
 

 

はじめに 

 

 
下野市は、温暖な気候と鬼怒川、田川、姿川の豊かな水の恵みを

受けた肥沃な平野が広がる自然災害の少ないまちです。 
この恵まれた自然にはぐくまれた数多くの歴史文化遺産をはじめ、

平地林や水辺がつくる美しい田園環境が大切に受け継がれてきました。 
近年では、JＲ宇都宮線の３駅、国道 4 号、新 4 号国道等、鉄道や主要幹線道路網からな

る抜群な交通利便性、全国有数の地域医療の充実、豊かな農産物を活かした地産地消の食文

化などにより、安全で安心な居住都市へと発展しております。 
しかし、今日の急激な環境利用の変化や資源・エネルギーを浪費する社会システムは、廃

棄物の増大や環境負荷を増大させ、私たちの暮らしを支える大気や水、土、生物などの自然

環境や生活環境にさまざまな影響をもたらすだけでなく、地球温暖化や生物多様性の減少な

ど、人類の生存基盤である地球環境にも多大な影響を及ぼすことが危惧されております。 
さらに、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災と原発事故による放射能汚染は、

私たちの暮らしや産業に深刻な事態をもたらし、今日までの資源やエネルギー利用のあり方

を問い直し、新たな時代に向けた環境文化の構築の大切さを痛感したところです。 
私は、これらを踏まえ、本市の環境資源を保全・活用し、さらには創造し、環境負荷の少

ない持続可能な自然共生社会や循環型社会を構築し、より豊かで良好な環境を将来世代に引

き継いでいくことが、市民の皆様との共有の課題であると考えております。 
このような認識に基づき、下野市の豊かで美しい自然と歴史的・文化的環境を維持、向上

させ、その恵沢でもある都市と農村が共生する特長を活かし、だれもが健康で生きがいを持

ち、豊かな心のふれあいがある持続可能な地域社会の実現を目指していくための指針として、

この下野市環境基本計画を策定いたしました。 
今後は本計画をもとに、市民、市民団体、事業者、市が一体となり環境の保全と創造に向

けた取組を着実に進め、『人と自然が調和し 歴史と文化のかおる 心豊かな環境のまち し

もつけ』の実現に努めてまいります。 
最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして多くの貴重なご意見やご提案をいただ

きました環境審議会並びに環境基本計画策定委員会の皆様をはじめ、アンケート調査などを

通してご意見をいただきました市民の皆様に心からお礼を申し上げます。 
 

平成２５年３月 

下 野 市 長  広 瀬 寿 雄  
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私たちの周りの環境はどうなっているの？ 

私たちが思う下野市の環境は？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 今後のエネルギー利用 
（市民・事業者） 

 

「節電等省エネ対策の徹

底､再生可能エネルギー※利

用を進め、原発への依存を減

らしていく」が 7 割と最も

高くなっています。なお、安

定した電力の供給や地球温

暖化対策に向け、原発が必要

との回答も合わせて 2 割弱

あります。 

 関心のある環境問題 
（市民） 

 

「放射能による健康への

影響」が 55％と最も高く、

次いで「地球温暖化に伴う環

境への影響」44％、「集中豪

雨や地震など、自然災害の増

加」41％となっています。

東日本大震災や原発事故に

より放射能や災害など安全

への関心が高くなっていま

す。 

 
 

 

身近な環境の満足度 
（市民） 

 

満足とやや満足を合わせ

た満足度では、「自然災害の

少なさ」と「日当たりの良さ」

が約 8 割と高くなっていま

す。 

反面、満足度が低い項目

は、「犬の散歩における糞の

後始末」や「川や水路の水質

のきれいさ」、「近くの林の清

潔さ」となっています。 

 
 

地域の魅力ある環境や将
来に引き継ぎたい環境

（市民） 
「医療環境が充実し、安心

してくらせるまち」が 62％

と最も高く、次いで、「防犯

灯や防犯組織が充実し、安心

してくらせるまち」と｢豊か

な農産物と地産地消ができ

るまち｣となっています。 

 
 

大切にしていきたい環境 
（小学 5 年生､中学 2 年生） 

 

「昔の遺跡や文化財、神社

や寺、まつりなど昔からのま

ちなみや文化」と「山や川な

ど の 景色 がき れ いな と こ

ろ」、「野鳥や昆虫などの生き

ものが多くすんでいる林や

畑、水田など」への回答割合

が高くなっています。 

 
 

環境づくりの方向 
（市民） 

 

「食べ物の安全、地産地

消・食育文化の形成」が47％

と最も多くなっています。 

次いで、「洪水や地震など

自然災害からの安全性」、「ご

みの散乱防止、不法投棄防

止」、「省エネ対策や自然エネ

ルギー※の有効利用」となっ

ています。 

 
 

環境づくりの方向 
（事業者） 

 

「食べ物の安全、地産地

消・食育文化の形成」が46％

と最も高くなっています。 

次いで、「省エネ対策や自

然エネルギーの有効利用」や

「上下水道都市基盤の整備」

となっています。 
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（環境に関するアンケート調査結果より、数値は小数点以下四捨五入で表記しています。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

環境保全行動 
ごみ減量化への取組 

（市民） 
いつもおこなっている取

組として、「購入した製品は

愛着を持ってできるだけ長

く使うようにしている」、「調

理くずや油を流しから流さ

ないようにしている」、「食事

は作りすぎず、食材を残さな

いように調理している」が多

くなっています。 

 
 

環境保全行動 
水資源などの保全 

（市民） 
いつもおこなっている取組

としては、「洗面やシャワーで

水の流しっぱなしをしないよ

うにしている」が最も多く、

次いで、「お風呂は家族が連続

して入り､追い焚きをしない

ようにしている」、「風呂の残

り湯を洗濯に活用するなど、

節水に心がけている」が多く

なっています。 

 
 

環境保全行動 
省エネ（節電）への取組

（市民） 
いつもおこなっている取

組として、「使用していない

部屋の照明やテレビ、冷暖房

はこまめに消している」が

77％と最も多く、次いで、

「衣服で暑さや寒さを調整

する工夫をしている」となっ

ています。 

 
 

環境保全行動 
省エネ（車）への取組 

（市民・事業者） 
市民のいつもおこなってい

る取組として、「徒歩や自転

車、バス等を利用し、車の使

用は控えるようにしている」

は 16％と低くなっています。

市民、事業者とも、低燃費

車の利用、アイドリングスト

ップ※などエコドライブ※の取

組がそれぞれ 3 割前後となっ

ています。 

 
 

環境保全行動 
省エネ（節電）への取組

（事業者全体） 
実施しており、今後も継続

していく取組として、「オフ

ィスなどの冷暖房の適切な

温度設定」と「オフィス照明、

事務機器などの節電」がそれ

ぞれ78％前後と多くなって

います。「省エネルギー型の

機器や設備の導入」は 34％

となっています。 

 
 

環境保全行動 
水資源などの保全 
（事業者全体） 

実施しており、今後も継続

していく取組として、「適切

な排水処理対策の実施」が

46％と多く、「使用水の再利

用など水資源の有効利用」、

「節水型機器の導入」、「雨水

の地下浸透や雨水の有効利

用」はそれぞれ 10％となっ

ています。 

 
 

環境保全行動 
ごみ減量化への取組 

（事業者全体） 
実施しており、今後も継続

していく取組として、「資源

ごみの分別排出」、「紙の使用

量の削減」が最も多くなって

います。 

反面、「製品等への再生資

源などの活用、開発」と「地

域で産出される素材や資源

の活用」が、それぞれ２３％

と低くなっています。 
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私たちが生きる地球の環境で何が起きているの？ 

どんな環境の問題が起きているの？ 
地球には、化石燃料や鉱物、土地をはじめ、水や大気など地

球上を循環している物質、地球に注いでいる太陽光、生物や生

物が生み出している物質など、多様な資源があります。私たち

は豊かな生活を営んでいくために、これらの物質やエネルギー

を利用しています。 
その過度な利用や利用に伴う環境への負荷が増大してきたこ

とにより、地球温暖化など地球規模の気候変化とそれに伴う北

極海や南極の環境変化、森林や野生生物種の減少をはじめ、オ

ゾン層の破壊※、酸性雨、有害物質による環境汚染など、人類

の生存を脅かすさまざまな環境問題が起きています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地球温暖化ってなに？ 
地球の表面は太陽のエネルギーで温められています。温められた熱の一部は大気中の温室効果

ガス※（水蒸気や二酸化炭素）に吸収され地球上に残ります。この温室効果ガスの量が適度なら、

地球全体の気温はほどよく保たれますが、人間のさまざまな活動による二酸化炭素が増えすぎる

と熱が余分に残り、地球全体の気温を上げると考えられています。これを地球温暖化といいます。 
ガスを燃やしたり、自動車でガソリンを使うと二酸化炭素が出ます。また、電気を作るのに石

油やガスなどの多くの燃料を燃やしているため、電気を使うことは二酸化炭素を出すことにもな

ります。 
地球温暖化が進むと、地球全体の気候が変わり、さまざまな影響をもたらします。気温や海水

温の上昇により、海水が膨張したり、氷河が融けだし、海水の水位が上昇し、水没や洪水・高潮

などの被害が拡大する恐れのある沿岸や島国などがあります。また、生きものの生息環境の急激

な変化に伴い生態系※も大きく変化するほか、大雨や干ばつの増加、食料や水の不足、熱病など

の病気の増加など、人類や生物の生存にさまざまな影響を及ぼしていると考えられています。 

地球規模の主な環境問題 

■ 地球温暖化 ■ 砂漠化 

■ オゾン層の破壊※ ■ 熱帯林の減少 

■ 酸性雨 ■ 野生生物種の減少 

■ 海洋汚染 ■ 発展途上国の公害問題 

■ 資源の枯渇 ■ 南極地域の環境の保護など 

■ 有害物質の越境移動  
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生物多様性※ってなに？ 
地球上の生きものは 40 億年という長い歴史の中で、さまざ

まな環境に適応して進化し、3,000 万種ともいわれる多様な生

きものが生まれました。これらの生命は一つひとつに個性があ

り、全て直接的・間接的に支えあって生きています。こうした

生きものたちの豊かな個性とつながりのことを生物多様性とい

います。 

私たちの生活は、生物多様性の多くの恵みの上に成り立って

います。例えば、植物による酸素の供給、気温や湿度の調節、

水の循環、豊かな土壌の形成をはじめ、食べ物や木材・紙、医

薬品などの供給、豊かな伝統文化の形成などの恵みをもたらし

ています。 

こうした生物の多様性は、温暖化などにより地球規模で多く

の種の絶滅や生態系※の崩壊の危機に面しています。また、私

たちの国では、開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育

地の減少や里地里山※の自然の質の低下、外来種などの持ち込

みによる生態系のかく乱など、さまざまな危機にさらされてい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地球の環境を守るために、国ではどんな取組をしているの？ 
地球規模の環境問題に対して、気候変動枠組条約や生物多様性条約の締結など、温室効果ガス※

排出量削減や生物多様性保護の国際間での枠組みづくりが進められています。国内では、循環型

社会※形成推進基本法や地球温暖化対策推進法、生物多様性基本法など関連法令の整備とあわせ

て、関連する基本計画や戦略の策定をおこない、さまざまな取組を進めてきています。 

下野市ホームページ「絶滅危惧種トウサワトラノオをみんなで守ろう！」より
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私たちがくらしている下野市の環境はどうなっているの？ 

私たちのまち下野市は、県南部に広がる平野に位置し、南北にのびるローム台地と田川・姿川

などの河川沿いの沖積低地からなる緩やかな起伏と肥沃な大地からなる平野です。自然災害が少

なく、古来より多くの古墳が造られるなど、早くから開けた地域です。 

田や畑が広がり、平地林や屋敷林など緑に囲まれた史跡や住宅が織りなす田園景観の里地※と、

ＪＲ宇都宮線の自治医大駅を中心に広がるニュータウンと、日光街道沿いの小金井や石橋の旧宿

場町を中心に広がる住宅地などの市街地からなり、里地と都市が調和したまちです。 

北は県都宇都宮市、南は小山市に隣接し、ＪＲ宇都宮線の駅や国道 4 号線などの主要幹線道路

からなる交通環境をはじめ、先端医療施設による地域医療の充実、豊かな農産物を活かした食文

化の形成など、安全・安心な居住都市へと発展してきています。 

自然環境 
自然環境は、河川・水路などの水辺や平地林・社寺林

などの樹林地に受け継がれてきました。また、ローム層

や河川沿いの沖積堆積物の下は、砂礫層や粘土層の洪積

堆積物があり、礫質層は良好な地下水滞水層（市の水道

水源）となっています。 

都市的利用の拡大や水路など水辺の護岸化、また近年

の耕作放棄地の増加、平地林や水辺の管理の不足などに

より、生物生息環境の変化や生態系※の多様性の低下、

平地林や水辺でのごみの不法投棄、人と自然とのふれあ

いの減少などが課題となっています。そして、恵み豊か

な里地の自然環境を保全・再生し、より良好な状態で、

次世代に受け継いでいくことが求められています。 

生活環境 
大気、水質などの環境質は、全般的には良好な状態と

なっています。 

大気環境では、光化学オキシダントを除く項目で環境

基準※を達成しています。水質も、下水道や農業集落排

水などの普及に伴い大きく改善されてきていますが、一

部の水質測定地点では未達成な年もあります。また、地

下水質は硝酸性窒素などが基準値を超えて検出された地

点もあり、県で継続監視をおこなっています。 

今後、大気や水など生活環境の一層の改善をはじめ、

地下水や土壌汚染の防止と改善、有害物質からの環境リ

スク※の低減など、良好な生活環境の確保に努めていく

必要があります。そして、市内を流れる河川の流域や周

辺都市との密接な連携による対策が必要になっています。 

（蔓巻公園沿いの姿川の水辺）

（国分寺運動公園近くの小山用水）
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廃棄物・資源利用（循環型社会※） 

ごみの発生量は、平成 15 年度をピークに減少してき

ており、平成 22 年度では約 13％減少しています。し

かし、ここ数年家庭ごみの量は、年平均 14,400ｔ前後、

市民１人 1 日当たり 650ｇ～700ｇと県平均よりは少

ないですが、ほぼ横ばい状況となっています。 

ごみ処理は小山広域保健衛生組合と宇都宮市に委託し

ており、民間処分場と宇都宮市で最終処分されています。

しかし、廃棄物は自区内処理が原則のため、今後、最終

処分地や処理施設の整備などが課題となっています。 

このため、本市のごみの排出量の約 9 割を占める家庭

ごみを一層削減し、循環型社会を構築していくなど、最

終処分されるごみをゼロにしていくことが求められてい

ます。 
 
 
 
エネルギー利用と温室効果ガス※の排出状況（低炭素社会※） 

エネルギー利用は、全体として、電灯・電力使用量は

増加傾向、ガソリン・灯油の販売量は減少傾向にありま

す。 

地球温暖化の指標としている温室効果ガス排出量は、

ここ数年減少や横ばい状況となっています。平成 22

（2010）年における市内からの排出量は、産業部門、

運輸部門、業務・家庭部門がそれぞれ全体の 3 分の 1 前

後となっています。平成 2（1990）年比では、家庭部

門 81％、業務部門 68％、運輸部門 44％増加となって

います。 

今後、こうした温室効果ガス排出量を削減していくと

ともに、原発に頼らないエネルギー利用を進めていくた

めに、積極的な省エネの推進をはじめ、太陽光発電や太

陽熱利用など再生可能エネルギー※の利用と開発が課題

となっています。 

 

（北部清掃センター）

（ゆうゆう館での太陽光・太陽熱利用）
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東日本大震災や原発事故は、私たちのくらしや環境に 
どんな変化をもたらしているの？ 

自然災害からの安全・安心 
本市は、急な斜面が少なく、平坦で比較的安定した地盤が広がっており、河川沿いの低地での

浸水や雷、強風を除くと、昔から自然災害が少ない地域となっています。 

しかし、地震をはじめ、こうした自然災害は、いつ、どこで、どのくらいの規模で発生するか

を予知するのは難しいです。 

そのため、災害発生時における被害を極力減らす工夫や早急な復旧が図れるような準備をして

おくことが重要です。例えば、地震に伴う火災の延焼防止、避難場所での生活用水の確保、がれ

きなど廃棄物の処理対策などをはじめ、ハザードマップ※や市民による避難マップの作成など、

市民等と一緒になった防災・減災情報の整備と発信が重要な課題となっています。 

 

原発事故に伴う放射性物質による環境汚染について 
原発事故に伴う大量の放射性物質の飛散は、放射能による環境汚染により健康や生活環境、生

態系※などの自然環境に長期的な影響を及ぼすなど、放射性汚染物質対策が大きな課題となって

います。 

 

原発の安全への懸念、再生可能エネルギー※への期待 
原発事故をはじめ、原発の安全確保のための運転休止や停止などにより電力不足が生じたため、

化石燃料による発電量が増加しています。その結果、地球温暖化の一つの要因でもある二酸化炭

素（CO2）排出量の増加などが大きな社会問題となっています。 

こうした中、放射能からの安全確保など良好な環境を将来世代に受け継いでいくため、積極的

な節電対策をはじめ、火力発電の効率向上や原発に頼らない再生可能エネルギーの開発と一層の

普及が重要な課題となっています。 

 

 
 

 

● 環境や環境問題について、学び、考えてみましょう。 

● 環境問題の解決に向けた取組を、自分や家庭、職場で、できることからおこなってみましょう。

そして、できることを増やしていきましょう。 

● みんなと協力してできる環境保全の取組に参加し、一緒に進めていきましょう。 

下野市環境基本計画は、こうした取組を進めていく「道しるべ」としての計画です。一緒に、

環境のことを考え、知恵を出し合い行動し、環境をより良好な状態にして、私たちの子や孫など

将来世代に受け継いでいきましょう。 

 

私たちは、これからどんなことをしていけばいいの？ 
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第１章 環境基本計画について 

１ 計画策定の背景 

「地球温暖化」や「生物多様性※の減少」などの地球規模の環境問題は、人類の生存に係る緊

急に対応していかなければならない問題となっています。これらの地球規模の環境問題は、集中

豪雨や水害など自然災害の発生、外来種の繁殖や在来種の減少など生物生息環境の変化、農産物

など農業生産への影響など、私たちの身近な環境にもさまざまな影響をもたらしてきています。 

私たちの周りでも、改善されてきてはいますが、廃棄物や不法投棄の増大、大気汚染、水質汚

濁、有害物質による環境汚染の危険性など、さまざまな環境問題が起きています。 

こうした環境問題は、私たちのくらしや活動を支えてきた大量生産・大量消費・大量廃棄の社

会のしくみをはじめ、資源・エネルギーを浪費する私たち一人ひとりのライフスタイルなど、日

常生活や事業活動による環境への負荷の増大がもとになっています。 

また、平成 23 年 3 月の東日本大震災や原発事故にともなう放射性物質による環境汚染を踏ま

え、安全・安心な生活環境の確保をはじめ、節電など省エネルギーの推進や再生可能エネルギー

※の活用などによる環境負荷※の低減が大きな課題となっています。 

こうした情勢のなか、本市では、豊かで美しい自然及び歴史的・文化的環境を維持、向上させ、

その恵沢でもある都市と農村が共生する特長を活かし、物やエネルギーを地域内で循環させる地

産地消※の社会システムを構築し、だれもが健康で生きがいを持ち、豊かな心のふれあいがある

持続可能な地域社会の実現を目指して、平成 24 年 3 月に下野市環境基本条例（以下、「基本条

例」という。）を制定しました。 

そして、長期的な視点に立った環境の保全と創造に向けた取組を総合的・計画的に進めていく

ことにしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（蔓巻公園沿いの姿川）
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２ 計画策定の目的 

こうした今日の環境問題や課題に対応し、持続可能な地域社会の構築をめざしていくため、環

境の保全と創造に向けた長期的な目標とその実現に向けた施策や取組を明らかにし、その総合

的・計画的な展開を進めていくことにより、基本条例に掲げた基本理念の実現を目的として、下

野市環境基本計画（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

本計画は、次のことを進めていきます。 

● 環境の保全と創造に係る長期的・総合的な環境施策とその総合的・計画的な展開 

● 市民等の日常生活や事業活動における環境負荷※の低減に向けた環境配慮の展開 

● 環境パートナーシップ※のもと、市民等との協働による環境の保全と創造に向けた取組の効果

的な展開 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

下野市環境基本条例の基本理念

１ 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が市民等の健康で文化的な生活に欠
くことができないものであることにかんがみ、本市の特長を生かしつつ、この環境
を将来にわたって維持し向上させ、現在及び将来の市民等がこの恵沢を享受できる
よう積極的に行うものとします。 

２ 環境の保全及び創造は、歴史と伝統の下、人と自然が共生し、市民等が快適に生活
できる都市と農村の実現を目的として、生物多様性の確保に配慮しつつ、自然環境、
歴史的・文化的環境、生活環境及びまちの景観を良好な状態に維持し、向上させる
ことによって行うものとします。 

３ 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続可能な地域社会を構築すること
を目的として、市及び市民等の公平な役割分担と協働の下に積極的に行うものとし
ます。 

４ 地球環境の保全は、人類を含む生物すべてにかかわる課題であるとともに、市民等
の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題でもあることにかんが
み、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されるものとします。 

（資料編参照）
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、基本条例第 11 条に基づいて、環境の保全及び創造に関する目標、施策の大綱、施

策を総合的・計画的に推進するために必要なことを定めた環境分野における も基本となる計画

です。基本条例に掲げられた「施策の基本方針」に沿って、これから進めていく取組の方向を明

らかにし、市のさまざまな計画と連携し、環境に配慮した施策や事業を進めていくことにより、

下野市総合計画を環境の視点から支えていきます。 

また、環境への負荷の少ない持続可能な地域社会を実現していくためには、市の取組だけでな

く、市民等の環境の保全と創造に関わる取組（行動）が必要不可欠です。そのため、本計画は、

協働による取組の方向を示し、みんなが環境に関心を持ち、環境に配慮し、環境保全行動や活動

を進めていくための「道しるべ」としての役割を果たします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連携

まちづくりの具体化 

まちづくりの具体化
体系的な環境施
策の推進 

基本理念、基本的
施策の具体化 

方向性

国・県との連携 

下野市環境基本条例 

下野市総合計画 

環境基本計画を基本とする個別計画 

○ 地球温暖化対策実行計画 

○ 一般廃棄物※処理基本計画 

  ごみ減量化計画、分別収集計画 他 

関連分野の計画 

○ 都市計画マスタープラン 

○ 緑の基本計画 

○ 地域防災計画 

○ 地域公共交通総合連携計画 

○ 食育推進計画 

○ 消費生活基本計画 

○ 男女共同参画プラン 

○ 人材育成基本方針 

○ 地域情報化計画   他 

国 環境基本法※、関係法等 

協働による取組の推進 

下野市環境基本計画

(平成 25 年度制定予定)

広域的な連携・協力 

下野市自治基本条例 

環境基本条例、関係条例等県 
国､県 

環境基本計画 

各種環境施策等
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４ 対象とする区域 

本計画が対象とする区域は、下野市内全域とします。 

なお、自然環境や生活環境、資源・循環などの環境は、市内にとどまらず、周辺地域の環境と

も相互に密接な関係のもと成り立っているため、必要に応じて、関連自治体との連携のもと、適

切な環境の保全と創造に関する取組を進めていくようにします。 

 

 

５ 対象とする環境の範囲 

本計画が対象とする環境の範囲（分野）は、次のとおりとし、総合的にとらえていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

協働社会 
環境パートナーシップ※

環境学習※・環境保全活動
環境配慮行動 
環境情報､他 

地球環境 
地球温暖化､オゾン層破壊※

森林･生物種の減少 
砂漠化､酸性雨、他 

生活環境 
(健康･安全)

循環型社会※ 
(物質循環) 

低炭素社会※ 
(エネルギー循環) 

自然環境 
里地里山※ 
(自然共生) 

環境負荷※の低減
都市と農村 
（快適環境） 
地産地消※ 

大気、水質、悪臭、騒音・振動 
地盤沈下、土壌･地下水汚染 

有害物質 
放射性物質による環境汚染 

生態系※（生息環境）、動植物、外来種
気象、水象（水循環･水資源） 

地形･地質･地象 

まちなみ・景観 
公園･緑地･緑化 

平地林、屋敷林･社寺林
史跡・文化財 

歴史的・文化的環境 

資源の利用
物の生産

農業･食料
産業活動､他

省資源 
資源の再使用 
資源の再生利用 

まちづくり 
土地利用 
交通環境 
公共交通､他

廃棄物･ごみの発生
廃棄物処理 

省エネルギー 
エネルギー利用 

環境美化・環境マナー
不法投棄 

自然災害･減災
歩行環境､他

再生可能エネルギー※

代替エネルギー 
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６ 計画の期間 

本計画の期間は、平成 25（2013）年度から平成 3４（202２）年度までの概ね 10 年間を

設定しています。また、計画に掲げられた重点的取組や施策、事業内容などについては、総合計

画やその実施計画の見直しと連携して、点検・見直しをおこなっていきます。 

なお、今後の社会情勢や環境の変化に対応していくほか、総合計画との連携を図っていくため

に、概ね 5 年をめやすに計画の中間見直しをおこなっていくものとします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 
３5 年度～ 

 

 

 
３４ ３３ ３２ ３１ ３０ 

 
２９ 

 
２８ 

 
２７ 

 
２６ 

平成 
２５年度 年度 

前期基本計画・後期基本計画の策定 後期基本計画 
 次期下野市総合計画 下野市総合計画 

実施計画 実施計画 実施計画の見直し

 
 
 

取組の 
見直し 

取組の見直し 取組の
見直し

下野市環境基本計画 
第２次

計画
計画の 
見直し 

（計画の中間見直し）

（環境基本計画策定委員会・共同部会での検討） 
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７ 計画推進に向けた各主体の役割 

今日の地球温暖化問題をはじめ、さまざまな環境問題は、私たちのこれまでのライフスタイル

や産業経済活動に起因しています。 

このため、本計画が目指す環境像や基本目標の実現には、市及び市民等の各主体が、環境の保

全と創造に対する自らの役割を理解し、環境パートナーシップ※のもと、環境の保全と創造に向

けた取組を積極的に進めていくことが大切です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 資源やエネルギーの節約など、日常
生活における環境への負荷を減らす
ように努めます。 

● 廃棄物の投棄や放置をしないなど、
良好な環境の保全に努めます。 

● 一人ひとりが環境の保全と創造に係
る取組を進めます。 

● 地域や市民団体がおこなう環境保全
などに協力します。 

● 市がおこなう環境施策に協力しま
す。 

 
 

● 本市の自然・社会条件に応じた環境
の保全と創造に向けた総合的施策を
定め、進めていきます。 

● 市の業務活動に際し、資源やエネル
ギーの節約、廃棄物の減量など、環
境負荷の低減に努めます。 

● 自ら、率先して環境の保全と創造に
関わる取組を進めていきます。 

● 市民等の良好な環境の保全と創造へ
の取組を支援していきます。 

● 事業活動における環境への負
荷を低減し、公害の防止、自
然環境の保全に努めます。 

● 物の製造・加工・販売などに
際して、環境負荷の低減に資
する原材料やサービスの利
用、廃棄物の発生抑制、減量、
適正処理に努めます。 

● 自ら、環境の保全と創造を進
めていきます。 

● 地域や市民団体がおこなう環
境保全などに協力します。 

● 市がおこなう環境施策に協力
します。 

● 自らの活動に際して、環境へ
の負荷を減らし、良好な環境
の保全と継承に努めます。 

● 培ってきたノウハウと経験を
活かし、市民の環境学習や環
境保全活動を先導し、支えて
いきます。 

● 学校や地域がおこなう環境学
習や環境保全活動などに協力
します。 

● 市がおこなう環境施策に協力
します。 

 
 

協 働 
（環境パートナーシップ）

市
(行政)

市
民
団
体

事
業
者

市民
（滞在者を含む）
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８ 計画の構成 

本計画の構成は、「第Ⅰ編 計画がめざすもの」、「第Ⅱ編 計画が進めていくこと」、「第Ⅲ編 み

んなで協力して進めていく取組」、「第Ⅳ編 市が進めていく取組」、「資料編」としています。 

「第Ⅲ編 みんなで協力して進めていく取組」及び「第Ⅳ編 市が進めていく取組」では、今

後の環境の保全及び創造に向けて、市及び市民等のそれぞれが、または協働により、進めていく

必要がある取組の内容について、基本目標や個別目標ごとに「道しるべ」として整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ編 

計画がめざす 

もの 

－基本編－ 

第１章 環境基本計画について 
第２章 環境の概況 
第３章 環境基本計画がめざすもの 

第 1 章：本計画の目的や位置づけ、期間
など、計画の基本的事項を示していま
す。 

第 3 章：本計画がめざす環境像や基本目
標を示しています。 

第Ⅱ編 

計画が進めて 

いくこと 

－展開編－ 

第１章 環境像や基本目標の実現に向
けて－取組の展開－ 

第２章 計画を進めていくために 

第 1 章：環境像や目標の実現に向けて、
本計画で進めていく取組の方向（体系）
や分野別の個別目標を示しています。

第 2 章：本計画を進めていくための体制
や進行管理のしくみを示しています。

第Ⅳ編 

市が進めて 

いく取組 

 

 

－施策編－ 

第１章 人と自然が調和するうるおい
のある地域づくり 

第２章 みんなが健康で安心できるく
らしづくり 

第３章 資源が循環する地球にやさし
いまちづくり 

第４章 環境にやさしいエネルギー利
用を進めるまちづくり 

第５章 みんなで環境を守り育てるパ
ートナーシップのしくみづくり

第Ⅳ編では、本計画において、市が進め
ていく取組（施策）の方向を基本目標
や個別目標ごとに整理しています。第
Ⅲ編の協働プロジェクトに掲げられた
市の取組や重点的取組も含みます。 
これらの取組の方向を踏まえ、市は、
環境の保全と創造に向けて、関係各課
と連携し、総合的･長期的な取組を総合
的・計画的に進めていきます。 

第Ⅲ編 

みんなで協力 

して進めて 

いく取組 

 

－協働編－ 

第 1 章：本計画において、市と市民等と
が協働で進めていく重点的な取組を協
働プロジェクトとして示しています。

第 2 章：市民や市民団体､事業者の環境へ
の配慮や行動指針を示しています。 

第 3 章：地域環境の保全・創造に向け、
環境面から配慮すべき基本的事項を示
しています。 

第１章 協働の取組－協働プロジェクト－ 
１ しもつけ地産地消・資源循環 
２ しもつけエコスタイル 
３ しもつけ環境交流 

第２章 市民等の環境配慮(行動)指針

第３章 地域別環境配慮指針 

 

資料編 

 

１ 市民等の環境意識 
（アンケート調査結果） 

２ 環境基本条例 
３ 計画策定の経過 
４ 諮問・答申書 

５ 環境審議会 
６ 環境基本計画策定委員会 
７ 環境基本計画策定庁内会議 
８ 用語の解説 
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第２章 環境の概況 

１ 下野市の概況 

（1）位置と概況 

関東平野の北部、栃木県の中南部に位置し、

都心から約 85ｋｍ圏にあり、首都圏の一端

を構成しています。南北約 15.2ｋｍ、東西

約 11.5ｋｍで、北は宇都宮市、南は小山市、

東は真岡市（旧二宮町）と上三川町、西は栃

木市と壬生町に接し、面積は 74.58ｋ㎡です。 

鬼怒川、田川、姿川の豊かな水の恵を受け

た肥沃な平野が広がり、平地林や屋敷林が多

く残され、自然災害の少ない豊かで美しい田

園と都市が形成されています。 

この恵まれた自然環境のもと、古来より、

多くの古墳が作られ、東国における仏教文化

の拠点として下野薬師寺（白鳳時代）、下野国

分寺・国分尼寺（奈良時代）が建立され、ま

た、江戸時代は日光街道の宿場町として栄え

てきた歴史と伝統を有しています。 

 

 
（2）人口・世帯の推移 

人口は、首都圏郊外の住宅地として、また、

宇都宮市や小山市などの主要都市に隣接する

好立地条件を反映して増加してきました。昭

和 60 年から平成 7 年にかけ約 17％増加し

ましたが、その後増加率は減少し平成 17 年

以降は横ばい傾向になっています。 

平成 22 年の人口構成では、年少人口割合

は約 15％と県内 2 位と高く、老年人口割合

は約 19％と同 2 位の低さになっていますが、

年少人口割合が減少、老年人口割合が増加し

てきており、少子高齢化の傾向が顕著になっ

てきています。 

総世帯数は平成 22 年に 20,501 世帯で、

一貫して増加傾向にあります。世帯当たりの

人口は、2.9 人で、平成 2 年の 3.6 人に比べ

減少し、核家族化も顕著になってきています。

また、単独世帯の割合は 24％と約 4 世帯に

1 世帯の割合になっています。 

下野市

栃木県 

日光市 

宇都宮市 

小山市 

栃木市 

真岡市 
佐野市 

足利市 

<図：とちぎの河川、栃木県より>

人口・世帯数の推移

44,912 46,673

54,709
57,447 59,132 59,483

11,966
12,814

16,355
17,901

19,378
20,501

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

昭和60年 平成2年 7 12 17 22年

人口（人）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

世帯数（世帯）

人口 世帯数

人口構成の推移

22.6 19.5 18.5 17.4 15.9 14.9

67.7 69.1 68.8 68.0 67.4 66.1

9.7 11.4 12.7 14.6 16.6 19.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

昭和60年 平成2年 7 12 17 22年

年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳)

老年人口(65歳～)

<下野市統計グラフ、国勢調査（各年 10月 1日現在）より>
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（3）産業の状況 

主要産業は、農業、商業、製造業などがあ

げられます。就業人口（国勢調査）は平成 12

年頃まで一貫して上昇してきましたが、平成

12 年以降は横ばい状況となっています。 

第 1 次産業の就業人口は減少し、昭和 60

年の約4割となっています。第２次産業では、

平成 12 年以降減少しています。第 3 次産業

では、一貫して増加傾向で推移しており、全

就業者数の約 7 割を占めています。 

農業は、総農家数、経営耕地面積ともに減

少傾向ですが、農地の集積も進んできていま

す。首都圏にある立地条件を生かした都市近

郊農業により、米麦を中心に、ほうれん草、

たまねぎなどの露地野菜、きゅうり、トマト、

イチゴなどの施設園芸が営まれているほか、

肥育牛との複合経営も盛んです。 

工業は、建設用木材加工、電気機械製造、

プラスチック製造、食品加工などの製造業が

営まれています。将来的には、物流拠点とし

ての発展も期待されています。 

 

 

（4）土地利用と都市計画の状況 

平成 21 年時点での地目割合は、農用地（田、

畑）が約 55％、宅地が 17％、その他 18％、

山林が 6％で、農地が広がっています。なお、

宅地の約3分の1を市道面積が占めています。 

本市の都市計画区域は、宇都宮都市計画区

域と小山栃木都市計画区域に含まれ、市の全

域が都市計画区域に指定されています。その

うち、市街化区域は、面積 982ha で市面積

の 13.2％に当たります。 

用途地域指定は、住居系用途地域の指定は

658.5ha で、市街化区域の 67％を占めてい

ます。準工業地域から工業専用地域までの工

業系の用途地域が 272.1ha（市街化区域の

27.7％）となっています。 

 

 

1,198 1,099 1,013 933 866 

744 
690 

660 
604 

537 

783 
719 

657 
596 

558 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

平成2年 7 12 17 22

（戸）
農家数の推移

国分寺

石橋

南河内

<下野市統計グラフ、国勢調査、 

農林業センサス（各年 2月 1日現在）より>

4,937 4,129 3,517 2,971 2,553 

7,876 8,585 9,376 9,302 8,340 

9,997 11,991 
15,947 17,387 18,526 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

昭和60年 平成2年 7 12 17

（人）

（年）

産業別就業者数

第1次産業 第2次産業 第3次産業

地目割合

農地
（田・畑）

55%

山林･原野
6%

池沼
0%

雑種地
4%

宅地
17%

その他
18%

面積 
74.58ｋ㎡ 

<下野市統計グラフ 2011.3、栃木県統計年鑑より>

第二種中高層

住居専用地域

3.3%

近隣商業

地域　5.2%

第二種住居

地域　0.9%

工業専用

地域

8.6%

第一種低層

住宅専用

地域　9.1%

工業地域

9.9%

準工業地域

9.3%

第一種住居

地域　34.3%

第一種中高層

住居専用地域

19.4%

 都市計画区域 
7,458ha

市街化区域 
（用途地域） 

982ha

<「平成 22年度版 栃木県の都市計画」（パンフレット）より>
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２ 自然環境 

（1）気象 

気候は、年平均気温が約 14℃、年平均降

水量が約 1,300ｍｍであり、夏は高温多湿、

冬は低温乾燥のやや内陸性を帯びた温暖な気

候で、積雪はほとんどなく、雷が比較的多い

という特徴があります。北部に山岳がある北

関東平野部の特徴である夏の雷や冬のからっ

風（「二荒おろし」「男体おろし」）が見られま

す。 

市内には、気象観測所がなく、隣接市に観

測所（宇都宮地方気象台、小山観測所、真岡

観測所）が設置されています。 近の 30 年

間でみると、年平均降水量は 3 地点平均で約

1,300ｍｍとなっています。また、日平均気

温の推移は 3 地点とも 1980 年代に比べ

1℃から 1.5℃程度上昇しています。日照時

間は宇都宮約 1,950 時間、真岡約 1,910 時

間、小山 1,870 時間で、本市では約 1,900

時間程度と考えられます。 

 

 

（2）地盤環境（地形・地質・地象） 

地形は、宇都宮市から南に延びる宝木や田

原・岡本台地（中位面）と鹿沼台地（上位面）、

鬼怒川・田川低地や姿川低地からなります。 

台地は段丘砂礫層からなり、表層部は面の

厚さ 5～10 数ｍのローム層に覆われ、南に

傾斜しています。 

低地は、砂・礫・泥・粘土などの沖積堆積

物からなる谷底平野が、台地間に細長く形成

されています。 

谷底平野や台地内の谷地は、水の便が良く、

稲作など行われてきています。また、鬼怒川

沿いの低地には、河川の蛇行などによって形

成された自然堤防地形が点在し、早くから集

落地が形成されてきました。 

宇都宮地方気象台
月別気温と降水量（2010年）
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<気象庁ホームページ，気象統計情報より>

Ｂ…Ｂ’は、Ｐ12の水理地質断面図の位置を示す。 

<土地分類基本調査、５万分の 1地形分類図｢壬生｣､ 国土交通省より>
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（3）水環境（河川、地下水） 

河川は、利根川水系に含まれ、東に田川や

江川、鬼怒川が、西側に姿川が、中央部には

西仁連川が北から南に流下しています。この

ほか吉田用水や小山用水をはじめ、多くの農

業用水路があります。 

田川や姿川は日光市に源を発し、宇都宮市

や鹿沼市などを流下し、本市に注いでいます。

西仁連川は宝木台地内に源を発しています。 

田川や西仁連河川は、市内を流下したのち、

小山市や茨城県結城市などの都市を流下し、

利根川に注いでいます。姿川は、思川と合流

し渡良瀬遊水地に注ぎ、渡良瀬川と合流した

のち利根川に注いでいます。 

台地や低地の下部には、厚い礫層が分布し、

豊かな地下水帯水層が形成され、本市の水道

水源となっています。 

 

 

 

（4）植生・生物 

林地は、公有林・社寺林のほか、大半が私

有林で、市内各地に点在しています。林野面

積の約 8 割が広葉樹林からなり、約 9 割が天

然林で、人工林は 6％です。 

植生は、コナラ・アカマツ・ヤマツツジな

どの雑木林が多く、そのほかは、農地の雑草

群落、街路樹や社寺林・屋敷林などとなって

います。 

こうした平地林や社寺林・屋敷林、農地、

河川・水路の水辺など、里地里山※の自然を

反映した身近で、多様な植物や野生動物が生

息しています。絶滅危惧種などレッドデータ

に指定されている生物も多く見られます。 

自然公園はありませんが、国分寺跡周辺は

昭和 52 年に緑地環境保全地域（2.04ha）

に指定されています。 

 

 

 

<下野市都市計画マスタープラン「下水道整備計画図（雨水）」及び 

「茨城･栃木等地域主要水系利水現況図（利根川等）1980､国土交通省より>

 

<第 6・7 回自然環境基礎調査、植生調査「壬生」「上三川」「小金井」「久下田」

2 万 5 千分の 1、２０００年調査、環境省生物多様性センターより>



 

 13

 

３ 生活環境 

（1）大気環境 

一般大気環境測定局が1箇所（南河内庁舎）

に設置され、風向・風速と光化学オキシダン

ト（Ｏx）、二酸化窒素（Nox）、浮遊粒子状物

質(SPM)※を測定しています。 

隣接市町の測定局も含めた平成 22 年度の

測定では、全ての局で光化学オキシダントの

短期的評価は環境基準※を達成していません

でした。非メタン炭化水素(NMHC)※は、小山市

役所で濃度指針を達成していませんでした。 

近 10 年間では、二酸化硫黄（SOx）、二

酸化窒素（Nox）、一酸化炭素（CO）※の長期

的評価は全てで基準を達成しており、濃度は

減少傾向にあります。なお、広域的な大気汚

染である光化学オキシダント短期的評価は、

全ての測定局で未達成でしたが、光化学スモ

ッグ注意報発令回数や健康被害報告者数は、

全体として減少してきています。 

 
（2）水環境（水質） 

平成 22 年度の河川の水質（BOD※）は、

環境基準がＡ類型の江川は基準を達成してい

ます。Ｂ類型の田川は梁橋（基準点）では水

質は改善傾向にありますが、未達成な年度も

みられます。坪山橋では平成 19 年度以前は

未達成でしたが、大きく改善されてきていま

す。Ｂ類型の姿川水域でも改善され、環境基

準を達成しています。市街地を流れる西仁連

川は、下水道などの整備に伴い改善され、環

境基準を達成しています。 

 

（3）騒音・振動・悪臭 

平成 19 年度以降は、公害苦情件数は年 50

～60 件あります。大気汚染に関する苦情件

数が全体の 6～7 割を占め、その多くは野焼

きに関する苦情です。騒音・振動や悪臭に関

する苦情も、それぞれ年 5～10 件ですが、

野焼きに係る悪臭は大気汚染に含めています。 

公害以外の苦情では、空地などの雑草繁茂

や不法投棄に関する苦情も多く、年平均でそ

れぞれ 70 件、50 件程度寄せられています。 

各調査地点での BDO75％値の経年変化 

市内河川の水質(BOD75%値)の推移 
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江川下流（末流） 田川下流（坪山橋）

田川下流（梁橋） 無名瀬川（末流）

姿川（宮前橋） 西仁連川（武井橋）

<栃木県水質年表より>
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<下野市環境課事務事業執行状況報告書より>

地区 
年度 

県南
西部 

県 
南部 

健康被害
報告者数

県南
東部 

県中
央部 

県 
東部 

県北
西部

県北
東部

平成 20 年度 5 4 0 2 2 2 2 2 

平成 21 年度 4 6 0 6 2 1 1 1 

平成 22 年度 8 15 0 4 0 0 0 0 

平成 23 年度 10 10 1 2 5 0 1 2 

光化学スモッグ注意報発令回数（※下野市は県南部地区に該当）

<栃木県 HP「とちぎの青空」：年度別光化学スモッグ発令状況より>

      

 測定項目ごとの環境基準等達成状況（平成 22 年度） 

 SOx NOx ＣＯ Ｏx ＮＭＨＣ ＳＰＭ 

測定局名 長期 短期 長期 長期 短期 短期 濃度 長期 短期

(宇都宮市)雀宮中学校 ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○

上三川町役場   ○   ×  ○ ○

下野市役所南河内庁舎   ○   ×  ○ ○

小山市役所 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

真岡市役所 ○ ○ ○   × ○ ○ ○

栃木市役所   ○   ×  ○ ○

一般環境大気測定局における環境基準達成状況

     

 測定項目ごとの環境基準等達成状況（平成 22 年度） 

 SOx NOx ＣＯ ＮＭＨＣ ＳＰＭ 

測定局名 長期 短期 長期 長期 短期 濃度 長期 短期

(宇都宮市)大通り ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 

(宇都宮市)平出 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 

上三川町：上蒲生歩道橋   ○    ○ ○ 

小山市：中央交差点   ○ ○ ○ × ○ ○ 

真岡市：高間木歩道橋   ○    ○ ○ 

栃木市：平柳町交差点   ○   × ○ ○ 

自動車排気ガス測定局における環境基準達成状況

<栃木県大気汚染常時監視測定結果報告書（平成 22年度）より>
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（4）土壌・地下水・地盤環境 

地下水質は県が調査をおこなっています。

地下水質概況調査結果、市内では、硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素が環境基準※値を超えて

検出された井戸や年度があり、継続監視調査

地区として調査と監視がおこなわれています。 

市内の継続監視調査地点である柴地区では、

平成 19 年度以降シス-1,2-ジクロロエチレ

ン※、テトラクロロエチレン※で環境基準を超

過した井戸がありました。 

土壌汚染についても県で調査と対策をおこ

なっています。農用地を除く市街地などにつ

いては、平成 11～14 年度の土壌環境保全実

態調査の結果、調査項目はすべて基準値以内

で、土壌汚染は見られませんでした。 

農用地の土壌環境について平成 11～14

年度の土壌機能モニタリング※調査の結果、

法律で定められている特定有害物質は基準値

以内で、土壌汚染は見られませんでした。 

 

 

 

 

（5）原発事故由来放射性物質による環境汚染 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴

う原発事故による放射性物質による環境汚染

対策が重要な課題となっています。放射性物

質汚染対処特措法による対策のほか、市では、

市民の安全・安心の確保を図っていく上で、

市民の生活実態にあわせた放射性物質による

被ばく線量の測定と結果の公表、市民や事業

者への放射線簡易測定器の貸出、被ばく線量

が高い地点の線量低減対策などが進められて

います。 

各配水場の水道水も、これまでの測定結果

ですべて暫定基準値を下回っており、農業集

落排水施設の汚泥中濃度も低い値となってい

ます。公共施設における放射線量を測定した

結果、基準値に近い施設も含め 11 施設で除

染マニュアルに基づき除染作業を実施しまし

た。 

 

断面図の位置はｐ9の図参照、<栃木県水理地質書、H15 年 3月､栃木県より>  

 

下野市内の地下水概況調査地点及び水質測定結果 
  測定結果（単位：mg/?） 

調査 
調査項目 

 
鉛 ひ素

テトラクロ
ロエチレン 

(PCE) 

トリクロロ
エチレン 
(TCE) 

硝酸性窒
素及び亜硝
酸性窒素 

ふっ
素 

ほう
素 

年度 調査地点  環境基準 0.01 0.01 0.01 0.03 10 0.8 1 

大松山1 丁目地内 (36-104)     ★12 0.02  

小金井地内  (43-123)     ★16   

上吉田地内  (44-124)     5.5 0.06 0.03 

平成 
２２ 

年度 
上古山地内  (36-103) 0.00    3.6 0.02  

上古山地内  (36-104)    0.002 6.6 0.02 0.01 

下石橋地内  (43-123)     6.1  0.01 

緑地内     (13-134) 0.001    3.0  0.03 

平成 
２１ 

年度 
上吉田地内  (44-135)     2.9 0.04 0.04 

町田地内    (11-124)     5.4 0.04 0.02 平成 
２０ 

年度 上坪山地内  (11-135)     6.1 0.05 0.02 

川中子地内  (43-123)     0.11   平成 
１９ 

年度 仁良川地内  (11-124)     ★11  0.01 

大松山1 丁目地内 (36-104)    0.003 10   

小金井地内  (43-123) 0.001    ★16  0.04 
平成 
１８ 

年度 
上吉田地内  (44-124) 0.001  0.007  7.8 0.05 0.01 

 ※全地点で報告下限値未満の項目は省略するな

ど、各年度で共通の項目で示しています。 

※県内を 5km のメッシュに区切り､さらに 4 等

分して、4 年ローテーションで調査を実施して

います。 

※各年度の調査地点名後の（）内は、メッシュ番

号を示す。 

★印は環境基準値を超過した地点 

<栃木県水質年表（各年度）､栃木県より>  
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４ 快適環境 

（1）歴史的・文化的環境 

旧石器時代から先人の居住の痕跡が見られ、

古墳時代（６～７世紀）には豪族による支配

が行われていました。 

白鳳時代（７世紀後期）には下野薬師寺が、

奈良時代（８世紀中期）には下野国分寺・国

分尼寺が、それぞれ建立されました。特に、

下野薬師寺において８世紀後期に鑑真和上に

よる戒壇院が建立されると、日本三戒壇と称

され、東日本の仏教文化の中心地として繁栄

していました。 

また、奈良時代の東山道をはじめ、江戸時

代の日光街道の宿場町（小金井宿・石橋宿）、

明治以降の鉄道駅の設置など、主要交通が通

り、早くから開けてきました。 

そのため、国指定史跡である下野薬師寺跡、

下野国分寺跡、下野国分尼寺跡、小金井一里

塚など、多くの史跡が残っています。 

 

 

 

（2）公園・緑地 

天平の丘公園をはじめ、下野国分尼寺跡公

園、下野薬師寺跡ふるさと歴史の広場など、

しもつけの歴史的・文化的環境を活かした史

跡公園のほか、地域の自然環境や歴史文化と

のふれあいや憩いの場所として、蔓巻公園、

西坪山公園、上原憩いの森公園などの公園、

都市計画公園などがあります。 

自然公園はありませんが、国分寺跡周辺は

昭和 52 年に緑地環境保全地域（2.04ha）

に指定されています。 

また、田川や姿川沿いに、姿川アメニティ

パーク・姿川サイクリングロード、田川サイ

クリングロードなどがあります。 

 

 

 

 

<下野市都市計画マスタープランより>

公園等整備状況図  平成 20 年 3 月

<下野市都市計画マスタープランより>

 

 

<下野市文化財マップ､しもつけシティーガイド､下野市都市計画マスタープランより>

史跡等文化財分布 
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（3）交通 

国道４号、新４号国道、ＪＲ宇都宮線など

首都圏の中心部と東北地方を結ぶ大動脈が南

北に通っています。北関東自動車道の壬生、

宇都宮上三川のインターチェンジ開通により、

自動車交通や物流の利便性が増しています。 

小金井駅と自治医大駅、石橋駅の 3 つの駅

を有するＪＲ宇都宮線で、都心まで約 70 分

の通勤圏であり、小山から新幹線利用で約

40 分の近距離にあります。 

公共交通機関としては、JR 宇都宮線と小

山コミュニティバス1系統と民間の4系統の

路線バスがあります。JR 宇都宮線の駅の利

用者は、自治医大駅が増加、小金井駅や石橋

駅が増加から減少に転じています。 

路線バスは、そのほとんどが市外への移動

手段となっており、市内を循環するバス交通

は整備されていません。そのため、市民の多

くの移動手段は自家用車が主となっているほ

か、また、自動車を運転できない交通弱者に

とっては課題となっています。市は、平成 23

年度よりデマンドバス「おでかけ号」を運行

するなど改善に努めています。 

 

（4）水道・下水道 

水道水は全て地下水（地下 60ｍ～200ｍ）

から取水しています。水道の普及率は平成

21 年度で 98.1％となっています。 

水道は、南河内地区・石橋地区・国分寺地

区ごとに各２系統、計６系統あり、各配水場

から供給されています。全配水区ともに深井

戸から取水した地下水を原水としていること

から、特別な浄水処理をおこなわずに良質な

水を供給しています。 

下水道は、全域が鬼怒川上流域下水道中央

処理区に含まれ、整備と処理が進められてき

ているほか、農業集落排水施設が整備・利用

されています。 

平成 22 年における下水道及び農業集落排

水、浄化槽などを含めた生活排水処理人口普

及率（下水道普及率）は 87.3％と、県内第

4 位となっています。 

下水道普及率の推移
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<下野市の統計グラフ、他より>

 

<2 万 5千分の 1地形図「壬生」｢上三川｣「久下田」「小金井」、国土地理院より>

交通体系（鉄道・主要道路分布図） 
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５ 廃棄物 

（1）ごみの発生・排出状況 

ごみの発生量は、平成 15 年度の 19,454

ｔ/年をピークに減少傾向になっており、平成

22年度は平成15年度より約13％減少して

います。 

集団回収量を除く、ごみ排出量は家庭系ご

みと事業系ごみからなり、ごみ排出量に占め

る家庭系ごみの割合は、約 8～9 割と大半が

家庭系ごみからなります。事業系ごみは、平

成 16 年度以降減少しています。 

市民１人１日当たりのごみ排出量は、平成

15 年度をピークに平成 22 年度までに約

120ｇ/人・日減少しています。 

平成 22 年度のごみ排出量の全国平均値は

976ｇ/人・日、栃木県平均は 940ｇ/人・

日で、市の 739ｇ/人・日は平均値を大きく

下回っています。なお、資源物を除く 1 人 1

日当たりの家庭系ごみは 658ｇ/人・日で、

ほぼ横ばい状況で推移しています。 

家庭から毎日排出される生ごみの削減が重

要な課題となっているため、市では、家庭用

生ごみ処理機器設置に補助しています。 

また、ごみ減量化・リサイクルの推進など

に積極的に取り組む店舗や事業所を「エコ（シ

ョップ＆オフィス）※認定制度」を設け、情

報を発信しています。 

 

（2）廃棄物処理の状況 

排出されるごみとし尿の処理は、小山市、

野木町、上三川町（上三川町はし尿のみ）と

一部事務組合（小山広域保健衛生組合）をつ

くり、共同で処理をおこなっています。 

小山広域組合は、ごみ処理施設の老朽化、

ごみ処理に伴う環境負荷※の低減、将来的な

コスト削減などを図っていくために、平成

21 年 3 月に「小山広域ごみ処理施設建設基

本構想」を策定。構成する小山市・野木町・

下野市において処理施設を分担する事となり、

下野市では粗大ごみ処理施設（リサイクルセ

ンター）を配置することになりました。 
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<下野市一般廃棄物処理基本計画、Ｈ19 年 3 月･Ｈ24 年 3月より>
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<下野市一般廃棄物処理基本計画、Ｈ19 年 3 月･Ｈ24 年 3月より>
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年

<下野市一般廃棄物処理基本計画、Ｈ19 年 3 月･Ｈ24 年 3月より>
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６ エネルギー利用と温室効果ガス※ 

