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小山市では、平成 4年 3月に「次代に引き継ぐ緑豊かな美しい文化都市（エコロジ

カル・シティ）」を目指した「小山市長期ビジョン」を策定し、長期的に持続可能な

環境負荷の低減に力を注いできました。平成 9年 4月に「小山市環境基本条例」が施

行されたことを受けて、平成 10 年 3 月に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、「小山市環境基本計画」を策定しました。 

平成 20年 6月には「環境都市宣言」を行い、「水と緑と大地」の豊かさを次代に引

き継ぐため、市民・事業所との協働により、環境保全活動に取り組んでいます。 

本書は、小山市環境基本条例第 10 条に基づき、令和元年度までの市の環境の現状

及び施策の推進状況について年次報告書としてまとめたものです。市民の皆様の環境

問題への理解をより一層深めていただく一助となれば幸いです。 

小山市の花・木・鳥 

 

 

 

花 オモイガワザクラ       木 シラカシ         鳥 セグロセキレイ 
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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 

 

１ 環境都市宣言 
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小山市は、栃木県南部、海抜 35.0ｍの平野部に位置し、東京圏から約 60 ㎞の鉄道、

国道の結節する交通の要衝にあります。市全体として起伏のない平坦な地形を有し、

中央部を南北に思川が流れ、この東側の JR 宇都宮線に沿って市街地が形成されてい

ます。東側の県境には西仁連川や鬼怒川、西側には巴波川などが流れ、肥よくな農地

が拡がり、豊かな自然環境があふれる「田園環境都市」です。 

本市の人口は、令和 2 年 4 月 1 日時点で 167,382 人で、栃木県総人口 1,934,142 人の

約 8.7%を占め、県下第 2 位の都市となっています。 

本市の産業は、工業では交通の要衝に位置する立地条件を生かし、昭和 30 年代後半

から行われた企業誘致により、県下有数の工業都市として発展してきた一方、近年の

サービス産業の進展から、相対的には第 3 次産業の比重が高まってきています。 

農業では、首都圏の食料供給基地として重要な位置を占めており、米麦･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、二条大麦、はとむぎ等が、野菜で

は、レタス、トマト、きゅうり等が多く栽培されています。畜産では､ 和牛の肥育頭

数が県下トップクラスで、各種共励会等で表彰を受けるなど品質も高く、さらに、令

和元年度の栃木県の和牛の輸出頭数の約 4 割をおやま和牛が占めるなど、国内だけで

なく海外でも高い評価を受けております。また、豚では、肉が柔らかくジューシーと

評判の小山の豚「おとん」が出荷されています。 

商業では、小山駅周辺の商店街を中心に形成されてきましたが、近年は国道 50 号沿

いの駅南地区・城南地区や幹線道路沿いへの大型店舗の進出が顕著です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 小山市の位置 

２ 小山市の概況 

国道 
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１ 組織図(令和 2年 4月 1日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事務分掌 

 ごみ減量対策係  

 廃棄物の処理に関すること。 

 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 

 小山市廃棄物減量等推進員及び協議会に関すること。 

 3R 政策の推進に関すること。 

 一般廃棄物に係る小山広域保健衛生組合との連携調整に関すること。 

 衛生害虫の相談に関すること。 

 公衆便所に関すること。 

 空き地等の保全に関すること。 

 不法投棄の防止に関すること。 

 路上喫煙の防止に関すること。 

 環 境 保 全 係  

 墓地に関すること。 

 生活排水対策及び浄化槽法に関すること。 

 水質汚濁防止法及び大気汚染防止法等に係る届出及び環境監視に関すること。 

 公害防止及び環境の保全に係る指導啓発に関すること。 

 放射線測定に関すること。 

 土砂等の埋立て等に関すること。 

 環 境 政 策 係  

 環境基本計画に関すること。 

 環境保全率先実行計画に関すること。 

 グラウンドワーク基金の管理に関すること。 

 エコライフプランに関すること。 

 環境都市おやま推進事業に関すること。 

 節電に関すること。 

 省エネルギー・新エネルギー補助金に関すること。 

 動物愛護及び狂犬病予防に関すること。 

市 長 市民生活部 環境課 
環 境 保 全 係 

 

ごみ減量対策係  

( 15 名 [男 8･女 7 ] ) 

( 8 名 ) 

( 6 名 ) 

（非常勤 4 名） 

環境審議会 

３ 環境行政の概況 

環 境 政 策 係 

 

( 4名 ) 

（非常勤 1 名） 

（非常勤 1 名） 
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小山市環境基本計画は、市の環境に

関するマスタープランであり、市の環

境の保全に関する施策は、この基本計

画に基づき推進されています。 

平成 28年 3月に改定した第 3次小山

市環境基本計画中間見直しでは、生活

環境・自然環境・快適環境の保全等を

引き続き推進するとともに、地球規模

での環境問題に足下から取り組む事項

として“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”を重

点実施プロジェクトとして位置づけ、

本計画をより一層推進するために各項

目の環境目標が設定されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“環境”の体系イメージ図 

  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 

４ 第３次小山市環境基本計画の概要 

 

 

 

  

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 

おやまエコライフ・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 

第６章 地域ごとの   

  プロジェクト 
ゾーニング 

地域ごとのプロジェクト 

 

 

  

 

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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（１）大 気  

 

① 大気汚染物質の環境基準（資料編 P.2、P.15） 

大気汚染の防止について、健康を守る上で望ましい環境基準が、二酸化いおう、一

酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、ベンゼン、トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、微小粒子状物質（PM2.5）

の 10 物質に対して定められています。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大気中の環境基準が定められています。 

 

 

② 大気汚染の状況（資料編 P.16～21、P.41～42） 

令和元年度の大気汚染の状況は、光化学オキシダント以外の項目は環境基準が達成

されています。 

光化学オキシダントは環境基準を超えた時間数が 436 時間となっており、光化学ス

モッグの発生状況については、県南部（小山市・栃木市・野木町・上三川町など）

で注意報の発令日数が 2 日ありましたが、県内全域における健康被害の報告はあり

ませんでした。 

ダイオキシン類については、年 2 回・2 地点で調査を行い、年平均値は小山第二小

学校の測定地で 0.027pg-TEQ/m3、豊田出張所の測定地で 0.027pg-TEQ/m3 であり、

ともに環境基準(0.6 pg-TEQ/m3)が達成されています。 

 

 

 

環境目標 

１－１ 
市民が健康で快適な暮らしをおくれること 

施策方針 さわやかですがすがしい空気の確保 

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 

５ 施策の実施状況（生活環境） 
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③ 環境保全対策 

ア) 環境監視  

各種大気環境測定結果については「栃木県環境白書」と「栃木県大気汚染常時監

視測定結果報告書」にて毎年度公表しています。また、最新の大気環境の状況につ

いては、栃木県のホームページ「とちぎの青空」にて公表しています。 

 

イ) 光化学スモッグ等対策 

光化学スモッグや酸性雨の発生に対しては、「小山市光化学スモッグ等対策要綱」

に基づき被害の未然防止に努めるとともに、緊急時における措置や状況把握等につ

いて県及び関係機関との連絡体制を整えています。 

光化学スモッグ注意報発令時は、テレビ小山放送及び小山市安全安心メールを通

じ、市民に対して迅速な情報提供を行っています。 

 

ウ) 微小粒子状物質（PM2.5）対策 

PM2.5 については、国が「注意喚起のための暫定的な指針」を示しており、小山

市では早朝（5,6,7 時）の測定値が 85μg/㎥を超えた場合、注意喚起の情報提供を

行っています。 

 

エ) 工場等に対する指導 

大気汚染防止法や栃木県生活環境の保全等に関する条例により、規制物質の排出

制限や定期的な自主測定結果の報告を求めているほか、県と合同で随時立入り調査

を実施しています。 
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（２）騒 音 ・ 振 動  

 

 

 

 

 

 

 

 

① 環境基準（資料編 P.3～5） 

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、航空機騒音について、そ

れぞれ環境基準が定められています。 

小山市は、平成 24 年度に栃木県から環境基準の設定に関する権限委譲を受けまし

たが、政策上の目標値であることから、従前の基準を基準値としています。 

振動については環境基準が定められていませんが、道路交通振動や特定工場等につ

いて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規制されています。 

 

② 騒音・振動の状況（資料編 P.22～24） 

令和元年度の道路に面する地域の騒音は、表 1 のとおり道の駅思川を除いた地点で

は環境基準が達成されています。道路に面しない地域の騒音は表 2 のとおりで、全

ての地点で昼、夜とも環境基準が達成されています。また、振動についても、表 3

のとおり規制基準が達成されています。 

新幹線鉄道騒音・振動調査については表 4 のとおり南飯田と羽川で測定しましたが、

騒音については基準が達成されませんでした。 

 

