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日光市は、多様な自然、長い歴史、世界に誇る貴重な

文化遺産・産業遺産、さらには良質な温泉など、豊富な

環境資源を有し、国内外から毎年１，２００万人を超え

る観光客が自然や文化遺産を求めて当市を訪れていま

す。 

本市では、平成２２年に「日光市環境基本計画」を策定し、環境保全に係る各種

施策を推進してきました。しかし、平成２３年に発生した東日本大震災では、本市

も大きな影響を受け、エネルギー消費やライフスタイルについて見直す要因となり

ました。 

また近年、地球温暖化の影響と考えられる気候変動や生物多様性の減少など、環

境問題は身に迫る脅威として深刻化しています。 

このような状況を踏まえ、本市でも今日の環境問題や課題に対応し、未来に向け

て持続可能な社会の実現を目指して、「第２次日光市環境基本計画」を策定いたし

ました。計画では「安全・安心な生活環境の確保」「自然共生社会の構築」「資源

循環型社会の構築」「低炭素社会の構築」「環境学習・環境交流の推進」の５つを

環境目標に定めています。 

今後も、本市が目指すべき環境像として『多彩な環境交流を楽しみ、育む 持続

可能な都市
ま ち

・日光』を定め、『強く、優しい、人が輝く日光市』の実現に向けて、環

境への負荷を低減する取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えております。つ

きましては、皆様方のより一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定に当たり、熱心にご審議いただきました日光

市環境審議会の委員の皆様や、貴重な御意見をお寄せいただいた市民の皆様に心か

ら感謝を申し上げます。 

令和元年（2019年）１２月 

日光市長 大嶋 一生 
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◆計画書の年号表記について 

本計画書では本文中の年号表記は、和暦（西暦）での表記を基本にしてい

ますが、ページ内に同じ年号が使用される際は、最初の年号にのみ西暦を付

けています。 

例：平成 28 年（2016 年）、令和１年度（2019 年度） 

なお、グラフ等の年号表記は、地球温暖化などのように西暦での表記がわ

かりやすいため、西暦（和暦）にしています。なお、和暦は略記号（昭和→

Ｓ、平成→Ｈ、令和→Ｒ など）としています。 

 

◆計画書に使われている語句について 

本計画書で使用している難しい語句やカタカナ語句、英数記号等について

は、本文中（図表を除く）の用語に※印（アスタリスク、最初に使用されてい

る箇所）をつけてあります。必要に応じて資料編「３ 用語の解説」を参照

してください。 

数値などの単位については、箇所数が多いこと、紙面を増やさないなどの

観点から、慣用的な記号や英字で表記しています。 

例：平方キロメートル→ｋ㎡、トン→ｔ、パーセント→％ など 

本来の表記や使用と異なりますが、計画の内容を分かりやすくしていく上

で、できるだけ不要な「等」を使用せず「など」として表記しています。た

だし、事業名や元の出典などで使用している場合はそのまま「等」を用いて

います。 

 

◆計画書に使われている主な写真について 

本計画書で使用している写真の出典について、出典リストを次ページ（裏

面）にまとめて整理しています。 
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◆主な使用写真の出典 

※日光フォトコンテスト及び奥日光清流清湖フォトコンテスト受賞作品よりの使用写真 

掲載ページ 写真（撮影）テーマ 撮影者氏名 出 典 

表紙 清けき朝 鈴木 茂男 2017奥日光清流清湖フォトコンテスト・会長賞 

目次 虹の朝 越智 優心 2014奥日光清流清湖フォトコンテスト・ジュニアの部会長賞 

２ 見つめる 野沢 進 2014奥日光青流清湖フォトコンテスト・市長特別賞 

2 やさしい時間 鈴木 英子 2016奥日光青流清湖フォトコンテスト・サトーカメラ賞 

11 千人行列 石川 敬治 2015日光フォトコンテスト・入選 

12 自然鑑賞 戸村 昇 第5 回日光フォトコンテスト・入選 

24 Blue sky Blue lake. 山野井 雅 2016奥日光青流清湖フォトコンテスト・とちまるくん奨励賞 

29 深緑につつまれ 鈴木 英子 2018奥日光青流清湖フォトコンテスト・栃木県知事特別賞 

38 床滑涼水 遠藤 孝雄 2015日光フォトコンテスト・テーマ賞 

39 下 僕たちの田んぼ 小泉 興達 2007日光フォトコンテスト・入選 

45 祭列 佐海 忠夫 第６回オアシス今市写真展・入賞 

61 湖畔の春 笠原 清一 2019奥日光清流清湖フォトコンテスト・日光市長特別賞 

61 湖畔の秋 海老沢 好男 2019奥日光清流清湖フォトコンテスト・日光自然博物館賞 

66 姉弟 木村 務 2009日光フォトコンテスト・日光杉並木賞 

※上記以外の写真は、以下の出典による。なお、HP（ホームページ）掲載写真は令和 2 年 1 月時点 

掲載ページ テーマ 出 典 

31 清掃活動（クリーンキャンペーン） 環境課 

36 学官連携 小水力発電設置風景など 環境課 

39 上 湧水ボランティア研修 湧水ボランティア研修 活動記録／環境課撮影 

40 ネイチャ-ガイドツアー あいに行く、NIKKO・ネイチャーガイド／栃木県立日光博物館/日光市（HP） 

41 スノーシューハイキング ネイチャーガイド／栃木県立日光自然博物館 

41 足尾銅山の歴史を学ぶ 日光旅ナビ（HP）-体験プランで思い出を作る-／日光市観光協会 

41 日光彫を体験しよう！ 日光木彫りの里工芸センター（HP）／日光彫り体験教室運営協議会 

41 日光・鬼怒川ラフティングツアー あいに行く、NIKKO パンフレット／日光市（HP） 

41 雪遊びとかまくらと。幻想的な夜を 日光旅ナビ（HP）-湯西川温泉 かまくら祭-／日光市観光協会 

46 水無の湧水 日光水のある風景百選～湖沼・湧水～ 

54 杉並木公園小水力発電装置「ピコピカ」 学産官連携協定“RENIKS PROJECT”／環境課 

 