（1）市内のエネルギー利用状況 

エネルギー消費量は、県全体の電灯・電力

使用量及びガソリン・灯油販売量を世帯数按

分で見ると、電灯･電力は、全体として増加傾

向となっています。反面、都市ガスやガソリ

ン・灯油の販売量は、減少傾向となっていま

す。 

また、自動車登録台数（軽自動車を除く）

は、乗用車は横ばい状況、乗用車以外（貨物

車や特殊車両など）は減少傾向となっていま

す。なお、小型二輪車や軽自動車は増加傾向

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）温室効果ガスの排出状況 

温室効果ガス排出量は、平成 22（2010）

年は約 39 万ｔで、京都議定書基準年の平成

2（1990）年の 28 万 8 千ｔに対して、

35.5％の増加となっています。 

平成 22 年の部門別排出量では、産業部門

が 12 万 5 千ｔ、家庭部門 6 万 6 千ｔ、業

務部門 7 万 7 千ｔ、運輸部門 12 万ｔ、廃棄

物部門 2 千ｔで、平成 2 年比で産業部門が

5.2％、家庭部門が 80.9％、業務部門が

67.6％、運輸部門が43.8％増加しています。

平成 19 年以降でみると、産業部門は減少傾

向、運輸部門は横ばい状況、業務部門、家庭

部門は減少または横ばい状況となっています。 

平成 21 年と比べると、平成 22 年では業

務部門で増加、家庭部門でやや増加となって

います。 

電灯電力消費量の推移(概要)

138,379

144,371
140,994 140,518

149,992

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

平成18 19 20 21 22年度

(単位：1,000kwh）

ガソリン・灯油等消費状況の推移

33,575 33,728
31,368 31,114 31,454

13,038
11,371 10,498 9,284 8,783

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成18          19          20          21          22年

（単位：ｷﾛﾘｯﾄﾙ）

ガソリン 灯油

自動車台数（軽自動車を除く）

26,000 26,289 26,369 26,230 26,076 26,160 26,108 26,234

5,159 5,064 5,077 5,024 4,752 4,598 4,479 4,395

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成17 18 19 20 21 22 23 24年

（台）

乗用車 乗用車以外

<栃木の統計（Ｈ24 年 1 月、他）、栃木県統計年鑑より>

<栃木の統計（Ｈ24 年 1 月、他）、栃木県統計年鑑より> <栃木の統計（Ｈ24 年 1 月、他）、栃木県統計年鑑より>

部門別CO2排出量
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2
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1990年 2007年 2008年 2009年 2010年

（1,000ｔ-CO2）

廃棄物
部門

運輸部
門

業務部
門

家庭部
門

産業部
門

288

443

406
383 390

(平成2年)   （平成19年）   (平成20年)   (平成21年)   （平成22年）

※1990 年分は、南河内町、石橋町、国分寺町分の合計 

<環境省：地球温暖化対策実行計画（区域施策編）簡易マニュアル、

市町村別 CO2 排出量推計より>
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第３章 環境基本計画がめざすもの 

１ めざす環境像 

めざす環境像は、本計画が、これからどのような環境の姿をめざして、環境の保全と創造に関

する取組を進めていくかを示した長期的な目標です。 

本計画は、基本条例に基づいた計画です。そのため、基本条例に掲げられた基本理念を踏まえ、

市及び市民等の各主体が自らの役割を果たし、その実現を目指していく上で、市民等にわかりや

すい環境像を設定しています。 

 

（めざす環境像） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市は、北には雄大な日光連山を、南には筑波山の秀峰を仰

ぎ見ることのできる美しい景観の下、鬼怒川、田川、姿川の豊

かな水の恵みを受けた肥沃な平野が広がり、平地林や屋敷林が

多く残され、自然災害の少ない豊かで美しい田園と都市が形成

されています。 

この恵まれた自然環境のもと、古来より、多くの古墳が作ら

れ、東国における仏教文化の拠点として白鳳時代には下野薬師

寺が、奈良時代には下野国分寺・国分尼寺が建立され、また、

江戸時代には日光街道の宿場町、鬼怒川水運の河岸、近年では

自治医科大学が創立され医療教育環境が充実したように、地域

文化の発祥の地として栄えてきた歴史と伝統を有しています。

私たちは、一人ひとりが環境に与える影響について理解し、

すべての市民等の協働と参加により、生活全般を環境への負荷

の少ないものへと改め、持続可能な社会の構築、地球環境の保

全に貢献していきます。 

そして、私たちは、本市の美しい景観、豊かな自然及び歴史

的・文化的環境を維持・向上させていくとともに、その恵沢で

もある都市と農村が共生する特長を活かし、物やエネルギーを

地域内で循環させる地産地消の社会システムを構築し、だれも

が健康で生きがいを持ち、豊かな心のふれあいがある持続可能

な地域社会『人と自然が調和し、歴史と文化のかおる心豊かな

環境のまち しもつけ』の実現をめざしていきます。 

人と自然が調和し、歴史と文化のかおる 
心豊かな環境のまち しもつけ 
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２ 基本目標（環境目標） 

本計画がめざす環境像「人と自然が調和し、歴史と文化のかおる心豊かな環境のまち しもつ

け」を実現していくための環境の保全と創造に関する分野別の環境目標として、次の 5 つの基本

目標を定め、この基本目標ごとに環境の保全と創造に関する施策や取組を展開していきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（蔓巻公園よりの眺望） 

 

（基本目標 １） 

人と自然が調和する

うるおいのある 
地域づくり 

 
（自然共生） 

私たちのまち下野市は、平地林や屋敷林など身近な樹林地と、鬼

怒川・田川・姿川の河川や農業用水など水辺、水田や畑などの農地、

数多くの史跡などの歴史的・文化的環境などが織りなす良好な自然

環境・里地景観が引き継がれてきています。 

こうした都市と農村からなる良好な景観と里地の恵み豊かな自

然、歴史的・文化的環境などの環境資源を守りはぐくんでいくとと

もに、生物の多様性※や健全な水循環など自然の循環に配慮した快適

な居住環境の形成や農業などの経済活動を進めていくことにより、

「人と自然が調和（共生）したうるおいのある地域づくり」をめざ

していきます。 

 

（基本目標 ２） 

みんなが健康で 
安心できる 
くらしづくり 

 
（健康・安全） 

さわやかな大気、清らかな水、豊かな土壌は、私たち人間や野生

生物が生活や生存していく上での欠かすことのできない基本的な環

境を構成する要素です。 

私たちのまち下野市は、これらの環境は比較的良好な状態で維持

されてきているほか、改善がされてきています。 

これらの生活環境を構成する要素を良好な状態に維持していくと

ともに、騒音・振動、悪臭など都市・生活型公害や産業公害を防ぎ、

自然災害からの安全を確保し、化学物質や放射性物質による人の健

康や生態系※への影響を未然に防いでいくなど、「みんなが健康で安

心できるくらしづくり」をめざしていきます。 
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（基本目標 ３） 

資源が循環する 
地球にやさしい 
まちづくり 

 
（循環型社会※） 

私たちの便利で快適な社会生活は、さまざまな資源を大量に消費

し、廃棄する社会のしくみにより形成されてきました。それに伴い廃

棄物が増大し、処理・処分に膨大なコストがかかっています。また、

不法投棄や地域を超えた移動などにより環境汚染や資源の枯渇など

さまざまな環境問題も起きています。 

こうした資源を浪費する生活や社会のしくみを見つめ直し、廃棄物

の発生抑制と資源としての再使用・再生利用など、環境負荷※の少な

い「資源が循環する地球にやさしいまちづくり」をめざしていきます。

また、廃棄物の適正処理や不法投棄防止など清潔なまちづくりを進め

ていきます。 

 

（基本目標 ４） 

環境にやさしい 
エネルギー利用を 
進めるまちづくり 

 
（低炭素社会※） 

地球温暖化をはじめとする地球環境問題※は、産業の発展や私たち

のライフスタイルの変化などによるところが大きく、特に化石燃料な

どのエネルギー資源利用と密接に関わっています。 

そのため、日常生活や事業活動における節電や省エネルギーの推

進、太陽光発電や太陽熱利用など将来を見据えた再生可能エネルギー※

活用と普及、エネルギー利用の効率の良いまちづくりを進めます。こ

うした取組を進めていくことにより、二酸化炭素などの温室効果ガス※

の排出を減らし、地球温暖化防止など地球環境の保全に貢献できる

「環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり」をめざしてい

きます。

 

（基本目標 ５） 

みんなで環境を 
守り育てる 
パートナーシップの 
しくみづくり 

 
（協働） 

今日の環境問題を解決していくためには、私たち一人ひとりの環境

に対する理解と行動の積み重ねが不可欠です。そして、市及び市民等

との協働による環境づくりが大切になっています。 

そのため、環境パートナーシップ※による相互理解と協力のもと、

環境学習や環境保全活動など、多様な環境交流が図れる「みんなで環

境を守り育てるパートナーシップのしくみづくり」をめざしていきま

す。 

また、地域との豊かなふれあいや環境学習を通して、人材育成、環

境資源の発掘、環境情報の発信など、新たな環境交流の展開に努めて

いきます。 
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下野市の環境で、大切にしていきたいもの （平成２３年度子ども環境アンケート調査結果より） 

 

小学 5 年生と中学 2 年生への環境に関するアンケートで、下野市の環境で、大切にしていきたいものについ

てたずねました。 

小学生では、「野鳥や昆虫などの生きものが多くすんでいる林や畑、田んぼなど」、「昔の遺跡や文化財、神社

や寺、祭などがある昔からのまちなみや文化」、「環境を大切にし、自然を活かしたくらしがおこなわれている

まち」、「魚や水生生物が多くすんでいて、釣りや水遊びができる水辺」、「山や川などの景色がきれいなところ」

の 5 つがほぼ同じ割合であげられました。中学 2 年生では、「山や川などの景色がきれいなところ」と「昔の

遺跡や文化財、神社や寺、祭などがある昔からのまちなみや文化」の 2 つが特に高く、残りの 3 つも次いで高

くなっていました。 

共通して大切にしていきたい下野市の環境としては、「昔の遺跡や文化財、神社や寺、祭などがある昔からの

まちなみや文化」と山や川などの里地の景観や自然とのふれあえる環境が、下野市の環境の重要な要素として

認識されていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、将来、こんな環境のまちになっていたらいいなと思うことを、ことばで 3～4 つ、自由に書いてもら

いました。小中学生あわせて約 2,000 件の「こんな環境のまち」だったらということばがあげられました。

小学生と中学生ともに、「森や川など自然が豊かで、自然が美しいまち」や「林や川がきれいで、魚など生き

ものが多く棲み、林や水辺で自由に遊べるまち」、「自然を大切にしているまち」、「緑が多いまち」、「生きもの

が多くいるまち」など、自然や自然とのふれあいに関することばが数多くあげられました。 

次に、「道や公園に、ごみが散らかっていないきれいなまち」や「川や川の水がきれいまち」、「空気がきれい

なまち」などに関することばも多くあげられました。また、「太陽や風力などの自然のエネルギーが使われてい

るまち」、「一人ひとりが環境を大切にした生活をしているまち」、「環境を大切にしているまち」などのことば

も多く見られます。 

 

8.3%
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22.9%

23.4%

24.5%

30.8%

31.5%
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水田や畑、果樹園などの農地

地域の特産物がとれるところ

降った雨を貯めたり、空気をきれいにする林

湧き水や水路、川などの水

環境を大切にし、自然を生かした暮らしがおこなわれているまち

野鳥や昆虫などの生物が多く生息する身近な林や農地

魚や水生生物が多く生息し、釣りや水遊びができる水辺

昔の遺跡や文化財、神社や寺、祭など昔からのまちなみや文化

山や川などの景色がきれいな場所山や川などの景色がきれいな場所
昔の遺跡や文化財、神社や寺、祭など昔からのまちなみや文化
魚や水生生物が多く生息し、釣りや水遊びができる水辺
野鳥や昆虫などの生物が多く生息する身近な林や農地
環境を大切にし、自然を生かした暮らしがおこなわれているまち

湧き水や水路、川などの水
降った雨を貯めたり、空気をきれいにする林
地域の特産物がとれるところ
水田や畑、果樹園などの農地
その他の内容

中学 2 年生 
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19.9%

25.4%

26.1%

26.4%

27.3%

28.1%
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そのほかのもの

まちの特産物がとれるところ

田んぼや畑、果樹園などの農地

湧き水や小川、川などの水

降った雨を貯めたり、空気をきれいにする林

山や川などの景色がきれいなところ

魚や水生生物が多くすんでいて、釣りや水遊びができる水辺

環境を大切にし、自然を活かした暮らしがおこなわれているまち

昔の遺跡や文化財、神社や寺、祭など昔からのまちなみや文化

野鳥や昆虫などの生きものが多くすんでいる林や畑、田んぼなど野鳥や昆虫などの生きものが多くすんでいる林や畑、田んぼなど

昔の遺跡や文化財、神社や寺、祭などがある昔からのまちなみや文化

環境を大切にし、自然を活かした暮らしがおこなわれているまち

魚や水生生物が多くすんでいて、釣りや水遊びができる水辺
山や川などの景色がきれいなところ
降った雨を貯めたり、空気をきれいにする林
湧き水や小川、川などの水
田んぼや畑、果樹園などの農地
まちの特産物がとれるところ
そのほかのもの

小学 5 年生 
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第第第ⅡⅡⅡ編編編   計計計画画画ががが進進進めめめててていいいくくくこここととと   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 環境像や基本目標の実現に

向けて －取組の展開－ 

第２章 計画を進めていくために 

（下野薬師寺跡） 

第Ⅱ編 
計画が進めていく

こと   



 

 24

 

  

  

本計画書では、各取組の内容が、どの環境分野に該当しているのかがわかるように、環境分野

ごとに次のマークを使用しています。 

 
 

【環境分野】      【主な環境項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象、水象（水循環･水資源）、地形･地質･地象 

生態系（生息環境）、動植物、外来種 

平地林、屋敷林･社寺林、水辺 

史跡・文化財、歴史的・文化的環境 

土地利用、まちなみ・景観、公園･緑地･緑化 

交通環境・公共交通、歩行環境 

産業活動 

自然災害･減災等 

大気、水質、悪臭、騒音・振動 

地盤沈下、土壌･地下水汚染 

有害物質 

放射性物質による環境汚染 

省資源、資源の再使用、資源の有効利用 

廃棄物・ごみの発生 

廃棄物処理 

資源の循環利用 

省エネルギー 

エネルギー利用 

再生可能エネルギー（代替エネルギー） 

地球温暖化対策 

環境交流・環境ネットワーク 

環境保全活動、エコイベント、環境配慮行動 

環境教育・環境学習 

環境調査・環境情報の整備・提供 

自然環境 
（都市と農村） 

-自然共生- 

低炭素社会※ 
(エネルギー循環) 
(地球温暖化等) 

生活環境 
（健康･安全） 
（快適環境） 

協働社会 
(環境パートナー

シップ、環境学習･
環境保全活動等) 

循環型社会 
（物質循環） 
（廃棄物等） 

快適環境 
（都市と農村） 
-まちづくり- 
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第１章 環境像や基本目標の実現に向けて －取組の展開－ 

１ 取組（施策）の体系 

本計画がめざす将来の環境像としての『人と自然が調和し、

歴史と文化のかおる心豊かな環境のまち しもつけ』の形成を

めざして、環境分野ごとに基本目標を定め、その実現を図って

いくうえでの「環境の保全と創造に向けての取組の方向」を明

らかにし、関連する施策や取組を進めていきます。 

また、本計画では、環境の保全と創造に向けた取組を効果的

に進めていくために、市と市民等との協働により重点的に進め

ていく必要がある取組を定め、それぞれの役割分担と環境パー

トナーシップ※のもとに展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（水辺とのふれあい、水辺のいきもの観察） 
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目指す環境像 

 

人と自然が 
調和し、 
歴史と文化 
のかおる 
心豊かな 
環境のまち 
しもつけ 
 
－人と自然が 

共生した 
持続可能な 
環境都市 
を目指して－ 

 
 
 

基本目標 ２ 
みんなが 
健康で 
安心できる 
くらしづくり 

基本目標 １ 

人と自然が 
調和する 
うるおいのある

地域づくり 

基本目標 ３ 
資源が循環する
地球にやさしい
まちづくり 

基本目標 ５ 
みんなで環境を
守り育てる 
パートナーシッ
プのしくみづくり

基本目標 ４ 
環境にやさしい
エネルギー利
用を進める 
まちづくり 

めざす環境像 環境分野 基本目標

5-1 環境学習・環境保全活動の推
進 

5-2 環境パートナーシップの形成

5-3 環境調査・環境情報の整備と
発信 

2-1 さわやかで澄んだ大気や水の
保全と向上 

2-2 安心してくらせる安全で快適
な生活環境の確保 

2-3 放射性物質による環境汚染へ
の対応 

1-1 多様な生物と共生する豊かな
里の保全と再生 

1-2 大地がはぐくむ豊かな水と健
全な水循環の保全と再生 

1-3 環境にやさしい産業の推進 

1-4 良好な景観と歴史文化がかお
るまちづくり 

3-1 ごみゼロ社会の形成 

3-2 資源が循環するしくみづくり

4-1 省エネの推進 

4-3 環境負荷の少ないまちづくり
の推進 

4-2 創エネ・蓄エネの推進 

個別目標 

 協働社会 
(環境学習･環境

保全活動等) 

 
自然環境 
(都市と農村) 

快適環境 

 
生活環境 
(健康･安全) 

(快適環境) 

 
循環型社会 
(物質循環) 

（廃棄物等） 

 
低炭素社会 
(エネルギー循環) 

(地球温暖化等) 
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4-1-1 エネルギー消費量の低減 

4-1-2 環境に配慮した省エネ型製品の利用推進 

1-1-1 生物多様性の保全と再生 

1-1-2 平地林・里山・水辺の保全と再生 

1-1-3 自然とのふれあいの推進 

1-2-1 健全な水循環の保全と再生 

1-2-2 豊かな水資源の保全と活用 

1-3-2 環境に配慮した産業の推進 

1-3-1 地域資源を活かした産業の推進 

1-4-1 歴史的・文化的環境の保全 

1-4-2 良好な景観の保全と創造 

2-1-1 大気・水・土壌環境の保全と向上 

2-1-2 県･関係市町との連携による監視､指導､対策など

2-2-1 環境美化の推進 

2-2-3 防災・減災の推進 

2-2-2 安心して歩ける歩行環境の整備 

2-3-1 放射線汚染状況のモニタリングと情報提供 

3-2-2 廃棄物の排出削減と適正処理 

3-2-1 リユース・リサイクルのしくみづくり 

3-1-1 リデュースの推進 

3-1-2 リユース・リペアの推進 

4-2-2 再生可能エネルギーなどの利用推進 

4-2-1 蓄エネなどエネルギーの効率利用の促進 

4-3-1 快適な気候からなるまちづくりの推進 

4-3-2 省エネ・創エネ・蓄エネ型まちづくりの推進

5-1-1 環境教育・環境学習の推進 

5-1-2 環境保全活動の推進 

5-1-3 エコリーダーの育成と活動支援 

5-2-1 環境交流の促進 

5-2-2 （仮称）しもつけ環境市民会議との連携 

5-3-1 環境調査の推進・調査結果の公開 

5-3-2 環境情報の整備と発信 

取組（施策）の方向 協働の取組（協働プロジェクト）

 

 

 

「(仮称)しもつけの環境」の発信

しもつけ地
産地消のま

ちづくり 

しもつけ省エネ･
創エネ･蓄エネの

まちづくり 

しもつけ 
豊かな里 

づくり 

しもつけ 
快適なまち 

づくり 

しもつけ 
３Ｒスタイル

づくり 

しもつけ 
省エネスタイル

づくり 

しもつけ 
エコ・ワーク 

スタイルづくり 

(仮称)しもつけ環境市民会議

しもつけ地産地消・資源循環 
（持続可能なまちづくり） 

しもつけ環境交流 
（環境ネットワーク・環境学習づくり）

しもつけ 
環境交流 

づくり 

しもつけ 
エコリーダー

づくり 

しもつけ 
環境学習 

づくり 

しもつけエコスタイル 
（環境保全への行動づくり） 

（参照：p39～p47）

（参照：p49～p55）

（参照：p57～p63）

（参照：p65） 

（参照：p66～p67） 

p121

p122

p100

p101

p101

p102

p102

p104

p103

p105

p106

p109

p110

p111

p112

p112

p113

p119

p117

p115

p116

p124

p123

p125

p126

p128

p129

p129

p130

p131

p132

p132
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２ 取組（施策）の方向 

基本目標１ 

人と自然が調和するうるおいのある地域づくりに向けて 

 
都市と農村からなる良好な景観と里地※の恵み豊かな自然、歴史的・文化的環境などの環境資

源を守りはぐくんでいくとともに、生物の多様性※や健全な水循環など自然の循環に配慮した快

適な居住環境の形成や経済活動を進めていくなど、「人と自然が調和（共生）したうるおいのある地域

づくり」をめざした取組を進めていきます。 

 

個別目標 1-1 

 

多様な生物と共生す

る豊かな里の保全と

再生 

平地林や水辺の良好な自然環境を保全するとともに、損なわれた自

然環境や生態系※を在来種が生息・生育できるよう再生していくこと

により、多様な生物が生息・生育できる里地の良好な生態系の形成に

努めていきます。 

また、平地林・里山※や水辺の自然を一体的に保全・再生し、身近

に良好な自然とふれあえる場を創出するなど、自然と共生するまちづ

くりを進めていきます。 

個別目標 1-2 

 

大地がはぐくむ豊か

な水と健全な水循環

の保全と再生 

水は環境や生物の体内を循環し、それぞれを良好な状態に維持する

など、大切な環境資源です。私たちのまちでは、地表や河川から長い

時間をかけて浸透した良好な地下水を水道水源に利用しています。 

このため、河川や地下水の良好な水質を保全・向上させていくとと

もに、雨水の保水や地下浸透など、大地や水辺が果たす役割をより健

全な状態にしていくなど、豊かな水資源の保全と健全な水循環の保

全・再生に努めていきます。 

個別目標 1-3 

 

環境にやさしい産業

の推進 

私たちのまちは、平地林や河川などの水辺、田や畑などの農地が広

がる良好な里地と住宅地が調和する良好な環境からなっています。こ

うした特性を活かした食の地産地消※、それを支える農業や里地の自

然とのふれあいを深めていくなど、地域資源を活かした産業が進めら

れるまちづくりに努めていきます。 

また、地域の良好な環境を保全及び創造し、持続的に活用できる資

源としていくために、環境に配慮した産業や事業活動が進められるま

ちづくりを進めていきます。 

個別目標 1-4 

 

良好な景観と歴史文

化がかおるまちづく

り 

私たちのまちは、平地林や屋敷林など緑に囲まれた史跡や住宅が織

りなす田園景観をはじめ、自治医科大学周辺のニュータウンと日光街

道沿いの旧宿場町を中心に広がる住宅地などのまちなみからなって

います。 

史跡など歴史的・文化的環境の保護・保全に努めていくとともに、

地域の良好な景観の保全、個性豊かで美しいまちなみや道づくりを進

めていくなど、都市と農村が調和し、快適でうるおいのある居住環境

の形成に努めていきます。 
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基本目標２ 

みんなが健康で安心できるくらしづくりに向けて 

 
本市の生活環境は、比較的良好な状態で維持されてきているほか、改善がされてきています。

これらの生活環境を構成する要素をより良好な状態に維持していくとともに、騒音・振動、悪臭

など都市・生活型公害や産業公害を防ぎ、自然災害からの安全を確保し、化学物質や放射性物質

による人の健康や生態系※への影響を未然に防いでいくなど、「みんなが健康で安心できるくらしづく

り」をめざした取組を進めていきます。 

 

個別目標 2-1 

 

さわやかで澄んだ大

気や水の保全と向上 

公害のない良好な大気や水、土壌環境は、私たちが健康にくらして

いくための権利です。大気や水といった生活環境の質を、公害や汚染

のない、より健全で良好な状態にしていくなど、さわやかで澄んだ大

気や水のもと健康にくらせるまちづくりを進めていきます。 

そのため、大気・水・土壌などの環境質の状況を監視していくとと

もに、汚染発生源への立入調査や指導など公害の防止をはじめ、生活

排水※対策や交通公害対策、騒音・振動・悪臭の防止など、良好な生

活環境の確保に努めていきます。 

個別目標 2-2 

 

安心してくらせる安

全で快適な生活環境

の確保 

住まい周辺や道路沿いの環境美化や放置ごみ対策をはじめ、路上喫

煙対策や交通安全対策など安全な歩行者環境や道路環境を整備し、子

どもから高齢者まで、だれもが安心して歩いてくらせる安全で快適な

生活環境の確保に向けた取組を進めていきます。 

また、自然災害の発生と地域環境との関わりについての理解を深

め、自然災害の防止や災害時の減災などに配慮した環境利用が進めら

れるまちづくりを進めていきます。 

個別目標 2-3 

 

放射性物質による環

境汚染への対応 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所

事故により発生した放射性物質による環境汚染への対応に向け、放射

線量の測定やモニタリング※を継続していくとともに、汚染が確認さ

れた地区での適切な除染対策を進めていきます。 

また、放射線量の測定やモニタリング結果の公表、放射線と健康被

害についての適切な情報の提供に努めていきます。そして、将来世代

を含めた人々の安全や健康の確保に向け、原発に頼らないエネルギー

利用が進められるまちづくりに努めていきます。 
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基本目標３ 

資源が循環する地球にやさしいまちづくりに向けて 

 
私たちのくらしは、今日、いつでも欲しい物が手に入り大変便利で豊かになりました。その反

面、身の回りには物があふれまだ使える物が捨てられるなど、物を大切にする習慣が薄れ日常生

活では捨てることが当たり前のようになっています。 

こうした便利な社会生活は、さまざまな資源を大量に消費し、廃棄する社会のしくみにより形

成されてきました。そして、生活が豊かで便利になるに伴い廃棄物が増大し、その処理や処分に

膨大なコストがかかってきています。私たちが社会生活を営んでいく上で、毎日発生する廃棄物

をどのように減らしていくかが、大きな課題の一つとなっています。 

そのため、資源を浪費する生活や社会のしくみを見つめ直し、廃棄物の発生を減らしていくと

ともに、資源として再使用や再生利用を進め、環境負荷※の少ない「資源が循環する地球にやさし

いまちづくり」をめざした取組を進めていきます。 

 

個別目標 3-1 

 

ごみゼロ社会の形成 

私たちは、社会生活におけるそれぞれの役割の中で、廃棄物を出さ

ない（リデュース※：「ごみの発生抑制」ともいう。）、再使用する（リ

ユース※）、再資源化する（リサイクル※）の 3R（スリーアール）※の

取組を一層進め、廃棄物も資源として大切に利用し、ごみとして廃棄

するものがない資源が循環する社会（ごみゼロ社会）の構築に努めて

いきます。 

そのため、私たちはごみに対する意識を変え、“もったいない”の

気持ちをもって、ごみになるものを減らしていくとともに、資源とし

て有効に活用できるよう、日常生活や事業活動での取組を進めていき

ます。 

個別目標 3-2 

 

資源が循環するしく

みづくり 

市民等のごみの排出抑制や再使用・再生利用など 3R の取組を支え

ていくため、社会情勢に応じた資源回収・収集体制の構築をはじめ、

リサイクルプラザやフリーマーケットなどの整備、事業者による製品

の修理・回収体制の整備、再生品やリサイクル製品の利用などグリー

ン購入※の促進など、資源が循環する社会のしくみづくりに努めてい

きます。 

私たちが出したごみは、私たちのまちで処理や処分する自区内処理

が原則です。資源が循環する取組を進め、ごみゼロ社会を構築してい

くことにより、 終的に処分される廃棄物をできるだけ減らし、処分

に伴う環境負荷や財政負担を低減していく必要があります。 

このため、廃棄物処理に対するみんなの理解を深め、3R によるご

みの減量化を進めていくとともに、適正な廃棄物の処理・処分などに

努めていきます。 
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基本目標４ 

環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくりに向けて 

 
私たちの豊かなくらしや活動を持続的なものとしていくために、日常生活や事業活動における

節電や省エネルギーの推進、太陽光発電や太陽熱利用など将来を見据えた再生可能エネルギー※

活用と普及、エネルギー利用の効率の良い環境負荷※の少ない都市基盤の整備など、「環境にやさ

しいエネルギー利用を進めるまちづくり」をめざした取組を進めていきます。 

また、こうした取組を積極的に進め、二酸化炭素などの温室効果ガス※排出量の少ない低炭素

社会※を構築していくことにより、「地球市民」として、地球温暖化防止など地球環境の保全に貢

献していきます。 

 

個別目標 4-1 

 

省エネの推進 

私たちの今日の便利な日常生活は、電気をはじめ、ガスや灯油、ガ

ソリンなどを燃やして得られるエネルギーを消費することによって

維持されています。また、電気も、多くは、石油・天然ガスなどの化

石燃料を燃やす火力発電や原子力発電などにより作られています。 

化石燃料は地球上に限りのある資源で、使えばなくなります。今日

の私たちの豊かで便利な社会は、化石燃料を世界中から大量に輸入

し、消費することによって成り立っています。また、エネルギー消費

量の増大は、二酸化炭素の排出量の増大など地球温暖化問題をはじ

め、地域から地球規模の環境にさまざまな影響をもたらしています。

このため、私たちは、日常生活や事業活動におけるエネルギー利用

のあり方を見直し、節電や適切な自動車の利用など、さまざまな省エ

ネ対策やエネルギーの効率利用を進め、エネルギー消費量の削減に努

めていきます。 

個別目標 4-2 

 

創エネ・蓄エネの推

進 

地球温暖化の要因でもある化石燃料によるエネルギーに代わるエ

ネルギー資源の利用をはじめ、原発に頼らないエネルギーの利用な

ど、環境にやさしいエネルギーの利用をめざして、太陽光や太陽熱、

風力などの再生可能エネルギーの開発と利用を進めていくなど、エネ

ルギーの地産地消※による創エネに努めていきます。 

また、太陽光発電など気象に左右されやすいエネルギー利用の効率

化、蓄エネ化などによるエネルギーの効率的な利用をはじめ、災害時

での電力確保をめざして、家庭や地域での蓄エネの普及を進めていき

ます。 

個別目標 4-3 

 

環境負荷の少ないま

ちづくりの推進 

地域でのエネルギー消費量の低減に向けて、エネルギー消費の少な

い効率の良い環境負荷の少ないまちづくりに努めていきます。 

そのため、住宅や施設などの建物の省エネ化、交通の省エネ化、緑

化による都市熱や居住地での気候の緩和をはじめ、徒歩や自転車で移

動でき、公共交通が利用しやすい移動のエコ化など、エネルギー消費

の少ないまちづくりを進めていきます。 
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基本目標５ 

みんなで環境を守り育てるパートナーシップのしくみづくりに向けて 

 
今日の環境問題の解決にあたっては、市民一人ひとりが、環境について理解し、行動していく

とともに、協働して環境の保全及び創造を図っていくことが大切になっています。 

このため、環境パートナーシップ※のもと、協力しあって環境負荷※の低減に向けたさまざまな

取組を図っていくなど、「みんなで環境を守り育てるパートナーシップのしくみづくり」をめざした取組

を進めていきます。 

こうした協働社会の形成に向けて、地域との豊かなふれあいや環境学習※を通して、人材育成、

環境資源の発掘、環境情報の発信など、新たな環境交流の展開に努めていきます。 

 

個別目標 5-1 

 

環境学習・環境保全

活動の推進 

環境問題の解決に向けては、身近な地域から地球規模の環境問題を

知り、環境が果たしている役割などを考え、みんなで環境の保全や創

造に向けた取組が進められる地域社会の形成が求められています。 

そのため、子どもから大人、事業者まで、家庭や学校・地域など、

それぞれの状況に応じた環境学習や環境保全活動への参加機会の充

実に努めていきます。また、市民等の環境学習や環境保全活動を補佐

し、リードしていくエコリーダー※の育成に努め、その活動を支援で

きるしくみづくりを進めていきます。 

 
個別目標 5-2 

 

環境パートナーシッ

プの形成 

私たちのまちでは、さまざまな立場や分野から多くの市民や団体が

環境保全活動に取り組んできています。また、時間や機会があれば、

こうした活動に参加してみたいと考えている市民も多くいます。 

そのため、環境まつりや環境フォーラムなどの開催をはじめ、さま

ざまなまつりやイベント、下野市市民活動支援サイト「You がお ネ

ット」との連携など多様な環境交流の機会を充実し、環境パートナー

シップの形成に努めていきます。 

また、本計画の推進の中心的な役割を果たす市民等からなる「（仮

称）しもつけ環境市民会議」を設立し、環境ネットワークづくりや協

働プロジェクトの推進など、その活動が進められるようにしていきま

す。 

 
個別目標 5-2 

 

環境調査・環境情報

の整備と発信 

環境パートナーシップの形成や協働による環境の保全・創造の取組

を進めていく上で、本市の環境の現状や環境保全の取組状況、市民等

の環境意識や環境保全行動事例などの環境情報は、環境について知

り、考え、行動していくための共有の情報として重要です。 

そのため、環境の現状についての調査や観測、市民等との協働によ

る観察や調査を進めていくとともに、市のみならず市民等の環境保全

の取組状況なども含めて、「（仮称）しもつけの環境」として整備・発

信し、多様な情報交流が進められるようにしていきます。 
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第２章 計画を進めていくために 
 

本計画を適切に進めていくために、市及び市民等がそれぞれの役割分担と環境パートナーシッ

プ※のもとに連携し、協働により環境の保全及び創造に関する取組を総合的・計画的に展開して

いきます。 

 

本計画では、特に重点的に進めてい

く取組を協働の取組（協働プロジェク

ト）として定め、市の重点施策をはじ

め、市民等の取組や行動の方向を具体

的に示し、協働により関連する取組を

積極的に進めていきます。また、それ

ぞれが環境の保全と創造に向けた行動

や活動が進められるようにしています。 

こうした環境の保全と創造に向けた

取組を総合的・計画的に進めていくた

めに、市民等からなる「（仮称）しもつけ

環境市民会議」を設立し、市民等の提案

や意見を反映し、市と連携して進めて

いきます。 

あわせて、関連する市の施策を総合

的に調整していくための庁内組織とし

て「（仮称）環境基本計画推進委員会」を

設置するなど、計画の推進体制を整備

していきます。 

 
こうした取組を進めていくことに

より、協働（環境パートナーシップ）

の輪を広げていきます。 
 
 

 

１ しもつけ地産地消・資源循環 
（持続可能なまちづくり） 

２ しもつけエコスタイル 
（環境保全への行動づくり） 

３ しもつけ環境交流 
（環境ネットワーク・環境学習づくり） 
（環境報告・環境情報の整備と発信） 

協働の取組

市市  民民  

事事業業者者  

((滞滞在在者者をを含含むむ))  

協働 

市市  
((行行政政))

市市民民団団体体

環境パートナーシップ 
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１ 計画の推進に向けて 

（1）計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、下野市環境審議会、「（仮称）環境基本計画推進委員会」、「（仮称）

しもつけ環境市民会議」が連携し、環境の保全と創造に関する取組を総合的・計画的に進めてい

きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庁内組織 

庁内各課 
● 取組の実行 

● 取組状況の報告 

市 長 
 

● 計画の決定 

● 計画の推進方策の決定 

● 計画の点検・評価結果の公表 

（仮称）環境基本計画 

推進委員会 
● 計画の検討、環境施策の調整 

● 計画の点検・評価 

● 計画の進みぐあいのとりまとめ 

● 市民への情報提供、他 

指示 

指示 

報告 

報告 

連絡調整

市  民 
市民団体 
事 業 者 
滞 在 者 

● 取組の実行 

(仮称) しもつけ環境市民会議 
 
 
 
 

 

 

● 環境情報の交換､人的交流 

● 各主体の環境保全活動の推進 

● 連携による行動・事業の実施 

● 計画の点検（実施報告）への意見 

下野市環境審議会 
 

● 計画の見直し・検討 

● 計画の点検・評価 

普及 
支援、協力 

市  民 
市民団体 
事 業 者 
滞 在 者 

市議会 

事務局（環境課） 
事業実施報告 

事業実施計画 

諮問

答申
意見・提言

支援
報告

連携・協力
意見・提案

計画の周知･普及
情報提供 

協力要請,支援 

事業への協力 

報告 提言･意見 

意見･提案
活動への参加協力

事業への協力要請

参加､協力
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【（仮称）環境基本計画推進委員会】 

計画に基づく環境施策の総合調整をおこなうとともに、計画の進みぐあいや目標の達成状

況を把握し、点検・評価をおこないます。その結果を「（仮称）しもつけの環境」として公表

していきます。 

 

【（仮称）しもつけ環境市民会議】 

「（仮称）しもつけ環境市民会議」は、本計画の協働による取組を推進するための中心的な

役割を果たします。市と連携して環境フォーラムを開催するなど、本計画の市民等への普及

をはじめ、関連団体との連携を図り、協働による環境の保全と創造に関する取組（協働プロ

ジェクト）を進めていきます。また、市の環境報告に対して意見や提案をおこないます。 

 

【下野市環境審議会】 

環境審議会は、市が作成した環境報告書※について審議をおこない、計画の進みぐあいを

点検・評価するとともに、計画の推進に向けての意見や提言をおこないます。また、市長か

ら諮問があった場合は、計画の見直しなどについて審議及び答申をおこないます。 

 

（2）広域的な連携・協力の推進 

複雑化・多様化・広域化する環境問題に対して、県や近隣市町、国などとの連携を図り、効果

的な施策の展開に努めていきます。 

 

（3）財源の確保 

本計画の施策やプロジェクトを安定的かつ継続的に進めていくため、財源的な措置を図るとと

もに、市及び市民等が一体となって必要な財源の確保などに努めます。 

 

（4）人材の確保 

本計画を着実に推進していくためには、市民等の自主的な取組をはじめ、協働の取組への積極

的な参加と協力が不可欠です。そのために、市民等の環境学習※や環境保全活動を先導し、支え

ていくエコリーダー※などの人材の育成と確保に努めていきます。 
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２ 計画を効果的に進めていくために 

ＰＤＣＡサイクルにより本計画の進行管理をおこなっていきます。毎年度、本計画に掲げる各

施策や取組の実施状況及び達成状況を把握・評価し、施策や取組を見直していきます。その結果

を「（仮称）しもつけの環境」としてとりまとめ、市のホームページで公表し、市民等からの意見

や提案を得ていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 
・本計画の策定と改定をおこないます。 
・本計画を基に「(仮称)環境基本計画推進委員会」、「(仮称)しもつけ環境市民会議」、下野

市環境審議会において施策や事業計画を作成します。 

Do ・各主体による環境の保全と創造に関する取組を実施します。 

Check 

・「(仮称)環境基本計画推進委員会」は、市が実施した環境関係事業（実施計画）に基づき、
計画の進みぐあいや目標の達成状況などについて点検・評価します。 

・「(仮称)しもつけ環境市民会議」は、市民等による協働事業の実施を踏まえ、取組の進み
ぐあいや到達状況などについて点検・評価します。また、市が進める環境関係事業への
提案をおこないます。 

・下野市環境審議会は、市が作成した環境報告書※に基づき、計画の進みぐあいを点検・
評価するとともに、施策や取組の見直しへの意見や提言をおこないます。 

・計画の進みぐあいを把握するため、定期的に市民等の環境意識の把握をおこないます。

Action ・市は、各方面からの意見・提案を踏まえ、「(仮称)環境基本計画推進委員会」において、
環境施策の見直しや新たな取組などについて検討し、計画の改訂や改定をします。 

環境意識の把握 
◆市民 ◆事業者  ◆滞在者

個別の取組の進行 
管理、毎年実施 

重点施策や取組の方
針などの進行管理 
概ね3～5年毎に実施

Plan 

計画 

 
・環境基本計画の策定、

見直し（改訂・改定）

・事業計画の作成 

Do 
実施 

・協働の取組の実施 
・各主体による環境の

保全と創造に関する

取組の実践 

Check 
点検・評価 

・計画の進みぐあいの

把握 
・環境施策、関係事業

の点検・評価 

Action 
見直し 

 
・環境施策や事業の見

直し 
・新たな取組の検討 
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第第第ⅢⅢⅢ編編編   みみみんんんなななででで協協協力力力しししててて進進進めめめ

ててていいいくくく取取取組組組   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第Ⅲ編 
みんなで協力して

進めていく取組 
第第１１章章  協協働働のの取取組組  －－協協働働ププロロジジェェククトト－－  

第第２２章章  市市民民等等のの環環境境配配慮慮((行行動動))指指針針  

第第３３章章  地地域域別別環環境境配配慮慮指指針針 

（平成２４年度ごみ減量化ポスターコンクール） 

小学生低学年の部 最優秀賞 
石橋北小３年 小川 凌汰 

小学生高学年の部 最優秀賞 
祇園小５年澁野 凌平 

中学生の部の部 最優秀賞 
南河内中１年吉沼 悠 
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第１章 協働の取組 －協働プロジェクト－ 
市民等と一緒に取り組んでいく協働プロジェクトを進めていきます。 

 

計画がめざす環境像や基本目標の実現に向けては、市（行政）の施策や取組だけでなく、環境

からさまざまな恩恵や影響を受けている市民等が、それぞれの日常生活や事業活動での環境に配

慮した取組や行動をはじめ、地域の環境づくりに向けたさまざまな取組を協働で進めていくこと

が大切になっています。 

本計画では、市及び市民等がそれぞれの役割分担と環境パートナーシップ※のもとに連携し、

協働により環境の保全及び創造に関する取組を総合的・計画的に進めていきます。 

この「第Ⅲ編 みんなで協力して進めていく取組」では、本計画において市民等との協働によ

り重点的に進めていくことが大切な取組を、協働プロジェクトとして明らかにし、その推進や実

行に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

しもつけエコスタイル
（環境保全への行動づくり） 

■ しもつけ豊かな里づくり 
■ しもつけ快適なまちづくり 
■ しもつけ地産地消のまちづくり 
■ しもつけ省エネ･創エネ･蓄エネ

まちづくり 

しもつけ環境交流
（環境ネットワーク・環境学習づくり）

■ しもつけ３Ｒスタイルづくり 

■ しもつけ省エネスタイルづくり

■ しもつけエコ・ワークスタイル

づくり 

■ しもつけ環境学習づくり 

■ しもつけエコリーダーづくり

■ しもつけ環境交流づくり 

めざす環境像 

人と自然が調和し歴史と文化のかおる 
心豊かな環境のまち しもつけ  

(仮称)しもつけ 

環境市民会議 

「（仮称）しもつけの環境」の発信 
（環境報告･環境情報の整備と発信）

しもつけ地産地消・資源循環 
（持続可能なまちづくり） 
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協働の取組 1 しもつけ地産地消・資源循環 

 

本市は、鬼怒川や田川、姿川の豊かな水の恵みを受けた肥沃な平野からなっています。これら

の河川沿いに樹枝状に広がる低地と起伏の少ない台地による平坦な地形が広がっています。台地

縁辺の緩やかな斜面と平地林、河川などの水辺が自然環境に変化をもたらしているほか、日光連

山や筑波山の秀峰、大平山などの山並みが眺望できる美しい景観からなる里地※環境を形成して

います。 

この恵まれた自然環境のもと、古来より、多くの古墳が造られ、白鳳時代には下野薬師寺、奈

良時代には下野国分寺・国分尼寺が建立されました。また、奈良時代には東山道、江戸時代には

日光街道（奥州街道と共通）が通り、早くから宿場町として開けてきました。このため、市内に

は数多くの史跡や文化財が受け継がれてきています。 

さらに、恵まれた水と肥沃な大地、温暖な気候と首都圏近郊や宇都宮市や小山市の隣接地とし

ての地理的条件を活かして、稲作をはじめ、イチゴ、ごぼう、ほうれん草、たまねぎ、きゅうり

などの野菜の生産、切り花の生産など、多彩な農業が営まれており、かんぴょうの生産量は日本

一となっています。これらの豊かな農産物を活かした食文化づくりが進められてきています。 

また、市中央部を縦貫する JR 宇都宮線の小金井駅、自治医大駅、石橋駅を中心に市街地やニ

ュータウンによる新市街地の形成、先端医療施設による地域医療の充実など、豊かな田園環境と

一体となった快適でうるおいのある居住都市として発展してきています。 

こうした恵まれた環境や資源をより良好な状態で維持していくとともに、適切に活用し、生産

と消費、物質とエネルギーが循環する地産地消※の取組を進めていくことにより、環境への負荷

の少ない持続的発展が可能なまちづくりをめざしていきます。 

 
協働により重点的に進めていく取組【協働プロジェクト】 

（関連する主な取組）      （協働プロジェクト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働プロジェクト 1-1 

 しもつけ豊かな里づくり 

協働プロジェクト 1-2 

 しもつけ快適なまちづくり 

協働プロジェクト 1-3 

 しもつけ省エネ･創エネ･蓄エネの 

まちづくり 

協働プロジェクト 1-4 

 しもつけ地産地消のまちづくり 

2-1-1 大気・水・土壌環境の保全と向上 

2-2-1 環境美化の推進 

2-2-2 安心して歩ける歩行環境の整備 

1-4-2 良好な景観の保全と創造 

4-3-1 快適な気候からなるまちづくりの推進 

4-3-2 省エネ・創エネ・蓄エネ型まちづくりの推進

4-2-2 再生可能エネルギーなどの利用推進 

4-2-1 蓄エネなどエネルギーの効率利用の促進

1-3-2 環境に配慮した産業の推進 

1-3-1 地域資源を活かした産業の推進 

1-1-2 平地林・里山・水辺の保全と再生 

1-1-3 自然とのふれあいの推進 

1-4-1 歴史的・文化的環境の保全 

1-1-1 生物多様性の保全と再生 

協働の取組 1 しもつけ地産地消※・資源循環 
（持続可能なまちづくり） 
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１－１ しもつけ豊かな里づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

1-1-1 
生物多様性※の保全と再生 

★ 生物生息状況の調査（水辺の生きもの調査を含む） 

○ 田んぼの生物多様性の向上 

1-1-2 
平地林・里山※・水辺の保全
と再生 

★ 水辺環境の実態調査 

○ 河川などの生物の生息学習会 

★ 平地林の実態調査、平地林マップづくりと活用 

★ 平地林の保全・整備  

○ 県南「エコもり地域推進協議会」との連携による保全活動の展開 

1-1-3 
自然とのふれあいの推進 

○ 学校林・学校田畑の整備と自然学習の場としての活用 
○ 自然とのふれあいの場づくり 

1-4-1 
歴史的・文化的環境の保全 

○ 文化財保存会によるイベントなどの企画・実施 

○ 歴史的景観を生かした植物の再生 

○ 史跡地の除草活動 

本市は、温暖な気候、豊かな水と肥沃

な大地にはぐくまれた田や畑、河川や水

路の水辺、平地林や屋敷林などが織り成

す里地の多彩な自然環境を形成していま

す。これらの恵まれた自然のもと、早く

から開け、多くの史跡をはじめとした、

歴史や文化が受け継がれてきています。

これらの多彩な自然環境や歴史的・文

化的環境は、私たちに恵み豊かなくらし

を支える基盤となっているだけでなく、

多様な生物の生息環境などとして、自然

の循環を支え、より豊かでうるおいのあ

る環境をもたらしてきています。また、

私たちは、こうした自然の循環を守り、

活かし、自然と共生したくらしを営んで

きた歴史と文化を持っています。 

このため、各地に受け継がれてきた良

好な里の自然環境や歴史的・文化的環境

を保全していくとともに、より良好な状

態に再生するなど、豊かな里地環境とし

て将来世代に受け継いでいく必要があり

ます。 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ69～p70 参照 

○ 水辺や水田、平地林に生息する生物など、自然環
境について学び、理解を深めていきましょう。 

○ 地域の水循環について知りましょう。 

○ しもつけの歴史と文化を学びましょう。 

○ しもつけの在来生物の生息環境の保全・再生活動
に協力しましょう。 

○ 外来生物の放流などは止めましょう。また、外来
種の駆除活動に協力しましょう。 

○ しもつけの豊かな里づくりに関する活動や事業
に参加しましょう。 

市民団体の取組 －ｐ76～p77 参照 

○ 動植物の生息状況を把握し、生息環境の保全と 
向上に係る活動を進めましょう。 
・絶滅危惧種トウサワトラノオの保全･再生 
・水辺や水田の生物多様性の向上､情報発信など 

○ 平地林の実態調査、活用について、市民等に働き
かけていきましょう。 

○ 水辺環境の問題について考え、提起しましょう。

○ 史跡・文化財などのボランティア活動に協力しま
しょう。 

しもつけ豊かな里づくり 
協働プロ

ジェクト

1-1 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

1-1-1 水辺や田んぼの生きもの － 
水辺や田んぼの生物多様性を向上し、在来生物が生

息する環境の保全と再生を進めています。 

1-1-2 

平地林実態調査 － H27 年度までに実施 

平地林マップ作成と活用 － H27 年度までに作成､PR と啓発 

市民等による平地林（重点地点）
の管理 

－ 
重点地点 8 地点（H34） 

・H27 以降､年 1地点ごとに管理を実施 

1-1-3 学校林・学校田畑の整備 
学校林  2 箇所 

学校畑 10 箇所 

（H24 年時点） 

小中学校に整備され、ふれあいや体験学習に活用さ

れています。 

1-4-1 国指定史跡の公有化率(※) 
60.1％(H19) 

60.7％(H23) 

62.0％(H27) 

・H28 以降は総合計画と連携して設定 

● 私たちのくらしの基盤である“しもつ

けの自然”についての理解を深めまし

ょう。 

● 水や緑、大地、生物が、私たちにもた

らしている恵みについて考えてみま

しょう。 

● 先人の自然と共生したくらしの知恵

や歴史・文化に学び、水や生態系など、

自然の循環を活かし、受け継いできた

良好な自然環境をより健全なものに

していきましょう。 

● しもつけの恵み豊かで良好な環境を

守り、はぐくみ、より良好な状態で子

どもや将来世代に受け継いでいくた

めに、今、取り組めることから、みん

なで進めていきましょう。 

（取組への提案例） 
■ 平地林マップの活用 

平地林の PR、学習･ふれあい、整備・管理などへ

の活用など 

■ 平地林の保全・整備 
重点地点設定と 1 地点ごとに整備、平地林クリー

ン作戦など 

■ 田んぼの生物多様性の向上 
■ ふれあいの場づくり 

ホタルの里づくり、シモツケソウ植栽、国分寺哲

学の道整備など 
■ 歴史的景観を生かした植物の再生 

万葉植物、紫式部や道鏡ゆかりの花の植栽など

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ99～p101,p105 参照 

○ 水辺や水田、平地林などの生物多様性に関する価
値や生息情報の発信と普及 

○ 県や県立博物館（自然系）、市民団体との連携によ
る生物生息状況や生物多様性※に係る情報の提供
と啓発 

○ 水質汚染の監視・取締り、地下水保全など水環境
の保全と再生 

○ 水道や雨水など水資源への理解向上 

○ 雨水の有効活用など、水の循環的利用の推進 

○ 史跡･文化財の保護、歴史的・文化的環境の保全と
創出など 

事業者の取組 －ｐ81～p82 参照 

○ 生態系に配慮した産業(生産)活動を進めましょう。
・ 生態系※や生物生息環境、移動環境の分断防止、

生息環境の保全と再生、水田の生物多様性向
上、生物とふれあえる田んぼ体験活動の推進

・ 定期的な水質検査と対策の推進 
・ 減農薬、農薬や除草剤・殺虫剤などの適正使

用の推進 
・ 環境保全型農業※の推進 

○ 敷地林の適正管理と保全を進めましょう。 

○ 水質汚濁の監視、過度な夜間照明の自粛などに協
力しましょう。 

 

 

1-1 しもつけ豊かな里づくり 
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１－２ しもつけ快適なまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

1-4-2 
良好な景観の保全と創造 

○ 景観マップづくり、しもつけ景観 20 選 

○ 耕作放棄地の解消と環境保全機能の向上 

環境汚染の監視・保全など
（2-1-1、2-1-2） 

○ 大気環境、水環境、土壌・地下水環境の監視と汚染防止 

2-2-1 
環境美化の推進 

★ クリーン作戦など環境美化の推進 

○ ごみの不法投棄防止･監視、ポイ捨ての防止 

○ 空地・空家の監視と保全 

2-2-2 
安心して歩ける歩行環境の整
備 

★ 歩行、自転車利用の安全確保 
○ 路上喫煙の防止（条例化検討） 

2-3-1 
放射線汚染状況のモニタリン
グ※と情報提供 

○ 放射線及び放射線汚染状況に関する勉強会 

しもつけ快適なまちづくり 
協働プロ

ジェクト

1-2 

本市は、日光連山や筑波山などへの眺

望、水と緑に囲まれた良好な田園景観、

多くの史跡をはじめとした歴史的・文化

的環境など、良好でうるおいのある快適

な里地※環境を持っています。 

私たちは、こうした優れた眺望や自然

景観、歴史的景観、都市景観や生産環境、

生活環境に係る景観など、新たな景観資

源を発見し、本市の環境の魅力として、

内外に発信していくとともに、環境汚染

やごみの散乱がない、きれいで、安心し

てくらせる良好な生活環境を維持・向上

し、将来世代に受け継いでいく必要があ

ります。 

 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ70～p71 参照 

○ 住まいの緑化やガーデニング、沿道の花木植栽な
どを進めましょう。 

○ 街路樹の管理や落葉掃き、住まい周辺や公園の清
掃活動などに協力しましょう。 

○ 生活排水※からの汚濁を減らしましょう 

○ 市の環境保全対策に協力しましょう。 

○ 通学路の安全確保、学校や自治会の安全マップづく
りに参加しましょう。 

○ 放射性物質の影響を正しく知りましょう。住宅の
汚染状況を自主的に測定してみよう。 

市民団体の取組 －ｐ77 参照 

○ 自治会のフラワーロードづくりなど美観づくり 

を進めましょう。 

○ 環境汚染の監視に協力しましょう。 

○ クリーン作戦、不法投棄監視パトロールなど、環境美化
活動に協力しましょう。 

○ 路上喫煙防止パトロールに協力しましょう。 

○ 安全・危険マップづくりに協力しましょう。 
○ 放射能に関する啓発活動や地域の汚染状況の監視に

協力しましょう。 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

1-4-2 
しもつけの景観選定 － H27 年度迄に景観 20 を選定･発信 

しもつけ景観マップの作成 － H27 年度迄に作成･情報を発信 

2-1-1 
2-1-2 

大気環境基準※（Ox を除く） 達成（H22） 維持・向上 

水質環境基準（BOD※） 達成（H22） 全調査地点での達成と維持･向上 

地下水汚染環境基準 超過地点有（H22） 全調査地点での達成 

下水道普及率(※) 
68.5％（H19） 

71.5％（H23） 

73.9％（H27） 

・H28 以降は総合計画と連携して設定 

生活排水※処理率 86％（H22） 
88％以上（H28） 

90％以上（H33） 

2-2-1 
家の周辺や道路の清潔さ（満足度） 60.3％（H23） 満足とやや満足の割合が向上しています。 

近くの林や水辺の清潔さ（満足度） 38.3％（H23） 満足とやや満足の割合が向上しています。 

2-2-2 
路上喫煙の防止 － 路上喫煙防止条例の制定 

歩道などの歩きやすさ（満足度） 47.2％（H23） 満足とやや満足の割合が向上しています。 

● 私たちがくらす下野市の環境の魅力

を発見し、内外に発信していくことに

より、良好で快適な生活・生産環境に

ついての理解を深めていきましょう。

● 大気や水、土の恵みについて考えてみ

ましょう。 

● 先人の自然と共生したくらしの知恵

や歴史・文化に学び、水や生態系など、

自然の循環を活かし、受け継いできた

良好な自然環境をより健全なものに

していきましょう。 

● しもつけの恵み豊かで良好な環境を

守り、はぐくみ、より良好な状態で子

どもや将来世代に受け継いでいくた

めに、今、取り組めることから、みん

なで進めていきましょう。 
 

 