表 1 騒音調査結果（道路に面する地域） 

調査場所 

旧桑出張所 

（羽川） 

駅東公園 

（駅東通り２丁目） 

道の駅｢思川｣ 

（下国府塚） 

（一般国道４号） （県道下野小山線） （一般国道 50 号） 

地域の類型 Ｂ ２車線 Ｂ ２車線 Ｃ ４車線 

時間の区分 昼(6-22 時) 夜(22-6 時) 昼(6-22 時) 夜(22-6 時) 昼(6-22 時) 夜(22-6 時) 

測定結果 ６７dB ６３dB ６６dB ６１dB ７２dB ６９dB 

環境基準値 ７０dB ６５dB ７０dB ６５dB ７０dB ６５dB 

施策方針 静かで穏やかな環境の確保 

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 
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表 2 騒音調査結果（道路に面しない地域） 

調査場所 
稲荷公園 

（西城南 1丁目） 

富士見公園 

(暁 1丁目） 

生井出張所 

（生井） 

地域の類型 Ａ Ｂ Ｃ 

時間の区分 昼 夜 昼 夜 昼 夜 

測定結果 ４６dB ３７dB ５３dB ４５dB ５８dB ４６dB 

環境基準値 ５５dB ４５dB ５５dB ４５dB ６０dB ５０dB 

 

表 3 振動調査結果  表 4 新幹線鉄道騒音･振動調査結果 

調査場所 
旧桑出張所（羽川）  調査場所 南飯田 羽川 

（一般国道４号）  地域の類型 Ⅰ Ⅰ 

地域の類型 第１種区域  騒音 

測定結果 
７１dB ７４dB 

時間の区分 
昼 

(7－20 時) 

夜 

(20－7 時) 
 騒音 

環境基準値 
７０dB ７０dB 

測定結果 ４３dB ３７dB  振動 

測定結果 
５９dB ６２dB 

規制基準値 ６５dB ６０dB  振動 

指針値 
７０dB ７０dB 

 

 

③環境保全対策 

ア) 環境監視 

小山市では、道路に面する地域と面しない地域で環境騒音 6 地点、振動 1 地点、

新幹線沿線の騒音・振動 2 地点について、調査と監視を行っています。 

 

イ) 工場等に対する指導 

特定工場等の騒音及び振動防止のため、騒音規制法、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る規制のほか、苦情等が発生した場合には、立入り

調査を行い、改善等を要する工場等については指導を行っています。 

また、新幹線鉄道騒音対策として、県及び沿線市町において「栃木県東北新幹線

公害対策連絡会議」を行っており、東日本旅客鉄道㈱に対し騒音防止対策の要望活

動を行っています。 
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（３）土壌環境  

 

① 環境基準（資料編 P.6～7、P.15） 

土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全

する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 29 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土壌の環境基準が定められています。 

 

② 土壌環境の状況と環境保全対策 

「土壌汚染対策法」に基づき、要措置区域（人への特定有害物質の摂取経路があり、

汚染の除去、拡散の防止等何らかの措置を講ずる必要がある区域）として小山市城

東地区の一部区域が指定されています。また、3000 ㎡以上の土地の形質変更を行お

うとするときは、工事着手の 30 日前までに栃木県への届出が必要となっています。 

このほか、建設残土等による無秩序な埋立等による有害物質の混在や土砂等の崩落、

流出等の発生を未然に防止するため、埋立等の用に供する区域の面積が 3,000 ㎡以

上となる場合には、県条例により許可制となっており、500 ㎡以上 3,000 ㎡未満の場

合には、市の土砂条例により許可制となっております。 

令和元年度は、小山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

許可申請が 1 件、本市の条例に基づく許可申請が 6 件ありました。 

 

③ ダイオキシン類（土壌）（資料編 P.41～42） 

令和元年度の調査結果は、旭小学校で 0.44pg-TEQ/g であり、土壌の環境基準(1000 

pg-TEQ/g)は達成されています。 

 

 

 

 

 

 

施策方針 土壌汚染の防止 

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 
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（４）地盤沈下  

 

 

 

① 地盤沈下の状況 

本市を含む県南部地域は沖積層や洪積層が厚く、地盤沈下が起こりやすい地質とな

っています。そのため、県が昭和 52 年１月 1 日から地盤沈下の継続的な監視を行っ

ていますが、市の南部を中心に沈下が進行しています。 

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、今後は地殻変動の推移にも注視してい

く必要があります。 

 

② 地盤沈下対策 

地盤沈下は地下水の過剰な汲み上げによって起こる現象で、これを防止するために

は地下水の汲み上げ量を減らすことが重要となっています。地下水の適正利用を推

進し地盤沈下防止を図るため、「栃木市・小山市・野木町地盤沈下防止連絡協議会」

を設置し、地盤沈下防止に向けた普及啓発を推進しています。また、地下水位及び

地盤沈下の状況を把握し、地下水位の低下が著しく、地盤沈下が進行する恐れがあ

る場合には、関係市町を通じて、地下水利用者に対し施設の点検及び節水の要請を

実施しています。 

なお、県では「栃木県生活環境の保全等に関する条例」により、地下水採取量の実

態把握・地下水位が低下した場合の節水等要請などを行い、地盤沈下の未然防止を

図っています。 

施策方針 地盤沈下の防止 



11 

＊ 小山市寒川観測所 

市では、寒川小学校に地盤沈下観測計を設置しており、地下水位計と地盤沈下計に

よる常時観測を行うだけでなく、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。 

寒川観測所における地盤と地下水位の変動状況は図 2 に示すとおり夏季の農繁期

になると地下水を利用するため、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。なお、観測開始からの累計沈下量は 16.21mm で、令和元年

度の 1 年間で 0.39mm 回復しています。 
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 図 2 寒川観測所観測データ 
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（５）悪臭 

 

①臭気指数規制の導入（資料編 P.8～10） 

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、以前は容認されてきた「に

おい」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。 

小山市では、従来の特定悪臭物質を対象とする濃度規制では規制の対象外であった

物質も規制対象とした臭気指数による規制制度を導入しています。 

臭気指数は人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したものであり、においの程

度が分かりやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいというメリットが

あります。 

 

施策方針 不快な臭いの防止 

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 

濃度規制 

（各々に規制） 

臭気指数規制 

（全体を規制） 

 規制 
規制 

規制 

規制 規制 

 

規制 
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（６）水質 

 

①環境基準（資料編 P.11～14） 

公共用水域（河川・湖沼等）の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関す

る環境基準（健康項目）及び生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）の

2 種類が定められています。 

健康項目は、全ての公共用水域及び地下水に一律の基準が設定され、カドミウムや

鉛等 27 項目が定められています。 

生活環境項目は、河川および湖沼について水域の利用目的に応じ、類型毎に BOD

等 5 項目が定められており、市内の河川では、永野川、杣井木川、巴波川、思川、

豊穂川、姿川、西仁連川、田川の 8 河川について B 類型の環境基準が適用されてい

ます。 

地下水の水質汚濁に係る環境基準は、健康項目に塩化ビニルモノマーを加えた 28

項目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水質の環

境基準が定められています。 

 

 

②水質汚濁の状況 

ア）河川水質（資料編 P.25～33、P.51） 

令和元年度の水質汚濁の指標となる BOD（生物化学的酸素要求量）は、図 3 に示

すとおり代表的な測定場所（巴波川、思川、豊穂川、姿川、西仁連川）で環境基準が

達成されています。 

 

イ）思川流入雑排水（資料編 P.34～36） 

思川に流入している雑排水における BOD は、図 4 に示すとおり 2 地点とも環境基

準を超過しています。汚濁負荷の原因としては、工場・事業場よりも生活排水による

影響が主な要因と考えられることから、特に市街地での公共下水道の普及が望まれま

す。 

 

施策方針 清らかで豊かな水の恵みの確保 

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 



14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 各河川の水質の経年変化（BOD 75％値） 

図 4  思川流入雑排水調査における BODの経年変化 

 

環境基準 
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ウ）地下水（資料編 P.37～38） 

令和元年度の調査では年 1 回・5 地点で調査を行い、調査項目 28 項目全てにお

いて環境基準が達成されています。 

また、東黒田地内の産業廃棄物不法投棄箇所の周辺井戸 7 地点の調査を県と共同

で実施しましたが、前年度に引き続き全ての地点で環境基準が達成されています。 

 

