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はじめに 

 

 

小山市は、思川をはじめとする水辺や平地林、広大な

田畑など「水と緑と大地」の豊かな自然に恵まれるとと

もに、古代から現代へ連綿と築かれてきた誇れる歴史と

文化を有しています。さらには、東京圏からわずか 60km

の交通の要衝に位置しており、人口 16 万 7 千人の県内

第２位の都市として、これからの発展に多くの可能性を

持った私たちの「ふるさと」です。この豊かな自然と歴

史・伝統を守り、育み、引き継いでいくことは、私たち

の重要な責務であるとともに、私たち自身が健康で快適

な生活をおくるための基本的な課題でもあります。 

このような認識のもと、本市では、平成 10 年３月に「小山市環境基本計画」を、平

成 18 年 12 月には「第２次小山市環境基本計画」を策定し、環境の保全に関する施策

等を総合的かつ計画的に推進してまいりました。また、平成 20年６月には“環境都市”

を宣言し、「水と緑と大地」の豊かさを次代に引き継ぐために、環境に配慮した様々な

取り組みを展開するとともに、平成 23年３月に、それまでの環境基本計画をより発展

させた施策を取り込んだ「第３次小山市環境基本計画(計画期間：平成 23 年度から平

成 32 年度)」を策定し、環境行政のより一層の推進を図ってきたところです。こうし

た環境保全施策の取り組みのひとつの成果として、平成 24年７月３日、渡良瀬遊水地

がラムサール条約湿地に登録されました。 

今回、計画期間の中間時期にあたり、世界に誇る渡良瀬遊水地の更なる保全と賢明

な利活用、また、めまぐるしく変化する環境情勢及び計画の進捗状況に対応するため、

「第３次小山市環境基本計画」の中間見直しを行いました。 

見直し後の計画を効果的に推進するためには、市民や団体、事業者の皆様と行政が、

これまで以上のパートナーシップを形成しながら、一体となって環境保全活動に取り

組んでいくことが重要であると考えております。皆様の更なるご理解とご協力をお願

い申し上げます。 

 

平成 28年３月 

 

小山市長 大久保 寿夫 
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１．計画策定の背景と目的 

小山市では、平成１０年３月の「小山市環境基本計画」の策定以降、環境の視点を盛り込ん

だ市の施策の推進や、おやまエコライフ・プランに基づく環境に配慮した行動等に取り組んで

きました。そして、平成１８年１２月には、ごみの減量化・不法投棄対策、水環境の改善、省

エネルギー対策等の重点実施プロジェクトを盛り込んだ「第２次小山市環境基本計画」を策定

しました。その後、平成１９年２月に「小山市地域省エネルギービジョン」を、平成２０年３

月に「小山市水環境保全計画」、平成２１年２月に「小山市地域新エネルギービジョン」、「小

山市バイオマスタウン構想」を策定し、地域の環境の保全・創造に取り組んできました。 

また、この間の平成２０年６月には“環境都市”を宣言し、環境の大切さを自覚するととも

に、一人ひとりが協力して、この自然の恵みあふれるまちを大切にし、「水と緑と大地」の豊

かさを次代に引きつぐことを、内外に宣言しました。 

地球温暖化問題に関して国では、２０３０年までに温室効果ガス排出量を２０１３年比で２

６％削減する草案を国連に提出し、気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ２１）にて

２０２０年以降の地球温暖化対策の法的枠組みをまとめた「パリ協定」が採択されました。ま

た、生物多様性においては、２０１０年１０月に愛知県名古屋市にて生物多様性条約第１０回

締約国会議（ＣＯＰ１０）が開催され、「自然と共生する世界」の実現を目標に、地球規模で

の生物多様性の保全と回復をめざした「愛知目標（愛知ターゲット）」を策定するなど、環境

問題に対する新たな取組みも進められました。 

こうした状況を踏まえ、快適な市民生活を将来にわたって続けることが可能な社会（環境都

市おやま）を目指すため、従前からの諸施策に加え、省エネルギーの推進や新エネルギーの活

用による地球温暖化対策、渡良瀬遊水地や平地林等の適正な保全による生物多様性の維持等を

重点的に進めることを明らかにするため、平成２３年３月に「第３次小山市環境基本計画」を

策定しました。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の影響に

よる環境汚染や電力供給問題をはじめ、地球温暖化に起因すると考えられるゲリラ豪雨や竜巻

の多発、平成２７年９月関東・東北豪雨による被害など、市民生活における安全・安心の確保

も大きな環境問題としてクローズアップされてきています。 
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一方、生物多様性の保全に関しては、平成２４年７月３日にラムサール条約湿地に登録され

た渡良瀬遊水地をはじめ、思川などの水辺や水田地帯、平地林などからなる豊かで多様な自然

環境を有する本市では、これら豊かな自然と共存する自立・持続可能なまちの実現に向け、「生

物多様性おやま行動計画」を平成２５年３月に策定、具体的な取組として「生物多様性おやま

地域連携保全活動計画」を平成２６年９月に策定するなど、さまざまな取組を進めています。 

こうした新たな環境問題や取組を積極的に進めていくために、第３次環境基本計画の中間年

にあたる平成２７年度に見直しを行うこととしました。 

 

環境政策に係る主な取り組み 

年 市の主な取組 国・県の関連計画等 

  環境基本法（H5）環境基本計画（H6）、他 

H08年 小山市一般廃棄物処理基本計画（第 1 次計画） 県：栃木県環境基本条例 

H09年 気候変動枠組条約締結国会議 COP3 京都開催 

 小山市環境基本条例  

H10年 小山市環境基本計画（第 1 次計画） 地球温暖化対策推進法 

H11年  県：栃木県環境基本計画（第 1 次計画） 

H12年  国：第二次環境基本計画 

  循環型社会形成推進基本法 

H14年  国：新・生物多様性国家戦略 

  県：栃木県廃棄物処理計画（3 月） 

H15年 小山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例改定 国：循環型社会推進基本計画 

 小山市環境美化条例 県：栃木県循環型社会推進指針/3R プロジェクトとちの環 

H16年  外来生物法 

  県：栃木県生活環境の保全に関する条例 

H17年 第 2 次小山市一般廃棄物処理基本計画 京都議定書発効、国：京都議定書目標達成計画 

H18年 第２次小山市環境基計画 国：第三次環境基本計画 

  県：廃棄物処理計画改定 

H19年 小山市地域省エネルギービジョン エコツーリズム推進法 

 小山市景観計画 国：第三次生物多様性国家戦略 

H20年  小山市水環境保全計画 国：第二次循環型社会形成基本計画、低炭素社会づくり行動計画 

 環境都市宣言 県：「とちぎの元気な森づくり県民税」の導入 

H21年 第 3 次小山市一般廃棄物処理基本計画 自然公園法改正 

 小山市地域新エネルギービジョン 県：とちぎ環境立県戦略（11 月） 

 小山市バイオマスタウン構想  

H22年 結城紬のユネスコ無形文化遺産登録 国：生物多様性国家戦略 2010､里地里山保全活動行動計画 

  国：2020 年温室効果ガス削減目標 1990 年比 25％ 

  県：生物多様性とちぎ戦略（9 月） 

 生物多様性条約締結国会議 COP10 愛知開催 

H23年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染 

 第 3 次小山市環境基本計画 県：栃木県環境基本計画 2011 

  県：栃木県地球温暖化対策実行計画、栃木県廃棄物処理計画 

  放射性物質汚染対処特措法 

H24年 渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地に登録 国：第四次環境基本計画 

  国：生物多様性国家戦略(愛知目標達成ロードマップ) 

  京都議定書第一約束期間終了 

H25年 小山市地球温暖化対策地域推進計画 地球温暖化対策推進法改正 

 生物多様性おやま行動計画 国：第三次循環型形成推進基本計画 

  国：2020 年温室効果ガス削減目標：2005 年比 3.8％ 

H26年 第 4 次小山市一般廃棄物処理基本計画 県：栃木県地球温暖化対策実行計画（補追版） 

 生物多様性おやま地域連携保全活動計画  

H27年  国：2030 年温室効果ガス削減目標：2013 年比 26% 
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２．計画の位置づけと役割 

こうした環境情勢の変化や環境問題に対応していくためには、環境の保全に関する総合的・

長期的な目標を明らかにし、その実現に向けた環境の保全に関する総合的・計画的な施策の推

進が必要になってきました。このため、国や県、本市では、法律や条例に基づいて、それぞれ

の立場に応じた“方向性を示した道しるべ”や“環境保全の取組の指針”等に位置づけた環境

基本計画を策定し、相互の連携を図りながら、環境の保全と創造に努めています。 

 

国の環境基本計画 

国では、環境基本法第１５条に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、「『循環』『共生』『参加』及び『国際的取組』が実現される社会」を目指して、平

成６年に第一次環境基本計画を閣議決定しました。そして、平成１２年には「『理念から実行

への展開』と『計画の実効性の確保』」に特に留意した第二次環境基本計画を、平成１８年に

は、「環境から拓く新たなゆたかさへの道」の道しるべとした第三次環境基本計画を閣議決定

しました。その後、東日本大震災や環境情勢の変化を踏まえ、環境行政の究極目標である持続

可能な社会を「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野で統合的に達成することを目指すとと

もに、「安全」がその基盤として確保される社会であると位置づけた第四次環境基本計画を平

成２４年４月に閣議決定しました。 

 

栃木県環境基本計画 

栃木県は、栃木県環境基本条例第１０条の規定に基づき、県の環境保全に関する基本目標と

長期的な施策の方向を掲げた栃木県環境基本計画を平成１１年に策定し、また、「環境にやさ

しい潤いのあるふるさと“とちぎ”」づくりを目指して平成１８年に栃木県環境基本計画の改

定を行い、環境保全に関する各種施策を展開してきました。 

そして、明確な目標により環境保全のより一層の推進を図るため、環境を考え行動する県民

の育成、低炭素社会の構築、循環型社会の構築、自然共生社会構築を柱とした栃木県環境基本

計画を平成２３年３月に策定し、平成２７年度にはその改定作業が行われています。 

 

小山市環境基本計画 

本市においては、「小山市長期ビジョン」や「小山市総合計画」に基づいて、市民生活の向

上に資する各種の事業・施策等が推進されています。 

第３次小山市環境基本計画中間見直し（以下、「本計画」という。）は、東日本大震災に伴う

環境課題などを踏まえ、第３次小山市環境基本計画（平成２３年３月策定。以下、「現計画」

という。）で定めた施策等を一部見直し、市民が安心して暮せるまちづくりを基本に、現計画

で定めた重点実施プロジェクト“ごみの減量化・不法投棄対策”、“省エネルギー・新エネルギ

ーの推進”、“生物多様性の保全・水辺の保全”、“おやまエコライフ・プランの充実”に向けて、

市で実施するすべての事業・施策等を環境面から推進するための、環境に関する最上位の計画

として位置づけます。 
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小山市環境基本計画の位置づけ 

 

３．計画の期間 

環境問題は、比較的短期間に対応が可能な事象もあるものの、自然環境の復元や地球環境の

保全等の効果は長い時間をかけて発現します。そのため、環境の保全・創造の推進は、長期的

な視点で考えることが重要となります。 

現計画は、ふるさと小山の持続的な発展と総合力の向上を目指した第６次小山市総合計画と

一体となって、環境の保全・創造に関する施策を進めており、計画期間は平成２３年度から平

成３２年度の１０年間です。 

本計画は、目指すべき市の将来像を描いた「第７次小山市総合計画」が策定される平成２７

年度に、現計画の中間年を迎えるため、同年度に中間見直しを行い、第７次小山市総合計画と

連携して、総合的・計画的に環境関連施策を推進していくものです。 

 

４．計画の対象地域 

本計画の対象地域は小山市全域とします。ただし、自然環境や地球環境などに関する事項に

ついては、広域的に計画を実施していかなければならないものもあるため、栃木県や周辺自治

体などとの連携についても必要に応じて計画に盛り込みます。 

  

栃木県環境基本条例 
小山市 

環境基本条例 

国の環境基本計画 

栃木県環境基本計画 
小山市 

環境基本計画 

小山市まち・ 

ひと・しごと 

創生戦略 

小山市長期 
ビジョン 

環境分野別個別計画 
 

●生物多様性おやま行動計画 

●小山市一般廃棄物処理基本計画 

●小山市地球温暖化対策地域推進計画 

●おやまエコライフ・プラン 

●小山市環境保全率先行動計画 

●他 

個別計画 
 

●小山市都市マスタープラン 

●小山市まちづくり総合交通戦略 

●小山市緑の健康づくりの森基本計画 

●「おやまブランド」創生・発信推進計画 

●健康都市おやまプラン 21 

●小山市子育て支援行動計画 

●他 

 

小山市 

総合計画 

小山市人口 
ビジョン 

環境基本法 
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５．計画の対象範囲 

環境にかかる問題は、大気・水

質・上水道等の身近な暮らしに関

わる生活環境、河川・水辺・平地

林等の自然環境、地域全体に関わ

るみどり・景観等の快適環境、低

炭素社会の実現等の地球的規模の

環境など、非常に幅広く存在して

おり、いくつもの“環境”が相互

に関係し、作用しあっています。 

そこで、本計画では複雑に絡み

合う“環境”の対象を以下のとお

りとし、それぞれの環境の向上に

努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

計画が対象とする環境 

        

地
球
環
境 

 
    小山の環境 
     
めざす環境 分類 環境項目及び施策 

低
炭
素
社
会
の
実
現 

循
環
型
社
会
の
実
現 

自
然
共
生
社
会
の
実
現 

（
安
心
安
全
・
健
康
・
快
適
環
境
） 

生活環境 
大気、騒音・振動、土壌環境、地盤沈下、悪臭、 

水環境（水質、改善施設等）、放射能対策、交通など 

環
境
教
育
・ 

環
境
保
全
活
動 

自然環境 
生物多様性（生物共生） 

河川・水辺、平地林・みどり、農地 

快適環境 公園緑地・オープンスペース、歴史・文化、景観 

資 源 

(廃棄物) 
３Ｒの推進、廃棄物の適正処理の推進、資源化の推進 

エネルギー 省エネルギーの推進、新エネルギーの活用 

        
 

  

 

“環境”の体系イメージ図 

 

 

 

  

 

地球環境 

小山の環境 

環境教育・環境保全活動 

快適環境 
生活環境 
都市環境 

エネルギー 

生物多様性 
自然環境 

資源循環 

（生物共生） 
自然共生社会 

循環型社会 低炭素社会 

協働社会 
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６．市民、事業者及び市の役割 

良好な生活環境を維持し、かつ、地球環境を保

全するためには、市民一人ひとりが自覚を持って

環境保全に取り組むことが求められます。そのた

め本計画では各主体の役割を明確にしたうえで、

それぞれの主体の連携を密にし、協働の精神のも

と、ともに手を取り合って、望ましい環境像や目

標の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

（１）市民の役割 

市民は、自らが有する良好な環境のもとで健康で文化的な生活を営む権利を、将来の

世代に継承する役割を担います。このため、日常生活で自らの生活行動が環境を損なう

ことのないよう、また、広く環境の保全に努めるとともに、良好な環境の保全や創造に

自主的に取り組み、市が実施する環境施策に積極的に参加・協力することが求められま

す。 

 

（２）事業者の役割 

事業者は、地域社会の一員として、環境への負荷の少ない社会を形成する役割を担い

ます。このため事業者は、事業活動に伴って生ずる公害の防止、自然環境の適正な保全、

あらゆる機会における環境への負荷の低減や環境の保全のほか、市が実施する環境施策

への積極的な協力などを行うことが求められます。 

 

 

（３）市の役割 

市は、よりよい環境づくりを進めるための中心的な役割を担います。このため、市が

自ら行う施策では、構想・計画・実施のそれぞれの段階において、環境への配慮を組み

込むなど、市民や事業者の模範となるように率先して環境への負荷の少ない行動をとる

必要があります。また、市民や事業者に対して、環境に関する教育や学習の推進、環境

に関する情報の提供、環境への負荷の少ない活動に対する支援を行うほか、環境施策の

策定や実施において、広域的な取組が必要な場合には、国、栃木県や周辺自治体と協力

して取り組む必要があります。 

  

“協働”のイメージ図 

 

  

 

市 民 

事業者 市 

協働 
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７．計画の構成 

本計画の構成は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境基本計画（計画書）の構成 

 

 

  

 

 

 

  

第６章 
地域ごとのプロジェクト 

ゾーンニング 

地域ごとのプロジェクト 

第７章 
環境配慮指針 

環境配慮指針の目的 

開発行為における環境配慮指針 

日常における（各主体別）環境配慮指針 

第８章 

計画の総合的推進 

計画の進行管理 

計画推進制度、財源の確保 

第３章 
望ましい環境像 

小山市の将来像 

基本理念 

望ましい環境像 

第４章 
環境の現状及び施策の展開 

生活環境、自然環境、快適環境 

資源（廃棄物）環境、エネルギー、 

環境保全活動・環境教育等 

第５章 
重点プロジェクト 

生物多様性の保全・水辺の保全 

3R の推進・不法投棄対策 

省エネルギー・新エネルギーの推進 

小山エコライフ・プランの充実 

第１章 
基本的事項 

背景と目的、位置づけと役割 

期間、対象地域、各主体の役割、構成 

第２章 
小山市の特性 

小山の概況、あゆみ 

気象、地形・地質、人口、産業 
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第 2 章 小山の特性 
 

 

１．小山の概況 

２．小山のあゆみ 

３．気象 

４．地形・地質 

５．人口 

６．産業 

 

 

  

第３次  小山市環境基本計画  
中間見直し  
2016－2020 
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１．小山の概況 

小山市は栃木県南部に位置し、東京圏からは北に約６０km、県都宇都宮市からは南に約３０

kmの距離にあります。市域の東側は茨城県に接しており、隣接市町は東に真岡市・茨城県結城

市・筑西市、南に野木町・茨城県古河市、西に栃木市、北は下野市に接しています。 

地形は、関東平野のほぼ中央でほとんど起伏がありません。市中央部には思川が、東部に鬼

怒川が、西部に巴波川が流れています。思川東部は台地で市街地や畑が広がっており、鬼怒川

や巴波川の両岸は低地で水田が広がっています。 

本市は、「水と緑と大地」の美しく豊かな自然と、数多くの歴史的・文化的資産を有し、農

業・工業・商業の調和のとれたまちとして発展しています。 

また、鉄道は、南北のＪＲ宇都宮線と東北新幹線を軸に、東からＪＲ水戸線、西からＪＲ両

毛線が小山駅で結節し、道路は国道４号と新４号国道、国道５０号の広域幹線道路が市内を貫

通しており、交通の要衝地となっています。 

このような、豊かな自然環境等の地域資源や恵まれた立地利便性などから、人口も増加を続

けており、北関東の中心都市として、さらなる発展が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小山市の位置 

  



11 

 

 

２．小山のあゆみ 

小山市内には、縄文時代の遺跡や古墳などが数多く存在していることから、古くから人々が

生活し、集落をつくり、さまざまな文化等を築いていたことがうかがえます。 

現在の小山市の基礎は、平安末期下野守藤原秀郷より８代後の政光が都賀郡小山に館をかま

え小山氏を名乗って以来、代々の小山市当主によって築かれました。そして、鎌倉、室町、戦

国・安土桃山時代には有力武士団の領地として、江戸時代には日光街道の宿場町として、また、

鬼怒川や思川などの河川交通の河岸・渡船場として栄えました。 

明治時代になると東北本線・両毛線・水戸線の各鉄道が開業し、物資の集散地として発展を

とげるようになり、明治２２年の町村制施行によって、小山・間々田・生井・大谷・穂積・寒

川・中・豊田・桑・絹の１０町や村が誕生しました。 

昭和２９年に小山町と大谷村が合併して小山市が誕生し、以降周辺の町村と次々に合併して、

昭和４０年に現在の小山市となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

小山のあゆみ 

元号 （西暦） できごと 

平 安 末 期 

慶長 05 年 

明治 18 年 

昭和 29 年 

昭和 38 年 

昭和 40 年 

昭和 44 年 

昭和 46 年 

昭和 53 年 

 

 

平成 04 年 

 

平成 07 年 

平成 13 年 

平成 17 年 

平成 20 年 

平成 22 年 

平成 24 年 

平成 27 年 

（1160 頃） 

（1600） 

（1885） 

（1954） 

（1963） 

（1965） 

（1969） 

（1971） 

（1978） 

 

 

（1992） 

 

（1995） 

（2001） 

（2005） 

（2008） 

（2010） 

（2012） 

（2015） 

小山政光、小山に居館を構える 

徳川家康が小山評定を行う 

小山駅開業、大宮～宇都宮間開通 

市制施行（3/31）小山町と大谷村合併 

間々田町・美田村、小山市と合併（4/18） 

桑絹町、小山市と合併（9/30） 

人口が 10 万人となる 

市旗を制定 

市民憲章、市の花（オモイガワザクラ） 

市の木（シラカシ）、市の鳥（セグロセキレイ） 

市歌、小山音頭を制定 

「健康都市おやま」を宣言 

「平和都市」を宣言 

人口が 15 万人となる 

「男女共同参画都市」を宣言 

人口が 16 万人となる 

「環境都市」を宣言 

結城紬のユネスコ無形文化遺産リストに登録 

渡良瀬遊水地のラムサール条約湿地への登録 

「中心市」を宣言 
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３．気象 

本市は、東日本・東海・関東型の気候に

属し、比較的温暖な気候となっています。 

小山地域気象観測所における平成１２

年から平成２５年の最近１４か年の気象

状況を見ると、年間の日平均気温は、最高

が平成２２年の１５.０℃、最低が平成１

５年の１３.７℃でした。年間降水量の合

計は、最大が平成１８年の１,６４９ｍｍ、

最小が平成１７年の１,０７１ｍｍでした。 

日照時間は、日の出から日没までの時間

は短いものの西高東低の気圧配置が続く

冬季に長く、梅雨になる６～７月に短くな

る傾向があります。年間日照時間における

平成１２年から平成２５年の１４か年の

平均は１,８９３時間で、最も長かった年

は平成２５年で２,１８５時間、短かった

年は平成１８年の１,５１２時間でした。 

 

４．地形・地質 

本市の地形を見ると、鬼怒川に沿って広

がる鬼怒川低地、思川・巴波川などの周辺

に広がる思川低地、鬼怒川低地と思川低地

に挟まれた小山台地に分類できます。 

本市の地質は、思川や鬼怒川が流れてい

る低地部の沖積層と、小山台地の関東ロー

ム層と呼ばれる洪積層の２種類に大別す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

年平均気温（℃） 年最高気温（℃） 年最低気温（℃）

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

時間（ｈ）

（℃）

小山市統計年鑑（観測所：小山地域気象観測所） 

渡良瀬遊水地第 2調節池 

年平均気温等の推移 

年日照時間の推移 

年 

年 
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24,439 23,638 23,193 

108,634 110,254 108,376 

21,912 26,130 30,964 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成12年 平成17年 平成22年

３年代区分別人口の推移
（単位：人 年齢不詳人口除く）

65歳以上

15歳～64歳

0歳～14歳

 

 