の輪 

市の取組 －p106～p113 参照 

○ 街路や道路の環境美化の推進 

○ 景観保全条例の制定、景観選定･景観マップの作成 

○ 環境汚染の監視と取締り 

○ 下水道整備など環境保全対策の推進 

○ 環境にやさしい産業の育成 

○ クリーン作戦など環境美化の推進 

○ ごみの不法投棄防止・監視 

○ 歩道や自転車道の整備 

○ 防災マップなど危険箇所の把握と発信 

○ 放射線による汚染状況に関する情報の提供 

○ ｢(仮称)しもつけの環境｣の発信、情報整備など 

事業者の取組 －ｐ82～ｐ83 参照 

○ 敷地内の緑化や樹林の管理、花木植栽を 
進め、街路樹の管理に協力しましょう。 

○ 看板の適正化､電飾･自販機設置などの自粛に努
めましょう。 

○ 耕作放棄地の解消と農地の保全を進めましょう。

○ 排出基準を遵守し、環境汚染の防止、汚染や汚
濁排出負荷を削減しましょう。 

○ 排水などの自主検査と公表に努めましょう。 

○ 環境美化活動への協力 

○ 施設のバリアフリー※化に配慮しましょう。 

○ 食物や製品などの放射能レベルの自主検査と公
表に努めましょう。 

 

 

1-2 しもつけ快適なまちづくり
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１－３ しもつけ省エネ・創エネ・蓄エネのまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

4-2-1～4-2-2（4-1-1～4-1-2） 
省エネ･創エネ･蓄エネの推進 

★ 太陽光発電、小水力発電など再生可能エネルギー※利用の推進 

○ 太陽熱利用、蓄電設備など蓄エネの普及促進 

○ エネルギーの地産地消※の推進 

○ 市民等による再生可能エネルギー活用の検討と推進 

○ 環境家計簿※など、エネルギー消費量のチェックと低減化の促進 

4-3-1 
快適な気候からなるまちづく
りの推進 

○ 都市緑化などによる都市熱の緩和 

○ クール＆ウォームシェアに配慮したまちづくりの推進 

○ エコイベントの推進 

4-3-2 
省エネ・創エネ・蓄エネ型まちづ
くりの推進（移動のエコ化） 

★ 歩道･歩行環境の確保、自転車通行帯､自転車道･駐輪施設の整備 

○ 公共交通機関利用の推進、バスなど公共交通機関の利便性向上 
○ エコイベントの推進 

しもつけ省エネ・創エネ・蓄エネのまちづくり 
協働プロ

ジェクト

1-3 

今日の私たちの社会は、車社会の普及

と市街地の拡大、職住の分離や大規模施

設の郊外立地などが進み、通勤から日常

の買い物まで、移動に自動車を使う社会

となっています。また、農作物をはじめ

としたさまざまな製品の生産から物流、

水道や下水道などの施設の維持管理、住

宅や事業所の建物の維持管理にも、電気

や石油などのエネルギーを大量に使う社

会となっています。 

さらに、夏季には、自動車や建物のエ

アコンから排出される熱をはじめ、熱せ

られた市街地の建物やコンクリート、ア

スファルトなどから放出される熱などが

増え、その冷却にさらにエアコンを使う

など市街地からの環境負荷※を増大させ

る要因ともなっています。 

このため、日常生活や事業活動による

エネルギー消費量の低減を進めていくと

ともに、自動車に頼る社会の見直し、太

陽光発電など再生可能エネルギー※の活

用、蓄電施設によるエネルギーの効率利

用、緑による二酸化炭素吸収や生活気候

の緩和など、より環境負荷の少ないまち

づくりを進めていく必要があります。 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ73～p74 参照 

○ 自然採光･換気､太陽熱などを活用した住まいづ
くりを考えてみましょう。 

○ 太陽光発電など再生可能エネルギー利用や導入
について考えてみましょう。 

○ 環境家計簿や省エネナビ※などでエネルギー消費
量や CO2 排出量を計算してみましょう。 

○ 庭木の植栽、壁面緑化やグリーンカーテン※設置
など住まいの緑化、断熱化などにより住まいの省
エネ化を進めましょう。 

○ 環境に配慮した自家用車の利用、自転車の活用や
公共交通機関の利用を進めてみましょう。 

市民団体の取組 －ｐ79 参照 

○ エネルギーの利用や地球温暖化などについての 
勉強会や環境学習、エコイベントに参加・協力しま
しょう。 

○ 住まい周辺に緑化、街路樹や公園の樹木の管理への
協力など、緑の多いまちづくりに協力しましょう。

○ 市民や地域における創エネ・蓄エネ活動に協力しま
しょう。 

○ 太陽光発電など再生可能エネルギーを活用した取
組について考えてみましょう。 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

4-2-1 
4-2-2 

住宅用太陽光発電システム設置補助
金交付件数（累計） 

261 件（H23） 
累計 750 件以上（H27） 
Ｈ28 以降は総合計画と連携して設定 

市の施設への太陽光発電施設導入件
数 

4 件（H23） 学校や福祉施設などの施設に太陽光発電システム
や太陽熱利用設備が設置され、エネルギーの地産が
進められています。 

市の施設への太陽熱利用施設導入件
数(発電､給湯含む) 

1 件（H23） 

4-3-1 

住宅地や施設の緑化 
街路樹の植栽・管理 

－ 
緑化により、歩いても心地よいまちづくりが進めら
れています。 

市民 1 人当たりの都市公園面積（※） 
7.34 ㎡（H18） 
7.78 ㎡（H21） 

11.77 ㎡（H27） 
平成 28 以降は、総合計画､緑のマスタープランと連携して設定 

4-3-2 

鉄道･バスなど公共交通の便利さ（満
足度） 

43.7％（H23） 満足とやや満足の割合が向上しています。 

自転車の利用しやすさ(満足度) 42.2％（H23） 満足とやや満足の割合が向上しています。 

● エネルギーと私たちの社会について、

またエネルギー源などについて考え

てみましょう。 

● 地域の資源を活かし、太陽光発電や太

陽熱、水力などの再生可能エネルギー※

の利用など、環境負荷※の少ないエネ

ルギーの利用やエネルギーの地産地

消について考えてみましょう。 

● エネルギー消費量の低減やエネルギ

ーの効率的な利用など、二酸化炭素な

どの温室効果ガス※排出量を削減し、

環境への負荷の少ないまちづくりを、

みんなで進めていきましょう。 

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ121～p126 参照 

○ 原発に頼らないエネルギー利用の推進。 

・ 太陽光発電など再生可能エネルギーの普及、導
入支援など 

○ 創エネ・蓄エネなどエネルギー地産に向けた研究
と開発の推進 

○ 市街地の緑化など緑の多いまちづくりの推進 

○ 市街地の機能集約化、公共交通機関の利便性向上
と利用促進 

○ 歩道や自転車通行帯などの整備による移動のエ
コ化の推進 

事業者の取組 －ｐ85 参照 

○ 再生可能エネルギーの導入など自主電源の確保、
蓄電などエネルギーの効率利用を進めましょう。

○ 排熱回収によるエネルギー利用の効率向上（コー
ジェネ※など）を進めましょう。 

○ 市や地域の創エネ・蓄エネへの取組、街路樹や公
園の緑の管理に参加・協力しましょう。 

○ 事業所の壁面や屋上の緑化、敷地内の平地林の保
全、植樹など、事業所の緑化による省エネ化を進
めましょう。 

○ 物流や製造工程の見直しなど、事業活動に伴う環
境負荷を低減しましょう。 

○ 通勤での自家用車利用を見直してみましょう。 

○ エコ（ショップ＆オフィス）※に参加・登録し、環
境保全への取組を発信しましょう。 

（取組への提案例） 
■ 市民等による再生可能エネルギー活用

の検討と推進 
団塊世代など市民のブレーンを活かしたチーム

による研究・検討の推進 

廃棄物を活用した創エネの検討、風力発電の研究

■ 都市緑化などによる都市熱の緩和 
施設や住宅地の緑化、公園･緑地の整備緑の育成･

管理、緑の研究会など 

■ エコイベントの推進 
雨水を利用した一斉打水､ライトダウンなど 

ノーマイカーデー（毎月 1回）など 

 

 

1-3 しもつけ省エネ・創エネ・蓄エネのまちづくり
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１－４ しもつけ地産地消のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 

取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

1-3-1 
地域資源を活かした産業の推
進 

★ 地産地消のブランドづくり 

★ 下野市産農畜産物・加工品の活用、学校給食への安全・安心な下野

市産農畜産物の活用 

（食育※の推進） 
1-3-1 地域資源を活かした産業の
推進 
5-1-1 環境教育･環境学習の推進 

★ 学校と家庭、地域が連携した食育の推進 

○ 学校にクリ､柿などの果樹を植栽（栽培から収穫・味覚までの体験） 

○ 他の地域との比較による食料自給に関する授業 

しもつけ地産地消※のまちづくり 
協働プロ

ジェクト

1-4 

本市は、温暖な気候、豊かな水と肥沃

で平坦な大地に恵まれ、首都圏に含まれ

る地理的条件を活かして、米麦を中心に、

ほうれん草やたまねぎなどの露地野菜、

きゅうり、トマト、イチゴなどの施設園

芸、肥育、酪農など、多彩な農業が営ま

れてきています。災害の少ない安定した

地盤と古代から開けた土地、鉄道や幹線

道路など利便性の良い交通環境により、

食品や建設用木材の加工業、電気機械、

プラスチックの製造業などが立地してい

ます。また、自治医科大学や自治医科大

学附属病院が立地し、地域医療の中核地

として発展してきています。 

市では、こうした産業の特性を踏まえ、

食の安全・安心への関心の高まりを背景

に、生産者の顔が見え、新鮮な旬の農産

物の提供をめざして地産地消の取組を進

めてきています。農産物の地産地消の場

合は、生産地と消費地が近く、農産物の

輸送や冷蔵保存などに関わるエネルギー

の消費量が少なく、また、生産者の環境

保全型農業※への取組状況がわかるな

ど、地域の経済活動と環境保全が一体と

なった取組として重要になっています。

このため、農産物をはじめ、今後、再

生可能エネルギー※や地域資源の循環を

めざした製品などの地産地消を、市及び

市民等が協力して進め、環境負荷の少な

い、資源が循環する持続的発展が可能な

まちづくりに取り組んでいくことが大切

になっています。 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ70,ｐ75 参照 

○ 環境保全型農業など、地域の農業について学び、
ふれあい、理解を深めていきましょう。 

○ 市や地域、市民団体が進める地産地消の取組に参
加するなど、普及に協力していきましょう。 

○ 学校での食育学習を、家庭や地域で協力しあい、
支えていきましょう。 

○ 地元食材を使い、エコクッキングを進めてみまし
ょう。 

市民団体の取組 －ｐ76,p80 参照 

○ 農家や地産地消を進める事業者、市民団体などと
連携し、環境保全型農業の見学会、体験学習など
を進めましょう。 

○ 地元食材活用を、市民や事業者に積極的に働きか
けていきましょう。 

○ 地産地消のブランドづくりに参加、協力していき
ましょう。 

○ 太陽光や太陽熱、中小水力など地域の資源を活か
したエネルギーの地産についての研究会などに参
加しましょう。 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

1-3-1 地産地消のブランドづくり 推進中 下野市産農畜産物や加工品の地産地消が進められ、
安全・安心な食材としてのブランド化をめざして、
生産が進められています。 

1-3-1 
5-1-1 

学校給食への安全・安心な下野市産

農畜産物や加工品の活用 
推進中 

食育の推進 推進中 

家庭や学校､地域での食育や地元食材の体験学習が

進められ、食と農と環境が調和したまちづくりが進

められています。 

● 私たちのまちの産業や地産地消※と環

境保全について考えてみましょう。 

● 家庭や学校で、地元の食材を利用した

料理をつくり、食と農業、環境につい

て考えてみましょう。また、農産物の

生産や調理などの体験をしてみまし

ょう。 

● 地域の資源を活かした農産物や工業

製品、エネルギーなどの地産地消につ

いて考えてみましょう。 

● 地産地消のブランドづくりを進め、内

外に発信していきましょう。 

● 市内で生産される農産物や食材、製品

などを利用し、市や市民団体、地域、

事業者が進める地産地消の取組に協

力していきましょう。 

 

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ103,p128～p129 参照 

○ 学校給食への地元食材の活用など 

○ 学校での食育※の推進 
○ 環境にやさしい産業の推進 

・ 農薬などの適正な使用の徹底や環境保全型農
業の推進と普及 

・ 地域資源を活かした産業の育成 

・ 事業活動における環境配慮の推進 

○ 地産地消の推進、市民及び市民団体、事業所が進
める地産地消の取組への支援 

○ 地産地消のブランドづくり 

○ エネルギーの地産に向けた研究・検討 

事業者の取組 －ｐ82,ｐ86 参照 

○ 環境保全型農業※を積極的に進め、安全・安心な
農産物を提供しましょう。 

○ 地元食材や有機食品の活用と販売を拡げて、地
産地消の取組を充実しましょう。 

○ 地産地消のブランドづくりに参加、協力して行
きましょう。 

○ エネルギーの地産についての研究や調査、検討
などに参加・協力していきましょう 

○ エコ（ショップ＆オフィス）※に参加・登録し、環境
保全への取組を発信しましょう 

（取組への提案例） 
■ 地産地消のブランドづくり 

かんぴょうの活用、古代農法による古代米づくり

など 

■ 下野市産農畜産物・加工品の活用 
環境保全型農業の推進 

循環型農業※の検討と推進 

農薬などの適正使用の徹底など 

 

 

 

1-4 しもつけ地産地消のまちづくり 
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これからの下野市の環境づくりの方向 （平成２３年度市民環境意識調査結果より） 

 

■事例■ 道の駅しもつけでのＥＣＯへの取組 

 通路に設置されたソーラーパネル 
地域振興交流施設の通

路天井には、ライトスルー

型のソーラーパネルが配

置され、6KW 以上の発電

をおこなっています。野菜

の鮮度を保つために設置

さ れ た 農 産 物 直 売 所 の

LED 照明は、この太陽光

発電によりまかなってい

ます。 

 
地産地消 資源循環型リサイクル 

施設内ででた生ごみな

どは、処理施設へ運ばれて

液体肥料に加工され、直売

所に納入する農産物の生

産に利用されます。ごみを

焼却・廃棄することなく、

資源循環的リサイクルの

仕組みを確立することで、

CO2 削減・環境保全の効

果をはかります。 

リユースビンを使った牛乳の販売 
道の駅しもつけでは、ご

みの発生抑制に向けて、紙

パックではなく、再使用が

可能なビン（リユースビ

ン）を活用した牛乳の販売

をおこなっています。 
 
 
 
 
 

電気自動車用 急速充電器 
電気自動車での来訪者

のために、急速充電器を設

置しています。定休日以外

は、９時～１８時まで（夏

季６～８月は１９時まで）

ご利用可能です。 

 

市民への環境に関するアンケート調査結果

で「これからの下野市の環境づくりの方向に

ついてたずねました。 
「食べ物の安全、地産地消・食育文化の形

成」が も高く、約半数の市民が取り組んで

いく必要があるとしています。事業者のアン

ケート結果でも同じ割合で高くなっていま

す。 
次いで「洪水や地震災害からの安全性」や

「省エネ対策や自然エネルギー※の有効利用」

となっています。これらは、東日本大震災と

原発事故による放射性物質の環境汚染が、今

後の大きな課題として位置づけられていると

考えられます。震災前の他の自治体での同様

の調査では、一般的には、地球温暖化問題が

重要な課題となってきました。 
このほかに「ごみの散乱防止、不法投棄防

止」や「バス等公共交通の利便性向上」、「大

気汚染や水質汚濁など公害防止」などが、今

後の環境づくりの方向として大切だとしてい

ます。 
 
 

1.2%

1.7%

6.2%

7.8%

8.1%

8.2%

8.4%

9.2%

9.3%

9.4%

12.5%

14.3%

15.5%

16.5%

17.6%

18.6%

20.5%

22.2%

22.6%

26.9%

28.0%

30.3%

46.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

無回答

環境に関する情報の発信

環境教育・環境学習の充実

環境を活かした観光・レクの育成

文化財や歴史的文化的環境の保全と活用

有害化学物質等による環境リスク対策

水資源の保全と有効利用

平地林の保全と活用

野鳥や魚など多様な生物生息環境の保全

農地の保全と活用

自然景観や田園景観の保全と活用

地域全体での環境保全活動の推進

河川や水路など水環境の保全と活用

上下水道や道路等生活基盤の整備

ごみ減量化、3R

地球温暖化対策（CO2排出量削減等）

大気汚染や水質汚濁など公害の防止

バス等公共交通の利便性の向上

ごみの散乱防止、不法投棄防止対策

省エネ対策や自然エネルギーの有効利用

洪水や地震など自然災害からの安全性

食べ物の安全､地産地消･食育文化の形成食べ物の安全､地産地消･食育文化の形成

洪水や地震など自然災害からの安全性

省エネ対策や自然エネルギーの有効利用

ごみの散乱防止、不法投棄防止対策

バス等公共交通の利便性の向上

大気汚染や水質汚濁など公害の防止

地球温暖化対策（CO2排出量削減等）

ごみ減量化、3R

上下水道や道路等生活基盤の整備

河川や水路など水環境の保全と活用

地域全体での環境保全活動の推進

自然景観や田園景観の保全と活用

農地の保全と活用

野鳥や魚など多様な生物生息環境の保全

平地林の保全と活用

水資源の保全と有効利用

有害化学物質等による環境リスク対策

文化財や歴史的文化的環境の保全と活用

環境を活かした観光・レクの育成

環境教育・環境学習の充実

環境に関する情報の発信

無回答

その他
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協働の取組 2 しもつけエコスタイル 

 

今日の光化学スモッグや近隣騒音、自動車騒音、悪臭、水路などの汚濁、地下水の汚染といっ

た都市生活型公害をはじめとした地域の環境問題から、地球温暖化やオゾン層の破壊※、生物多

様性※の減少などの地球規模の環境問題は、私たちの豊かさや便利さを求める大量生産・大量消

費・大量廃棄型の社会システムに密接に関わっています。 

このため、さまざまな環境問題の解決にあたっては、行政のみならず、市民や事業者が環境問

題を身近な問題としてとらえ、一人ひとりが今までの生活や事業スタイルを見直し、それぞれに

あった、環境にやさしいスタイルに変えていくとともに、環境への負荷を減らしていくための取

組や行動をできることから実践していくことが大切になっています。 

そして、市及び市民等が、環境パートナーシップ※のもとに協力しあい、環境への負荷の少な

い社会システムへと変えていくことが必要になっています。 

こうした環境パートナーシップ（協働社会）の形成に向けた第一歩として、日常生活や事業活

動における省資源・省エネルギーなど環境保全への行動づくりを進め、環境への負荷の少ない持

続的発展が可能なまちづくりをめざしていきます。 

 

 

協働により重点的に進めていく取組【協働プロジェクト】 

（関連する主な取組）      （協働プロジェクト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働プロジェクト 2-2 

 しもつけ省エネスタイルづくり 
4-1-2 環境に配慮した省エネ型製品の利用推進

5-1-2 環境保全活動の推進 

4-1-1 エネルギー消費量の低減 

協働プロジェクト 2-3 

 しもつけエコ・ワークスタイル※ 

づくり 1-3-2 環境に配慮した産業の推進 

1-3-1 地域資源を活かした産業の推進 

協働プロジェクト 2-1 

 しもつけ３Ｒスタイルづくり 

3-1-1 リデュース※の推進 

3-1-2 リユース※・リペア※の推進 

3-2-1 リユース・リサイクルのしくみづくり 

協働の取組 2 しもつけエコスタイル 
（環境保全への行動づくり） 
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２－１ しもつけ３Ｒ（スリーアール）スタイルづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

3-1-1 
リデュース※の推進 
（３Ｒ活動の推進） 

○ 3R 活動の推進によるごみの発生抑制（リデュース）の推進、リユー

ス・リサイクルの推進など、ごみ減量意識の普及・啓発 

3-1-1 
リデュースの推進 
（ごみの発生抑制） 

★ マイバッグの推進（レジ袋削減など） 

○ 容器包装類や使い捨て容器の削減 

○ エコクッキングの推進 
★ 生ごみの減量化 

3-1-2 
リユース※・リペア※の推進 

○ リユース容器の活用推進 

○ フリーマーケットの普及 
○ リペアセンターづくり 

3-2-1 
リユース・リサイクルのしく
みづくり 

★ 分別の徹底 

○ 資源物の集団回収の推進 

○ 店頭回収の推進 

○ リサイクルセンターの整備と活用、リサイクルの推進 

しもつけ３Ｒ※スタイルづくり 
協働プロ

ジェクト

2-1 

社会生活を営むうえで日々大量に発生

する廃棄物とどのように付き合っていく

かが、現代社会における大きな課題の一

つとなっています。ごみの増大は、その

処理に莫大で経常的な経費がかかるほ

か、処理や 終処分に伴い自然環境や生

活環境に多大な影響を及ぼすことにもな

ります。 

環境負荷※の少ない持続的発展が可能

なまちづくりにあたっては、今まで以上

に、ごみの減量化への取組を進めていく

ことが重要になっています。このため、

限りある資源を大切にし、資源が循環し

て利用できる循環型社会※（ごみゼロ社

会）の構築をめざして、ごみの発生抑制、

再使用、再資源化に向けた 3R（スリー

アール）※をみんなで実践し、資源を無

駄にしない、ごみの少ないまちづくり進

めていく必要があります。 

 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ72 参照 

○ 廃棄物や廃棄物処理の実態を知りましょう。 

○ ごみに対する意識を変えていきましょう。 

○ 日常生活で３Ｒを進め、ごみの減量化を進めまし
ょう。 

○ 資源として分別を徹底しましょう。 

○ 資源の集団回収に協力しましょう。 

○ 店頭回収に協力しましょう。 

○ リサイクル製品などを使うようにしましょう。 

市民団体の取組 －ｐ78 参照 

○ 廃棄物処理施設への見学会や体験学習などを進
め、ごみ処理の実態についての理解を深めていき
ましょう。 

○ もったいない運動や 3Ｒ活動など、ごみ減量の啓
発と実践の普及に努めていきましょう。 

○ フリーマーケットなどリユース活動の推進や活動
に協力していきましょう。 

○ 資源回収活動に協力していきましょう。 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 
取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

3-1-1 

３Ｒの普及活動 推進中 3Ｒ意識が普及し、ごみの減量化が進んでいます。

市民 1 人 1 日当たりごみ排出量 
（単位 g/人･日）（※） 

（資源物､事業系ごみを含む） 

786g（H19） 
739g（H22） 

721g（H27）（※） 

715g（H28） 
698g（H33） 

家庭系ごみ（単位 g/人･日） 

（資源物を除く排出量） 
658ｇ（H22） 

638ｇ以下（H28） 
625ｇ以下（H33） 

事業系ごみ（単位ｔ/年） 

（資源物を含む排出量） 
1,754ｔ（H22） 

1,666ｔ以下（H28） 
1,579ｔ以下（H28） 

3-1-2 フリーマーケットの開催 推進中 
身近にフリーマーケットが開催されるなどリユー
スが進められています。 

3-2-1 
資源化率 24.4％（H22） 

29％以上（H28） 
33％以上（H33） 

終処分率 10.1％（H22） 9％以下（H28）、8％以下（H33） 

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ115～p118 参照 

○ 循環型社会の普及と啓発 

○ 3Ｒの普及・啓発 

○ リユース容器の率先活用 

○ 分別の徹底と資源回収の推進 

○ 市民、事業者のごみ減量活動への支援 

○ 3Ｒの推進のためのしくみづくりの推進 

○ フリーマーケットの開催及び支援 

○ リペア※センターやリサイクルセンターの整備 

○ 自区内処理の普及と処分場確保 

○ 各種リサイクル法に基づくリサイクルの啓発と推進 

事業者の取組 －ｐ84 参照 

○ 拡大生産者責任※の実践（使い捨て容器の削減、
リユース容器の活用、リサイクルの推進）廃棄
物処理法の遵守 

産業廃棄物･事業廃棄物の適正処理など 

○ 事業活動に伴う廃棄物の減量とゼロエミッショ
ン化 

○ レジ袋の削減（有料化など） 

○ 店頭回収の実践、拡充 
○ エコ（ショップ＆オフィス）※に参加・登録し、環境

保全への取組を発信しましょう 
 

● 私たちの日常生活の中で排出されるごみ

の量と種類について考えてみましょう。

● 家庭から排出されるごみを減らしていく

ために、できることを考えてみましょう。

● ごみとして廃棄されるようなものを

作らない、売らない、使わない、買わ

ない、もらわないなど、ごみをもとか

ら減らしていきましょう。 
<ごみの発生抑制(リデュース※)>

● 壊れたもの修理して長く使う、自分が

使わなくなったものを使う人に譲る

など、繰り返して大切に使用しましょ

う。 
<再使用・繰り返して使う（リユース※）>

● 使えなくなったものを資源として分

別し、資源回収に出しましょう。また、

リサイクルされたものを使うように

しましょう。 
<再資源化（リサイクル※）＞

● みんなで、３Ｒが進められるしくみづく

りを進め、ごみゼロ社会をめざしていき

ましょう。 

（取組への提案例） 
■ 生ごみの減量化 

生ごみの水切り、生ごみ堆肥化の推進 

生ごみ処理方法の水環境を考慮した勉強会など

■ リペアセンターづくり 
自転車、家電、家具、おもちゃなどの修理・活用

 

 

2-1 しもつけ３Ｒスタイルづくり 
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２－２ しもつけ省エネスタイルづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 

取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

4-1-1 
エネルギー消費量の低減（省
エネ行動の普及） 

★ 節電の推進、ガス・灯油の使用量の低減など 

○ クール&ウォームビズ※の推進、自然採光・採風・太陽熱利用など 

○ エコドライブ※の推進、自家用車利用の自粛 

★ 移動のエコ化（徒歩や自転車活用、公共交通機関利用の推進） 

エコイベントの実施 
（4-1-1、5-1-2） 

○ エコライフ※デーの検討・実施 

4-1-1 
エネルギー消費量の低減（エネル
ギー使用状況チェックの普及） 

★ 環境家計簿によるエネルギー消費量の把握とチェックの普及 

○ 省エネナビなど、電力エネルギー消費量表示機器の活用促進 

4-1-2 
環境に配慮した省エネ型製品
の利用促進 

○ 環境に配慮した省エネ型製品の利用促進 

  

しもつけ省エネスタイルづくり 
協働プロ

ジェクト

2-2 

今日の私たちの便利で快適な生活は、

電気やガス、灯油、石油などの多くのエ

ネルギーを消費することによって成り立

っています。 

しかし、化石燃料を燃やすことにより

排出される二酸化炭素の増大などによ

り、地球温暖化など地球規模での環境問

題や、地域の自然環境や社会環境にさま

ざまな影響を及ぼしています。また、東

日本大震災及び原発事故以降、原発に頼

らないエネルギー利用のあり方も大きな

課題となっています。 

このため、私たちは、今までの日常生

活や事業活動を見直し、エネルギー消費

量を減らし、環境への負荷の少ないライ

フスタイルやワークスタイルへと変えて

いく必要があります。こうした取組を通

して地球温暖化など地球規模の環境問題

に貢献していきます。 

 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ73,p75 参照 

○ エネルギー問題を学んだり、エコイベントに参加
しましょう。 

○ 今までのライフスタイルを見直し、省エネルギー
型スタイルに変えていきましょう。 

○ できることから省エネ行動を実践していきましょ
う。 

○ 環境家計簿※や省エネナビ※などでエネルギー消費
量や CO2 排出量を計算し、省エネ状況を確認して
みましょう。 

○ 環境に配慮した省エネ型商品・製品を利用するよ
うに努めましょう。 

○ 省エネへの取組結果などの事例を発信していき 
ましょう。 

市民団体の取組 －ｐ79～p80 参照 

○ エネルギー問題､省エネ･創エネ･蓄エネに関する啓
発活動（勉強会や見学会、エコイベントなど）を進
めて行きましょう。 

○ 県の組織や市民団体と連携し、エコイベントを企
画・推進していきましょう。 

○ 市民等の省エネ行動事例や創エネ・蓄エネへの取組
事例を収集し、発信していきましょう。 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

4-1-1 省エネ行動の普及 推進中 

家庭でのエネルギー消費量の低減が進められてい

ます。 

省エネに係る取組で「いつもおこなっている」割合
が全項目で向上しています。 

4-1-1 
5-1-2 

エコライフデーの開催 － 
エコライフデーが設定（年 1 回以上）され、節電や
省エネに関するエコイベントが開催されています。

4-1-1 
エネルギー使用状況チェックの普及 
環境家計簿※などの普及 

－ 

環境家計簿などによりエネルギー使用状況をチェ
ックし、省エネに活かしている家庭が増えていま
す。 

● 省エネルギーや再生可能エネルギー※

の利用、エネルギーの効率的利用、地

球温暖化防止などに関する環境学習※

や体験学習、エコイベントに参加して

みましょう。 

● 私たちの日常生活で消費しているエ

ネルギーと地球温暖化などについて

学び、そして、化石燃料や原子力に頼

らないエネルギー利用について考え

てみましょう。 

● 電気や自動車に頼る今の私たちの生

活や事業活動を見直し、エネルギー消

費量の総量を減らしていきましょう。

● 節電やエコドライブ※など、できるこ

とから省エネ行動を進め、エネルギー

消費量を減らしていきましょう。 

● 家庭で消費したエネルギー量をチェ

ックし、削減目標を立て消費量を減ら

してみましょう。 

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ121～122,p129 参照 

○ 節電など省エネ行動の普及と啓発 

 ・ エコイベントや環境学習への参加促進。 

○ 地域のエネルギー消費状況や温室効果ガス※排出
量の調査 

○ 太陽光発電など再生可能エネルギー利用の導入支援

○ 市の事業及び市職員による省エネ対策や行動の推進

○ エコ（ショップ＆オフィス）の普及 

事業者の取組 －ｐ85～p86 参照 

○ クールビズ・ウォームビズ※に努めましょう。 

○ 事業所の省エネ対策を進めましょう。 

○ 通勤､物流などのエコ化を進めましょう。 

○ 事業所や製品などのエネルギー消費量やＣＯ2

排出量を表示していきましょう。 

○ エコ（ショップ＆オフィス）※に参加・登録し、
環境保全への取組を発信しましょう。 

（取組への提案例） 
■ エコライフ※デーの検討・実施 

エコライフまつり 

チャレンジ 25 キャンペーン 

チーム･マイナス 6％の推進 

ノー夜ふかしデー、ライトダウンデー･スターウ

ォッチング 

優良施設見学ツアーなど 

 

 

2-2 しもつけ省エネスタイルづくり 
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２－３ しもつけエコ・ワークスタイルづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

1-3-2 
環境に配慮した産業の推進 

○ 自然環境や快適環境などの保全・再生・創出の推進 

○ 公害の未然防止、生活環境保全対策の推進 

○ 省資源･省エネ対策の推進 

○ 市及び市民等の環境配慮行動、環境保全活動などへの協力 

エコ・ビジネスの育成 

○ 環境関連産業の育成推進 

★ エコ（ショップ＆オフィス）の普及 

○ エコファーマー、エコプロダクツ※などの普及 

1-3-1 
地域資源を活かした産業の推進 
1-3-2 
環境に配慮した産業の推進 

エコポイント制度の検討 

○ 環境負荷の少ないまちづくりに向けた地域ぐるみでの支援 

○ 下野市産商品のエコポイント（地域通貨）付加 

○ エコポイント検討会議の発足 

しもつけエコ・ワークスタイル※づくり 
協働プロ

ジェクト

2-3 

環境負荷※の少ない持続的発展が可能

なまちづくりにあたっては、市民等の３

Ｒ（スリーアール）※によるごみの減量化

や省エネ行動によるエネルギー消費量の

低減に努めていく必要があります。 

事業者は、今までの事業活動を見直し

て、より環境に配慮した事業活動を進め

ていくとともに、生産者の責任として、

消費者に環境にやさしい商品やサービス

を提供していく責務をもっています。 

そして、私たちも、環境にやさしい商

品やサービスを選び、購入するなど、事

業者の環境対策を支えていくことによ

り、相乗効果が得られるよう相互に協力

し合い、社会全体で取り組んでいく必要

があります。 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ70 参照 

○ エコ（ショップ＆オフィス）※の情報を調べ利用
するようにしましょう。 

○ 環境に配慮した商品・製品を利用するようにしま
しょう。 

○ 地域でのエコポイント※（地域通貨などを含む）を活
用し、制度の充実・確立に協力していきましょう。 

市民団体の取組 －ｐ76 参照 

○ 事業者の環境配慮に関する情報を調べてみましょう。

○ エコ（ショップ＆オフィス）の情報を発信しましょう。

○ 地域でのエコポイント（地域通貨などを含む）制度の充
実・確立に協力していきましょう。 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

1-3-1 
1-3-2 

認定農業者経営面積 
（１人当たり）（※） 

52.020 ㎡（Ｈ23）
58.000 ㎡（Ｈ27） 
・Ｈ28 以降は総合計画と連携して設定 

環境配慮の推進 － 
事業活動に係る環境配慮指針などにより環境配慮
状況を確認し、公開している事業所が増えていま
す。 

エコ（ショップ＆オフィス）の普及
（登録数） 

エコショップ※ 
15 店（Ｈ24）

エコオフィス※ 
54 事業所（Ｈ24）

エコ（ショップ＆オフィス）認定制度への登録事業
所が増え、環境に配慮した事業活動が進められてい
ます。 
事業種拡大や地区の認定も進めています。 

エコポイント制度 － 
商店街ごとの制度や市全体での制度が進められて
います。 

● 私たちの生活の中で使われている製

品などの省資源・省エネへの貢献につ

いて調べてみましょう。そして、必要

なものを購入するときは、できるだ

け、製品などの製造から販売、リサイ

クルまで考慮した省資源・省エネ型製

品を選ぶようにしましょう。 

● 事業者は、できるだけ環境にやさしい

商品やサービスを提供し、消費者にわ

かりやすい情報を提供していきまし

ょう。 

● 事業活動に際しては、廃棄物の減量や

省エネ・創エネ・蓄エネなど環境にや

さしいエネルギー利用を進めるとと

もに、自然環境の保全や環境汚染の防

止など、環境に配慮した取組を進めま

しょう。 

● 環境に配慮した事業活動を、市で進め

るエコ（ショップ＆オフィス）※制度

などを活用して、発信し、理解を広げ

ていきましょう。 

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ103～p104 参照 

○ 環境にやさしい産業の育成 

○ 事業活動における環境配慮の促進 

○ エコ（ショップ＆オフィス）の充実と事業者の参
加促進 

○ 地域でのエコポイント（地域通貨などを含む）を活用
し、制度の充実・確立に協力していきましょう。 

事業者の取組 －ｐ82 参照 

○ 環境に配慮した事業活動を進めましょう。 

○ ライフサイクルアセスメント※など環境に配慮
した商品・製品などの提供に努めましょう。 

○ エコ（ショップ＆オフィス）に参加し、環境配慮
情報を発信しましょう。 

○ エコポイント※の導入の検討を進めましょう。 
○ 事業者のエコポイントの相互連携など、市や地域

でのエコポイント（地域通貨などを含む）制度の充
実・確立に協力していきましょう。 

 

（取組への提案例） 
■ エコ（ショップ＆オフィス）の普及 

事業所の参加拡大、参加事業所の利用促進など

■ 下野市産商品のエコポイント付加 
“しもつけ地産地消” 

→下野市産農畜産物・加工品の活用 

■ エコポイント検討会議の発足 
環境市民会議､各市民団体､自治会･商店街､エコ

(ショップ&オフィス)協議会との連携など 

 

 

2-3 しもつけエコ・ワークスタイルづくり 
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白 

省エネ行動 （平成２３年度市民・事業者環境意識調査結果より） 

 

ごみの減量化・３Ｒ（スリーアール）行動 （平成２３年度市民・事業者環境意識調査結果より） 

 

ごみ減量に向けた行動として、「いつも

おこなっている」と「時々おこなっている」

を合わせると７割以上の方がおこなって

いるとしています。 
反面、いつもレジ袋などごみになるもの

受け取らないようにしているは半分以下

となっています。また、エコマーク等環境

にやさしい製品をいつも購入するように

しているは 5 人に 1 人の割合となってい

ます。 

25.2%

21.8%

28.9%

45.1%

48.4%

57.9%

72.6%

74.8%

47.3%

51.2%

52.2%

37.2%

34.5%

29.7%

15.9%

15.8%

18.3%

17.6%

10.5%

8.8%

7.2%

9.2%

9.4%

8.4%

8.9%

9.9%

8.7%

8.9%

8.8%

3.7%

2.6%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

捨て商品でなく、マイ ボトル等を使っている

コマーク等の製品を購入するようにしている

市内で生産された農産物を購入している

、レジ袋などごみとなるものを受け取らない

のごみは持ち帰り、家で分別して出している

すぎず、食材を残さないように調理している

理くずや油を流しから流さないようにしている

着を持ってできるだけ長く使うようにしている

いつも行っている 時々行っている 行っていない 無回答

購入した製品は愛着を持ってでき
るだけ長く使うようにしている
調理くずや油を流しから流さないよ
うにしている
食事は作りすぎず、食材を残さな
いように調理している
外出時のごみは持ち帰り、家で分
別して出している
買い物袋を持参し、レジ袋などご
みとなるものを受け取らない
市内で生産された農産物を購入し
ている
環境にやさしいエコマーク等の製
品を購入するようにしている
ペットボトル等使い捨て商品でな
く、マイボトル等を使っている

市民 

省エネ行動として節電対策は、「い

つも」と「時々おこなっている」を合

わせると８割以上がおこなっている

としています。「使用していない部屋

の照明やテレビ等はこまめに消して

いる」は４人に３人の割合でいつもお

こなっているとしています。その他の

項目では、概ね３～５割となっていま

す。 
なお、いつも車の使用を控えるよう

にしているは１６％と低くなってい

ます。 

16.1%

35.1%

34.1%

44.9%

51.2%

41.9%

61.7%

76.9%

35.2%

31.2%

47.2%

36.7%

32.4%

42.8%

27.8%

13.9%

39.9%

23.5%

10.3%

9.8%

7.3%

7.0%

8.8%

10.3%

8.4%

8.7%

9.0%

8.3%

9.4%

8.7%

1.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

の使用は控えるようにしている

、エコドラ イ ブを心がけている

ルターをこまめに清掃している

、消費電力をチェ ックしている

省エネに配慮して利用している

で、扇風機を使うようにしている

寒さを調整する工夫をしている

、冷暖房はこまめに消している

いつも行っている 時々行っている 行っていない 無回答

使用していない部屋の照明やテレ
ビ、冷暖房はこまめに消している
衣服で暑さや寒さを調整する工夫
をしている
エアコンを使わないで、扇風機を使
うようにしている
冷蔵庫の省エネに配慮して利用し
ている
電気製品を購入するときは、消費
電力をチェックしている
換気扇やエアコンのフィルターをこ
まめに清掃している
車の運転には、低燃費車を使う、
エコドライブを心がけている
徒歩や自転車、バス等を利用し、
車の使用は控えるようにしている

市民 

オフィスでの節電対策は約８割の事業

所実施し、今後も継続するとしているな

ど、取組が進められています。 
しかし、自動車や機器・設備等対策につ

いては、各項目とも実施しているが、各項

目とも３割前後となっています。 
28.5%

38.2%

34.1%

54.5%

77.2%

78.9%

23.6%

25.2%

24.4%

15.4%

6.5%

32.5%

22.0%

23.6%

14.6%

15.4%

14.6%

17.9%

15.4%

13.0%

11.4%

4.9% 4.9%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

省エネ型車両の導入

ングストップ等の励行

の機器や設備の導入

自動車の効率的利用

事務機器などの節電

房の適切な温度設定

現在実施しており、今後も継続する 現在実施していないが、今後に実施予定

現在実施しておらず、今後は未定 無回答

オフィス照明、事務機器などの節
電
オフィスなどの冷暖房の適切な温
度設定

自動車の効率的利用

アイドリングストップ等の励行

省エネルギー型の機器や設備の
導入

低公害・省エネ型車両の導入

事業者 

資源ごみの分別排出や紙の使用量削減、

エコラベル商品の利用については、８割前

後の事業者が現在実施し今後も継続叉は

実施を予定しているとしています。 
しかし、回収やリサイクルしやすい製品

づくり、製品等への再生資源の活用などに

ついては、実施及び今後予定しているも合

わせて、4 割前後となっています。 

事業者 

22.8%

22.8%

29.3%

48.8%

57.7%

65.0%

73.2%

80.5%

13.0%

13.8%

12.2%

14.6%

10.6%

11.4%

7.3%

39.8%

41.5%

35.8%

20.3%

12.2%

9.8%

7.3%

24.4%

22.0%

22.8%

16.3%

19.5%

13.8%

12.2%

13.0%

4.9% 1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製品等への再生資源などの活用、開発

地域で産出される素材や資源の活用

回収・リサイクルしやすい製品づくり

簡素な包装や無包装の実施

産業廃棄物の削減とリサイクル

再生紙･文具などエコラベル商品の利用

紙の使用量の削減（両面コピーや裏紙利用等）

資源ごみの分別排出（事業系一般廃棄物）

現在実施しており、今後も継続する 現在実施していないが、今後に実施予定

現在実施しておらず、今後は未定 無回答

資源ごみの分別排出（事業系一般
廃棄物）
紙の使用量の削減（両面コピーや
裏紙利用等）
再生紙･文具などエコラベル商品
の利用

産業廃棄物の削減とリサイクル

簡素な包装や無包装の実施

回収・リサイクルしやすい製品
づくり
地域で産出される素材や資源の活
用
製品等への再生資源などの活用、
開発

回収・リサイクルしやすい製品づくり
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協働の取組 3 しもつけ環境学習・環境交流 

 

環境の保全や創造を図っていくためには、市及び市民等それぞれが地域の環境や環境問題を共

有し、相互理解を深め、それぞれの特長や能力を生かし合うなど適切な役割分担のもとに協力し、

問題解決に向けた取組を進めていくことが必要です。また、こうした環境パートナーシップ※に

よる取組の推進により、互いに新しい発見やアイデアが生まれ、相乗効果が発揮されることが期

待されています。 

今後、環境パートナーシップによる環境の保全及び創造を進めていくためには、職場や家庭、

地域での環境学習※や環境保全活動への参加のしくみづくりなど、社会的な理解と制度づくりが

重要になってきます。 

そのため、環境学習や環境保全活動などの参加機会を充実していくなど、市及び市民等の協働

による環境保全が進められるまちづくりをめざしていきます。そして、市民等の参加と関連団体・

機関などとの連携を高め、幅広い環境パートナーシップの輪（環境ネットワーク）を構築し、協

働の取組を効果的に進めていきます。 

あわせて、市民等の「学ぶ、知る、考える、行動し交流する」を支える環境の情報の提供を図

っていくなど、環境学習や環境保全活動に関する情報の充実と発信を進めていきます。 

 

 

協働により重点的に進めていく取組【協働プロジェクト】 

（関連する主な取組）      （協働プロジェクト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働プロジェクト 3-1 

 しもつけ環境学習づくり 

5-1-1 環境教育・環境学習の推進 

5-1-2 環境保全活動の推進 

協働プロジェクト 3-2 

 しもつけエコリーダーづくり 
5-1-3 エコリーダー※の育成と活動支援 

5-3-1 環境調査の推進・調査結果の公開 

5-3-2 環境情報の整備と発信 

協働プロジェクト３-５ 

 ｢(仮称)しもつけの環境｣の発信 

協働プロジェクト 3-3 

 しもつけ環境交流づくり 

5-2-2 (仮称)しもつけ環境市民会議との連携 

5-2-1 環境交流の促進 

協働プロジェクト３-４

 （仮称）しもつけ環境市民会議 

協働の取組 3 しもつけ環境交流 
（環境ネットワーク・環境学習※づくり）（環境報告・環境情報の整備と発信）
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３－１ しもつけ環境学習づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

5-1-1 
環境教育・環境学習の推進（学
校での環境教育・環境学習の
推進） 

○ 環境教育の場の提供 

★ 食育※の推進 

例）給食への安全・安心な下野市産農畜産物やリユースビンの活用など（再掲）

○ 学校林・学校田畑の整備、自然学習の場としての活用（再掲） 

○ 学校にクリ､柿などの果樹を植栽(栽培から収穫までの体験) 

5-1-1 
環境教育・環境学習の推進（環
境学習機会の充実） 

○ 勉強会などの促進 

○ 環境講座・出前講座・体験学習の充実、環境学習への参加機会の提供 

しもつけの環境を知る機会の充
実 
（5-1-1、5-1-2、5-2-1、5-3-2） 

○ しもつけの環境を学ぶイベントの充実 

★ 蔓巻公園の環境学習拠点化と活用（環境学習センターの整備） 

○ 環境副読本･環境情報など環境学習教材の整備と提供 

市民団体、県との連携 
（5-1-2、5-2-1） 

○ 市民団体・県との連携による環境学習・環境保全活動の推進 

しもつけ環境学習※づくり 
協働プロ

ジェクト

3-1 

めざす環境像や基本目標を実現してい

くためには、市民一人ひとりが、日常生

活と環境との関わりについて理解し、毎

日の生活や事業などの活動に際して、自

主的に自然環境や生活環境、そして地球

環境の保全に配慮した行動や取組を進め

ていくことが重要になっています。 

このため、市民一人ひとりが環境につ

いて学び、知り、考えていくとともに、

環境情報や環境問題を共有していくこと

が求められています。市民等が環境につ

いて学び、行動する機会やきっかけづく

りとして、多様な環境教育・環境学習や

環境保全活動の展開が必要になっていま

す。そのため、学校や地域、市民団体な

どが連携して、市民等があらゆる機会や

場所で、環境問題について知り、考え、

行動していくことができるよう、環境学

習や体験学習、環境保全活動の機会の充

実を図っていきます。 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ75 参照 

○ 家庭（親子）で環境学習を進めましょう。 

○ 市や市民団体などの環境学習や体験学習、エコイベ
ントに参加してみましょう。 

○ 環境について学び、考えてみましょう。 

○ 市や地域、市民団体が進めている環境保全活動に参
加してみましょう。 

○ 環境の保全に向けて、一人ひとりができることから取組
や行動していきましょう。 

市民団体の取組 －ｐ80 参照 

○ 学校での環境教育・環境学習を補佐するなど、協
力していきましょう。 

○ 市民等の環境学習を企画し、進めていきましょう。

○ 市や地域、他の団体が進めている環境保全活動に
参加し、協力していきましょう。 

○ エコリーダー※などとして、環境学習や環境保全活動に
協力していきましょう。 



 

 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 
取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

5-1-1 

学校林・学校田畑の整備 - ※p40、協働プロジェクト 1-1 参照 

学校給食への下野市産農畜産物･加工品
の活用 

- ※p46、協働プロジェクト 1-4 参照 

食育※の推進 - ※p46、協働プロジェクト 1-4 参照 

5-1-1 
5-1-2 

環境学習機会の充実 
（環境学習センターの整備） 

－ 
いつでも、さまざまな環境問題について学習できる
場があり、学び、環境にやさしい活動が進められて
います。 

環境副読本の作成 
環境学習教材の整備 

－ 
しもつけの環境を学ぶ情報が充実し、いつでも環境
について考えられます。 

5-1-2 
5-2-1 

しもつけの環境を学ぶイベントの充
実 

－ 
市民団体と市及び県が連携した環境学習やイベン
トが充実し、多様な環境学習機会があります。 

5-3-2 環境情報の整備と発信 - 
※p66、協働プロジェクト 4-2 参照 

 「(仮称)しもつけの環境」の整備・発信 

● 市や地域、市民団体が進めている環境

学習※や体験学習、エコイベントに参

加してみましょう。 

● 私たちが生活や活動をおこなってい

る下野市の環境について学び、考えて

みましょう。そして、地球規模の環境

問題とのかかわりなどについて考え

てみましょう。 

● 本市の良好な環境を守り、はぐくみ、

より良好な状態で子どもや将来世代に

受け継いでいくための課題や取組など

について考え、話し合ってみましょう。

● 一人ひとりが身近にできることから

環境に配慮した取組や行動を進めて

いきましょう。そして、協力できるこ

とから協力しあい、環境保全に向けた

取組や活動を進めていきましょう。 

 

 

の輪 

市の取組 －p128～ｐ132 参照 

○ 環境教育の推進と支援づくり 

・ 環境副読本の提供、環境情報の提供 

・ 環境出前講座の実施、エコリーダー※など環境
学習を指導する人材の派遣など 

○ エコイベントや環境学習機会の充実 

○ 環境保全活動機会の充実 

○ エコリーダーの活動支援 

○ 環境学習や環境保全活動に関する情報の発信 

事業者の取組 －ｐ86 参照 

○ 事業所内での環境教育・環境学習を進めていき
ましょう。 

○ 事業所が有している技術や知見などを活かし
て、環境教育・環境学習に協力していきましょ
う。 

○ 市や地域、市民団体が進める環境保全活動に協
力していきましょう。 

・ 職場で環境保線活動に対する理解と参加への
支援など 

○ 環境への取組情報の発信・提供をしていきまし
ょう。 

（取組への提案例） 
■ 環境教育の場の提供 

平地林・炭焼き窯、安全な水辺など 

■ 勉強会などの促進 
生ごみ処理方法など水環境を考慮した勉強会 

エコ検定制度の検討など市民力の増進 

■ しもつけの環境を学ぶイベントの充実
都市部・農村部のツアー（市の環境を知ろう）

水辺の生きもの調査、平地林実態調査など（再掲）

自然とのふれあいの場の整備（再掲） 

ごみ処理施設の見学 
■ 市民団体、県との連携 

栃木県地球温暖化防止活動推進センター、県南環

境森林事務所、小山環境管理事務所、(財)栃木県

環境技術協会などとの協働事業 

 

 

3-1 しもつけ環境学習づくり 
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３－２ しもつけエコリーダーづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

5-1-3 
エコリーダーの育成と活動推進
（しもつけエコリーダーの育成） 

○ 環境パートナーシップ育成講座の推進 

★ 環境学習･環境保全活動に係るエコリーダーの育成 

○ 自然ふれあい活動指導者の育成 

5-1-3 
エコリーダーの育成と活動推進
（しもつけエコリーダーの活動
支援） 

★ しもつけエコリーダーへの参加と登録・情報提供 

○ 環境学習・環境保全活動に係る教材の充実、活動の場の提供など 

○ エコリーダーのネットワークづくり、県及び他地域との連携 

しもつけエコリーダー※づくり 
協働プロ

ジェクト

3-2 

私たちには、それぞれのライフスタイ

ルや意識に合う環境学習※や環境保全活

動の機会を見つけて参加し、環境につい

て学び、考え、行動し、環境保全に貢献

していくことが期待されています。 

こうした多様な環境学習や環境保全活

動の機会や場を提供していくとともに、

環境学習や環境保全活動を企画し、一緒

になって学び、活動を先導・実践してい

く「しもつけエコリーダー」を増やして

いく必要があります。 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ75 参照 

○ 環境学習や環境保全活動に、自分が持っている知
見や経験を活かしてみましょう。 

○ しもつけエコリーダーとして、参加・協力していきま
しょう。 

○ しもつけエコリーダーの活動に協力し、支援していき
ましょう。 

市民団体の取組 －ｐ80 参照 

○ しもつけエコリーダーとして、参加・協力していき
ましょう。 

○ しもつけエコリーダーの養成に協力していきましょ
う。 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

5-1-3 
しもつけエコリーダーへの参加（登

録促進） 
－ 

環境学習や環境保全活動を指導や先導するエコリ

ーダーが大勢いて、いろいろなことを一緒に学び、

活動を経験しています。 

● 自分が持っている環境に対する知見

や環境保全に対する経験を活かして

みましょう。 

● 環境学習※や体験学習、環境保全活動

に参加し、交流や経験を深めていきま

しょう。 

● しもつけエコリーダー※の養成講座な

どに参加し、エコリーダーとして登録

や活動を進めてみましょう。 

● みんなで、しもつけエコリーダーの活

動を支援していきましょう。 

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ129 参照 

○ しもつけエコリーダー養成の推進 

○ しもつけエコリーダーの活動支援 

・ エコリーダーの登録と活動情報の提供 

・ エコリーダーの活動機会の充実と活動機材や
教材、経費の支援など 

・ エコリーダーの交流機会の提供など 

事業者の取組 －ｐ86 参照 

○ 事業所の技術者の知見や経験を活かして環境学
習や環境保全活動に協力していきましょう。 

○ 事業所の技術者をしもつけエコリーダーとして、
参加・協力できるようにしていきましょう。 

○ 事業所で培った環境ノウハウなどの提供に努めましょ
う。 

（取組への提案例） 
■ 環境パートナーシップ※育成講座の推進 

自然、生活、資源、エネルギーなど環境分野ごと

の講座の開催など専門分野を活かした環境パー

トナーづくり（専門分野・グループ別） 

エコ検定制度の検討など市民力の増進 

市民団体への委託などを含む 

■ 環境学習･環境保全活動に係るエコリ
ーダーの育成 
学校ボランティア制度の拡大 

環境保全活動コーディネーターなどの協力 

 

 

3-2 しもつけエコリーダーづくり 
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３－３ しもつけ環境交流づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

5-2-1  
環境交流の促進（環境交流機
会の充実） 

○ 環境学習･環境保全活動機会の提供と参加促進 

○ エコイベントなど環境に関するイベントの充実と参加促進 

★ 環境フォーラムなどの定期開催と参加促進 

5-2-1  
環境交流の促進（環境ネット
ワークづくり） 

★ 市民団体との連携によるエコイベントの実施 
○ 県との連携によるエコイベントの実施 

環境情報の発信・情報交流の
充実 
（5-2-1、5-3-2） 

○ 市民等の環境保全活動情報の整備と発信 

しもつけ環境交流づくり 
協働プロ

ジェクト

3-3 

学校や地域、市民団体などが連携して、

市民等が、あらゆる機会や場所で、環境

問題について知り、考え、行動していく

ことができるよう、環境学習※や体験学

習、エコイベント、環境保全活動の機会

を充実していくとともに、市及び市民等

の協働による環境保全が進められるまち

づくり進めていくことが大切になってい

ます。 

そして、より多くの市民が参加し、市

内外の多様な分野の人々や地域・行政機

関などとの連携と交流を深め、幅広い環

境パートナーシップ※の輪（環境ネット

ワーク）を形成していくことが重要にな

っています。 

そのため、環境学習や体験学習やエコ

イベントの開催、環境保全活動をはじめ、

毎年、環境フォーラムを開催するなど、

それぞれの活動報告やコミュニケーショ

ンが進められる環境交流の機会を充実し

ていきます。また、環境学習・環境保全

活動拠点の確保や整備を進めていくな

ど、環境交流の場を充実していく必要が

あります。 

 