エ）ゴルフ場排出水（資料編 P.39～40） 

市内のゴルフ場については、環境省の「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚

濁の防止に係る暫定指導指針」に基づき、近隣のゴルフ場で使用している農薬を含

めた 42 種類について調査を実施しています。令和元年度の調査結果は、全てこの

指針値以下であり、また、過去（平成 8 年度から）の調査においても全て指針値以

下となっています。 

 

オ）ダイオキシン類（河川水質）（資料編 P.43） 

令和元年度の調査結果は、大川上流（城北地内）では 0.73 pg-TEQ/ℓ、大川下流

（東野田地内）では 0.67 pg-TEQ/ℓ、小山用水大沼南地点では 0.85 pg-TEQ/ℓ、宮戸

川幹線 4 区・6 区分水合流地点では 1.6 pg-TEQ/ℓであり、宮戸川幹線 4 区・6 区分

水合流地点を除く観測地点において、河川水質の環境基準(1 pg-TEQ/ℓ)は達成され

ています。 

 

カ）ダイオキシン類（河川底質）（資料編 P.43） 

令和元年度の調査結果は、大川上流（城北地内）では 19 pg-TEQ/g、大川下流（東

野田地内）では 10 pg-TEQ/g、小山用水大沼南地点では 6.0 pg-TEQ/ℓ、宮戸川幹線

4区・6区分水合流地点では 15 pg-TEQ/ℓであり、河川底質の環境基準(150 pg-TEQ/g)

は達成されています。 
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③環境保全対策 

ア）環境監視 

市内を流れる河川 16 地点及び思川に流入する雑排水 2 地点（年 6 回）の水質調

査を実施しています。このほかに地下水・ゴルフ場排出水農薬・ダイオキシン類（河

川水質・河川底質）の調査（年 1 回）を実施しています。 

また、県では、農薬の安全かつ適正な使用及び管理を図ることを目的として「ゴ

ルフ場農薬安全使用指導要綱」により、農薬使用状況や排出水の状況等を把握し必

要に応じ指導を行っています。 

 

イ）工場等に対する指導 

水質汚濁防止法や栃木県生活環境等の保全等に関する条例により規制物質の排

出制限や定期的な自主測定結果の報告を求めているほか、県と合同で立入り調査を

実施しています。 
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＊＊＊公 害 苦 情 の 状 況＊＊＊ 

 

ア）受付件数及び種別の推移（資料編 P.44～45） 

公害苦情受付件数の推移は図 5 のとおりで、令和元年度は 41 件でした。ここ 10 年

は減少傾向にありましたが、令和元年度においては野外焼却を原因とする悪臭の苦情

受付件数が増加しています。 

公害苦情の種別割合でみると、悪臭（35 件：85%）の苦情が最も多く、それに続い

て、騒音振動（3 件：7%）・水質汚濁（3 件：7%）となっています。 

また、都市計画用途地域別の公害苦情受付件数（図 6）をみると、住居地域が 9 件

（22%）、工業地域 2 件（5%）、市街化調整区域 29 件（71%）、商業地域 1 件（2%）

となっています。 

 

イ）公害苦情の傾向 

悪臭の苦情は、野外焼却のほか、浄化槽の不適正な管理など生活排水が原因と考え

られるものが多く、水質の苦情は魚類のへい死などの異常水質の発生が原因でした。 

地域別の公害苦情受付件数を見ると、住居地域と市街化調整区域での苦情件数が多く

なっています。両地域とも悪臭の苦情が多くみられました。公害苦情の発生要因とし

ては、苦情が発生する恐れのある行為や作業での配慮不足が主な原因となっている傾

向が見受けられます。 

 

  

図 5 公害苦情受付件数の推移 図 6 地域別公害苦情受付件数 
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（７）放 射 能 対 策  

 

 

 

 

 

 

 

 

① 経緯 

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。事故直後の栃木県内においては比較的北部の

空間放射線量が高くなっており、小山市内においても飛散の影響が懸念されたこと

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。 

 

② 外部被ばく対策（資料編 P.15、P.46～48） 

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、各公民館、

小・中学校及び義務教育学校、保育所あわせて 57 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表しています。 

国が定めた「放射性物質汚染対策特措法」における汚染重点調査地域の指定基準と

なる 0.23 マイクロシーベルト毎時を上回る地域は小山市にはありませんが、市民・

事業者向けに放射線量計の貸出を行っています。 

  

③ 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

検査を定期的に実施しています。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。これらの結果は、市のホームページに公表しています。 

水道水については、市内 2 箇所の浄水場で放射性物質の測定を実施しています。 

県産農畜水産物（米、野菜、果樹、獣肉、原乳、魚、きのこ、山菜等）については、

栃木県にお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。 

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

ムを設置しており、有料となりますが、市民の方のご依頼に応じて食品の検査を行

っています。 

 

施策方針 放射能汚染からの安心・安全の確保 

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 
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（８）水 環 境 改 善 施 設  

 

 

 

生活排水による公共用水域の水質汚濁防止及び生活環境の改善を目的として、「小

山市生活排水処理計画」を策定し公共下水道・農業集落排水施設・合併処理浄化槽の

計画的な整備を進めています。各事業における整備の実施状況については、上掲指標

値のとおりです。 

また、小山市では平成 20 年度から雨水タンク設置費補助金交付制度を創設し、平

成 22 年 10 月には交付基準の貯水容量を 200ℓ以上から 80ℓ以上に引き下げました。令

和元年度の補助実績は 3 件、貯水容量の総計は 360ℓでした。雨水タンクの普及は水資

源の有効利用のほか、水環境の改善や洪水の緩和にも繋がることから、今後も積極的

に補助事業を展開してまいります。 

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 

施策方針 
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 

施設名 
R1 年度 目標値（R7 年度） 

評価 
整備人口 整備率 整備人口 整備率 

公共下水道 110,822 人 66.3％ 141,480 人 85.9％ 

○ 

農業集落 

排水施設 
13,265 人 7.9％ 17,620 人 10.7％ 

合併処理 

浄化槽 
27,047 人 16.2％ 5,600 人 3.4％ 

合計 151,134 人 － 164,700 人 － 

行政人口 167,203 人 90.4％ 164,700 人 100％ 

【指標値】 

※「小山市生活排水処理計画」より 
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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、令和元年度末で整備済面積 2,363.95ha、処理人口 110,822 人（普及率

66.28％）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、令和元年度の供用人口は、14 地区で 13,265 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おり、合併処理浄化槽設

置費の補助金交付や､浄化槽の維持管理指導の徹底に努めています。 

 令和元年度末時点で合併処理浄化槽は 7,192 基が供用され、処理人口は 27,047 人（普

及率 16.17％）となっています。 
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（９）上 水 道  

 

 

 

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 4,500m3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、安全な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 31 年 3 月に小山市水道ビジョンの見直しを行

い、「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。 

令和元年度における上水道の配水能力は 68,850 ㎥／日で、使用人口は 141,593 人（普

及率 84.7％）となっており、引き続き未整備地区の整備を進め、普及率の向上を図っ

ていく予定です。 

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 

施策方針 安全で安定した水道の供給 
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（１０）交通 

 

 

① 低公害車の導入 

 市民向けの普及施策として、クリーンエネルギー自動車の購入費用に対する補助事

業を実施することで、低公害車の導入促進に取り組んでいます。 

令和元年度では、プラグインハイブリッド自動車（補助額 20,000 円）5 台および電

気自動車（補助額 30,000 円）9 台に対して、計 370,000 円を補助しました。 

市公用車においては、令和元年度末の時点で電気自動車 4 台、ハイブリッド自動車

19 台などの低公害車を導入しています。 

 

 

②コミュニティバスの運行 

コミュニティバス「おーバス」は平成 28 年 1 月に運行体制を再編し、主に小山駅

を中心として走行する路線バス（14 路線）と、郊外を走行するデマンドバス（5 エリ

ア）という体系で運行しています。 

おーバスの利用者数は、令和元年度で 728,807 人（前年度比 15,404 人増）と 70 万

人台に到達しており、年々増加しています。 

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 

施策方針 
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） 
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③公共交通機関の利用促進 

 毎週水曜日を「エコ通勤日」に指定し、市職員に対して公共交通機関の利用や自転

車・徒歩通勤を呼びかけることで、マイカー通勤による交通量と温室効果ガス排出量

の削減に取り組んでいます。 

 また、例年 6 月と 10 月に行われる「栃木県エコ通勤統一行動週間」にも参加し、

エコドライブの啓発・促進を行っています。 

図 7 おーバス利用者数の推移 
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（１）生 物 多 様 性  

 

 

 

 

 