５．人口 

住民基本台帳によると、平成２５年の本市の人口は１６５,１７５人、世帯数６５,７７７世

帯で、宇都宮市に次ぐ県下第２位の都市となっています。昭和３０年代後半からの工業立地政

策の浸透及び交通体系の整備などの要因で、人口、世帯数とも昭和３５年以降、一貫して増加

傾向を示しています。 

一方、世帯当りの人員は昭和２５年の５.９人から平成２５年は２.５人に減少し、世帯の細

分化が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査による平成２２年の人口

構成比（年齢不詳人口を除く）は、０

歳から１４歳（年少人口）は１４.３％、

１５歳から６４歳（生産人口）６６．

７％、６５歳以上（老年人口）１９．

１％となっています。平成１２年と比

較すると、年少人口は５.１％減少、

生産人口０.２％減少、老年人口は４

１.３％増加となっています。 

また、市内の人口を地区別に見ると、

小山地区、大谷地区、間々田地区、桑

地区の４地区に本市の人口の約９割

近くが集中しています。 
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６．産業 

本市の産業構造は、交通の要衝に位置する立

地条件を生かして、昭和３０年代後半の工業団

地への企業誘致政策により、それ以前の農業中

心から工業中心へと大きく転換し、県下有数の

工業都市として発展してきました。さらに、近

年のサービス産業の進展から、相対的に第３次

産業の比重が高まってきています。 

農業は位置・地形等の条件から、思川西部水

田地域、思川東部畑作地域、鬼怒川流域農業地

域の３地域に大別されます。これらの地域は、

気候、地形、首都圏という立地条件などに恵ま

れ、圏内でも有数の農業地帯として、また、首

都圏の食糧供給地として重要な位置を占めて

おり、穀物･園芸作物等の多彩な生産活動が展

開されています。穀物では、米、二条大麦、ハ

トムギ等が、園芸作物では、レタス、白菜、き

ゅうり、トマト、ニンジン、キャベツ等の野菜

が多く栽培されています。畜産においては、松

坂牛にも劣らない肉質を持つ黒毛和牛「おやま

和牛」や、肉が柔らかくジューシーと評判の小

山の豚「おとん」が肥育されています。 

工業においては、鉄道・道路の交通の要衝で

ある立地利便性を活かし、工業団地の開発、企

業誘致を積極的に推進したことにより、県内有

数の製造品出荷額を誇る工業都市として発展

しています。 

本市の商業地区は、小山駅の開

業に伴ってできた駅周辺商店街を

中心とする、典型的な地方都市商

店街を形成してきました。しかし、

近年では小山駅西地区において人

口減少による空洞化や、低・未利

用地の存在などの問題が発生して

いる一方で、国道５０号沿いの駅

南地区及び城南地区、幹線道路沿

いに郊外型大型店等の進出が盛ん

になってきています。 
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（単位：千万円）

小山市統計年鑑 
（事業所企業統計調査、経済センサス活動調査） 

小山市統計年鑑 （農林業センサス） 

2010 年世界農林業センサス（平成 22 年２月１日）
では、集落営農に参加し、集落営農の名義で販売して

いる農家（主に米、麦、大豆）は調査対象となりませ
んでした。また、経営耕地面積 30 アール未満、販売
金額 50 万円未満では、同じく調査対象となりません

でした。 

産業別従業者数 （民営事業所、公務は除く） 

農家数（専業・兼業別） 

工業（従業者数、製造品出荷額等） 

年 

年 

年 
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第 3 章 望ましい環境像 
 

 

１．小山市の将来像 

２．基本理念 

３．望ましい環境像 

４．環境都市宣言 
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１．小山市の将来像 

市の政策展開の長期的方向性を示し、その基礎となる理念・思想・将来像を定めた「第２次

小山市長期ビジョン」を平成２６年３月に策定しました。ここでは、「ひと・行政を創る」、「ま

ちを創る」、「暮らしを創る」の３つの創るを前提に、小山の地域特性や資源を活かし、次世代

に継承するとともに、「夢」や「希望」溢れる小山の未来創造に向け、市民と共にいきいきと

輝く小山を創っていく「基本姿勢」を示し、キャッチフレーズを 

－夢と希望を現実に みんなで創る 誇れる小山－ 

としています。また、こうした時代潮流に的確に対応したまちづくりを推進することとしてい

ます。 

 

時代の潮流 まちづくりの課題 

●少子高齢化社会・人口減少社

会の到来 

安心して子供を生み育てられる、高齢者がいきいきと暮らせ

る地域づくりへ 

●安全・安心への意識の高ま

り・質の高い生活基盤の形成 

安全で安心して暮らせる質の高い生活基盤、地域のコミュニ

ティづくりへ 

●経済情勢と産業構造の変化・

グローバル化の進展 

新たな産業の創出と地域活性化、ワーク・ライフ・バランス、

活力ある社会形成へ 

●地方分権型社会・安定自立性

の高い行財政運営の進展 

行財政改革の推進、安定・自立性の高い都市経営、広域的な

連携・交流都市へ 

●環境問題への対応と持続可能

な社会の構築 

環境と共生した循環型社会の形成、環境負荷の少ない低炭素

社会への転換へ 

●市民協働のまちづくりの進展 
NPO やボランティア、市民参加・協働のまちづくりや住民自

治活動の推進へ 

●価値観やライフスタイルの多

様化・個性の尊重 

多様な価値観・ライフスタイルを選択できる、真の豊かさを

実感できる暮らしへ 

●高度情報ネットワーク社会の

進展 

誰もが必要な情報を活用できるユビキタスネットワーク、

ICT の高度化対応へ 

 

その上で、第７次小山市総合計画では、将来都市像を次のように設定しています。 

夢・魅力がいっぱい 未来へつなぐ 
－みんなの笑顔と元気で明日の小山創生－ 

 

本計画は、第２次小山市長期ビジョンでの「小山の基本姿勢」に従い策定された第７次小山

市総合計画の将来都市像の実現に向け、第３次小山市環境基本計画に定められた環境の保全と

創造に係る施策を見直し、第７次小山市総合計画と連携して環境関連施策を推進していくもの

とします。 
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２．基本理念 

８項目の“まちづくりの課題”の中で、特に環境にかかわりの深い項目について、これらの

課題を環境面から解決するためのキーワードは以下のとおりとなります。 

 

安心して子供を生み育てられる、高齢者がいきいきと暮らせる地域づくりへ 充実した生活環境 

安全・安心で快適な生活環境 安全で安心して暮らせる質の高い生活基盤、地域のコミュニティづくりへ 

新たな産業の創出と地域活性化、ワーク・ライフ・バランス、活力ある社会形成へ 持続的な発展 

環境と社会経済活動の調和 行財政改革の推進、安定・自立性の高い都市経営、広域的な連携・交流都市へ 

環境と共生した循環型社会の形成、環境負荷の少ない低炭素社会への転換へ 

自然共生社会の構築 

循環型社会の構築 

低炭素社会の構築 

NPO やボランティア、市民参加・協働のまちづくりや住民自治活動の推進へ 協働社会の形成 

参加、環境教育 多様な価値観・ライフスタイルを選択できる、真の豊かさを実感できる暮らしへ 

誰もが必要な情報を活用できるユビキタスネットワーク、ICT の高度化対応へ 環境課題・環境情報の共有 

 

これらの基本理念と小山市環境基本条例に掲げられた基本理念から、本計画の基本理念は、

第３次小山市環境基本計画に定められた基本理念のとおりとします。 

 

 

良好な環境の確保と貴重な環境を将来に継承すること 

環境への負荷を低減し、快適な社会を持続的に発展させること 

地球環境の保全は、すべての者の参加のもとで足下から行動すること 

 

 

 

３．望ましい環境像 

本市の自然環境の特性でもある渡良瀬遊水地や思川・鬼怒川などの水と、広大な農地や引き

継がれてきた平地林などの緑を基盤とした豊かな生活を次代に引き継ぐため、本計画では、第

３次小山市環境基本計画で設定された次の“望ましい環境像”を継続して、必要な施策や取組

を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

水と緑と大地のゆたかさを次代に 
 

環境負荷の少ないまち 
自然と共生するまち 

環境に配慮する快適なまち 

環境にやさしいライフスタイルを確立するまち 
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４．環境都市宣言 

 

環境都市宣言 

～地球温暖化防止に向けて～ 

 

わたしたちが住む小山市は、思川をはじめとする豊かな水辺や数多くの平地林、広大な田畑

などの自然環境に恵まれ、「水と緑と大地」の豊かなまちを形づくっています。 

この自然の恵みをふんだんに受けながら、郷土の歴史を重んじて、産業の育成に努め、現在

の素晴らしいまちに発展させることができました。 

一方、便利で快適な暮らしは、身近な緑や水辺や動植物の減少をもたらすとともに、地球環

境へ負担をかけつづけ、地球温暖化という形で、わたしたちの生活に大きな影響を与えはじめ

ています。 

わたしたちは、環境の大切さを自覚するとともに、一人ひとりが協力して、この自然の恵み

あふれるまちを大切にし、「水と緑と大地」の豊かさを次代に引きつぐため、次のことを実践

することとし、ここに小山市を環境都市とすることを宣言します。 

 

一、河川や緑や田畑を守り育み、おいしい水と空気を未来につなげます。 

一、省資源、省エネルギーに努めるとともに、バイオマスなどの新エネルギーを活用して、温

室効果ガス排出の削減に努めます。 

一、豊かな「水と緑と大地」や身近な動植物とふれあい、自然を愛する心を育てます。 

一、一人ひとりが環境の大切さを自覚して、地球環境保全のために協力して行動します。 

 

平成２０年６月１日 

小 山 市  
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第４章 環境の現状及び施策の展開 
 

 

 

第１節 生活環境 

第２節 自然環境 

第３節 快適環境 

第４節 資源（廃棄物）環境 

第５節 エネルギー 

第６節 環境保全活動・環境教育等 
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 環境保全施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

望ましい環境像 環境分野 環境目標 

すべての家庭の排水が安全に処理され、衛生的で良好な周辺環境が確保
されること 

安全で安定した水道の供給を受けられること 

公共交通手段を不自由なく利用できること 

多様な動植物とその生態系が良好に保全されていること 

清らかで豊かな水に魚などが住み、釣りや水遊びができ、潤いを与える
水辺があること 

市民にゆとりを与える遊び場や手軽な運動の場が身近にあること

先人が生み出し築き上げた、史跡・文化財を保全し、継承すること 

市民の環境学習・環境保全活動を支えるしくみが形成されていること 

環境にやさしいライフスタイルの確立のために、すべての市民が意識し
て取り組むこと 

豊かな生態系を育み、市民にやすらぎを与える平地林や農地などの豊か
な緑が良好に保全されていること 

生
活
環
境 

自
然
環
境 

快
適
環
境 

資
源 

環
境
教
育
・ 

環
境
保
全
活
動 

すべての市民がごみの排出抑制に自発的に取り組み、ごみの減量化・資
源化が促進されるとともに、まちの美化が保たれていること 

エネルギーの適正使用と新エネルギーの活用によって、温室効果ガスの
排出が抑制されること

市民が健康で快適な暮らしをおくれること 

地球温暖化や化学物質等による災害・健康被害リスクへの対応が進んで
いること 

風格・個性・歴史性があり、小山のまちにふさわしく調和のとれた景観
を保全し、創出すること 

水
と
緑
と
大
地
の
ゆ
た
か
さ
を
次
代
に 

環
境
負
荷
の
少
な
い
ま
ち 

自
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す
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ま
ち 

環
境
に
や
さ
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ラ
イ
フ
ス
タ
イ
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を
確
立
す
る
ま
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環境保全の施策を次の体系のもと、推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 施策の方針 重点事業 

 

(1) 大気 

(2) 騒音・振動 

(3) 土壌環境 

(4) 地盤沈下 

(5) 悪臭 

(6) 水質 

(7) 放射能対策 

さわやかですがすがしい空気の確保 

静かで穏やかな環境の確保 

土壌汚染の防止 

地盤沈下の防止 

不快な臭いの防止 

清らかで豊かな水の恵みの確保 

放射能汚染からの安心・安全の確保 

(8) 水環境改善施設 
家庭排水処理による衛生的な生活環境の確保 

家庭排水の安全な処理の推進・下水道･浄化槽汚泥の資源化 

(9) 上水道 安全で安定した水道の供給 

( ) 交通 
環境負荷の少ない体系的な交通網の整備 

公共交通の利用環境の向上（鉄道・バス交通の維持・強化） 

(1) 生物多様性 
渡良瀬遊水地の保全と賢明な活用 

生物多様性保全の推進 

(3) 景観 

景観資源の保全と活用 

魅力ある景観の形成 

市民と連携した地域景観形成と美化活動の推進 

(2) 河川・水辺 思川や鬼怒川などの河川の環境保全 

(3) 平地林・みどり 
平地林の保全 

身近な緑の保全と創造 

(4) 農地 恵み豊かな農地の保全と活用 

(1) 公園緑地・オープン
スペースなど

公園・オープンスペースの整備・確保 

(2) 歴史・文化 
歴史的資産の保存と活用 

文化活動の振興 

(4) 環境リスク 有害化学物質等環境リスクの低減 

(5) 気候リスク 地球温暖化等による気候変動の影響への適応 

(1) 廃棄物 

3Ｒの推進（ごみの減量・資源化の推進） 

廃棄物の適正処理の推進 

不法投棄対策と環境美化活動の推進 

(1) 温室効果ガス排出抑
制

省エネルギーの推進 

新エネルギーの活用 

(1) 市民・事業者の環境
保全行動 

市民の省資源・省エネ行動の促進 

事業者の省資源・省エネ行動の促進 

(2) 市の率先的実行 市の率先実行計画 

(3) 普及啓発 環境情報の共有等による普及啓発 

(4) 環境保全活動 
市民・事業者・市の連携強化 

環境保全活動の推進・支援 

(5) 環境教育・環境学習 環境教育・環境学習の推進 

重点実施 

プロジェクト 

 
生物共生社会の 

実現 

３Ｒの推進・ 

不法投棄対策 
循環型社会の 

実現 

低炭素社会の 
実現 

協働社会の実現 

生物多様性おやま行動計画・生物多様性
おやま地域連携保全活動計画、渡良瀬遊
水地関連振興計画 5 ヶ年計画の推進 

地球温暖化対策推進計画
（地域推進計画等）の推進 

おやまエコライフ・プラン
の推進 

（環境教育・協働取組行動
計画の作成と推進） 

一般廃棄物処理基本 
計画の推進 
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第１節 生活環境 
 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(1) 大気 さわやかですがすがしい空気の確保 

(2) 騒音・振動 静かで穏やかな環境の確保 

(3) 土壌環境 土壌汚染の防止 

(4) 地盤沈下 地盤沈下の防止 

(5) 悪臭 不快な臭いの防止 

(6) 水質 清らかで豊かな水の恵みの確保 

(7) 放射能対策 放射能汚染からの安心・安全の確保 

 

（1）大気 ～さわやかですがすがしい空気の確保～ 

【現状】 

大気汚染は、工場・事業場から排出されるばい煙・粉じんや自動車の排気ガスが主な原因と

なっていますが、この大気汚染の状況を監視するため、二酸化いおう、二酸化窒素、ＰＭ２.

５をはじめとする１０物質について環境基準が設定され、本市内では、一般環境測定局１箇所

（小山市役所）、自動車測定局１箇所（中央町交差点）のあわせて２箇所で大気の測定が実施

されています。また、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法により大気

の環境基準が定められています。 

 

① 二酸化いおう（ＳＯ２） 

二酸化いおうは、主に石炭・石油などの化

石燃料の燃焼に伴って発生し、喘息や気管支

炎などの呼吸器系の障害を引き起こします。

また、酸性雨の原因物質の一つでもあります。 

小山市役所での観測結果（日平均の２％除

外値）は０.０１ｐｐｍ以下と、良好な状態を

維持しています。 

 

② 一酸化炭素（ＣＯ） 

一酸化炭素は、燃焼が不完全なときに発生

するもので、自動車の排気ガスが汚染の大き

な原因になっています。一酸化炭素が血液中

に取り込まれると、頭痛・吐き気・呼吸障害

などを引き起こします。 

小山市役所、中央町交差点での観測結果（日

平均の２％除外値）は２ｐｐｍ以下と、良好

な状態を維持しています。 
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③ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

浮遊粒子状物質は、工場や自動車の排気ガ

スから発生する物質で粒径が１０ミクロン以

下のもので、気管支炎やぜんそくなどの原因

となります。 

平成１２年度以降は市役所と中央町交差点

で観測されており、長期的評価では平成１９

年度以降は環境基準値を下まわっています

（日平均の２％除外値）。 

 

④ 二酸化窒素（ＮＯ２） 

二酸化窒素は、物質の燃焼に伴って空気中

の酸素と窒素が直接反応して生成されるた

め、工場・事業場、自動車、一般家庭など、

様々な場所から発生します。人体への影響と

しては、ぜんそくなどの呼吸器系への障害の

ほか、発がん物質の形成があげられます。 

市役所、中央町交差点での観測結果（日平

均値の年間９８％値）は、環境基準値を下回

っています。 

 

⑤ 光化学オキシダント（Ｏｘ） 

光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭

化水素類が紫外線によって光化学反応を起

こしたときに発生する物質で、目の障害や

呼吸困難の原因となります。 

小山市役所での昼間の日最高１時間値の

年平均値は、０.０４９～０.０５９ｐｐｍ

で推移しています。また、平成２５年度の

光化学スモッグ注意報が発令された日数は４

日でした。 
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⑥ ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、最も毒

性の強い物質とされ、一部の

物質では人に対する発がん性

が確認されています。農薬等

の化学物質の製造工程やプラ

スチック類やビニール等の塩

素化合物を含んだごみの焼却

時に生成されます。その際、

燃焼温度が低いときにより多

く生成され、高温で燃焼した

ときにはほとんど生成されないといわれています。 

市内では、平成２３年度以降は小山第二小学校及び豊田出張所で測定されていますが、いず

れも基準値以下となっています。 

 

⑦ ＰＭ２.５（微小粒子状物質） 

ＰＭ２.５とは、大気中に浮遊している小さな粒子の

うち、粒径が２.５μm 以下のことです。粒子が非常に

小さいので、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への

影響に加え、循環器系への影響も心配されています。

そのため、平成２１年９月に環境基準が定められ、平

成２５年２月には注意喚起のための暫定的指針が示さ

れました。発生源としては、ボイラーなどのばい煙発

生施設、コークス炉や鉱物堆積場等の粉じん発生施設、

自動車や航空機等の人為起源のもの、土壌や火山等の

自然起源のものもあります。 

観測結果については、平成２３年１０月から県で常

時監視を行っており、日平均値が環境基準の日平均値

３５μｇ/㎥を超えた日数は、平成２４年度が８日、平

成２５年度が１３日でした。 
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【指標】 

指標値 

大気汚染に関する環境基準を完全に達成していること 

光化学スモッグ注意報やＰＭ２.５注意喚起などの情報が速やかに伝達され、市民が

安心して暮らせること 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●測定局の増強と基準の強化 

大気測定局の増強や大気規制基準の強化について国や県と協力しながら推進します。 

●発生源監視の強化 

各種届出に対する立入検査や大気汚染防止の定期パトロールの増強を図ります。 

●光化学スモッグ・微小粒子状物質（ＰＭ２.５）に関する迅速な情報提供 

光化学スモッグ注意報やＰＭ２.５注意喚起に対する迅速な情報提供を推進していきます。 
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（2）騒音・振動 ～静かで穏やかな環境の確保～ 

【現状】 

騒音については、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望まし

い基準として、一般居住環境、新幹線鉄道騒音等についてそれぞれ環境基準が定められていま

す。主な発生源として、工場・建設現場・自動車・鉄道などがあります。特に特定工場や特定

建設作業については、騒音規制法や栃木県生活環境の保全等に関する条例により規制されてい

ます。 

一方、工場等からの騒音以外にも、家庭用エアコンの騒音、商業用宣伝のための拡声器騒音

や飲食店の深夜営業に伴うカラオケなどの騒音といった、生活に密着した騒音問題も顕在化し

てきています。商業宣伝のための拡声器騒音や飲食店の深夜営業騒音に対しては、栃木県生活

環境の保全等に関する条例で規制されています。 

振動についての環境基準は定められていませんが、

振動規制法及び栃木県生活環境の保全等に関する条

例により道路交通振動や特定工場等については規制

基準が定められています。主な発生源として、工場・

建設現場・自動車・鉄道などが考えられます。 

平成２５年度の騒音の状況は、道路に面する地域で

は下国府塚で昼間・夜間の時間帯とも環境基準を超過

しましたが、その他の地点及び道路に面しない地域で

は、すべての地点で環境基準を達成していました。 

新幹線騒音は、南飯田、羽川地点とも環境基準を達

成していませんが、新幹線振動は両地点とも環境基準

を達成しています。 

 

【指標】 

指標値 
騒音に関する環境基準が達成されていること 

規制の対象となる工場、作業場では、騒音、振動の規制基準が遵守されていること 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●監視体制の強化 

交通騒音・振動測定地点ならびに新幹線騒音・振動測定地点を増やし、監視体制を強化しま

す。 

●ＪＲへの要望の強化 

新幹線沿線の騒音抑制が進まないことから、関係自治体と連携して、ＪＲに対する騒音対策

等を要望します。 

●騒音防止意識の高揚 

日常生活における騒音への配慮事項をまとめ、騒音防止に対する意識の高揚を図ります。 
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（3）土壌環境 ～土壌汚染の防止～ 

【現状】 

土壌の汚染に係る環境上の条件については、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するう

えで維持することが望ましい基準として、カドミウム、全シアン等２７物質について環境基準

が定められています。また、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法によ

り環境基準が定められています。 

特定有害物質の汚染状況の把握と、その汚染による人への被害を防ぐことを目的として、平

成１５年２月に「土壌汚染対策法」が施行、その後、平成２２年４月に改正され、３,０００

㎡以上の土地の形質変更を行おうとするときは届出が必要となりました。届出の内容から、特

定有害物質による汚染の恐れがあるときは、土地の所有者等に土壌の汚染の状況を調査するよ

う命じることになります。これにより、栃木県が土壌汚染による被害が生じる恐れのある地域

を調査し、汚染の除去等の措置が必要な場所があれば指定区域に指定されますが、平成２５年

度末現在で本市内の指定区域はありません。 

また、栃木県では、無秩序な埋立て等による有害物質の汚染や土砂等の崩落の未然防止を目

的として、平成１１年 4月に「土砂等の埋立て等による土砂の汚染及び災害の防止に関する条

例」が施行され、３,０００㎡以上の面積の事業が許可制になりました。本市でも平成１２年

４月に「小山市土砂等の埋立て等による土砂の汚染及び災害の防止に関する条例」を施行し、

５００㎡以上３,０００㎡未満の盛土や埋立て事業、土砂の一時堆積事業について許可制とな

りました。また、条例制定より５年が経過し、許可事業の適正化推進の観点や新たな課題が生

じたことにより、平成１８年３月に改正

土砂条例が公布、７月１日から施行され

ました。 

平成２５年度は、本市内において栃木

県の許可が必要な３,０００㎡以上の事

業による許可申請は４件、本市の条例に

基づく許可申請は７件ありました。また、

土壌中のダイオキシン類の調査結果で

は土壌の環境基準は達成されています。 

 

【指標】 

指標値 
土壌に関する環境基準が達成されていること 

土壌汚染対策法、県及び市の土砂条例が遵守されていること 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●土壌汚染の防止 

土壌汚染の防止に向けて、県と協力して汚染状況の把握と対策等を実施します。 

  

小山市内のダイオキシン類（土壌）調査結果 (単位：ｐｇ-ＴＥＱ/ｇ) 