 

取組

市民の取組 －ｐ75 参照 

○ 市及び県、市民団体が進めるエコイベントや環境
フォーラム、環境学習、環境保全活動に参加して
みましょう。 

○ さまざまな市民や団体との交流を広め、コミュニ
ケーションを高めていきましょう。 

○ 交流を通して、それぞれの活動について理解し、
できることに協力しましょう。 

○ 環境パートナーシップについて理解し、広げていきま
しょう。 

市民団体の取組 －ｐ80 参照 

○ 市や他の市民団体と協力し、エコイベントや環境
フォーラム、環境学習、環境保全活動などの環境
交流を企画していきましょう。 

○ 団体の趣旨や環境保全活動に関する情報を発信し
ていきましょう 

○ 市民及び各団体との交流を高め、環境ネットワー
クを形成し、協働で環境保全活動を進めていきま
しょう。 
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 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

5-2-1 環境フォーラムなどの定期開催 － 

毎年 1 回開催 

多くの市民､市民団体が参加し、環境交流を深めて

います。 

5-3-2 

市民活動支援サイト「You がお ネッ

ト」登録会員数(※) 
32 団体（H23） 

５０団体（H27） 

・Ｈ28 年度以降については総合計画と連携して設定 

「(仮称)しもつけの環境」の発信 － 

市のホームページに掲載･発信 

情報更新が行われ、環境保全活動などの情報が発信さ

れています。 

● 子世代も取り込み、三世代で参加できる

環境学習※やエコイベント、環境保全活

動の機会を充実していきましょう。 

● 環境学習や体験学習、環境保全活動に

参加し、環境交流の輪を広げていきま

しょう。 

● 市内外の多様な分野の人々や地域・行

政との連携と交流を深めていきまし

ょう。 

● 環境学習や体験学習、環境保全活動に

参加し、その経験した情報を発信して

いきましょう。 

● 環境保全活動を進めている団体や組

織との連携を深め、幅広い環境ネット

ワークづくりを進めていきましょう。

● みんなで、「（仮称）しもつけ環境市民

会議」に参加し、その活動に協力して

いきましょう。 

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ130,ｐ132 参照 

○ 環境パートナーシップの普及啓発 

○ 県や市民団体と協力したエコイベントや環境フ
ォーラム、環境学習、環境保全活動の推進など、
市民等の環境交流の充実と交流機会の提供 

○ 県の組織や団体、下野市内で活動するさまざまな
市民団体との環境ネットワークづくりの推進 

事業者の取組 －ｐ86 参照 

○ 市及び県、市民団体が進めるエコイベントや環境
フォーラム、環境学習、環境保全活動に協力しま
しょう。 

○ さまざまな市民や団体との交流を広め、コミュニ
ケーションを高めていきましょう。 

○ 市民・市民団体、市との環境パートナーシップ※

を形成していきましょう。 

（取組への提案例） 
■ エコイベントなど環境に関するイベン

トの充実と参加促進 
環境学習や環境保全活動の充実 

環境フォーラム、エコライフまつりなどの定期開催 

■ 市民団体との連携によるエコイベント
の実施 
下野市民活動支援サイト「You がお ネット」と

の連携（登録団体との共同によるエコイベントの

実施、活動情報発信など） 

■ 県との連携によるエコイベントの実施 
とちぎ元気な森づくり県民会議、栃木県保健環境センターの事業とのコラボレーション 

栃木県地球温暖化防止活動推進センター、県南環境森林事務所、小山環境管理事務所、(財)栃木県環境技術協会などとの協働事業の実施

■ 市民等の環境保全活動情報の整備と発信 
「(仮称)しもつけの環境」での市民等の環境保全への取組情報の発信、下野市民活動支援サイト「You がお ネット」との連携など 

 

 

3-3 しもつけ環境交流づくり 
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■トピックス■ 太陽光発電システム導入家庭の事例 
（平成 24 年度下野市住宅用太陽光発電システム設置費補助金受給者へのアンケート結果より） 

 

環境保全活動への参加について（平成２３年度市民環境意識調査結果より） 

 環境保全活動への参加については、「積極的

に参加したい」は 4.2％と低くなっています

が、「時間があれば参加したい」が 40.3％、

「機会やきっかけがあれば参加したい」が

37.8％と、合わせて８割弱の市民が考えてい

ます。 
今後、環境保全等に向けて市民等との協働

による取組を進めていくうえでの課題といえ

ます。 
参加してみたい環境保全活動としては、「住ま

い周辺の清掃・美化活動」が約 43％と も

高く、次いで「道路や公園､水辺などの清掃・

美化活動」が 32％、「地域の産物を活用した

地産地消活動」が約 30％の順になっていま

す。省資源・省エネ活動としての「リユース･

リサイクル活動やごみ減量化活動」と「省エ

ネ対策や自然エネルギー※利用推進活動」は、

それぞれ 20％台前半となっています。 

 

本市では平成 22 年度より住宅

用太陽光発電システム設置補助事

業を進めています。平成 23 年度

までの補助金受給者２６１名にア

ンケートを実施（回収率 56.3%）

しました。 
９割以上の方が、システム設置

に対して満足（「満足」と「概ね満

足」の計）としているほか、設置

後、再生可能エネルギー等を意識

するようになったとしています。 
設置費用では 100～300 万円

が多く全体の4 分の 3 を占めてい

ます。また、約５割の方が設置後

の電気料金は毎月 2～6 千円程度

安くなったとしています。 

積極的に

参加した

い

4.2%

参加や協

力したく

ない

2.4%

わからな

い

13.6%

無回答

1.7%

機会や

きっかけ

があれば

参加した

い

37.8%

時間があ

れば参加

したい

40.3%

1.7%

5.9%

10.5%

15.4%

16.7%

17.0%

20.8%

22.2%

30.2%

32.0%

42.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

無回答

学校での生物生息環境づく

り

化活動、雑木林等の保全活動

や草花など自然観察会や調査

境についての学習会や講習会

サイクル活動やごみ減量化活

動

や自然エネルギー利用推進活

動

産物を活用した地産地消活動

､水辺などの清掃・美化活動

住まい周辺の清掃・美化活動住まい周辺の清掃・美化活動

道路や公園､水辺などの清掃美化活動

地域の産物を活用した地産地消活動

省エネ対策や自然エネルギー利用推進活動

リユース･リサイクル活動やごみ減量化活動

環境についての学習会や講習会

野鳥や草花など自然観察会や調査

まちの緑化活動、雑木林等の保全活動

緑地や水辺、学校での生物生息環境づくり

無回答

その他

17.7% 44.9% 9.5% 21.1% 4.8%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

環境への配慮 電気料金の節約 住宅ﾒｰｶｰや販売店等のすすめ

国・自治体の補助金 余剰電力買取制度 その他

導入した動機
n=147

47.6% 52.4%1

新築 既築
設置家屋の種類
n=147

16.1% 36.4% 30.8% 12.6% 4.2%1

３ｋＷ未満 ３ｋＷ以上４ｋＷ未満 ４ｋＷ以上５ｋＷ未満 ５ｋＷ以上６ｋＷ未満 ６ｋＷ以上
導入システムの規模
n=143

10.7% 26.4% 15.0% 12.9% 10.7%24.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

２千円未満 ２千円以上～４千円未満 ４千円以上～６千円未満

６千円以上～８千円未満 ８千円以上～１万円未満 １万円以上

導入前と比べた電気
料金の差（毎月いく
ら安くなったか）
n=140

6.2% 29.5% 46.6% 14.4%

3.4%

1

100万円未満 100万円以上200万円未満 200万円以上300万円未満

300万円以上400万円未満 400万円以上
設置費用
n=146

58.9% 33.6% 7.5%1

意識するようになった 少しだけ意識するようになった 変わらない設置後の再生可能エ
ネルギー等への意識
n=146

52.7% 19.2% 22.6% 4.1% 1.4%1

設置費用を安くする 国や自治体が設置費用を補助すること
余剰電力買取制度の買取価格を引き上げる システムの発電効率を向上させる

その他システムを普及させ
るために必要なこと
n=147

35.4% 57.8% 6.1%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

満足 おおむね満足 やや不満 不満
システム設置に対す
る満足　n=147
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３－４ （仮称）しもつけ環境市民会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

5-2-2 

（仮称）しもつけ環境市民会

議との連携 

★ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」の設立（平成 25 年度予定） 

★ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」の活動への協力・支援 

★ 環境フォーラムの開催と環境交流の推進など 

本計画を効果的に推進していくためには、市の

取組（施策）の展開だけではなく、市民等との連

携と協力が必要不可欠です。そして、本計画に掲

げられた協働プロジェクトの推進や各市民団体

との環境ネットワークづくりを進めていく上で

の要となる組織が必要になっています。 

そのため、「（仮称）しもつけ環境市民会議」を

設立し、本計画に掲げられた協働プロジェクトの

推進に向けた具体的な検討や推進に努めていき

ます。また、環境フォーラムの企画・実施をはじ

め、市・県、内外の市民団体と連携したエコイベ

ントの実施など、市民とさまざまな市民団体との

環境交流を進めていきます。 

● 「（仮称）しもつけ環境市民会議」の役割

を知りましょう。 

● 「（仮称）しもつけ環境市民会議」に参加

し、その活動に協力していきましょう。 

● 「（仮称）しもつけ環境市民会議」が主催

する環境フォーラムに参加し、環境につい

て学び、活動や活動結果を発表するなど、

環境交流を深めていきましょう。 

 

市民の取組 －ｐ75 参照 

○ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」について知
りましょう。 

○ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」に参加しま
しょう。また、活動を支援していきましょう。

 

市民団体の取組 －ｐ80 参照 

○ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」への参加と、
その活動を協働で進めましょう。 

○ 環境ネットワークづくりを進めましょう。 

 

事業者の取組 －ｐ86 参照 

○ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」について知
りましょう。 

○ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」に参加しま
しょう。また、活動を支援していきましょう。

 

 

市の取組 －p131 参照 

○ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」の設立支援

○ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」への協力と
その活動支援など 

○ 環境ネットワークづくりの推進 

取組の輪
 

 

平成 25 年度において、本計画の周知と取

組への理解を図っていくとともに、市民等の

参加と協力を促進し、「（仮称）しもつけ環境

市民会議」の設立をめざしていきます。 

（仮称）しもつけ環境市民会議 
協働プロ

ジェクト

3-4 
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３－５ 「（仮称）しもつけの環境」の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなで優先的に進めていく取組（協働の取組）       （★印は市の重点的施策を示しています。） 
取組の方向 重点的に進めていく協働の取組内容 

5-3-1 
環境調査の推進・調査結果の
公開 

○ 環境調査の実施・調査結果の整備 

○ 環境状況、計画の進みぐあいの整理（環境報告書の作成など） 

○ 市民等の環境保全行動の情報整理、他 

5-3-2 
環境情報の整備と発信 

★ 「（仮称）しもつけの環境」としての環境報告・環境情報の整備及び

市のホームページでの発信 

○ 環境学習教材の整備・充実（再掲） 

「（仮称）しもつけの環境」の発信 
協働プロ

ジェクト

3-5 

市民等の環境保全行動や環境保全活

動、協働の取組を適切に進めていくため

には、それぞれが興味をいだいている環

境問題や地域環境の状況などについての

情報の共有化が重要になっています。ま

た、環境問題や地域環境の状況は、それ

ぞれが相互に密接な関連をもって、時間

とともに大きくに変化しています。 

そのため、地域の環境状況について定

期的・継続的な調査と監視を進めていく

ほか、市民等と協力して調査を進め、環

境について「学ぶ、知る、考える、行動

し交流する」を支えるわかりやすい情報

の整備と提供、発信に努めていくことが

大切です。 

また、本計画を的確に進めていくにあ

たっては、こうした環境状況の情報だけで

はなく、計画の進みぐあい（環境報告※）、

市民等の取組状況や事例、環境保全活動

情報など、さまざまな環境情報を体系的

に整備し、発信していく必要があります。

 

 

取組

市民の取組 －ｐ75 参照 

○ 地域の自然観察や体験学習、環境調査に参加して
みましょう。 

○ 家庭での環境保全への取組事例を発信してみま
しょう。 

○ 「(仮称)しもつけの環境」を活用して、環境の状
況や計画の進みぐあいを知り、計画の推進に協力
しましょう。 

市民団体の取組 －ｐ80 参照 

○ 市や県の環境調査や情報整備・発信に協力しま 
しょう。 

○ 環境保全活動状況や活動情報を発信しましょう 

○ 環境情報の提供と発信、活用に協力しましょう。

○ 市民等の環境保全への取組事例の収集・整理に協
力しましょう。 



 

 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 取組を進めていくめやす               （※）総合計画後期基本計画における指標 

取組方向 環境指標 現状 取組のめやす 

5-3-2 

環境の状況に関する情報 － 
環境に関する調査・測定結果の情報が提供されてい
ます。 

計画の進みぐあいに関する情報 － 
本計画の進みぐあいについて調査した情報が提供
されています。 

環境保全活動に関する情報 
開催などを広報紙

やＨＰで発信 
広報やＨＰでの発信（継続） 
市民団体の活動も含めて情報が発信されています。

市民等の環境保全への取組事例（紹介） － 
市民等の取組事例の収集と結果などが紹介され、取
組の検討に役立っています。 

 

● しもつけの環境について学んでいき

ましょう。また、環境の現状を知り、

自分で何ができるか考えてみましょ

う。 

● 本計画や計画の進みぐあいについて

知り、計画の推進に協力しましょう。

● 自然観察や体験学習、環境調査などに

参加してみましょう。 

● 「(仮称)しもつけの環境」の整備や発

信に協力してみましょう。 

● 自分の知っているしもつけの環境や

環境保全への取組事例などを発信し

ていきましょう。 

 

 

の輪 

市の取組 －ｐ132 参照 

○ 環境状況の監視・測定 

○ 環境調査の推進、環境マップの作成と活用 

○ 環境調査・測定結果及び計画の進みぐあいの報告
（環境報告書※の作成） 

○ ホームページによる｢(仮称)しもつけの環境｣の整
備と発信 

○ 市民団体による環境保全活動情報の提供 

○ 市民等の環境保全への取組事例の収集と提供な
ど 

事業者の取組 －ｐ86 参照 

○ 環境調査や自然観察など、環境保全活動に協力し
ましょう。 

○ 事業所の環境保全対策や環境保全への取組事例
などを発信していきましょう。 

○ 市の環境情報整備・情報発信に協力していきまし
ょう。 

このため、環境についての調査・測定結

果をはじめ、計画の進みぐあいなどの報告

を「（仮称）しもつけの環境」としてホー

ムページにより発信・提供していきます。

また、地域環境に関連した話題や市民等の

取組事例、環境保全活動に関する情報など

の収集と発信、提供に努めていきます。 

 

 

3-5 「（仮称）しもつけの環境」の発信 
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第２章 市民等の環境配慮（行動）指針 
市民、市民団体、事業者それぞれの環境配慮の内容を示しています。 

 

本計画は、『人と自然が調和し、歴史と文化のかおる心豊かな環境のまち しもつけ』の実現を

めざしていきます。 

そのためには、私たち一人ひとりが環境に与える影響について理解し、日常生活や事業活動を

環境への負荷の少ないスタイルに改め、それぞれの役割分担と環境パートナーシップ※のもとに

連携し、環境の保全及び創造に関する取組を総合的・計画的に進めていく必要があります。 

ここでは、私たちの日常生活や事業活動などに際して、環境の保全及び創造に向けた取組や環

境保全行動の方向について、「環境配慮（行動）指針」として示し、市民等のそれぞれの主体が、

自主的に、実践できることから環境配慮を進め、行動していくための“道しるべ”としています。 

 

 

市民の環境保全や創造に向けての配慮すべき事項や日常生活での環境配慮行

動の内容を示しています。なお、滞在者の環境配慮もこの指針に準じます。 

自分ができることから、環境に配慮した取組を進めていくほか、日常生活の

中で取り組んでみましょう。 

 
 

 

市民団体の環境保全活動に際しての取組の方向などを環境配慮（行動）指針

として示しています。 

各団体の活動の目的や内容に応じて、関連する取組を進めていきましょう。 

 

 

 

事業者の環境利用に際しての環境保全や創造に向けての配慮すべき事項や事

業活動での環境配慮行動の内容を示しています。 

事業者の事業内容に応じて、関連する取組を進めていきましょう。 

市も事業者としての立場を持っていますので、事業者としての取組はこの指

針に準じます。なお、環境の保全及び創造に向けて、市の取組（施策）は、

第Ⅳ編で位置づけられています。 

 

 
 

 

 

 

１ 市民の環境配慮（行動）に向けて 

２ 市民団体の環境配慮（行動）に向けて 

３ 事業者の環境配慮（行動）に向けて 

市民、事業者の記号 

♡：比較的容易に取り組みやすい内容（事業者は義務的な内容も含む） 
◆：チャレンジや努力して取り組んでみる内容 
市民団体は多様な活動が考えられるため、対象外としています。 

環境配慮（行動） 

指針の記号 



 
 
１ 市民の環境配慮（行動）指針 
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１ 市民の環境配慮（行動）指針 

基本目標１ 人と自然が調和するうるおいのある地域づくり 
● 自然環境の現状と問題への理解を深めましょう。 
● 市民団体の活動の状況を知り、参加してみましょう。 

 
 

個別目標 1-1  多様な生物と共生する豊かな里の保全と再生 
1-1-1 
生物多様性※の保全
と再生 

♡ 自然観察会や見学会、身近な生きもの調査に参加するなど、生物多様性への理解
を深めましょう。 

・ 田んぼ体験活動に参加するなど、水辺や水田、平地林に生息する生物など自然環境について学

び、理解を深めていきましょう。 

♡ 外来種を持ち込まない、放流しないなど、在来種の保護と保全に配慮しましょう。

◆ 生物多様性の保全や再生への取組に協力しましょう。 

 

1-1-2 
平地林・里山※・水辺
の保全と再生 

♡ 平地林クリーン作戦や平地林の下草刈りなど、市や地域、市民団体が進める平地
林の管理活動に協力しましょう。 

♡ 地域の水循環や水環境について学び、水辺環境の保全と再生に協力しましょう。

◆ 平地林の現状調査（不法投棄､管理状況）や平地林マップ作成に協力しましょう。

◆ 私有地の平地林や屋敷林の保全と管理に努めましょう。 

 

1-1-3 
自然とのふれあいの推
進 

♡ 身近な水辺や河川沿いの土手を散歩してみましょう。 

♡ 身近な里山や平地林で、散策や森林浴、自然の観察などをしてみましょう。 

♡ 自然観察会に参加してみましょう。 

 

個別目標 1-2  大地がはぐくむ豊かな水と健全な水循環の保全と再生 
1-2-1 
健全な水循環の保全
と再生 

♡ 環境学習会や見学会などに参加し、地域の水循環や水環境について学んでみまし
ょう。 

♡ 河川や堰、用排水施設、水路、湧水地や湿地などを訪れ、地域の水環境や水資源、
水の循環などについて考えてみましょう。 

 

1-2-2 
豊かな水資源の保全
と活用 

♡ 下野市のおいしい水について考えてみましょう。 

♡ 水道施設などの見学会に参加し、水環境や水源、水道水の大切さについて考えて
みましょう。 

♡ 節水を徹底しましょう。（洗濯に風呂の残り湯の活用、水道の蛇口をこまめに閉め、流し放
しにしないなど） 

♡ トイレの水洗化など、下水道・集落排水への接続を進めましょう。 

◆ 環境と健康にやさしい洗剤を使用するようにしましょう。 

◆ 雨水の浸透に配慮した庭や駐車場づくり、雨水浸透桝の設置など、雨水の地下浸
透に配慮しましょう。 

◆ 雨水貯水タンクや貯留槽などを設置し、雨水の庭への散水、夏の打水などへの活
用を進めてみましょう。 

 
 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう



 
 
１ 市民の環境配慮（行動）指針 
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個別目標 1-3  環境にやさしい産業の推進 
1-3-1 
地域資源を活かした
産業の推進 

♡ 農産物の直売所や食料品店の地場産コーナーを利用するなど、輸送エネルギー消
費の少ないものを購入するようにしましょう。 

♡ できるだけ地元の食材を利用して、地産地消※を進めていきましょう。 

♡ 公共施設や幼稚園､学校での自然エネルギー※を利用した発電設備の見学や電力
発電体験などに参加し、エネルギーの地産地消について考えてみましょう。 

◆ 地産地消の取組を進めている地域などの見学会や体験学習に参加してみましょう。 

◆ 生ごみを堆肥化し、家庭菜園などで活用してみましょう。 

◆ 地域資源を活かした地産地消のブランドづくりに協力してみましょう。 

 

1-3-2 
環境に配慮した産
業の推進 

♡ 有機農業※など環境保全型農業※の見学会や農業体験に参加してみましょう。 

♡ 環境に配慮した製品やエコ（ショップ＆オフィス）※の利用など、事業活動にお
ける環境配慮を支えていきましょう。 

◆ 農薬などを適正に使用した農産物や有機栽培された農産物などを選ぶようにし
ましょう。（農産物や加工食品の表示を見て選ぶようにしましょう。） 

 

個別目標 1-4  良好な景観と歴史文化がかおるまちづくり 
1-4-1 
歴史的・文化的環
境の保全 

♡ 史跡や文化財について学び、地域の歴史や文化とのふれあいを進めてみましょう

♡ 文化財や史跡などの保全と活用を進めるボランティア活動に参加してみましょ
う。 

◆ 昔から伝説や民話、くらしの知恵など、地域の自然共生の歴史や文化を学んでみ
ましょう。そして、それを発信していきましょう。 

 

1-4-2 
良好な景観の保全
と創造 

♡ 景観選定に参加するなど、優れた景観やしもつけらしい景観を発見し、内外に発
信してみましょう。 

♡ 自治会の“花”選定、フラワーロードづくりなど、まちなみや道の景観づくりに
協力していきましょう。 

◆ 住まい周辺の道路沿いの樹木の管理、花木の植栽など、美観づくりに協力しまし
ょう。 

◆ 屋敷林の保全と維持管理に努めていきましょう。 

◆ 住まいの緑化、ガーデニング、生垣の活用（地震時の安全にもつながる）などを
進め、良好な居住環境をつくっていきましょう。 

◆ 所有地の適正な管理を進め、ごみ、雑草や樹木などの繁茂を放置しないようにし
ましょう。 

 

 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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基本目標２ みんなが健康で安心できるくらしづくり 
● 汚染や汚濁物質の排出を減らし、大気や水質などの環境を保全しましょう。 

● 環境の保全に向けた市の取組に協力しましょう。 

 

 

個別目標 2-1  さわやかで澄んだ大気や水の保全と向上 
2-1-1 
大気・水・土壌環境の
保全と向上 

♡ 早寝、早起き（無駄な灯りをつけない）を進めましょう。 

♡ 自動車を利用する際は、アイドリングストップ※など、エコドライブ※に努めて
いきましょう。 

♡ ごみや落葉などの野焼きをしないようにしましょう。 

◆ 公共交通機関や自転車の活用など、自動車の使用は必要 小限にしましょう。 

♡ 下野市のおいしい水や水環境について学び、考えてみましょう。 

♡ 粉石けんや重曹の活用など、合成洗剤の使用を控え、より環境にやさしい洗剤の
使用に努めていきましょう。 

◆ 水質汚濁の原因となる生活排水※をなるべく少なくするように努めましょう。 

◆ 下水道への接続を進めるなど、生活排水は、浄化槽や下水道で処理しましょう。

◆ 家庭の排水設備や浄化槽の定期点検など、適切な維持管理に努めましょう。 

♡ 地域の土壌や地下水、地形・地質などについて学んでみましょう。 

◆ 有機農業※など環境保全型農業※への理解と支援、協力をしましょう。 

2-1-2 
県・関係市町との連携
による監視、指導、対
策など 

◆ 県や市の大気や水質の測定や調査結果などにより、地域の大気や水環境の状況を
知りましょう。 

◆ 県の土壌・地下水監視結果などにより、地域の土壌・地盤環境の状況を知りまし
ょう。 

個別目標 2-2  安心してくらせる安全で快適な生活環境の確保 
2-2-1 
環境美化の推進 

♡ 吸い殻などのごみをポイ捨てしない、させないように努めていきましょう。 

♡ ペットの糞などを放置しないで、適正な処理をおこないましょう。 

♡ 市や地域がおこなうクリーン作戦に参加しましょう。 

♡ 落葉や散乱ごみの掃除など、住まい周辺の清掃や管理に努めましょう。 

◆ 敷地の緑化やガーデニングなど、住まい周辺の環境美化を進めましょう。 

◆ 自宅の樹木・草木や家庭菜園で使用する農薬などについて理解を深めましょう。

2-2-2 
安心して歩ける歩行
環境の整備 

♡ スクールガードボランティアへの参加など、子どもの通学路の安全確保に協力し
ましょう 

♡ 歩道など歩行者の危険個所の把握、調査、ヒヤリ･ハット※マップ、地域安全マッ
プづくりや改善対策に協力しましょう。 

♡ 健康や歩行者の安全確保のため、路上喫煙や歩き煙草を自粛しましょう。 

2-2-3 
防災・減災の推進 

♡ 地域での防災訓練に参加しましょう。 

♡ 災害時の避難ルートや避難先を事前に確認し、家族で共有していきましょう。 

♡ 地震により倒れやすい家具などは、転倒・落下防止の補強をしておきましょう。

◆ 防災マップなどによる自然災害の把握と災害に対する認識の共有など、積極的に
防災対策に努めていきましょう。 

◆ 非常時の備品を準備しておきましょう。 

個別目標 2-3  放射性物質による環境汚染への対応 
2-3-1 
放射線汚染状況のモ
ニタリング※と情報提供 

◆ 自分で自宅周りの放射能を測定してみましょう。（線量計は市で貸出しています。）

◆ 市や県・国などによる環境汚染モニタリング情報をきちんと把握しましょう。 

◆ 放射性物質検査結果を確認して食品を選ぶようにしましょう。 

◆ 風評被害を起こさないよう正しい知識をつけましょう。 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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基本目標３ 資源が循環する地球にやさしいまちづくり 
● いつも、ごみに対して「もったいない」の意識をもつようにしましょう。 

● 循環型社会※やごみに関する学習会や活動に参加するなど、3R（スリーアール）※

について理解し、その推進に協力しましょう。 

● 物は大切に長く繰り返し使うなど、ごみの排出を削減していきましょう。 

 

 

個別目標 3-1  ごみゼロ社会の形成 
3-1-1 
リデュース※の推進 
（ごみの発生抑制） 

♡ すぐにごみになるものを買わない、もらわないようにしましょう。 

♡ 過剰包装品を買わない、過剰包装を断るようにしましょう。 

♡ マイバッグを持参するなど､レジ袋や包装を断るようにしましょう。 

♡ 必要なものを必要なだけ買うようにしましょう。 

♡ 使い捨て商品を避け、詰め替え商品を利用しましょう。 

♡ 食事は必要な量だけ作り、食べ残しが出ないよう、出さないようにしましょう。

♡ 食用油は使い切り、できるだけ廃油を出さないようにしましょう。 

♡ 調味料などは 後まで使い切るようにしましょう。 

♡ 生ごみの水切りを徹底し、生ごみの減量に努めましょう。 

♡ 店頭回収やごみ問題に積極的な店、エコショップ※などを利用しましょう。 

◆ マイボトル、マイカップ、マイ箸を持つなど、紙コップ、割り箸などの使い捨
て商品やペットボトルの消費を減らしましょう。 

◆ ごみを出さないような料理や料理法を工夫していきましょう。 

◆ レンタル・リース店を活用するようにしましょう。 

◆ コンポスト容器や機械式生ごみ処理機などで生ごみを堆肥化し、家庭で花や野
菜を栽培してみましょう。 

◆ 剪定枝などのチップ化による活用を工夫してみましょう。 

3-1-2 
リユース※・リペア※の推
進 

◆ 乾電池は使い捨て品でなく、充電式のものを使うようにしましょう。 

◆ 故障や壊れても、修理が可能か確認し、修理や直して使うなど、ものを大事に
使い続けましょう。 

 

個別目標 3-2  資源が循環するしくみづくり 
3-2-1 
リユース・リサイクルのし
くみづくり 

♡ 集団回収に協力しましょう。 

♡ 不用品は自分が使わなくなったら、使いたい人に譲ってあげるようにしましょ
う。 

♡ フリーマーケットやリサイクルショップを利用し、譲りあいましょう。 

♡ 行政カレンダー「家庭ごみの正しい分け方・出し方」を確認し、ごみの分別を
徹底しましょう。 

◆ 白色トレイ、紙パックなどは店頭回収に持参し、リサイクルに協力しましょう。

◆ リターナブルびんなどを使ったリユース製品やリサイクル製品を利用するな
ど、循環型社会の形成に協力しましょう。 

3-2-2 
廃棄物の排出削減と
適正処理 

♡ 廃棄物処理施設の見学会に参加するなど、自分が出したごみや資源物の行き
先、処理・処分について知りましょう。 

♡ ごみステーションの管理に協力しましょう。 

◆ 廃棄物 終処分の自区内処理の原則を理解し、３Ｒを進め、排出ごみを減らし
ましょう。（ごみゼロにすれば 終処分場※は不要になります。） 

◆ 一般廃棄物※処理基本計画などにより、廃棄物処理の実態を考えてみましょう。

◆ 処理施設の立地に対する理解と協力に努めましょう。 

 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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基本目標４ 環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり 
● 何でも電気に頼る生活を見直していきましょう。 

● いつでも自動車に頼る生活を見直していきましょう。 

 

 

 

 

個別目標 4-1  省エネの推進 
4-1-1 
エネルギー消費量の低
減 

家庭での省エネ対策としての節電を進めましょう。 

♡ 使っていない家電製品については主要電源を切る、コンセントからプラグを抜
きましょう。 

♡ 充電器は必要時だけコンセントにつなぎましょう。（待機電力の消費防止） 

♡ エアコンは温度設定を控えめにしましょう。また、一部屋で使用し、涼しい部
屋に集まるなど、家庭内でのクール＆ウォームシェアを進めましょう。 

♡ 夏季は、エアコンよりも扇風機を活用するようにしましょう。 

♡ 窓によしずやグリーンカーテン※を設置するなど、日射を調整し室温を下げる
工夫をしましょう。また、打ち水も活用してみましょう。 

♡ 洗濯には風呂の残り湯を活用しましょう。乾かすのは天日でしましょう。 

♡ 冬季は太陽光を十分に取り入れ、部屋の断熱を良くする工夫をしましょう。 

◆ 使っていない場所のブレーカーを落としてみましょう。 

◆ エアコンを暖房として使わないことも考えましょう。また、石油ファンヒータ
ーより石油ストーブ(電気不要)を活用するようにしましょう。 

◆ 電気を熱源にする家電製品は電力消費が大きいので使用を控えるようにしま
しょう。(電気ポット、ヘアドライヤー、コーヒーメーカー、電気ストーブなど) 

◆ 毎月エネルギー家計簿をつけて、エネルギー消費量を把握してみましょう。ま
た、ＣＯ2 排出量への換算をしてみましょう。 

◆ 具体的な節電目標やエネルギー削減目標などを掲げ、節電対策の実践やエネル
ギー利用を管理してみましょう。（電気、ガス、水道、灯油・ガソリンなど） 

◆ 省エネナビ※など、取組結果が見てわかるメーターを使い、節電など省エネの
取組状況を進めてみましょう。 

◆ アンペアダウン（契約アンペアの低減）に挑戦してみましょう。 

省エネイベントなどに積極的に参加してみましょう。 

♡ エコライフ※まつり、ノー夜ふかしデー、ライトダウンなどのエコイベントに
参加してみましょう。 

適正な自動車の利用に努めましょう。 

♡ 近隣の移動には、自転車の利用又は徒歩でいくようにしましょう。 

♡ 自家用車を利用する時は、アイドリングストップ※などに努めましょう。 

♡ エコドライブ※（省エネ運転：急加減速をしない、エンジンブレーキの活用な
ど）に努めましょう。 

◆ 自転車通勤や公共交通機関を利用するなど、できるだけ自家用車の使用を控え
るようにしましょう。 

 
4-1-2 
環境に配慮した省エネ
型製品の利用推進 

◆ 家電製品などはライフサイクルを考慮した省エネ型製品を使いましょう。 

◆ 自家用車は燃費のよいものを選びましょう。 

◆ 用途に合った自動車の使用など、カーシェアリングを考えてみましょう。 

◆ エコカー（クリーンディーゼル、ハイブリット、電気自動車など）の勉強会へ
の参加や情報収集、活用について検討してみましょう。 

 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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個別目標 4-2  創エネ･蓄エネの推進 
4-2-1 
蓄エネなどエネルギー
の効率利用の促進 

◆ 太陽熱給湯器や太陽熱を利用した蓄熱など、家庭で活用できる蓄エネを進めて
みましょう。 

◆ 家庭での節電と蓄電など、エネルギーの効率利用と省エネを検討してみましょ
う。 

 

4-2-2 
再生可能エネルギー※

などの利用推進 

♡ 太陽熱を利用してみましょう。（太陽熱温水器、ソーラークッカーなど） 

♡ 太陽光発電など再生可能エネルギーの有効性について、みんなで考え、その結
果を発信してみましょう。 

◆ 太陽光発電施設の導入状況や利用実績について、これから導入を検討する人に
役立つよう、市のアンケートへの協力や導入によるメリットやデメリットの事
例を発信していきましょう。 

◆ 生ごみの日、プラスチックの日、小枝の日、リサイクルデ―にあわせた資源の
回収など、資源を活かしたエネルギー利用の検討に協力していきましょう。 

 

 

個別目標 4-3  環境負荷※の少ないまちづくりの推進 
4-3-1 
快適な気候からなるま
ちづくりの推進 

♡ 一斉打水など、都市熱の緩和に係るエコイベントに参加してみましょう。 

◆ 街路樹や公園の樹木の維持管理に協力していきましょう。 

◆ 緑の多いまちづくり（グリーンカーテン※や生垣設置など）に協力しましょう。

 

4-3-2 
省エネ・創エネ・蓄エネ
型まちづくりの推進 

♡ 近くにいくときは歩いていきましょう。また、町を歩いて買物をしてみましょ
う。 

♡ 自家用車の利用はなるべく控え、公共交通機関や自転車を活用しましょう。 

◆ 地域や職場でのノーマイカーデーに協力しましょう。 

◆ 住宅の断熱化、省エネ・蓄エネ化など、省エネやエネルギー効率の良い住まい
に変えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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基本目標５ みんなで環境を守り育てるパートナーシップのしくみづくり 
● 環境について知り､考えてみましょう。 

● 地域の環境保全活動などに積極的に参加してみましょう。 

 

 

個別目標 5-1  環境学習※・環境保全活動の推進 
5-1-1 
環境教育・環境学習
の推進 

♡ 環境講演会、環境講座、出前講座、体験学習、観察会や見学会など、多様な学
習機会に参加し、環境について考えてみましょう。 

◆ 積極的に行政、企業から環境情報を収集し、環境について考えてみましょう。

◆ 学校での環境学習や体験学習への協力、学習の補佐など、子どもの環境学習を
支えていきましょう。 

 

5-1-2 
環境保全活動の推進 

♡ 地域で行われる環境保全活動に積極的に参加していきましょう。 

♡ クリーン作戦、花の植栽など、環境美化活動に積極的に参加しましょう。 

♡ 平地林や街路樹の落葉さらいや樹木の管理などに参加してみましょう。 

◆ 都市部・農村部ツアーなど、住んでいる地区以外の環境を知る活動に参加して
みましょう。 

◆ 環境配慮の行動や環境保全活動の事例を発信しましょう。 

 

5-1-3 
エコリーダー※の育成と
活動支援 

♡ エコリーダーやボランティアの活動に協力していきましょう。 

◆ エコリーダーなどの養成講座に参加してみましょう。 

◆ 県森林ボランティア、とちぎ「森の楽校」グリーンスタッフ、とちぎエコパー
トナー、とちぎエコリーダーなどに参加してみましょう。 

 

個別目標 5-2  環境パートナーシップ※の推進 
5-2-1 
環境交流の推進 

♡ 市民団体や事業者の環境配慮や環境保全活動を尊重し、理解に努めていきまし
ょう。 

♡ 環境パートナー情報や市民団体の環境保全活動情報、エコライフ※まつりなど
のエコイベント情報を把握し、参加してみましょう。 

 

5-2-2 
(仮称)しもつけ環境市
民会議との連携 

♡ 環境市民会議に参加してみましょう。 

♡ 環境市民会議が進める環境シンポジウムや環境フォーラム、エコイベントなど
に参加してみましょう。 

 

個別目標 5-3  環境調査・環境情報の整備と発信 
5-3-1 
環境調査の推進・調
査結果の公開 

◆ 自然観察や身近な生きもの調査、平地林や水辺の実態調査、環境モニターなど
の活動に参加し、地域の環境に関する情報の整備に協力してみましょう。 

◆ 自分が行った環境配慮や環境保全行動の結果を事例として整理し、提供しまし
ょう。 

 

5-3-2 
環境情報の整備と発
信 

♡ 自分が知っている地域や環境に関する知識、生活の知恵などの情報を提供・発
信してみましょう。 

◆ 環境保全行動事例の提供と発信、情報交換などを進めてみましょう。 

◆ 市が進める「（仮称）しもつけの環境」の整備や発信に参加や協力してみまし
ょう。 

 

 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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２ 市民団体の環境配慮（行動）指針 

基本目標１ 人と自然が調和するうるおいのある地域づくり 
● 自然環境の現状や課題に関する情報の発信、自然観察会などの開催、自然調査へ

の協力などを進めましょう。 

● 他の市民団体の活動を理解し、環境ネットワークづくりを進めましょう。 

● ｢You がおネット｣の活用などにより、団体の環境保全活動情報を発信していき
ましょう。 

 

個別目標 1-1  多様な生物と共生する豊かな里の保全と再生 
1-1-1 
生物多様性※の保全
と再生 

□ 動植物の生息・生育状況などを把握し、その情報を提供・発信していきましょう。

□ 生物多様性の理解を深めるため、見学会や自然観察会を企画してみましょう。 

□ 市が進めるエコリーダー※など生物多様性を支える人づくりに協力しましょう。

□ 多様な主体との協働による生物生息環境の保全・再生活動を進めましょう。 
・ 絶滅危惧種トウサワトラノオの保全・再生活動、水辺や水田の生物多様性の向上と情報発信 

・ 市民による身近な生きもの調査、ビオトープ※づくり、農業用水路への魚道の設置など生物生

息環境の保全・再生への協力など 

□ 行政がおこなう生物調査に協力しましょう。 

 

1-1-2 
平地林・里山※・水辺
の保全と再生 

□ 市や市民等との協働による平地林・屋敷林の保全活動を進めましょう。 
・ 平地林の実態調査（植生から動物、使われ方まで）、平地林マップづくりと活用 

・ 平地林の適切な管理と活用（重点地点ごとの整備）、平地林クリーン作戦など 

□ 水辺環境の現状調査を進め、問題を提起していきましょう。 

 

1-1-3 
自然とのふれあいの推
進 

□ 自然観察会の応援指導など市民の自然とふれあえる機会づくりを進めましょう。

□ 市民による研究会、団体の活動・PR を進めましょう。 

□ 農地･水保全管理活動組織の充実と環境保全活動を進めましょう。 

□ 自治会組織による環境保全活動を進めましょう。 
・ 住民による公園の緑、住宅地の緑地などの手入れ 

・ 桜ロード、あじさいロード、バラ庭園など個々の家の協力も得てマップづくりなど 

 

 

個別目標 1-2  大地がはぐくむ豊かな水と健全な水循環の保全と再生 
1-2-1 
健全な水循環の保全
と再生 

□ 水道施設などの見学会に協力し、市民の水循環・水環境・水資源への理解を深め
ていきましょう。 

□ 水利系統別の実地調査や調査結果情報の発信に協力しましょう。 

□ 活動で蓄積してきた水循環・水環境に関する知見や情報を発信・提供しましょう。

 

 

1-2-2 
豊かな水資源の保全
と活用 

個別目標 1-3  環境にやさしい産業の推進 
1-3-1 
地域資源を活かした
産業の推進 

□ 地域における地産地消※の活動を進めましょう。また、他の団体の活動と連携・
協力を深めましょう。 

□ 学校や地域での食育※、食と農の体験学習に協力しましょう。 

□ 地域の資源を活かした地産地消や産業づくりをおこなっている地域や企業など
への見学会や体験学習などに参加していきましょう。 

□ 環境保全型農業※などと連携した地産地消のブランドづくりに協力していきまし
ょう。 

□ スーパーや小売店に有機食品の拡充や地産地消を働きかけていきましょう。 

1-3-2 
環境に配慮した産業
の推進 
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個別目標 1-4  良好な景観と歴史文化がかおるまちづくり 
1-4-1 
歴史的・文化的環境
の保全 

□ 文化財、史跡などの活用ボランティア活動に協力しましょう。 

□ 史跡や文化財見学会の企画、歴史研究同好会の合同発表会を開催しましょう。 

□ 活動で集めた昔からの伝説や民話、くらしの知恵など、地域の自然共生の歴史や
文化に係る情報を発信していきましょう。 

 

1-4-2 
良好な景観の保全と
創造 

□ 景観選定事業などに協力し、景観の再発見と発信を進めましょう。 

□ 自治会ごとの“花”選定やフラワーロードづくりを進めましょう。 

□ 農道や用水路へのアジサイ、コスモス、ヒガンバナなどの植栽活動など、農村環
境の向上を進めましょう。 

□ 平地林や水辺の自然環境の保全・管理、荒廃地の美化活動を進めましょう。 
 

 

基本目標２ みんなが健康で安心できるくらしづくり 
● 環境汚染の監視活動に協力していきましょう。 

 

個別目標 2-1  さわやかで澄んだ大気や水の保全と向上 
2-1-1、2-1-2 
大気・水・土壌環境の
保全と向上 

□ 地域の大気汚染の監視（臭い、煙、排ガスなど）に協力しましょう。 

□ 地域の水環境汚染の監視（河川、溜池、湿地など）に協力しましょう。 

□ 土砂などの不法埋め立ての監視活動に協力しましょう。 
 

個別目標 2-2  安心してくらせる安全で快適な生活環境の確保 
2-2-1 
環境美化の推進 

□ ごみの不法投棄監視パトロールに協力しましょう。 

□ 地域での環境美化活動に協力していきましょう。 
 

2-2-2 
安心して歩ける歩行
環境の整備 

□ スクールガードボランティアの組織づくりに協力しましょう。 

□ 歩行空間や通学路の危険個所の調査、ヒヤリ･ハット※マップ、地域安全マップづ
くりや改善対策に協力しましょう。 

□ タバコの吸い歩き禁止活動や監視に協力していきましょう。 
 

2-2-3 
防災・減災の推進 

□ 地域の自然災害についての認識の共有や自治会での共同対策に協力していきま
しょう。 

□ 自治会単位の防災組織づくり、連絡体制づくりを進めていきましょう。 

□ 独居世帯の把握と孤立させないネットワークづくりを進めていきましょう。 
 

個別目標 2-3  放射性物質による環境汚染への対応 
2-3-1 
放射線汚染状況のモ
ニタリング※と情報提供 

□ 地域の放射能レベルの監視活動を進めましょう。（独自の空間線量測定と公開）

□ 放射能被ばくに関する啓発活動（講演会の企画など）を進めていきましょう。 
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基本目標３ 資源が循環する地球にやさしいまちづくり 
● ごみ減量化の啓発活動や 3Ｒ（スリーアール）※活動を進めていきましょう。 

 

 

 

 

個別目標 3-1  ごみゼロ社会の形成 
3-1-1 
リデュース※の推進 
（ごみの発生抑制） 

□ 環境学習※、エコイベントなどを通して、市と連携して「もったいない」運動
や３Ｒの普及を進めましょう。 

□ マイバッグ運動などごみの発生抑制に関する活動を進めましょう。 

□ 地元の食材を活用したエコクッキングなど、ごみを出さないような料理・料理
法を紹介していきましょう。 

 

3-1-2 
リユース※・リペア※の推
進 

□ ものを修理して長く大事に使う、自分で使わなくなった物を譲るなど、リユー
ス・リペアの普及を進めましょう。 

□ スーパーや小売店での量り売りやリターナブルびん導入などをお願いしてい
きましょう。 

□ 技術を活かして、リペアセンターなどでの家具や自転車、おもちゃの修理活動
に協力していきましょう。 

 

 

個別目標 3-2  資源が循環するしくみづくり 
3-2-1 
リユース・リサイクルのし
くみづくり 

□ 新品でなく、使用済みの物もリユース・リサイクルできるような身近で定期的
なフリーマーケットの企画と開催を進めましょう。 

□ フリーマーケットへの参加を進めましょう。 

□ 分別の勉強会や指導などに協力し、資源物の分別を徹底するよう普及していき
ましょう。 

□ 自治会、子ども会での資源回収など、資源物の団体回収を進めましょう。 

 

3-2-2 
廃棄物の排出削減と
適正処理 

□ 市民の廃棄物処理施設への見学会、学習会などを企画し、廃棄物処理の実態と
課題について学び、考え、ごみゼロ社会の形成に向けた３Ｒの取組の普及を進
めましょう。 

□ ごみ集積所の環境美化など、ごみステーションの維持・管理に協力しましょう。

□ 廃棄物の自区内処理の原則への理解を深めていきましょう。 

□ ごみゼロ社会への取組を進め、 終処分場※が不要になるように啓発活動を進
めていきましょう。 
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基本目標４ 環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり 
● 省エネ・創エネ・蓄エネのエコイベントなど、環境負荷※の少ないまちづくりを

進めましょう。 
 
 
 

個別目標 4-1  省エネの推進 
4-1-1 
エネルギー消費量の低
減 

□ エネルギー問題や省エネに関する学習会、講演会を企画し、省エネの啓発活動
を進めていきましょう。 

□ 省エネに取り組む企業や自治体の見学会を企画し､市民と一緒に省エネについ
て学び、考えていきましょう。 

□ エコキャンプ体験、太陽で作るカップケーキなどのエコイベントを企画、開催
し、エネルギーの大切さについて考えるきっかけづくりを進めましょう。 

□ 行政や地域、団体が進めるエコイベントなどに協力しあいましょう。 
・ エコライフ※まつりなど 

 

4-1-2 
環境に配慮した省エネ
型製品の利用推進 

□ ライフサイクルを考慮した省エネ型製品の普及を進めましょう。 

□ しもつけ発エコ認定商品の普及や認定活動に協力していきましょう。 

□ しもつけエコポイント※制度の構築に協力していきましょう。 

 

 

個別目標 4-2  創エネ･蓄エネの推進 
4-2-1 
蓄エネなどエネルギー
の効率利用の促進 

□ 行政や事業者、研究機関などと協力し、省エネ・創エネ・蓄エネを踏まえた効
果的なエネルギー活用法を検討し、市民に発信していきましょう。 

□ 太陽光発電など再生可能エネルギーの利用を進めていきましょう。 

 

 

4-2-2 
再生可能エネルギー※

などの利用推進 

個別目標 4-3 環境負荷の少ないまちづくりの推進 
4-3-1 
快適な気候からなるま
ちづくりの推進 

□ 緑の多いまちづくりに協力し、都市活動に伴う熱（都市熱）の排出の低減など、
省エネで快適な生活気候の確保に向けた取組を進めていきましょう。 

・ グリーンカーテン※コンテストや緑化フォトコンテストなど 

・ 市民による街路樹・公園の管理など 

□ 都市熱の緩和に関するイベントなど進めていきましょう。 
・ 雨水を利用した一斉打水などのキャンペーンへの推進や協力など 

・ まちの中でのクール＆ウォームエリアづくりの推進や協力など 

 

4-3-2 
省エネ・創エネ・蓄エネ
型まちづくりの推進 

□ 自転車の活用など、移動のエコ化を進めましょう。 

□ 太陽光発電など新エネルギー導入家庭のネットワークづくりを進めていきま
しょう。 
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基本目標５ みんなで環境を守り育てるパートナーシップのしくみづくり 
● 環境ネットワークづくりを進めましょう。 

● 環境教育･環境学習※を支援しましょう。 

● 地域の環境保全活動に参加・協力しましょう。 

 

個別目標 5-1  環境学習・環境保全活動の推進 
5-1-1 
環境教育・環境学習
の推進 

□ エコリーダー※などとして、学校での環境教育や環境学習※に協力しましょう。

□ 地域の環境学習や環境保全活動に参加しましょう。 

□ 市や他の団体と連携して、多様な環境学習機会を提供していきましょう。 
・ 学校向け、市民向け出前講座、環境講演会の開催・参加 

・ 廃棄物処理施設や渡良瀬遊水地(ラムサール登録湿地)見学会企画 

・ 「木を知ろう森を知ろう会」による平地林散歩、ネイチャーゲーム 

・ 水辺観察会、ＣＯ2 削減学習会など 

 

5-1-2 
環境保全活動の推進 

□ 環境保全活動の情報を発信していきましょう。 

□ 市や自治会連絡協議会と連携し、環境保全活動への参加を進めましょう。 

□ 環境保全が必要地区での活動に積極的に参加しましょう。 

□ 多彩な環境保全活動の場の提供など、市民の参加機会を充実しましょう。 
・ クリーン作戦など環境美化活動に積極的に参加(取り組む) 

・ 絶滅危惧種トウサワトラノオの保護、名草ふるさと自然誌の取組など 

 

5-1-3 
エコリーダーの育成と活
動支援 

□ 市のエコリーダー、環境保全活動コーディネーターとして登録し、活動を進めま
しょう。 

□ 市や県の組織などと連携し、エコリーダーや環境保全活動コーディネーターな
どの育成と、活動を支援していきましょう。 

・ 県森林ボランティア、とちぎ「森の楽校」グリーンスタッフ、とちぎエコパートナー、と

ちぎエコリーダーとの連携など 

 

個別目標 5-2  環境パートナーシップ※の形成 
5-2-1 
環境交流の推進 

□ 市民や各団体の活動を尊重し、協力しあい、環境ネットワークづくりを進めま
しょう。 

□ 環境保全活動や環境パートナー情報を発信していきましょう。 
・ 他市町村の環境団体との情報を共有化する（イベントなどの重複防止、参加拡大） 

・ 自主ホームページ、You がおネットなどによるイベント情報を発信 

・ エコイベントでの情報展示（エコライフ※まつり、生涯学習情報センターまつりなど） 

5-2-2 
(仮称)しもつけ環境市
民会議との連携 

□ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」に参加や協力し、活動を進めましょう。 

□ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」による環境フォーラムやエコイベントの開
催、環境保全活動に協力しましょう。 

 

個別目標 5-3  環境調査・環境情報の整備と発信 
5-3-1 
環境調査の推進・調
査結果の公開 

□ 環境状況に関する自主的な調査を進めましょう。 

□ 市や県がおこなう生物マップ作成やレッドデータ調査に協力しましょう。 

□ 調査結果の整備や報告書作成など、環境情報発信に協力しましょう。 
・ 生物マップ、レッドデータブック作成協力など 

 

5-3-2 
環境情報の整備と発
信 

□ 環境情報の収集・整備、市のホームページや環境情報誌などによる情報の発信
に協力しましょう。 

・ 市民等の取組実例の収集とわかりやすい発信 
・ 環境に関する各種情報の収集と発信、地域学としての「下野学」の推進 

・ 環境学習教材の整備への協力など 
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３ 事業者の環境配慮（行動）指針 

基本目標１ 人と自然が調和するうるおいのある地域づくり 
● 自然環境の現状と問題への理解を深めましょう。 

● 市民団体の活動への理解と活動に協力しましょう。 

 

 

個別目標 1-1  多様な生物と共生する豊かな里の保全と再生 
1-1-1 
生物多様性※の保全
と再生 

♡ 生態系※や環境に配慮した経済活動を進めましょう。 

♡ 殺虫剤の適正使用と病害虫の発生予察による防除をおこないましょう。 

♡ 化学物質の適正な使用と保管に努めましょう。 

◆ 事業所の敷地内に、可能な規模で里山やビオトープ※を整備しましょう。 

◆ 農家では、冬水たんぼ※の取組を検討し進めてみましょう。 
 

1-1-2 
平地林・里山※・水辺
の保全と再生 

♡ 市や市民等がおこなう平地林マップ作成や平地林実態調査に協力しましょう。 

♡ 平地林クリーン作戦に協力しましょう。 

♡ 市及び市民団体が進める平地林の管理活動に協力しましょう。 

♡ 敷地林の適正管理と保全に努めましょう。また、工場立地法による緑地の保全状
態の報告に努めていきましょう。 

◆ 有機農業※や減農薬の推進とあわせて、農薬などの適正使用を徹底し、水環境の
改善に努めていきましょう。 

 

1-1-3 
自然とのふれあいの推進 

♡ エコツーリズム※やグリーンツーリズムなどの活動に参加や協力し、市民や滞在
者との交流や自然と土、農とのふれあい活動を進めましょう。 

♡ 水田の生物多様性向上と生物とふれあえる田んぼ体験活動を進め、水田など農地
と水辺、平地林などの生物多様性が環境に果たす役割を発信しましょう。 

 

個別目標 1-2  大地がはぐくむ豊かな水と健全な水循環の保全と再生 
1-2-1 
健全な水循環の保全
と再生 

♡ 水道施設や用水施設などの見学会・学習会などに参加するなど、地域の水環境や
水道水源、水循環の重要性について考えていきましょう。 

♡ 下野市のおいしい水の保全と活用、ＰＲに努めましょう。 

◆ 水利組合ごとの管理区域図作成や水環境・水資源の情報提供に努めましょう。 

◆ 今後の水管理（下水道普及や家畜堆肥、化学肥料の散布など）の動向を把握し、
適切な管理を進めていきましょう。 

 

1-2-2 
豊かな水資源の保全
と活用 

♡ 事業所の排水基準の遵守や、実態報告書の公開などに努めましょう。 

♡ 水質汚濁や汚染の監視を継続し、市や市民等に報告や情報提供を進めましょう。

◆ 雨水貯留施設の設置と雨水有効活用を進めましょう。 

◆ 有機農業の推進や減農薬に努めるなど、河川や水路の水環境の保全と確保に努め
ましょう。 

 

 
 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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個別目標 1-3  環境にやさしい産業の推進 
1-3-1 
地域資源を活かした
産業の推進 

♡ 地域の産業、農業を紹介していきましょう。 

♡ できるだけ輸送距離の短い地元の食材を使うなど､地産地消※に協力しましょう。

♡ 地元の食材を活用した食の工夫や提供に努めましょう。また、環境保全型農業※

や循環型農業※の推進に参加・協力しましょう。 

◆ 下野市産の商品にエコポイント※（地域通貨）などを付加しましょう。 

◆ 地域資源を活用した商品開発など、地域資源の保全や育成に配慮しましょう。 

◆ 市民等を巻き込んでの新しいブランドづくり、推選や宣伝に協力しましょう。 

 

