
1 

 

平成29年度ブランド推進関連事業 

１．総括                            （単位：千円） 

  

平成 29 年度 平成 28 年度 

件数 予算額 
対前年比

（%）  
件数 予算額 

ブランド推進 

関連事業予算額 
78 2,690,425 120% 67 2,241,024 

県民の愛着誇り （26） （645,339）       

磨き上げに係る事業 38 1,936,292 128% 35 1,508,764 

県民の愛着誇り （11） （405,248）       

情報発信に係る事業 40 754,133 103% 32 732,260 

県民の愛着誇り （15） （240,091）       

 

２．主な事業（新規･･･◎、一部新規･･･〇、磨き上げ･･･磨、情報発信･･･情、愛着誇り･･･誇） 

〔総合政策課〕 

●とちぎブランド・デザイン事業費 34,400千円 

すべての分野で選ばれるとちぎを創り上げるための、本県のイメージ向上やオールとち

ぎによる取組の推進に要する経費 

1 「とちぎ力」向上事業費 10,100千円･･･◎、磨 

(1)動画・ＰＲツール作成費 5,600千円 

(2)とちぎ未来大使発信事業費 4,500千円 

2 「とちぎ力」発信事業費 16,440千円･･･〇、情 

(1)首都圏プロモーション事業費 10,000千円 

(2)メディアリレーション活動費 5,000千円 

(3)ウェブサイト発信費 1,440千円 

3 「オールとちぎ」によるブランド推進事業費 7,860千円･･･〇、情、誇 

(1)県民の愛着・誇り醸成費 6,900千円 

(2)ブランド力向上会議開催費 960 千円 

 

●誘客促進環境整備事業 103,025千円･･･磨 

東京オリンピック・パラリンピック等に向けた県有施設等の環境整備に要する経費 

1 県有施設トイレ洋式化事業費 29,425千円 

2 道路案内標識多言語化事業費 42,100千円 

3 遊歩道案内標識多言語化事業費 31,500 千円 
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●東京オリンピック等機運醸成連携事業費 9,418千円･･･〇、情 

 東京オリンピック・パラリンピック等に向けたとちぎビジョンに基づく県民・団体の取

組促進を図るための機運醸成等に要する経費 

 

●キャンプ地誘致推進事業費 4,796千円･･･情 

東京オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会における、ハンガリーをはじめと

した海外競技団体の事前トレーニングキャンプの誘致に要する経費 

 

●大学・地域連携プロジェクト支援事業 10,000千円･･･磨、誇 

県内高等教育機関の学生が地域と連携して取り組む、課題解決に向けた実践的プロジェ

クト支援活動に対する助成等 

 

〔地域振興課〕 

●ふるさと栃木の魅力醸成・発信事業費 1,658千円･･･情・誇 

 とちぎの百様を活用した、郷土愛の醸成と本県の魅力・実力の発信に要する経費 

 

●地域づくり担い手育成費  

地域づくりの担い手となる人材の掘り起こしやスキルアップ等に要する経費 

 のうち 地域づくり人材育成費 3,980千円･･･磨、誇 

 

●わがまち未来創造事業費 100,000千円･･･磨、誇 

住民自らが主体となって構成された地域づくり団体等が地方創生に向けて取り組む地域

づくり活動に対する助成 

・事業期間平成28～32年度 

 

●とちぎＵＩＪターン促進事業費 40,072千円･･･〇、情 

県外から人を呼び込み、地域の活性化を図るためのＵＩＪターンの促進に要する経費 

 

●ツール・ド・とちぎを核とした地方創生推進事業費 25,000千円･･･磨、誇 

県内全域を舞台とした国際サイクルロードレース「ツール・ド・とちぎ」の第２回大会

の開催準備等に要する経費 

・事業主体 ツール・ド・とちぎ実行委員会 

・大会開催時期 平成30年３月（３日間） 

 

●地方創生新駅整備支援事業費 100,000千円･･･◎、磨 

ＤＣ等を機に全県的な誘客効果が期待できる鉄道駅の新規整備に対する助成 
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・整備場所あしかがフラワーパーク隣接地（ＪＲ両毛線富田駅－足利駅間） 

・開設時期平成30年４月（予定） 

 

〔国体準備室〕 

●国体開催準備事業費  

平成34年に開催する第77回国民体育大会の開催準備に要する経費 

のうち9,985千円 ･･･情 

 

〔県民文化課〕 

●とちぎ版文化プログラム推進事業費 70,124千円 ･･･◎、磨、誇 

東京オリンピック・パラリンピックを契機に、とちぎの魅力ある文化を国内外に発信し

文化の底上げを図る「とちぎ版文化プログラム」の推進に要する経費 

 