調査 
年度 

県実施調査 環境基
準適合
状況 

市実施調査 環境基
準適合
状況 測 定 地 点 

測定
結果 

測 定 地 点 
測定
結果 

Ｈ20 西城南地内 77.0 ○ 
 

－ － 

Ｈ21 三 峯 地 内 3.4 ○ 
 

－ － 

Ｈ22 網 戸 4.1 ○ 小山第一小 1.9 ○ 

Ｈ23 荒 井 2.0 ○ 小山第二小 0.4 ○ 

Ｈ24 三 峯 0.8 ○ 小山第三小 0.07 ○ 

Ｈ25 大 字 向 野 4.9 ○ 小山城南小 0.6 ○ 
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寒川観測所における地盤と

地下水位の変動状況は、農業に

地下水を利用するため、夏季の

農繁期になると地下水位は急

激に低下し、まとまった降雨の

後や農閑期に入って地下水利

用が少なくなると水位が回復

する傾向にあります。 

地盤沈下量も地下水位と同

様の変動を示しており、夏季に

沈下量が大きくなり、農閑期に

入ると回復しています。 

 

 

（4）地盤沈下 ～地盤沈下の防止～ 

【現状】 

本市を含む県南部地域の地層

は沖積層が厚いことから、地下水

を過剰に揚水すると地盤沈下が

起こりやすい地域となっていま

す。そのため、本市内の水準点５

４地点において、県が地盤沈下の

継続的な監視を行っています。昭

和５２年１月１日から監視がは

じまりましたが、市南部を中心に

沈下が進行しています。 

県では「地下水揚水施設に係る

指導等に関する要綱」により一定

規模以上の揚水施設について事

前協議又は届出制を実施してき

ましたが、今後も気象状況や地下

水利用状況の変化により、地下水

採取量が増加した場合には、大規

模な地盤沈下が生ずるおそれがあることから、採取量の実態を把握し、地盤沈下を未然に防止

するため、平成２５年度に県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正し、県南地域の揚水

施設の届出が制度化されました。 

県の精密水準測量調査結果では、環境省が注意を要する地域としている年間２ｃｍ以上沈下

した地域の面積は、県南地域全体で、東北地方太平洋沖地震の後の地殻変動量を含む平成２３

年度を除くと、平成９年度以降は平成１６年度０.１ｋ㎡、平成２２年度１.７ｋ㎡の２か年と

なっています。平成２５年度の本市内においては年間変動量が１ｃｍを超えた地域はありませ

んでした。 

なお、平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震の後の地殻変動は継続している（国

土交通省国土地理院より）ことから、今後の測量結果が地下水の過剰なくみ上げによる地盤の

変動によるものか注視していく必要があります。 

市民への節水啓発及び地盤沈下の抑制を図るために、市では寒川小学校に地盤沈下観測計と

その表示板を設置し、平成１５年３月から地下水位と地盤沈下量の常時観測を行っています。

この設備は、寒川小学校の生徒たちの環境学習の一環としても活用されています。なお、観測

開始からの累計沈下量は１３.３０ｍｍ、平成２５年度の１年間で０.２１ｍｍ沈下しています。 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●地下水揚水の抑制 

地下水揚水の抑制について国や県と協力して実施します。 
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（5）悪臭～不快な臭いの防止～ 

【現状】 

悪臭は、人の感覚や生活環境に左右される感覚公害です。近年、生活環境における快適さの

欲求の高まりによって、以前は容認されていた「臭い」が悪臭と感じられるようになってきて

おり、幅広い対応が求められています。 

悪臭に関する環境基準は定められていませんが、特定の工場や事業場は、悪臭防止法や栃木

県生活環境の保全等に関する条例により規制基準が定められていました。平成２４年度からこ

れまで規制の対象外であった飲食店などの店舗や地域を規制対象とできる臭気指数による規

制制度を導入しています。市街化区域については、これまでの特定悪臭物質濃度規制に対応す

る臭気強度に相当する臭気指数の設定を規制基準としています。 

 

【指標】 

指標値 

規制の対象となる工場・事業場からの悪臭については、規制基準が遵守されている

こと 

市街化区域では臭気指数が達成されていること 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●臭気指数規制の推進 

悪臭の防止に向けて、導入された臭気指数による規制制度の適切な運用に向けた測定体制の

充実と対策を推進していきます。 
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（6）水質 ～清らかで豊かな水の恵みの確保～ 

【現状】 

①河川 

市内には、思川をはじめとする一級河川

や普通河川などが流れています。これらの

河川のうち、思川、巴波川など６河川につ

いては、「生活環境の保全に関する環境基

準（生活環境項目）」の類型指定が行われ

ています。 

各河川の環境基準の達成状況をみると、水素イオン濃度（ｐＨ）、浮遊物質量（ＳＳ）及び

溶存酸素（ＤＯ）は、ほぼ環境基準を達成しているものの、大腸菌群数は環境基準を超過して

いる状況です。また、代表的な水質指標である生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)７５％値を見ると、

平成２５年度は巴波川の２地点で３.５～５.４mg/Lと環境基準を超過しています。環境基準を

達成した調査地点の割合は８３.８％と、年によって変化はありますが改善傾向が見られます。 

河川をはじめとする公共用水域への汚濁物質の発生源は、工場・事業場、農業・畜産排水、

家庭からの生活排水等に大別されます。近年は工場・事業場からの汚濁物質の流入は規制等に

よって減少しつつあり、相対的に生活排水の割合が高くなってきています。この生活排水の流

入による周辺の中小河川・水路などの水質汚濁問題は、公共下水道・農業集落排水施設や浄化

槽の整備によって改善しつつありますが、整備の遅れている地区では、引き続き重要かつ緊急

に改善しなければならない環境問題の一つです。 
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環境基準値▼

水質環境基準のあてはめ状況 

水系 水域名 環境基準点 環境基準 

渡良瀬川 

永野川下流 落 合 橋  

Ｂ類型 

巴波川下流 巴 波 橋  

思 川 下 流  乙女大橋 

姿 川 宮 前 橋  

西 仁 連 川  武 井 橋  

鬼 怒 川  田 川 下 流  梁 橋 

 

年度 

河川水質調査結果（ＢＯＤ７５％値）の推移 
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②地下水 

市では、地下水の水質を把握するために測定地点を定めて調査を行っています。最近５か年

では各地点における測定項目すべてで環境基準を満たしています。なお、平成２５年度では測

定地点を５箇所、２８項目で調査を行い、２８項目すべてで環境基準を達成しています。 

また、東黒田地内の産業廃棄物不法投棄箇所の周辺井戸８地点の調査を県と共同で実施しま

したが、前年度に引き続きすべての地点で環境基準は達成されています。 

③ダイオキシン類 

河川水質及び河川底質に関するダイオキシン

類は、城東地内を流れる大川の底質がダイオキ

シン類に汚染されていましたが、平成１４年度

までに撤去が完了し、現在は、すべての調査地

点で環境基準値を下回っています。 

 

 

【指標】 

指標値 水質汚濁に関する環境基準を完全に達成していること 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●公共下水道などの整備 

公共用水域への生活排水の流入量を削減するため、公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽

の設置を推進するとともに、処理場施設の更新・維持管理を図ります。 

●発生源監視の強化 

各種届出に対する立入検査や水質汚濁防止のための定期パトロールの拡充と強化を図りま

す。 

●水質監視体制の拡充 

中小河川における監視地点及び思川流入雑排水調査を増強し、水質監視体制の拡充を図りま

す。 

●防止意識の高揚 

油等流出事故防止の啓発を実施するほか、広報活動を通じて公害防止に係る融資制度の紹介

を行い防止意識の高揚と対策の推進を図ります。 

●流域対策の強化 

思川や巴波川など、多くの河川は、多くの自治体を流下して本市に至っていることから、関

係する自治体との連携を深めて、水質改善の水環境対策を強化します。また、異常水質発生時

の対応強化と関係自治体との連携強化を図ります。 
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（pg-TEQ/ℓ）
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（7）放射能対策 ～放射能汚染からの安心・安全の確保～ 

【現状】 

平成２３年３月に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、放射性

物質が大気中に飛散しました。栃木県内においては県北部の空間放射線量が比較的高くなって

おり、小山市内においても飛散の影響が懸念されています。 

このことから、市民の安全で安心な生活の一助とするために、様々な施策を行っています。 

① 外部被ばく対策 

市役所敷地内にモニタリングポストを設置し、常時測定しているほか、各出張所、小・中学

校、保育所あわせて６１箇所において定期的に空間放射線量の測定を行い、結果を市ホームペ

ージで公開しています。 

国が定めた「放射性物質汚染対処特措法」における汚染重点調査地域の指定基準となる０．

２３μＳ／ｈを上回る地域は小山市内にはありませんが、身近な線量を測定できるよう市民を

対象に放射線量計の貸出を行っています。 

環境省では、県内の公共用水域における環境基準点等（河川、湖沼、水源地）の地点を対象

に、水質及び底質の放射性物質濃度（放射性セシウム）、その近傍の河川敷等の土壌の放射性

物質の濃度及び空間線量率の測定を継続的に実施し、その結果を環境省のホームページで公表

しています。 

② 内部被ばく対策 

給食の安心感を高めるため、給食で使用する食材及び調理済給食の放射性物質測定を定期的

に実施しており、これまで放射性ヨウ素、放射性セシウムともに検出されていません。また、

市の公共水道水については、市内２箇所の浄水場の浄水について放射性物質測定を行っていま

す。これらの検査結果を市のホームページで公表しています。 

一般の食品の安全を確かめられるよう、道の駅思川では放射性物質濃度測定システムを設置

しました。有料となりますが、依頼に応じて食品の検査を行うことができます。 

栃木県においては、県産農畜水産物（米、野菜、果樹、獣肉、原乳、魚、きのこ、山菜等）

についてモニタリング検査を実施し、安全性を確認、検査結果を県のホームページで公表して

います。 

 

【指標】 

指標値 
水道水や給食等の食材などから健康に影響を及ぼす放射性物質が検出されなく、安

全・安心な食材等が提供されていること 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●放射能対策の推進 

空間放射線量の測定、給食で使用する調理済給食の放射性物質測定検査などの継続的な実施

と情報提供、対策を推進していきます。 
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第１節 生活環境 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(8) 水環境改善施設 
家庭排水処理による衛生的な生活環境の確保 

家庭排水の安全な処理の推進・下水道･浄化槽汚泥の資源化 

 

（8）水環境改善施設 ～家庭排水の適切な処理の推進～ 

【現状】 

快適な生活環境への市民の要望が高まるなかで、生

活排水の流入による公共用水域の水質汚濁が大きな

社会問題となっています。 

本市では平成２５年度に「小山市生活排水処理基本

計画」を改定し、公共下水道、農業集落排水施設及び

浄化槽を、経済・社会及び地域の実情に応じて配置し、

効果的な生活排水処理を目指しています。 

本市の平成２５年度における水環境改善施設全体

の汚水処理人口普及率は８６.９％で、栃木県全体の

８２.７％は上回っていますが、全国の人口普及率の

８８.９％と比べて、低い状況にあります。 

また、今後老朽化していく施設が増加していくなか

での施設の改築更新をはじめ、「生活排水処理計画」

の見直しに伴う施設整備が課題となっています。 

①公共下水道 

公共下水道事業は、昭和４６年度に全体計画区域３,１９０ｈａ、認可区域４７２ｈａで事業

に着手し、昭和５１年６月１日に処理を開始しました。 

汚水整備は、平成２５年度末で整備済面積２,１７３ｈａ、処理人口９９,２９４人、普及率

約６０.５％となっています。また、雨水については、市街地における大雨時の浸水等を解消す

るため、排水施設、雨水幹線管渠の整備を重点的に進めています。 

②農業集落排水施設 

農業集落排水施設は昭和６０年度に事業に着手し、平成４年度の鏡地区での供用開始以降、

順次供用地区を拡大し、平成２５年度現在の供用人口は、１４地区で１４,２２１人となって

います。 

③浄化槽 

市街化調整区域内で住宅が散在し、集合型処理施設の整備が適当でない地区では、個別に浄

化槽を設置して生活排水の処理を行うこととしています。また、市街化区域等で集合型処理施

設の整備予定区域内でも、当分の間整備されない区域については、公共用水域の水質保全の観

点から、浄化槽の設置を推進しています。 

 

 

環境目標 
１－２ 

すべての家庭の排水が安全に処理され、衛生的で良好な周辺環境が
確保されること 

生活排水処理施設 

市街化 
区域 

市街化 
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公共下水
道未整備
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(集合処理) 

 
公共 
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農業集落 
排水施設 

生活排水処理体系図 
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【指標】 

指標値  

 

 

施設名 
平成 37 年度末目標 (参考)H25年度の状況 

整備人口(人) 整備率 整備人口(人) 整備率 

公共下水道 141,480 85.9％ 99,924人 60.5％ 
農業集落排水基盤施設 17,620 10.7％ 14,341人 8.7％ 
浄化槽 5,600 3.4％ 29,367人 17.8％ 
合計（行政人口） 164,700 100.0％ 165,285人 86.9％ 

※指標値は「小山市生活排水処理計画」より､新栃木県生活排水処理構想(Ｈ23 年の小山市分) 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

【家庭排水処理による衛生的な生活環境の確保】 

●水洗化の促進 

公共下水道事業の健全経営を目指し、水洗化率向上と節水化のための啓発を行います。 

●農業環境の整備 

農業振興地域における生活農村環境の改善と農業用水の水質保全を図るため、農業集落排水

事業を進めます。 

●浄化槽の設置促進・合併処理浄化槽への切り替え推進 

公共下水道事業及び農業集落排水事業で整備されない区域の衛生・生活環境の改善と公共用

水域の水質保全を図るため、浄化槽（合併処理浄化槽）の設置普及を図ります。 

公共用市域の水質保全を図るため、環境負荷の大きい既設単独処理浄化槽から合併処理浄化

槽への切り替えを推進します。 

 

【家庭排水の安全な処理の推進・下水道･浄化槽汚泥の資源化】 

●汚水管渠の整備 

計画的な市街地区域の整備、まちづくり事業の進捗、老朽化に伴う施設の改築更新に合わせ

た公共下水道汚水管渠の整備を推進します。 

●処理場施設の更新・増設 

処理場施設の老朽化等に伴う施設の更新、及び処理区域の拡大に伴う増設を行います。 

●雨水管渠の整備 

「ゲリラ豪雨」等の大雨時の浸水解消のため、既存の水路等を最大限に活用した雨水管渠の

整備を進めます。 

●資源化の推進 

循環型社会に対応するため、処理場から発生する汚泥の建設資材化及び堆肥化等を推進しま

す。 
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第１節 生活環境 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(9) 上水道 安全で安定した水道の供給 

 

（9）上水道 ～安全で安定した水道の供給～ 

【現状】 

小山市水道事業は、昭和３５年に計画給水人口２０,０００人、１日最大給水量４,５００㎥

で給水事業を開始しました。その後、人口の増加や一人当たりの使用水量の増加などに対応す

るため、３度の拡張を行っています。 

今後の水需要に対応し、安全でおいしい水を安定して供給するため、水質管理の強化や水源

確保の推進、老朽管や老朽施設の更新、地震等の災害に強い水道施設の整備等を進めていく必

要があります。市では平成２６年３月に小山市水道ビジョンを策定し、「安全」「強靭」「持続」

をテーマに施設整備などを進めていくことにしました。 

また、市内には小山市水道事業の他に、専用水道などがあり、集落や事業所に給水を行って

います。平成２５年度の普及率は８８.３％で、計画の目標は達成していますが、引き続き未

整備地区の整備を進め、普及率の向上を図っていく必要があります。 

 

【指標】 

指標値  

    

 

施設名 現状値（H20） 現状値(H25) 目標値 

上水道を使用している人の割合 85.2％ 88.3％ 
87.8％ 

（達成） 
給水区域内において上水道を使用
している人の割合 

94.7％ 97.1％ 95.4％ 

   

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●安全で安心なおいしい水の供給 

安全で安心なおいしい水を供給するため、水質管理の強化を図ります。 

●水源確保の推進 

水道水の安定供給のため、新たな水源確保を図ります。 

●配水施設の更新・維持管理 

中長期的な視野に立った老朽管更新基本計画に基づき、老朽管の布設替を計画的に推進しま

す。また、公道に複数埋設されている給水管を１本にまとめる配水管の整備を推進します。 

●配水施設整備の推進 

使用水量の時間変動や非常時の応急給水等に対応するため、配水施設の整備を推進します。 

●未給水区域の解消 

給水区域内の未給水地区に配水管を布設し、上水道の普及を図ります。 

 

環境目標 
１－３ 安全で安定した水道の供給を受けられること 
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第１節 生活環境 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(10) 交通 
環境負荷の少ない体系的な交通網の整備 

公共交通の利用環境の向上（鉄道・バス交通の維持・強化） 

 

（10）交通 ～環境負荷の少ない交通環境の整備～ 

【現状】 

本市は、北関東における鉄道・道路交通の要衝で、北関東主要都市を結ぶ広域交通の結節点

としての役割を担っています。 

鉄道交通はＪＲ東北新幹線とＪＲ宇都宮線（東北本線）が南北に、ＪＲ両毛線・ＪＲ水戸線

がそれぞれ西と東に伸びていて、市内には小山駅・間々田駅・思川駅が設置されています。 

道路状況は、広域主要幹線道路では首都圏と東北を結ぶ南北交通軸の国道４号、新４号国道

と北関東３県を連携する東西交通軸の国道５０号が交差しており、それらの国道を骨格とし茨

城県西部地域や周辺都市間を結ぶ主要地方道や県道が配置されています。 

市内の主な公共交通であった路線バスは、マイカーの普及により縮小され、現在の主体はコ

ミュニティバスとなっています。コミュニティバス「おーバス」は、平成１６年４月の実験運

行以来、多くの市民に利用されており、平成２２・２３年に、より利便性を向上するための再

編を行い、平成２６年度においては、主に市街地を運行する路線バス（１１路線）と、郊外を

運行するデマンドバス（５エリア）が走っており、１日あたり約１,６００人に利用されてい

ます。 

市内の移動に多くの市民が利用しているマイカーは、排気ガスや温室効果ガスの排出による

環境への負荷もあることから、より環境への負荷の少ないいわゆる“エコカー”の普及が求め

られています。電車やバス等の公共交通機関は、マイカーなどに比べると輸送量あたりの温室

効果ガス発生量が少ない交通手段であると同時に、いわゆる交通弱者にとって、重要な足とな

っていることから、今後もその維持・充実に取り組むことが求められます。 

このため、「おーバス」のさらなる利便性向上や環境改善、交通渋滞の緩和を図るため公共

施設や大型商業施設にバス利用者の駐輪場を整備し、サイクル＆バスライドを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境目標 
１－4 公共交通手段を不自由なく利用できること 
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【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

【環境負荷の少ない体系的な交通網の整備】 

●体系的な幹線道路網の整備 

広域及び周辺都市とのアクセス性の向上、市内の円滑な交通網体系の整備を推進します。 

●新交通システムの検討 

環境に配慮した利便性の高い新交通システムを検討します。 

●低公害車の導入 

小山市クリーンエネルギー自動車購入費補助金交付制度の対象車種の見直しと活用により、

エコカー（環境対応車）の導入推進と普及を促進していきます。 

●自転車利用環境の整備 

自転車道や自転車レーン、走行位置表示など自転車利用環境の整備を推進し、環境にやさし

い移動手段としての自転車の安全な活用を促進していきます。 

 

【公共交通の利用環境の向上（鉄道・バス交通の維持・強化）】 

●鉄道交通の増強・サービス向上 

ＪＲ東北新幹線、ＪＲ宇都宮線の輸送力増強や、ＪＲ両毛線の複線化を要請します。 

●コミュニティバスの運行 

市街地路線バスの運行による市民の移動利便性の向上や道路交通環境の改善、地域デマンド

バス運行による交通不便地域や高齢者等の交通弱者への対応など、総合的交通ネットワークの

改善を図ります。 

●公共交通機関の利用促進 

公共交通機関の充実、ノーマイカーデーの設定、利用促進のための制度の導入を検討し、自

家用自動車の交通量削減を目指します。 

地球温暖化対策や渋滞、交通事故などの軽減に向けて、サイクル＆バスライドやモーダルシ

フトを推進していきます。 
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第２節 自然環境 
 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(1) 生物多様性 
渡良瀬遊水地の保全と賢明な活用 

生物多様性保全の推進 

 

（1）生物多様性 ～生物多様性の保全～ 

生物多様性おやま行動計画・生物多様性おやま地域連携保全活動計画の推進 

渡良瀬遊水地関連振興計画５ヶ年計画の推進 

【現状】 

本市は、関東平野に位置していることから、高山植物のような生物が生息・生育しているわ

けではありませんが、関東地方の原風景とも言える平地林が市街地に隣接して残されており、

動植物の貴重な生息地となっています。 

また、本市の南西部に位置する渡良瀬遊水地は、栃木・群馬・埼玉・茨城の４県にまたがる

面積約３,３００ｈａの国内最大の遊水地であるとともに、本州以南最大のヨシ原に絶滅危惧

種を含む多くの動植物が生育・生息する自然の宝庫であり、平成２４年７月３月にラムサール

条約湿地に登録されました。 

こうした情勢を踏まえ、市では、治水機能確保を最優先としたエコミュージアム化、コウノ

トリ・トキの野生復帰、環境にやさしい農業を中心とした地場産業の推進を「賢明な活用の３

本柱」として、平成２６年３月に「渡良瀬遊水地関連振興５ヶ年計画」を策定し、その推進を

図っています。 

また、平成２５年３月に「生物多様性おやま行動計画」を策定し、その推進・実現を目指す

ため、４つの実践プロジェクトを立ち上げ、生物多様性保全の取組に係る現状や課題の共有を

図りつつ、学識経験者の意見を伺いながら具体的な取組の方向性を検討し、平成２６年９月に

「生物多様性おやま地域連携保全活動計画」を策定し、具体的な取組を進めてきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境目標 
２－１ 多様な動植物とその生態系が良好に保全されていること 
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【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●渡良瀬遊水地の保全と賢明な活用の推進 

【「渡良瀬遊水地関連振興５ヶ年計画」（平成２６年３月策定）の推進】 

関係機関・団体と連携・協力しながら、ラムサール条約登録湿地である渡良瀬遊水地の貴重

な湿地環境を保全するとともに、治水機能確保を最優先とした「エコミュージアム化」、「コウ

ノトリ・トキの野生復帰」、「環境にやさしい農業を中心とした地場産業の推進」の「賢明な活

用の３本柱」を推進します。 

●生物多様性保全の推進 

【「生物多様性おやま行動計画」、「生物多様性おやま地域連携保全活動計画」の推進】 

豊かで多様な自然環境と共存し、将来にわたって持続可能な経済や暮らしを実現するため、

生物多様性の保全・再生に向けた取組を推進します。 

●関連する施策との一体的な推進 

「渡良瀬遊水地関連振興５ヶ

年計画」及び「生物多様性おやま

行動計画」、「生物多様性おやま地

域連携保全活動計画」の推進と一

体的に、思川や鬼怒川などの河川

の環境保全、平地林の保全、身近

な緑の保全と創造、農地の保全と

活用などの取組を進めていくこ

とにより、相乗効果を高めていき

ます。 

●農地の保全 

渡良瀬遊水地などの生物多様

性を支える農地の適切な保全と

活用に努め、生きものにやさしい

農業を進めます。（43ページ参照） 

●環境教育・環境学習との連携 

渡良瀬遊水地や本市の生物多

様性おやま行動計画を活かし、学

校教育や生涯学習と一体となっ

た環境教育や体験学習、環境保全

活動を進め、生物多様性や自然共

生社会を支える人づくりを図っ

ていきます。 

  