① ラムサール条約湿地登録渡良瀬遊水地の保全と賢明な活用の推進 

平成 24 年 7 月 3 日に世界のラムサール条約湿地に登録された渡良瀬遊水地は小山

市の宝であり、本市では平成 26 年 3 月に「渡良瀬遊水地関連振興 5 ヶ年計画」を、

また、平成 30 年 3 月には第 2 期渡良瀬遊水地関連振興計画である「小山市渡良瀬遊

水地観光地化推進 5カ年計画」を策定し、地方創生の目玉として次に掲げる「賢明な

活用の 3 本柱」の推進に努めています。 

第 1 の柱は、治水機能確保を最優先とした「エコミュージアム化」であり、国土交

通省が湿地再生のため渡良瀬遊水地第 2 調節池の掘削により整備する「浅い池」、「深

い池」、それらをつなぐ「水路」等を活用し、そこに木道等園路を整備して、東京圏

の小中学生や、親子連れ、ハイカーなどに、自然観察や自然体験の場を提供するもの

です。平成 27 年 3 月に、みんなで「創る」「活用する」「育て・支える」を取組み

の 3 本柱とする「渡良瀬遊水地第 2 調節池エコミュージアム基本計画」を策定しまし

た。 

第 2 の柱は、「環境にやさしい農業を中心とした地場産業の推進」であり、「ふゆ

みずたんぼ」を活用した、無農薬・無化学肥料による安全・安心な「ラムサールふゆ

みずたんぼ米」の生産拡大、農家の経営所得の安定・向上を図るための川魚「ホンモ

ロコ」や「ナマズ」の養殖拡大、市内小中学校及び義務教育学校へのヨシズ設置をは

じめとした、ヨシ紙など地場産業の振興につなげていきます。 

第 3 の柱は、「コウノトリ・トキの野生復帰」であり、自然放鳥されたコウノトリ

やトキが、渡良瀬遊水地第 2 調節池及び周辺地域に飛来し、生息できるよう、餌とな

るドジョウやカエル、小魚などが年間を通して生息する「ふゆみずたんぼ」や「なつ

みずたんぼ」の拡大や、渡良瀬遊水地第 2 調節池内における「浅い池」等の活用や思

川の河川区域内における湿地環境等の創出などによる採餌環境の整備を進めるとと

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 

施策方針 
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 

６ 施策の実施状況（自然環境） 
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もに、飛来したコウノトリが留まって棲みつくよう、ふゆみずたんぼやなつみずたん

ぼ周辺等への人工巣塔の設置による営巣環境の整備を進めています。 

平成 30年 2月 17日以降は、千葉県野田市放鳥のコウノトリ「ひかる」が、2年以

上定住し、また、令和元年 8月にはなつみずたんぼへコウノトリ 4羽の初同時飛来が

実現するなど、定住環境が整ってきたことから、同年 9月には渡良瀬遊水地内の希少

な動植物を守るため小山市域におけるドローンの飛行禁止等を盛り込んだ「渡良瀬遊

水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例」も施行しました。今後、「ひかる」

をはじめ定着したコウノトリが野外で繁殖できるよう、市民参加型の湿地保全活動や

動植物調査、また、コウノトリ・トキが飛来し生息できるような環境整備等の取組み

を通じ、渡良瀬遊水地第 2 調節池及び周辺地域の保全と賢明な活用の推進を図ってま

いります。 

（産業観光部 渡良瀬遊水地ラムサール推進課） 

 

 

②生物多様性の推進 

小山市には、平成 24 年 7 月 3 日に世界の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、市域の約半分を占める広大な水田地帯、台地上の平地林など、豊か

で多様な自然環境があります。 

自然環境は、私たち人間の生存の基盤であり、生存に不可欠な水や大気の提供、食

べるもの・着るもの・住むところから精神的な癒しなど、さまざまな恩恵を私たちに

もたらしています。この自然環境を構成する多種多様な動植物等を守ること（生物多

様性の保全）は、私たちの将来にわたった持続的な暮らしを守ることにつながります。 

小山市では、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、渡良瀬遊水

地や思川、緑豊かな平地林などの自然環境と共存する自立・持続可能なまちづくりを

目指して、栃木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。また、生物多様性おやま行動計画の推進・

実現を目指す4つの実践プロジェクトで構成される生物多様性おやま実践プロジェク

ト協議会での検討を経て、平成 26 年 9 月には、市全体に取組みを波及していくため

の地域連携保全活動計画（生物多様性おやま地域連携保全活動計画）を策定しました。 

今後は、各施策や目標の見直し及び進捗確認を実施し、推進を図ります。 

（産業観光部 渡良瀬遊水地ラムサール推進課） 
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（２）河 川 ・ 水 辺  

 

 

 

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、市内を流下しています。 

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、大沼は

国のため池百選に選定されています。 

 

 

（３）平 地 林 ・ み ど り  

 

 

 

 

 

 

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 

施策方針 思川や鬼怒川などの河川の環境保全 

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 

施策方針 
平地林の保全 

身近な緑の保全と創造 

指 標 H30年度 R1年度 
目標値 

（R2 年度） 
評価 

市街化区域内緑地面積 約 50.17ha 約 50.24ha 約 158.7ha 〇 

市街地に隣接した区域を 

含む緑地面積 
約 448.31ha 約 448.38ha 約 906.3ha 〇 

都市計画区域内緑地面積 約 558.06ha 約 558.13ha 約 1062.3ha 〇 

【指標値】 

※「小山市緑の基本計画」より 
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① 平 地 林  

平地林は、地球温暖化の要因となっている二酸化炭素の吸収や地域の景観形成をは

じめ、動植物を育むなどの公共的な機能を持っています。コナラやクヌギの林は、古

くから薪炭・ほだ木用の原木を得たり、落ち葉から堆肥を作るために下草刈り･つる

切り･除伐･間伐などが定期的に行なわれ維持管理されてきました。 

本市には古墳や城跡周辺の樹林・寺社林・屋敷林など、人の生活とともに守り育ま

れてきた平地林や樹林が点在しており、市民の憩いの場として広く親しまれています。 

現在、本市の平地林は市総面積の約 3 ％ですが、このようなかけがえのない平地林

を保存するため、地域住民を主体とした利用団体と森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 地区で締結しています。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 18 地区 25.83ha で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。        （産業観光部 農政課） 

 

②みどり 

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。市民のも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

と緑と大地の豊かなまち」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ります。 （都市整備部 水と緑の

推進課） 

 

（４）農 地  

 

 

 

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用地は、農業の振興を図るうえか

ら積極的な確保･保全が進められ、令和元年度は農業振興地域（農地）8,036ha のうち

7,206ha を農用地区域として指定し、農地転用を抑制し農地の減少を防止しています。 

また、農業・農村は、国土の保全・水源の涵養・自然環境の保全・良好な景観の形

成等の多面的機能を有しており、農用地・水路・農道等の地域資源の維持・発揮を図

るため、地域の農業者や市民・団体等により構成される活動組織による共同活動を「多

面的機能支払交付金」を活用し支援しております。小山市においては 13 地区（64 活

動組織）が地域資源の適切な保全と、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切

に維持・発揮されるよう活動を行っております。（産業観光部 農政課・農村整備課） 

施策方針 恵み豊かな農地の保全と活用 
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（１）公 園 ・ オ ー プ ン ス ペ ー ス な ど  

 

 

 

 

 

都市における公園や緑地は、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・

避難場所の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。本市の都市公園は令和 2 年 3 月末現在で 167 箇所、148.9ha が整備

されており、市民 1人あたりの都市公園面積は、8.90㎡となっております。 

今後は、全国整備水準である 10.6 ㎡（平成 31 年 3 月末現在）を目指し、多様性に

富んだ自然との共生に配慮し、市民にとって身近なふれあいと憩いの場所としての公

園整備を進めていきます。           （都市整備部 水と緑の推進課） 

環境目標 

３ 

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 

施策方針 公園・オープンスペースの整備・確保 

指 標 H30 年度 R1 年度 
目標値 

（R2 年度） 
評価 

市民 1人あたりの 

都市公園面積 
8.89 ㎡ 8.90 ㎡ 11.80 ㎡ 〇 

公園等愛護里親会の数 143 146 149 〇 

７ 施策の実施状況（快適環境） 

【指標値】 

※「第 7次小山市総合計画」より 
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Z 

 

 

 