●県民の日事業費 351千円･･･情、誇 

 県民の日を記念したイベントを開催する経費 

 ・記念行事開催日 平成29年6月17日 

 

〔広報課〕 

●県政広報費 59,232千円･･･情、誇 

各種広報媒体による県政広報に要する経費 

 

●放送メディア広報費  

 テレビ・ラジオを活用した、県政広報に要する経費 

 のうち116,890千円･･･情、誇 

 

●県ホームページ管理事業費 11,587 千円･･･情、誇 

県ホームページの管理等に要する経費 

 

〔環境森林政策課〕 

●奥日光ＥＶ導入促進事業費 2,016千円･･･◎、磨 

ホテル等において宿泊者にＥＶの有償貸出を行うカーシェアリングを実施し、ＥＶの導

入促進を図るモデル事業 

 

〔自然環境課〕 

●国立公園満喫プロジェクト推進事業費  

 日光国立公園満喫プロジェクトの推進に要する経費 407,289千円･･･〇、磨 
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●地域ぐるみの総合的な鳥獣対策促進事業費 207,415千円･･･〇、磨 

農林業等の被害を軽減するための有害鳥獣対策に要する経費 

 

●生物多様性とちぎ戦略推進事業費 28,148千円･･･〇、磨 

 「生物多様性とちぎ戦略」に基づく希少な動植物の保護や生物多様性の普及啓発等に要

する経費 

 

〔林業木材産業課〕 

●とちぎの山業・羽ばたく人材フロンティア事業費  

とちぎの林業・木材産業の成長産業化に要する経費 

のうち とちぎ材の魅力・実力発信強化事業費 2,484千円･･･情 

 

〔健康増進課〕 

●健康長寿とちぎづくり推進事業費 

健康長寿とちぎづくりの推進に要する経費 

のうち 栄養食生活改善環境整備費 のうち 2,836千円･･･磨 

健康づくりロード事業費 11,241千円･･･情 

 

〔障害福祉課〕 

●障害者就労支援事業費 

 障害者の就労促進及び工賃アップを図るための体制整備に要する経費 

 のうち とちぎナイスハート推進事業費 9,143千円･･･〇、磨 

 

●障害者芸術文化活動推進費 2,618千円･･･〇、磨 

 芸術文化活動を通じた障害者の社会参加の一層の推進に要する経費 

 

〔産業政策課・工業振興課・経営支援課・国際課・観光交流課〕 

●フードバレーとちぎ推進事業費 174,183千円 ･･･〇、磨、誇 

 「フードバレーとちぎ」の実現に向けた取組の推進に要する経費 

 

〔産業政策課・工業振興課〕 

●地域資源活用産業振興事業費 14,702千円･･･磨、誇 

地域資源生産者とサービス提供者等が連携して実施する地域資源活用促進のための取組 

に対する助成等 
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〔産業政策課〕 

●企業適正誘導対策費 6,852千円･･･情、誇 

企業誘致の推進及び県内既立地企業の定着促進に要する経費 

 

●「とちぎのいいもの」販売推進事業費･･･情、誇 

「栃木県
と ち ぎ

企業
の

誘致
い い

・県
もの

産品販売推進本部」による企業誘致及び県産品・観光の販売推進

ＰＲ、販路開拓・拡大に向けた取組に要する経費 

うち 企業誘致推進事業費 13,455千円 

 

〔工業振興課〕 

●ものづくり企業技術力強化事業費 31,251千円･･･磨  

 県が認証したフロンティア企業のブランド価値向上のため、製品のＰＲや技術開発支援

等に要する経費 

 

●とちぎ県産石材利活用促進事業費 16,000千円･･･磨 

県内石材産業の振興と県産石材の利活用に対する助成 

 

●地域産業育成等支援事業費 3,000千円･･･磨 

地域産業事業者が行う従事者確保等への取組に対する助成等 

 

●伝統工芸品産業振興事業費 5,877千円･･･磨 

 伝統工芸品産業の振興に要する経費 

 

●とちぎ産業振興プロジェクト推進事業費 11,785千円･･･磨 

本県産業の競争力強化及び地域経済の活性化を図るための重点振興産業分野（自動車、

航空宇宙、医療機器、光、環境）の振興に要する経費 

 

●先端ものづくり産業振興事業費 235,054千円･･･磨 

 本県が強みを持つ先端ものづくり産業（航空機、医療機器、次世代自動車）のさらなる 

振興策展開に要する経費 

 