【参考】「生物多様性おやま行動計画」の内容 
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第２節 自然環境 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(2) 河川・水辺 思川や鬼怒川などの河川の環境保全 

 

（2）河川・水辺 ～清らかで自然豊かな水辺環境の保全～ 

【現状】 

市内には、思川や鬼怒川をはじめとする１１本の一級河川や渡良瀬遊水地、そして多くの普

通河川、農業用排水路が流れています。一級河川はいずれも利根川水系に属していて、市内の

台地や低地を流下しています。この中で、思川は市の中心を貫流しているため市民の憩いの場

として親しまれています。 

一方、親水性の水辺としては、大沼、山田沼、間々田八幡神社の八幡池等があり、特に、大

沼は、国の「ため池百選」に選定されています。 

河川や水辺は、私たちの暮らしに欠かせないものであるとともに、魚類や昆虫、さらにはこ

れらを捕食する鳥類などの生息・営巣の場となっています。思川では、コイ、モツゴ、ギンブ

ナ、ドジョウなどが確認されています。また、近年では、利根川を遡上してきたサケを市内の

河川でも見ることができるようになりました。アユは、時期になると大勢の釣り人を楽しませ

ていますが、多くは放流されたものです。一方、河岸ではアレチウリに代表されるツル植物や

セイタカアワダチソウなどの外来種が繁茂し、ヨシ群落等の在来植生が減少しつつあります。 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●河川緑地の保全活用 

思川の河川沿いに残っている緑地を自然保全軸として位置づけ、緑地保全地区の指定等を検

討し、その貴重な自然環境の恒久的保全を図ります。特に思川の河岸段丘林については、小山

市の象徴的な自然空間として保全及び活用を検討します。 

●思川を軸とした交流の促進 

思川を軸とした上流下流の交流を高める活動を進めます。 

●旧思川の整備 

自然環境に配慮し、うるおいを与える水辺環境空間の創出を図り、旧思川と渡良瀬遊水地を

舞台とした広域的な交流の場となる公園の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

  

環境目標 
２－２ 

清らかで豊かな水に魚などが住み、釣りや水遊びができ、潤いを与
える水辺があること 
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第２節 自然環境 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(3) 平地林･みどり 
平地林の保全 

身近な緑の保全と創造 

(4) 農地 恵み豊かな農地の保全と活用 

 

（3）平地林・みどり ～身近な自然 おやまの里山保全と活用～ 

【現状】 

平地林は、かつてはこの地方の原風景として、本市を含む関東平野一体に広がっていました。

本市における平地林は、開発が進むにつれて急速にその面積が狭められました。また、平地林

は原生林とは異なり、燃料となる薪炭や食料となる木の実などの供給地として人間活動と深く

関わりながら形成されてきましたが、人の手が加わらなくなった現在は、かつての原風景とは

異なる景観となりつつあります。 

現在、本市の平地林は市総面積の約３％ですが、かけがえのない平地林を保存していくこと

を目的として平成１２年３月に「小山市平地林保全計画書」を策定しました。この計画に基づ

き、平地林保全に向けた活動・啓発を進めるとともに、森林所有者の理解と協力のもと、適切

な保全施策を推進しています。具体的には、この計画に基づき、林内整備講習会や自然観察会

などを実施するとともに、地域住民を主体とした利用団体と平地林所有者及び市との三者間に

よる「平地林保全協定」を、市内１地域で締結しています。また、平成２０年度から「とちぎ

の元気な森づくり県民税」を活用し、市内１５地区２４.７ｈａの平地林の整備、維持管理な

ど元気な森づくり事業を行い、平地林の保全を推進しています。 

市では、桜づつみ整備として平成１３年度から里親制度を活用した植樹や植栽の維持管理を

はじめ、思川豊田緑地の整備などを進めています。また、民有地の生垣設置や市指定保存樹木

等の保全、小山市みどりのまちづくり条例に基づく民間施設の緑化を促進するなど、身近な緑

の保全や創造を図っています。 

 

低地には水田及び河川、台地には平地林が広がる水と緑豊かな環境に囲まれた本市も、近年

の急速な都市化によって清らかな水と美しい緑は失われつつあり、将来に向け保全・継承して

いく必要があります。 

市民の持つ将来の小山市のイメージの一端を担う「自然環境が豊かなまち」に代表されるよ

うに環境問題の高まりを踏まえ、「水と緑と大地のゆたかなまち」の形成を図るうえで、今後、

「小山市緑の基本計画」に基づき、緑の保全、創出、活用の積極的な取組を図ることが必要と

なっています。 

 

  

環境目標 
２－３ 

豊かな生態系を育み、市民にやすらぎを与える平地林や農地などの
豊かな緑が良好に保全されていること 
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【指標】 

指標値  

    

 

指標 現状値（H16） 現状値(H25) 目標値 

市街化区域内緑地面積 約 44.0ha 約 49.45ha 約 158.7ha 

市街地に隣接した区域を含む
緑地面積 

約 436.1ha 約 448.49ha 約 906.3ha 

都市計画区域内緑地面積 約 493.7ha 約 548.76ha 約 1062.3ha 
   

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

【平地林の保全】 

●平地林の保全 

平地林保全のため、県の「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用しながら、地元住民の協

力を得て整備・維持管理を図り、小山の原風景である平地林を保全します。 

とちぎの元気な森づくり県民税事業は平成２９年度で終了予定のため、引き続き、県に継続

を要望していきます。 

 

【身近な緑の保全と創造】 

●緑の保全・緑化の推進 

平地林や社寺林、指定保存樹木などの貴重な緑の保全を図っていきます。また、風致地区・

特別緑地保全地区等の指定など保全方法の検討を行なっていきます。 

民有地の生垣設置や民間施設の敷地内緑化など、小山市みどりのまちづくり条例に基づく緑

化を図っていきます。 

●思川豊田緑地の整備 

市民にとって身近な自然空間として、サッカーやグラウンドゴルフ等のスポーツができ、誰

もが気軽に利用できる広い多目的広場として整備するほか、休憩広場などを整備します。 

●観晃橋上流思川緑地の整備 

観晃橋上流の思川緑地を活用し、緑・水辺空間の保全活用による自然とのふれあい空間・レ

クリエーションや市民の交流の場として整備します。 

●桜づつみの整備と維持管理 

思川の有効活用として、思川沿いで発見された小山市原産で市の花である「思川桜」を生か

し、桜の里親制度を充実していくなど、市民との協働による思川桜づつみの整備と植栽の維持

管理を進めます。 
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（4）農地 ～恵み豊かな農地の保全と活用～ 

【現状】 

市街地を大きく囲むように広がる農地は、農業の健全な発展のために集団的優良農地の保全

が図られています。年々減少傾向にある農地は、農業の振興を図るうえから積極的な保全が求

められ、平成２５年度は農業振興地域内にある農地８,０７０ha のうち７,２３２ha を農用地

区域として指定し、農地の保全に努めています。 

また、農業経営改善や担い手の育成により持続的な農業の発展を図るため、機械・施設や圃

場の整備など、総合的な農業生産基盤の整備を推進しています。 

これらの農地は、農業の生産基盤であるとともに、自然環境の保全や水源涵養などの多面的

機能を有していることから、農地・農業用水等の資源をこれまで通り適切に保全管理すること

が求められています。 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●田園集落景観の形成 

周辺の田園環境と調和した美しい田園集落景観の保全を図ります。 

●地域資源の活用 

羽川大沼を観光の拠点として再整備するとともに、史跡など地域を活用した散策ルートの整

備やネットワーク化を図ります。 

●適正な土地利用の誘導 

優良農地の確保、地域の実情に応じた適正な開発誘導を図ります。 

基盤整備により創出される非農用地の活用を図ります。 

●環境にやさしい農業の推進 

環境にやさしい農業の普及に向け、無農薬・無化学肥料による栽培技術の確立と生産農家・

生産面積の拡大を進め、地域に根ざした農業を推進するとともに、農村生態系の保全を図って

いきます。 

農作物の安全確保や生物多様性の保全など、農薬使用の低減化を図ります。 

●生物多様性の保全 

生物の生育・生息環境に配慮した水路や畦畔などの整備や管理、自然再生をはじめ、環境に

やさしい農業の推進など適切な利用を進め、生物多様性の保全を図っていきます。 
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第３節 快適環境 
 

 

 

 

 

 

（1）公園緑地・オープンスペース ～ゆとりと安らぎのある快適環境の形成～ 

【現状】 

都市における公園、緑地は、人と自然が共生する都市環境の確保、潤いのある美しい景観形

成、憩いやスポーツ・レクリエーション機能を有する空間の確保、災害防止・避難地拠点等の

機能により、快適で安全な生活を実現する上で必要不可欠なものとなっています。 

本市の都市公園は平成２６年３月末現在で１６２箇所、１３７.３ｈａが整備されており、

市民一人当たり面積は８.３２㎡となっています。 

今後は、全国整備水準である１０.１㎡（平成２６年３月現在）を目指し、多様性に富んだ

自然との共生に配慮し、身近な自然空間を活用したふれあいの場を提供するとともに、老朽化

した公園の再生を目指し、市民に安全・安心な公園を提供できるよう取り組む必要があります。 

 

【指標】 

指標値  

    

 

指標 
現状値 

（H16年） 

現状値 
(H26.3月末) 

目標値 
（Ｈ32年） 

市民一人当たりの都市公園面積 8.09㎡／人 8.32㎡／人 11.80㎡／人 

愛護里親会のある公園箇所数 125箇所 133箇所 149箇所 
   

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●住区基幹公園の整備 

街区内に居住する住民の利用に供することを目的に、近隣住民の憩いとコミュニケーション

の場となる公園の整備を進めます。 

●既設公園の再整備 

都市公園の老朽化した遊具や休憩施設の更新、公園施設のバリアフリー化を図り、市民にと

って安全で安心できる公園の再整備を図ります。 

●公園愛護里親会制度の充実 

市民参加による公園管理を目指し、公園等愛護里親会のＰＲ方法の検討とあわせて、すべて

の住区基幹公園への愛護里親会の拡大を進めていきます。 

  

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(1) 公園緑地・ 

オープンスペース 
公園・オープンスペースの整備・確保 

環境目標 
３－１ 市民にゆとりを与える遊び場や手軽な運動の場が身近にあること 
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第３節 快適環境 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(2) 歴史・文化 
歴史的資産の保存と活用 

文化活動の振興 

 

（2）歴史・文化 ～歴史的資産の保全・継承と文化活動の振興～ 

【現状】 

温暖な気候に恵まれた小山地方は、古くから多くの人々が暮らし、また、下野の豪族小山氏

の拠点として栄えていたことから、市内には数多くの歴史的資産が点在していて、この中の重

要なものについては国・県・市の文化財としての指定を受けています。平成２６年４月１日現

在の指定状況は、有形文化財７７件、無形文化財１件、民俗文化財２１件、記念物３４件とな

っています。また、一方で、市内各地に数多く残されているその他の歴史的資産の調査及びそ

の保存・活用にも積極的に取り組んでいます。 

あわせて、市民の文化芸術の発表機会を提供し、文化芸術活動発展のため文化団体等の育

成・支援や、文化芸術教育を通した青少年の育成を行い、文化芸術活動の振興に努めています。 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

【歴史的資産の保存と活用】 

●文化財の保存と活用 

指定文化財の維持管理を行い、公有化及びその後

の保存整備及び活用に努めます。 

●文化財の調査 

未指定文化財の調査を推進します。 

●歴史・文化施策の充実・強化 

歴史的資産を有効活用し、歴史のまちづくりを推

進します。 

●伝統的産業の継承 

ユネスコ無形文化遺産に登録された“結城紬”は、

本市を中心とした地域の伝統産業です。この結城紬

を後世に継承するため、支援を行います。 

 

【文化活動の振興】 

●文化活動の振興 

市民文化祭の開催、文化団体への後援・助成、文化交流の促進、発表・鑑賞・体験の場の提

供等によって、文化活動の振興を図ります。 

  

環境目標 
３－２ 
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第３節 快適環境 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(3) 景観 

景観資源の保全と活用 

魅力ある景観の形成 

市民と連携した地域景観形成と美化活動の推進 

 

（3）景観 ～景観資源の保全と活用等魅力ある景観づくり～ 

【現状】 

小山市は、昭和６３年に都市景観形成モデル都市として指定されたことを契機として、平成

３年に都市景観ガイドプランの策定、平成５年には北関東で初めての総合条例として「小山市

都市景観条例」（自主条例）を制定し、市全域を対象とした大規模な建築物や工作物の届出制

度による誘導や、景観形成のための各種事業を行うなど、市民や事業者の景観に対する意識の

向上を図ってきました。 

その後、国においても「景観法」（平成１６年法律第１１０号）が施行され、本市は平成１

７年１０月「景観行政団体」となるとともに、より積極的に景観形成を推進するため、これま

での景観施策の継承を基本として平成１９年１０月に新たな「小山市景観計画」を策定し、そ

の推進に向けて、小山市都市景観条例を全部改正した「小山市景観条例」（平成２０年４月１

日施行）を制定しました。 

「小山市景観計画」では、平成１０年に策定

された「小山市都市景観形成基本計画」の内容

を継承するとともに、景観法に基づく建築物等

の行為の制限に関する事項、景観重要建造物・

樹木、景観重要公共施設などについて盛り込ん

でいます。また、全市域を景観計画区域として

いますが、特に景観形成を図る必要があると認

められる地区を景観計画重点地区に指定し、よ

り積極的な景観の形成を図るとしています。 

 

【指標】 

指標値  

    

 

指標 現状値（H16） 現状値(H25) 目標値 

地区計画区域数の拡大 11地区 22地区 30地区 

景観に配慮して整備された建
築物・工作物数 

118件 422件 600件 

景観に配慮した屋外広告物数 0件 92件 300件 
   

 

  

環境目標 
３－３ 
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【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

【景観資源の保全と活用】 

●景観資源の保全と活用 

思川をはじめとする豊かな自然環境や田園風景、市内に点在する歴史的資産等の貴重な景観

を保全するとともに、地域のアメニティ資源として活用を図ります。 

 

【魅力ある景観の形成】 

●魅力ある市街地景観形成の推進 

地区計画制度の活用や景観計画重点地区の指定などを通じて、魅力ある市街地の景観づくり

を推進します。 

●民間事業の景観の誘導 

景観計画に基づき、民間の大規模建築物等の建設に関し、周辺景観と調和した良好な景観形

成の誘導を図ります。 

●良好な屋外広告物景観の誘導 

屋外広告物の掲示・掲出においては栃木県屋外広告物条例に基づく許可が必要となりますが、

小山市屋外広告物デザインの手引きの活用を図り、周辺景観と調和した良質な広告景観の誘導

を図ります。 

本市独自の屋外広告物基準の作成や条例制定の検討などを進め、景観行政と一体となった、

より適切な景観形成に努めていきます。 

●景観形成デザインの高品質・優良化の推進 

景観計画に定める建築物等の形態や色彩、その他意匠に関する基準についてその考え方をわ

かりやすく指針としてまとめ、広く活用を図ります。 

 

【市民と連携した地域景観形成と美化活動の推進】 

●市民意識を高める施策の推進 

市民の景観に対する意識を高め、景観に関するワークショップ等を行います。 

●市景観研究会活動の推進 

市景観研究会による先進地視察や講演会、事例研究等により庁内における景観に関する研究

活動を推進します。 

●まちの美化活動の推進 

小山市違反広告物除去推進制度要綱に基づき、住民参加による違反広告物の除去活動を推進

します。 
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第３節 快適環境 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(4) 環境リスク 有害化学物質等環境リスクの低減 

(5) 気候リスク 地球温暖化等による気候変動の影響への適応 

 

（4）環境リスク ～有害化学物質からの環境リスクの低減～ 

【現状】 

化学物質は、私たちの生活を便利にする一方で、製造、使用及び廃棄過程において人の健康

や生態系に悪い影響を与えてしまう恐れがあり、これを「環境リスク」といいます。リスクの

大きさは、「化学物質の有害性の程度」と「暴露量（体に取り込まれる量）」によって決まるの

で、有害化学物質の評価は、環境リスクの視点で考えることが重要です。 

国では、環境リスクの高い化学物質について、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する

法律（化管法）」や「農薬取締法」により、その製造と使用の規制や、対象物質の充実・強化

を行っています。また、化学物質の排出等の状況を定期的に追跡・評価し、管理していくため

に、「化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ制度）」により事業者の化学物質の排出と移動量

の把握を進めています。 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●環境リスクに関する情報の提供 

市民生活に密接に関わる有害化学物質の環境リスクに関する情報を提供し、啓発に努めてい

きます。 

●環境にやさしい農業の推進 （再掲） 

環境にやさしい農業の普及に向け、無農薬・無化学肥料による栽培技術の確立と生産農家・

生産面積の拡大を進め、地域に根ざした農業を推進するとともに、農村生態系の保全を図りま

す。 

農作物の安全確保や生物多様性の保全など、農薬使用の減量化を図ります。 

 

 

 

 

  

環境目標 
３－４ 
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（5）気候リスク ～地球温暖化等による気候変動の影響への適応～ 

【現状】 

異常気象などにより影響を受ける可能性のことを「気候リスク」といい、「異常気象などの

影響を与える気候が起こる可能性」と「その影響の大きさ」によってリスクの大小が決まりま

す。地球温暖化等の気候変動の影響により、過去に比べて異常気象などの発生の可能性が高ま

っていることから、気候リスクは増大しているといえます。 

自然災害が少ないと考えられている本市でも、平成２７年９月関東・東北豪雨によって、多

くの住宅や施設をはじめ、農畜産物なども甚大な被害を受けました。 

気候リスクは、影響を受ける側の気候条件、地理的条件、社会経済的条件等の地域の特性に

よって大きく異なりますので、気候リスクに対して講じられる対応策については、地域の特性

を踏まえたうえで検討していく必要があります。 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

●気候リスク情報の共有化及び連系強化 

気温や降水量などの気候変動に関するデータに加え、農業、自然生態系、自然災害、健康被

害など影響が広範囲にわたることから、関係部局間との連携と情報の共有化を進め、連携を強

化していきます。 

●適応の取組の推進 

気候変動の影響評価を行うとともに、その結果を踏まえ、関係部局間と連携しながら関連施

策に気候変動の影響への適応取組を進めていきます。 

●防災意識の啓発・防災施設の整備 

気候変動に伴うリスクなど防災意識の啓発をはじめ、防災や減災に向けた防災情報伝達手段

や自主防災体制の充実を図っていくほか、防災施設の整備などを進めていきます。 
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第４節 資源（廃棄物）環境 
 

 

 
項 目 施策の方針（施策の方向） 

(1) 廃棄物 

3Ｒの推進（ごみの減量・資源化の推進） 

廃棄物の適正処理の推進 

不法投棄対策と環境美化活動の推進 

 

（1）廃棄物 

小山市一般廃棄物処理基本計画の推進 

【現状】 

① 一般廃棄物 

本市では、ごみの排出抑制と再利用・再資源化を促進するために、平成８年１０月から分別

収集を導入しており、平成１９年度からは有害ごみ（アスベスト含有製品等）の分別も開始し、

さらに平成２８年度からは、せん定枝の分別も開始する予定です。また、あわせて自治会・Ｐ

ＴＡ・子供会育成会等による集団回収も盛んに行われ、２,２００ｔ以上の資源が集団回収で

回収されています。 

本市の平成２１年度にお

ける一年間の一般廃棄物排

出量は、５６,３７９ｔで、

平成１７年度と比較して約

１,８００ｔ減少しました。 

また、市民一人一日あたり

の排出量も９４４ｇとなっ

ており、平成１７年度から約

５０ｇ減少しました。また、

平成２５年度では排出量は

５５,０９４ｔと平成２１年度

比で約１,３００ｔ減少し、市

民一人一日あたりの排出量も、

９１７ｇに減少しています。 

これらの一般廃棄物は、区分

ごとに適切に収集・運搬・中間

処理・最終処分されています。

なお、世帯当たりのごみ処理に

かかる費用は平成２５年度で

３２,４７３円となっています。 

 

環境目標 
４ 
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8,604 8,827 8,928 8,217 8,129 8,075
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年度 

年度 
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一方、平成１６年４月に、従前の「小山市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例」にペット

や空き地等の適正管理を加えた「小山市環境美化条例」が施行されましたが、河川敷や平地林

などへのごみの不法投棄が後を絶たないため、不法投棄対策が急務となっています。 

② 産業廃棄物 

産業廃棄物は、全国的に見るとここ数年の排出量は横這い状態にありますが、最終処分場の

残容量は減少しており、処理処分が困難になりつつあります。市内では産業廃棄物の中間処理

施設で、破砕や切断及び焼却などの処理が行われています。なお、市内には最終処分場がない

ため、市内で発生及び中間処理された産業廃棄物は、市外に搬出されて処分されています。 

③ ３Ｒ（ごみの減量・資源化）の取組 

本市では“おやまエコライフ・プラン（環境保全のための市民行動計画）”や“小山市環境

保全率先実行計画”を策定して、省エネルギーとともに省資源活動を実践しています。 

廃棄物の減量・適正処理は、目に見える効果としては未だ充分とはいえないものの、ごみの

７分別化の定着、おやまエコリサイクルフェアの開催、集団回収の推進等によって、廃棄物の

減量・適正処理に取り組んでいます。 

リサイクル（再資源化）については、瓶・缶・包装紙・ペットボトルなどの容器包装をはじ

め、エアコンやテレビなどの家電、携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電、パソコン、食

品、自動車、建設資材などについては、市民・事業者の協力のもとそれぞれのリサイクル法に

基づき進めています。ごみの減量を一層図っていく上では、これらのリサイクルのほか、必要

ない物は貰わない・買わない、ごみとして捨てられる物を作らないなどのリデュース（ごみの

発生抑制）や、使える物は繰り返し使うなどのリユース（再使用）の取組が不可欠です。 

 

【指標】 

指標値  

    

 

指標 現状値（H21） 現状値(H25) 目標値 
ごみの減量化 
（一人一日当たりの排出量） 

944ｇ 917ｇ 約 870ｇ 

目標値は、第４次小山市一般廃棄物処理基本計画（Ｈ26.5 策定）より 

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

【３Ｒの推進（ごみの減量・資源化の推進）】 

●ごみの減量化の促進 

学校教育、社会教育の中で、環境教育の充実及び消費行動における意識の高揚を図ります。 

●ごみの資源化の促進 

分別収集の徹底、集団回収の周知拡充、資源化施設の充実、収集体制の充実、各種リサイク

ル法の周知と普及などリサイクルへの対応等により、ごみの資源化を促進します。 

●おやまエコライフ・プランの充実 

市民の省資源・省エネルギー生活を促進するため、おやまエコライフ・プランを推進します。

また、リデュース・リユース・リサイクルの３Ｒ推進を充実・促進します。 
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●事業系一般廃棄物の適正排出 

小山市エコ･リサイクル推進事業所認定制度等を活用して、事業所から排出される一般廃棄

物の減量化、資源化の推進を図ります。 

●小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度の充実 

３Ｒ及び省エネルギーの推進をはじめとする環境保全活動を実施する事業所を支援します。 

●率先実行計画の継続・充実 

市役所みずからが省資源・省エネルギー活動を率先して行動する率先実行計画を継続すると

ともに、常に見直し・充実を図ります。 

 