（１）廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ごみの搬入量（資料編 P.49～50） 

市内のごみの搬入量は、図 8 に示すとおりです。全体の搬入量は、近年増加傾向

にありましたが、令和元年度は減少しています。 

増加傾向にあった家庭系の燃やすごみが 2 年続けて減少しています。これまで燃

やすごみであった剪定枝を資源として活用するようになったことや、生ごみ水切り

器を配布したことなどが一因と考えられますが、一時的なものでないかどうかを今

後も注意深く観察する必要があります。特に、資源ごみとして出されるべき「雑が

み」や「古布」、軽く水ですすいで汚れを落とせば資源にできるプラスチック製容器

包装の一部が、燃やすごみとして出されている現状もあることから、引き続き、周

知啓発が必要です。 

なお、平成 23年度は、平成 23年 3月 11 日に発生した東日本大震災により、深刻

な被害が生じたため、コンクリートや瓦等の災害廃棄物を搬入した影響で一時的に

環境目標 

４ 

すべての市民がごみの排出抑制に自発的に取組み、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 

施策方針 

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 

指 標 H30 年度 R1 年度 目標値(R2 年度) 評価 

1 人 1 日あたりの 

ごみ排出量 
920g 899 g 870g 〇 

８ 施策の実施状況（資源・廃棄物環境） 
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搬入量が増加しています。同様に、平成 27 年度も平成 27年 9月 10日に発生した関

東・東北豪雨によって甚大な被害が生じたため、家財道具等を受け入れた影響で搬

入量が増加しました。令和元年度に発生した令和元年東日本台風の被害によるごみ

については、その多くを事業系ごみとして計上しているため、事業系ごみの搬入量

が増加しています。 

事業系ごみについては、先述の台風によるものを差し引いてもなお、増加の傾向

が見られるため、減量化・資源化への積極的な取り組みが求められます。 

 

図 8 家庭・事業系ごみ搬入量の推移 
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②1 人 1 日あたりのごみ排出量とごみの処理費用 

市では、第 4 次一般廃棄物処理基本計画を平成 26 年 5 月に策定し、平成 12 年度

時点で 1024.3 g／人日（集団回収ごみ含む）あったごみ排出量を令和 2 年度までに

15 %削減して約 870 g／人日 以下にすること、資源化率を 20 %にすることを目標と

して取り組んできました。その結果、1人 1日当たりのごみの排出量は、概ね減少傾

向にあり、令和元年度、899g／人日まで減量していますが、さらにごみの減量化・

資源化を推進するため、令和 2年度から令和 11年度を計画期間とする第 5次一般廃

棄物処理基本計画を策定したところです。 

なお、令和元年度の 1 世帯あたりのごみ処理にかかる費用は 30,051 円、1 人あた

りでは、13,086円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 １人１日あたりのごみ排出量及び１世帯あたりのごみ処理費用の推移 
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③啓発活動・補助金制度 

ア） おやまエコリサイクルフェア 

循環型社会を目指して、ごみの減量化やライフスタイルの転換を推進するため、

市民向けの啓発活動として「おやまエコリサイクルフェア」を平成 11 年度から毎

年開催しています。 

※令和元年度は、令和元年東日本台風の影響で中止となりました。 

 

イ） 家庭廃棄物処理機器（生ごみ処理機）購入費用の補助金制度 

市では、一般家庭から排出される廃棄物の減量化及び資源化を目的として、平成

7年度から家庭廃棄物処理機器（生ごみ処理機）の購入費用に対し、補助金を交付

しています。令和元年度は 41 基に対して補助を行い、累計補助件数は 7,871 基と

なりました。補助対象となった生ごみ処理機の種別では、機械式のものがおよそ 6

割となっております。 
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④不法投棄対策 

市では、2 名の不法投棄監視員が不法投棄されやすい平地林や河川敷等を重点的

に監視しており、不法投棄の増加が懸念される時期はパトロールを強化しています。 

また、広報おやまやクリーンおやま等にて、不法投棄を未然に防止するための啓

発を行っています。 

さらに、郵便局や JAおやまと包括連携協定を締結しており、不法投棄の情報提供

に係る体制を構築しています。栃木県でも、東京電力やヤマト運輸など計 5 団体と

不法投棄情報提供に関する協定を締結し、監視・通報体制を強化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤資源物集団回収 

ごみの排出量削減策の 1つとして、市内全域で自治会・PTA・子供会育成会等によ

る資源物の集団回収が行われています。ここ 10 年間の回収量は図 10 に示すとおり

で、令和元年度は 1,027ｔが回収されました。近年の回収量は減少傾向にあり、資源

物の売却価格が下がっていることが要因と考えられます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 集団回収量の推移 
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（１）温室効果ガス排出抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地球温暖化の影響と近年の観測状況 

産業革命以後に化石燃料の消費が急激に増加したのに伴い、地球規模で二酸化炭素

等の温室効果ガスが増加しています。IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）が

2013 年にまとめた第 5 次報告書では、「20 世紀半ば以後に観測された温暖化は、人間

活動が要因である可能性が極めて高く、1880～2012 年において、世界平均地上気温は

0.85℃上昇している」と指摘しています。また、極端な異常気象や生物の生息域の変

化等も報告されており、地球温暖化防止対策は、自治体においても率先かつ緊急に取

り組むべき課題となっています。 

環境目標 

５ 

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 

施策方針 
省エネルギーの推進 

新エネルギーの活用 

指 標 H28 年度 H29 年度 目標値(R2 年度) 評価 

小山市の 

温室効果ガス排出量 

1,508 千 t-CO2 

  （修正あり） 
1,541 千 t-CO2 1,117 千 t-CO2 × 

９ 施策の実施状況（エネルギー） 

【指標値】 

※「小山市地球温暖化対策地域推進計画」より 
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②小山市地球温暖化対策地域推進計画 

 

 

 

この計画は、小山市内の温室効果ガス排出量削減を推進していくことを目的に、平

成 25 年 3 月に策定されました。この計画では 4 つの基本施策を定め、太陽光発電設

備やバイオディーゼル燃料の導入など、具体的な温暖化対策を推進しています。 

 

 

［施策１ 再生可能エネルギーの利活用促進］ 

市民が住宅に余剰売電型の太陽光発電設備を設置した場合に、要した費用に対す

る補助事業を実施しております。令和元年度においては 208 件分（発電出力総計

1,111.9 kW）の補助を行い、これらの設備が設置される前と比較した場合では、CO2

排出量が年間で約 411.4ｔ※1削減されました。 

廃食用油については、令和元年度において 53,952ℓを回収し、そのうち 18,338ℓを

バイオディーゼル燃料として再利用することで、CO2 排出量が年間で約 25.6ｔ※2 削

減されました。 

※1 出力 1kWにつき 1,000kWh/年を発電し、CO2は 0.37ｔ/年を削減されると仮定しました。 

※2 バイオディーゼル燃料 1ℓで、CO2が 0.0014ｔ/年を削減されると仮定しました。 

４つの基本施策 

図 11 小山市地球温暖化対策地域推進計画施策体系図 
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［施策２ 省エネルギーの実践］ 

省エネルギー設備の導入促進について、市民が高効率給湯器を購入・設置した際に

要した費用に対する助成事業を実施しました。令和元年度にはエコキュート 78 件、

ハイブリッド給湯器 17 件、エネファーム 9 件（総計 104 件）の補助を実施し、従来

型給湯器を 1 年間使い続けた場合と比較して、CO2排出量が約 64.4ｔ※3削減されまし

た。 

※3 CO2排出量削減効果を、エコキュートは0.5ｔ/年、ハイブリッド給湯器は0.7ｔ/年、エネファーム

は 1.5ｔ/年と仮定しました。 

 

 

［施策３ 低炭素型交通ネットワークの整備推進］ 

 詳細は、P.22～23 をご覧ください。 

 

 

［施策４ 環境教育と情報提供の推進］ 

環境意識を啓発・推進する取組みとして、「おやまエコライフ・プラン」、「おやま

エコキッズ」、「おやまエコファミリー認定事業」等の市民の方々が環境問題に対して

興味関心を持てるような事業を執り行っています。（各事業の詳細は後述） 

事業者向けの取組みについては、事業者が行う環境保全活動等について市が段階別

の評価をし、環境問題に率先して取り組む事業者であることを市民に対して PR する

「小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度」があります。（P.40 詳述） 
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③小山市バイオマスタウン構想 

本構想は、市内の家畜排せつ物、せん定枝、廃食用油、稲わら・もみ殻といった

バイオマスを資源化またはエネルギー化することを目的に、平成 21 年 2 月に策定さ

れました。 

ここでは 5 つの基本方針に基づき、バイオマスの利活用を推進しています。 

バイオマスを活用する取組みを推進することで、経済活動やエネルギー利用の地

産地消を実現し、運輸や経済活動に伴うエネルギー消費の削減を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［おやま菜の花・バイオプロジェクト］ 