1-3-2 
環境に配慮した産業
の推進 

♡ 環境に配慮した事業活動を進めましょう。生産工程の管理を徹底しましょう。 

♡ エコ・ワークスタイル※づくりを進め、市が進めるエコ（ショップ＆オフィス）※

に登録し、事業所のエコスタイルを発信していきましょう。 

♡ 農薬などの適正な使用を徹底しましょう。また、環境保全型農業を進めましょう。
・ 農薬や化学肥料に頼らない有機農法の導入、有機食品の優先的販売など。 

・ 観光農園の事業拡大など、地産地消の推進 

・ 田畑の畦への除草剤散布の低減､農薬使用の低減､害虫防除におけるフェロモン剤使用 

・ グリーンベルトなどの設置、農地の土壌流出抑制、冬期粉じん対策の麦作付の推進 

・ ワラや落葉・生ごみ、食品残渣などの堆肥化と活用の推進 

 

個別目標 1-4  良好な景観と歴史文化がかおるまちづくり 
1-4-1 
歴史的・文化的環境
の保全 

♡ 地域の史跡や歴史・文化について知り、保全活動に協力していきましょう。 

♡ 事業活動のイメージアップづくりと一体となった下野市の史跡・文化財の PR、
情報発信を進めましょう。 

 

1-4-2 
良好な景観の保全と
創造 

♡ 下野市の景観の発見・発信に協力しましょう。 
・ 下野市ウィンター活性化推進協議会の合同事業報告会の実施など 

♡ 事業所周辺の街路樹の管理・花木の植栽、クリーン活動など、地域の美観づくり
に協力しましょう。 

◆ 看板の適正化、電飾看板やライトアップ、自販機設置の自粛など努めましょう。

◆ 地域樹種の植栽など敷地の緑化や緑地整備、管理を進めましょう。 

◆ 耕作放棄地の解消に向けて、農地の適正な保全と管理に努めましょう。 

 

 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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基本目標２ みんなが健康で安心できるくらしづくり 
● 排出基準（法令）を遵守し、環境汚染の防止、排出汚濁負荷の削減に努めましょう。 

● 環境汚染の防止、良好な環境の保全及び創造に努め、計画の推進に協力しましょう。 

● 行政や市民等の環境保全活動に協力しましょう。 

 

 

個別目標 2-1  さわやかで澄んだ大気や水の保全と向上 
2-1-1 
大気・水・土壌環境の
保全と向上 

♡ 排出基準を遵守するなど、大気環境の保全と向上に努めましょう。 

♡ 市民等による事業所の施設公開（見学会）などに協力しましょう。 

♡ エコ通勤（ノーマイカー）の取組を進め、省エネや大気環境保全を進めましょう。

♡ 自動車のアイドリングストップ※など、エコドライブ※に努めましょう。 

♡ 営業や物流に関わる車両の低公害車両※使用への移行・活用に努めましょう。 

◆ 悪臭防止に向けて、不熟家畜堆肥（におい公害）の散布を自粛していきましょう。

◆ 夜間照明について、時間を設定し「間引き照明」にしていきましょう。 

◆ 電飾看板の自粛、利用の適正化に努めましょう。 

♡ 地下水の保全に努めましょう。 

♡ 排水処理施設や設備の検査や管理の徹底に努めましょう｡ 

◆ 農業では農薬などの適正使用や減農薬の推進など水環境の保全に配慮しましょう。

♡ 地下水の過剰汲み上げはしないようにしましょう。 

♡ 土壌汚染防止のため、不法な土砂などの埋め立てはしない。 

◆ 農業では農薬などの適正使用や減農薬の推進など土壌環境の保全に配慮しましょう。

2-1-2 
県・関係市町との連携
による監視･指導･対
策など 

♡ 県や市がおこなう調査や対策に協力しましょう。 

◆ 事業所の工業排水の定期的自主検査と結果の公開に努めましょう。また、市民等
の施設見学会への協力に努めましょう。 

◆ 工業団地における土壌汚染の自主検査、結果の公開に努めましょう。 
 

個別目標 2-2  安心してくらせる安全で快適な生活環境の確保 
2-2-1 
環境美化の推進 

♡ 事業系ごみや産業廃棄物の適正処理をおこない、不法投棄はしない。 

♡ 事業所周辺の環境美化対策を進めましょう。また、クリーン作戦などに参加や協
力しましょう。 

 
2-２-2 
安心して歩ける歩行
環境の整備 

♡ 駐車場や敷地への自動車の出入り口などでは、歩行者や自転車の安全が確保でき
るよう適切な対策を進めましょう。 

◆ 人が集まる施設などのバリアフリー※、ユニバーサルデザイン※を進めましょう。

◆ 外食産業や人が集まる施設では、施設内の禁煙に努めましょう。 
 

2-2-3 
防災・減災の推進 

◆ 防災マップや防災学習などにより、地域の自然災害について市民や行政と認識を
共有し、事前の災害対策や減災の取組を進めていきましょう。 

・ 帰宅難民対策（帰宅ルート、宿泊所、備品の確保）の推進、非常時の備品の準備･確保 

・ 避難路沿いの危険物対策の推進、危険物保有・設置情報の提供と共有 

・ 操業時の安全管理対策の徹底など 
 

個別目標 2-3  放射性物質による環境汚染への対応 
2-3-1 
放射線汚染状況のモ
ニタリング※と情報提供 

♡ 事業活動における河川や用水からの汚染水取水、汚染大気の吸気、汚染材料の使
用など、放射性物質による製品の汚染防衛対策を進めましょう。 

◆ 食品放射能レベルの検査や検査結果の表示など、安全な食品の PR に努めましょ
う。 

◆ 農業では、放射性物質が農畜産物に移行しないように努めましょう。 
 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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基本目標３ 資源が循環する地球にやさしいまちづくり 
● 材料調達、製造から販売における事業活動からの廃棄物発生の抑制、廃棄物の回

収と再使用、再資源化を進めましょう。 

● 拡大生産者責任※に則り、その実践を進めましょう。ごみになりにくい商品、寿命

の長い修理しやすい商品、リサイクルしやすい商品などの開発と販売を進めましょう。

また、廃棄物会計の報告会開催など環境情報の公開に努めましょう。 

 

 

個別目標 3-1  ごみゼロ社会の形成 

個別目標 3-2  資源が循環するしくみづくり 
3-1-1 
リデュース※の推進 
（ごみの発生抑制） 

♡ 事業活動におけるごみの発生を抑制しましょう。 
・ 事業所のごみの排出状況を把握し、減量計画の立案 

・ 職場ごとのごみ責任者を決め、ごみの減量化・資源化の推進 

・ 社内教育の実施による、ごみ減量化・資源化や分別の認識の共有化 

・ 職場の個人用ごみ箱の廃止、分別ボックスの設置と分別の徹底の推進 

・ 再生紙などのリサイクル原料や製品の積極的な活用、グリーン購入※の推進 

・ ＩＴ化や紙の両面使用など紙消費量の減量 

・ 職場内での飲料自販機の設置抑制、給茶機などの活用 

・ 環境に配慮した商品の開発（容器包装類の削減、使い捨て容器の廃止、リユース※容器の

活用など） 

 

♡ 販売活動でのごみの発生を抑制しましょう。 
・ 簡易包装や無包装による販売の促進、過剰容器の廃止、レジ袋や包装の有料化など、消費

者への普及と理解の向上 

・ 詰め替え商品の販売の充実と消費者にごみ減量の推進 

・ レジ袋の削減推進（有料化、辞退者への値引きなど）、商工会や商店街との連携 

・ トレイやパッケージ売りの抑制、バラ売りや量り売りの導入 

・ 容器包装（トレイ、紙パックなど）や資源ごみの店頭回収によるリサイクルの推進 

・ 使い捨て容器やリサイクル容器（紙、ペットボトル、カン類）を減らし、リユース容器（リ

ターナブルびんなど）への切り替えと活用 

 

♡ 食品や食材の製造・販売活動でのごみの発生を減らしましょう。 
・ 食品残渣などの堆肥化と活用による循環型農業の推進 

・ 飲食店などから排出される生ごみの堆肥化など、生ごみの有効活用の推進 

 

♡ エコマーク商品など、環境にやさしい製品の販売とＰＲに努めましょう。 
・ リユース製品やリサイクル製品の製造と販売、ＰＲ 

 

♡ 容器包装リサイクル法に基づくビニール・プラスチック類の適確なリサイク
ルを進めましょう。 

◆ 製品の修理やメンテナンスの体制づくりなど、アフターサービス機能を強化
しましょう。 

 

3-1-2 
リユース・リペアの推進 

3-2-1 
リユース・リサイクルのし
くみづくり 

3-2-2 
廃棄物の排出削減と
適正処理 

♡ 廃棄物処理法を遵守し、廃棄物の適正な処理を進めましょう。 

♡ 廃棄物の委託による廃出先の確認など、産業廃棄物管理票（マニフェスト）による適

正処理の確認、不法投棄の防止など 

♡ 事業系廃棄物の家庭ごみへの混入はやめましょう。 
・ 事業系廃棄物を一般廃棄物※として出さないなど、事業系廃棄物の適正処理の実施 

 

◆ ゼロ・エミッションなど、事業活動から排出される資源の循環利用を進め、
廃棄物 終処分量を減らしましょう。 

 
 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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基本目標４ 環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり 
● 何でも電気に頼る事業活動を見直していきましょう。 

● PPS（特定規模電気事業者）と契約し、原発などの電力に頼らない代替電力の導入
を進めましょう。 

 

個別目標 4-1  省エネの推進 
4-1-1 
エネルギー消費量の低
減 

♡ 県主催の省エネイベントなどへの積極的に参加・協力していきましょう。 

♡ 事業所における節電など、省エネ対策の推進に努めましょう。 
・ 全体照明から部分照明へ移行するなど、オフィスの照明の見直しと照明の適正化 

・ クールビズ・ウォームビズ※の励行、事業所内でのクール＆ウォームシェアづくり 

・ エアコンの設定温度の適正化、要所での扇風機の活用 

・ ノー残業デーの推進、残業ルームや個別照明の設置 

・ 自家用車通勤の自粛、公共交通、自転車や徒歩通勤の励行など 

・ 自然採光・採風、太陽熱や年間を通して水温が安定した地下水など自然資源の活用 

◆ 事業所のエネルギー消費量のチェックと管理（削減目標設定と実践）を進めま
しょう。また、削減実績の公開とＰＲに努めましょう。 

・ 使用電力管理システムの導入、省エネ・創エネ・蓄エネの推進 

♡ 省エネに配慮した自動車利用を進めましょう。 
・ 物流や輸送効率の改善、貨物鉄道の活用など 

・ 燃費のよい小型車やディーゼル車（環境配慮対応車両）の輸送車両への活用 

・ 電気自動車の活用検討（再生可能エネルギーなどによる充電、ライフサイクルアセスメント※

を考慮した長所・短所の検討）など 

◆ ライフサイクルを考慮した省エネ型製品の提供と活用を進めましょう。 
・ 省エネ型製品の提供、エコな認定商品(下野市発)の発信・ＰＲによる普及 

・ 製品の製造から利用・廃棄までにかかるＣＯ2 排出量の表示 

・ 家庭での消費電力測定機器の普及及び創エネ・蓄エネ設備の普及など 

◆ 省エネなど消費者のエコ対策に対するサービス還元システムづくりを進めま
しょう。 

・事業所のエコポイント※づくり、市や市民団体のエコポイントとの連携など 

4-1-2 
環境に配慮した省エネ
型製品の利用推進 

個別目標 4-2  創エネ･蓄エネの推進 
4-2-1 
蓄エネなどエネルギー
の効率利用の促進 

◆ 事業所での蓄エネの推進とエネルギーの効率利用の推進に努めましょう。 

・ 太陽熱給湯器など太陽熱を活用した創エネ・蓄エネの推進 

・ 自主電源（ディーゼル・ガスコージェネ※、ガス燃料電池など）及び蓄電設備の導入など 

◆ 再生可能エネルギー(太陽光発電､太陽熱)の利用の推進に努めていきましょう。
・ 太陽光発電などの導入によるメリット、デメリットなどの事例の収集と提供 

・ 太陽光発電システムの導入の推進 

・ 未利用地や建造物の屋根を利用した太陽光発電の実験・研究・活用など 

◆ 太陽光・太陽熱以外の再生可能エネルギーの検討・活用に努めていきましょう。
・ 用水路を利用した小水力発電の導入を検討 

・ 地下水との温度差、ヒートポンプを利用し熱利用 

・ モミガラなどの利用（オガライトのような型に整形、燃料として利用） 

・ 生ごみ、畜糞によるバイオエネルギーの利用など 

4-2-2 
再生可能エネルギー※

などの利用推進 

個別目標 4-3  環境負荷※の少ないまちづくりの推進 
4-3-1 
快適な気候からなるま
ちづくりの推進 

♡ 都市熱の緩和に係るエコイベントなどに参加･協力しましょう。 
・ 雨水を利用した一斉打水など 

◆ 事業所周辺の緑化、屋上緑化※・壁面緑化、グリーンカーテン※設置など、事業
所の省エネ対策を進めていきましょう。 

4-3-2 
省エネ・創エネ・蓄エネ
型まちづくりの推進 

♡ 公共交通機関利用、自転車活用など、移動のエコ化を進めましょう。 

◆ 施設・建物などの省エネ･蓄エネ･創エネ化を進めましょう。 
・ 事業所の断熱化、省エネ化の推進、外壁などの遮熱塗装の活用 

・ 駐車場の緑化・透水性舗装※の活用 

・ 蓄電設備の導入によるエネルギー利用の効率化 

・ 太陽光発電システムの導入など、再生可能エネルギーの活用など 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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基本目標５ みんなで環境を守り育てるパートナーシップのしくみづくり 
● 環境教育・環境学習※に協力しましょう。 

● 地域の環境保全活動に参加・協力しましょう。 

 

 

個別目標 5-1  環境学習・環境保全活動の推進 
5-1-1 
環境教育・環境学習
の推進 

♡ 地域の環境学習※や体験学習などに参加・協力しましょう。 

◆ 環境講座や出前講座への技術者の派遣など、専門的・技術的知見や情報を活か
して、市民等の環境教育・環境学習に協力しましょう。 

 

5-1-2 
環境保全活動の推進 

♡ 事業所周辺の道路の清掃や環境美化に努めましょう。 

♡ クリーン作戦に参加・協力しましょう。 

♡ 地域でのエコイベントや自然観察、環境調査などに参加・協力しましょう。 

 

5-1-3 
エコリーダー※の育成と
活動支援 

◆ エコリーダー養成講座への職員の派遣、エコリーダーの登録など、（仮称）し
もつけエコリーダーの育成と活動に協力していきましょう。 

 

 

個別目標 5-2  環境パートナーシップ※の形成 
5-2-1 
環境交流の推進 

♡ 市民、市民団体の環境保全活動を尊重し､協力しましょう｡ 

◆ 事業所の環境対策状況の公開や発信など、事業活動に対する理解の向上に努め
ましょう。 

・ 立地企業や事業所、ＪＡの環境保全取組報告会などの実施 

 

5-2-2 
(仮称)しもつけ環境市
民会議との連携 

♡ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」に参加するなど、計画の推進や環境保全活
動に協力していきましょう。 

♡ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」が開催する環境フォーラムなどに参加･協力
しましょう。 

 

個別目標 5-3  環境調査・環境情報の整備と発信 
5-3-1 
環境調査の推進・調
査結果の公開 

◆ 自主的・定期的な水質検査など環境測定の実施、情報提供や報告会を進めまし
ょう。 

◆ エネルギー消費量やＣＯ2 排出量など、環境負荷※に関する自主的な環境報告
書※・環境配慮報告書の作成や公開に努めていきましょう。 

 

5-3-2 
環境情報の整備と発
信 

♡ 事業所での環境保全への取組状況や取組事例などを発信していきましょう。 

◆ 市の環境情報の整備・発信に向けて、情報やノウハウを協力していきましょう。

 

 

 

♡：取り組んでみましょう  ◆：チャレンジや努力してみましょう
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第３章 地域別環境配慮指針 
環境利用に際して地域環境に配慮が望まれる事項を示しています。 

 

本計画は、良好な環境を維持・向上させ、都市と農村が共生する社会を活かし、物やエネ

ルギーが循環する地産地消※のしくみをつくり、だれもが健康で生きがいを持ち、豊かな心の

ふれあいがある持続可能な地域社会『人と自然が調和し、歴史と文化のかおる心豊かな環境

のまち しもつけ』の実現をめざしていきます。 

地域のより良好な環境づくりや環境の保全及び創造に向けて、地域の自然環境の保全・再

生、生活環境の保全・向上など、環境負荷※の低減に向けた配慮すべき視点について「地域

別環境配慮指針」として示しています。開発や事業の実施など環境利用に際しては、地域環

境に事前に配慮を進め、その適切な保全と向上を図っていくことが大切です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ地域 
姿川右岸台地 

Ｃ地域 
中央台地 

Ｄ地域 
田川･鬼怒川
低地 

Ｂ地域 
姿川低地 
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１ 地域別環境配慮指針 Ａ地域－姿川右岸台地 

 
（1）地域環境の概況 

地形・地象 ・ 思川と姿川に挟まれた標高約 45ｍ～
75ｍの緩やかな起伏の台地からなる
地域です。 

・ 中位面のローム台地と台地を開析する
小さな谷底平野や浅い谷からなってい
ます。 

・ 平坦な台地面が広がっていますが、姿
川沿いの低地に面して、高さ数ｍの緩
やかな台地斜面が形成されています。 

・ 台地面は、洪積堆積物の砂礫層をロー
ム層が覆っています。 

・ 洪水ハザードマップ※では浸水予想水深
の高い地区はほとんどありません。 

水象・水辺 ・ 南部の谷底平野にある姿川に流入する
河川や水路のほかには、水辺はありま
せん。 

・ 池沼は、天平の丘公園内の明日香川と
池沼など、公園などに小さな水辺が造
られています。 

・ 地下水は、台地面から雨水の浸透によ
りかん養されています。 

 

植生・土地利
用 

・ 台地面には、畑が広がっているほか、果樹園や水田、平地林、屋敷林など緑の
多い住宅地が点在しています。 

・ 平地林は、北部の上台・細谷地区と、天平の丘公園、その周辺地区にクヌギ-コ
ナラ林が広がっているほか、台地縁辺部や古墳などの各地に、クヌギ-コナラ林
やスギ・ヒノキ・サワラ植林として点在しています。このほか屋敷林など緑の
多い住宅地もまとまって分布するなど、緑の豊かな地域となっています。 

・ 台地内の低地や浅い谷は水田となっています。 

 

主な公園緑地 ・ 天平の丘公園、万葉植物園、尼寺史跡公園 

主な史跡など ・ 下野国分尼寺跡、下野国分寺跡、箕輪城跡、 

・ 星宮神社古墳、山王塚古墳、丸塚古墳、愛宕塚古墳、甲塚古墳、オトカ塚古墳

 

その他 ・ 関東ふれあいの道（首都圏自然歩道） 

風土記のみち：思川～天平の丘公園～姿川 

・ 主な公共公益施設：県立しもつけ風土記の丘資料館、埋蔵文化財センター 

民俗資料館（夜明け前）、特養老人ホームまほろばの里 

・ 国分寺第 2 配水場 

（丸塚古墳付近の風景）
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（2）地域環境の保全及び創造に向けて（環境配慮指針） 

基本目標１  人と自然が調和するうるおいのある地域づくり 
個別目標 1-1 

多様な生物と共生
する豊かな里の保
全と再生 

□ 平地林の分断を控え、緑化など緑のネットワーク形成に努めましょう。 

□ 台地縁辺の斜面周辺の平地林や屋敷林の保全、植樹など、連続する自然環
境の保全と再生に努めましょう。 

□ 平地林の間伐や下草刈りなど、適切な整備と管理を進め、在来生物が生息
しやすい環境の保全と再生に努めましょう。 

□ 台地上の冬水たんぼ※の推進など生物の生息環境の確保に配慮しましょう。

個別目標 1-2 

大地がはぐくむ豊かな
水と健全な水循環の保
全と再生 

□ 平地林や農地の保全など、雨水の保水や地下水かん養機能の向上に努めま
しょう。 

□ 敷地内の樹林や屋敷林の保全、駐車場や道路の透水性舗装※など、雨水の浸
透機能の向上に努めましょう。 

□ 水路などからの適切な地下水かん養機能の保全と向上に配慮しましょう。

□ 雨水浸透枡の設置など、地下水かん養機能の確保に努めましょう。 

個別目標 1-3 

環境にやさしい産
業の推進 

□ 麦の栽培など、冬季の土ぼこり発生防止に配慮しましょう。 

□ 農薬の適正使用の徹底や減農薬に努めるなど、環境保全型農業※を進めましょう。

□ 地産地消※に配慮した安全･安心な農産物の提供に努めましょう。 

□ 農産物などの地域資源の保全と活用、循環型利用に努めましょう。 

□ 事業実施に際して、事前に環境配慮を進め、環境負荷の低減、汚染の未然
防止、地域の良好な自然環境や生活環境の保全と向上に努めましょう。 

個別目標 1-4 

良好な景観と歴史
文化がかおるまち
づくり 

□ 史跡などの文化財の保全に努めましょう。 

□ 史跡などの周辺での建造物の建設に際しては、歴史的・文化的環境の保全と
調和に努めましょう。また、電線の地中化など景観づくり配慮しましょう。 

□ 農村や田園景観の保全と調和に努めましょう。 

□ 台地縁辺斜面の平地林や屋敷林の保全に努め、植樹などにより地域の良好
な景観の保全に努めましょう。 

 

基本目標２  みんなが健康で安心できるくらしづくり 
個別目標 2-1 

さわやかで澄んだ
大気や水の保全と
向上 

□ 事業所周辺の緑化など、環境対策と地域景観の保全に努めましょう。 

□ 適切な排水対策の実施、汚染物質の使用を控えるなど、河川・水路の水質
汚濁や汚染防止に努めましょう。 

□ 土壌や地下水汚染防止のため、有害物質などの適正な管理に努めましょう。

個別目標 2-2 

安心してくらせる
安全で快適な生活
環境の確保 

□ 歩道の確保など、歩行者が安心て歩ける歩行空間の確保に努めましょう。

□ ブロック塀を生垣にするなど、地震時にも安全な歩行空間の確保と緑豊か
で快適なまちなみの形成に努めましょう。 

□ 住宅や建物の建設に際しては、自然災害からの減災に努めましょう。 
 

基本目標４  環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり 

個別目標 4-3 

環境負荷※の少ない
まちづくりの推進 

□ 屋敷林の保全、敷地内や周辺の植樹など、快適な居住環境の確保と都市熱
の緩和に努めましょう。 

□ 建物の緑化（屋上緑化※や壁面緑化）や遮熱塗装など、省エネルギーに配慮
した建築に努めましょう。 

□ 道路や歩道、駐車場の透水性舗装や街路樹の植栽など、都市熱の緩和に努
めましょう。 

□ 太陽光発電・太陽熱利用など再生可能エネルギー※利用と蓄エネ設備の導入
などエネルギーの効率的利用に努めましょう。 

□ 地域の資源を活かした再生可能エネルギー利用を検討していきましょう。
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２ 地域別環境配慮指針 Ｂ地域－姿川低地 

 
（1）地域環境の概況 

地形・地象 ・ 標高約 40ｍ～80ｍの姿川沿いの低地
で、台地を開析した姿川の南北に長い
谷底平野や氾濫平野からなっていま
す。 

・ 表層部は泥・砂・礫の沖積堆積物から
なり、台地などを形成している洪積堆
積層を覆っています。 

・ 洪水ハザードマップ※では、ほぼ全域が
浸水予想区域となっています。特に姿
川右岸に浸水予想水深が高くなってい
ます。 

 

水象 ・ 渡良瀬川水系の思川に流入する姿川が、
南北に流下しています。 

・ 北部の下古山で、宇都宮南部の市街地
を流下してきた西川田川・新川が、姿
川に流入しています。 

・ 姿川の小山堰より取水された小山用水
が南東に地域を横断し、Ｃ地域の台地
斜面の境を流れています。 

・ 水辺は、姿川の河川と水田地帯の網目
状に発達した水路からなります。 

・ 姿川の伏流水により、また水路や水田
からの浸透水により地下水がかん養さ
れています。 

 

植生・土地利
用 

・ 姿川の河川敷を除く、ほぼ全域が水田で、田園地帯となっています。 

・ 大規模な施設としては、北部の姿川沿いに、きらら館や特養老人ホームいしば
し、石橋中が、南部に国分寺運動公園、ゆうゆう館が立地しているほかは、住
宅地はほとんどありません。 

・ 両側Ａ、Ｃ地域の台地縁辺斜面の平地林や屋敷林が眺望されますが、蔓巻公園
などの公園を除くと平地林はほとんどありません。 

・ 姿川の河川敷は、ヨシクラスの植生や自然裸地が連続して分布するなど、自然
性の高い地域となっています。 

主な公園緑地 ・ 姿川アメニティパーク、みのわ古城公園 

・ 蔓巻公園・蔓巻公園オートキャンプ場、国分寺運動公園、Ｂ＆Ｇ海洋センター

主な史跡など ・ 孝謙天皇神社、太夫塚古墳群 

その他 ・ 関東ふれあいの道（首都圏自然歩道） 

①風土記のみち：姿川（紫橋～御使者橋、御使者橋～小金井一里塚は①②が重複) 

②ゆうがおのみち：稲荷神社～箕輪城跡、姿川（箕輪橋～御使者橋） 

・ 姿川サイクリングロード 

・ 主な公共公益施設：ふれあいセンター、武道館、弓道場静思館 
保健福祉センターきらら館、保健福祉センターゆうゆう館 
特養老人ホームいしばし 

 

（姿川アメニティパーク）
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（2）地域環境の保全及び創造に向けて（環境配慮指針） 

基本目標１  人と自然が調和するうるおいのある地域づくり 
個別目標 1-1 

多様な生物と共生
する豊かな里の保
全と再生 

□ 水辺の自然環境の保全と再生など、在来生物が生息しやすい環境の保全と
再生に努めましょう。 

□ 水辺の自然や魚道の確保など、生物の生息環境の向上に努めましょう。 

□ 冬水たんぼ※の推進など、生物の生息環境の確保に配慮しましょう。 

□ 水辺や周辺の自然環境の保全と向上、水辺のネットワーク形成に努めまし
ょう。 

個別目標 1-2 

大地がはぐくむ豊かな
水と健全な水循環の保
全と再生 

□ 河川沿いの伏流水の保全に配慮しましょう。 

□ 水路などからの適切な地下水かん養機能の保全と向上に配慮しましょう。

□ 水田などの雨水貯水機能などの保全と活用に配慮しましょう。 

個別目標 1-3 

環境にやさしい産
業の推進 

□ 麦の栽培など、冬季の土ぼこり発生防止に配慮しましょう。 

□ 農薬の適正使用の徹底や減農薬に努めるなど、環境保全型農業※を進めましょう。

□ 地産地消※に配慮した安全・安心な農産物の提供に努めましょう。 

□ 農産物などの地域資源の保全と活用、循環型利用に努めましょう。 

□ 事業実施に際して、事前に環境配慮を進め、環境負荷の低減、汚染の未然
防止、地域の良好な自然環境や生活環境の保全と向上に努めましょう。 

個別目標 1-4 

良好な景観と歴史
文化がかおるまち
づくり 

□ 建造物の建設に際しては、歴史的・文化的環境の保全と調和に努めましょ
う。 

□ 施設周辺の緑化や建造物の高さに配慮し、眺望の良い開けた田園景観や農
村景観の保全と調和に努めましょう。 

□ 隣接する地域の台地縁辺斜面の平地林や屋敷林への眺望の保全など、地域
の良好な景観の保全に努めましょう。 

基本目標２  みんなが健康で安心できるくらしづくり 
個別目標 2-1 

さわやかで澄んだ
大気や水の保全と
向上 

□ 事業所周辺の緑化など、環境対策と地域景観の保全に努めましょう。 

□ 適切な排水対策の実施、汚染物質の使用を控えるなど、河川・水路の水質
汚濁や汚染防止に努めましょう。 

□ 土壌や地下水汚染防止のため、有害物質などの適正な管理に努めましょう。

個別目標 2-2 

安心してくらせる
安全で快適な生活
環境の確保 

□ 歩道の整備など、歩行者が安心て歩ける歩行空間の確保に努めましょう。

□ 住宅や建物の建設に際しては、水害など自然災害からの減災に努めましょ
う。 

基本目標４  環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり 

個別目標 4-3 

環境負荷※の少ない
まちづくりの推進 

□ 敷地内や周辺の植樹、建物の緑化（屋上緑化※や壁面緑化）や遮熱塗装など、
省エネルギーに配慮した建築に努めましょう。 

□ 道路や歩道、駐車場の透水性舗装※や街路樹の植栽など、都市熱の緩和に努
めましょう。 

□ 太陽光発電・太陽熱利用など再生可能エネルギー※利用と蓄エネ設備の導入
などエネルギーの効率的利用に努めましょう。 

□ 小水力発電など地域資源を活かした再生可能エネルギー利用について検討
していきましょう。 
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３ 地域別環境配慮指針 Ｃ地域－中央台地 

 
（1）地域環境の概況 

地形・地象 ・ 姿川と田川に挟まれ、北の宇都宮市街地
から延び本市の中央部に広がる標高約
45～80ｍの台地地域です。 

・ 中位面のローム台地と台地を開析する出
井川などの谷底平野や浅い谷も発達し
ています。 

・ 平坦な台地面が広がっていますが、姿川
や田川、出井川などの低地に面して、高
さ数ｍの緩やかな台地斜面が形成され
ています。 

・ 台地面は、洪積堆積物の砂礫層をローム
層が覆っています。また、出井川などの
谷底平野は泥･砂･礫の沖積堆積物から
なっています。 

水象・水辺 ・ 大きな河川はありませんが、利根川の支
流の西仁連川に注ぐ出井川（薬師用水）
が東部を南北に流下しています。 

・ 南北に通る国道 4 号線付近を境に、西側
は姿川流域、東側は出井川（西仁連川流
域）となっています。 

・ 姿川の小山堰より取水された小山用水
が、国分寺運動公園から南東に、小金井
市街地を横断して流れています。 

・ 池沼は、石橋のあやめ園と天沼、薬師ヶ
池などがあります。 

 

植生・土地利
用 

・ ＪＲ宇都宮線の石橋駅、自治医大駅、小金井駅の 3 駅を中心とした台地には、市
街地が広く形成されているほか、各地に工業団地が立地しています。 

・ 自治医大駅東側に、自治医科大学や附属病院、ニュータウンが整備されています。

・ 市街地を除く台地面には畑が広がっているほか、クヌギ-コナラ林の平地林、屋
敷林などが各地にまとまって点在しています。谷底平野部は水田となっていま
す。 

・ 天然記念物：龍興寺のシラカシ、満福寺のツバキ･ムクロジ 

主な公園緑地 ・ 上原憩いの森公園、グリムの森、石橋あやめ園、大松山運動公園、大光寺公園、
祇園原公園、諏訪山公園、烏ヶ森公園、西原公園、小山用水親水公園、別所山公
園、市民農園※、他 

主な史跡など ・ 下野薬師寺跡、児山城跡、薬師寺城跡、下石橋一里塚、小金井一里塚、北台遺跡

・ 横塚古墳(消滅)、下石橋愛宕塚古墳、御鷲山古墳、道鑑塚古墳、別処山古墳 

その他 ・ 関東ふれあいの道（首都圏自然歩道） 

①ゆうがおのみち：稲荷神社～祇園原～自治医大駅 

②アシそよぐ水辺のみち：祇園原～薬師寺 

・ グリムの館、石橋図書館、下野市テーマ館、下野薬師寺歴史館、グリーンタウン
コミュニティセンター、南河内図書館 

・ 自治医科大学、自治医科大学附属病院、とちぎ子ども医療センター、 

・ 石橋体育センター・スポーツ交流館、南河内球場、西坪山球場 

・ 石橋第 1・第 2 配水場、水道庁舎、南河内第 1 配水場、国分寺第 1 配水場 

・ 石橋第一･第二･第三工業団地、柴工業団地、西坪山工業団地、下坪山工業団地 

（自治医大駅前）
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（2）地域環境の保全及び創造に向けて（環境配慮指針） 

基本目標１  人と自然が調和するうるおいのある地域づくり 
個別目標 1-1 

多様な生物と共生
する豊かな里の保
全と再生 

□ 平地林の分断防止、台地縁辺の斜面周辺の平地林や屋敷林の保全と植樹な
ど連続する自然環境の保全、水辺と緑のネットワーク形成に努めましょう。

□ 平地林の間伐や下草刈りなど、適切な整備と管理を進め、在来生物が生息
しやすい環境の保全と再生に努めましょう。 

□ 冬水たんぼ※の推進など、生物の生息環境の確保に配慮しましょう。 

□ 水路や池沼など、水辺や周辺の自然環境の保全と向上に努めましょう。 

個別目標 1-2 

大地がはぐくむ豊かな
水と健全な水循環の保
全と再生 

□ 平地林や農地の保全など、雨水の保水や地下水かん養機能の向上に努めま
しょう。水田などの雨水貯水機能などの保全と活用に配慮しましょう。 

□ 敷地内の樹林や屋敷林の保全、駐車場や道路の透水性舗装※など、雨水の浸
透機能の向上に努めましょう。 

□ 雨水浸透枡の設置など、地下水かん養機能の確保に努めましょう。 

□ 雨水貯留槽や雨水タンクの設置など、雨水の有効利用に努めましょう。 

個別目標 1-3 

環境にやさしい産
業の推進 

□ 麦の栽培など、冬季の土ぼこり発生防止に配慮しましょう。 

□ 農薬の適正使用の徹底や減農薬に努めるなど、環境保全型農業※を進めましょう。

□ 地産地消※に配慮した安全・安心な農産物などの提供に努めましょう。 

□ 農産物などの地域資源の保全と活用、循環型利用に努めましょう。 

□ 事業実施に際して、事前に環境配慮を進め、環境負荷の低減、汚染の未然
防止、地域の良好な自然環境や生活環境の保全と向上に努めましょう。 

個別目標 1-4 

良好な景観と歴史
文化がかおるまち
づくり 

□ 史跡などの文化財の保全に努めましょう。 

□ 史跡などの周辺での建造物の建設に際しては、歴史的・文化的環境の保全
と調和に努めましょう。 

□ 農村や田園景観の保全と調和に努めましょう。 

□ 台地縁辺斜面の平地林や屋敷林の保全に努め、植樹などにより地域の良好
な景観の保全に努めましょう。 

基本目標２  みんなが健康で安心できるくらしづくり 
個別目標 2-1 

さわやかで澄んだ
大気や水の保全と
向上 

□ 適切な駐車場や侵入路の確保など、交通渋滞の防止と自動車公害の防止に
努めましょう。 

□ 事業所周辺の緑化など、環境対策と地域景観の保全に努めましょう。 

□ 適切な排水対策の実施、汚染物質の使用を控えるなど、河川・水路の水質
汚濁や汚染防止に努めましょう。 

□ 土壌や地下水汚染防止のため、有害物質などの適正な管理に努めましょう。

個別目標 2-2 

安心してくらせる
安全で快適な生活
環境の確保 

□ 市街地などでの電線の地中化、歩道の整備など、歩行者が安心て歩ける歩
行空間の確保に努めましょう。 

□ ブロック塀を生垣にするなど、地震時における安全な歩行空間の確保と快
適な生活環境の形成に努めましょう。 

□ 住宅や建物の建設に際しては、自然災害からの減災に努めましょう。 

基本目標４  環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり 

個別目標 4-3 

環境負荷※の少ない
まちづくりの推進 

□ 屋敷林の保全、敷地内や周辺の植樹など、快適な居住環境の確保と都市熱
の緩和に努めましょう。 

□ 建物の緑化（屋上緑化※や壁面緑化）や遮熱塗装など、省エネルギーに配慮
した建築に努めましょう。 

□ 道路や歩道、駐車場の透水性舗装や街路樹の植栽など、都市熱の緩和に努
めましょう。 

□ 太陽光発電・太陽熱利用など再生可能エネルギー※利用と蓄エネ設備の導入
などエネルギーの効率的利用に努めましょう。 

□ 地域の資源を活かした再生可能エネルギー利用を検討していきましょう。
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４ 地域別環境配慮指針 Ｄ地域－田川・鬼怒川低地 

 
（1）地域環境の概況 

地形・地象 ・ 標高約 40ｍ～60ｍの田川・鬼怒川の
谷底平野や氾濫平野からなる平坦な低
地です。 

・ 三王山古墳周辺は、宇都宮市街から延
びた台地（中位面）の先端部で、Ｄ地
域の中では緩やかな高地となっていま
す。 

・ 鬼怒川沿岸に自然堤防の微高地が発達
しているほか、田川沿いの低地にも点
在しています。 

・ 表層部は泥・砂・礫の沖積堆積物から
なり、台地などを形成している洪積堆
積層を覆っています。 

・ 洪水ハザードマップ※では、三王山を除
くとほぼ全域が浸水予想区域となって
います。 

水象・水辺 ・ 南東端に鬼怒川と河川敷が位置し、田
川や江川が南流し鬼怒川に注いでいま
す。 

・ 水辺は、鬼怒川・田川・江川の河川の
ほか、江川用水や吉田用水など大小多
くの水路が分布し、水田地帯をうるお
しています。 

・ 鬼怒川・田川・江川の伏流水により、
また水路や水田からの浸透水により地
下水がかん養されています。 

 
植生・土地利
用 

・ 三王山の台地や自然堤防地を除くほぼ全域は水田が広がっています。 

・ 自然堤防地を中心に、屋敷林など緑の多い住宅地が形成されているほか、畑が
分布しています。 

・ 平地林は、三王山の台地にスギ・ヒノキ・サワラ林やクヌギ-コナラ林が、鬼怒
川沿いや点在する自然堤防にクヌギ-コナラ林が分布しています。 

・ サクラソウ科の多年草で絶滅危惧種のトウサワトラノオの生育地（全国で 2 箇
所）が発見され、その保全が進められています。 

・ 新 4 号国道と県道笹原二宮線の交差する地区に、道の駅しもつけが立地し、多
くの人が訪れています。 

 

主な公園緑地 ・ 親水公園（田川･武名瀬川） 

主な史跡など ・ 三王山古墳群、三王山南塚古墳、（仮称）三王山公園 

その他 ・ 関東ふれあいの道（首都圏自然歩道） 

アシそよぐ水辺のみち：薬師寺～田川～鬼怒川（砂ケ原橋） 

・ 田川サイクリングロード、五千石球場 

・ 道の駅しもつけ、ふれあい館 

・ 南河内第 2 配水場、南河内体育センター・南河内武道館 

（南河内地区 仁良川・東根付近）
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（2）地域環境の保全及び創造に向けて（環境配慮指針） 

基本目標１  人と自然が調和するうるおいのある地域づくり 
個別目標 1-1 

多様な生物と共生
する豊かな里の保
全と再生 

□ 平地林の分断を控え、水辺と緑のネットワークの保全に努めましょう。 

□ 平地林の間伐や下草刈りなど、適切な整備と管理を進め、在来生物が生息
しやすい環境の保全と再生に努めましょう。 

□ 冬水たんぼ※の推進など、生物の生息環境の確保に配慮しましょう。 

□ 水辺や周辺の自然環境の保全と向上に努めましょう。 

□ 水辺の自然や魚道の確保など、生物の生息環境の向上に努めましょう。 

個別目標 1-2 

大地がはぐくむ豊かな
水と健全な水循環の保
全と再生 

□ 河川沿いの伏流水の保全に配慮しましょう。 

□ 水路などからの適切な地下水かん養機能の保全と向上に配慮しましょう。

□ 水田などの雨水貯水機能などの保全と活用に配慮しましょう。 

個別目標 1-3 

環境にやさしい産
業の推進 

□ 麦の栽培など、冬季の土ぼこり発生防止に配慮しましょう。 

□ 農薬の適正使用の徹底や減農薬に努めるなど、環境保全型農業※を進めましょう。

□ 地産地消※に配慮した安全・安心な農産物などの提供に努めましょう。 

□ 農産物などの地域資源の保全と活用、循環型利用に努めましょう。 

□ 事業実施に際して、事前に環境配慮を進め、環境負荷の低減、汚染の未然
防止、地域の良好な自然環境や生活環境の保全と向上に努めましょう。 

個別目標 1-4 

良好な景観と歴史
文化がかおるまち
づくり 

□ 史跡などの文化財の保全に努めましょう。 

□ 史跡などの周辺での建造物の建設に際しては、歴史的・文化的環境の保全
と調和に努めましょう。 

□ 埋蔵文化財包蔵地周辺の建造物の建設に際しては、埋蔵文化財の保全に努
めましょう。 

□ 施設周辺の緑化や建造物の高さに配慮し、眺望の良い開けた田園景観や農
村景観の保全と調和に努めましょう。 

□ 平地林や屋敷林の保全、隣接する地域の台地縁辺斜面の平地林や屋敷林へ
の眺望の保全など、地域の良好な景観の保全に努めましょう。 

基本目標２  みんなが健康で安心できるくらしづくり 
個別目標 2-1 

さわやかで澄んだ
大気や水の保全と
向上 

□ 事業所周辺の緑化など、環境対策と地域景観の保全に努めましょう。 

□ 適切な排水対策の実施、汚染物質の使用を控えるなど、河川・水路の水質
汚濁や汚染防止に努めましょう。 

□ 土壌や地下水汚染防止のため、有害物質などの適正な管理に努めましょう。

個別目標 2-2 

安心してくらせる
安全で快適な生活
環境の確保 

□ 住宅地での電線の地中化、歩道の整備など、歩行者が安心して歩ける歩行
空間の確保に努めましょう。 

□ ブロック塀を生垣にするなど、地震時にも安全な歩行空間の確保と緑豊か
で快適なまちなみの形成に努めましょう。 

□ 住宅や建物の建設に際しては、水害など自然災害からの減災に努めましょう。

基本目標４  環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり 

個別目標 4-3 

環境負荷※の少ない
まちづくりの推進 

□ 屋敷林の保全、敷地内や周辺の植樹など、快適な居住環境の確保と都市熱
の緩和に努めましょう。 

□ 建物の緑化（屋上緑化※や壁面緑化）や遮熱塗装など、省エネルギーに配慮
した建築に努めましょう。 

□ 道路や歩道、駐車場の透水性舗装※や街路樹の植栽など、都市熱の緩和に努
めましょう。 

□ 太陽光発電・太陽熱利用など再生可能エネルギー※利用と蓄エネ設備の導入
などエネルギーの効率的利用に努めましょう。 

□ 小水力発電など、地域資源を活かした再生可能エネルギー利用について検
討していきましょう。 
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（グリムの森・グリムの館）

（まつりの風景）
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第第第ⅣⅣⅣ編編編   市市市ががが進進進めめめててていいいくくく取取取組組組   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第Ⅳ編 
市が進めていく

取組 

（薬師ヶ池） 

第第１１章章  人人とと自自然然がが調調和和すするる  
ううるるおおいいののああるる地地域域づづくくりり  

第第２２章章  みみんんなながが健健康康でで安安心心ででききるる  
くくららししづづくくりり  

第第３３章章  資資源源がが循循環環すするる  
地地球球ににややささししいいままちちづづくくりり  

第第４４章章  環環境境ににややささししいい  
エエネネルルギギーー利利用用をを進進めめるる  
ままちちづづくくりり  

第第５５章章  みみんんななでで環環境境をを守守りり育育ててるる  
パパーートトナナーーシシッッププのの  
ししくくみみづづくくりり  
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本計画では、市及び市民等がそれぞれの役割分担と環境パートナーシップ※のもとに連携し、

協働により環境の保全及び創造に関する取組を総合的・計画的に進めていきます。 

「第Ⅳ編 市が進めていく取組」では、「第Ⅲ編 みんなで協力して進めていく取組」に掲げら

れた市の取組や重点的取組をはじめ、関連する取組の方向を、分野別に体系的に示していくこと

により、総合的・長期的な視点にたった環境の保全及び創造に向けた施策を関係各課と連携して、

総合的・計画的に進めていきます。 
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第１章 人と自然が調和するうるおいのある地域づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本市は、平地林や屋敷林などの林と、鬼怒川・田川・姿川の河川や農業用水など水辺、水田や

畑などの農地、数多くの史跡などの歴史的・文化的環境などが織りなす良好な自然環境・里地景

観が引き継がれてきています。 

こうした本市の良好な景観と里地※の恵み豊かな自然、歴史的・文化的環境などの環境資源を

守りはぐくんでいくとともに、生物の多様性や健全な水循環など自然の循環に配慮した快適な居

住環境の形成や農業などの経済活動を進め、「人と自然が調和するうるおいのある地域づくり」をめ

ざした取組を進めていきます。 

 
＜基本目標＞  ＜個別目標＞ ＜施策（取組の方向）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標１ 
 

人と自然が 
調和する 
うるおいのある 
地域づくり 

1-1 

多様な生物と共生する
豊かな里の保全と再生 

1-3 

環境にやさしい産業の
推進 

1-2 

大地がはぐくむ豊かな水と健
全な水循環の保全と再生 

1-4 

良好な景観と歴史文化
がかおるまちづくり 

1-1-1 生物多様性の保全と再生 

1-1-2 平地林・里山・水辺の保全と再生 

1-1-3 自然とのふれあいの推進 

1-3-2 環境に配慮した産業の推進 

1-3-1 地域資源を活かした産業の推進 

1-2-1 健全な水循環の保全と再生 

1-2-2 豊かな水資源の保全と活用 

1-4-1 歴史的・文化的環境の保全 

1-4-2 良好な景観の保全と創造 

（天平の丘公園、民族資料館「夜明け前」）

第１章　人と自然が調和するうるおいのある地域づくり
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１－１ 多様な生物と共生する豊かな里の保全と再生 

● 平地林や屋敷林、河川や用水路の水辺、広大な田畑などの緑地環境に恵まれ、

良好な自然環境や生態系※が受け継がれてきています。 

● 平地林の利用が低下したことによる林相の変化、荒廃化や不法投棄など、生態

系への影響と平地林の管理が課題となっています。 

● 本市では、県の「とちぎの元気な森づくり県民税事業」を活用し、明るく安全

な里山※林整備として平地林の下草刈りや間伐などを進めています。 

● 良好な自然環境を保全・再生し、健全な生態系の形成に努めていくなど、自然

とのふれあいや恵み豊かな里地※の環境を受け継いでいく必要があります。 

● 生物調査の推進や自然観察・学習など自然とふれあえる機会を充実し、本市の

自然環境や生物多様性※への理解を深めていきます。 

● 平地林や水辺の重点整備地点を選定し、協働による整備と管理をとおして、学

校林や自然とふれあう場としての活用を進めていきます。 

● 残されてきた平地林や水辺の自然環境を保全・再生し、在来生物をはじめとし

た多様な生物が生育・生息できる里地の生態系の形成に努めていきます。 
 

（★印は、重点的施策を示す） 

1-1-1 生物多様性の保全と再生 （関係課） 

 ① 生物多様性への理解の向上 環境課、農政課、都市計画課 

  ・ 生物多様性についての環境学習会、自然観察会、見学会など、市民団体と連携した啓発事

業を継続的に進めていきます。 

   例 ・水辺や水田、平地林などの生物多様性に関する価値や生息情報の発信と普及

  ・ 緑の基本計画と連携し、生物多様性についての啓発を進めていきます。 

 

★ ② 生物生息状況の調査 環境課、農政課 

  ・ 本市や周辺地域の野生動植物の生育・生息状況について調査を進め、生物多様性に関する

情報の蓄積と整備に努めていきます。 

   例 ・ 県及び周辺市町、市民団体と連携・協力による調査の実施 
・ 水辺の生き物調査、水生生物調査との連携、平地林や水辺の実態調査と一体的な

生物調査の実施 
 

 ③ 生物生息環境の保全と再生 環境課、農政課、都市計画課、建設課 

  ・ 生物多様性及び平地林の保全・再生に向けた重点地点を選定し、重点地点の保全・整備活

動を市民等との協働のもとに進めていきます。 

   例 ・ 緑の基本計画や下野市森林整備計画などとの連携

  ・ 平地林・里山・水辺の保全・再生と一体的に生息環境の保全・再生を進めていきます。 

・ 絶滅危惧種トウサワトラノオ保全地の維持管理を進めていきます。 

・ 水辺や水生生物の生息環境の保全と再生に配慮した河川の保全管理などに努めていきます。

・ 公共事業や開発などの立案・実施に際して、生物生息環境の保全・再生に向けた環境配慮

を進めていきます。 

・ 環境保全型農業※の推進など、生きものにやさしい農業の普及と推進に努めていきます。 

・ 特定外来生物などの外来種調査と対策をはじめ、有害鳥獣被害対策などを進めていきます。 
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1-1-2 平地林・里山※・水辺の保全と再生 （関係課） 

★ ① 平地林や水辺の実態調査の実施 農政課、都市計画課、環境課 

  ・ 所有者の協力のもとに、平地林や屋敷林、水辺の実態調査を進めていきます。 

   例 ・ 自然環境の現状、ごみの不法投棄の状況、利用や管理状況、生物生息状況調査などの一
体調査の実施 

  ・ 実態調査を踏まえ平地林マップを作成し、本市の平地林の特徴などを内外に発信していき

ます。 

★ ② 平地林･屋敷林の保全と管理 農政課、都市計画課、環境課 

  ・ 平地林マップをもとに、平地林の保全と活用、管理方法などについて協働で検討し、重点

地点の保全・整備活動を進めていきます。 

   例 ・ 緑の基本計画や下野市森林整備計画などとの連携
・ 生物多様性※、平地林の保全・再生に向けた重点地点の選定と整備【再掲､1-1-1_③】 

  ・ 元気な森づくり推進事業による平地林の保全と管理を進めていきます。また、関連するエ

コイベントや保全活動を進めていきます。 

   例 ・ 県南「エコ・もり地域推進協議会」との連携によるエコイベントや保全活動の検討

  ・ 平地林への不法投棄防止対策（監視パトロールの強化、啓発など）、平地林クリーン作戦

を進めていきます。 

・ 協働による平地林・屋敷林の保全活動の推進と支援を進めていきます。 

★ ③ 水辺の自然環境の保全と再生 建設課、農政課、環境課 

  ・ 絶滅危惧種トウサワトラノオ保全地の維持管理を進めていきます。【再掲､1-1-1_③】 

・ 水辺や水生生物の生息環境の保全と再生に配慮した河川の保全管理などに努めていきま
す。【再掲､1-1-1_③】 

 
1-1-3 自然とのふれあいの推進  （関係課） 

 ① 自然とふれあえる機会の充実 環境課、農政課、生涯学習課、学校教育課、公民館 

  ・ 自然とふれあえる機会を充実していきます。 

・ 子どもの自然とのふれあい授業や活動を支援していきます。 

   

 

例 ・ 自治会や市民団体、エコリーダー※との協力
・ 学校での農業体験や自然観察、下野ふるさと大発見の推進 
・  水田の生物多様性とふれあえる田んぼ体験活動の推進など 

  ・ 公民館子どもクラブなどでのエコリーダー（ボランティア講師など）による自然に親しむ

講座や環境保全活動の体験講座などを進めていきます。 

 ② 自然とのふれあい空間（場）の整備 農政課、生涯学習課、学校教育課、建設課 

  ・ 市民農園※など、自然とのふれあいや都市と農村の交流が図れる場を提供していきます。 

・ 学校林や学校田畑などの、子どもたちが自然とふれあうことができる自然学習の場の整備

を進めていきます。 

・ 日常生活の中で自然とふれあえる場の整備を進めていきます。 

   

 

例 ・ 河川敷での菜の花・シモツケ草の植栽、桜ロードづくり 
・ 農地の景観形成（ひまわり、コスモス）事業など 

【主な関連計画・事業など】 

・ 緑の基本計画（H27 年度策定予定、都市計画課） 

・ 農地･水保全管理支払交付金事業（農政課） 

・ 水生生物調査（県の水質環境調査、定期的に実施） 

・ 下野市森林整備計画（H24.3 策定、農政課） 

 

・ 元気な森づくり推進事業（農政課）：「とちぎの元気な森づくり県民

税事業」による明るく安全な里山林整備の推進 

・ 下野ふるさと大発見（下野市の伝説集の作成･活用、学校教育課）

・ ボランティアバンク（生涯学習課） 
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１－２ 大地がはぐくむ豊かな水と健全な水循環の保全と再生 

● 市内を流れる田川や姿川は、日光市や宇都宮市に源を発し、上流域の水を集め

て流下しながら、地域の自然環境・生活環境や農業をうるおしています。 

● 本市では、河川や地表から長い時間をかけて浸透した良好な地下水を水道水源

として利用しています。 

● 流域や地域の健全な水循環を確保し、恵み豊かな水資源を保全・継承していく

必要があります。 

● 市内を流れる河川や地下水などの水循環をはじめ、水が果たしている役割など、

水環境・水循環についての理解の向上に努めていきます。 

● 河川や地下水の水質の保全と向上、大地や水辺の保水や地下浸透機能の保全・

再生など、健全な水循環の形成と水道水源の保全に努めていきます。 

● おいしい水としての水道水の発信と活用を図っていくとともに、限りある水資

源として、節水や雨水の有効活用の普及と啓発に努めていきます。 
 

（★印は、重点的施策を示す） 

1-2-1 健全な水循環の保全と再生 （関係課） 

 ① 水環境の啓発 水道課、農政課、環境課 

  ・ 水環境や水道の重要性についての啓発など、水環境に対する理解と環境配慮を進めていきます。

   例 ・ 水環境講座の開催、水道施設の見学会開催と協力
・ 「夕顔のしずく、下野のおいしい水」の情報発信 
・ 水環境・水資源利用に係る情報の総合的・体系的な整備と提供など 

 ② 水循環機能(地下水かん養･保水機能など)の保全･再生 農政課、都市計画課、下水道課 

  ・ 地域の健全な水循環を支える平地林や農地、水辺の環境保全機能の保全と向上に努めてい

きます。また、雨水の地下浸透対策を進めていきます。 

   例 ・ 地下水かん養機能や雨水の保水機能、自然浄化機能などの保全と向上 
・ 道路や歩道、駐車場などの透水性舗装※、宅地や市街地での雨水浸透枡の設置など 

 ③ 国･県及び流域市町村との連携の推進 環境課、関係各課 

  ・ 国や県、鬼怒川・田川・姿川の流域市町と連携し、水質の監視と改善、広域的な水循環や

水環境の保全と向上など、河川の保全管理を進めていきます。 

・ 地盤沈下防止に向けた節水の普及、県及び周辺市町と連携した地下水揚水規制を進めます。
 
1-2-2 豊かな水資源の保全と活用 （関係課） 

 ① 水道水源の保全 水道課、農政課 

  ・ 水道水源の保全を進めていきます。 

・ 農薬や化学肥料散布に伴う環境負荷※の低減を進めていきます。 

   例 ・ 県及び周辺市町との連携による地下水保全対策
・ 農業では農薬などの適正使用の徹底や減農薬の推進など、環境保全型農業※の推進 
・ 自宅の庭や樹木・草木や家庭菜園で使用する農薬などの適正化の徹底など 