【廃棄物の適正処理の推進】 

●ごみの適正処理の推進 

循環型社会の構築を目指し、廃棄物の減量化、焼却・埋立ごみの減量化、廃棄物の再商品化・

再資源化を進めます。 

●最終処分場の確保 

広域的観点から最終処分場の確保を図ります。 

●処理施設の確保 

小山広域保健衛生組合と連携し、ごみ処理施設基本構想に基づいた処理施設の整備を進めて

いきます。 

●災害廃棄物への対応 

小山地域防災計画と連携し、災害時のごみ処理対策の整備を進めていきます。また、県及び

小山広域保健衛生組合と災害時の協力体制や対応策の充実などを図っていきます。 

 

【不法投棄対策と環境美化活動の推進】 

●不法投棄の防止 

不法投棄パトロールを強化するなど監視体制の強化を図り、不法投棄の防止に努めます。 

●環境美化活動の強化 

環境美化条例に基づく環境美化への意識の高揚及びごみ収集所の管理の徹底を図ります。 

●空き家、空き地、耕作放棄地等への対応 

不法投棄防止及び環境美化・環境衛生の確保に向けて、関係課や土地所有者、市民・事業者・

市民団体と連携して、空き家や空き地、耕作放棄地等への対応を図っていきます。 
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第５節 エネルギー 
 

 

 
項 目 施策の方針（施策の方向） 

(1) 温室効果ガス

排出抑制 

省エネルギーの推進 

新エネルギーの活用 

 

（1）温室効果ガス排出抑制 ～省エネルギーの推進・新エネルギーの活用～ 

小山市地球温暖化対策地域推進計画の推進 

【現状】 

地球温暖化対策の推進 

今日の便利で豊かな暮らしは、科学技術の急速な発展と、石炭・石油などの化石燃料をエネ

ルギーや資源として大量に消費する経済・社会によってつくられ、維持されてきました。化石

燃料の燃焼などによるエネルギーの大量の消費に伴い、二酸化炭素やメタン、さらにはフロン

類などの温室効果ガスが大量に排出され、大気中の濃度が高まり、熱の吸収が増えた結果、地

球の表面温度が上昇しています。これが地球温暖化といわれる現象です。 

ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第５次評価報告書（２０１３年）では、１８８

０～２０１２年において、世界平均地上気温は０.８５℃上昇し、この原因は人間活動による

温室効果ガスの増加であると示唆しました。また、『２０世紀半ば以降の温暖化の原因は人間

活動の可能性が極めて高く、このまま対策をとらなければ、今世紀末の世界平均地上気温の変

化は、温室効果ガス排出量が最大のシナリオの場合で、２０００年頃と比べ２.６～４.８℃の

範囲に上昇する可能性が高い。』と報告しています。 

加えて、『特に近年、熱波や干ばつ、洪水、台風、山火事など、近年の気象と気候の極端現

象による影響は、生態系や人類に対して著しい被害を受ける恐れや被害を与えている。』とも

報告しています。 

このため、地球温暖化は人類の生存をも脅かす深刻な問題として、国際社会における積極的

な対応が求められています。私たち一人ひとりも、日常生活や事業活動において使用する化石

燃料を減らすなど、身近なところから排出される温室効果ガスを削減する努力をし、環境負荷

の少ないまちづくりを進めていくとともに、地球環境保全にも貢献していく必要があります。 

 

こうした地球温暖化問題への対応に向けて、市では、おやまエコライフ・プランや平成１９

年２月に策定した小山市地域省エネルギービジョンに基づいて、小山市全体の省エネルギーを

推進してきました。また、平成２１年２月に小山市地域新エネルギービジョンを策定し、太陽

光発電の利用拡大、廃食用油の利用等を推進してきました。そして、同時期に小山市バイオマ

スタウン構想を策定し、市内の家畜排せつ物、せん定枝、稲わら等のバイオマスを資源化・エ

ネルギー化して、積極的な有効活用を図ってきました。 

  

環境目標 
５ 
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こうした取組と一体となって、市域から排出される温室効果ガス排出の一層の削減に向けて、

平成２５年３月に小山市地球温暖化対策地域推進計画を策定し、温室効果ガス削減に向けた具

体的な取組を進めています。 
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※温室効果ガス排出量：2010 年度までは(1)小山市地球温暖化対策地域推進計画、2011～2012 年度は
(2)環境省地方公共団体実行計画策定支援サイトより（尚、廃棄物部門は(1)の 2010 年度を採用） 

【参考】小山市の温室効果ガス排出量の推移 

年度 
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【指標】 

指標値  

    

 

指標 現状値(2010年) 現状値(H24) 目標値（2020） 

温室効果ガス排
出量 

1,241千ｔ-ＣＯ2 1,463千ｔ-ＣＯ2 
2010年度比 
10％以上削減 
1,117千ｔ-ＣＯ2 

  

 

【施策】 （●：第３次小山市環境基本計画での施策  ●：本計画で追加された施策など） 

【省エネルギーの推進（省エネルギーの実践）】 

●省エネルギーの推進 

小山市地域省エネルギービジョン、小山市地球温暖化対策地域推進計画を活用して、省エネ

ルギーを推進します。 

農畜産物の地産地消を進めるなど、市民と生産者・事業者が協力した省エネルギーのまちづ

くりを図っていきます。 

●おやまエコライフ・プランの継続・充実（環境目標６-１、６-２参照） 

●小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度の充実（環境目標６-１、６-２参照） 

●率先実行計画の継続・充実（環境目標６-１参照） 

 

【新エネルギーの活用（再生可能エネルギーの利活用促進）】 

●新エネルギー活用の推進 

小山市地域新エネルギービジョン、小山市地球温暖化対策地域推進計画を活用して、太陽光

発電等の新エネルギー活用を推進します。 

●バイオマス利活用の推進 

小山市バイオマスタウン構想、小山市地球温暖化対策地域推進計画を活用して、実現可能な

バイオマスの利活用を推進します。 

菜の花・バイオプロジェクトなどの推進と合わせて、バイオマス利活用に関する環境教育や

環境学習、情報提供など、普及啓発に努めていきます。 

●安定供給の確保 

電力及びガスはいわゆるライフラインであることから、いついかなる時でも安定供給が確保

されるよう関係機関に要請します。 
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第６節 環境保全活動・環境教育等 
 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(1) 市民・事業者の

環境保全行動 

市民の省資源・省エネ行動の促進 おやまエコライフ・ 

プランの充実 事業者の省資源・省エネ行動の促進 

(2) 市の率先実行 市の率先実行計画 

 

 

 

項 目 施策の方針（施策の方向） 

(3) 環境情報 環境情報の共有化と普及啓発 

(4) 環境保全活動 
市民・事業者・市の連携強化 

環境教育・協働取組行

動計画の作成と推進 
環境保全活動の推進・支援 

(5) 環境教育等 環境教育・環境学習の推進 

 

今日の環境問題は、市民一人ひとりの健康や生活を脅かすものであると同時に、市民一人ひ

とりが環境に負荷を与える原因者になるという側面を持っています。そのため、市民一人ひと

りが環境問題に対して関心を持ち、知識を高め、自ら“考え”、“行動する”ことが、環境問題

の解決に向けて重要です。言い換えれば、環境への負荷の少ないまちづくりの推進には、自ら

が実践できる対策があることを認識し、問題解決能力を育成する必要があります。 

その育成には環境教育・環境学習が重要な役割を担い、家庭、学校、地域、職場などが教育

の場として挙げられます。これらの教育の場が相互に連携されることによって、環境への意識

がより高まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 環境教育の主体と教育の場 

環境教育の場 
中心となるもの 

全般 家庭 学校 地域 職場 

市民 ○ ◎ ○ ○ ○ 

事業者 ○ ○ △ ○ ◎ 

市民団体 ○ ○ ○ ◎ ○ 

エコアップリーダー ○ ◎ ○ ◎ ○ 

教育現場 ○ ○ ◎ ○ △ 

行政 ◎ ○ ○ ○ ○ 

◎：主体として特に重要なもの ◯：主体として重要なもの △：補助的に関係するもの 

環境目標 
６－１ 

環境目標 
６－２ 
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市民の役割 

市民は各家庭内で実践する行動を通じて行わ

れる環境教育に、特に重要な役割を担っていま

す。また、地域やそれぞれが所属する学校や職

場においてとる行動も、周囲への啓発として有

効です。 

事業者の役割 

事業者は、それぞれの事業所内において、社員教育等を通じて行われる環境教育に、特に重

要な役割を担っています。 

また事業所における環境保全活動等は、事業

所周辺の地域に対して影響を持つほか、従業員

が家庭内で実践する行動を通じて、家庭での啓

発として有効です。さらには、主に大企業で実

施される学校行事の社会科見学の受け入れによ

って、学校での環境教育に関わっています。 

市民団体の役割 

思川や平地林等の身近な、あるいは貴重な自然に

おいて、さまざまな活動を自主的に行っているいわ

ゆる市民団体は、それぞれの地域での環境教育に特

に重要な役割を担っています。また、各家庭やそれ

ぞれが所属する学校や職場においてとる行動も、周

囲への啓発として有効です。 

●家庭内や地域での実践による啓発 

●地域清掃等への参加 

●自然観察会や生物多様性保全活動への参加 

●環境教育・環境学習への参加 

●それぞれが所属する学校や職場での実践に
よる啓発 

●おやまエコライフ・プランの実践 

●エコアップリーダー・エコキッズへの登録 

●事業所内での社員教育 

●地域の一員としての環境保全活動 

●従業員の家庭内での実践による啓発 

●緑化協定等による地域との環境情報の共有 

●社会科見学の受け入れ 

●環境マネジメントシステムの導入 

●クールビズ・ウォームビズの導入 

●自然観察会や生物多様性保全活動の
開催、学校や地域での活動支援 

●清掃活動の開催 

●環境情報等の積極的な広報 

●他の団体との連携 

●家庭内や地域での実践による啓発 

●それぞれが所属する学校や職場での
実践による啓発 

おやま エコライフ・プラン 
  環境保全のための市民行動計画   

Ⅰ．循環型社会の実現 

ものを大切にし、ごみの減量化・リサイクルに努めます。 

Ⅱ．生物と共生する社会の実現 

身近な環境を保全し、多様な生物との共生に努めます。 

Ⅲ．低炭素社会の実現 

省・創エネルギーでスマートライフに努めます。 
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【施策】 

環境目標の実現に向けて、市民、事業者、市民団体、エコアップリーダー、教育現場及び行

政の役割を踏まえ、次の施策の方針（施策の方向）に基づいた取り組みを関連する施策の推進

と一体的に進めていきます。  

エコアップリーダーの役割 

小山市では、おやまエコライフ・プラン（環境保全のための市民行動計画）を率先して実行

する市民をエコアップリーダーとして登録する活動を行っています。エコアップリーダーには、

環境にやさしい行動の実践状況を“かんたん行動チェックシート”に記入し、年１回提出して

いただいています。 

また、おやまエコライフ・プランを一層充実させるために、各小中学校の代表となる“エコ

キッズ”制度や、小学生のいる家族で取り組んでいただく“おやまエコファミリー認定事業”

を実施しています。 

このエコアップリーダーは、各家庭内での環境教育

に特に重要な役割を担うとともに、地域における啓発

活動を無理のない範囲で積極的に行うことが求められ

ます。また、それぞれが所属する学校や職場において

とる行動も、周囲への啓発として有効です。 

教育現場の役割 

教育現場は、学校での環境教育に対して特に

重要な役割を担うとともに、環境教育全般や学

校周辺等の地域で重要な役割を担います。 

さらには、ＰＴＡ活動を通じて家庭に対する

意識啓発を行います。また、高等教育機関等で

専門性の高い研究に携わる教員等は、専門性を

活かして、地域や職場等での“出前講座”の講

師として環境教育に関わっています。 

行政の役割 

本市は、環境問題に係るあらゆる情報が集ま

る機関として、これらの情報を最適な手段を用

いて家庭、学校、地域、職場に発信する機関と

して、特に意識啓発に係る環境教育全般に対す

る主体となる機関として、特に重要な役割を担

います。 

●おやまエコライフ・プランの実践 

●かんたん行動チェックシートの提出 

●家庭内や地域での実践による啓発 

●それぞれが所属する学校や職場での
実践による啓発 

●各教科、総合的な学習の時間、道徳、特別活
動などで環境の視点を組み込んだ授業や教育
活動の実施 

●生活指導の中での、節水・節電等の意識啓発 

●校内緑化 

●渡良瀬遊水地などの生物多様性を活かした環
境教育や体験学習の実施 

●バイオマス利活用に関する環境教育や環境学
習の実施 

●ＰＴＡ活動や家庭への配布物による意識啓発 

●専門性を活かした地域・職場等での講師活動 

●環境に係る情報の収集 

●環境に係る情報の発信（ポスター、パンフレッ
ト、広報誌、ホームページ、ケーブルテレビ等） 

●事業者への行政指導 

●市民団体等への補助金・報奨金等の交付 

●公民館・博物館活動の推進 
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第 5 章 重点実施プロジェクト 

（協働の重点取組） 
 

環境の保全・創造のために展開するさまざまな施策を前章でまとめ

ましたが、本市の地域特性や現状を踏まえ、緊急かつ重点的に実施す

ることが求められる施策を「重点実施プロジェクト」と位置づけ、重

点的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３次  小山市環境基本計画  

中間見直し  
2016－2020 
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プロジェクト１ 生物多様性の保全・水辺の保全 

生物共生社会の実現に向けて！ 生物多様性おやま行動計画等の推進 

 

なぜ重要なのか（ねらいや効果） 

現在、各種の人間活動等によって、過去に例を見ないスピードで生物種の絶滅が起こってい

ると言われています。多様な生物との共生は、我々人間にとって多くの恵みをもたらしてくれ

ます。本市内には、思川の西側や鬼怒川沿いに広大な田園風景が広がるとともに、台地上には、

この地方の原風景ともいうべき平地林が市街地の周辺に残されています。さらには、市の南西

部に位置する渡良瀬遊水地内には本州以南最大のヨシ原が広がっており、このため、平成２４

年７月３日に渡良瀬遊水地はラムサール条約湿地に登録され、貴重な湿地生態系の保全が重要

な課題となっています。 

これらの農地、平地林、遊水地は、それぞれ独特の景観を形成しているだけでなく、多くの

生物が命を育む貴重な生物生息環境となっています。これらの貴重な生物生息環境を守ること

により生物の多様性を次代に引き継いでいきます。 
 

● 農地は、就農者の高齢化や宅地等への転換等によって年々減少しており、保全が求められ

ています。 

● 平地林は市街地に近接しているまとまった土地であることから、開発圧力が強く、年々減

少しており、保全が求められています。 

● 渡良瀬遊水地は、特殊な環境下において維持されてきた広大なヨシ原を擁する、今や我が

国でも貴重な低層湿原です。渡良瀬遊水地には絶滅危惧種を含む多くの動植物が生息・生育

しており、この環境を守ることが求められています。 

● 河岸や手入れが放棄された平地林では外来種が繁茂し、わが国固有の景観の維持が危惧さ

れています。 

● 生活排水や農薬の流入等により生物の生息が困難な水質状況となっています。 

 

 

どんな取り組みを（具体的な内容） 

平地林は「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用しながら地元住民の協力を得て整備・維

持管理を進めていきます。また、思川の川沿いに残っている緑地については、緑地保全地区の

指定等を検討し、その貴重な自然環境の恒久的な保全を図ります。 

一方、ラムサール条約湿地に登録された渡良瀬遊水地については、治水機能確保を最優先と

したエコミュージアム化、コウノトリ・トキの野生復帰、そして環境にやさしい農業を中心と

した地場産業の推進を「賢明な活用の３本柱」とした「渡良瀬遊水地関連振興５ヶ年計画」を

平成２６年３月に策定し、渡良瀬遊水地の保全と賢明な活用の推進に係る取組を進めています。 
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また、本市では、環境省の地域生物多様性保全活動支援事業の採択を受け、県内の自治体で

は初となる生物多様性地域戦略（生物多様性おやま行動計画）を平成２５年３月に策定しまし

た。平成２６年度からは環境省の生物多様性保全推進支援事業の採択を受け、市域における生

物多様性のシンボルである渡良瀬遊水地第２調節池を中心とした生物多様性の保全に係る取

組を進めています。 
 

●平地林を守る 

平地林保全推進事業／生物多様性おやま行動計画・おやま地域連携保全活動計画推進事業 

●渡良瀬遊水地の保全と賢明な活用 

ラムサール条約湿地登録渡良瀬遊水地の賢明な活用推進事業 

●生物多様性の保全 

生物多様性おやま行動計画・生物多様性おやま地域連携保全活動計画推進事業 

緑の「生態系ネットワーク」の推進事業／環境にやさしい農業推進事業 

●自然豊かな水辺の保全 

公共下水道の整備／農業集落排水施設の整備／浄化槽の整備 

 

どこで（実施場所） 

 

 

 

 

 

 
 

誰と誰が（それぞれの取り組み方） 

取り組み主体 それぞれの取り組み方 
  

市 民 
渡良瀬遊水地の保全活動等の実践 

平地林、河川・水辺の保全活動等の実践 

事 業 者 
渡良瀬遊水地の保全活動等の実践 

平地林、河川・水辺の保全活動等の実践 

市 民 団 体 
渡良瀬遊水地の保全活動等の実践 

平地林、河川・水辺の保全活動等の実践 

教 育 現 場 
各教科、総合的な学習の時間の活用 

渡良瀬遊水地の保全活動等の実践、平地林、河川・水辺の保全活動等の実践 

市 

ラムサール条約湿地登録渡良瀬遊水地の賢明な活用推進事業の推進 

生物多様性おやま行動計画・生物多様性おやま地域連携保全活動計画の推進 

平地林保全推進事業 

  

●平地林を守る 平地林 

●渡良瀬遊水地の保全と賢明な利用の推進 渡良瀬遊水地及び周辺 

●生物多様性の保全 平地林／渡良瀬遊水地／社寺林／田んぼ等 

●自然豊かな水辺の保全 市街地／農村集落／水路等 
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プロジェクト２ ３Ｒの推進・不法投棄対策 

循環型社会の実現に向けて！ 一般廃棄物処理基本計画等の推進 

 

なぜ重要なのか（ねらいや効果） 

ごみ問題は、身近な環境問題であると同時に、なかなか解決されない問題でもあります。身

近な環境問題に重点的に取り組むことにより、ごみ問題の解決を目指すとともに、市民・事業

者がさまざまな環境問題を考えるきっかけとします。 
 

● 近年は事業活動に伴うごみの量が減少傾向にあることから、全体のごみの量（一般廃棄物）

も減少傾向にあり、家庭からのごみの量は横ばいの状況です。健全な循環型社会をつくるた

めにはごみの量を一層減らす必要があります。 

● 平成 25 年 4 月に小型家電リサイクル法が施行され、容器包装や家電、建設、食品、自

動車の各リサイクル法が整い、リサイクルのしくみが整備されました。今後、ごみの減量・

資源化に向け、３Ｒのうち取り組みが遅れているリデュース（減量）・リユース（再利用）

の推進が課題となっています。 

● 思川や平地林は小山の自然環境の象徴的存在ですが、これらの場所に対する不法投棄が後

をたちません。良好な自然環境を持続するためには、不法投棄をなくさなければなりません。 

 

どんな取り組みを（具体的な内容） 

ごみの減量化には、さまざまなアプローチがありますが、最も重要な事項は意識改革です。

そこで、意識改革に重点を置きながら施策を実施します。 

一方、不法投棄については、土地の管理が行き届かず人目につきにくいところで多く発生し

ていることから、平地林や河川敷等の適切な管理を含めて総合的に施策を実施します。 
 

3Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

●家庭ごみの発生量を抑制する 

ごみの分別の徹底／ポスター・パンフレット・広報誌等による啓発／資源化の促進／おやま

エコライフ・プランの推進／有料化の検討 

●事業活動に伴うごみの発生量を抑制する 

ポスター・パンフレット・広報誌等による啓発／有機系廃棄物の有効利用の検討 

●不法投棄をなくす 

不法投棄パトロール等の監視の強化／環境美化に対する意識啓発の強化／平地林保全協定

等による平地林の保全活動の推進／河畔林の適正な管理 
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どこで（実施場所） 

 

 

 

 

 

 

 

誰と誰が（それぞれの取り組み方） 

取り組み主体 それぞれの取り組み方 
  

市 民 
各家庭でのごみの減量化の実践 

エコアップリーダーへの参画 

事 業 者 
各事業所でのごみの減量化の実践 

小山市エコ･リサイクル推進事業所認定制度への参画 

市 民 団 体 

自然観察等各種活動団体 
平地林等の保全活動の実践 

廃棄物減量等推進員 ごみの減量化・資源化の啓発活動 

エコアップリーダー ごみの減量化の実践 

教 育 現 場 ごみ問題の意識啓発 

市 

小山市一般廃棄物処理基本計画の推進 

事業者・市民への啓発活動 

不法投棄パトロールの強化、平地林保全推進事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●３Ｒの推進 家庭・事業所などが協力して 

●事業活動に伴うごみの発生量を抑制する 各事業所 

●家庭ごみの発生量を抑制する 各家庭 

●不法投棄をなくす 平地林・河川敷等不法投棄が行われやすい区域 
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プロジェクト３ 省エネルギー・新エネルギーの推進（温室効果ガス排出抑制） 

環境共生・低炭素都市をめざして！ 小山市地球温暖化対策等の推進 

 

なぜ重要なのか（ねらいや効果） 

地球規模での環境問題の中でも、地球温暖化は早急な対策が求められている問題のひとつで

す。さらに、地球温暖化対策に直接関係する省エネルギーを実践することは、限りある資源で

ある化石燃料の使用量削減にもつながります。このため、本市においても、省エネルギー対策

に重点的に取り組むことが求められます。 

しかし、現在の社会活動を行ううえではエネルギーの使用は避けられません。そこで、再生

可能な太陽エネルギーやバイオマスエネルギー等の新エネルギーの活用も求められます。 
 

● 平成２７年のＣＯＰ２１（パリ協定）での温室効果ガス排出削減の国際的な枠組みづくり

に向けて、わが国は２０３０年までの目標として、２０１３年比２６.３％の削減をめざし

ていくことにしました。 

● パリ協定の実現には、さまざまな分野での省エネルギー化や再生可能エネルギーなどの新

エネルギーの活用が欠かせません。 

● 工場等で消費されるエネルギーはここ数年横ばいであるのに対し、家庭や業務部門等で消

費されるエネルギーは増加傾向にあり、国全体のエネルギー消費の削減には各家庭や事業所

での取り組みが欠かせません。 

 

平成２１年度に実施された市民・事業者の意識調査結果にも、“床や壁への断熱材の利用”

や省エネルギー機器の導入など省エネルギー対策が進められているほか、ＬＥＤ電灯の設置や

太陽光発電、クリーンエネルギー自動車の導入の検討等が表れています。 

このように、市内でも徐々に省エネルギー・新エネル

ギー機器の導入が進んでいますが、地球温暖化の抑制の

ためには、一層の推進が必要です。 

一方、本市の特徴的な自然である平地林は、古くから

薪炭林として活用されてきた歴史があります。そのため、

平地林で生産される木の枝等（木質バイオマス）を活用

することは、生物多様性が維持され、また、不法投棄さ

れにくい環境の実現にもつながります。そのため、平地

林で生産される木質バイオマスの利活用が求められます。 

こうした情勢を踏まえ、市では地域省エネルギービジ

ョンや地域新エネルギービジョン、バイオマスタウン構

想をはじめ、地球温暖化対策実行地域推進計画や小山市

環境保全率先実行計画などを策定し、積極的に取り組み

を進めています。 

  