ナタネなどの油脂資源作物を栽培し、収穫後に廃食用油として燃料利用するまでの

一連のサイクルを、地域の農業従事者の協力を得て取り組んでいます。 

令和元年度では約 6.7haの農地でナタネを栽培し、3,687㎏の種子を収穫しました。 

また、これを搾油し、なたね油ノーマルオイル（270g 瓶）848 本、なたね油ヴァー

ジンオイル（270g 瓶）795 本を製造しました。 

製造されたオイルは、市立学校の給食に利用されるほか、道の駅思川・よつ葉生活

協同組合の協力を得て販売されています。 

 小山市のバイオマスエネルギー利活用方針 

１． 食品廃棄物のメタン発酵、熱利用技術の活用 

２． おやま菜の花プロジェクトの推進 

３． 家畜排せつ物と未利用バイオマスのメタン発酵、燃料化技術の活用 

４． 草本系バイオマスの炭化、ペレット化、ガス化、バイオエタノール化技術の活用 

５． 市民・事業者参加型バイオマス利活用の啓発 
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（１）市民・事業者の環境保全行動 

 

 

 

 

ア）おやまエコライフ・プラン 

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）は、小山市環境基本

計画を着実に推進するための取組みで、市民一人ひとりが環境に配慮した行動をとる

ための具体的な取組み項目を明確にし、自主的な行動を求める環境保全行動計画です。 

この計画では、地球にやさしい循環型社会を目指して環境に配慮すべき 3つの行動

指針を設定しており、この行動指針に基づき、市民・事業者に自主的な行動を求める

具体的な行動メニューを設定し、身近な環境保全活動を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境目標 

６－１ 

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 

施策方針 
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 

１０ 施策の実施状況（環境保全活動・環境教育等） 

３つの行動指針 

 

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。 

 

 

（環境保全のための市民行動計画） 
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この取組みに賛同していただいた方には「エコアップリーダー」として登録いただ

いております。また、このエコアップリーダーの一部によって組織される「おやまエ

コアップリーダー運営委員会」では、おやまエコライフ・プランを推進するための提

言や啓発活動等を行っています。 

おやまエコアップリーダー運営委員会のメンバーは、地球温暖化に関する様々な取

組みを行っています。その一環として、市内の施設で省エネルギーをテーマにしたエ

コかるたや紙芝居等による啓発活動等を行っています。これらはメンバーが手作りし

たもので、市民の方にも分かりやすい形で環境に対する意識向上を図っています。 

 

 

 

 

 

また、おやまエコライフ・プランを充実させるための取組みとして、他に「おやま

エコファミリー認定事業」と「エコキッズ登録制度」があります。 

おやまエコファミリー認定事業は、市内の小学校及び義務教育学校 5・6 年生のい

るご家庭に、CO２排出量やごみの分別などを知る取組みを夏休み期間中に実行してい

ただき、一定の基準以上の取組みが達成できた家庭を「おやまエコファミリー」とし

て認定することにより、市民の環境保全への意識高揚を図るものです。 

 エコキッズ登録制度は、毎年、市内の小中学校及び義務教育学校の各クラス 1名を

エコキッズとして推薦していただき、6月から 11月にかけてカレンダー型のチェック

シートを使い、継続して CO２削減に関する取組みを行うことで、こどもたちに自身の

行動から環境保全意識を高めてもらう取組みです。 

 

イ）こどもエコクラブ 

主に小中学生を加入対象とする全国規模の環境活動クラブです。令和元年度末時点

で、全国では 1,868クラブ 101,694人（小山市では 2クラブ 62人）のこどもたちが加

入し、各種の活動を行っています。 

活動内容としては、リサイクル活動・ごみ拾い・無農薬栽培農園の見学会などを行

うとともに、壁新聞や活動報告書で成果をまとめ、環境保全への理解を深めています。 

活動期間は 4月からの 1年間ですが、こどもエコクラブ全国事務局では随時登録の

受付をしています。 

 

 

 

 

こどもエコクラブ全国事務局（財団法人日本環境協会） 

TEL：03－5643－6251 FAX：03－5643－6250 

 http://www.j-ecoclub.jp/   (こどもエコクラブ) 

 

エコかるた、紙芝居を体験した人たちの感想等 ～抜粋～ 

・身近な環境から変えていくことで、地球規模の温暖化対策になることが分かった。 

・日ごろの小さな積み重ねが、大きな成果につながることがわかって勉強になった。 
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ウ）小山市エコ・リサイクル推進事業所認定制度 

 3R 活動や省エネルギー推進等の環境保全活動に積極的に取り組んでいる市内の事

業所を「エコ・リサイクル推進事業所」として小山市が認定し、広報誌やホームペー

ジを通して市民に PRすることで、イメージアップに繋げて応援する制度です。 

 認定のランクは 3 つに分かれており、その事業所が 3R 活動や環境保全活動に対し

て取り組んでいる活動の程度によって判別されています。令和元年度末時点における

認定状況は、最高ランクの 3つ星が 80、2つ星が 23、1つ星が 2（計 105事業所）と

なっています。 

 

 

（２）市の率先的実行 

 

 

 

ア）小山市環境保全率先実行計画 

今日の多様な環境問題を解決するには、市民・事業者・市のそれぞれが環境に配慮

した行動をしていくことが重要です。それにあたり小山市は、事務事業の実施におけ

る環境負荷を低減する取組みを推進するため、「小山市環境保全率先実行計画」を平

成 13 年 12 月に策定しました。その後、平成 19 年 12 月と平成 25 年 3 月の改定を経

て、現在は第 3次計画期間中となっています。 

この計画は市の公共施設・設備等のすべてを対象としており、毎月の電気・水道・

燃料等の使用量、資源物の回収量、公用車の走行距離、エコ通勤の実施人数等の情報

を各所属から集計することで、小山市の全公共施設におけるエネルギー使用量や温室

効果ガスの排出量を算出しています。また、毎年作成される年次報告書は、関係部課

長で組織する環境調整委員会での審議を経て、公表されています。 

 この計画では、「平成 22年度比で各エネルギーの使用量を 10％削減」等の目標が設

定されており、PDCA サイクルを組み込んで、当該年度の取組み内容と実績を踏まえ、

その反省を次年度に反映させる取組みが行われています。 

施策方針 市の率先実行計画 
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（３）普及啓発 

 

 

 

平成 27年 6月にスタートした国民運動の「COOL CHOICE」等の取組みを中心に、

国・県・市が協同して、環境情報の普及啓発に取り組んでいます。 

「COOL CHOICE」とは、省エネ・低炭素型の製品の購入やサービスの消費、行動等

の全てを含む、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」のことをいいます。 

 県内では、平成 29 年 5月に県知事と県内 25市町長による「COOL CHOICE とちぎ

共同宣言」が行われ、この県民運動を推進していくことで、家庭部門を中心に温室効

果ガスの排出量を大きく削減することができるよう、各主体間における情報の共有と

住民への普及啓発を進めていくことになりました。 

 

 

（４）環境保全活動 

 

 

 

 

 

ア）小山市グラウンドワーク事業助成制度 

小山市ではグラウンドワークを「小山市の豊かな自然を後世に残すための環境改善

活動」と位置づけています。 

平成 13年度にグラウンドワーク基金を設置し、平成 14年度からは当基金を利用し

たグラウンドワーク事業助成制度が発足しました。 

本事業は、市民の手による環境保全活動を支援するため、その活動にかかる費用の

一部に対し、基金から資金助成をするものです。 

 なお、令和元年度には 14の事業に対して計 714,996円の助成を行いました。助成の

対象としては、駅前ロータリー等の清掃作業、植栽や桜木の管理作業のほか、特徴的

なものとして、ゲンジボタルの自然繁殖を目標とする幼虫の飼育事業に対して助成金

を交付しています。 

環境目標 

６－２ 

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 

施策方針 環境情報の共有等による普及啓発 

施策方針 
市民・事業者・市の連携強化 

環境保全活動の推進・支援 
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（５）環境教育等 

 

 

  

 

ア）田んぼの学校 

「田んぼの学校」は、古くから農業の営みの中で形づくられてきた水田や水路、た

め池、里山などを「遊びと学びの場」として再活用し、環境に対する豊かな感性と見

識をもつ市民を養成していくことを目指しています。小山市教育委員会ではこれを

「体験を通して行う環境教育」ととらえ、その推進に努めています。 

平成 13 年度の中小学校地区を皮切りに、平成 15 年度に寒川小学校地区、平成 20

年度に穂積小学校地区、梁小学校地区、平成 24年度に延島小学校地区、平成 25年度

に間々田東小学校地区、平成 27年度に大谷北小学校地区、平成 28 年度に羽川小学校

地区、平成 29 年度には萱橋小学校地区、令和元年度には羽川西小学校地区も「田ん

ぼの学校」に加わりました。旧梁小学校地区は平成 30年度で休止となり、現在合計 9

地区で活動を行っています。 

いずれの地区も地域と学校が連携し、稲作体験とビオトープ観察等を中心に、地区

の特色を生かした創意あふれる活動を展開しています。 

 

