック資源循環戦

略」に呼応した取組みを進めて参ります。 

主な令和２（2020）年度の取組みは以下のとおりです。 

○ 講演会の開催 

海洋プラスチックごみ対策の必要性の理解

浸透のため、さかなクンを講師に迎え、Web講

演会を開催しました。また、講演会では県が

作成した動画の放映も行いました。 

○ 栃木からのボトル to ボトル リサイクル

・パートナーシップ協定を締結 

県と事業者の連携した取組みとして、栃木

県本庁舎で勤務する職員等が排出するペット

ボトルの水平リサイクル（ペットボトルへの

再利用）を実現するため、飲料メーカーと協

定を締結しました。                  事業者と県による協定式の様子 

  「エコグリーンとちぎ」本体工事着手                

平成２(1990)年に那珂川町（旧馬頭町）北沢地区で発見された大量の不法投棄物の撤去と、県内に設

置されていない管理型産業廃棄物最終処分場を確保し県内産業の振興を図ることを目的に、同町におい

て県営処分場「エコグリーンとちぎ」の整備を進めています。 

平成28(2016)年７月に産業廃棄物の管理型最終処分場としては全国初となるPFI方式による事業の実

施を決定し、平成29(2017)年12月にPFI事業の特別目的会社である(株)クリーンテックとちぎと事業契

約を締結しました。平成30(2018)年10月には地域住民の安全の確保と生活環境の保全を図ることを目的

とした環境保全協定を同町と締結し、令和２(2020)年７月にPFI事業者が処分場本体工事に着手いたし

ました。 

全国トップレベルの安全性、徹底した管理運営の透明性、豊かな自然との調和等により、安全・安心

で信頼される処分場となるよう、令和５(2023)年の稼働を目指して整備を進めて参ります。  

  

施設概要 

 ○ 位置：那須郡那珂川町和見、小口、小砂地内 

 ○ 種類：管理型産業廃棄物最終処分場 

 ○ 構造：クローズド型 

 ○ 埋立面積：約4.8ha 

 ○ 埋立容量：約60万㎥ 

 ○ 埋立期間：12年間 

 

                             本体工事着工記念式典の様子 

３ 

４ 
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  ライトアップ奥日光                        

 日光国立公園満喫プロジェクトにおける冬季閑散期誘客の

取組の一環として、令和２（2020）年11月14日から23日の10

日間、「ライトアップ奥日光」を開催し、延べ15,094人の観

光客が冬の奥日光を満喫しました。 

令和元（2019）年に初めてライトアップされた華厳ノ滝に

加え、英国大使館別荘記念公園やイタリア大使館別荘記念公

園のライトアップ、湖畔園地のイルミネーション等、関連施

設を大幅に増やし新たな奥日光の魅力を楽しむことのできる

イベントになりました。 

なお、新たな試みとして、英国、イタリア大使館別荘記念

公園のライトアップ資金は、クラウドファンディングにより

調達し、262の個人及び企業等から御出資をいただきました。

 また、華厳ノ滝は、令和元（2019）年の試験照射に引き続

き専門家と連携し、ハヤブサ、コウモリ類のモニタリング調

査を実施しました。ライトアップ期間中、野生生物への影響

が発生していないことを確認しつつ、影響が見られた際は、

専門家の助言を得られる体制を構築してイベントを実施しま

した。 

今後も野生生物への影響を十分考慮し、環境の保全と観光

振興の両立を目指し、奥日光の魅力発信に努めていきます。     
 

  スマート林業の推進                        

本県の森林が本格的な利用期を迎え、適切な森林管理と持続的な林業経営のためには資源の循環利

用を図っていく必要がある中、潜在的な木材需要や森林経営管理制度の導入により、今後、本県の森

林整備量は増大していくと考えられます。しかし、人口減少や少子高齢化により、新たな林業人材の

確保が困難な中、労働生産性の大幅な向上が急務であることから、記憶や経験に頼る林業から、未来

技術を活用したスマート林業へと進化を図ります。 

 令和２（2020）年度は、産学官からなる協議会を設立し、現場の声をしっ 

かりと反映できる体制とし、事業計画（ロードマップ）を策定しました。 

現在、今後の取組について議論を進め、実証試験等の準備を進めています。 

 

スマート林業推進への“３本柱” 

「森林資源情報のデジタル化・見える化」 

 航空レーザ計測により、森林資源情報・地形情報 

の方々に活用いただける “基盤”を整備 

「生産管理のＩＣＴ化」 

 現場（森林施業地）と製材工場等の需給ミスマッチ 

を解消するため、需給データ（量・規格・品質）の 

「見える化」を図る 

「自動化等による労働生産性・安全性の向上」 

 生産性・安全性の向上に資する自動化・無人化・省力化機械の導入効果検証・普及 

 

 

 

 

 

明智平から望む華厳ノ滝 

英国大使館別荘記念公園ライトアップ 

５ 

６ 

航空ﾚｰｻﾞ計測 

森林資源情報解析 

自動伐倒車 苗木運搬ドローン 

第１回とちぎスマート 
林業推進協議会 
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  栃木県林業大学校（仮称）の設置              

 森林整備の増加に伴い、必要となる林業の担い手を確保・育成するため、令和３(2021)年１月に「栃

木県林業人材確保・育成方針」を策定しました。 

 新技術の導入など、生産性の向上に加え、新たな林業経営に対応できる多様な人材を確保・育成す

るため、栃木県林業人材確保・育成システムを構築します。 

 システムの中核となる研修拠点として、「栃木県林業大学校（仮称）」を県林業センターに設置し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  県内初のナラ枯れ確認                      

コナラ・ミズナラなどの広葉樹を枯らすナラ枯れ被害が、令和２(2020)年９月に本県で初めて確認

されました。これを受け、令和２(2020)年９月28日に栃木県ナラ枯れ被害防除対策会議を設置し、10

月に同会議を開催して情報共有や今後の対策を協議したほか、県南部で確認された被害木の駆除を実

施しました。今後、全県での監視を強化するなど被害拡大防止のための対策を強化し、関係機関と連

携して防除対策を進めます。 

○ナラ枯れとは ナラ枯れ(正式名称：ブナ科樹木萎凋(いちょう)病)は、カシノナガキクイムシが

媒介するナラ菌（Raffaelea quercivora：ラファエレア・クエルキボーラ）により、ナラ類等の樹木が集

団的に枯れる樹木の伝染病です。全国では平成12年頃から徐々に被害が拡大しており、令和２(2020)

年度には栃木県を含む42都府県(林野庁速報値)で被害の発生が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナラ枯れ被害の特徴                  カシノナガキクイムシ 

７ 

８ 

 紅葉時期ではないのに葉が赤褐色となる 実物大 

成虫♂    成虫♀ 
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