65 

 

 

 

どんな取り組みを（具体的な内容） 

省エネルギー対策は、すべてのエネルギー消費者の取り組みが欠かせません。そのため、市・

事業者・市民がそれぞれの活動の中でできることに取り組んでいくことが求められます。また、

国の助成等を活用しながら新エネルギーを積極的に導入することが求められます。 
 

●できることから取り組む 

おやまエコライフ・プランの充実 

●計画的に取り組む 

小山市地球温暖化対策地域推進計画の推進／小山市環境保全率先実行計画の充実／小山市

地域省エネルギービジョンの推進／小山市地域新エネルギービジョンの推進／小山市バイ

オマスタウン構想の推進 

●温室効果ガス排出量の少ないエネルギーに切り替える 

太陽光発電システムの導入／バイオマスエネルギーの活用 

 

どこで（実施場所） 

 

 

 

 

 
 

誰と誰が（それぞれの取り組み方） 

取り組み主体 それぞれの取り組み方 
  

市 民 

省エネルギー活動の実践 

エコアップリーダーへの参画 

住宅用太陽光発電システムの導入 

エネルギー効率のよい機器の積極的な導入 

バイオマスの積極的な利活用 

事 業 者 
省エネルギー活動の実践 

ＥＳＣＯ事業の導入 

エコアップリーダー 省エネルギー活動の実践 

教 育 現 場 
地球温暖化や省エネルギー活動に関する意識啓発 

ヨシズの活用による省エネルギー活動の実践 

市 

おやまエコライフ・プランの充実 

小山市バイオマスタウン構想の推進 

新エネルギー機器等設置費補助制度の周知 

小山市環境保全率先実行計画の充実 

地球温暖化対策地域推進計画の推進 

  

●温室効果ガス排出量の少ない 

エネルギーに切り替える 
各家庭、各事業所、市（各庁舎）等、小山市全域 

●できることから取り組む 各家庭、各事業所、市（各庁舎）等、小山市全域 

●計画的に取り組む 各家庭、各事業所、市（各庁舎）等、小山市全域 
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プロジェクト４ おやまエコライフ・プランの充実（環境保全行動の促進） 

協働社会の実現に向けて！ おやまエコライフ・プランへの参加 

 

なぜ重要なのか（ねらいや効果） 

今日の環境問題は、関係するすべてのものの参加によって解決すべき問題となっています。

そこで、本市では市民とともに環境をよくすることを目的として“おやまエコライフ・プラン

（環境保全のための市民行動計画）”を策定するとともに、市民に広く“エコアップリーダー”

としての参加を求め、市民とともに足元からの環境保全行動を推進してきました。 

この活動をさらに充実したものとするため、市内の各小中学校をとおした登録制度“エコキ

ッズ”や、小中学生が夏休みに家族と一緒に取り組む制度“おやまエコファミリー認定事業”

を実施しています。 

さらには、市内で事業活動を行う事業所にも同様の取組に対する参加を求めた“小山市エ

コ・リサイクル推進事業所認定制度”を実施しています。 

これら足元からの環境保全行動は、地道で息の長い活動が求められることから、市民生活に

おける生活環境・快適環境の向上、自然環境・地球環境の保全・向上に向けて、多くの市民と

ともに活動し続けることができるよう、今後も充実していく必要があります。 

 

●生活排水やごみ問題等の身近な環境問題も、地球温暖化といった地球規模での環境問題も、

その問題を解決するためには、一人ひとりのちょっとした心がけが重要となります。 

 

どんな取り組みを（具体的な内容） 

おやまエコライフ・プランでは、３つの行動指針を設定し、求められる行動が示されていま

す。 

●ものを大切にし、ごみの減量化・リサイクルに努めます。 

●身近な環境を保全し、多様な生物との共生に努めます。 

●省・創エネルギーでスマートライフに努めます。 

 

この計画ではエコアップリーダーに登録した市民に「かんたん行動チェックシート」を配布

し、各市民が毎月の行動を記入することにより、１年間の自分の行動結果を確認することがで

きます。また、市ではエコアップリーダーの取り組み状況を毎年集計し、公表しています。 

一方の小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度は、内容が３Ｒの取組と環境保全の取組

に区分されており、大規模小売店舗用とその他の小売店舗用の２種類のチェックシートが作ら

れています。この事業所向けの制度は、取り組み状況に応じて３つのランクに区分して認定す

る制度となっています。 
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●参加を呼びかける 

おやまエコライフ・プランの周知 

小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度の周知 

かんたん行動チェックシートの結果公表 

●みんなで取り組む 

おやまエコライフ・プランへの参加 

小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度への参加 

かんたん行動チェックシートへの記入・提出 

 

どこで（実施場所） 

 

 

 

 

誰と誰が（それぞれの取り組み方） 

取り組み主体 それぞれの取り組み方 
  

市 民 

おやまエコライフ・プランへの参加 

かんたん行動チェックシートへの記入・提出 

エコアップリーダーへの参画 

事 業 者 小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度への参加 

エコアップリーダー 
おやまエコライフ・プランへの参加 

かんたん行動チェックシートへの記入・提出 

市 

おやまエコライフ・プランの周知と参加促進 

かんたん行動チェックシートの結果の公表 

小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度の周知と参加促進 

小山市環境保全率先実行計画の充実 

 

 

  

●参加を呼びかける 市役所及び各支所等 

●みんなで取り組む 小山市全域の各事業所・各家庭・市 
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第 6 章 地域ごとのプロジェクト 
 

 

１．ゾーニング 

２．地域ごとのプロジェクト 
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１．ゾーニング 

 

本市を地形からみると、 

 

 

 

 

 

 

 

に大別できます。これらの３地域は土地利用状況にも特徴を持ち、求められる環境要素も異な

ります。 

以上のことから、これら３地域ごとにゾーンを設け、それぞれに求められる環境像を設定し、

環境像を達成するためのプロジェクトを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾーンニング 

  

① 中心市街地があり、平地林が残されている小山台地地区 

② 思川の西側に広大な水田が広がる思川低地地区 

③ 鬼怒川流域に水田や桑畑が広がる鬼怒川地区 
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２．地域ごとのプロジェクト 

 

小山台地地区 

 

【特徴】 

思川と鬼怒川に挟まれた本市のほぼ中央部に位置し

ています。ゾーンにはＪＲ東北新幹線、ＪＲ宇都宮線

（東北本線）、国道４号が南北に貫通し、国道５０号が

東西に伸びているほか、小山駅を基点としてＪＲ両毛

線が西に、ＪＲ水戸線が東に延びています。この南北

に貫通している鉄道・国道を中心に市街地が形成され

ている一方、周辺部には平地林を開発した工業団地が

広がっています。 

このように本ゾーンは小山の発展とともに開発の波

にさらされていますが、小山の原風景ともいうべき平

地林は、開発に伴って減少しているものの、広い範囲

にわたって残されています。また、６世紀頃のものと

みられる千駄塚古墳、戦国時代に小山氏の居城であっ

た祇園城跡や鷲城跡、関ケ原の合戦直前に開かれた小

山評定跡等の史跡や、須賀神社、安房神社、間々田八

幡宮、白髭神社等の社寺が数多く点在しています。さ

らには小山台地と思川低地との境に続く崖線は、樹齢数百年の古木が茂る林が続き、北部には環境整

備が実施された大沼があり、都市化の進む本ゾーンにも豊かな自然が残されています。 

 

環境上の 

課 題 

開発圧力による平地林の減少 

水路等の水質汚濁 

思川の河川敷などへの外来植物の侵入 

目 標 水と緑と大地に産業が溶け込む、調和の取れたまち 

施 策 

平地林を守るために 平地林の実態把握と保全 

水質をよくするために 公共下水道の整備 

浄化槽の設置 

生活排水対策の周知 

おやまエコライフ・プランの充実 

思川等・みどりを守る

ために 

生物生態系の実態把握 

生物生態系の保全 

水系緑地の保全・活用 

思川の保全、思川の活用 
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思川低地地区 

 

【特徴】 

本市の西部、思川などがつくった低地に位置し、古

くから豊富な水を利用した稲作が盛んで、現在も水田

地帯が広がっています。本ゾーン及びその周辺には、

琵琶塚古墳、摩利支天塚古墳、毘沙門山古墳、下泉古

墳群などの古墳が多く、特に琵琶塚古墳と摩利支天塚

古墳は県内でも最大級のもので、強大な豪族がこの辺

りに住んでいたことがうかがえます。また、近世の文

化を今に伝える祭りも数多く伝承されており、主だっ

たものだけでも、白鳥八幡宮の古式祭礼（日の出祭り）、

胸形神社の花桶かつぎ、篠塚稲荷神社の飾り馬、大川

島神社の弓引き祭りなどがあげられます。豊かな田園

風景が広がる中、前述の神社のほかに、小宅八幡宮、

円満寺、稲荷神社などには社寺林が茂っているほか、

旧家の裏手には防風林が、さらには下生井地区のサイカチの木等の地域のランドマークツリーが各所

に点在しており、変化のある景観を形成しています。また、南部には水系緑地として整備された旧思

川や、豊かな生態系を形成しているラムサール条約湿地登録された渡良瀬遊水地があり、これらは市

民の憩いの場ともなっています。 

このように緑豊かな田園地帯を形成している本ゾーンですが、国道５０号沿線では郊外型の商業施

設の進出が続いているほか、小山南工業団地が造成され、新たな産業の誘致にも力を注いでいます。 

 

環境上の 

課 題 

田畑や農業用水等の農業資源の悪化 

水路等の水質汚濁 

ラムサール条約湿地登録された渡良瀬遊水地の保全と賢明な活用 

目 標 水と緑の大地が育む田園の広がる、ゆとりあるまち 

施 策 

田畑や農業用水等を守

るために 

農業生産基盤の整備 

農業集落の資源・環境の保全 

水質をよくするために 

公共下水道の整備 

農業集落排水施設の整備、浄化槽の設置 

生活排水対策の周知 

おやまエコライフ・プランの充実 

渡良瀬遊水地を活かす

ために 

渡良瀬遊水地の保全と賢明な活用 

ラムサール条約湿地登録渡良瀬遊水地の賢明な活用推進事業 
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鬼怒川地区 

 

【特徴】 

本市の東部、鬼怒川がつくった低地に位置し、古くから豊富な水を利用した稲作が盛んで、現在も

水田地帯が広がっています。さらには、県を代表する伝統工芸品である結城紬の生産地でもあります。 

本ゾーン西部には縄文時代最大級の土木構築物遺構とされている寺野東遺跡があり、その中の環状

盛土遺構は東京ドームの２倍の広さを持つといわれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境上の 

課 題 

田畑や農業用水等の農業資源の悪化 

水路等の水質汚濁 

鬼怒川の河川敷などへの外来植物の侵入 

目 標 水と緑と伝統が息づく大地の広がる、潤いのあるまち 

施 策 

田畑や農業用水等を

守るために 

農業生産基盤の整備 

農業集落の資源・環境の保全 

水質をよくするため

に 

農業集落排水施設の整備 

浄化槽の設置 

生活排水対策の周知 

おやまエコライフ・プランの充実 

鬼怒川等・みどりを守

るために 

生物生態系の実態把握 

生物生態系の保全 

水系緑地の保全・活用 
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第 7 章 環境配慮指針 
 

 

第１節 環境配慮指針の目的 

第２節 開発行為に関する環境配慮指針 

第３節 日常における環境配慮指針 

１．市民の環境配慮事項 

２．事業者の環境配慮事項 

３．市の環境配慮事項 

 

  

第３次  小山市環境基本計画  
中間見直し  
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第１節 環境配慮指針の目的 
 

貴重な環境を将来に継承するため、また、望ましい環境像を実現するためには、市民、事業

者及び市がそれぞれの立場で環境に配慮した行動をとることが重要になります。 

環境配慮指針は、市民、事業者及び市が開発行為や日常生活における環境に対する配慮すべ

き事項を明らかにすることを目的とし、併せて、環境への配慮を要請するものです。 

 

第２節 開発行為に関する環境配慮指針 
 

生態系の微妙な均衡の上に成り立っている自然環境は、一度バランスを崩すと、これを復元

することは極めて困難です。こうした限りある自然環境は、十分な配慮を持って利用すること

が重要になります。 

そのため、環境に対するインパクトが強い開発行為に対して、以下に挙げる考え方に基づい

て、環境への配慮を要請するものです。 

① 生態系の微妙な均衡の上に成り立っている自然環境は、一度バランスを崩すと、これを復元す

ることは極めて困難なことから、自然の豊かな地域における土地利用は、地形、生態系、景観な

どを将来に継承することを念頭に置いて、慎重に行う必要があります。 

② 思川や鬼怒川などは、自然とふれあうことのできる貴重な環境資源です。これらの地域は、世

代を越えた市民共有の財産であることから、将来にわたって自然とふれあえる場として適正に保

全、整備するよう配慮する必要があります。 

③ 田畑や平地林は、水源涵養、洪水調整、大気浄化、国土の保全などの公益的機能や多様な生物

の生息環境としての機能を有するほか、その緑や水辺は私たちにうるおいややすらぎを与えてく

れます。また、歴史的・文化的遺産も同様に心の豊かさを与えてくれます。このため、このよう

な地域の土地利用は、それぞれの地域の特性に十分配慮し、その特性を活かすよう配慮する必要

があります。 

④ 都市域では、既に高度な土地利用が進行しています。こうした都市域の土地利用にあたっては、

良好な環境の保全、創造を図る観点から、幹線道路と住宅地の分離など用途の混在による弊害の

防止に配慮するとともに、街路樹や緑地、水辺などを適正に配置して大気汚染や騒音などの影響

を抑制するような計画的な都市施設の配置、自然的空間の確保に配慮する必要があります。 

 

各事業主体は、次に示す配慮事項の例を参考として、個別の開発行為に応じて具体的な環境

配慮を自発的に行う必要があります。 

配慮事項の例 

●いわゆる典型７公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、土壌汚染）をはじめ

として、電波障害、日照阻害、ビル風などの公害を発生させないように配慮する。騒音、振動な

どがやむを得ず発生する場合には、周囲の環境に影響が出ないように配慮する。 

●構造物の意匠は周囲の景観に配慮したものとする。また、敷地内の緑化に配慮する。 

●埋蔵文化財などの保護に配慮する。 

●建築物に対しては、省資源・省エネルギーシステムの導入を図る。 

●廃棄物のリサイクルを円滑に進めるための施設整備に配慮する。 

●舗装面は最小限とするとともに透水性舗装を導入し、透水性を高め、自然の水循環が保全される

ように配慮する。 

●緑地造成にあたっては、郷土種を採用するとともに、生物の生息しやすい環境づくりに配慮する。 
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第３節 日常における環境配慮指針 
 

市民、事業者及び市は、小山の将来像を実現するために、次に示す配慮事項の例を参考とし

て、日常の活動においてより環境負荷の少ない行動をとる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

１．市民の環境配慮事項 

都市生活型公害、増大する廃棄物問題、地球環境問題など今日の環境問題は、大量生産、大

量消費、大量廃棄といった社会経済システムと、それに支えられた私たちの日常の生活や活動

に深く係わりがあります。このような環境問題を改善し、良好な環境を将来世代に継承してい

くためには、市民一人ひとりが環境にやさしいライフスタイルを確立し、行動することが大切

になります。 

本市では、環境保全のための市民の行動計画として“おやまエコライフ・プラン”を策定し、

市民に対して環境に配慮した行動の実践を推進していますが、この計画に参加していない市民

に対しても、自主的な行動を求めていきます。 

（１）ものを大切にし、ごみの減量化・リサイクルに努めます。 

●ごみ出しは、決められた場所・日時に分別ルールに従って出します。 

●フリーマーケット等を活用した不用品のリユースや地域の資源回収に協力します。 

●エコマーク製品等のような環境にやさしい商品を選ぶように心がけます 

●マイバッグやマイカゴ、段ボール等を使うことで、レジ袋を貰いません。 
 

（２）身近な環境を保全し、多様な生物との共生に努めます。 

●調理くずや廃食用油等はリサイクルか燃やすごみに出し、排水口には流しません。 

●生活排水の処理は環境への負荷が少ない処理方法を選ぶようにします。 

●食器洗いや洗濯の時に、洗剤を使い過ぎないように気をつけます。 

●庭木や生け垣、ベランダなどで家庭の緑化に努めます。 
 

（３）省・創エネルギーでスマートライフに努めます。 

●照明の消し忘れや給湯器の沸かしたままでしばらく使わないといった行為を無くします。 

●電気製品の待機電力を削減するように努めます。 

●太陽光や風等といった自然の恵みを活用し、冷暖房や照明の使用時間の削減に努めます。 

●暖房は 20℃、冷房は 28℃を目安に設定します。 

●カーテンやブラインド、よしず等を使用することで、冷暖房効果を高めます。 

●着衣の厚着や薄着を使いこなし、体感温度の微調整に努めます。 

１ 市民の環境配慮事項 

２ 事業者の環境配慮事項 

３ 市の環境配慮事項 －率先事項計画の充実－ 
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２．事業者の環境配慮事項 

地球環境問題の高まりの中で、事業者は、地域社会の一員として、積極的に環境保全に取り

組むことが求められています。 

本市では、３Ｒ及び省エネルギーの推進をはじめとする環境保全活動を示した“小山市エ

コ・リサイクル推進事業所認定制度”を制定し、事業者に対して環境に配慮した行動の実践を

推進していますが、この制度に参加していない事業者に対しても、自主的な行動を求めていき

ます。 

 

（１）大規模小売店舗（店舗面積 1,000㎡超） 

① ３Ｒの取組 

●一般廃棄物の種類、量、処分方法及び減量計画を市に報告し、３Ｒの推進に努める 

●簡易包装の実施（声かけ運動等） 

●マイバッグ運動の推進（ポイントカードの導入等） 

●レジ袋配布の抑制（レジ袋有料化） 

●ばら売り、量り売りの推進 

●詰め替え製品・リターナブル容器入り製品の積極的な販売 

●業務用生ごみ処理機の設置 

② 環境保全の取組 

●省エネルギー型設備機器を導入する 

●低公害車、低燃費車の導入 

●冷暖房時の店舗内温度適正化の徹底 

●新エネルギーを利用した設備の導入 

●店舗内外の緑化推進 

●地域の美化活動（全市一斉清掃等）への参加 
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（２）その他の小売店舗 

① ３Ｒの取組 

●店舗から出るごみの分別を徹底し、資源物のリサイクルを実施する 

●簡易包装の実施（声かけ運動等） 

●マイバッグ運動の推進（ポイントカードの導入等） 

●レジ袋配布の抑制（レジ袋有料化） 

●ばら売り、量り売りの推進 

●詰め替え製品・リターナブル容器入り製品の積極的な販売 

●業務用生ごみ処理機の設置 

② 環境保全の取組 

●冷暖房時は店舗内の温度の適正化を徹底する 

●低公害車、低燃費車の導入 

●新エネルギーを利用した設備の導入 

●ブラインド・カーテン等の適切な使用による冷暖房負荷の軽減 

●店舗内外の緑化推進 

●地域の環境美化活動（全市一斉清掃等）への参加 

 

（３）事務所 

① ３Ｒの取組 

●事務所から出るごみの分別を徹底し、資源物のリサイクルを実施する 

●事務用品の使用量削減 

●用紙類の使用量の削減 

●使用済封筒の再使用 

●使い捨て製品（紙コップ・ペーパータオル・割り箸等）の使用自粛 

●事務所内にごみ分別回収ボックスを設置 

●廃棄物管理責任者等の設置 

② 環境保全の取組 

●冷暖房時は事務所内の温度の適正化を徹底する 

●低公害車、低燃費車の導入 

●新エネルギーを利用した設備の導入 

●ブラインド・カーテン等の適切な使用による冷暖房負荷の軽減 

●事務所内外の緑化推進 

●地域の環境美化活動（全市一斉清掃等）への参加 
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３．市の環境配慮事項 

市は、市内でも指折りの事業体であり、エネルギーや資源の消費、廃棄物の排出さらに自然

環境の改変など、その活動は、環境に大きな影響を及ぼしています。そのため、市民や事業者

に率先して環境に配慮した行動をとる必要があります。 

そこで、市では、市の施策や事業、あるいは職員の日常の行動を環境に配慮するものとする

ために策定した“小山市環境保全率先実行計画”を一層推進しています。 

 

（１）庁舎内での環境配慮の例 

●給湯室、トイレなど断続的に使用する箇所の照明は、使用の都度、点灯する 

●昼休み（食事後）、退庁時等の照明の消灯を徹底する 

●公用車の保有台数の適正化と低公害車・低燃費車の導入を図る 

●徒歩・共用自転車による市内出張を促進する 

●クールビズ・ウォームビズを徹底する 

 

（２）建設・建築工事にあたっての配慮事項の例 

●エネルギーの有効利用を念頭に置いた設計を推進する 

●雨水貯留タンク等の導入による雨水利用を検討する 

●建築物・構造物等は周辺の景観との調和を図る 

●敷地内の緑化に努める 

●建設時においては環境負荷の少ない工法を採用する 

●建設副産物の再利用を促進する 
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第 8 章 計画の総合的推進 
 

 

第１節 計画の進行管理 

第２節 計画推進を支える制度 

第３節 財源の確保 
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第１節 計画の進行管理 
 

前章までに、望ましい環境像を実現するための環境に関わる施策や環境配慮指針を提示して

いますが、その実効性を確保していくためには、各計画の進行管理が重要になります。 

そのために、小山市環境基本条例に掲げられた各制度のもとで、それぞれの計画の進行状況

を管理し、これらの状況を広く市民に公表するとともに、望ましい環境像を実現するための必

要な措置を講じます。 

 

①年次報告制度（小山市環境基本条例第１０条） 

小山市環境基本計画の目標を達成するため、市域の環境の現状、環境の保全に関して行った

施策などについて年次報告書を作成し、市民に公表します。また、市民は年次報告書について

意見書を提出することができます。 

 

②環境審議会（同第１６条） 

市域における環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、小山市環境審議会を設置

しています。 

 

③環境調整委員会（同第１７条） 

環境行政の実効的かつ体系的な推進を図るため、小山市環境調整委員会を設置しています。 
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第２節 計画推進を支える制度 
 

望ましい環境像の実現を目指して、小山市環境基本計画に掲げられた施策や環境配慮指針な

どに対して、各主体が積極的に行動を起こすことができる体制をとるため、小山市環境基本条

例に掲げられた以下の制度の充実を図ります。 

 

① 市民行動計画の推進（同第９条） 

市民一人ひとりが実践すべき事項を示した“おやまエコライフ・プラン（環境保全のための

市民行動計画）”を推進します。 

 

② 規制などの措置（同第１１条） 

公害の防止、生活排水の改善、廃棄物の排出抑制、景観の保全など環境の保全上の支障を防

止するため、必要な指導、助言、規制などを行います。 

 

③ 経済的措置（同第１２条） 

生活排水処理、廃棄物の減量、緑の保全・活用などの環境の保全に資する施設の整備などを

行う人または団体に対して、助成その他の必要な措置を行うように努めます。 

また、環境への負荷の原因となる行動をとる人または団体に対して、環境への負荷の低減を

図るため必要であると認めるときは、経済的負担を課すことができます。 

 