 

イ）稲作体験 

すべての地区で小学校及び義務教育学校 5年生の「総合的な学習の時間」を中心に、

稲作体験をしています。児童が地域のボランティアの方々や保護者と触れ合いながら、

心を込めてお米を育てることで、収穫の喜び、働くことの尊さ、自然の素晴らしさを

稲作体験を通して学んでいます。 

 

 

 

 

 

 

施策方針 環境教育・環境学習の推進 
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ウ）古代米稲作体験 

寒川小学校では、5 年生の「総合的な学習の時間」を中心に、例年、「むらさき米」・

「みどり米」・「ゆきあそび」の 3種類の古代米づくりをしています。今年は「べに

あそび」・「あかねあそび」の 2 種類を加え、5 種類の栽培に挑戦しました。収穫し

たお米を土器を使って炊く、古代米炊飯も行っています。 

自然と共存する先人の知恵や苦労にふれながら、貴重な体験学習を行っています。

令和元年度は、令和の日の出のデザインと「寒川小」の文字を描きました。 

 

 

 

 

 

 

エ）ビオトープ 

寒川地区では「寒川尼と古代米の里づくり実行委員会」の全面的な協力のもと、ビ

オトープが整備され、メダカを飼育しています。他の地区でもビオトープを設置し、

生き物の観察等を行っています。 

 

 

 

 

 

オ）ほたるビオトープ 

中地区では、「ほたる飛び交う中地区をめざす運動の会」が中心となり、ほたるを

幼虫から成虫になるまで大切に飼育しました。6 月には、「中地区ほたるを観る会」

を開き、児童と地域の方々が一緒になって、光の乱舞を楽しみました。会では、6 年

生のミニビオトープでのほたる飼育の取組発表やほたるかご作りが行われました。集

まった人たち全員がほたるへの思いをもって、心温まるひとときを過ごしました。 

（教育委員会学校教育課） 
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環境分野 項目 指標 従前値 現況値 目標値 評価 

生活環境 水環境改善施設 
生活排水処理 

人口普及率 

91.6% 

(H30年度) 

90.4% 

(R1年度) 

100% 

(R7年度) 
○ 

自然環境 平地林・みどり 

市街化区域内 

緑地面積 

約 50.17ha 

(H30年度) 

約 50.24ha 

(R1年度) 

約 158.7ha 

(R2年度) 
〇 

市街地に隣接 

した区域を含む

緑地面積 

約 448.31ha 

(H30年度) 

約 448.38ha 

(R1年度) 

約 906.3ha 

(R2年度) 
〇 

都市計画区域内

緑地面積 

約 558.06ha 

(H30年度) 

約 558.13ha 

(R1年度) 

約 1062.3ha 

(R2年度) 
〇 

快適環境 
公園 

オープンスペース 

市民 1人あたりの

都市公園面積 

8.89㎡ 

(H30年度) 

8.90㎡ 

(R1年度) 

11.80㎡ 

(R2年度) 
〇 

公園等愛護 

里親会の数 

143 

(H30年度) 

146 

(R1年度) 

149 

(R2年度) 
〇 

資源・廃棄物 

環境 
廃棄物 

1人 1日あたりの

ごみ排出量 

920g 

(H30年度) 

899g 

(R1年度) 

870g 

(R2年度) 
〇 

エネルギー 
温室効果ガス 

排出抑制 

小山市の温室 

効果ガス排出量 

1,508千 t-CO2 

(H28年度) 

1,541千 t-CO2 

( H29年度) 

1,117 千 t-CO2 

(R2年度) 
× 

評価基準 表記方法 項目数 

目標値を達成した ◎ 0 

目標値は達成していないが、改善傾向にある ○ 7 

変化なし △ 0 

悪化している × 1 

１１ 第 3次小山市環境基本計画の進捗状況 
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＜あ行＞ 

いおう酸化物（SOx）   

  いおう(硫黄)と酸素の化合物の総称であり、二酸化いおう(SO２)、三酸化いおう(SO３)が主

なものである。重油等硫黄分を含む燃料の燃焼によって発生する。SO２は腐った卵に似た刺

激臭のある無色のガスであり、SO３は吸湿性が強く湿った大気中では水蒸気と化合して硫酸

ミストとなる。いおう酸化物は、それ自体有害であるだけでなく、環境大気中では他の汚染

物質と共存することによって人間や動植物に影響を与える。特に環境での人間に対する影響

としては、いわゆる「ぜんそく」を引き起こす等呼吸器への影響がある。 

 

一酸化炭素（CO） 

 炭素又は炭素化合物の不完全燃焼によって発生する。また、一般家庭では、ストーブなど

の暖房器具、ガスコンロ、湯沸かし器などの厨房機器、風呂釜などの不完全燃焼により、一

酸化炭素中毒の事故が発生することがある。都市における最大の発生源は、自動車の排気ガ

スである。一酸化炭素は、血液中のヘモグロビンと結合して、呼吸困難を引き起こす。 

 

音圧レベル（dB） 

 音波により空気に圧力変化を生じる変化分を音圧とよんでいる。この音圧が基準音圧（よ

うやく聞こえるくらいの弱い音の圧力のことで、10 万分の 2 Pa に相当）に対してどの程度

のレベルにあるかを「デシベル：dB」で表現したもの。 

 飛行機のエンジン近くで 120 dB、電車の車内で 80 dB、普通の会話で 60 dB 程度が騒音の

目安となる。 

 

温室効果ガス 

 太陽光により温められた地表から出された赤外線の何割かは大気中に吸収され、再び大気

中から地表へと放射されるため、地表面はより高い温度となる。この効果を「温室効果」と

いい、大気中で赤外線を吸収する気体を「温室効果ガス」と呼ぶ。温室効果ガスには、二酸

化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロン等がある。   

用語解説 
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＜か行＞ 

環境基準 （資料編参照） 

  人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい環境上の条件に関

する基準で、「環境基本法」に基づいて国が定めることになっている。 

 この環境基準は、国や地方公共団体が公害対策を進めるうえでの目標となるもので、公害

発生源に対する直接の規制基準ではなく、大気、水質汚濁、地下水、土壌汚染及び騒音につ

いて定められている。 

 なお､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」に基づいて、大気、

水質、土壌について定められている。 

 

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。廃棄物、水質汚濁物質や大気汚染物質などの排出、騒動・振動の発生、

森林の伐採や土地開発による土地の改変などがある。 

 

下水道 

 トイレの水洗化、公共用水域の水質保全などを目的として、生活排水、工場排水を集めて

処理する施設を下水道といい、公共下水道と流域下水道がある。 

 

健康項目（水質：人の健康の保護に関する環境基準） 

 人の健康に係る環境基準に指定されている項目であり、シアン、有機水銀、カドミウム、

鉛、6 価クロム、ヒ素など 27 項目がある。 

 

光化学オキシダント「オキシダント（Ox）」 

 オゾン、アルデヒド、PAN（パーオキシアセチルナイトレート）などの酸化性物質の総称

である。大気中の窒素酸化物、炭化水素などが紫外線によって光化学反応を起こした結果、

生成するオキシダントは光化学オキシダントとも呼ばれる。その大部分はオゾンで、光化学

スモッグの原因物質といわれている。 

 

光化学スモッグ 

 夏など日射量が強く、高温・無風などの条件が重なり、光化学オキシダントが大気中に高

濃度に滞留した状態をいう。喉の痛み、流涙、せき、めまい、頭痛等の直接的な健康被害を

引き起こす。 
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こどもエコクラブ 

地域の中で主体的に環境学習および環境保全に関する活動を行うグループのことで、環境

省が平成 7 年度から「こどもエコクラブ事業」として支援している。数人から 30 人程度の小・

中学生および助言等を行う 1 名以上の大人（サポーター）から構成される。クラブで行う活

動は、自主的に行なう「エコロジカルあくしょん」と、全国共通の「エコロジカルとれーに

んぐ」があり、1 年間の活動の後「アースレンジャー認定証」が交付される。年 1 回開催の

全国フェスティバルでは、各クラブの活動の紹介や、優秀クラブの表彰などが行われる。 

 

コンポスト 

生ごみや落ち葉、わらのような植物等の有機物を、土中の微生物を利用して発酵・分解し

てできた堆肥。または、そうした堆肥化の手法。 
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＜さ行＞ 