 ② 節水や雨水の有効活用など水資源の保全 環境課、水道課、関係各課 

  ・ 水資源保全に対する理解の形成、水道利用に伴うエネルギー消費量の低減など、節水の普

及と対策を進めていきます。 

・ 使用水の循環利用･雨水貯留槽や雨水タンクによる雨水の有効活用などを進めていきます。
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１－３ 環境にやさしい産業の推進 

● 本市は、首都圏近郊に位置し、豊かな水と肥沃な大地を活かした米麦や露地野

菜、施設園芸などの農業が盛んで、かんぴょうの生産量は日本一です。 

● 鉄道や道路など交通利便性が高く、加工・製造業をはじめ、先端医療施設や住

宅が立地するなど、良好な居住都市として発展してきています。 

● 本市の特性を活かし、食の地産地消※やブランド化などの取組が「道の駅しも

つけ」などで進められています。 

● 輸送距離が短くエネルギー消費量が少ない、生産者の顔が分かり安心できる環

境にやさしい食の地産地消を進めていきます。 

● 食の地産地消を支えるため、農薬などの適正使用の徹底や減農薬など環境保全

型農業※の推進と地域資源を活かした環境交流や産業づくりに努めていきます。 

● 地域の良好な環境を保全・再生し、将来世代の資源として、持続的活用が図れ

るよう環境に配慮した産業の推進やまちづくりを進めていきます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

1-3-1 地域資源を活かした産業の推進 （関係課） 

★ ① 地産地消の推進 農政課、学校教育課、健康増進課、環境課 

  ・ 家庭と学校が連携した食育※、家庭での食育の普及と下野市産農畜産物の活用を進めてい

きます。 

   例 ・ 学校給食への安全・安心な下野市産農畜産物の活用、食育だよりの発行 
・ 野菜摂取の普及、野菜を食べよう「ＧＯ！ＧＯ！５皿」推進 
・ 学校での栗・柿などの果樹の植栽（栽培から収穫までの体験）など 

  ・ 地産地消に関する情報の発信、消費者と生産者の交流づくりを進めていきます。 

   例 ・ 地産地消だより、地産地消ガイドマップ、下野市地産地消応援団の紹介など 

  ・ 農畜産物などの加工・販売・ＰＲの支援を進め、農業の 6 次産業化を図っていきます。 

・ 地域資源を活かしたエネルギーの地産に向けた研究や検討を協働で進めていきます。 

   例 ・ 公共施設や学校などでの発電体験、太陽光や太陽熱・小水力・温度差・バイオマス※など 

  ・ 地域でのエコポイント※（地域通貨を含む）制度の充実、確立に協力していきます。 

   例 ・エコ（ショップ＆オフィス）※等認定事業者、市民団体との連携 
    

★ ② 食のブランド化 農政課、商工観光課 

  ・ かんぴょう、イチゴ、ちぢみほうれん草など地域特産品の生産と普及を支援していきます。

・ 事業者の下野市産農畜産物のブランド化への支援､下野市ブランド事業や情報発信基地｢道

の駅しもつけ」などを活用したブランドの確立を図っていきます。 

   例 ・ かんぴょうレシピの作成など、地場産野菜を使ったレシピの紹介とＰＲ活動の推進など 
    

 ③ 観光推進による地域資源の活用と保全 商工振興課、文化課、環境課 

  ・ 自然、歴史・文化遺産、特産品を「魅力ある観光資源」として有効活用し、観光の振興を

図っていきます。 

・ 地産地消をはじめ、環境負荷※の少ないまちづくりや自然との共生に向けた取組などを進

め、「魅力ある資源」として発信し、エコツーリズム※など観光推進による地域資源の保全・

活用と産業づくりなど、持続的発展に努めていきます。 

・ 観光イベントと連携した環境フォーラムなどのエコイベントを進め、市民等の環境交流や

環境ネットワークの形成を進めていきます。 
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1-3-2 環境に配慮した産業の推進 （関係課） 

 ① 環境保全型農業※の推進 農政課 

  ・ 安全・安心な農産物の持続的な生産を支える農地・水・環境の保全と向上のため、農薬な

どの適正使用の徹底や減農薬など環境保全型農業推進事業を進めていきます。 

   例 ・ 有機ＪＡＳ法取得支援事業（有機ＪＡＳ圃場への支援） 
・ リンクT・チャレンジ支援事業（減農薬、減化学肥料） 
・ フェロモン剤利用促進支援事業（広域防除による減農薬） 
・ 畑地帯環境整備支援事業（麦の緑肥利用） 
・ 土壌診断事業（適正施肥栽培のための土壌診断） 
・ 環境保全型農業直接支払交付金（減農薬、減化学肥料、カバークロップ、有機農業） 
・ 広域防除推進事業（水田の病害虫広域防除） 

  ・ 栃木県有機農業推進計画に基づき有機農業※の推進に努めていくほか、地産地消や農産物

のブランド化をめざす本市の特性を踏まえ下野市有機農業推進計画を策定・推進に努めて

いきます。 

・ 農薬などが適正使用された農産物や有機栽培農産物などの学校給食への活用、家庭での食

育※への取組の促進などを進めていきます。 

 

 ② 環境に配慮した事業活動の推進 農政課、商工観光課、都市計画課、環境課 

  ・ 農薬などの適正使用の徹底や環境保全型農業※の推進など、環境に配慮した農業の推進に

努めていきます。 

   例 ・ 農業用廃ビニールなどの適正処理 
・ 畜産施設からの悪臭防止のための家畜自衛公害防止対策 
・ 減農薬の推進など 

  ・ 道路など都市基盤や農地や水路などの基盤の整備、開発事業に際しては、稀少な動植物の

生息環境の保護・保全、良好な自然環境の保全と再生など、計画段階からの環境配慮と適

切な対策の推進に努めていきます。 

・ 事業計画や施設・建物などの建設計画の立案に際しては、建設段階、操業・供用段階、廃

業・解体・廃棄段階での環境負荷※の低減など、事前の環境配慮と対策に努めていきます。

・ 事業者の活動にあたっても、事業の立案・計画段階から、事前に各段階での環境配慮と適

切な対策を図っていきます。（工場立地法、大規模小売店舗立地法など） 

 

【主な関連計画・事業など】 

・ 食育推進計画、健康しもつけ 21 プラン（健康増進課） 

・ 野菜摂取キャンペーン、キャッチフレーズ（健康増進課） 

・ 学校食育推進事業、食育だよりの発行（学校教育課） 

・ 学校給食地元農産物供給促進事業（農政課） 

・ 地域ブランド支援事業（農政課） 

・ 環境保全型農業推進事業（農政課） 

・ 下野市観光振興計画（商工観光課、Ｈ25 年度策定予定） 
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１－４ 良好な景観と歴史文化がかおるまちづくり 

● 本市は、古来より多くの古墳が造られ、下野薬師寺や下野国分寺・国分尼寺が

建立されるなど、いにしえの時代からの歴史と文化があります。これらの歴史

的・文化的環境や田園環境などは、地域にとって良好な景観資源となっていま

す。 

● 日光街道沿いの旧宿場町や自治医大駅を中心に開けた市街地、グリムの森や道

の駅しもつけなど、各地で個性豊かなまち並みや新たな文化が形成されていま

す。 

● こうした優れた歴史・文化遺産や良好な景観を将来世代に受け継いでいくとと

もに、新しいまちづくりを含めた新たな景観づくりを進めていく必要がありま

す。 

● 史跡など歴史・文化遺産の保護・保全と活用に努めていきます。また、こうし

た歴史的・文化的環境をはじめ、食文化や医療文化など、新たな環境文化の形

成に努めていきます。 

● 景観保全条例の制定や景観計画の策定に努めていきます。 

● 良好な景観の保全と創出など、個性豊かで美しいまち並みや道づくりを進め、

都市と農村が調和した快適でうるおいのある居住環境の形成に努めます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

1-4-1 歴史的・文化的環境の保全 （関係課） 

 ① 歴史的・文化的環境の保全と啓発 文化課 

  ・ 歴史・文化遺産の保存と活用を進めていきます。 

   例 ・ 文化財や史跡の保存、下野国分寺跡・下野国分尼寺跡・下野薬師寺跡の史跡の保存整備
・ 重要遺跡の発掘調査と文化財展示収蔵施設の整備など 

  ・ 文化遺産周辺の自然環境や歴史的・文化的環境の保全と活用、自然との共生の歴史や文化

の発信など、地域の歴史文化の啓発活動を進めていきます。 

・ 地域の歴史文化とふれあえる機会の充実と啓発を進めていきます。 

   例 ・ ボランティアによる史跡などの除草・清掃活動 
・ 薬師寺史跡まつりなど各種イベントの開催など 

    

 ② 自然共生の歴史や文化の発信 文化課、学校教育課 

  ・ しもつけの自然との共生の歴史や文化の発信をに努めていきます。 

   例 ・ ベニバナ・エゴマ・古代米のなど歴史的な作物の栽培 
・ 歴史的景観を生かした植物の再生（万葉植物や歴史的にゆかりの草木の植栽）など 

  ・ ボランティアによる各種イベントの開催、市内に伝えられてきた伝説や民話、くらしの知

恵などの収集と発信など下野ふるさと大発見の取組を進めていきます。 

 
 

 
 
 
現状と 
課 題 

 
 
 
基本的 
方 向 
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1-4-2 良好な景観の保全と創造 （関係課） 

 ① 良好な景観の保全、景観の発見 都市計画課、商工観光課、文化課、環境課 

  ・ 地域の良好な景観を発見し、景観の保全と活用に努めていきます。また、しもつけの自然

環境や歴史、文化、くらしや産業に対する理解の形成を図っていきます。 

   例 ・ フォトコンテストなどの実施など 

  ・ 都市計画マスタープランの見直しによる良好なまちなみの保全と創造を進めていきます。 

・ 地区計画や建築物など指導基準による規制・誘導、公園の維持管理、生垣の奨励など、良

好なまちなみの保全と創造を進めていきます。 

・ 景観保全条例の検討と制定、下野市景観計画の策定に向けた取組を進めていきます。 

・ 空き地の所有者への空き地管理の啓発、空き地の雑草等除去受託事業を進め、快適で良好

なまちなみの確保に努めていきます。 

 

 ② 個性豊かなまちなみ整備、景観づくり 都市計画課、建設課、農政課、環境課 

  ・ 都市計画マスタープランの見直しと連携し、エコタウンなど環境負荷の少ない省エネ・創

エネ・蓄エネ型まちづくりを進め、環境にやさしい個性豊かなまちなみの形成を図ってい

きます。 

・ 自治医科大学周辺地区地区計画の規制・誘導による良好な市街地の形成を図っていきます。 

・ 地域の個性あるまちなみづくりを支援していきます。 

   例 ・ 地域の特性を踏まえた生垣づくりの奨励、電線の地下埋設化 
・ 自治会の花の選定、花木の植栽、フラワーロードづくりなど 

  ・ 下古山地区内公園整備や三王山地区市有地の整備、田川・姿川サイクリングロードの再整

備を進めていきます。 

・ 市民や市民団体による住まい周辺や道路の美化活動、公園・緑地の樹木や平地林の管理活

動を支援していきます。 

・ 畦畔や水辺などでのひまわり、コスモスの植栽など、農地の景観づくりを進めていきます。 

 

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市都市計画マスタープラン（H27 年度改定予定､都市計画課） 

・ 雑草等除去受託事業（環境美化条例、環境課） 

・ 農地･水保全管理支払交付金事業（農政課） 

・ 耕作放棄地再生利用交付金（農政課） 
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第２章 みんなが健康で安心できるくらしづくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本市は、さわやかな大気、清らかな水、豊かな土壌に恵まれ、良好な生活環境が維持されてき

ています。また、下水道の普及や自動車環境の改善、市民等の環境対策や保全行動などにより、

改善や向上が図られてきています。 

これらの生活環境を構成する要素をより良好な状態に維持していくなど、環境汚染の未然防止

をはじめ、自然災害からの安全の確保や減災、化学物質や放射性物質による人の健康や生態系※

への影響の防止や軽減など、「みんなが健康で安心できるくらしづくり」をめざした取組を進めていき

ます。 

 

＜基本目標＞  ＜個別目標＞ ＜施策（取組の方向）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（田川の水辺、磯部周辺）

基本目標２ 
 
みんなが健康で 
安心できる 
くらしづくり 

2-1 

さわやかで澄んだ大気や
水の保全と向上 

2-2 

安心してくらせる安全で
快適な生活環境の確保 

2-2-1 環境美化の推進 

2-2-3 防災・減災の推進 

2-2-2 安心して歩ける歩行環境の整備 

2-3-1 放射線汚染状況のモニタリングと情報提供 

2-3 

放射性物質による環境汚
染への対応 

2-1-1 大気・水・土壌環境の保全と向上 

2-1-2 県・関係市町との連携による監視､指導､対策など

第２章　みんなが健康で安心できるくらしづくり
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２－１ さわやかで澄んだ大気や水の保全と向上 

● 本市の大気、水、土壌環境は、全般的に改善が進み、環境基準※を達成するなど

良好な状態となっています。こうした良好な状態を維持・向上していく必要があ

ります。 

● 光化学オキシダントなど広域的な大気環境をはじめ、河川水質（BOD※）で高い

濃度が観測された年度と調査地点もあり、継続的な監視が必要です。また、事故

や不適正管理による環境汚染の未然防止に向け、工場や事業所などへの監視、指

導体制を強化していく必要があります。 

● 生活排水※は、公共下水道や農業集落排水処理施設､合併処理浄化槽※設置などに

より、し尿及び生活雑排水とも処理が行われ、全般的に河川などの水質は改善傾

向となっています。未だ、一部未処理のまま道路側溝を経由して近くの公共用水

域に放流されている世帯もあり、今後とも一層の排水対策が必要となっています。 

● 土壌汚染は観測されていませんが、硝酸性窒素などの地下水汚染が見られる地点

などがあります。土壌汚染は広域的な地下水汚染につながる恐れもあるため、土

壌汚染や地下水汚染の監視や対策を継続的に進めていく必要があります。 

● 悪臭は、人の感覚や生活環境に左右される感覚公害で、生活環境の改善に伴い、

かつては容認されていた臭いが悪臭と感じられるようになるなど、幅広い対応が

求められてきています。臭気指数による規制制度への切り替えを踏まえた適切な

対応が必要になっています。 

● 私たちのまわりには、プラスチック、塗料、合成洗剤、殺虫剤、医薬品、農薬な

ど、多様な化学物質を利用した数多くの製品があふれ、化学物質は生活になくて

はならないものになっています。こうした有用な化学物質も、その製造、流通、

使用、廃棄の各段階での不適切な管理や事故が起きれば、深刻な環境汚染と人の

健康や生態系※に有害な影響をもたらすおそれがあり、市内の管理状況を把握し

ていく必要があります。平成 11 年に成立した「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」により、PRTR（環境汚染物質排

出移動登録）により事業者の自主的な管理改善を促進してきています。 

● ダイオキシン類※は、 も強い毒性を持つ物質とされ、多量のばく露による一般

毒性、発がん性、生殖毒性などが懸念され、大きな社会問題になりました。農薬

などの化学物質の製造工程、プラスチック類やビニールなど塩素化合物を含むご

みの焼却時（特に燃焼温度が低い時）に生成されます。ダイオキシン類対策特別

措置法（H11 年）の成立と強力な運用により、排出量の減少と大気や水質のダ

イオキシン類濃度は全国的に環境基準を達成するなど、改善が進んできています。 

● 大気・水質などの環境基準及び規制基準の達成と向上に努めていきます。 

● 県と協力し、大気・水・土壌環境を定期的・継続的に監視していきます。また、

汚染対策や汚染発生源への立入調査、指導の徹底に努めていきます。 

● 自動車排出ガス対策や生活排水対策を進め、良好な大気環境や水環境の保全と

向上に努めていきます。 

● 騒音・振動・悪臭など近隣公害への対応、自動車騒音対策を進めます。 

● 市民の安全と健康の確保に向け、市内の有害化学物質状況を把握していきます。 

● 市を越える環境対策などは、県や関係市町村と連携して進めていきます。 

 
 
 
現状と 
課 題 

 
 
 
基本的 
方 向 
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（★印は、重点的施策を示す） 

2-1-1 大気・水・土壌環境の保全と向上 （関係課） 

 ① 大気環境の保全 環境課、建設課、管財課 

  （大気環境の監視・調査・指導の推進） 

・ 県による大気環境の測定への協力、県との連携による事業所への指導徹底に努めていきます。

・ 光化学スモッグ状況の把握と注意報の関係各課への連絡による学校や体育施設への注意喚

起、市民への注意の呼びかけを進めていきます。 

（自動車排出ガス対策の推進） 

・ 公用車への計画的な低環境負荷型自動車の導入と普及、エコドライブ※の普及を進めてい

きます。 

・ 幹線道路及び生活道路の整備など、円滑な交通の流れの形成による環境負荷※の低減を進

めていきます。 

（有害大気汚染物質対策の推進） 

・ 野外焼却（野焼き）の禁止の周知と指導、監視の強化などの対策を進めて行きます。 

・ 県との連携によるダイオキシン類※、ベンゼンなどの有害大気汚染物質の適正管理への啓

発と対策を進めていきます。 

（アスベスト対策の推進） 

・ アスベスト問題に対する情報提供など市民・事業者への周知、建築物の解体及び廃棄に際

しての法令周知と遵守に努めていきます。 

 

 ② 騒音･振動、悪臭など生活公害対策の推進 環境課、建設課、都市計画課、農政課 

  （自動車など交通騒音・振動の防止） 

・ 生活道路などの道路騒音対策を進めていきます。 

・ 公用車への計画的な低環境負荷型自動車の導入と普及、エコドライブの普及を進めていき

ます。【再掲､2-1-1_①】 

・ 新幹線沿線での新幹線騒音・振動測定を進めていきます。 

（近隣騒音の防止） 

・ 近隣騒音・振動の防止に向けた啓発、特定事業所や特定建設作業への公害関係法の順守や

指導の徹底に努めていきます。 

・ 公共施設の適正使用、老朽化に伴う騒音・振動設備の設備更新など、公共施設での騒音・

振動対策を進めていきます。 

（悪臭の防止） 

・ 事業所からの悪臭防止対策への指導、戸別配水処理施設や水路・側溝などの悪臭対策を進

めていきます。 

・ 堆肥化施設の管理及び堆肥散布の適正化、家畜排泄物の適正管理と環境保全対策を進めて

いきます。 

（野焼き禁止対策） 

・ 野焼きの禁止の周知と指導、監視の強化などの対策を進めて行きます。【再掲､2-1-1_①】 

（光害の防止） 

・ 良好なまちなみの形成やエネルギー消費量の低減、ホタルなど野生生物の生息環境の保全

に向け、過剰な電飾看板の抑制、夜間照明の適正化と間引き照明などの啓発を進めていき

ます。 

（日照対策、電波障害対策の推進） 

・ 快適な居住環境の形成に向け、下野市建築物指導基準に基づく日照対策や電波対策を進め

ていきます。 
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 ③ 水質汚濁の防止 農政課、下水道課 

  （水環境に対する意識の向上） 

・ 河川・水路、池沼などの水辺環境の保全、水辺とのふれあえる機会の充実など、水環境に対

する意識の啓蒙啓発、環境保全に向けた環境配慮や環境保全活動の推進に努めていきます。

（水質の監視・調査・指導） 

・ 県の水質調査と連携した河川･水路などの水質調査の充実、県との連携による監視の推進、

工場・事業所への排水検査の徹底や排水対策の指導の徹底に努めていきます。 

・ 公共施設からの放流水質の適正管理に努めていきます。 

・ 環境保全型農業※や農地･水保全管理対策の推進など、水環境の保全に努めていきます。 

（生活排水※対策の推進） 

・ 生活排水処理や下水道整備に対する啓蒙啓発、下水道加入促進活動を進めていきます。 

   例 ・ 県央浄化センターの施設公開デーや市産業祭でのチラシ配布、広報紙掲載・PR活動など

  ・ 浄化槽の法定検査と維持管理の徹底、下水道未整備地での市町村型合併処理浄化槽※の活用

を検討していきます。 

・ し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬体制の合理化、し尿及び浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥の

堆肥化と有効活用の継続的な推進など、し尿処理対策を進めていきます。 

 ④ 土壌・地下水汚染の防止 環境課、農政課 

  ・ 有害物質を含んだ土砂などの埋立てや堆積による土壌の汚染や土砂などの崩落、飛散・流

出による災害の発生の防止に向けた規制と監視の充実、県との連携による指導に努めてい

きます。 

・ 県との連携による土壌・地下水汚染状況の把握と事業所への指導を進めていきます。 

・ 環境保全型農業や農地･水･環境保全向上対策の推進など、土壌環境の保全に努めていきま

す。 

 
2-1-2 県・関係市町との連携による監視､指導､対策など （関係課） 

 ① 県・関係市町との連携による環境の監視と指導の推進 環境課 

  ・ 国、県の環境調査・常時観測などへの協力と連携による環境調査を進めていきます。 

・ 県及び周辺市町との連携による事故時などの環境汚染の監視・調査、事業所への指導徹底

に努めていきます。 

・ 県と連携し、大気環境、水環境、土壌・地下水環境の監視・調査結果などの報告と情報提

供を進めていきます。 

 ② 関係市町との連携による環境保全対策の推進 環境課、建設課 

  ・ 事業所の事故や汚染物質の不適正管理などによる汚染物質の漏洩、異常水質の発生などに

際しては、関係機関との連携による拡大防止に努めていきます。 

・ 周辺市町との連携による主要幹線道路及び生活道路の整備など、円滑な交通処理による環

境負荷※の低減に努めていきます。 

・ 新幹線沿線の騒音抑制に向け、関係自治体と連携による JR への騒音対策などの要望を進

めていきます。 

・ 県及び周辺市町と連携した地下水揚水規制など地盤沈下対策を進めていきます。 

【再掲､1-2-1_③】

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市幹線道路網計画書（建設課） 

・ 下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（H18.1.10 施行、環境課） 
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２－２ 安心してくらせる安全で快適な生活環境の確保 

● 本市は、平坦で安定した地盤や平地林や農地などのオープンスペース※が広が

り、自然災害が少ない特性があります。近年、突発的な豪雨や地震の発生が懸

念されるなど、防災・減災対策が求められています。 

● 環境に関するアンケート結果では、ポイ捨てなどごみの散乱や環境マナーへの

関心、歩きやすさや自転車利用のしやすさに対する不満などが見られます。 

● 市では、河川環境を良好にし、川に対する親しみを深める目的で、自治会や市

民団体と協力し、毎年 11 月に姿川クリーン作戦を実施しています。また、農

地・水・環境保全向上対策活動組織による水路の草刈りや自然再生、美化活動

などが各地で進められています。 

● 市民等が良好な環境の中で快適な生活が営める清潔で美しいまちをめざして、

平成 18 年に｢環境美化条例｣を制定し、下野市環境美化推進委員会と連携して、

空き缶の投げ捨てや粗大ごみの投棄、自転車の放置などの禁止、特定容器など

の資源化促進、愛がん動物の管理、ごみの出し方、空き地などの適正な管理と

地域の美化促進を進めてきています。 

● 安全な歩行環境や美観などの確保のため、自転車駐車場の管理をはじめ、「下野

市自転車の放置の防止に関する条例」による自転車放置禁止区域を指定し、駅

周辺の道路や歩道への自転車などの放置対策を進めてきています。 

● 省エネ型まちづくりに向けて、だれもが安心して歩いてくらせる安全で快適な

生活環境の確保が必要になっています。 

● 住まい周辺や道路、平地林や水辺の環境美化を市民等と協働で進め、ごみが散

乱していない清潔なまちづくりを進めていきます。 

● 路上喫煙防止の啓発をはじめ、通学路や歩行者環境の安全確保、自転車利用環

境の整備など、子どもから高齢者まで、だれもが安心して歩いてくらせる安全

で快適なまちづくりを進めていきます。 

● 自然災害と地域環境との関わりについての理解を深め、自然災害の防止や災害

時の減災などに配慮したまちづくりを進めていきます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

2-2-1 環境美化の推進 （関係課） 

★ ① 環境美化活動の推進 環境課、建設課、農政課 

  ・ 協働による環境美化活動を進めていきます。 

   例 ・ とちぎの環境美化県民運動による散乱ごみの収集 
・ 姿川クリーン作戦など、河川敷のボランティアによる清掃 
・ 平地林クリーン作戦など 

  ・ 住まい周辺や道路の清掃活動、花の植栽など、環境美化の啓発と行動を進めていきます。

 ② ごみの散乱防止、不法投棄の防止 環境課 

  ・ 環境美化条例の周知と啓発、空き缶などのポイ捨て防止や自転車の放置の禁止、不法投棄

防止に努めていきます。 

・ 廃棄物の不法投棄監視パトロールの強化と投棄廃棄物対策を進めていきます。 
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2-2-2 安心して歩ける歩行環境の整備 （関係課） 

 ① 歩道・遊歩道の整備 建設課、都市計画課 

  ・ 歩道整備など、歩行者通行環境の確保に配慮した道路網の整備を進めていきます。 

・ 歩道の整備と一体となった遊歩道や散策路の確保と整備を進めていきます。 

 ② 自転車道や自転車通行帯の確保 建設課、生活安全課 

  ・ 自転車道や自転車通行帯の確保など、人と自転車が安心して通行できる環境の整備に努め

ていきます。 

・ 駅周辺での自転車駐車場の管理、放置自転車対策を進めていきます。 

・ 事業所における自転車駐車場の確保など、自転車を利用しやすい環境づくりを進めていき

ます。 

 ③ 安心して歩ける歩行環境の確保 建設課、都市計画課、環境課、学校教育課 

  ・ 子どもの通学路の確保、安全なスクールガードボランティアの育成・組織化による子ども

の通学路の安全対策に努めていきます。 

・ 駅周辺におけるバリアフリー※の整備、放置自転車の撤去など、安心して歩ける快適な歩

行環境の確保を図っていきます。 

・ 路上喫煙などからの歩行者の健康や安全の確保に努めていきます。また、路上喫煙防止条

例の策定への検討を進めていきます。 

 
2-2-3 防災・減災の推進 （関係課） 

 ① 自然災害への認識共有 生活安全課 

  ・ 防災マップなど、自然災害に関する情報提供を進めていきます。 

・ 地域の地形・地象、気象、自然災害の履歴など、自然環境の特性についての環境学習機会

の充実と参加の普及などを進め、自然災害についての認識の共有化を図っていきます。 

 ② 適正な土地利用の推進 都市計画課 

  ・ 都市計画マスタープランの見直しなど、災害に強い市街地の整備を進めていきます。 

・ 生垣の奨励、災害の未然防止を踏まえたみどり豊かなまちづくりを進めていきます。 

・ 自治医科大学周辺地区などの地区計画、建築物等指導基準による規制と誘導を進めていき

ます。 

 ③ 減災対策の推進 生活安全課、都市計画課、環境課、高齢福祉課、社会福祉課

  ・ 定期的な防災訓練の開催、自治会単位の防災組織の整備、独居世帯の把握と孤立させない

ネットワークづくりなど、自然災害に対する安心の確保を図っていきます。 

・ しもつけの発見などの環境学習※や体験学習と一体となった地域ごとの自主防災マップづ

くり、災害時における避難ルート・避難先の周知を進めます。 

・ 危険物や有害化学物質の貯蔵施設などの把握と管理の徹底指導に努めていきます。 

・ 木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修の支援、住宅のエネルギー消費量の低減化を進め

ます。 

・ 災害時廃棄物処理対策の確立に努めていきます。 

   例 ・ 災害廃棄物の一時仮置き場の確保 
・ 広域的な連携による災害廃棄物処理体制づくり 
・ 他地域での災害発生時への速やかな支援体制整備など 

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市幹線道路網計画書（建設課） 

・ 下野市地域防災計画（H24 年度改定、生活安全課） 

・ 下野市都市計画マスタープラン（H27 年度改定予定、都市計画課） 

・ 下野市建築物耐震改修促進計画（都市計画課） 
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２－３ 放射性物質による環境汚染への対応 

● 環境に関するアンケート結果では、「放射線等環境汚染による健康への影響」へ

の関心が も高くなっています。 

● 本市では、東日本大震災に伴う原発事故により発生した放射性物質による環境

汚染への対応に向け、環境放射線量や水道水の放射性物質の測定と結果の公表、

下野市産農畜産物等放射性物質分析結果の公表、市民への空間放射線量測定器

の貸出、施設での除染などの対策を進めてきました。 

● 今後も、継続的な放射線量の測定と監視、測定結果の公表、放射線と健康被害

についての適切な情報の発信などが必要です。 

● 継続的な放射線量の測定と監視、測定結果を公表していきます。 

● 国や県と協力して、放射線量のモニタリング※結果をはじめ、放射線と健康被

害などについての適切な情報の発信に努めていきます。また、汚染が確認され

た施設などの適切な除染対策を進めていきます。 

● 将来世代を含めた人々の安全や健康の確保に向け、原発に頼らないエネルギー

利用が進められるまちづくりに努めていきます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

2-3-1 放射線汚染状況のモニタリング※と情報提供 （関係課） 

 ① 放射線情報の提供 環境課、生活安全課、水道課、農政課、関係各課 

  ・ 放射能汚染と健康など被曝に関する適切な情報の収集と提供、風評被害への対応を進めて

いきます。 

・ 国・県や周辺市町と連携し、空間放射線測定やモニタリング結果の情報公開を進めていき

ます。 

 ② 環境汚染状況の把握、除染対策の推進 環境課、生活安全課、水道課、農政課、関係各課 

  ・ 保育所や幼稚園、学校、公園など、公共施設の空間放射線量の継続的な測定などのモニタ

リングを進めていきます。 

・ 農作物や水道水の放射性物質調査などモニタリングをおこない、食の安全・安心の確保と

風評被害対策を進めていきます。 

・ 市民要望に対応した放射線測定や対応、市民への空間放射線量測定器の貸し出しと測定結

果の情報を収集していきます。 

・ 平地林や池沼など自然地での空間放射線量の調査を進めていきます。 

・ 放射線量の測定結果を踏まえ、除染が必要な場所での適切な除染対策を進めていきます。

・ 放射性物質の農畜産物への移行防止対策など、生産現場での対策を進めていきます。 

・ 食品など、事業者の自主的な放射性物質の測定と放射能表示を促進していきます。 

・ 放射性物質を含む廃棄物の適正処理の検討と処理体制づくりを進めていきます。 

 ③ 原発に頼らないエネルギー利用の推進 環境課、関係各課 

  ・ 4-1（ｐ121）、4-2（ｐ123）、4-3（ｐ125）参照。 
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第３章 資源が循環する地球にやさしいまちづくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

私たちの便利で快適な社会生活は、さまざまな資源を大量に消費し、廃棄する社会のしくみに

より形成されてきました。それに伴い廃棄物が増大し、処理・処分に膨大なコストがかかってい

ます。また、不法投棄や地域を越えた廃棄物の移動などにより、環境汚染や資源の枯渇、 終処

分場※の確保など、さまざまな環境問題が発生しています。 

私たちが社会生活を営んでいく上で、毎日発生する廃棄物をどのように減らしていくかが、大

きな課題の一つとなっています。 

こうした資源を浪費する生活や社会のしくみを見つめ直し、廃棄物の発生を減らしていくとと

もに、資源として再使用・再生利用など、環境負荷※の少ない「資源が循環する地球にやさしいま

ちづくり」をめざしていきます。また、廃棄物の適正処理や不法投棄防止など清潔なまちづくりを

進めていきます。 

 

＜基本目標＞  ＜個別目標＞ ＜施策（取組の方向）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標３ 
 
資源が循環する 
地球にやさしい 
まちづくり 

3-１ 

ごみゼロ社会の形成 

3-2 

資源が循環するしくみづ
くり 

3-1-1 リデュース※の推進 

3-1-2 リユース※・リペア※の推進 

3-2-2 廃棄物の排出削減と適正処理 

3-2-1 リユース・リサイクル※のしくみづくり 

（小金井地区のコスモス畑）

第３章　資源が循環する地球にやさしいまちづくり
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３－１ ごみゼロ社会の形成 

● 本市における市民１人１日当たりのごみの排出量は、平成 22 年度で 739ｇ/

人・日で、平成 16 年度以降減少傾向となっています。資源物を除く家庭系ご

みは 658g/人・日で、減少傾向は見られますが横ばい状況となっています。 

● 平成 22 年度ごみの排出量の全国平均は 976ｇ/人・日、栃木県平均は 940

ｇ/人・日となっており、全国や県と比べて低い値となっています。 

● 環境負荷※の少ない持続的発展が可能なまちづくりにあたっては、今まで以上

に、ごみの減量化への取組を進めていくことが重要になっています。 

● ごみの発生抑制、再使用、再資源化に向けた 3R（スリーアール）※実践の普及

と啓発など、資源を無駄にしない、ごみの少ないまちづくり進めていきます。 

● 限りある資源を大切にし、資源が循環して利用できる循環型社会※（ごみゼロ

社会）の構築をめざしていきます。 

● 下野市ごみ減量化計画、下野市一般廃棄物※処理基本計画を推進していきます。 

 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

3-1-1 リデュース※の推進 （関係課） 

★ ① ごみ減量意識の普及・啓発 環境課 

  （啓発活動の充実） 

・ ものを大切にする、不要なものは買わない、ごみとなるものをつくらないなど、ごみを出

さないライフスタイル実践への意識啓発を進めていきます。 

・ ごみ問題への関心とごみに対する意識啓発を進めていきます。 

   例 ・ ごみ処理施設の見学会、実践体験など 
・ ごみに関するエコイベントやキャンぺーン、環境出前講座の実施 
・ ごみ減量化・資源化のポスターや標語、アイデア募集と活用など 

  ・ ごみの減量・リサイクル、ごみ出しマナーやルールに関する情報の発信・提供を進め、市

民・事業者のごみ減量意識の啓発、ごみ出しルールの徹底に努めていきます。 

   例 ・ 市のホームページや広報などを通じた市内のごみ量や処理の実態、ごみの減量・リサイ
クルの推進やごみ出しマナーの向上に関する情報などの発信・提供 

・ 自治会と連携した講座や説明会などで、ごみの減量・リサイクルの情報を提供 
・ 行政カレンダーの配布など 

  
 
（市及び市民等との協働と連携の強化） 

・ 自治会など市民団体が実施するごみの発生抑制や減量化、資源化活動の支援、環境ネット

ワークづくりと連携を強化していきます。 

・ 事業者間の連携・協力の推進、事業系資源物のリサイクルルートの確保を進めていきます。
 
（事業者への減量・資源化の啓発と協力要請、指導強化など） 

・ 事業者の拡大生産者責任※に則った取組の普及を進めていきます。 

・ 事業系ごみの減量及び適正処理に向け、多量排出事業者へのごみの減量・資源化への協力、

自己責任によるごみ処理や資源化の徹底、許可業者との契約を指導していきます。 

・ 事業者に対する事業系ごみの分別の徹底、事業系古紙の資源化などへの啓発活動を進めます。

・ 家庭系ごみへの事業系ごみの混入防止など、小規模事業所への指導を強化していきます。 

 
 
 
現状と 
課 題 

 
 
 
基本的 
方 向 
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★ ② ごみになるものの削減 環境課 

  ・ 簡易包装キャンペーンなどの実施による市民への過剰包装を断る習慣付けの啓発を進めま

す。 

・ マイバッグ運動やレジ袋削減キャンペーンなどの実施より、市民にごみとなるものを買わ

ない、受け取らないように働きかけを進めていきます。 

・ 事業活動に伴う簡易包装・レジ袋の有料化の推進、リサイクルに配慮した商品の生産・販

売及び流通・廃棄、修理体制の整備などが進められるよう事業者への協力要請を進めてい

きます。 

・ エコ（ショップ＆オフィス）※認定制度の普及と情報提供によるごみの発生抑制を推進し

ていきます。 

★ ③ 生ごみの発生抑制と減量化 環境課 

  ・ 生ごみの発生抑制を進めていきます。 

   例 ・ 食材の適量使用による食べ残しや賞味期限切れ食品の廃棄の減少化 
・ ごみを出さない料理・料理法（エコクッキング・メニュー）の紹介・発信 

  ・ 家庭用生ごみ処理機器等設置費補助など、家庭系生ごみの堆肥化と活用を進めていきます。 

・ 小枝のチップ化粉砕機の貸出など、剪定枝の分別収集と堆肥化、エネルギー資源への利用

などを進めていきます。また、落ち葉などの堆肥化（腐葉土）による家庭内処理を進めて

いきます。 

・ 生ごみの水切りの徹底を進めていきます。 

 
3-1-2 リユース※・リペア※の推進 （関係課） 

 ① リユース・リペア意識の普及 環境課 

  ・ もったいない運動の推進など、リユース容器の活用、不要になったものを譲る、修理して

長く使うなど、リユース・リペアの意識啓発としくみづくりを進めていきます。 
 

 ② リユースの推進、リユース容器の活用 環境課、学校教育課、管財課 

  ・ 給食などでの牛乳パックの代わりにリユースビンを活用するなど、子どもにリユースの大

切さを知ってもらう取組を進めて行きます。 

・ レンタル・リース店やリサイクルショップの実態把握と情報提供により、市民や事業者の

利用促進を進めていきます。 

・ 家庭などで使用された家具や器具、衣類などの再使用を進めていきます。また、市民の間

でのリユース・リサイクルを促進していきます。 

   例 ・ フリーマーケット、ガレージセール、バザーなどに関する情報の提供 
・ 不用品リサイクル制度に基づく市のホームページでの不用品リサイクル情報の充実と発

信など 
    

 ③ 家具や家電など製品の修理使用の推進 環境課 

  ・ シルバー人材の活用によるリペアセンターの整備など、自転車や家具､家電、おもちゃな

どの再使用を進めていきます。 

・ 事業者による製品の修理体制の整備など、協力の要請を進めていきます。 

・ 小山広域保健衛生組合と連携・協力し、粗大ごみとして排出された家具などの修理・再生、

イベント実施時における再生家具展示販売会などの実施を進めていきます。 

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市一般廃棄物処理基本計画（環境課） 

・ 下野市ごみ減量化計画（環境課） 

・ 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及びごみ処理施設建設基本構想（H21.3 小山広域保健衛生組合） 
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３－２ 資源が循環するしくみづくり 

● 本市では、市民等の 3Ｒ（スリーアール）※を支えるために、意識啓発、栃木県

におけるレジ袋削減に関する協定の推進、家庭用生ごみ処理機器等設置費補助、

集団回収運動奨励事業、不用品リサイクル事業、フリーマーケット開催、エコ（シ

ョップ＆オフィス）※認定制度などの取組やしくみづくりを進めてきています。 

● 平成 22 年度の資源物収集量は 3,604ｔ、集団回収量 833ｔ、資源化量は

4,607ｔ、資源化率 27.3％で、減少傾向で推移しています。 

● 本市のごみ処理は、小山広域保健衛生組合で処理している南河内・国分寺地区

と、宇都宮市（クリーンパーク茂原）に委託している石橋地区の 2 つの体制に

分かれており、市内統一化が進められています。市民等の理解が課題です。 

● 小山広域保健衛生組合でのごみ処理体系の見直し、ごみの減量化と新たなごみ

処理施設の整備が課題となっています。本市では、粗大ごみ処理施設（リサイ

クルセンター）の整備が役割となっています。また、構成各市町でのストック

ヤードや 終処分場※の整備が必要になっています。 

● 終処分は全て委託により市外で埋立処分をおこなっています。石橋地区のご

み処理委託でも宇都宮市の 終処分場が平成 30 年度で終了する予定です。そ

のため、 終処分場の建設が求められており、早期に検討を進めていく必要が

あります。 

● 3R の取組を支えていくため、今までの取組を継続して進めていきます。 

● また、社会情勢に柔軟に対応した資源回収・収集体制の整備、フリーマーケッ

ト、リペア※センター、リサイクルセンターの整備、グリーン購入※の普及など、

資源が循環するしくみづくりに努めていきます。 

● ごみ処理の広域事業を進めていきます。 

● 廃棄物の自区内処理の原則を踏まえ、 終処分量をできるだけ減らし、環境負

荷※や財政負担の低減に努めていきます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

3-2-1 リユース・リサイクルのしくみづくり （関係課） 

★ ① 分別の徹底など 環境課 

  （分別内容の統一化と分別の周知） 

・ 石橋地区と南河内・国分寺地区での分別内容の統一、分別のための勉強会・実施体験の開

催など、分別収集内容の周知と分別の徹底に努めていきます。 

・ 行政カレンダーや分別マニュアル（分別早見表）などの作成と提供により、ごみ・資源物

の分別排出の徹底を進めていきます。 

・ 古布や剪定枝などについて、回収量と資源化量の増加に向けた取組の検討を進めていきます。

・ 将来的な新規資源化施設の整備に伴い、分別収集による資源化を進めます。 

・ 事業者に対しては収集運搬許可業者を通じ、ごみの搬入時に分別排出の徹底を指導します。 

（有害物の分別徹底と収集体制の強化） 

・ アスベスト含有物、有害ごみ、乾電池など、有害物を含むごみの分別徹底を周知・啓発し

ます。 

・ 不適正なごみ出しによりごみ収集車両の火災事故の防止から、スプレー缶やライターなど

の分別の徹底を進めていきます。 

 
 
 
現状と 
課 題 

 
 
 
基本的 
方 向 
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 ② 資源回収のしくみづくり・収集体制の構築 環境課、高齢福祉課・社会福祉課 

  （集団回収の推進） 

・ 自治会などの各団体による集団資源回収は、ごみの減量やリサイクルへの意識が高められるこ

とから、今後も継続できるよう広報誌で参加・実施の呼びかけなどの支援を進めていきます。

・ 自治会などの各団体による集団資源回収、資源回収報償金制度を継続していきます。 

  
 
（資源回収のしくみづくり） 

・ 事業者による店頭回収とリサイクルの普及を進めていきます。 

・ 公共施設を活用した拠点回収システムの検討と資源物の拠点回収を進めていきます。また､

家庭から出た廃食用油のリサイクルを検討していきます。 

   例 ・ NPOなどの市民団体、ボランティア団体との協働による資源物の拠点回収 
・ 公共施設を活用した資源物や乾電池、蛍光管、電球、体温計などの回収 
・ 市役所や公民館などでの廃食用油回収容器の設置と廃食用油のリサイクル 
・ 廃食用油から生成した軽油代替燃料のごみ収集車への活用など 

  
 
（ごみ収集体制の構築） 

・ ごみ処理経費の削減と効率的なごみ収集に向け、ごみステーション設置の適正化を進めます。

・ 美観や衛生など環境保全のため、市民へのごみステーションの管理の徹底を進めます。  
（高齢化社会への対応） 

・ 高齢化社会の進展への対応に向けて戸別収集などの新たな収集方法の検討を進めます。また、

収集サービスの向上のため、高齢世帯や障害者に配慮したごみ収集方法の検討を進めます。 

・ 増加が予想される在宅医療廃棄物への対処のあり方について、医療機関や収集運搬業者と

の連携を踏まえ、検討を進めていきます。  
（効率的な収集運搬体制の構築） 

・ 分別収集品目ごとの収集量や排出状況などを踏まえ、家庭ごみの適切な収集や運搬方法を検討

していきます。収集運搬コストの節減に向けた効率的な収集運搬体制の整備を進めていきます。 
 ③ フリーマーケット、リサイクルプラザなどの整備 環境課 

  （グリーン購入※の推進） 

・ リターナブル容器の製品や再生資源を利用した製品、エコマーク付きの商品などの情報提

供、市民・事業者でのグリーン購入を進めていきます。 

・ 市役所や関係機関でのグリーン購入を率先的に進めていきます。  
（リユースのしくみづくり） 

・ 市民の間でのリユース※・リサイクルを促進していきます。【再掲：3-1-2_②】 

・ フリーマーケットの充実（開催施設の充実、定期開催など）と開催支援を進めていきます。

・ シルバー人材の活用によるリペア※センターの整備を進めていきます。また、廃棄自転車

の修理とレンタサイクルのしくみづくりについて検討を進めていきます。【再掲：3-1-2_③】

・ 事業者による製品の修理体制の整備など、協力の要請を進めていきます。【再掲：3-1-2_③】

・ 小山広域と連携・協力し、粗大ごみとして排出された家具などの修理・再生、イベント実

施時における再生家具展示販売会などの実施を進めていきます。【再掲：3-1-2_③】  
（リサイクルの推進） 

・ 白色トレイや紙パックなど、容器の店頭回収の充実とリサイクルの推進を進めていきます。

・ 容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法、自動

車リサイクル法、小型家電リサイクル法などの周知と適切な推進に向けた市民・事業者へ

の意識啓発を進めています。 

・ ストックヤード及び粗大ごみ処理施設（リサイクルセンター）の整備を進めていきます。
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3-2-2 廃棄物の排出削減と適正処理 （関係課） 

 ① 廃棄物処理への理解と向上 環境課 

  （廃棄物処理計画の推進） 

・ 小山広域保健衛生組合の一般廃棄物※処理基本計画及びごみ処理施設建設基本構想、下野

市一般廃棄物処理基本計画などの計画を推進していきます。また、社会情勢の変化などに

対応した見直しを進めていきます。 

（廃棄物処理対策への理解と向上） 

・ 廃棄物排出状況や処理状況に係る情報の提供、廃棄物処理に関する勉強会、見学会の開催

と支援など、市民、事業者への廃棄物処理対策への理解の向上に努めていきます。 

・ 廃棄物会計の報告会開催など、廃棄物処理に係わる経費への理解と市民・事業者の意識啓

発を進めていきます。 
 
（ごみ処理の有料化の検討） 

・ 公平なごみ処理費用の負担、排出者責任による処理をめざし、社会情勢や動向を踏まえ、

家庭系ごみ有料化のあり方、有料化に合わせて実施すべき施策についての検討をおこない

ます。 

・ 拡大生産者責任※に則り、事業者にごみの発生抑制に係る製品の開発や販売、情報提供な

どの協力依頼を検討していきます。 

・ 事業系ごみの減量化と資源化に向け、周辺自治体・組合の動向を踏まえ、処理手数料の改

訂の検討をおこないます。 
 
（廃棄物処理に伴う資源化の推進） 

・ 中間処理による資源化の推進を進めていきます。 

・ 処理後資源化されているものについての資源化量の拡大に向けた検討を進めていきます。 

・ 将来的な新規施設の整備に先立ち、収集体制や資源化ルートの検討、環境対策などの検討

を進めていきます。 

（処理施設の適切な運転及び管理の推進） 

・ 廃棄物処理施設からの環境負荷※の低減に向けた適切な運転と維持管理を進めていきます。

 

★ ② 終処分の自区内処理の推進 環境課 

  ・ 終処分の自区内処理に向けて、市民等を巻き込んだ勉強会などの開催を進めていきます。 

・ 終処分量の 小化計画の検討と 終処分場※のあり方の検討を進め、処分場の用地確保

と整備を進めていきます。 

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市一般廃棄物処理基本計画（環境課） 

・ 下野市ごみ減量化計画（環境課） 

・ 下野市分別収集計画（環境課） 

・ 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及びごみ処理施設建設基本構想（小山広域保健衛生組合） 
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第４章 環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり 
 
 
 
 
 
 
 
 

今日の私たちの豊かで便利な社会は、日常生活や事業活動において膨大なエネルギーを消費す

ることにより成り立っています。エネルギー消費量の増大は、環境にさまざまな影響をもたらし

てきました。地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題は、石油・ガス・石炭などの化石燃

料を燃やして得られるエネルギーの利用が一つの要因ともなっています。 

また、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う原発事故により発生した放射性物質による

環境汚染を契機に、将来世代を含めた人々の安全や健康の確保に向け、原発に頼らないエネルギ

ーの利用が大きな社会問題となっています。 

環境に関するアンケート結果では、「節電等省エネ対策の徹底と再生可能エネルギー※の利用を

進め、原子力発電への依存を減らしていく」との考えが、市民と事業者それぞれが約 7 割となっ

ています。また、環境問題として「地球温暖化に伴う環境への影響」への関心が市民で 44％と、

「放射線等環境汚染による健康への影響」の 55％に次いで高くなっています。 

私たちの豊かなくらしや活動を持続的なものとしていくために、日常生活や事業活動における

節電など省エネを進め、エネルギー消費量を減らしていくとともに、太陽光発電や太陽熱利用な

ど再生可能エネルギーの活用、エネルギー利用効率の良い環境負荷※の少ない都市基盤の整備な

ど、「環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり」をめざしていきます。 

また、こうした取組を積極的に進めていくことにより、二酸化炭素など温室効果ガス※の排出

の少ない社会を構築し、「地球市民」として、地球温暖化防止など地球環境の保全に貢献していき

ます。 

 

＜基本目標＞  ＜個別目標＞ ＜施策（取組の方向）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ 
 
環境にやさしい 
エネルギー利用を 
進めるまちづくり 

4-1 

省エネの推進 

4-3 

環境負荷の少ないまちづ
くりの推進 

4-2 

創エネ・蓄エネの推進 

4-1-1 エネルギー消費量の低減 

4-1-2 環境に配慮した省エネ型製品の利用推進 

4-3-1 快適な気候からなるまちづくりの推進 

4-3-2 省エネ・創エネ・蓄エネ型まちづくりの推進 

4-2-2 再生可能エネルギーなどの利用推進 

4-2-1 蓄エネなどエネルギーの効率利用の促進 

（道の駅しもつけ）

第４章　環境にやさしいエネルギー利用を進めるまちづくり
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４－１ 省エネの推進 

● 日常生活や事業活動は、電気をはじめ、石油やガスなどを燃やして得られるエ

ネルギーを大量に消費しています。電気も、多くは、石油・天然ガスなどの化

石燃料を燃やす火力発電や原子力発電などにより作られています。 

● 本市のエネルギー消費量は、県全体の消費量（販売量）を世帯数割合で見ると、

年度ごとの増減はありますが、全体として電灯・電力消費量は増加傾向、家庭

用都市ガス販売量は減少傾向、ガソリン及び灯油は減少傾向となっています。 

● 市民の環境に関するアンケート結果では、いつも「使用していない部屋の照明

やテレビ、冷暖房はこまめに消している」が 77％と節電意識は高くなってい

ます。いつも「車の使用を控えるようにしている」は 16％となっています。 

● エネルギー消費に伴う環境負荷※を低減していくために、日常生活や事業活動

におけるエネルギー消費量を低減していく必要があります。 

● 日常生活や事業活動におけるエネルギー利用のあり方、節電など省エネ行動の

普及啓発を進め、エネルギー消費量の低減に努めていきます。 

● 近くへの移動に徒歩や自転車を利用する、できるだけバスや鉄道などの公共交

通を活用するなど、移動のエコ化を進めていきます。 

● 省エネなど環境に配慮した商品や自動車の利用を進めていきます。 

 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

4-1-1 エネルギー消費量の低減 （関係課） 

 ① 節電など省エネ意識の普及 環境課、生活安全課 

  （省エネに関する環境学習※やエコイベントの実施） 

・ 市民等の省エネに関する学習機会やエコイベントを充実し、ライフスタイルやワークスタ

イルの見直しや節電など省エネ行動の実践や意識啓発を進めていきます。 

   例 ・ エネルギー利用や地球温暖化問題に関する環境学習やエコライフまつりなどエコイベン
トの開催 

・ 行政カレンダーと一体となった省エネ実践方法の発信 
・ 節電リーフレット作成と全家庭への配布 
・ 市民の省エネ行動事例の提供依頼と事例の発信など 

  
 
（エネルギー消費量のチェックと目標設定による省エネ意欲の向上） 

・ 省エネナビ※など家庭や家電の消費電力の把握（見える化など）を進め、節電など省エネ

行動の普及と省エネチャレンジ意識の啓発を図っていきます。 

   例 ・ 県主催省エネチャレンジにおける下野市分の取組結果の公表 
・ 環境家計簿※の作成、節電アクション取組への表彰と事例発信など 

  
 
・ 公共施設や事業所での電力管理システムの導入など、エネルギー使用の効率化、電力需要

の抑制と節電、電力消費量の削減を進めていきます。 
 
（エコポイント※などのしくみづくりによる意識啓発の推進） 

・ エコ（ショップ＆オフィス）※制度の充実による事業所の省エネ対策を進めていきます。 

・ エコチャレンジ実践者や省エネ機器などの導入者に対するエコポイント（地域マネーを含

む）のしくみづくりの検討を進めていきます。 
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★ ② 省エネ行動（エコライフ※）の推進 環境課、関係各課 

  （市民の節電など省エネの促進） 

・ 省エネ講座や実践体験などのエコイベントや環境学習※の場の提供、省エネ実践の手引き、

広報や市のホームページでの情報発信など、省エネ意識の啓発を進めていきます。 

・ 市民向け環境配慮（行動）指針（第Ⅲ編第 2 章 1、ｐ73 参照）による省エネ行動への取組を進

めていきます。 

各家庭での節電など省エネ行動の実践 

適切な自家用車利用による省エネの推進 

環境に配慮した省エネ型製品利用の推進 
 
（事業者の節電など省エネ対策の促進） 

・ 事業者向け環境配慮（行動）指針（第Ⅲ編第 2 章 3、ｐ85 参照）による事業所の省エネへの取

組を進めていきます。 

エネルギー消費量の低減対策の実践 

省エネに配慮した自動車利用の推進 

環境に配慮した省エネ型製品利用の推進 
 
（市役所及び関連施設での省エネの推進） 

・ 事業者向け環境配慮（行動）指針に準じて、市役所及び関係施設での節電など省エネ対策

を進めて行きます。 

・ 下野市役所地球温暖化対策実行計画による省エネ対策の推進と CO2 排出量の削減を進め、

市の事務事業におけるエネルギー消費量及びＣＯ2 排出量を公表していきます。 

 
4-1-2 環境に配慮した省エネ型製品の利用推進 （関係課） 

 ① 省エネなど環境に配慮した自動車利用の促進 環境課、管財課、関係各課 

  ・ 低環境負荷型（高燃費性能、低排出ガス）自動車利用の啓発と普及を進めていきます。 

   例 ・ 充電用電力の発電・送電・充電まで含めた電気自動車（ＥＶ）の省エネ効果についての
情報の収集と情報提供 

  ・ 観光施設などでの再生可能エネルギー※を活用した電気自動車（ＥＶ）用充電器設置の検

討を進めていきます。 

 

 ② 省エネ型製品の活用促進 環境課、管財課、関係各課 

  ・ 下野市グリーン調達推進方針による環境配慮物品などの調達を進めていきます。 

・ 市役所及び関連施設での発光ダイオード（ＬＥＤ）照明への切り替え、新たに建設する施

設での発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の導入を進めていきます。また、家庭や事業所での

導入を進めていきます。 

・ 製品のライフサイクルを含めた省エネ製品についての情報を収集し、発信・普及を進めて

いきます。 

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市役所地球温暖化対策実行計画（環境課）  
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４－２ 創エネ･蓄エネの推進 