④ 環境教育、学習の推進（同第１３条） 

事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともに、環境保全に関する行動を行

う意欲が増進されるようにするため、環境の保全に関する教育及び学習の振興、環境の保全に

関する広報活動の充実を図ります。 

 

⑤ 市民活動への支援（同第１４条） 

事業者、市民及び市民団体などが行う環境の保全及び創造に資する自発的な活動が促進され

るように必要な措置を講じます。また、環境保全に関する情報・技術などの提供に努めます。 

 

⑥ 監視、測定等（同第１５条） 

環境の状況を的確に把握し、環境の保全に関する施策を的確に実施するために必要な監視測

定などの体制の整備に努めます。また、把握した環境の状況は公表します。 
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第３節 財源の確保 
 

望ましい環境像の実現を目指して、環境に関わる各施策を遅滞なく実施し、各主体が環境配

慮指針に沿った行動をとるために、財政的措置を講じるとともに、新たな基金制度を検討する

など、市、事業者、市民が一体となって必要な財源の確保に努めるものとします。 

また、良好な環境の保全・創造に関する費用負担のあり方や経済的手段の導入などについて

検討を行います。 
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付属資料 

１ 環境基準等 

２ 用語集 

参考資料 

１ 中間見直し経過及び諮問・答申 

２ 環境基本計画策定関係組織 

３ 小山市環境基本条例 
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付属資料 

１ 環境基準等 

１ 大気環境 

（1）大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件（設定年月日等） 

二酸化いおう 
（ＳＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、 

かつ、１時間値が 0.1ppm 以下であること。 

一酸化炭素 
（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、 

かつ、１時間値の８時間平均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質 
（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3以下であり、 

かつ、１時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

二酸化窒素 
（ＮＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内 

又はそれ以下であること。 

光化学オキシダント 
（ＯＸ） 

１時間値が 0.06ppm 以下であること 。 

備考 
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 
2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。 
3.二酸化窒素について、1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則と
してこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 

4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質
（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。） をいう。 

 

（2）ダイオキシン類に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

ダイオキシン類 1 年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 

備考 
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。 
2.大気の基準値は、年間平均値とする。 

 

（3）微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

微小粒子状物質 
１年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、 

１日平均値が 35μg/m3以下であること。 

備考 
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。 
2.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μｍの粒子を 50％の割合で分離できる分
粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 
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２ 騒音に係る環境基準 

（1）騒音に係る環境基準 

地域の類型 
基準値 

昼間（6時から 22時まで） 夜間（22 時から翌日 6 時まで） 

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

道路に面する地域の環境基準は、上表によらず次表に掲げる基準による 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域
及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

幹線交通を担う道路に近接する空間の特例（注） ７０デシベル以下 ６５デシベル以下 

（注） 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め
られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシベル以下、夜間にあっては４０デ
シベル以下）によることができる。 

 

（2）新幹線鉄道騒音に係る環境基準 

地域の類型 基準値 

Ⅰ 70 デシベル以下 

Ⅱ 75 デシベル以下 

 

（3）道路交通振動に係る要請限度 

振動規制法の区域 
基準値 

昼間（7時から 20時まで） 夜間（20 時から翌日 7 時まで） 

第１種 65 デシベル 60 デシベル 

第２種 70 デシベル 65 デシベル 

 

騒音・振動の類型及び区域にあてはめる地域 

騒音の環境基準
に係る類型 

新幹線鉄道騒音
に係る類型 

用途地域（都市計画法第 8条） 
振動規制法に係る 

指定区域 

ＡＡ － 小山市内には該当地域なし － 

Ａ 

Ⅰ 

第一種・第二種低層住居専用地域 

第１種 
第一種・第二種中高層住居専用地域 

Ｂ 
第一種・第二種住居地域 

準住居地域 

Ｃ 
Ⅱ 

近隣商業地域 

第２種 
商業地域 

準工業地域 

工業地域 

－ 
用途地域の定めのない地域 

－ 
－ 工業専用地域 

備考 
1.新幹線鉄道騒音の指定地域は、軌道中心線から 300 メートル以内の区域 
2.用途地域の定めのない地域及び工業専用地域は栃木県生活環境の保全等に関する条例による用途地域区分 
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３ 土壌環境 

（1）土壌汚染に係る環境基準 

項目 環境上の条件 

カドミウム 
検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米１

kg につき 0.4 ㎎以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液１Ｌにつき 0.05mg 以下であること。 

砒（ひ）素 
検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）にお

いては、土壌１kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液１Ｌにつき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌１kg につき 125mg 未満である

こと。 

ジクロロメタン 検液１Ｌにつき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液１Ｌにつき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液１Ｌにつき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.1mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液１Ｌにつき１mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液１Ｌにつき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液１Ｌにつき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液１Ｌにつき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液１Ｌにつき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液１Ｌにつき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液１Ｌにつき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液１Ｌにつき１mg 以下であること。 

備考 
1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては別に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うも
のとする。 

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係
る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそ
れぞれ地下水１Ｌにつき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び１mg を超えていない場合
には、それぞれ検液１Ｌにつき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び３mg とする。 

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の
定量限界を下回ることをいう。 

4.有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 
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（2）ダイオキシン類に係る環境基準 

媒体 基準値（2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン毒性換算値） 

ダイオキシン類（土壌） 1,000pg-TEQ／g 以下 

備考 
1.環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適
用しない。 

2.土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、
ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この
表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）
に２を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方
法により測定した値とみなす。 

3.土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ／ｇ以上の場
合 簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-ＴＥＱ／g 以上の場合）には、
必要な調査を実施することとする。 

 

 

４  悪臭 

（1）敷地境界線の規制基準（１号基準） 

規制地域 臭気指数 

第一種・第二種低層住居専用地域 

第一種・第二種中高層住居専用地域 

第一種・第二種住居地域 

商業地域 

近隣商業地域 

準工業地域 

15 

工業地域 

工業専用地域 
18 

備考 
1.臭気指数＝10×Log（臭気濃度） 

 

（2）煙突等の気体排出口の規制基準（２号基準） 

気体排出口の規制基準は、気体排出口から拡散した臭気の地表上での最大着地濃度が、第１号規

制基準を超えないように定め、排出口の高さが１５メートル以上の場合は臭気排出強度、１５メー

トル未満の場合は臭気指数を指標とし、それぞれの算出式にて値を算出する。 

 

（3）排出水の規制基準（３号基準） 

排出水に係る臭気指数規制基準は、排出水から拡散した臭気の地上１.５ m の高さでの最大濃度

が、事業場の敷地境界線における規制基準を超えないよう「１号規制基準＋16」の算出式を用い、排

出水の臭気指数の許容限度を定める。 

臭気指数の算定の方法は環境庁告示「臭気指数及び臭気排出強度の算定方法」に定める三点比較

式フラスコ法とする。 
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５ 水質汚濁 

（1）人の健康の保護に関する環境基準 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg／L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg／L 以下 

六価クロム 0.05mg／L 以下 

砒素 0.01mg／L 以下 

総水銀 0.0005mg／L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg／L 以下 

四塩化炭素 0.002mg／L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg／L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg／L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg／L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン １mg／L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg／L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg／L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg／L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg／L 以下 

チウラム 0.006mg／L 以下 

シマジン 0.003mg／L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg／L 以下 

ベンゼン 0.01mg／L 以下 

セレン 0.01mg／L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg／L 以下 

ふっ素 0.8mg／L 以下 

ほう素 1mg／L 以下 

１，４−ジオキサン 0.05mg／L 以下 

備考 
1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 
2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界
を下回ることをいう。 
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（2）生活環境の保全に関する環境基準【河川（湖沼を除く。）】 

ア 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値（年間平均値） 

水素イオン 

濃度 

(ｐＨ) 

生物化学的 

酸素要求量 

(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 

 

(ＳＳ) 

溶存酸素量 

 

(ＤＯ) 

大腸菌 

群数 

ＡＡ 

水道１級 
自然環境保全及びＡ以
下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

１mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100mL 以下 

Ａ 

水道２級 
水産１級 
水浴及びＢ以下の欄に
掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

２mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

Ｂ 

水道３級 
水産２級 
及びＣ以下の欄に掲げ
るもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

３mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

５mg/L 

以上 

5,000MPN/ 

100mL 以下 

Ｃ 

水産３級 
工業用水１級 
及びＤ以下の欄に掲げ
るもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

５mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

５mg/L 

以上 
− 

Ｄ 

工業用水２級 
農業用水及びＥの欄に
掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

８mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

２mg/L 

以上 
− 

Ｅ 
工業用水３級 
環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10mg/L 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

２mg/L 

以上 
− 

備考 
1.農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上 7.5以下、溶存酸素量 5mg/L以上とする。 

イ 

項目 
 
 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値（年間平均値） 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 
直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸及びその塩 

生物 
Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温域を好
む水生生物及びこれらの餌生物が生息
する水域 

0.03mg/L 
以下 

0.001mg/L 
以下 

0.03mg/L 
以下 

生物 
特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲
げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は
幼稚仔の生育場として特に保全が必要
な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.0006mg/L 
以下 

0.02mg/L 
以下 

生物 
Ｂ 

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生
生物及びこれらの餌生物が生息する水
域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.05mg/L 
以下 

生物 
特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物
Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁
殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域 

0.03mg/L 
以下 

0.002mg/L 
以下 

0.04mg/L 
以下 

 

  



90 

 

 

（3）地下水水質の環境基準 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg／Ｌ以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg／Ｌ以下 

六価クロム 0.05mg／Ｌ以下 

砒素 0.01mg／Ｌ以下 

総水銀 0.0005mg／Ｌ以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg／Ｌ以下 

四塩化炭素 0.002mg／Ｌ以下 

塩化ビニルモノマー 0.002mg／Ｌ以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg／Ｌ以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg／Ｌ以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg／Ｌ以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg／Ｌ以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg／Ｌ以下 

トリクロロエチレン 0.01mg／Ｌ以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg／Ｌ以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg／Ｌ以下 

チウラム 0.006mg／Ｌ以下 

シマジン 0.003mg／Ｌ以下 

チオベンカルブ 0.02mg／Ｌ以下 

ベンゼン 0.01mg／Ｌ以下 

セレン 0.01mg／Ｌ以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg／Ｌ以下 

ふっ素 0.8mg／Ｌ以下 

ほう素 1mg／Ｌ以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg／Ｌ以下 

備考 
1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする｡ 
2.「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界
を下回ることをいう。 

 

（4）ダイオキシン類に係る環境基準 

媒体 基準値（2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン毒性換算値） 

ダイオキシン類（水質（底質を除く）） 1pg-TEQ／g 以下 

ダイオキシン類（水質の底質） 150pg-TEQ／g 以下 

備考 
1.水質の汚濁に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。 
2.水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 
3.水質（水底の底質を除く）の基準値は、年間平均値とする。 
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６ 放射能対策 

（1）空間放射線量率 

項目 暫定基準値 

空間線量率 0.23μSv/ｈ（マイクロシーベルト毎時）以下 

備考 
Ｓｖ（シーベルト）は、放射線による人体への影響の大きさを表す単位 

基準値算出の考え方 

国（環境省）が示す福島原発事故により増加した追加被ばく線量の上限が年間 1ｍSvであることから、以下のように算出 

 1000μSv/年÷((8時間＋16時間×0.4) ×365日)=0.19μSv/時間 －① 

 (1ｍSv＝1000μSv，1日のうち屋外に 8時間、屋内（遮へい効果 0.4）に 16時間滞在すると仮定)  

自然界の大地からの放射線量が年間 0.38マイクロシーベルトであることから、以下のように算出 

 380μSv/年÷(24時間×365日)=0.04μSv/時間 －② 

したがって、空間線量率の総和は、①＋②=0.23μSv/時間 

 

（2）食品の放射性セシウム 

食品群 基準値（セシウム 134 及びセシウム 137の総和の量） 

一般食品 100Bq（ベクレル）/kg 以下 

乳児用食品 50 Bq（ベクレル）/kg 以下 

牛乳 50 Bq（ベクレル）/kg 以下 

飲料水 10 Bq（ベクレル）/kg 以下 

備考 
1.Bq（ベクレル）：放射性物質が放射線を出す能力の強さを表す単位 
2.表示内容により、乳児向けの食品と認識されるものは、「乳児用食品」の区分に含む。 
3.消費者から牛乳と同類の商品と認識されている乳飲料(牛乳や加工乳にビタミン類やミネラル類を添加したもの)は、
「牛乳」の区分に含む。 

4.乳酸菌飲料、ヨーグルトなどの発酵乳、チーズなどは「一般食品」の区分に含む。 
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２ 用語集 

ＩＣＴ Information and Communication Technology の略称で、情報通信技術のこと。
コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービ
スなどの総称。IT（情報技術）のほぼ同義語。 

アメニティ 豊かな緑、さわやかな空気、静けさ、清らかな水辺、美しい町並み、歴史的な雰囲
気など、身の回りのトータルな環境の快適さのこと。快適環境と訳される。 

ウォームビズ 暖房時のオフィスの室温を 20℃にした場合でも、ちょっとした工夫により「暖か
く効率よく働くことができる」というイメージをわかりやすく表現した、秋冬の新
しいビジネススタイルの愛称。重ね着をする、暖かい食事を摂る、などがその工夫
例。 

エコマーク 環境への負荷が少なく、あるいは環境の改善に役立つ環境に優しい製品を示すマー
ク。消費者が環境的によりよい商品を選択するときの基準となるように導入され、
1990 年 2 月にスタートした。メーカーや流 業者の申請を受けて、環境省所管の
（財）日本環境協会が審査し、認定された商品にはマークをつけることが許される。 

エコミュージアム エコロジー（生態学）とミュージアム（博物館）とをつなぎ合わせた造語。1971
年、フランスのアンリ・リビエールが、「行政と地域住民が一体となって地域の自然
環境と生活文化をそのまま野外展示物として保存育成し探求すること」を提唱した。
この考え方は、日本ではエコミュージアム構想と呼ばれ、地域全体を博物館に見立
てて保全し、活用する活動が各地で展開されている。 

ＮＰＯ(ＮＰＯ法人) Nonprofit Organization 又は Not-for-Profit Organization の略称で、非営利団
体のことを言う。一般的には、非営利での環境保全などの社会貢献活動や慈善活動
を行う市民団体を指す。ＮＰＯ法人は、1998 年に成立した特定非営利活動促進法
により法人格を得た団体（特定非営利活動法人）のことを指す。 

オープンスペース 建築物のない一定の地域的広がりのある空間のことで、植生や水面などの状態から，
環境の質的向上、延焼防止や遊水機能などの災害の緩和、住民のレクリエーション
などの需要に応えるものを言う。都市内では建物の建ってない緑地や空き地、遊び
場などの空間もいう。 

化学物質 化学物質とはあらゆる物質を構成している成分のことで、私たちの身の回りにある
すべてのものが化学物質でできているといえる。人は昔から、天然に存在する化学
物質を利用してきましたが、今日では生活を便利にするため、多くの新しい化学物
質を作り出し利用しており、私たちの生活は、プラスチック、合成繊維、医薬品、
農薬、洗剤、塗料、ハイテク材料などの化学物質によって支えられている。 

環境基準 環境基本法第 16 条に基づいて政府が定める、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とされる環境保全行政上の目標。現在、
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音に関する環境基準が定められている。なお、
ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特 措置法を根拠として、大気汚染、
水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定められている。 

京都議定書 1997 年 12 月京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）で
採択された議定書。先進各国の温室効 ガスの排出 について法的拘束力のある数値
目標が決定されるとともに、排出 取引、共同実施、グリーン開発メカニズムなどの
新たな仕組みが合意された。2005 年２月に発効。 

クールビズ 冷房時のオフィスの室温を 28℃にした場合でも、「涼しく効率的に格好良く働くこ
とができる」というイメージをわかりやすく表現した、夏の新しいビジネススタイ
ルの愛称。「ノーネクタイ・ノー上着」スタイルがその代表。 

ＣＯＰ 気候変動枠組条約締約国会議のこと。Conference of Parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change の略。1992 年、大気中
の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標とする「国連気候変動枠組
条約」が採択され、同条約に基づき、国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）が
1995 年から毎年開催されている。 
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サイクル＆バスライド 郊外部のバス停の近くに駐輪場を設け、そこでバスに乗り換えてもらうことで自動
車利用を抑制する方策。駐車場を設けて車からバスに乗り換えることをパーク＆バ
スライドという。 

再生可能エネルギー 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。太陽光や太陽
熱、水力（ダム式発電以外の小規模なものを言うことが多い）や風力、バイオマス
（持続可能な範囲で利用する場合）、地熱、波力、温度差などを利用した自然エネル
ギーと、廃棄物の焼却熱利用・発電などのリサイクルエネルギーを指す。 

３Ｒ サンアールまたはスリーアールという。「ごみを出さない」「一度使って不要になっ
た製品や部品を再び使う」「出たごみはリサイクルする」という廃棄物処理やリサイ
クルの優先順位のこと。「リデュース（Reduce＝ごみの発生抑制）」「リユース
（Reuse＝再使用）」「リサイクル（Recycle＝再資源化）」の頭文字を取ってこう呼
ばれる。「循環型社会形成推進基本法」は、この考え方に基づき、廃棄物処理やリサ
イクルの優先順位を（1）リデュース、（2）リユース、（3）リサイクル、（4）熱回
収（サーマルリサイクル）、（5）適正処分―と定めている。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」という場合もある。 

臭気指数 臭気を感知しなくなるまで希釈した場合の希釈倍数の対数を 10 倍した値で、悪臭
防止法（1971）及び同法施行規則により定義されている。同法による発生源の規
制は、法制定当初から『特定悪臭物質』の濃度により規制する方法がとられてきた
が、1995 年改正により人の嗅覚を用いて判定する方法として、臭気指数規制が追
加して導入された。同法に基づく規制基準は、『臭気強度』2.5～3.5 の範囲に相当
する『特定悪臭物質』の濃度の範囲で都道府県知事が規制地域と規制基準を定める
こととされているが、臭気指数に関する規制については、この悪臭強度 2.5～3.5
の範囲に相当する臭気指数として 10～21 の範囲内と定められている。  

住区基幹公園 地域住民が日常的に身近に利用できるように、住民の生活行動圏域に配置される比
較的小規模な公園で、街区公園、近隣公園、地区公園に区分される。 

新エネルギー 石炭・石油などの化石燃料や核エネルギー、大規模水力発電などに対し、新しいエ
ネルギー源や供給形態の総称で、自然ネルギーなど再生可能エネルギーも含まれる。 

水素イオン濃度(pH) 水中の水素イオン濃度をその濃度の逆数の常用対数で示したもので、水がアルカリ
性か酸性かを示す指標である。pH＝７が中性、pH＞７がアルカリ性、pH＜７が酸
性である。 

スマートライフ 無駄な部分や余計な部分がなく、洗練されている生活・暮らしなどを意味する表現。
資源やエネルギーを無駄にしなく、有効に利用する賢い生活・暮らしを言う。 

生物学的酸素要求 (BOD) 水質汚濁の指標のひとつ。水中にいる微生物が、一定時間内に水中の有機物を分
解するために消費する溶存酸素のこと。数値が小さいほど水中の有機物が少なく水
質がよい。河川の汚れの度合いを示すものとしてよく用いられる。 

生物多様性 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す。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。<地球環境問題：●生物多様性の減少>参照。 

ダイオキシン ダイオキシンは、非常に毒性が強く、人間が作り出した最強最悪の毒物といわれる。
化学構造により約 200 種以上あり、これらを総称してダイオキシン類という。ダ
イオキシン類は、炭素・酸素・水素・塩素を含んだものが燃やされることで非意図
的に生成され、催奇形性、発ガン性、免疫異常、内臓障害を起こす。 

地域コミュニティ 「コミュニティ」とは、一 的に共同体または地域社会と訳され、その中でも地域コ
ミュニティは、特に地域の結びつきが強く、地域性を持った集団のことをいう。 

地球環境問題 

●地球の温暖化 二酸化炭素やメタン等は熱を吸収しやすい物質で、「温室効果ガス」と呼ばれている。
人間活動に伴いこれらの温室効果ガスが大気中に大量に放出されており、地球が温
暖化する恐れが生じている。 
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●オゾン層の破壊 オゾン層は太陽からの有害な紫外線の多くを吸収し、地上の生態系を保護する役割
を果たしている。しかし、冷蔵庫、クーラーなどの触媒やプリント基板の洗浄剤と
して使用されてきたフロンなどの化学物質が大気中に排出されたことで、オゾン層
の破壊が進んでいる。 

●酸性雨 主として石油や石炭などの化石燃料の燃焼によって生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物
等の物質が大気中で硫酸や硝酸に変化し、これを取り込んで生じる pH の低い雨や
霧のこと。 

●森林の減少 自然の回復力を超える樹木の伐採により森林が減少もしくは存在しなくなる状況の
こと。土壌栄養分の流亡や洪水、崖崩れを引き起こすことがあるのをはじめ、陸上
生態系の安定性を低下させることになる。 

●生物多様性の減少 人為的な影響を強く受けて、生物の多様性が減少すること。直接的な原因は、過度
の捕獲・採取、汚染物質の環境への放出、外来生物種の侵入による捕食・競合・交
雑、生息・生育環境の改変などが挙げられる。また、今後、温暖化の気候変動やそ
の他さまざまな地球環境問題が生物多様性に影響を与えてくることが懸念されてい
る。また、これらの現象が引き起こされる背景には、南北問題に代表される貧困、
人口の増加による資源消費量の増加や社会的・政治的・経済的な要因などもある。 

●海洋汚染 海域や海水が人間の活動によって排出された物質（廃棄物）で汚染されること。海
域は広大であることから一見無害に思えても、ゆっくりと着実に汚染が進行してい
ることがあり、海洋生態系に深刻な影響を及ぼしている。 

●有害廃棄物の越境移動 廃棄物が国境を越えて発生国以外に運ばれることであり、廃棄物の発生国におけ
る処理コストの上昇や処分容量の不足に伴い、行われるようになった。この問題は、
その発生のメカニズムから、廃棄物の有害性が極めて高い場合や、移動先において
適切な処理・処分がなされない場合が多いことなど、深刻な環境汚染につながる事
例が多い。 

●砂漠化 乾燥地域や半乾燥地域などで、気候変動や人為的な原因で、土地が劣化し、植物が
育たなくなり砂漠の面積が拡大していくこと。砂漠化による生産力の低下で食料不
足が起こり、民族間の対立の原因にもなっている。 

●開発途上国の公害問題 開発途上国のなかでも工業化や人口の増大・都市集中が進んでいる地域で顕在化
している公害問題のこと。これらの国で発生している公害問題は、地球全体で見た
場合、局所的な問題とは言えなくなってきている。 

 

低公害車 既存のガソリン自動車やディーゼル自動車に比べ、窒素酸化物や二酸化炭素などの
排出 の少ない自動車。地球温暖化、地域大気汚染の防止の観点から、世界各国で技
術開発、普及が進められている。 

デマンドバス 定まった路線を走るのではなく、利用者の呼出しに応じることにより適宜ルートを
変えて運行されるバスのこと。 

特定建設作業 騒音規制法及び振動規制法に基づいて指定された、著しい騒音や振動を発生する建
設作業をいう。騒音規制法では、くい打ち機や削岩機等を使用する作業等の 8 種類
の作業が、また、振動規制法では、くい打ち機やブレーカーを使用する作業等の 4
種類の作業が指定されている。騒音規制法や振動規制法に基づき指定された指定地
域内では、このような作業を含む建設工事を実施する場合には事前に市町村長に届
出が必要となるなどの規制がなされている。 