酸性雨 

 化石燃料の燃焼などにより放出される硫黄酸化物や窒素酸化物などが雨に採り込まれ、酸

性の雨となる事。一般に水素イオン濃度（pH）が 5.6 以下の雨水をいい、大気汚染物質であ

る硫黄酸化物や窒素酸化物が原因となり生じると考えられている。湖沼や森林等の生態系に

影響を与えるほか、建物や文化財に被害を与えることで問題となっている。 

 

ジクロロメタン 

 エタノール様臭の無色液体。水に一部可溶。沸点は 39.8℃。マウスにおいては発がん性が

明らかであるが、種差が大きい人については、可能性を完全には除外できないが、可能性は

小さいとされる。中枢神経に対する麻酔作用や高濃度吸収の場合に精巣毒性を発揮する可能

性がある。主な用途は剥離剤、プリント基板洗浄剤等である。 

 

浄化槽 

 トイレと連結してし尿および厨房排水や洗濯排水などの生活雑排水を処理し、公共下水道

以外に放流するための設備。合併処理浄化槽ともいう。なお、し尿のみを処理する単独処理

浄化槽は、平成 12 年の浄化槽法の改正により新設が禁止された。 

 

生活環境項目（水質：生活環境の保護に関する環境基準） 

 主として水質の有機汚染を示す指標であり、日常河川等の汚さを表す項目で次の項目があ

る。pH、BOD、COD、SS、ｎ-ヘキサン抽出物質（油分）、フェノール類、銅、亜鉛、溶解性

鉄、溶解性マンガン、クロム、フッ素、大腸菌群数、窒素、リン。 
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＜た行＞ 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプ

ラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）をまとめてダイオキシン類という。無色無臭

の固体で水に溶けにくく、油などに溶け易い。物の燃焼に伴い非意図的に生成し、廃棄物焼

却炉などから排出される有害な有機塩素化合物であり、塩素の数と配置によって 200 以上の

種類があり、毒性の強さが異なる。ダイオキシン類の中で最も毒性の強いものが 2,3,7,8-四塩

化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2, 3, 7, 8 -TCDD)であり、WHO（世界保健機関）の国際がん研

究機関では発がん性があると評価している。 

 

単位 

ｍ（ミリ）１ｍは千分の１ 

μ（マイクロ）１μは 100 万分の１ 

ｎ（ナノ）１ｎは 10 億分の１ 

ｐ（ピコ）１ｐは１兆分の１ 

※ 参考：おおよそ東京ドーム一杯に満たした水に角砂糖 1 個（1 g）を溶かしたとき、

その水 1 g に含まれている砂糖の重さが 1 pg になります。 

 

地球温暖化 

 石油などの化石燃料の燃焼により二酸化炭素等の温室効果ガスの大気中濃度が高まり、地

表から放出される赤外線を吸収することにより、地表の温度が上がる現象をいう。海面の上

昇や気候の変化により、人類や生態系に悪影響を及ぼすことが懸念されている。 

 

窒素酸化物（NOx） 

 窒素は空気中に約 80 ％含まれており，また石油などの燃料中にも含まれる。窒素酸化物

は物を燃焼する際、空気中に含まれる酸素と窒素から発生する。高温になるほどその発生量

は多くなる。また燃料の成分中の窒素分も燃焼の際、窒素酸化物になる。窒素酸化物の代表

的なものは一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2）である。このため、工場のボイラー、自

動車のエンジン、家庭のコンロなどで燃料等を燃焼させると，その過程で必ず NOx が発生す

る。また、窒素酸化物は炭化水素（HC）と紫外線により光化学反応を起こして光化学オキシ

ダント（Ox）を生成し、光化学スモッグの原因ともなります。人間に対する影響としては呼

吸器疾患の原因になる。  
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TEQ（毒性等量） 

 ダイオキシン類は種類により毒性が異なり、各種のダイオキシン類の測定値をダイオキシ

ン類のなかで、最も毒性の強い 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量に換算したもの。 

 

テトラクロロエチレン 

 無色透明の液体、水に不溶、不燃性、沸点 121℃、比重 1.62。揮発性で生物分解性が低く、

有機物含有量が多い土壌には吸着されるが一般には吸着性が低い。 

 発がん性の可能性があるとされている。溶剤、メッキ・医薬品・香料の製造工程等に用い

られる。 

 

典型 7公害 

 ｢環境基本法｣で規定されている公害であって、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振

動、地盤沈下及び悪臭をいう。社会的に公害と呼ばれる事象は、範囲が広く、建築物による

日照の阻害、道路照明等の人工光源による農作物被害、電波障害なども公害と呼ばれている。 

 

トリクロロエチレン 

 無色透明の液体、水に難溶、有機溶媒に可溶、沸点 86.7℃、比重 1.46。中枢神経に抑制作

用、高濃度で麻酔作用があり、また発がん性の疑いもあるとされている。脱油脂類洗浄剤、

溶剤に用いられている。 
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＜な行＞ 

75％水質値 

 全測定データ総数をその値の小さいものから順に並べ 0.75×n番目（nはデータ数）の測定

値をいう。0.75×n番目が整数でない場合には端数を切り上げた整数の値をいう。公共用水域

の環境基準の評価方法として用いられる。 

 

二酸化炭素（CO2） 

 炭酸ガスまたは無水炭酸ともいう。無色、無臭の安定な気体で水に溶け、溶液は微酸性を示

す。大気中には約 0.03 %存在し、植物の光合成に欠くことのできないものである。温室効果

を持つため、地球の平均気温を 15℃前後に保つのに寄与してきたが、その濃度が高まると地

球温暖化を招くことになる。産業革命以降、化石燃料の燃焼、吸収源である森林の減少など

によって、大気中濃度は年々増加し、今後も増加傾向にあるとみられるため、二酸化炭素の

排出抑制は地球規模の課題となっている。 

 

農業集落排水施設 

 農業用排水の水質保全、農業用排水施設の機能維持、農村生活環境の改善を図り、公共用

水域の水質保全を図るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水・汚泥を処理する

ための施設。 
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＜は行＞ 

バイオマス(biomass) 

 生物資源(バイオ)と量（マス）を合わせた造語で、再生可能な生物由来の有機性資源(化石

燃料は除く)の総称。 

 

BOD(Biochemical Oxygen Demand：生物化学的酸素要求量) 

 水中の有機物が微生物によって分解されるときに必要とする酸素の量をいい、数字が大き

いほど水は汚れていることを示す。河川などの水質汚濁の程度を評価する際に用いられる代

表的な指標である。 

 

BDF(バイオディーゼル燃料) 

生物由来の油から作られるディーゼルエンジン用燃料の総称で、バイオマスエネルギーの

一つである。地球温暖化防止のため策定された京都議定書では、生物由来となる燃料につい

ては二酸化炭素の排出量が計上されないため注目されている。 

 

ビオトープ 

本来、生物が互いにつながりを持ちながら生息している空間を示す言葉だが、特に、都市

内の空き地や校庭などに造成された生物の生息・生育環境空間を指して言う場合もある。こ

のようなビオトープの造成では、昆虫、魚、野鳥など小動物の生息環境や特定の植物の生育

環境を意識した空間造りが行われる。ビオトープづくりは、失われた自然の回復、子どもの

環境教育の場として、大きな役割を担っている。 

 

微小粒子状物質（PM2.5） 

浮遊粉じんのうち粒径 2.5μm( 1μm は 1,000 分の 1 mm）以下のもの。浮遊粒子状物質より

も健康に有害な影響を与える可能性が高いとされている。 

 

浮遊粒子状物質「浮遊粉じん (SPM)」 

 大気中に長期間浮遊する粒子状の物質のこと。特に、粒径 10μm ( 1μm は 1,000 分の 1 mm）

以下のものは、気道や肺胞に沈着して健康上有害な影響を与える。（「大気汚染防止法」では、

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。） 

 

ベンゼン 

 水より軽い無色の液体。凝固点 5.5 ℃、揮発性で水に溶けにくく有機溶媒に溶ける。有機

分の多い土壌には吸着され、生分解される。光・空気などに対しては安定である。染料、溶

剤、合成ゴム、合成皮革、合成顔料等多様な製品の合成原料に用いられている。発がん性が

あるとされている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E6%96%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AD%B0%E5%AE%9A%E6%9B%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0
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＜ら行＞ 

類型 

 河川や湖沼について、生活環境の保全に関する環境基準として、その利用目的に応じ規定

されており、AA 類型から E 類型までに分類されそれぞれ基準値が設定されている。 
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