● 地球温暖化の要因でもある化石燃料に代わるエネルギーの利用をはじめ、原発

に頼らないエネルギーの利用など、環境にやさしいエネルギー利用として、太

陽光発電など再生可能エネルギー※の普及が課題となっています。 

● 本市は、日照時間に恵まれ、太陽光発電や太陽熱利用に適した地域となってい

ます。平成 22 年度から住宅用太陽光発電システムの設置補助制度を開始し、

平成 23 年度までに 261 件の設置補助をおこなってきています。 

● 太陽光発電など気象に左右されやすいエネルギーの安定供給、夜間余剰電力の

貯蔵による昼間のエネルギー需要への活用などエネルギーの効率的な利用、災

害時での電力確保に向け、家庭や地域での蓄エネの普及が課題となっています。 

● 再生可能エネルギーによる発電システムや蓄電システムは、システム全体での

ライフサイクルを含めた環境負荷※や費用対効果についての実証が明確になっ

ていないなどの課題もあります。 

● 太陽光や太陽熱、小水力などの再生可能エネルギーの開発と利用を進めていく

など、創エネに努めていきます。社会情勢を踏まえつつ、住宅用太陽光発電シ

ステムの設置補助を継続して進めていきます。 

● 太陽熱の有効利用などをはじめ、蓄エネシステム（電気自動車などを含む）の

活用など、創エネと一体となった蓄エネのあり方を検討し、エネルギー消費量

の低減とエネルギーの効率的利用に努めていきます。 

● 市民等と協力して、再生可能エネルギーの地産に向けた研究と利用の普及を進

めていきます。また、地域分散型エネルギー体系のあり方について検討してい

きます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

4-2-1 蓄エネなどエネルギーの効率利用の促進 （関係課） 

 ① くらしの蓄エネ推進 環境課、関係各課 

  ・ 良好な日照時間が得られる本市の特性を活かし、蓄熱を含めてエネルギー変換効率の良い

太陽熱発電の検討を進めていくほか、ソーラークッキングなど太陽熱の活用に関するエコ

イベントの実施など、太陽熱の有効活用への意識啓発を進めていきます。 

・ 太陽熱温水器など、太陽熱とその蓄熱エネルギーの有効利用による効率的なエネルギー利

用を進めていきます。 

 

 ② 蓄電設備などエネルギーの効率利用 環境課、関係各課 

  ・ 夜間の余剰電力などを活用した蓄エネ（電気・熱）システムの検討を進め、電力のピーク

シフトの促進など、効率的なエネルギー利用を進めていきます。 

・ 蓄電システムと一体となった再生可能エネルギーの効率的利用を進めていきます。また、

電気自動車（EV）の蓄電システムを活かした家庭でのエネルギーの効率利用についての

検討を進めていきます。 
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4-2-2 再生可能エネルギー※などの利用推進 （関係課） 

★ ① 太陽光発電など再生可能エネルギーの活用 環境課、関係各課 

  （太陽光発電利用の普及） 

・ 住宅用太陽光発電システム設置補助の実施継続と普及を進めていきます。また、社会情勢

を考慮して事業者への太陽光発電システム設置補助について検討を進めていきます。 

・ 学校など公共施設への太陽光発電システムの設置を進め、太陽光発電の体験学習や省エネ

対策に努めていきます。 

   例 ・ 住宅用太陽光発電システム設置家庭へのアンケートの実施による太陽光発電の導入・普
及実績などの把握と導入効果などの情報の発信 

・ 未利用地や公共施設屋上などを活用した太陽光発電施設の設置の検討（環境負荷※や費用
対効果など） 

  
 

（太陽光発電以外の再生可能エネルギーなどの活用検討） 

・ 太陽熱の有効利用と効率的なエネルギー利用の普及を図っていきます。 

   例 ・ 太陽熱利用に対する理解と普及 
・ 市営の日帰り温泉施設への太陽熱利用の推進によるエネルギー消費量の削減など 

  ・ 廃食用油や廃材など、廃棄物のエネルギー資源としての有効活用を進めていきます。 

   例 ・ 生ごみの日､小枝の日、プラスチックの日、廃食用油の日などのリサイクルデ―の設定、
廃棄物のエネルギー利用に向けた資源回収の効率化の構築 

  ・ 市民等との協働による再生可能エネルギー活用の検討と調査を進め、再生可能エネルギー

の活用を図っていきます。 

   例 ・ 小水力発電、地下水など温度差発電、バイオマス※発電などの検討 
・ 工業高校などによる風力発電の研究支援 

  ・ 再生可能エネルギーを利用した特定規模電気事業者（PPS）の電力の活用など、原子力発

電などに頼らない代替電力導入の検討と利用を進めていきます。 

 ② 蓄エネシステムなど自主電源の導入促進 環境課、関係各課 

  ・ 家庭用燃料電池コージェネレーション※システム（エネファームなど）の情報を収集し、

発信していきます。 

・ 事業者のコージェネレーションシステムやガス燃料電池などを活用した蓄エネや自主電源

の導入を進めていきます。 

 

 ③ エネルギー地産に向けた研究などの促進 環境課、関係各課 

  ・ 地域に賦存するエネルギー資源を活用したエネルギー利用など、エネルギーの地産に向け

た研究を進めていきます。 

・ コージェネレーションシステム、大規模太陽光・太陽熱発電などの再生可能エネルギーを

活用した地域分散型エネルギー体系のあり方を検討していきます。 

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市総合計画の見直し（総合政策課） 

・ 下野市役所地球温暖化対策実行計画（環境課） 
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４－３ 環境負荷※の少ないまちづくりの推進 

● 近年、自動車の普及などに伴い、郊外への事業所や大規模商業施設、公共施設

の立地など、市街地が拡大し、移動のエネルギー消費量が増大してきました。

また、市街地では、建物や自動車の冷暖房からの排熱の増大、人工物やアスフ

ァルトなどにより地表面の被覆などにより、夏季では地表温度が高くなり、一

層冷房が必要になるなど、エネルギー消費に伴う環境負荷※が増大してきまし

た。 

● 地域でのエネルギー消費量の低減に向けて、エネルギー消費に伴う環境負荷の

より少ないコンパクトなまちづくりを進めていくことが課題となっています。 

● エネルギー消費効率の良い環境負荷の少ないまちづくりに努めていきます。 

● 快適な生活気候の形成に向けて、緑化などによる都市熱や居住地での生活気候

の緩和など、緑の多いまちづくりを進めていきます。 

● 徒歩や自転車で移動でき、公共交通が利用しやすいまちづくりなど、移動のエ

コ化と都市機能の適正配置を進めていきます。 

● 住宅や施設など建物の省エネ化、自動車など交通の省エネ化を進めていきます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

4-3-1 快適な気候からなるまちづくりの推進 （関係課） 

 ① 快適な気候の形成（都市熱の緩和） 都市計画課、環境課、農政課 

  ・ 都市計画マスタープランの見直しと連携した都市熱の緩和対策の検討を進めていきます。 

   例 ・ 都市熱の緩和に向けた公園や街路樹の適正配置 
・ 円滑な交通流に配慮した道路の整備 
・ 道路、歩道、駐車場などの透水性舗装※、街路樹による緑陰の確保など、快適な歩行環境

や自動車利用環境の整備 
・ 自然の風の流れや地域の気候特性を活かしたまちづくりや住まいづくりなど 

  ・ 都市熱緩和に係るエコイベントの実施など、省エネ型まちづくりへの意識啓発を進めてい

きます。 

   例 ・ 雨水を活用した一斉打水運動、グリーンカーテン※活動など 
    

 ② 緑に囲まれた環境負荷の少ないまちづくりの推進 都市計画課、建設課、農政課 

  ・ 都市計画マスタープラン、緑の基本計画と連携した緑の豊かな環境負荷の少ないまちづく

り進めていきます。 

   例 ・ 街路樹・公園の適正配置、屋敷林や平地林の保全と活用 
・ 水路など水辺の活用 
・ 生垣奨励補助の推進、住宅や事業所での樹木の植栽の推進など 

  ・ 緑化団体活動への補助、緑化の推進（緑の募金、苗木の配布）など緑化推進事業を進めて

いきます。また、市民等による街路樹や公園の管理活動の推進と支援を進めていきます。 

・ グリーンカーテン用植物の種・苗の配布など、グリーンカーテンの普及を進めていきます。

・ 緑化やガーデンフォトコンテストなど、緑化活動や緑の管理活動を進めていきます。 
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4-3-2 省エネ･創エネ･蓄エネ型まちづくりの推進 （関係課） 

★ ① 移動のエコ化 都市計画課、建設課、生活安全課、環境課 

  ・ 近くへの移動に徒歩や自転車利用の実践、公共交通機関の利用など、過剰な自家用車利用

の低減を進めていきます。 

（徒歩による移動環境の整備） 

・ 歩きたくなる道（遊歩道、散策路）や快適な歩行環境づくりなど、安全・安心な歩道の整

備などを進めていきます。 

   例 ・ 歩いて巡れる商店街づくり、時間帯による自動車乗り入れ規制 
・ 雨水などを活用したミストシャワーの設置や散水など 

  （安全な自転車利用環境の整備） 

・ 市民等が気楽に自転車が利用できるまちづくりを検討していきます。 

・ 自転車通行のネットワークづくりと自転車に乗りたくなる道の整備など、自転車利用環境

の充実を進めていきます。 

   例 ・ 自転車道やサイクリングロード、自転車通行帯（専用レーン）の設置 
・ 駅周辺やバス停、商店街や公共施設などでの自転車駐車場の整備 
・ 放置自転車の修理と販売 
・ 放置自転車を活用したレンタサイクルやコミュニティサイクルのしくみづくりなど 

  （公共交通機関の利用環境の整備） 

・ バスや鉄道など公共交通の利便性の向上、デマンドバス（お出かけ号）活用の普及、新交

通システムの研究を進めていきます。 

   例 ・ ルートや運行など改善要望、バス停や駅周辺での駐車場や自転車駐車場の確保など 
・ 新交通システムの研究など 

  （適正な自動車利用の推進） 

・ 円滑な交通流の形成に配慮した道路整備を進めていきます。 

 

 ② 施設･建物などの省エネ化 都市計画課、建設課、環境課、関係各課 

  ・ 施設や建物の省エネ対策を進めていきます。また、市役所新庁舎の省エネ対策を進めてい

きます。 

   例 ・ 公共施設や住宅などの自然採光や換気の活用、木材の活用、建物の高断熱化など 

  ・ 道路、歩道、駐車場などの省エネルギー対策、環境負荷※の少ない安全な歩行環境づくり

を進めます。 

   例 ・ 道路、歩道、駐車場などの透水性舗装化、駐車場の緑陰づくり 
・ 道路照明への発光ダイオード（ＬＥＤ）の活用 
・ 街灯の適正配置と発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の活用など 

    

 ③ 創エネ・蓄エネの推進 環境課、関係各課 

  ・ 地域に賦存するエネルギー資源を活用したエネルギー利用など、エネルギーの地産に向け

た研究を進めていきます。【再掲：4-2-2_③】 

・ 再生可能エネルギー※を活用した地域分散型エネルギー体系のあり方を検討していきます。

【再掲：4-2-2_③】

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市都市計画マスタープラン（H27 年度改定予定、都市計画課） 

・ 緑の基本計画（H27 年度策定予定、都市計画課） 

・ 下野市農業振興地域整備計画（Ｈ24 年度策定予定、農政課） 

・ 下野市森林整備計画（H24.3 策定、農政課） 

・ 元気な森づくり推進事業（農政課）：「とちぎの元気な森づくり県民税事業」による明るく安全な里山林整備の推進 
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第５章 みんなで環境を守り育てるパートナーシップの

しくみづくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

今日の環境問題の解決にあたっては、市民一人ひとりが、環境について理解し、行動していく

とともに、協働して環境の保全及び創造を図っていくことが大切になっています。 

環境に関するアンケート結果では、環境保全活動への参加について、「積極的に参加したい」、

「機会やきっかけがあれば参加したい」と「時間があれば参加したい」を合わせると 8 割以上の

市民が参加したいとなっています。また、参加しやすい条件として、「一緒に参加や協力し合える

仲間がいれば」が 48％、「誰でも参加できる活動の機会があれば」が 45％と高くなっています。 

このため、環境パートナーシップ※のもと、協力しあって環境負荷※の低減や自然環境の保全・

再生などに向けたさまざまな取組が進められる「みんなで環境を守り育てるパートナーシップのしく

みづくり」を進めていきます。 

こうした協働社会の形成に向けて、物やエネルギーなどの環境資源を極力、地域内で循環させ

る「地産地消※」の社会づくりを進めていくとともに、地域との豊かなふれあいや環境学習※を通

して、人材育成、環境資源の発掘、環境情報の発信など、新たな環境交流の展開と環境ネットワ

ークの形成に努めていきます。 

 

＜基本目標＞  ＜個別目標＞ ＜施策（取組の方向）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標５ 
 
みんなで環境を 
守り育てる 
パートナーシップの 
しくみづくり 

5-1 

環境学習※・環境保全活動
の推進 

5-2 

環境パートナーシップの
形成 

5-3 

環境調査・環境情報の整
備と発信 

5-1-1 環境教育・環境学習の推進 

5-1-2 環境保全活動の推進 

5-1-3 エコリーダーの育成と活動支援 

5-2-1 環境交流の促進 

5-2-2 (仮称)しもつけ環境市民会議との連携 

5-3-2 環境情報の整備と発信 

5-3-1 環境調査の推進・調査結果の公開 

（蔓巻公園）

第５章　みんなで環境を守り育てるパートナーシップの

しくみづくり
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５－１ 環境学習※・環境保全活動の推進 

● 環境問題の解決に向けては、身近な地域から地球規模の環境問題を知り、環境

が果たしている役割などを考え、みんなで環境の保全や創造に向けた取組が進

められる地域社会の形成が求められています。 

● 市では、平成 18 年より「まちづくりリクエスト講座（出前講座）」を実施し、

市民等の環境学習会を支援しています。生涯学習情報センターでは、生涯学習

や学校支援ボランティアバンクが設けられ、地域や学校からのボランティア活

動の依頼に応じた協力をお願いしています。 

● 市内で活動するさまざまな市民団体や農地・水・環境保全向上対策活動組織、

県の組織などが、自然観察や体験学習、勉強会をはじめ、エコイベントや環境

保全活動を実施しています。 

● 市民等の環境学習※や環境保全活動への参加機会を提供していくとともに、相

互の連携と調整により、効果的な推進が図れるようしていくことが課題となっ

ています。 

● 市民等のさまざまな環境学習や環境保全活動を指導・補佐し、先導して行くエ

コリーダー※などの人材の育成と活動支援に努めていくことが大切です。 

● 子どもから大人まで、家庭や学校・地域など、それぞれの状況に応じた環境学

習※や環境保全活動への参加機会の充実を図っていきます。 

● 市民団体や組織が進める環境学習や環境保全活動を支援していくほか、相互の

環境ネットワークづくりを進め、相互に連携した活動が進められるようなしく

みづくりに努めていきます。 

● エコリーダーの育成とその活動支援を進め、学校や地域、家庭、職場などでの

環境学習の普及と環境保全活動への参加を促進していきます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

5-1-1 環境教育・環境学習※の推進 （関係課） 

★ ① 環境教育の推進・支援 学校教育課、生涯学習課、環境課 

  ・ 関係機関との連携による環境に係る学校教育のサポートを進めていきます。また、教育と

一体となった自然とふれあえる学習を進めていきます。 

   例 ・ 子どもの環境に関する環境学習や体験学習、環境保全活動の推進 
・ 平地林や休耕地を活用した学校林・学校田畑の整備など 

  ・ 給食への安全・安心な下野市産農畜産物やリユース※ビンの活用など、食育※を進めていき

ます。 

・ 特色ある教育活動を推進していきます。 

   例 ・ スクールアシスタントの配置（情報アドバイザーなど） 
・ 下野ふるさとの大発見（下野市の伝説集の作成・活用） 
・ 学校支援ボランティアの活用による環境学習補助など 

  ・ しもつけの環境や環境学習に関する調査研究、教職員研修、社会科副読本などの編集など、

教育研究所の運営を進めていきます。 

 

 
 
 
現状と 
課 題 

 
 
 
基本的 
方 向 
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★ ② 多様な環境学習※機会の提供 環境課、学校教育課、生涯学習課 

  ・ 環境学習指針の作成により、関係各課、市民団体と連携した多様な環境学習機会の提供、

環境学習への参加を進めていきます。 

・ 環境保全に関する出前講座、公民館講座などを充実していきます。 

・ 公民館子どもクラブでのボランティア講師による自然に親しむ活動を進めていきます。 

・ 環境フォーラムや各種のエコイベントの開催と連携した環境学習を進めていきます。 

・ 蔓巻公園の環境学習の拠点としての活用を進めていきます。 

 ③ 環境学習教材の充実 環境課、学校教育課、生涯学習課 

  ・ 環境に関するパネルやビデオ、図書、体験学習用機材などを充実し、閲覧や機材の貸し出

しなど、市民団体が実施する環境学習や体験学習を支援していきます。 

・ しもつけの環境に関する副読本や各種環境マップなどの作成により、子どもをはじめ、市

民等の環境に関する意識啓発を進めていきます。 
 
5-1-2 環境保全活動の推進 （関係課） 

 ① 環境保全活動への参加促進 生涯学習課、環境課、関係各課 

  ・ 環境保全活動に関する情報を広報や市のホームページなどの媒体を用いて発信し、環境保

全活動への参加を促進していきます。 

   例 ・ 下野市市民活動支援サイト「You がお ネット」との連携 
・ 環境保全活動に関する情報を広報や市のホームページなどの媒体を用いて発信 
・ 環境保全活動に貢献している市民・市民団体・事業所の表彰など 

    

★ ② 多彩な環境保全活動の推進（参加機会の充実） 生涯学習課、環境課、関係各課 

  ・ 市民団体や関係機関が実施する環境に関する活動や活動情報を体系的に発信し、参加機会

を充実していきます。 

・ 市民団体や関係機関との連携（環境ネットワーク）を強化し、環境保全活動の充実、連携

と調整を進め、市民等の環境保全活動への参加機会を充実していきます。 

   例 ・ 下野市市民活動支援サイト「You がお ネット」との連携など 
 
5-1-3 エコリーダー※の育成と活動支援 （関係課） 

★ ① エコリーダーの育成 環境課、生涯学習課、関係各課 

  ・ 「しもつけエコリーダー」への参加、環境学習や体験学習、環境保全活動への協力を進めて

いきます。 

   例 ・ 生涯学習や学校支援ボランティアバンクで環境に関する活動を進めている市民 
・ とちぎエコリーダーや県の環境保全活動を支えている市内に活動基盤を持つ市民 
・ 環境問題に関する正しい知識と経験を持ち積極的に関わる意欲のある市民など 

  ・ 県との連携により、県が実施する「とちぎエコリーダー養成研修」をはじめ、市の市民活

動養成研修などを進め、エコリーダーの育成に努めていきます。 
 

 ② エコリーダーによる環境学習･環境保全活動の支援 環境課 

  ・ しもつけエコリーダーへの登録、環境学習の場や教材の提供など、活動を支援していきます。

・ 環境学習拠点などの整備を進め、しもつけエコリーダーや環境保全に係る市民団体との交

流を深めていくなど、エコリーダーの活動を支援する体制づくりを進めていきます。 

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市教育計画（教育総務課） ・ 下野市生涯学習推進計画（生涯学習課） 
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５－２ 環境パートナーシップ※の形成 

● 本市には、さまざまな立場や分野から環境保全に関する活動に、多くの市民や

市民団体が取り組んできています。 

● 環境に関するアンケート結果では、多くの市民が「時間」や「機会」があれば、

環境保全活動に参加してみたいと考えています。また、一緒に参加や協力し合

える仲間がおり、誰でも参加できる活動の機会があれば、より積極的に参加し

やすいと考えています。 

● 本市では、下野市市民活動支援サイト「You がお ネット」を立ち上げ、こう

した市民活動に関する情報の提供に努めてきています。平成 24 年 11 月現在

で 39 団体が登録し、活動情報を発信しています。 

● 今後、環境保全活動を効果的に進めていくためには、環境の保全と創造に関わ

るさまざまな市民団体との連携をはじめ、県など、市内外の環境保全団体との

連携など、幅広い環境ネットワークの形成が重要になっています。 

● 環境フォーラムの開催や各種エコイベントの共同開催など、行政や市内外の環

境活動団体、市民等との交流を深め、環境ネットワークの形成に努めていきます。 

● 本計画推進の中心的な役割を果たす市民等からなる「（仮称）しもつけ環境市民

会議」の設立を補佐し、環境市民会議による環境ネットワークづくりを支援し

ていきます。 

● 「（仮称）しもつけ環境市民会議」と連携して、本計画に掲げられた「協働プロ

ジェクト」の推進と進みぐあいのチェック、見直しなどを進め、その効果的な

展開が図れるよう努めていきます。 
 

（★印は、重点的施策を示す） 
5-2-1 環境交流の促進 （関係課） 

★ ① 環境フォーラムの開催 環境課 

  ・ 行政や市内外の環境活動団体、市民等との交流を深め、市民等の環境に関する意識啓発と環境

ネットワークづくりを進めていくために、「（仮称）しもつけ環境市民会議」が開催する環境フ

ォーラム（年１回）の支援を進めていきます。 
 

★ ② エコイベントなど環境交流の促進 環境課、関係各課 

  ・ 行政や市内外の環境活動団体、市民等との連携によるエコイベントの実施や協力など、幅広

い環境交流の機会を充実し、環境パートナーシップの啓発と普及に努めていきます。 

・ 市民団体やエコリーダー※との連携による環境に関する環境学習会や出前講座など進め、

環境パートナーシップの育成を進めていきます。また、環境情報の提供やパブリックコメ

ントの実施など、広報･公聴の充実を図っていきます。 

・ 多彩な環境保全活動の推進（参加機会の充実）に努めていきます。【5-1-2_①､②参照】 

 
 ③ 環境ネットワークの形成 環境課、生涯学習課、関係各課 

  ・ 市内外で活動している市民団体などとの環境交流を充実し、環境保全に関わる市民団体の

ネットワークづくりを進めていきます。 

   例 ・ 環境フォーラム（年１回）やエコライフまつりなど各種エコイベントの実施 
・ 下野市市民活動支援サイト「Ｙou がお ネット」を介した情報交流など 

  ・ 各課で把握している市民等の環境に関する取組や活動情報を共有化し、有機的な連携が図

れるように努めていきます。 

 
 
 
現状と 
課 題 

 
 
 
基本的 
方 向 
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5-2-2 (仮称)しもつけ環境市民会議との連携 （関係課） 

★ ① (仮称)しもつけ環境市民会議の設立 環境課 

  ・ 本計画に掲げられた協働による取組を推進するための中心的な役割を果たす「（仮称）し

もつけ環境市民会議」の早期設立を進めていきます。 

・ 環境市民会議の設立に向けて、設立準備委員会による「（仮称）しもつけ環境市民会議」

の活動方針や活動内容、運営方法についての検討と設立準備を進めていきます。 

 

★ ② (仮称)しもつけ環境市民会議の活動支援 環境課 

  ・ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」による環境フォーラムなどの開催をはじめ、市民団体

との連携によるエコイベントの実施、環境保全活動など、環境交流や環境ネットワークづ

くりの支援を進めていきます。 

・ 「（仮称）しもつけ環境市民会議」の活動拠点の整備を進めていきます。 

 

【主な関連計画・事業など】 

・ 下野市環境基本計画（環境課）  
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５－３ 環境調査・環境情報の整備と発信 

● 市ではホームページや広報により、さまざまな行政情報や調査結果などの情報

の公開と発信・提供を進めてきています。また、下野市情報公開条例により適

切な情報の提供に努めています。 

● 各主体の環境配慮行動の促進、環境パートナーシップ※の形成と協働による環

境保全の取組を進めていく上で、環境の現状に係る情報をはじめ、環境保全へ

の取組状況（本計画の進みぐあいを含む）に関する情報は、環境について知り、

考え、行動し、協働していくための共有の情報として重要です。 

● 市民等の環境意識をはじめ、環境保全行動の取組事例（効果や失敗例）などの

情報も、新たに取り組んでいくための判断材料にもなり、こうした環境に関す

る情報を体系的に整備し、提供して行くことが重要になっています。 

● 自然環境、生活環境、廃棄物やエネルギー、環境学習※や環境保全活動に関す

る環境の現状について、定期的な調査や測定、関連情報の整理を進め、その結

果の提供に努めていきます。 

● 協働プロジェクトなど本計画の進みぐあいを定期的に把握し、効果的な推進に

向けた見直しを図っていくとともに、それらの情報を提供・発信していくこと

により、推進のための課題や対策の共有化に努めていきます。 

● 市民等の環境保全行動事例や環境保全活動に関する情報などの収集と発信など、

情報交流が図れるように努めていきます。 

● 環境の現状や計画の進みぐあいに関する報告をはじめ、関連する環境情報を体

系的に整備し、「（仮称）しもつけの環境」として、市のホームページで提供と

発信を進めていきます。 

 
（★印は、重点的施策を示す） 

5-3-1 環境調査の推進・調査結果の公開 （関係課） 

 ① 環境状況の把握及び環境調査の推進 環境課 

  ・ 本市の大気・水・土壌の環境状況を把握し、生物生息状況などの環境調査を進め、定期的

に市民等に報告していきます。 
 

 ② 環境報告書※の作成 環境課 

  ・ 本計画の実施や進みぐあいをチェックし、環境の現況とあわせて「環境報告書」にとりま

とめ、定期的に市民等に報告していきます。 

 
5-3-2 環境情報の整備と発信 （関係課） 

 ① 環境保全行動事例の収集・情報提供 環境課、関係各課 

  ・ 市民等に環境保全への取組状況の情報提供をお願いし、環境保全行動や活動に関する事例

の収集と発信を進めていきます。 
 

★ ②「(仮称)しもつけの環境」の発信 環境課 

  ・ 環境調査結果や環境報告書、市民等の環境保全行動事例など、本計画の推進に関する情報

を体系的に整備し、「（仮称）しもつけの環境」として市のホームページで提供・発信を進

めていきます。 
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２２  環環境境基基本本条条例例  

３３  計計画画策策定定のの経経過過  
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７７  環環境境基基本本計計画画策策定定庁庁内内会会議議  

８８  用用語語のの解解説説  

（石橋中学校と姿川アメニティパーク） 
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１ 市民等の環境意識（アンケート調査結果） 

調査の概要 

市民アンケート調査 事業者アンケート調査 子どもアンケート調査

市内在住の 20 歳以上の市民 

2,000 名 

(住民基本台帳より無作為抽出) 

市内に事業所を有する事業者 

200 社 

市内の個人農家及び石橋、国分寺、

南河内商工会ホームページ掲載の会

員の事業者より業種を考慮して抽出

市内の小中学校に通う 

小学 5 年生全員 

中学 2 年生全員 

直接郵送法により実施 

(督促なし) 

直接郵送法により実施 

(督促なし) 

学校の各教室で、先生による 

配布と回収を依頼 

発送日：平成 23 年 10 月 12 日 発送日：平成 23 年 10 月 12 日 平成 23 年 10 月後半～11 月前半

（学校の行事等を踏まえ適宜実施）締切日：平成 23 年 10 月 26 日 締切日：平成 23 年 10 月 26 日 

有効発送数：2,000 人 有効発送数：200 事業所 
小学 5 年生全員 610 名

中学 2 年生全員 592 名

有効回収数： 818 人 有効回収数：123 事業所 
有効回収数：小学 5 年生 598 名

中学 2 年生 568 名

回 収 率： 40.9％ 回 収 率： 61.5％ 
回 収 率：小学 5 年生 98.0％

中学 2 年生 95.6％

 
調査結果の概要 

※本書では、市民、事業者、子どもアンケート調査結果のうち、それぞれに関連する項目につ

いて掲載しています。詳細については、市のホームページを参照してください。 
 

回答者の主な属性について 
市民 【問１】 事業者 【問１】 子ども【問１】 

性 別 男性：43.5％ 業種 農業 8.1％ 小学 5 年生 男性 52.2％ 

(回答無：14) 女性：54.8％  建設業 11.4％ (不明：0) 女性 47.8％ 

年 代 20 代 11.9％  製造業 17.1％ 中学 2 年生 男性 51.0％ 

 30 代 15.3％  運輸業 6.5％ (不明：1) 女性 48.8％ 

 40 代 18.1％  卸売･小売業 13.0％    

 50 代 23.5％ 

(回答無)

医療･福祉業 13.0％    

(回答無) 60 代 15.2％ 教育､サービス業 10.6％    

(1.5％) 70 代以上 14.7％ (3.3％) その他 17.0％    

 
今後のエネルギー利用について 

市民 【問１-（7）】n=818 事業者 【問１-（4）】n=123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わからない

5%

その他

2%

無回答

1%

今の生活の

快適さや産

業に大量の

安定した電

力を供給す

るため、原

子力発電は

必要と思う

6%

地球温暖化

対策に向

け、二酸化

炭素

（CO2）排

出量の少な

い原子力発

電が必要と

思う

12%

節電等省エ

ネ対策の徹

底と再生可

能エネル

ギーの利用

を進め、原

子力発電へ

の依存を減

らしていく

68%

CO2排出の

多い化石燃

料(石油･石

炭等)の火力

発電を使っ

ても、原子

力発電を無

くしていく

6%

わからない

2%
その他

2%

無回答

3%

今の生活の

快適さや産

業に大量の

安定した電

力を供給す

るため、原

子力発電は

必要と思う

6%

地球温暖化

対策に向

け、二酸化

炭素

（CO2）排

出量の少な

い原子力発

電が必要と

思う

9%

CO2排出の

多い化石燃

料(石油･石

炭等)の火力

発電を使っ

ても、原子

力発電を無

くしていく

7%

節電等省エ

ネ対策の徹

底と再生可

能エネル

ギーの利用

を進め、原

子力発電へ

の依存を減

らしていく

71%
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関心のある環境問題 

市民 【問１-（7）】n=818 事業者 【問１-（4）】n=123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関心のある環境問題 
 小学 5 年生 【問 2】 n=598 中学 2 年生 【問 2】 n=568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4%

1.2%

2.9%

3.1%

5.7%

7.6%

8.7%

8.7%

11.1%

11.7%

16.3%

18.3%

18.9%

22.1%

26.9%

28.2%

32.8%

33.3%

34.1%

37.4%

40.5%

44.3%

54.6%

0% 20% 40% 60%

無回答

その他

野生鳥獣による被害

斜面崩壊や地盤沈下

有害化学物質による健康への影響

身近な昆虫や野鳥、魚などの減少

近所からのにおい（悪臭）

自然とふれあえる水辺や林の減少

車など交通の音や近所の音

平地林や農地の減少、荒廃

過度なエネルギー利用

近くの水路や川の汚れ

地球規模での森林や生物資源減少

平地林、水辺への廃棄物の法投棄

空気の汚れ

土壌や地下水の汚染

再生可能エネルギーの活用

ゴミの減量化やリサイクル

農薬過剰使用等食物の安全食育

ポイ捨てなど環境マナーの低下

自然災害の増加

地球温暖化に伴う環境への影響

放射性物質環境汚染･健康への影響放射性物質環境汚染･健康への影響

地球温暖化に伴う環境への影響

自然災害の増加

ポイ捨てなど環境マナーの低下

農薬過剰使用等食物の安全食育

ゴミの減量化やリサイクル

再生可能エネルギーの活用

土壌や地下水の汚染

空気の汚れ

平地林、水辺への廃棄物の不法投棄

地球規模での森林や生物資源減少

近くの水路や川の汚れ

過度なエネルギー利用

平地林や農地の減少、荒廃

車など交通の音や近所の音

近所からのにおい（悪臭）

自然とふれあえる水辺や林の減少

身近な昆虫や野鳥、魚などの減少

有害化学物質による健康への影響

斜面崩壊や地盤沈下

野生鳥獣による被害

その他

無回答

1.6%

8.1%

9.8%

11.4%

13.8%

17.1%

24.4%

29.3%

30.1%

35.8%

0.0%

0% 20% 40% 60%

その他

野生動植物種の減少､生息環境変化

無回答

有害化学物質使用による環境リスク

資源の減少や枯渇

環境の悪化に伴う自然災害の発生

大気汚染､水質汚濁など公害問題

地球温暖化等地球規模の環境問題

食の安全、農林水産物の輸出入問題

ごみの散乱､不法投棄､環境ﾏﾅｰ問題

廃棄物処理に係る問題廃棄物処理に係る問題

ごみの散乱､不法投棄､環境マナー問題

食の安全、農林水産物の輸出入問題

地球温暖化など地球規模の環境問題

大気汚染や水質汚濁など公害問題

環境の悪化に伴う自然災害の発生

資源の減少や枯渇

有害化学物質使用による環境リスク

無回答

野生動植物種の減少､生息環境変化

その他

1.3%

5.0%

9.9%

15.9%

15.9%

16.4%

17.9%

20.4%

26.1%

29.6%

37.1%

43.0%

44.8%

0% 20% 40% 60%

そのほかの問題

家でのごみの増加

自動車や工場の音やいやなにおい

空気のよごれ

オゾン層破壊や砂漠化など

食べものの安全､体に害のあるものの増加

森林や農地の減少 

野生の動物・植物がすむ環境の減少

川や池の水のよごれ

野生の動物・植物の種類の減少

ポイ捨てなど、ごみの散乱

原発事故や放射線による環境の汚染

地球の温暖化の進行地球の温暖化の進行

原発事故や放射線環境汚染

ポイ捨てなど、ごみの散乱

野生の動物・植物の種類の減少

川や池の水のよごれ

野生の動植物がすむ環境の減少

森林や農地の減少 

食べものの安全､害のある物質増加

空気のよごれ

オゾン層破壊や砂漠化など

自動車や工場の音やいやなにおい

家でのごみの増加

そのほかの問題 0.9%

6.7%

8.3%

8.6%

15.1%

18.1%

18.3%

22.0%

22.4%

30.1%

30.1%

45.2%

50.4%

0% 20% 40% 60%

そのほかの問題

騒音や悪臭の発生

水質の汚濁 

家でのごみの増加

大気の汚染

オゾン層破壊や砂漠化など

森林や農地の減少 

食品の安全や健康に害のある物質の増加

野生の動植物がすむ環境の減少

ポイ捨てなど、ごみの散乱

野生の動植物の種類の減少

地球の温暖化の進行

原発事故や放射線による環境の汚染原発事故や放射線環境汚染

地球の温暖化の進行

ポイ捨てなど、ごみの散乱

野生の動植物の種類の減少

野生の動植物がすむ環境の減少

食品の安全､健康に害のある物質増加

森林や農地の減少 

オゾン層破壊や砂漠化など

大気の汚染

家でのごみの増加

水質の汚濁 

騒音や悪臭の発生

そのほかの問題
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身近な環境のようすや下野市の環境について 

市民 【問 3】 n=818 事業者 【問 6】 n=122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家や学校のまわりの環境について 
 小学 5 年生 【問 3】 n=598 中学 2 年生 【問 3】 n=568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.0%

26.4%

28.5%

29.4%

49.8%

50.4%

56.2%

58.6%

60.2%

0% 25% 50% 75% 100%

空気が汚れている

いやな臭いがする

外の遊びであぶない場所がある

自動車や工場の音がうるさい

道にごみが散らり､きたない

いつでも遊べる自然がある

川や池の水がよごれている

草花や昆虫など、自然が多い

歴史や文化がのこっている歴史や文化がのこっている

草花や昆虫など、自然が多い

川や池の水がよごれている

いつでも遊べる自然がある

道にごみが散らかりきたない

自動車や工場の音がうるさい

外の遊びであぶない場所がある

いやな臭いがする

空気が汚れている33.6%

35.3%

37.8%

45.1%

56.4%

63.9%

64.4%

67.9%

68.2%

0% 25% 50% 75% 100%

空気が汚れている

いやな臭いがする

自動車や工場の音がうるさい

外の遊びであぶない場所がある

歴史や文化がのこっている

草花や昆虫など、自然が多い

いつでも遊べる自然がある

川や池の水がよごれている

道にごみが散らかり､きたない道にごみが散らかりきたない

川や池の水がよごれている

いつでも遊べる自然がある

草花や昆虫など、自然が多い

歴史や文化がのこっている

外の遊びであぶない場所がある

自動車や工場の音がうるさい

いやな臭いがする

空気が汚れている

※設問の選択肢「思う」「思わない」「よくわからない」のうち、

「思う」との回答の割合を示しています。 

※設問の選択肢「思う」「思わない」「よくわからない」のうち、

「思う」との回答の割合を示しています。 

0% 25% 50% 75% 100%

水や水辺とのふれあい

近くの林や水辺の清潔さ

鉄道やバス等公共交通の便利さ

道路や下水道等都市基盤の充実

まちなみの美しさ

川や水路の水質のきれいさ

身近なにおいのようす

歴史的文化遺産とのふれあい

平地林の美しさ

騒音や振動の状況

事業所の周辺や道路の清潔さ

身近な自然の豊かさ

農産物の豊かさ

空気のきれいさ

日当たりのよさ

自然災害の少なさ

良い

やや良い
47.2%

50.4%

55.3%

55.3%

56.1%

62.6%

62.6%

64.2%

65.9%

66.7%

69.9%

70.7%

82.1%

82.9%

83.7%

86.2%

0% 25% 50% 75% 100%

犬の散歩など､糞の始末の状況

川や水路の水質のきれいさ

近くの林や水辺の清潔さ

休耕田の利用や管理の状況

自転車の利用しやすさ

水や水辺とのふれあい

鉄道･バス等公共交通の便利さ

歩道などの歩きやすさ

道路･鉄道からの騒音や振動

歴史的文化遺産とのふれあい

公園などの子どもの遊び場

まちなみの美しさ

平地林の美しさ

身近なにおいのようす

家の周辺や道路の清潔さ

工場や事業所からの騒音や振動

身近な自然の豊かさ

住宅地に花壇･生垣･庭木が多い

スーパー等日常の買物の便利さ

空気のきれいさ

日当たりのよさ

自然災害の少なさ

満足

やや満足
32.0%

36.4%

38.3%

42.1%

42.2%

42.7%

43.8%

47.2%

48.2%

49.6%

50.2%

53.4%

53.4%

57.9%

60.3%

61.6%

61.6%

67.7%

68.6%

69.1%

79.0%

79.6%自然災害の少なさ

日当たりのよさ

空気のきれいさ

日常の買い物の便利さ

住宅地に花壇や生垣、庭木が多い

身近な自然の豊かさ

工場や事業所の騒音や振動

家の周辺や道路の清潔さ

身近なにおいのようす

平地林の美しさ

まちなみの美しさ

公園などの子どもの遊び場

歴史的文化遺産とのふれあい

道路･鉄道の騒音や振動の状況

歩道などの歩きやすさ

鉄道･バス等公共交通の便利さ

水や水辺とのふれあい

自転車の利用しやすさ

休耕田の利用や管理の状況

近くの林や水辺の清潔さ

川や水路等の水質のきれいさ

犬の散歩など糞の後始末

※「満足」と「やや満足」の 2 つを抽出して、市民が感じて

いる身近な環境の満足度をみています。数値（％）は、両方

の合計を示しています。 

※「良い」と「やや良い」の 2 つを抽出して、事業者からみ

た下野市の環境の良好さをみています。数値（％）は、両方

の合計を示しています。 

自然災害の少なさ

日当たりのよさ

空気のきれいさ

農産物の豊かさ

身近な自然の豊かさ

事業所の周辺や道路の清潔さ

騒音や振動の状況

平地林の美しさ

歴史的文化遺産とのふれあい

身近なにおいのようす

川や水路等の水質のきれいさ

まちなみの美しさ

道路･下水道等都市基盤の充実

鉄道･バス等公共交通の便利さ

近くの林や水辺の清潔さ

水や水辺とのふれあい
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魅力に感じる環境・将来に引き継ぎたい環境について 

市民 【問 4】 n=818 事業者 【問 7】 n=123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下野市の環境で大切にしていきたいものについて 
小学 5 年生 【問 4】 n=598 中学 2 年生 【問 4】 n=568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4%

8.7%

8.8%

9.7%

11.1%

14.7%

14.8%

15.5%

17.1%

18.9%

19.9%

23.0%

25.7%

27.9%

32.8%

35.8%

61.6%

0% 25% 50% 75% 100%

その他

無回答

林などの豊かな緑のまち

で、自然とふれあえるまち

づくりを進めているまち

や広々とした眺望のまち

とのふれあい豊かなまち

など文化が育まれるまち

、環境を大切にするまち

な水資源に恵まれたまち

活できる省エネ型のまち

境学習が進められるまち

などの景観が美しいまち

やかな大気と星空のまち

と地産地消ができるまち

実し、安心して暮せるまち

実し、安心して暮せるまち医療環境が充実し、安心して暮せる
まち
街路灯や防犯組織が充実し、安心し
て暮せるまち
豊かな農産物と地産地消ができるま
ち
きれいでさわやかな大気と星空のま
ち
街路樹や街並みなどの景観が美しい
まち
教育環境が充実し、環境学習が進め
られるまち
自転車や歩いて生活できる省エネ型
のまち
地下水など豊かな水資源に恵まれた
まち
ごみ減量や省資源など、環境を大切
にするまち
歴史的文化遺産など文化が育まれる
まち
きれいな水と水辺とのふれあい豊か
なまち
美しい田園景観や広々とした眺望の
まち
みんなで環境保全やまちづくりを進
めているまち
管理された平地林で、自然とふれあ
えるまち
平地林や屋敷林などの豊かな緑のま
ち

無回答

その他
0.8%

0.8%

1.6%

2.4%

4.9%

8.1%

8.9%

9.8%

11.4%

17.9%

19.5%

19.5%

20.3%

38.2%

40.7%

60.2%

80.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

観光資源の豊かさ

その他

無回答

の立地や雇用の良さ

識や市民活動の活発さ

生産力の高い土壌

教育環境の充実

とのふれあいの豊かさ

並みの美しさや快適性

屋敷林など緑の豊かさ

水資源の豊かさ

広い平地

品など農産物の豊かさ

害や環境汚染の少なさ

鉄道など交通の便利さ

医療環境の充実

自然災害の少なさ自然災害の少なさ

医療環境の充実

道路や鉄道など交通の便利さ

公害や環境汚染の少なさ

特産品など農産物の豊かさ

水資源の豊かさ

広い平地

平地林や屋敷林など緑の豊かさ

街並みの美しさや快適性

個性的な歴史･文化とのふれあい豊
かさ

教育環境の充実

生産力の高い土壌

環境への市民意識や市民活動の活発
さ

関連企業の立地や雇用の良さ

無回答

観光資源の豊かさ

その他

0.2%

13.9%

14.2%

18.4%

19.9%

25.4%

26.1%

26.4%

27.3%

28.1%

0% 10% 20% 30% 40%

そのほかのもの

ちの特産物がとれるところ

ぼや畑、果樹園などの農地

湧き水や小川、川などの水

り、空気をきれいにする林

どの景色がきれいなところ

生生物が多くすんでいて、

や水遊びができる水辺

大切にし、自然をじょうずに

暮らしを おこなっているまち

化財、神社や寺、祭などが

らのまちなみや文化

生きものが多くすんでいる

、田んぼなど

野鳥や昆虫などの生きものが多くす
んでいる林や畑、田んぼなど
昔の遺跡や文化財、神社や寺、祭な
どがある昔からのまちなみや文化
環境を大切にし、自然をじょうずに
使った暮らしをおこなっているまち
魚や水生生物が多くすんでいて、
釣りや水遊びができる水辺

山や川などの景色がきれいなところ

降った雨を貯めたり、空気をきれい
にする林

湧き水や小川、川などの水

田んぼや畑、果樹園などの農地

まちの特産物がとれるところ

そのほかのもの

8.3%

8.8%

17.3%

17.4%

22.9%

23.4%

24.5%

30.8%

31.5%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

その他の内容

や畑、果樹園などの農地

の特産物がとれるところ

空気をきれいにする林

き水や水路、川などの水

切にし、自然を生かした

がおこなわれているまち

どの生物が多く生息する

近な林や農地

水生生物が多く生息し、

や水遊びができる水辺

化財、神社や寺、祭など

のまちなみや文化

どの景色がきれいな場所山や川などの景色がきれいな場所

昔の遺跡や文化財、神社や寺、祭な
ど
魚や水生生物が多く生息し、釣りや
水遊びができる水辺
野鳥や昆虫などの生物が多く生息す
る
環境を大切にし、自然を生かした暮
らしがおこなわれているまち

湧き水や水路、川などの水

降った雨を貯めたり、空気をきれい
にする林

地域の特産物がとれるところ

水田や畑、果樹園などの農地

その他の内容

※選択肢 10 のうち、2 つまでの選択結果です。 ※選択肢 10 のうち、2 つまでの選択結果です。 

※選択肢 16 のうち、4 つまでの選択結果です。 ※選択肢 16 のうち、4 つまでの選択結果です。 



 
 
 

（6） 

 
環境保全への取組 

市民 【問 5】 n=818 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業者 【問 3】 n=123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2%

5.5%

12.1%

11.9%

16.1%

20.0%

27.6%

40.2%

35.1%

32.4%

24.0%

26.4%

25.2%

21.8%

42.2%

28.9%

34.1%

44.9%

45.1%

48.4%

51.2%

41.9%

57.9%

72.6%

65.9%

61.7%

74.8%

76.9%

9.2%

15.6%

31.2%

33.3%

35.2%

33.1%

30.2%

21.1%

31.2%

34.2%

48.0%

45.8%

47.3%

51.2%

34.4%

52.2%

47.2%

36.7%

37.2%

34.5%

32.4%

42.8%

29.7%

15.9%

23.1%

27.8%

15.8%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太陽光発電などの自然エネルギーを有効に活用している

雨水を貯め、植木や庭木への散水に使用するなどしている

合成洗剤を自粛し､重曹など環境にやさしい洗剤を使用している

米のとぎ汁を植木や庭木にまくなど、水を有効に利用している

徒歩や自転車、バス等を利用し、車の使用は控えるようにしている

太陽熱給湯器の活用、自然採光・換気などを工夫している

LED照明など、省エネタイプの照明を使うようにしている

風呂の残り湯を洗濯に活用するなど、節水に心がけている

車の運転には、低燃費車を使う、エコドライブを心がけている

建物の断熱化や緑化など､省エネに役立つ住まいの工夫をしている

有機栽培や減農薬で生産された農産物の購入を心がけている

家の周辺や道路などを定期的に掃除している

ペットボトル等使い捨て商品でなく、マイボトル等を使っている

環境にやさしいエコマーク等の製品を購入するようにしている

お風呂は家族が連続して入り､追い焚きをしないようにしている

市内で生産された農産物を購入している

換気扇やエアコンのフィルターをこまめに清掃している

電気製品を購入するときは、消費電力をチェックしている

買い物袋を持参し、レジ袋などごみとなるものを受け取らない

外出時のごみは持ち帰り、家で分別して出している

冷蔵庫の省エネに配慮して利用している

エアコンを使わないで、扇風機を使うようにしている

食事は作りすぎず、食材を残さないように調理している

調理くずや油を流しから流さないようにしている

洗面やシャワーで水の流しっぱなしをしないようにしている

衣服で暑さや寒さを調整する工夫をしている

購入した製品は愛着を持ってできるだけ長く使うようにしている

使用していない部屋の照明やテレビ、冷暖房はこまめに消している

いつも行っている

時々行っている

使用していない部屋の照明やテレビ、冷暖房はこまめに消している

購入した製品は愛着を持ってできるだけ長く使うようにしている

衣服で暑さや寒さを調整する工夫をしている

洗面やシャワーで水の流しっぱなしをしないようにしている

調理くずや油を流しから流さないようにしている

食事は作りすぎず、食材を残さないように調理している

エアコンを使わないで、扇風機を使うようにしている

冷蔵庫の省エネに配慮して利用している

外出時のごみは持ち帰り、家で分別して出している

買い物袋を持参し、レジ袋などごみとなるものを受け取らない

電気製品を購入するときは、消費電力をチェックしている

換気扇やエアコンのフィルターをこまめに清掃している

市内で生産された農産物を購入している

お風呂は家族が連続して入り､追い焚きをしないようにしている

環境にやさしいエコマーク等の製品を購入するようにしている

ペットボトル等使い捨て商品でなく、マイボトル等を使っている

家の周辺や道路などを定期的に掃除している

有機栽培や減農薬で生産された農産物の購入を心がけている

建物の断熱化や緑化など､省エネに役立つ住まいの工夫をしている

車の運転には、低燃費車を使う、エコドライブを心がけている

風呂の残り湯を洗濯に活用するなど、節水に心がけている

LED照明など、省エネタイプの照明を使うようにしている

太陽熱給湯器の活用、自然採光・換気などを工夫している

徒歩や自転車、バス等を利用し、車の使用は控えるようにしている

米のとぎ汁を植木や庭木にまくなど、水を有効に利用している

合成洗剤を自粛し､重曹など環境にやさしい洗剤を使用している

雨水を貯め、植木や庭木への散水に使用するなどしている

太陽光発電などの自然エネルギーを有効に活用している

3.3%

9.8%

11.4%

10.6%

17.9%

8.9%

22.8%

22.8%

15.4%

17.1%

29.3%

28.5%

28.5%

42.3%

46.3%

40.7%

34.1%

43.1%

40.7%

38.2%

48.8%

57.7%

54.5%

65.0%

73.2%

77.2%

78.9%

75.6%

80.5%

16.3%

16.3%

16.3%

17.9%

11.4%

22.8%

13.0%

13.8%

22.8%

23.6%

12.2%

16.3%

23.6%

10.6%

8.1%

17.9%

24.4%

17.1%

22.0%

25.2%

14.6%

10.6%

15.4%

11.4%

7.3%

6.5%

4.9%

8.9%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太陽以外の再生可能エネルギーの利用

雨水の地下浸透や雨水の有効利用

節水型機器の導入

使用水の再利用など水資源の有効利用

深夜電力の利用

太陽光、太陽熱のエネルギー利用

製品等への再生資源などの活用、開発

地域で産出される素材や資源の活用

停電に対応できる自家電源の導入と活用

省エネに役立つ建物や施設の工夫

回収・リサイクルしやすい製品づくり

生産施設のエネルギー利用効率の向上

低公害・省エネ型車両の導入

事業所周辺の緑化やオープンスペースの設置

適切な排水処理対策の実施

有害物質の使用抑制や管理強化

省エネルギー型の機器や設備の導入

地域の環境保全活動への参加・協力

社員への環境教育の実施

アイドリングストップ等の励行

簡素な包装や無包装の実施

産業廃棄物の削減とリサイクル

自動車の効率的利用

再生紙･文具などエコラベル商品の利用

紙の使用量の削減（両面コピーや裏紙利用等）

オフィス照明、事務機器などの節電

オフィスなどの冷暖房の適切な温度設定

事業所周辺の美化･清掃

資源ごみの分別排出（事業系一般廃棄物）

現在実施しており、今後も継続する

現在実施していないが、今後に実施予定

資源ごみの分別排出（事業系一般廃棄物）
事業所周辺の美化･清掃
オフィス照明、事務機器などの節電
オフィスなどの冷暖房の適切な温度設定
紙の使用量の削減（両面コピーや裏紙利用等）

再生紙･文具などエコラベル商品の利用
自動車の効率的利用
産業廃棄物の削減とリサイクル
アイドリングストップ等の励行
簡素な包装や無包装の実施
社員への環境教育の実施
地域の環境保全活動への参加・協力
省エネルギー型の機器や設備の導入
有害物質の使用抑制や管理強化
適切な排水処理対策の実施
事業所周辺の緑化やオープンスペースの設置

低公害・省エネ型車両の導入
生産施設のエネルギー利用効率の向上
回収・リサイクルしやすい製品づくり
省エネに役立つ建物や施設の工夫
停電に対応できる自家電源の導入と活用
地域で産出される素材や資源の活用
製品等への再生資源などの活用、開発
太陽光、太陽熱のエネルギー利用
深夜電力の利用
使用水の再利用など水資源の有効利用
節水型機器の導入
雨水の地下浸透や雨水の有効利用
太陽以外の再生可能エネルギーの利用

※市民の取組状

況のうち、「い

つ も お こ な っ

て い る 」 と

「 時 々 お こ な

っている」の 2

つ だ け を 抽 出

しています。 

※事業者の取組状況のうち、「現在実施し

ており、今後も継続する」と「現在実

施していないが、今後実施予定」の 2

つだけを抽出しています。 



 
 
 

（7） 

 
環境保全活動について 

市民 【問 6-2】】 n=818 子ども（小学 5 年生）【問 8】 n=596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これからの下野市の環境づくりの方向について 
市民 【問 7】 n=818 事業者 【問 8】 n=123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

積極的に

参加した

い

4%

参加や協

力したく

ない

2%

わからな

い

14%

無回答

2%

機会や

きっかけ

があれば

参加した

い

38%

時間があ

れば参加

したい

40%

1.7%

5.9%

10.5%

15.4%

16.7%

17.0%

20.8%

22.2%

30.2%

32.0%

42.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

無回答

校での生物生息環境づく

り

動、雑木林等の保全活動

花など自然観察会や調査

ついての学習会や講習会

クル活動やごみ減量化活

動

然エネルギー利用推進活

動

を活用した地産地消活動

辺などの清掃・美化活動

い周辺の清掃・美化活動
住まい周辺の清掃・美化活
動
道路や公園､水辺などの清
掃美化活動
地域の産物を活用した地産
地消活動
省エネ対策や自然エネル
ギー利用推進活動
リユース･リサイクル活動
やごみ減量化活動
環境についての学習会や講
習会
野鳥や草花など自然観察会
や調査
まちの緑化活動、雑木林等
の保全活動
緑地や水辺、学校での生物
生息環境づくり