特定工場 騒音規制法では、金属加工機械、空気圧縮機等の 11 種類の施設が、また、振動規
制法では、金属加工機械、破砕機等の 10 種類の施設が、著しい騒音や振動を発生
する特定施設として指定されている。このような特定施設を設置している工場・事
業場を特定工場と言い、騒音規制法や振動規制法に基づき指定された指定地域内に
存在する特定工場に対しては、騒音や振動の規制基準を遵守すること等の規制がな
されている。 

日平均の２％除外値 二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質の大気環境基準との適合状況を判断す
る上で用いる指標。年間 365 日分の日平均値のデータを大きい順に並べ、上から
２％番目の値により判断する。 
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日平均値の年間 98％値 二酸化窒素の大気環境基準との適合状況を判断する上で用いる指標。年間 365 日
分の日平均値のデータを小さい順に並べ、下から 98％番目の値により判断する。 

バイオマス もともとは、生物（bio）の量（mass）のこと（Biomass）であるが、今日では再
生可能な、生物由来の有機性エネルギーや資源（化石燃料は除く）をいうことが多
い。基本的には草食動物の排泄物を含め 1 年から数十年で再生産できる植物体を起
源とするものを指す。エネルギーになるバイオマスの種類としては、木材、海草、
生ゴミ、紙、動物の死骸・糞尿、プランクトンなどの有機物がある。（EIC より） 

バリアフリー 対象者である障害者を含む高齢者等の社会的弱者が、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、若しくは具体
的に障害を取り除いた事物および状態を指す用語。 

ビオトープ bio（命）と topos（場所）を合わせた造語で、生物群集の生息空間を示す言葉。生
物空間、生物生息空間ともいう。転じて、生物が住みやすいように環境を改変する
ことを指すこともある。 

浮遊物質(SS) 水中に浮遊している物質 を表したもので、水中の濁りの度合いを示すものである。
数値が小さいほど水中の濁りが少なく水質がよい。 

フロン 炭化水素の水素を塩素やフッ素で置換した化合物（CFC、HCFC、HFC）の総称。
これらの物質は、化学的に安定で反応性が低く、ほとんど毒性を有しない、揮発性
や親油性などの特性を持ち、冷蔵庫などの冷媒、半導体などの精密部品の洗浄剤、
スプレーの噴射剤などとして幅広く使用されてきた。しかし、特定の種類のフロン
は大気中ではほとんど分解されずに成層圏に達し、そこで塩素を放出してオゾンを
酸素原子に分解することがわかり、オゾン層の破壊が地球環境問題となった。この
ため、オゾン層の保護に関するウィーン条約やオゾン層を破壊する物質に関するモ
ントリオール議定書により規制が進められることとなった。 

モーダルシフト トラックによる幹線貨物輸送を、環境負荷がより少なく、大 輸送が可能な海運また
は鉄道に転換すること。 

ユビキタス ユビキタス（ubiquitous）とは「時間」や「場所」や「人」を選ばず、意識するこ
となく溶け込んでいる状態そのものを意味するが、特に IT 分野の用語として広く定
着している。ユビキタスコンピューティングとは、1980 年代に東京大学の坂村健
が TRON プロジェクトの中で提唱した「どこでもコンピュータ」の概念をきっかけ
として生み出された構想である。人間社会のあらゆるデバイスにコンピュータが内
臓され、それらが自律的に機能することで人間の生活を補助・向上させることを目
標としている。 

溶存酸素(DO) 水中に溶解している分子状の酸素を示したもの。有機性の汚濁物質が河川等の水域
へ流入すると、汚濁物質が微生物により分解される過程で水中の溶存酸素が消費さ
れることから、有機汚濁の指標として用いられる。但し、湖沼等の閉鎖性水域では、
水中の植物プランクトン等の働きによって、過飽和となる場合もある。 

ラムサール条約 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約をいう。条約が採択され
たイランの町名にちなんでラムサール条約と呼ばれる。締約国が国際協力により湿
地の保全や賢明な利用（ワイズユース＝wise use）を進めることが目的。締約国に
は、国際的に重要な湿地の登録や、登録地の保全と国内湿地の適正利用促進計画の
作成、湿地管理者への研修の促進、国際協力の推進などが求められる。1971 年採
択、1975 年発効。 

リスク(環境リスク等) 人為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リスクと
して捉える観点もある。 
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参考資料 

１ 中間見直し経過及び諮問・答申 

 

（1）中間見直し経過 

第３次小山市環境基本計画の見直しにあたっては、平成２７年１２月１４日に小山市環境審

議会に諮問し、１２月１４日及び平成２８年２月１８日の２回の審議を経て、答申を受けまし

た。 

また、庁内からの意見を受けるとともに、平成２８年２月２２日から３月１日までの期間で

本計画（素案）に対するパブリックコメントを実施し、市民、事業者の本計画に関する意見を

踏まえた計画とするよう努め策定しました。 

 

（2）諮問書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小 環 第 １ ９ ５ 号 

平成２７年１２月１４日  

小山市環境審議会 

会長 安藤 良子 様 

小山市長  大久保 寿 

 

環境基本計画について（諮問） 

 

小山市環境基本条例第 8 条第 3 項に基づき､次の事項を諮問します｡ 

 

諮問事項 

「第 3 次小山市環境基本計画｣の見直しにあたり､環境を巡る社会情勢を踏まえ、いかにあ

るべきか｡ 

 

第３次小山市環境基本計画の見直しについて 

市民生活部環境課 

 
１．見直しの趣旨 

小山市環境基本計画は、平成１０年３月に策定さ

れ、以降、平成１８年度に第２次、平成２２年度に

第３次と、快適な市民生活が将来にわたって継続す

ることが可能な社会を目指すため、新たな諸施策を

加え、時勢に応じて改定してきました。 

この度は、第３次小山市環境基本計画を策定して

から５年が経過しており、施策目標の中間年度を迎

えております。また、その間、東日本大震災に伴う

福島第一原子力発電所事故や影響による環境汚染や

電力供給問題をはじめ、地球温暖化に起因すると考

えられるゲリラ豪雨や竜巻の多発など、環境を巡る

社会情勢は大きく変化してきているとともに、平成

２４年７月３日には、渡良瀬通水地がラムサール条

約湿地に登録されるなど、より積極的に環境保全に

取り組む必要が出てきています。 

こ 

これらを受け、再度、市民・事業者・市がそれぞ

れの環境課題を見据えて、環境保全活動に取り組ん

でいくために、「第３次小山市環境基本計画」を見直

すにあたり、本計画はいかにあるべきか諮問するも

のです。 

２．第３次環境基本計画の主な成果と環境問題の現状 

第３次小山市環境基本計画の策定以降，小山市民

節電推進協議会の設立、ョシズ議入費、新エネルギ

ー等設置費（太陽光発電・高効率給湯器・リチウム

イオン蓄電池）の補助金制度、生ゴミ消滅機補助制

度の拡充など、地球にやさしい様々な施策を展開し

ております。 

また、各種計画面では、第４次小山市一般廃棄物

処理基本計画の策定、路上喫煙等防止対策事業の推

進など環境行政は一定の進展が見られました。 
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現行の第３次小山市環境基本計画では、環境項目

を」小山の環境、地球環境、環境教育に分類し、さ

らに小山の環境を、生活環境、自然環境、快適環境

の３分野に分けて、目標達成のため各種施策を掲げ

て推進してきました。 

① 生活環境は、大気、騒音、振動、地盤沈下、悪

臭、水質等でぼぼ環境基準が達成されているもの

の、一部の測定項目で達成されていない項目があ

り、監視体制の強化が必要と思われます。また、

大気中のＰＭ２.５や原発事故による放射能対策

などの我々の削減努力だけでは対処できない事項

も問題となっており、監視だけでなく、情報提供

に関しても強化が必要と思われます。 

都市基盤施設においては、水環境、上水道、交

通等の各計画に基づいた施策が推進されており、

各種施策の継続が必要と思われます。 

② 自然環境は、思川や鬼怒川などの河川が市民の

憩いの場として親しまれているとともに、魚類や

昆虫、さらにはこれらを捕食する鳥類などの生

息・営巣の場となっています。一方で、ツル植物

やセイタ力アワダチソウなどの外来種の繁茂が懸

念されており、生物多様性保全等に向けた新たな

施策の検討が必要と思われます。 

③ 快適環境は、「小山市緑の基本計画」や「小山市

都市景観形成基本計画」に基づいて、水辺の整備、

公園・緑地の整備、歴史・文化の保全施策等が取

り組まれていますが、今後も継続的に市民に親し

まれる施策等を行うことが必要と思われます。こ

れに加え、近年間題となっている地球温暖化に起

因する災害等への対応の検討が必要と思われま

す。 

④ 地球環境は、循環型社会の実現、低炭素社会の

実現、生物共生社会の実現を掲げ、省資源、省エ

ネルギー、ごみの減量及び適正処理への啓発を図

っています。今後も地球環境保全のために、継続

的に施策等を行うことが必要と思われます。 

⑤ 環境教育は、公民館・博物館活動、エコキッズ

による活動、グラウンドワーク事業による緑化活

動や清掃活動などを通じて環境への意識の高揚を

図っています。環境教育の場は、家庭、学校、地

域、事業者などが挙げられますが、これらの教育

の場が相互に連携される施策等の展開が望まれま

す。 

３．見直しの具体的内容 

（１）現況値の修正 

目指すべき持続可能な社会の姿について、わか

りやすいように具体的な数値を用いて目標値を掲

げている項目が多数あります。これらについて、

計画の実効性を高めるために現況の把握が重要で

あることから、第３次小山市環境基本計画策定当

時の数値を現況値に修正する必要があります。 

（２）社会情勢の変化への対応 

現行の第 3 次小山市環境基本計画では、環境項

目を、小山の環境、地球環境、環境教育に分類し、

さらに小山の環境を、生活環境、自然環境、快適

環境の 3 分野に分けて、目標達成のため各種施策

を掲げて推進してきましたが、今日の環境問題に

おいては、自助努力で改善できない問題があり、

小山の環境と地球環境を切り離して検討すること

は難しくなってきています。このため、小山の環

境というカテゴリを無くし、小山の環境の中の項

目について見直しが必要となります。また、深刻

化する地球温暖化を防止するために環境分野に

「エネルギー」を設定し、重要課題として取り組

む必要があります。 

（３）３Ｒの推進 

廃棄物の適正な処分の推進は、廃棄物の発生量

の膨大、廃棄物の最終処分場の確保の困難、不法

投棄の増大などの問題解決だけでなく、天然資源

の消費を抑制することで環境への負荷を低減する

ため、温室効果ガス排出抑制にもつながる重要な

取り組みです。また、平成２８年から小山広域保

健衛生組合で管理する廃棄物処理施設が拡充さ

れ、さらなる適正処分が望まれることから、環境

分野に「資源」を設定し、重要課題として取り組

む必要があります。 

（４）地域ごとのプロジェクト 

平成２４年７月３日にラムサール条約湿地登録

された渡良瀬通水地をはじめとして、本市には多

くの動植物が生息する自然の宝庫となる場所が多

く存在します。 

しかし、それらの自然のありさまは一様ではな

く、土地利用状況にも地域性があるため、ゾーン

ニングし、各地域に適した施策等の重点化を図る

必要があります。 

 

 

以上の点を踏まえ、現行の第３次小山市環境基本

計画の構成についても一部見直し、今日の環境問題

の様態の変化、内外の社会情勢の変化等、深刻な問

題に的確に対応するための見直しを総論的及び各論

的の両面において行う必要があります。 
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（3）答申書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 28年２月１８日 

小山市長 大久保 寿夫 様 

小山市環境審議会 

会長 安藤 良子 

答 申 書 

 

平成２７年１２月１４日付け、小環第１９５号において諮問のありました、本市の環境基

本計画について別添のとおり答申いたします。 

 

答申書（別添） 

 

 

１ 趣旨 

現計画は平成２３年３月に策定され、市で実施す

る全ての事業・施策等を環境面から推進するための

最上位の計画である。本審議会は、現計画の中間見

直しの諮問を受け、検討・協議した結果、現計画が、

計画年度の後半である平成２８年度から平成３２年

度までの間において、より実効性の高い事業・施策

の基礎となるよう、社会情勢等の変化に対応した内

容に見直しを行うべきであると結論する。 

 

２ 計画の見直し事項 

現計画の見直しに当たっては、各項目において、

下記の事項に配慮し、施策の実効性を高めるよう見

直しを求める。 

（１）社会情勢の変化への対応 

① 生活環境 

東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所

の事故により飛散した放射性物質に関して、特に

健康影響への懸念があるため、安全で安心できる

施策を図られたい。 

② 生物多様性 

平成２４年７月３日にラムサール条約湿地に登

録された渡良瀬遊水地や水田水域等の豊かな自然

を有する本市において、生物多様性は学校でも取

り組んでいる課題の一つであることから、教育と

連携して継承者の育成に努め、生態系の保全及び

農業水田等の保全の両立を図られたい。 

③ 快適環境 

現代社会において使用される様々な化学物質が

人の健康や生態系に悪影響を与える「環境リスク」

の低減に努め、また、生物多様性にもつながるよ

う、農薬使用の低減を図られたい。さらに、平成

２７年９月関東・東北豪雨のような気候リスク等

に対応できるよう防災対策の拡充を図られたい。 

（２）資源（廃棄物）環境 

廃棄物の適正な処分の推進は、天然資源の消費を

抑制することで環境への負荷を低減でき、温室効果

ガス排出抑制にもつながる身近で重要な取り組みで

あることから、３Ｒやごみの排出量等について市民

が分りやすく示し、施策の推進を図られたい。 

（３）エネルギー 

新エネルギーに関しては計画の範囲の設定が難し

い分野と思われるが、具体的数値を示したうえで本

市の実情に見合った施策の推進を図られたい。 

（４）環境保全活動・環境教育等 

環境教育においては、市民一人ひとりの環境問題

への関心や知識を高めることが、環境問題の解決に

向けた重要な要素であるが、一朝一夕で実現できる

ものではないため、長期的な観点で啓蒙活動や環境

教育の一層の充実を図られたい。 
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２ 環境基本計画策定関係組織 

 

小山市環境審議会委員名簿 

定員１５名（任期：委嘱の日から平成２９年３月３１日) 

◎印は会長、○印は副会長を示す。    （敬称略、順不同） 

  選任区分 氏  名 備  考 

 1 
小山市議会議員 

嶋  田 積  男 小山市議会議員（民生常任委員会） 

 2 篠  崎 佳  之 小山市議会議員（建設水道常任委員会） 

 3 

学識経験者 

岩  瀬  勇 弁護士（小山市顧問弁護士） 

 4 田  村 孝  浩 宇都宮大学（農学部准教授） 

 5 伊  崎 純  子 白鴎大学（教育学部准教授） 

 6 森  下 佳代子 小山高専（准教授） 

 7 
行政機関等 

市  村 栄美子 教育関係 小山市校長会（中小学校校長） 

 8 百  瀬 正  人 環境関係（栃木県小山環境管理事務所所長） 

○ 9 

市民団体等の 

代表者 

大  塚 克  己 自治会代表（小山市自治会連合会会長） 

 10 椎  名 英  雄 農業団体代表（小山市土地改良推進協議会会長） 

◎ 11 安  藤 良  子 商工団体代表（小山商工会議所女性経営者会会長） 

 12 坂  本 裕  美 工業団体代表（小山市工業団地連絡協議会） 

 13 木  村  孝 水産業団体代表（栃木県下都賀漁業協同組合専務理事） 

 14 根  岸 絢  子 女性団体代表（小山市女性団体連絡協議会） 

 15 中  村 節  子 おやまエコアップリーダー代表（運営委員会委員） 
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３ 小山市環境基本条例 

平成 9年 3月 26日 

条例第 2号 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条―第 6 条) 

第 2 章 環境の保全に関する基本的施策(第 7 条―第 10 条) 

第 3 章 環境の保全に関する推進施策(第 11 条―第 15 条) 

第 4 章 環境審議会等(第 16 条・第 17 条) 

附則 

 

私たち小山市民は、これまで、思川に代表される豊かな水辺や数多くの平地林などに恵まれた豊

かで安全な環境の下で、都市基盤の確立と美しい都市環境の整備を積極的に進めるとともに、自然

環境の保全に絶え間ない努力を積み重ねてきた。 

しかし、近年の社会経済の飛躍的な発展と急激な都市化は、まちの形態や私たち市民の生活様式

を大きく変化させ、大気汚染、水質汚濁、騒音等の発生、廃棄物の増加等により生活環境に問題を

生じさせるとともに、身近な緑地や水辺の減少をもたらすようになってきた。 

さらに、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動は、地球環境への負荷を増大

し、資源・エネルギーの循環と生態系の微妙な均衡を崩し、人類の生存基盤である地球環境を脅か

すまでに至っており、その対応が急がれている。 

これらの身近な環境や地球環境を保全するには、私たち市民が、これまでの社会経済活動を見直

し、環境にやさしいライフスタイルを確立することが不可欠である。 

私たち市民は、良好な環境の下で、安全で健康かつ文化的な生活を営む権利を有しているととも

に、良好な環境を次代の市民に引き継ぐ責務を有している。 

私たち小山市民は、すべての主体の参加により、環境に配慮した、人と自然とが共生できる、環

境負荷の少ない、持続的発展の可能な「みどり豊かな文化都市」の創造を目指し、市民の総意とし

て、ここに小山市環境基本条例を制定する。 

 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明ら

かにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上での

良好な環境を確保するとともに、市民の福祉に貢献することを目的とする。 

(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る。 

(1) 環境の保全 安全で快適な生活環境や良好な自然環境等を保持、保護するとともに適切に環境

の向上を図ることをいう。 

(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う。 
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(基本理念) 

第 3条 環境の保全は、市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上での良好な環境の恵みを受けるとと

もに、その貴重な環境を将来の市民に継承されるよう適切に行わなければならない。 

2 環境の保全は、すべての主体の公平な役割分担の下に、環境への負荷を低減することによって、人

とみどり、清流、生き物等の自然とが共生できる持続的な発展が可能な社会が構築されることを目的

として行わなければならない。 

3 地球環境の保全は、地域におけるすべての者の参加の下に日常生活や事業活動において推進されな

ければならない。 

(市の責務) 

第 4条 市は、環境の保全を図るため、基本理念にのっとり、基本的かつ総合的な施策を策定し、及び

実施する責務を有する。 

2 市は、環境施策の策定及び実施に当たり、広域的な取組が必要とされる場合には、国、栃木県及び

近隣の地方公共団体と協力して行うように努めるものとする。 

(事業者の責務) 

第 5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害

を防止し、又は自然環境を適正に保全するため必要な措置を講ずる責務を有する。 

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境

への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に積極的に協力する

責務を有する。 

(市民の責務) 

第 6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、自らの生活行動が環境を損なうことの

ないよう努めるとともに、広く環境の保全に努めなければならない。 

2 市民は、良好な環境の保全及び創造に自主的に取り組み、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。 

 

第 2章 環境の保全に関する基本的施策 

(市の基本的施策) 

第 7条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる基本方針に基づき、環境の保全及び創造に関す

る施策を推進しなければならない。 

(1) 産業公害の防止、自動車等の交通公害の防止、水質汚濁の防止、廃棄物の適正処理等により、

人が健康で快適な生活を行える生活環境の保全及び創造を図ること。 

(2) 平地林、農地、水辺等の保全、公園緑地の拡充等により人と自然とのふれあいの行える自然環

境の保全及び創造を図ること。 

(3) 快適な都市空間の創出、道路環境整備、レクリエーション施設の整備、歴史的文化的遺産の保

全・活用、利用者に優しい公共施設の整備等の快適環境の保全及び創造を図ること。 

(4) 資源及びエネルギーの効率的利用、未利用エネルギーの活用、廃棄物の減量、水の循環構造の

確立等の環境保全技術の活用により循環型都市構造を構築し、地球環境の保全に寄与すること。 

(5) 市民が人と環境との関わりについて理解と認識を深め、環境の保全に主体的に取り組むことが

できるよう環境教育体制の整備を図ること。 
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(環境基本計画) 

第 8条 市長は、環境の保全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基本計画を定めな

ければならない。 

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する。 

(1) 環境の保全に関する長期的な環境目標 

(2) 環境の保全に関する施策の方向性 

(3) 環境の保全に関する配慮の指針 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、環境の保全に関する重要事項 

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映するための措置を講ず

るとともに、小山市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

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。 

(市民行動計画等の策定) 

第 9条 市長は、前条の環境基本計画を推進するために、市民一人一人が実践すべき市民行動計画を定

めるものとする。 

2 前条第 3項の規定は、市民行動計画を定める場合に準用する。 

(年次報告等) 

第 10 条 市長は、環境基本計画を達成するため、市の環境の現状、環境の保全に関して行った施策等

について年次報告書を作成し、小山市環境審議会に提出するとともに市民に公表しなければならない。 

2 市民は、年次報告について市長に意見書を提出することができる。 

3 市長は、前項の意見書の提出があったときは、小山市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

 

第 3章 環境の保全に関する推進施策 

(規制等の措置) 

第 11条 市は、公害を防止するため、必要な指導、助言、規制等の措置を講ずるものとする。 

2 前項に定めるもののほか、市は、生活排水の改善、廃棄物の排出抑制、景観の保全等環境の保全上

の支障を防止するため、必要な指導、助言、規制等の措置を講ずるものとする。 

(経済的措置) 

第 12 条 市は、生活排水処理、廃棄物の減量、みどりの保全・活用等の環境の保全に資する施設の整

備その他の適切な措置を行う者に対し、助成その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

2 市は、環境への負荷の原因となる活動を行う者に対し、経済的負担を課すことが環境への負荷の低

減を図るため必要であると認めるときは、その措置を講ずることができる。 

(環境教育、学習の推進) 

第 13 条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実に

より事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関す

る活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 

(市民活動への支援) 

第 14 条 市は、事業者、市民又はこれらの者で組織する団体が行う環境の保全及び創造に資する自発

的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるとともに環境保全に関する情報、技術等の提供に努め

るものとする。 
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(監視、測定等) 

第 15 条 市は、環境の状況を的確に把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必

要な監視測定等の体制の整備に努めるものとする。 

2 市は、前項の規定により把握した環境の状況を公表するものとする。 

 

第 4章 環境審議会等 

(環境審議会) 

第 16 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、市の区域における環境の保全に

関する基本的事項を調査審議するため、小山市環境審議会(以下「環境審議会」という。)を置く。 

2 環境審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 市民行動計画に関すること。 

(3) 年次報告等に関すること。 

(4) その他環境の保全に関する基本的事項に関すること。 

3 環境審議会は、市長が委嘱する 15人以内の委員で組織する。 

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

5 委員は、再任されることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、環境審議会について必要な事項は、市長が定める。 

(環境調整委員会) 

第 17条 市長は、環境行政の実効的かつ体系的な推進を図るため、小山市環境調整委員会(以下「環境

調整委員会」という。)を置くことができる。 

2 環境調整委員会について必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

1 この条例は、平成 9年 4月 1日から施行する。 

2 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 小山市環境審議会条例(昭和 46年条例第 24号) 

(2) 小山市公害調査研究室設置条例(昭和 46年条例第 25号) 

附 則(平成 10 年 3 月 20 日条例第 3 号)抄 

この条例は、次の附属機関の委員、構成員等の委嘱又は任命から施行する。 