無回答

その他

1.5%

2.5%

12.4%

13.4%

21.2%

22.4%

24.9%

24.9%

27.3%

31.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他のこと

んなで調べたことを発表する

近な場所の安全マップづくり

地域の自然を調べる

利用した暮らしや農業の体験

川や水路など水辺の清掃

道路や公園など、まちの清掃

みの回収（リサイクル活動）

力など自然エネルギーの利用

や花を植えたりする緑の運動
まちに木や花を植えたりする
緑の運動
太陽や風力など自然エネル
ギーの利用

道路や公園など、まちの清掃

資源ごみの回収（リサイクル
活動）

川や水路など水辺の清掃

自然を利用した暮らしや農業
の体験

地域の自然を調べる

身近な場所の安全マップづく
り
みんなで調べたことを発表す
る

その他のこと

1.4%

1.9%

7.6%

10.9%

14.1%

22.0%

26.8%

27.8%

31.7%

32.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他のこと

んなで調べたことを発表する

近な場所の安全マップづくり

地域の自然を調べる

利用した暮らしや農業の体験

みの回収（リサイクル活動）

道路や公園など、まちの清掃

川や水路など水辺の清掃

力など自然エネルギーの利用

や花を植えたりする緑の運動
まちに木や花を植えたりする
緑の運動
太陽や風力など自然エネル
ギーの利用

川や水路など水辺の清掃

道路や公園など、まちの清掃

資源ごみの回収（リサイクル
活動）
自然を利用した暮らしや農業
の体験

地域の自然を調べる

身近な場所の安全マップづく
り
みんなで調べたことを発表す
る

その他のこと

子ども（中学 2 年生）【問 8】 n=568

0.8%

2.4%

6.5%

8.1%

8.9%

8.9%

10.6%

10.6%

11.4%

12.2%

13.8%

13.8%

15.4%

16.3%

16.3%

17.9%

19.5%

21.1%

22.0%

22.8%

26.0%

26.0%

46.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

無回答

水資源の保全と有効利用

有害化学物質等による環境リスク対策

野鳥や魚など多様な生物生息環境の保全

環境に関する情報の発信

大気汚染や水質汚濁など公害の防止

環境教育・環境学習の充実

環境を活かした観光・レクの育成

地域全体での環境保全活動の推進

農地の保全と活用

自然景観や田園景観の保全と活用

文化財や歴史的文化的環境の保全と活用

平地林の保全と活用

ごみ減量化、3R

地球温暖化対策（CO2排出量削減等）

バス等公共交通の利便性の向上

河川や水路など水環境の保全と活用

洪水や地震など自然災害からの安全性

ごみの散乱防止、不法投棄防止対策

省エネ対策や自然エネルギーの有効利用

上下水道や道路等生活基盤の整備

食べ物の安全､地産地消･食育文化の形成食べ物の安全､地産地消･食育文化の形成

省エネ対策や自然エネルギーの有効利用

上下水道や道路等生活基盤の整備

ごみの散乱防止、不法投棄防止対策

洪水や地震など自然災害からの安全性

河川や水路など水環境の保全と活用

バス等公共交通の利便性の向上

地球温暖化対策（CO2排出量削減等）

平地林の保全と活用

ごみ減量化、3R

文化財や歴史的文化的環境の保全と活用

農地の保全と活用

自然景観や田園景観の保全と活用

地域全体での環境保全活動の推進

環境を活かした観光・レクの育成

大気汚染や水質汚濁など公害の防止

環境教育・環境学習の充実

野鳥や魚など多様な生物生息環境の保全

環境に関する情報の発信

有害化学物質等による環境リスク対策

水資源の保全と有効利用

無回答

その他

 

1.2%

1.7%

6.2%

7.8%

8.1%

8.2%

8.4%

9.2%

9.3%

9.4%

12.5%

14.3%

15.5%

16.5%

17.6%

18.6%

20.5%

22.2%

22.6%

26.9%

28.0%

30.3%

46.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

無回答

環境に関する情報の発信

環境教育・環境学習の充実

環境を活かした観光・レクの育成

文化財や歴史的文化的環境の保全と活用

有害化学物質等による環境リスク対策

水資源の保全と有効利用

平地林の保全と活用

野鳥や魚など多様な生物生息環境の保全

農地の保全と活用

自然景観や田園景観の保全と活用

地域全体での環境保全活動の推進

河川や水路など水環境の保全と活用

上下水道や道路等生活基盤の整備

ごみ減量化、3R

地球温暖化対策（CO2排出量削減等）

大気汚染や水質汚濁など公害の防止

バス等公共交通の利便性の向上

ごみの散乱防止、不法投棄防止対策

省エネ対策や自然エネルギーの有効利用

洪水や地震など自然災害からの安全性

食べ物の安全､地産地消･食育文化の形成食べ物の安全､地産地消･食育文化の形成

洪水や地震など自然災害からの安全性

省エネ対策や自然エネルギーの有効利用

ごみの散乱防止、不法投棄防止対策

バス等公共交通の利便性の向上

大気汚染や水質汚濁など公害の防止

地球温暖化対策（CO2排出量削減等）

ごみ減量化、3R

上下水道や道路等生活基盤の整備

河川や水路など水環境の保全と活用

地域全体での環境保全活動の推進

自然景観や田園景観の保全と活用

農地の保全と活用

野鳥や魚など多様な生物生息環境の保全

平地林の保全と活用

水資源の保全と有効利用

有害化学物質等による環境リスク対策

文化財や歴史的文化的環境の保全と活用

環境を活かした観光・レクの育成

環境教育・環境学習の充実

環境に関する情報の発信

無回答

その他
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２ 環境基本条例 

下野市環境基本条例 

平成24年3月27日条例第4号 

(前文) 

下野市は、北には雄大な日光連山を、南には筑波山の秀

峰を仰ぎ見ることのできる美しい景観の下、鬼怒川、田川、

姿川の豊かな水の恵みを受けた肥沃な平野が広がり、平地

林や屋敷林が多く残され、自然災害の少ない豊かで美しい

田園と都市が形成されています。 
この恵まれた自然環境が育む下野市は、古来より多くの

古墳が造られ、東山道が通り、東国における仏教文化の拠

点として白鳳時代には下野薬師寺が、奈良時代には下野国

分寺・国分尼寺が建立され、また、江戸時代には日光街道

の宿場町として栄えてきた歴史と伝統を有しています。 
近年では、鉄道駅及び主要幹線道路網の交通環境をはじ

め、先端医療施設による地域医療の充実、豊かな農産物を

活かした食文化の醸成など、安心、安全な居住都市へと発

展してきています。 
しかし、近年の急激な都市化は、大気汚染、水質汚濁、

廃棄物の不法投棄問題など生活環境を悪化させるととも

に、野生動植物の生息空間となる身近な緑地や水辺の減少

をもたらすなど自然環境を劣化させています。 
また、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会構造及び資

源・エネルギーを浪費する私たちのライフスタイルは、地

球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の消失、種の絶滅等の

地球規模での環境破壊を招来させ、私たちの生存基盤であ

る地球環境を脅かすに至っています。 
こうしたなか、東日本大震災及びそれに伴う原子力発電

所事故による放射性物質汚染は、私たちの暮らしや産業に

深刻な事態をもたらし、安全で健康な暮らしやエネルギー

の有効利用、自然との共生のあり方について、見直してい

く必要が生じました。 
私たちは、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、健康

で文化的な生活を営む権利を有するとともに、子々孫々の

ために、この環境を保全することはもとより、より良好な

ものにして、引き継ぐ責務を有しています。 
今、私たちは、このような課題を解決するために、一人

ひとりが環境に与える影響について理解し、生活全般を環

境への負荷の少ないものに改め、持続可能な社会を構築し、

地球環境の保全に貢献していかなければなりません。 
このような認識に基づき、私たちは、下野市の豊かで美

しい自然及び歴史的・文化的環境を維持、向上させ、その

恵沢でもある都市と農村が共生する特長を活かし、物やエ

ネルギーを地域内で循環させる地産地消の社会システム

を構築し、だれもが健康で生きがいを持ち、豊かな心のふ

れあいがある持続可能な地域社会の実現を目指し、世界に

発信していこうと決意し、この条例を制定します。 
第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本

理念を定め、並びに市、市民、事業者及び滞在者(以下「市

民等」といいます。)の責務を明らかにするとともに、環

境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、環境施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって現在及び将来の市民等の健康で文化的な生活の

確保に寄与することを目的とします。 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 
(1) 環境の保全及び創造 安全で快適な生活環境(人の

生活に密接な関係のある財産、動植物及びその生育環

境を含みます。以下同じとします。)、良好な自然環

境その他健全で恵み豊かな環境を保持し、保護すると

ともに適切に環境の向上を図りつつ、積極的により良

好な環境を創り出すことをいいます。 
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる

影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそ

れのあるものをいいます。 
(3) 持続可能な社会 環境に対する負荷をできるだけ

少なくした社会活動が営まれ、かつ、自然とのふれあ

いが保たれ、私たちの子孫が私たちと同じような環境

の恵みを受けながら生活を営んでいけるような社会

をいいます。 
(4) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖

化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物

の種の減少その他の地球の全体若しくはその広範な

部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全で

あって、人類の福祉に貢献するとともに市民等の健康

で文化的な生活の確保に寄与するものをいいます。 
(5) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他

人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚

染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質

が悪化することを含みます。)、土壌の汚染、騒音、

振動、地盤の沈下(鉱物採取のための土地の掘削によ

るものを除きます。)及び悪臭によって、人の健康又

は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。 
(6) 地産地消 地域で生産したものを地域で消費し、地

域で消費するものは地域で生産することで、生活の基

本となる食料、エネルギーなどの地域資源を極力地域

内で循環することをいいます。 
(7) 事業者 市内で事業活動を行う者をいいます。 
(8) 滞在者 通勤、通学、旅行等で市に滞在する者(市
を通過する者を含みます。)をいいます。 

(基本理念) 

第3条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が

市民等の健康で文化的な生活に欠くことができないも

のであることにかんがみ、本市の特長を生かしつつ、こ

の環境を将来にわたって維持し向上させ、現在及び将来

の市民等がこの恵沢を享受できるよう積極的に行うも

のとします。 
2 環境の保全及び創造は、歴史と伝統の下、人と自然が

共生し、市民等が快適に生活できる都市と農村の実現を

目的として、生物多様性の確保に配慮しつつ、自然環境、

歴史的・文化的環境、生活環境及びまちの景観を良好な

状態に維持し、向上させることによって行うものとしま

す。 
3 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続可

能な地域社会を構築することを目的として、市及び市民

等の公平な役割分担と協働の下に積極的に行うものと

します。 
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4 地球環境の保全は、人類を含む生物すべてにかかわる

課題であるとともに、市民等の健康で文化的な生活を将

来にわたって確保する上での課題でもあることにかん

がみ、すべての事業活動及び日常生活において積極的に

推進されるものとします。 
(市の責務) 

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」と

いいます。)にのっとり、その自然的、社会的条件に応じ

た環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施

策を策定し、それを積極的かつ効率的に実施する責務を

有するものとします。 
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たり、広域的な

取組を必要とするものについては、国及び他の地方公共

団体と協力して行うよう努めるものとします。 
3 市は、基本理念にのっとり、自ら率先して環境の保全

及び創造に取り組むとともに、市民等の良好な環境の保

全及び創造への取組を支援するように努めるものとし

ます。 
(市民の責務) 

第5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活における

資源エネルギーの節約等環境への負荷の低減に努める

とともに、廃棄物を投棄又は放置するなどして、良好な

環境を損なうことのないようにする責務を有するもの

とします。 
2 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に

自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境施策に

協力する責務を有するものとします。 
(事業者の責務) 

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行う

に際しては、環境への負荷を低減し、公害を防止すると

ともに、自然環境を適正に保全するために必要な措置を

講ずる責務を有するものとします。 
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工、販

売その他の事業活動を行うに当たっては、拡大生産者責

任の原則に基づき、環境への負荷の低減に資する原材料、

役務等を利用するなどして、廃棄物の発生抑制と減量化

を図るとともに、適正に処理する責務を有するものとし

ます。 
3 事業者は、基本理念にのっとり、環境保全及び創造に

自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境施策に

積極的に参画し、協力する責務を有するものとします。 
(滞在者の責務) 

第7条 滞在者は、基本理念にのっとり、第5条に定める

市民の責務に準じて環境の保全及び創造に努めるとと

もに、市が実施する環境施策に協力するよう努めるもの

とします。 
(市及び市民等の協働) 

第8条 市及び市民等は、環境の保全及び創造に寄与する

ため、第4条から前条に定めるそれぞれの責務を果たし、

協働するよう努めるものとします。 
第2章 環境の保全及び創造に関する基本施策 

第1節 環境施策の基本方針 

(環境優先の理念) 

第9条 市の施策は、環境の保全及び創造に関する施策を

基底として、これを最大限に尊重して行うものとします。 
(施策の基本方針) 

第 10 条 市は、この章に定める環境の保全及び創造に関

する施策の策定及び実施に当たり、次に掲げる事項を基

本として、総合的かつ計画的に行われるよう努めるもの

とします。 
(1) 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良

好な状態に保持されて、人の健康が保護され、野生動

植物の種の保存その他の生物多様性の確保が図られ

ること。 
(2) 健全な水循環の確保、エネルギーの効率的利用、自

然エネルギーの活用、廃棄物の発生抑制、資源循環の

促進等環境資源の保全及び有効活用を図り、社会経済

活動における環境への負荷を低減すること。 
(3) 歴史的文化的遺産が保護され、平地林、屋敷林等の

身近な樹林地及び河川、農業用水路、ため池等の水辺

地に恵まれた良好な里地環境を保全及び創造すると

ともに、うるおいに満ちた生活空間が形成されること。 
(4) 再生可能な環境資源を利用する地域経済の促進を

図り、地域自給及び循環的な生活を営む地産地消の社

会システムづくりを進めること。 
(環境基本計画) 

第 11 条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造

に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」といいま

す。)を定めるものとします。 
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるもの

とします。 
(1) 環境の保全及び創造に関する目標 
(2) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な

施策の大綱 
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項 
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たり、市民等の意

見を反映させるため、必要な措置を講ずるとともに、第

26 条に定める下野市環境審議会の意見を聴くものとし

ます。 
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれ

を公表するものとします。 
5 前 2 項の規定は、環境基本計画の変更について準用す

るものとします。 
(環境に関する報告) 

第 12 条 市長は、環境の状況及び環境の保全及び創造に

関する施策の実施状況を明らかにした報告書を定期的

に作成し、これを公表するものとします。 
第2節 環境の保全及び創造を推進する基本施策 

(環境への配慮) 

第 13 条 市は、施策の策定及び実施に当たり、環境基本

計画との整合を図るとともに、環境への負荷が低減され

るよう十分に配慮するものとします。 
2 市は、市民等が自発的に環境への負荷の低減を図るこ

ととなるように、環境への配慮について必要な措置を講

ずるものとします。 
3 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おう

とする事業者に対し、あらかじめその事業が及ぼす影響

について事業者自らが調査し、その結果に基づきその事

業が環境に配慮されたものとなるように、必要な措置を

講ずるよう努めるものとします。 
(環境管理の促進) 

第 14 条 市は、環境への負荷を低減するための環境管理
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の体制を整備するとともに、市民等が環境への負荷を低

減するよう自主的な管理を行うことを促すために必要

な措置を講ずるものとします。 
(環境の保全上の規制等) 

第 15 条 市は、公害を防止するために公害の原因となる

行為に関する規制、指導、助言、報告の徴収その他必要

な措置を講ずるものとします。 
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全及び創造

を図る上での支障を防止するため、必要があると認める

ときは、適切かつ迅速に規制、指導、助言等の措置を講

ずるものとします。 
(助成等) 

第 16 条 市は、市民等が環境への負荷の低減を図るため

の施設の整備その他環境の保全及び創造に関する活動

を促進するために必要があるときは、適正な助成その他

の措置を講ずるよう努めるものとします。 
(自然環境の保全等の推進) 

第 17 条 市は、水と緑の良好な自然環境及び多様な生態

系を保全及び創造し、人と自然との豊かなふれあいが確

保されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものと

します。 
2 市は、自然環境の保全に資するため、地域を象徴する

平地林、水辺環境、その他の地域を指定するなどして、

適正な保全に努めるものとします。 
3 平地林及び屋敷林の所有者又は管理者は、その所有し、

又は管理する平地林等が、地域における豊かな自然環境

を形成していることにかんがみ、その適正な保全に配慮

するものとします。 
(資源・エネルギーの循環的な利用等の促進) 

第 18 条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等

による廃棄物の減量、資源の循環的な利用並びにエネル

ギーの有効利用が促進されるように必要な措置を講ず

るものとします。 
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建

設及び維持管理その他の事業の実施に当たり、廃棄物の

減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に

努めるものとします。 
(環境保全型農業の推進) 

第 19 条 市は、環境の保全及び創造及び人の健康を確保

するため、有機農業をはじめとする環境保全型農業によ

る営農活動を推進するとともに、地産地消の社会システ

ムの構築に努めるものとします。 
(環境に関する教育及び環境学習の推進) 

第 20 条 市は、市民等が環境の保全及び創造についての

理解を深め、活動意欲が増進されるように、環境の保全

及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動

の充実に努めるものとします。 
(地球環境保全の推進) 

第 21 条 市は、地球温暖化の防止その他の地球環境の保

全に資する施策を積極的に推進するものとします。 
(環境状況の把握) 

第 22 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正

に実施するために必要な情報の収集、監視、測定、調査

等の体制を整備し、環境の状況の的確な把握に努めるも

のとします。 
(情報の整備と提供) 

第 23 条 市は、環境の保全及び創造に関して、必要な情

報を収集するとともに、調査及び研究を実施し、教育及

び学習の振興並びに市民等が自発的に行う活動の促進

に資するため、これらの情報等を適切に提供するように

努めるものとします。 
第3節 施策の推進体制等 

(国及び他の地方公共団体等との協力) 

第 24 条 市は、環境の保全及び創造を図るための広域的

な取組が必要となる施策については、国、県その他の地

方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとしま

す。 
(施策の調整及び推進体制の整備) 

第 25 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため、市の機関相互の緊密な連

携及び施策の調整を図るための体制を整備するものと

します。 
2 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適切かつ効

果的に推進するため、市民等と連携協力して取り組む体

制の整備に努めるものとします。 
第3章 環境審議会 

(環境審議会) 

第 26 条 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 44 条の規

定に基づき、下野市環境審議会(以下「審議会」といいま

す。)を置き、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項につい

て調査及び審議します。 
(1) 環境保全の基本的事項に関すること。 
(2) 環境保全に関する重要施策の実施に関すること。 
(3) その他環境保全対策に関すること。 

2 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する 15
人以内の委員をもって組織します。 
(1) 公募市民 
(2) 事業者 
(3) 市民団体の代表者 
(4) 学識経験者 
(5) 関係行政機関の職員 
(6) 教育関係者 
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

3 委員の任期は、2年とします。ただし、委員の再任を妨

げないものとします。 
4 委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とします。 
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に

関し必要な事項は、規則で定めます。 
第4章 補則 

(委任) 

第 27 条 この条例の施行について必要な事項は、市長が

別に定めるものとします。 
附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。 
(下野市環境審議会条例の廃止) 
2 下野市環境審議会条例(平成 23 年下野市条例第 3 号)は
廃止します。 
(経過措置) 

3 この条例の施行の日の前日において、下野市環境審議

会条例第4条の規定により、下野市環境審議会委員に委

嘱されている者は、第 26 条の規定により委員に委嘱さ

れたものとみなします。 
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３ 計画策定の経過 

 
年月 会議等 主な検討・審議内容 

平成23 年 

7 月 1 日 
平成 23 年度第１回環境審議会 

下野市環境基本条例について 

下野市環境基本計画について 

7 月 8 日 第 1 回環境基本計画策定委員会 
下野市環境基本条例について 

下野市環境基本計画について 

9 月15 日 第 2 回環境基本計画策定委員会 
アンケート調査の内容について 

環境基本条例の検討、下野市における課題や方向性など 

10 月 
環境に関するアンケート調査の実施 

（調査期間：平成 23 年 10 月 12 日～10 月 26 日） 

11 月29 日 第 3 回環境基本計画策定委員会 
アンケート調査の進みぐあいについて 

環境基本条例の検討、下野市の環境キーワードなど 

～12 月初 （意見・提案の募集） 環境基本計画策定委員より基本条例試案への意見･提案など 

12 月 8 日 第 4 回環境基本計画策定委員会 
環境基本条例（試案）について 

環境基本条例（試案）、個別条項の内容について 

12 月13 日 第 5 回環境基本計画策定委員会 
下野市環境基本条例の内容について 

（修正試案に対する討議と委員会素案の内容について） 

12 月20 日 平成 23 年度第 2 回環境審議会 
アンケート調査結果について（報告など） 

下野市環境基本条例（素案）について 

平成24 年 

1 月 

下野市環境基本条例（素案）パブリックコメントの実施 

（期間：平成 24 年 1 月 12 日～1 月 31 日） 

2 月 7 日 平成 23 年度第 3 回環境審議会 
下野市環境基本条例（素案）パブリックコメントの結果について

下野市環境基本条例（案）及び答申について 

～3 月初 （意見・提案の募集） 環境審議会委員より環境基本計画策定への意見・提案など 

3 月23 日 第 6 回環境基本計画策定委員会 
環境基本条例の報告、環境現況・アンケート結果の報告 

めざす環境像、基本目標の検討 

3 月27 日 下野市環境基本条例制定 

4 月26 日 第 1 回環境基本計画策定庁内会議
計画の基本的事項、めざす環境像、基本目標について 

計画策定委員会での共同部会の設置について 

5 月10 日 第 7 回環境基本計画策定委員会 

環境基本計画の基本的事項、推進方策について 

環境像･基本目標の設定、取組（施策）の基本的方向について

共同部会の設置について 

5 月18 日 第 2 回環境基本計画策定庁内会議
第7回環境基本計画策定委員会での検討結果について 

環境目標、取組（施策）の基本的方向について 

6 月 1 日 平成 24 年度第 1 回環境審議会 

環境基本計画策定経過の報告、スケジュール案などについて

計画の基本的事項について 

めざす環境像、取組の基本的方向について 

6 月27 日 庁内共同部会参加者勉強会 
基本計画策定経過及び現在までの検討結果の報告 

共同部会で検討する内容（協働による取組）について 

7 月 5 日 
第 8 回環境基本計画策定委員会 

（第 1 回共同部会） 

第7回環境基本計画策定委員会の検討結果 

第1回環境審議会の意見について 

共同部会；個別目標と望まれる取組内容について 

～8 月初 （意見・提案の募集） 環境審議会委員より、第1回共同部会結果への意見・提案 
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年月 会議等 主な検討・審議内容 

8 月 9 日 
第 9 回環境基本計画策定委員会 

（第 2 回共同部会） 

第8回環境基本計画策定委員会・共同部会での検討結果 

環境審議会委員よりの意見について 

共同部会；個別目標と望まれる取組内容について 

～8 月末 

～9 月中 
（意見・提案の募集） 

共同部会出席委員より：第2回共同部会結果への追加提案 

環境審議会委員より：第2回共同部会結果への意見・提案 

9 月27 日 第 3 回環境基本計画策定庁内会議
環境基本計画策定委員会・共同部会での検討結果について 

環境基本計画（計画書）の構成案について 

10 月10 日 
第 10 回環境基本計画策定委員会 

（第 3 回共同部会） 

共同部会；重点的取組内容及び協働プロジェクトについて 

環境基本計画の構成、計画素案第Ⅰ編、第Ⅱ編について 

～10 月末 （意見・提案の募集） 
共同部会出席委員より：第3回共同部会結果への追加提案 

環境審議会委員より：第3回共同部会結果への意見・提案 

11 月 9 日 第 11 回環境基本計画策定委員会 
環境基本計画（素案）第Ⅰ編、第Ⅱ編への意見について 

環境基本計画（素案）第Ⅲ編について 

～11 月末 （意見・提案の募集） 
環境基本計画策定委員より：素案第Ⅲ編への追加提案 

関係各課より：素案第Ⅲ編及び第Ⅳ編市の取組への意見など

12 月19 日 第 12 回環境基本計画策定委員会 環境基本計画（素案）について 

平成25 年 

 1 月11 日 
第 4 回環境基本計画策定庁内会議 環境基本計画（素案）について 

 1 月25 日 平成 24 年度第 2 回環境審議会 
環境基本計画（素案）について 

環境基本計画（素案）パブリックコメントについて 

2 月 
下野市環境基本計画（素案）パブリックコメントの実施 

（期間：平成 25 年 2 月 7 日～3 月 4 日） 

3 月12 日 第 13 回環境基本計画策定委員会 

環境基本計画（素案）パブリックコメントの結果について 

環境基本計画（案） 

環境基本計画の推進について 

3 月21 日 第 5 回環境基本計画策定庁内会議

環境基本計画（素案）パブリックコメントの結果について 

環境基本計画（案）について 

環境基本計画の推進について 

3 月28 日 平成 24 年度第 3 回環境審議会 

環境基本計画（素案）パブリックコメントの結果について 

環境基本計画（案）について 

環境基本計画（案）に対する答申について 

3 月29 日 下野市環境基本計画策定 
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４ 諮問・答申書 

（１）下野市環境基本条例及び環境基本計画策定について 諮問書 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）下野市環境基本条例（案）について 答申書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年２月７日 
 

下野市長 広 瀬 寿 雄 様 
 

下野市環境審議会 

会長  中 村 祐 司 
 

下野市環境基本条例（案）について（答申） 

 

 平成２３年７月１日付け下環第７号をもって諮問のあった下野市環境基本条例（案）について、

下記の意見を附して、別添のとおり答申する。 

 

下野市環境審議会は、平成２３年７月１日に第１回審議会を開催した。委員の構成は公募市民、

事業者、市民団体代表者、関係行政機関職員、教育関係者といったように実に多彩であり、自然

再生可能エネルギーの導入など、環境をめぐる諸課題に強い関心と明確な問題意識を持つ委員ば

かりである。 

 平成２３年３月１１日の東日本大震災、そして直後の原発災害に伴う放射線拡散は、本市の審

議内容や方向性にも大きな影響を及ぼした。すなわち、大震災がもたらした未曾有の被害を契機

に、下野市こそが、栃木県内の地方自治体はもちろん、全国、さらには世界へと環境実践モデル

を発信していかなければならない、というものであった。 

 平成２３年度の審議会では、「市民環境アンケート」「事業者環境アンケート」「子ども環境

アンケート」によって、市民の環境意識を把握し、目下、平成２５年３月の環境基本計画策定を

目指して活動を継続している。 

下野市の環境保全及び創造についての取り組みに対する基本姿勢を明確にした条例案の作成

にあたっては、下野市環境基本計画策定委員会が精力的に検討を重ねた成果によるところが大き

い。策定委員会は、条例の素案をまさに委員の手作りによって完成させた。平成２３年１２月の

第２回審議会において、この条例素案の全体構成、条文全体及び個々の条文の趣旨について承認

した上で、いくつかの条文の表記内容について修正案を付し、平成２４年２月７日の第３回審議

会を経て、ここに下野市環境基本条例（案）として確定した次第である。 

本条例案は前文、第１章（総則）、第２章（環境の保全及び創造に関する基本施策）、第３章

（環境審議会）、第４章（補則）、附則から構成される。その内容は、下野市における都市と農

村との共生、エネルギーの地域内循環、地産地消の社会システムの構築と、本市が自ら立案・実

践・発信するところの「持続可能な地域社会の実現」とを、市民、行政、ＮＰＯ・団体、企業の

連携・協力・協働によって達成する基盤、原動力、支柱となるものである。本条例案が今後の下

野市環境基本計画策定の指針かつ推進力となることを切に望む次第である。 

下環第７号 
平成２３年７月１日 

 下野市環境審議会長 様 
 下野市長 広瀬 寿雄     

 
 下野市環境審議会条例（下野市条例第３号）第２条の規定に基づき、次のとおり諮問します。 
 諮問 
 下野市の良好な環境を保全・創造し、次の世代に引き継いでいくための基本となる環境基本条

例及び環境基本計画の策定について、貴審議会の調査審議を求めます。 
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（３）下野市環境基本計画（案）について 答申書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成２５年３月２８日 
 

下野市長 広 瀬 寿 雄 様 
 

下野市環境審議会 

会長  中 村 祐 司 
 
 

下野市環境基本計画（案）について（答申） 

 

 

ここに手作りの“オリジナル”で“オンリーワン”の環境基本計画が遂に出来上がった。そ

の原動力は策定委員会等関係者の意欲的かつ精力的な活動に尽きると言ってよい。 

この基本計画には、私たちが「健全で豊かな環境の恵沢を享受し」、「子々孫々のために、こ

の環境を保全することはもとより、より良好なものにして、引き継ぐ」（下野市環境基本条例前

文）ための多くの知恵が詰まっている。 

平成２４年３月の環境基本条例制定以降、５回の計画策定庁内会議、８回の計画策定委員会、

３回の環境審議会を経て、計画の副題にある「人と自然が調和し、歴史と文化のかおる心豊か

な環境のまち しもつけ」を協働により実現しようとする方策の体系が出来上がった。 

計画の目次構成において、第Ⅲ編「みんなで協力して進めていく取組」では、最初に「市及

び市民等がそれぞれの役割分担と環境パートナーシップのもとに連携」していくことが強調さ

れている。また、協働の担い手として幅広い世代を対象として、環境に関わる親しみやすいイ

ラストの挿入や、平成２３年度実施の子ども環境アンケート調査結果の掲載（計画２２頁）な

ど、子ども世代にも本計画の内容を興味深くかつ楽しく学んでもらおうとする工夫が凝らされ

ている。そして、市民・市民団体・事業者や地域別の環境配慮指針を設定したり、「（仮称）し

もつけ環境市民会議」の設置を提案したりといったことも本計画の特徴である。 

本計画の環境分野におけるキーワードは「自然」「快適」「生活」「循環」「低炭素」「協働」な

ど極めて多岐にわたる。これらをつなぐものが協働、すなわち「取組の輪」であり、下野市の

環境は市民、市民団体、事業者、市の間で「取組の輪」が達成されるかどうかに掛かっている。

計画のなかで述べられているところの環境理想社会を実現するには、気の遠くなるような長期

にわたる地道な取組や、息の長い実践の積み重ねが求められる。 

しかし怖れることはない。“しもつけ”の環境を「保全」し「良好な」ものにしようという志

を同じくする者同士が、お互いにできることをできる時にできる範囲で肩肘張らずに楽しみな

がら実践していけばいい。本計画はそうした行動を促し支え勇気づけるところの身近で貴重な

道標であると確信している。 
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５ 環境審議会 
 

下野市環境審議会規則 
平成24年3月29日規則第7号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、下野市環境基本条例(平成24年下野

市条例第4号)第26条第5項の規定に基づき、下野市環

境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 
(会長及び副会長) 

第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選に

よりこれを定める。 
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は

会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
(会議) 

第 3 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に

応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会

議は、市長が招集する。 
2 会長は、会議の議長となる。 
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが

できない。 
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の

出席を求め、意見を聴くことができる。 

 
 
 
 
6 会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非

公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必

要とする。 
(部会) 

第4条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 
(庶務) 

第5条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において行う。 
(その他) 

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関

し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 
附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。 
(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日において、下野市環境審議

会条例(平成23年下野市条例第3号)第5条第1項の規定

により定められた下野市環境審議会会長及び副会長は、

第2条第1項の規定により会長及び副会長として定めら

れたものとみなす。 
 
 

 
 
下野市環境審議会委員 ◎：会長 ○：副会長 

期間：平成２３年７月１日～平成２５年３月３１日       （敬称略、順不同） 
区  分 氏   名 備     考 

公募市民 

小  島 恒  夫 公募 

太  田 芳  一 公募 

志  賀 勝  美 公募 

事業者 

後  藤     勲 ㈱道の駅しもつけ 

高  田 憲  一 下野市農業委員会 

南     俊  郎 石橋商工会 

原     貞  夫 旭自動車㈱  

市民団体の代表者 

伊  沢 久  男 下野市環境美化推進委員会  

倉  井 徳  勇 下野市自治会長連絡協議会 

中  川 美恵子 下野市女性団体連絡協議会 

学識経験者 
◎ 中  村 祐  司 宇都宮大学  国際学部教授 

金  田 幸  子 下野市栃木県農業士会  

関係行政機関の職員 
宇賀神 貞  夫 栃木県地球温暖化防止活動推進センター 

杉  田 和  之 栃木県小山環境管理事務所 

教育関係者 ○ 川  口 桂  子 下野市教育委員会 
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６ 環境基本計画策定委員会 

 
下野市環境基本計画策定委員会設置要綱 

平成23年1月27日告示第14号 

(設置) 

第 1 条 環境の保全と創造に係る総合的な計画を策定

するため、下野市環境基本計画策定委員会(以下「委

員会」という。)を設置する。 
(所掌事務) 

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検

討する。 
(1) 環境基本条例に関すること。 
(2) 環境基本計画に関すること。 
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る事項に関すること。 
(組織) 

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する15人以内の委員をもって組織する。 
(1) 公募市民 
(2) 事業者 
(3) 市民団体の代表者 
(4) 学識経験者 
(5) 関係行政機関の職員 
(6) 教育関係者 
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 
(任期) 

第4条 委員の任期は、環境基本計画の策定の日までと

する。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

 

 

 

 

(委員長及び副委員長) 

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の

互選により決定する。 
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある

とき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 
(会議) 

第 6 条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要

に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最

初の会議は、市長が招集する。 
2 委員長は、会議の議長となる。 
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の

者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
(部会) 

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。 
(庶務) 

第8条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において行う。 
(その他) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に

関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 
附 則 

この告示は、平成23年2月1日から施行する。 

附 則(平成23年5月25日告示第95号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



 
 
 

（17） 

 
 
 
下野市環境基本計画策定委員 ◎：委員長 ○：副委員長 

期間：平成２３年７月１日～平成２５年３月３１日      （敬称略、順不同） 
区 分 氏   名 備     考 

公募市民 

鈴  井 祐  孝 公募委員  

鈴  木 宙  太 公募委員  

粂  川 祐  子 公募委員  

事業者 

日向野 重  幸 ソニーエナジー・デバイス（株)栃木事業所  

良  田 静  也 （株）ヨークベニマル 石橋店   

伊  沢 一  宏 
小山農業協同組合 北部営農支援センター 

平成 24 年2 月 29 日まで 

渡  辺 宏  文 平成 24 年3 月 1 日から 

市民団体の 
代表者 

益  子 友  幸 環境問題を考える会  

○ 岡  本 英  樹 下野市自然に親しむ会  

森  田 伊知子 下野市生活学校やよい会  

黒  川   令 
下野市消費生活リーダー協議会 

平成 24 年6 月 30 日まで 

隅  谷 サヨ子 平成 24 年7 月 1 日から 

藤  沼 秀  男 
下野市認定農業者連絡協議会 

平成 24 年4 月 30 日まで 

川中子 幹  彦 平成 24 年5 月 1 日から 

田  村 友  作 下野市商工会青年部  

学識経験者 ◎ 野  沢 定  雄 栃木県環境カウンセラー  

関係行政機
関の職員 

新  井 有  明 
栃木県小山環境管理事務所 

平成 24 年3 月 31 日まで 

小  池 正  純 平成 24 年4 月 1 日から 

教育関係者 海老原   忠 下野市教育委員会 学校教育課  
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７ 環境基本計画策定庁内会議 

 
 
下野市環境基本計画策定庁内会議設置要綱 

平成24年3月29日訓令第6号 

(設置) 

第1条 下野市環境基本計画(以下「基本計画」という。)
の策定に当たり、庁内の関係部局の職員により必要な

事項を検討するため、下野市環境基本計画策定庁内会

議(以下「庁内会議」という。)を設置する。 
(所掌事務) 

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項について検討する。 
(1) 基本計画の策定に関すること。 
(2) 基本計画に基づく施策の推進に関すること。 
(組織) 

第3条 庁内会議は、別表に掲げる職にある者をもって

組織する。 
2 庁内会議に、会長を置き、市民生活部長をもって充

てる。 
3 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。 
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会

長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 
 

 
 
 
(会議) 

第 4 条 庁内会議の会議(以下「会議」という。)は、必

要に応じて会長が招集する。 
2 会長は、会議の議長となる。 
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者

の出席を求め、意見を聴くことができる。 
(庶務) 

第5条 庁内会議の庶務は、市民生活部環境課において

行う。 
(その他) 

第6条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営

に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
附 則 

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。 
 
 
 

環境基本計画策定庁内会議委員 ◎：会長                （敬称略、順不同） 

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 
役  職 氏    名  下野市環境基本計画策定部会参加者 

市民生活部長 ◎ 伊  沢 和  男 
 

所  属 役   職 氏    名 

総合政策課長 塚 原  孝 総合政策課 主  幹 金 田 欣 明 
総務課長 伊  沢 正  次  総務課 主  幹 倉 井 和 行 
財政課長 落  合 善  正  財政課 主  幹 神 戸 良 和 
生活安全課長 落  合 智  之  生活安全課 課長補佐 上 野 和 憲 
環境課長 野  沢 泰  幸  環境課 課長補佐 山 中 利 明 
健康増進課長 稲  葉 一  彦  健康増進課 課長補佐 鳥 居 みゆき 
農政課長 菊  地 勝  美  農政課 課長補佐 高 徳 吉 男 
商工観光課長 吉  田   誠  商工観光課 課長補佐 瀧 澤 卓 倫 
建設課長 大  橋 義  一  建設課 主  幹 濱 野 岳 仁 
都市計画課長 小  口 英  明  都市計画課 課長補佐 谷田貝 一 彦 
水道課長 渡  辺 正  巳  水道課 課長補佐 小 平 恵 子 
下水道課長 野  沢   等  下水道課 課長補佐 瀬 端   清 
学校教育課長 川  俣 廣  美  学校教育課 主  幹 福  田 一  也 

生涯学習課長 黒  川   弘  生涯学習課 課長補佐 小  川 幸  男 

文化課長 蓬 田  敏  文化課 主  幹 山 口 耕 一 
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８ 用語の解説 

 

<あ行> 

アイドリングストップ 
自動車が走っていないときにエンジンのかけっぱ

なし（アイドリング）はやめようという取組。 

一酸化炭素(CO) 
燃料の不完全燃焼により発生する無色、無臭の空気

より少し軽い気体で、主に自動車の排気ガスに含まれ

ます。 

一般廃棄物 
産業廃棄物以外の家庭から出る可燃ごみなどの廃

棄物のこと。 

エコオフィス 
省資源・省エネルギー対策を進め、環境への負荷の

少ない事務活動をおこなっている事業所のこと。事務

活動からの二酸化炭素の排出削減など、地球温暖化防

止を進めている事業所を指すこともあります。 

エコショップ 
ごみの発生抑制や減量化などの省資源対策や省エ

ネルギー対策を進め、環境への負荷の少ない事業活動

をおこなっている店舗（商店）のこと。二酸化炭素の

排出削減など、地球温暖化防止を進めている店舗をさ

すこともあります。 

エコ（ショップ＆オフィス） 
----※エコショップ、エコオフィス参照 

エコツーリズム 
自然や人文環境を損なわない範囲で、自然観察や先

住民の生活や歴史を学ぶ、新しいスタイルの観光形態。

地域住民の働き場が組み込まれていることなど観光

収入が地域にもたらされることも必要条件として概

念に含める場合もあります。 

エコドライブ 
アイドリングストップの実施、経済速度の遵守、急

発進や急加速、急ブレーキの抑制、適正なタイヤ空気

圧の点検など、省エネルギー、二酸化炭素や大気汚染

物質の排出削減のための運転技術をさす概念。 

エコプロダクツ 
省エネルギー機器やリサイクル・リユース製品など、

環境配慮型製品のこと。 

エコポイント 
消費者が購買時に選択する環境配慮行動に対して

付与されるサービスなど、環境配慮行動促進のための

しくみをさす。環境配慮行動に特化したポイントの蓄

積数に応じて、景品などと換えたり、割引券のように

商品購入や寄付に代えたりできます。 

エコライフ（エコライフスタイル） 
ごみ減量や省エネなど環境に配慮した日常生活を

おこなうなど、環境にやさしい生活様式全般。 

エコリーダー 
本計画では、市民の環境学習や環境保全活動を指

導・助言等をおこなうことのできる人材をさしていま

す。栃木県では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」の趣旨・内容に沿った指導・助

言等をおこなうことのできる人材を「とちぎエコリー

ダー」として登録しています。 

エコ・ワークスタイル 
省資源・省エネルギー対策など、環境に配慮した仕

事や事業をおこなう事業者の活動様式全般をさす。 

オゾン層破壊 
成層圏に存在するオゾン層は、太陽光に含まれる有

害な紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を守って

います。近年、このオゾン層がフロンなどの化学物質

等により破壊されていることが大きな環境問題にな

りました。地上に到達する紫外線の量が増えると、皮

膚がんや白内障といった病気の発症、免疫機能の低下

など人の健康に影響を与えるほか、陸地や水中の生態

系に悪影響を及ぼします。 

オゾン層の保護に向けて、ウィーン条約やモントリ

オール議定書が採択され、フロン類の製造使用の禁

止・制限等が定められました。我が国でもオゾン層保

護法（1988）やフロン回収・破壊法（2001）が制

定されています。 

オープンスペース 
建築物のない一定の地域的広がりであって、その非

建ペい性、植生、水面などにより、環境の質の向上を

図り、あるいは住民のレクリエーション需要に応える

もの。 

屋上緑化 
建築物の屋上部分において、恒常的に、樹木、多年

草等を有効に植栽するもので、これらの生育に必要な

土などの植栽基盤があるものをいう。屋上緑化により

屋根の断熱性能が高まり、省エネルギー効果など、都

市から発生する熱の緩和効果があります。 

温室効果ガス 
大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは、太陽か

らの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがあり、

これらのガスを温室効果ガスといいます。1997 年

の第三回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）で

採択された京都議定書では、地球温暖化防止のため、

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC 類、PFC

類、SF6 が削減対象の温室効果ガスと定められてい

ます。 

<か行> 

拡大生産者責任 
生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・

リサイクル段階まで責任を負うという考え方。具体的

には、生産者が使用済み製品を回収、リサイクルまた

は廃棄し、その費用も負担することをいいます。 

合併処理浄化槽 
し尿のほか台所、風呂、洗濯など生活排水*を併せ

て処理する施設のこと。し尿だけを処理する単独浄化
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槽と比べて、放流水の水質を向上させることができま

す。 

環境学習 
人間と環境との関わりについて理解と認識を深め、

環境の保全に対して責任ある行動がとれるようにす

ることを目的として、環境に関することを学ぶこと。 

環境家計簿 
毎月の電気やガス等の消費量を入力することによ

り、家庭からの CO2排出量が計算・チェックできる

家計簿。 

環境基準 
環境基本法第 16 条で｢大気の汚染、水質の汚濁、

土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人

の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持さ

れることが望ましい基準を定めるものとする。」と定

義されている行政上の目標のこと。公害発生源を直接

規制するための基準（規制基準）とは異なります。 

環境基本法 
平成5（1993）年に制定された法律で、それまで

の公害対策基本法、自然環境保全法では、対応に限界

があるとの認識から、地球化時代の環境政策の新たな

枠組を示す基本的な法律のこと。基本理念として、環

境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続

的発展が可能な社会の構築等、国際的協調による地球

環境保全の積極的推進が掲げられています。 

（参考：環境権） 
1972 年にストックホルムで開催された国連人間

環境会議で採択された宣言（人間環境宣言）の中に盛

り込まれた権利で、「人は尊厳と福祉を保つに足る環

境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本

的権利を有する」とした人の基本的な権利のこと。 

環境パートナーシップ 
行政・ＮＰＯ・企業など、立場の異なる組織や人同

士が、明確な目的のもとに、対等な関係を結び、それ

ぞれの得意分野を生かしながら、連携し協力し合うこ

と。 

環境負荷 
人の活動により環境に加えられる影響で、環境を保

全する上で支障の原因となるおそれのあるものをさ

します。工場からの排水、排ガスはもとより、家庭か

らの排水、ごみの排出、自動車の排気ガスなど、通常

の事業活動や日常生活のあらゆる場面で環境への負

荷が生じています。 

環境報告書 
一般的には、企業などが環境に配慮して行った内容

を環境業績としてまとめ、公表する報告書のこと。対

外的に情報の共有と対話を図っていくためのツール

としての目的と、企業内部で環境マネジメントシステ

ムにおける現状の見直しや目標設定などをおこなう

ツールとして作成されます。 

国では、環境の状況に関する年次報告と翌年度に実

施する環境保全施策をまとめて公表する｢環境白書｣

があります。 

環境保全型農業 
「環境保全型農業推進の基本的考え方」（平成６年

４月農林水産省環境保全型農業推進本部）では、農業

の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに

留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使

用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業

と定義しています。（関連用語「循環型農業」、「有機

農業」を参照） 

環境リスク 
人の活動によって生じた環境の汚染や変化（環境負

荷）が、環境の経路を通じて、ある条件のもとで人の

健康や生態系に影響を及ぼす可能性（おそれ）のこと。

また、そうして引き起こされた環境汚染によって被害

補償を求められる可能性を指すこともあります。 

クールビズ・ウォームビズ 
地球温暖化防止の一環として、オフィスの冷暖房設

定温度を省エネ温度（夏は 28℃以上、冬は 20℃以

下）にし、それに応じた軽装化（ノーネクタイ・ノー

上着など）や暖かい服装の着用などにより、効率的に

働くことができるビジネススタイルのこと。 

グリーンカーテン 
夏の日差しを和らげ、室温の上昇を抑え、冷房の使

用を減らすため、朝顔やゴーヤ、へちま等のつる性の

植物をネットにはわせて窓の外を覆うもの。 

グリーン購入 
商品やサービスを購入する際に、その必要性をよく

考え、値段や品質だけで選択するのではなく、環境へ

の負荷ができるだけ少ないものを優先的に購入・調達

すること。 

コージェネレーション（コージェネ） 
発電と同時に発生した排熱も利用して、冷暖房や給

湯等の熱需要に利用するエネルギー供給システムで、

総合熱効率の向上を図るもの。 

<さ行> 

再生可能エネルギー 
有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石

燃料や原子力と対比して、自然環境の中で繰り返し起

こる現象から取り出すエネルギーの総称。 

最終処分場 
ガラス、金属などの不燃ごみやプラスチックなどの

不適燃焼物を、埋立てなどにより処分する場所を指し

ます。 

里地（里山、里地里山） 
定義は明確ではなく、一般的に、主に二次林を里山、

それに農地などを含めた地域を里地ということが多

い。また、全てを含む概念として「里地里山」と言わ

れます。環境省では「都市域と原生的自然との中間に

位置し、さまざまな人間の働きかけを通じて環境が形

成されてきた地域で、集落をとりまく二次林と、それ

らと混在する農地、ため池、草原等で構成される地域

概念」と定義しています。 

里山 
人里近くの二次林（雑木林）を中心とした周辺の田

畑やため池などを含んだ地域のこと。 

ジクロロエチレン 
クロロホルムのような臭いのある、無色、揮発性で、

引火性のある液体で、地下水の環境基準に設定されて

いる。現在、産業的な製造は確認されていなく、他の
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化学物質を製造する際に副生成されているものが主

と考えられています。地下水では、トリクロロエチレ

ンやテトラクロロエチレンが嫌気的条件下で分解し

て生成することが知られています。 

自然エネルギー 
再生可能エネルギーのうち、太陽光や太陽熱、水力

や風力、バイオマス資源（持続可能な範囲で利用する

場合）、地熱、波力、温度差などのエネルギーのこと。 

市民農園 
都市住民に自然とのふれあいや農林業体験の場を

提供し、地域内外の交流により、地域の活性化を促す

体験型農園のこと。 

省エネナビなど（消費エネルギー表示） 
電力などのエネルギー消費量を表示（見える化）す

る機器やシステムを設置することで、日常的にエネル

ギー使用状況の確認と無駄を削減でき、省エネを効果

的に進めることができます。 

省エネナビは、現在のエネルギーの消費量を金額で

知らせると共に、利用者自身が決めた省エネ目標を超

えると知らせ、利用者自身がどのように省エネをする

のか判断させる機器で、国が普及を進めています。 

（参考：スマートメーター） 
通信機能を備えた電力メーターのこと。電力会社と

需要者の間をつないで電力使用量などのデータをや

り取りしたり、需要先の家電製品などと接続してそれ

を制御したりすることができるもの。電力検針の自動

化及び再生可能エネルギーの安定した送電・配電の運

用に向けて自立分散的に制御するスマートグリッド

構築に向けて必要不可欠のものとされています。 

食育（食育学習） 
「食」に関する様々な経験や学習により「食」を選

択する知識を習得し、健全な食生活を実践することが

できる人間を育てること。 

循環型社会 
資源の採取や破棄が環境への影響の少ない形で行

われ、かつ一度使用したものが繰り返し使用されるな

ど、生産活動や日常生活の中で環境への影響を最少に

するような物質循環が保たれた地域社会のこと。 

循環型農業 
本計画では、地域で排出される畜産廃棄物や食物残

渣、生ごみなどの有機物廃棄物を堆肥化し適正に活用

するなど、農業が本来有している地域の自然循環機能

を生かした土づくりや農作物の生産をおこなうなど、

地域に賦存する資源やエネルギーなどをなるべく地

域レベルで循環利用し、環境負荷のより少ない持続可

能な農業を進めていく取組などを「循環型農業」とし

ています。（関連用語「環境保全型農業」、「有機農業」

を参照） 

３Ｒ（スリーアール） 
ごみ減量の行動理念である次の３つの頭文字（Ｒ）

をとった運動で、次の順番で取り組むことにより、ご

みを減らす効果があります。 

・リデュース（Reduce）：ごみの発生抑制 …ごみに

なりそうなものは、買う量・使う量ともに減らして

いく。 

・リユース（Reuse）：再使用…一度使って不要にな

った製品や部品を再び使う 

・リサイクル（Recycle）：再資源化…リユースできな

く廃棄されるものを正しく分別し、資源として再利用

する 

3R に「リフューズ（Refuse＝ごみになるものを

買わない）」を加えて「4R」、さらに「リペア（Repair

＝修理して使う）」を加えて「5R」という場合もあり

ます。 

生活排水 
トイレから排出されるし尿を含んだ水や、台所や風

呂場、洗濯などから排出される生活雑排水など、家庭

から流れ出る水の総称のこと。 

生態系（Ecosystem） 
食物連鎖などの生物間の相互関係と、生物とそれを

取り巻く無機的環境の間の相互関係を総合的にとら

えた生物社会のまとまりを示す概念。 

生物多様性（生物の多様性）（Biodiversity） 
あらゆる生物種の多さと、それらによって成り立っ

ている生態系の豊かさやバランスが保たれている状

態を指し、また、生物が過去から未来へと伝える遺伝

子の多様さまでも含めた幅広い概念。 

<た行> 

ダイオキシン類 
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベ

ンゾフラン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをま

とめてダイオキシン類といいます。無色無臭の固体で

水に溶けにくく、油などに溶けやすい。物の燃焼に伴

い非意図的に生成し、発ガン性や催奇形性、生殖不全、

免疫障害など、さまざまな障害の原因となります。 

地球環境問題 
地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、熱帯林の減少、

砂漠化、海洋汚染、野生生物種の減少、有害廃棄物の

越境移動及び開発途上国の公害問題などの問題に分

類され、被害や影響が一国内ではとどまらず、地球規

模で広がる環境問題のこと。 

地産地消 
地域生産地域消費の略。地域で生産された農産物や

水産物をその地域で消費すること。生産物の輸送距離

が短く、エネルギー消費を低く抑えられ、環境への負

荷が少ないくてすむほか、生産者が分かり（生産者の

顔が見えるなど）、安心して使えるといったメリット

が多くあります。 

低公害車（低炭素型車両） 
従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、NOx、

粒子状物質、ＣＯ2 といった大気汚染物質や温室効果

ガスの排出が少ない、又は全く排出しない自動車のこ

と。 

低炭素社会 
地球温暖化対策に向け、人間の諸活動によって排出

される主要な温室効果ガスである二酸化炭素（CO2）

の排出量が少ない産業や生活のしくみを構築した社

会のこと。 

テトラクロロエチレン､トリクロロエチレン 
有機塩素系溶剤の一種。ドライクリーニングのシミ

抜き、金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使われるなど洗
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浄剤・溶剤として優れている反面、環境中に排出され

ても安定で、トリクロロエチレンなどとともに地下水

汚染などの原因物質となっています。 

透水性舗装 
舗装面に降った雨水を舗装材の空隙を通して地中

に浸透させる舗装のこと。 

<は行> 

バイオマス（バイオマス資源） 
生物資源（バイオ）と量（マス）を合わせた造語で、

再生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料を除く）

の総称。具体的には農林水産物、もみ殻、畜産廃棄物、

食品廃棄物、木くずなどを指します。 

ハザードマップ（hazard map） 
災害予測図の総称で、自然災害による被害を予測し、

その被害範囲を地図化したもの。 

バリアフリー 
障害者や高齢者等の社会生活弱者が社会生活に参

加する上で、生活の支障となる物理的な障害や精神的

な障壁を取り除くための施策や具体的に障害を取り

除いた状態のこと。 

ビオトープ（Biotope） 
生物が互いにつながりを持ちながら生息している

空間を示す。なお、開発などによって環境の損なわれ

た土地や都市内に人為的につくられた生物の生息・生

育環境空間をさしている場合もあります。 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 
水中の有機物が微生物の働きによって分解される

ときに消費される酸素の量で、河川等の汚濁を示す代

表的な指標。 

非メタン炭化水素（NMHC） 
炭化水素は炭素と水素だけからなる有機化合物で、

重油・ガソリン・天然ガスの主成分です。自動車の排

出ガス、ガソリンや塗料等の有機溶剤が主な発生源と

なっています。炭化水素は、安定した物質のメタンと、

反応性に富む非メタン炭化水素に大別され、このうち

非メタン炭化水素は、窒素酸化物と反応して光化学オ

キシダントを生成すると考えられています。 

ヒヤリ・ハット 
突発的な事象やミスにヒヤリとしたり、ハッとした

りするように、重大な災害や事故には至らないものの、

直結してもおかしくない一歩手前の事例の発見をい

う。 

冬水たんぼ 
冬期（秋の収穫後から春の代掻きまでの間）に水を

張っておく田んぼ（冬期湛水水田）のこと。水を張っ

ておくことにより、菌類やイトミミズなどが増えて土

地が肥沃になるほか、魚や小水棲動物をはじめ、昆虫、

水鳥の生息環境が確保され、生態系を保全する効果が

見込まれています。 

浮遊粒子状物質(SPM) 
大気中に浮遊する粒子状の物質のことで、主に粒径

が10 ミクロン以下のものをいいます。土壌粒子や火

山噴火物などの自然的発生物と、自動車や工場などか

らの人工的発生物があります。 

<ま行> 

モニタリング（Monitoring） 
人間活動による環境への影響や変化を長期間にわ

たって監視・追跡していくために行われる観測や調査

のことで、継続監視とも言われます。環境分野では、

大気質や水質の観測などがあります。 

や行> 

有機農業 
平成18 年 12 月に制定された「有機農業の推進に

関する法律」では、「有機農業とは、化学的に合成さ

れた肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組

換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に

由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生

産の方法を用いて行われる農業をいう。」と定義して

います。 

一般的には、有機農業は、化学肥料や農薬を使用し

ないで、堆肥などの有機質肥料によって地力を高め、

病虫害に強い健康な作物を育てる農業をいいます。

（関連用語「環境保全型農業」「循環型農業」を参照） 

ユニバーサルデザイン（Universal Design） 
文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、

障害・能力の如何を問わずに利用することができる施

設・製品・情報の設計（デザイン）のこと。 

溶存酸素----※DO（溶存酸素）参照 

<ら行> 

ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessmenｔ） 
本文中では、略して「ライフサイクルを考慮した製品」と

も言っています。 

製品について、資源の採取から製造、使用、廃棄、

輸送など、全ての段階を通した環境への影響を定量

的・客観的に評価する手法。（略称LCA という。） 

リサイクル----※３R（スリーアール）参照 

リデュース----※３R（スリーアール）参照 

リペア----※３R（スリーアール）参照 

リユース----※３R（スリーアール）参照 
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