〔経営支援課〕 

●サービス産業生産性向上支援事業費 4,000千円･･･〇、磨、誇 

 商工団体が事業提案を行い実施するサービス産業の生産性向上に資する広域的な事業に

対する助成 
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〔国際課〕 

●海外販路開拓支援事業費 8,467千円･･･〇、情 

県産品の海外販路開拓に資するため国際見本市への出展等に要する経費 

 

●米国におけるとちぎの魅力発信事業費 7,979千円･･･◎、情 

米国において実施する本県の投資環境や県産品のＰＲ等に要する経費 

 

●「とちぎびと」ネットワーク形成・運営事業費 3,996千円･･･情、誇 

海外在住の「とちぎびと」とのネットワークの形成及び南米等県人会への助成等に要す

る経費 

 

〔観光交流課〕 

●県産品販路拡張推進事業費 23,553千円･･･情 

 県産品の販路拡張及び普及宣伝の促進に要する経費 

 

●観光情報多言語化推進事業費 11,352千円･･･情 

外国人観光客に対する情報発信力強化に要する経費 

 

●とちぎインバウンド大臣推進事業費 2,356千円･･･◎、情 

海外で本県の魅力をＰＲする「とちぎインバウンド大臣（仮称）」の任命等に要する経

費 

 

●アンテナショップ運営事業費 13,000千円･･･情 

 東京スカイツリータウン内に設置した「とちまるショップ」の運営に要する経費 

 

●本物の栃木発信強化事業費 25,611千円･･･◎、情 

 「とちまるショップ」の改装に要する経費 

 

●栃木県フィルムコミッション事業費 4,381千円･･･情 

 地域と連携しながら県内の映像資源に関する情報を発信し、ロケ誘致等による地域活性

化を図る「栃木県フィルムコミッション」の運営に要する経費 

  

●とちぎのおもてなし向上事業費 17,624千円･･･〇、磨 

国内外からの観光客の満足度を高めるためのおもてなし向上に向けた取組に要する経費 
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●とちぎの定番土産創出事業費 588千円･･･◎、磨 

とちぎの定番土産検討会議開催等に要する経費 

 

●世界に通用する魅力ある観光地づくり事業費 4,915千円･･･〇、磨 

「世界に通用する魅力ある観光地づくりプログラム」に基づいた取組の推進に要する経

費 

 

●海外誘客プロモーション事業費 34,920 千円･･･〇、情 

東アジア及び東南アジア諸国に対する観光プロモーションに要する経費 

 

●デスティネーションキャンペーン推進事業費 151,063千円･･･◎、情 

 平成30年春の「デスティネーションキャンペーン」の開催準備等に要する経費 

 

●大型観光誘客プロモーション事業費 21,550千円･･･情 

本県観光産業のさらなる発展を図るため、効果的な観光誘客キャンペーン等の実施に要

する経費 

 

〔労働政策課〕 

●技能五輪・アビリンピック開催事業費 

平成29年度技能五輪全国大会及び全国アビリンピック開催に要する経費  

のうち 広報啓発費 11,305千円･･･情  

・開催時期平成29年11月24日～27日（技能五輪） 

平成29年11月17日～19日（アビリンピック） 

・開催場所県内17箇所（予定） 

 

〔農政課〕 

●フードバレーとちぎ６次産業化推進事業費 105,818千円･･･磨 

農業の６次産業化による「フードバレーとちぎ」の実現に向けた取組の推進に要する経

費 

 

〔農村振興課〕 

●食と農”交流促進事業費 10,000千円･･･情、誇 

食と農の理解促進や都市と農村との交流、地産地消の推進等をテーマとした「とちぎ

“食と農”ふれあいフェア」の開催に要する経費 

・開催時期 平成29年10月28～29日  

・開催場所 栃木県庁 
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●栃木グリーン・ツーリズム推進事業費 

 グリーン・ツーリズムの推進及び都市農村交流のための人材育成等に要する経費 

 のうち 広域ネットワーク推進対策事業費 2,500千円･･･磨 

 

●ふるさと田園風景協働保全支援事業 2,000千円･･･〇、磨、誇 

美しく豊かな田園風景を保全する活動への参画を促進する「田園風景百選夢プラン」の

策定・実践に対する助成 

 

●農村地域交流拡大推進事業 8,700千円･･･磨 

農村地域における都市住民の受入れ態勢の強化及び地域農産物を活用したビジネス育成

等の取組に対する助成等 

 

〔経済流通課・生産振興課・畜産振興課〕 

●とちぎの農産物ブランド力強化推進事業費 

１ 栃木の農産物いいモノづくり推進事業費 

のうち とちぎ農産物ブランド化推進事業費 8,088千円･･･〇、磨 

      とちぎ和牛ブランド力アップ推進事業費 1,329千円･･･磨 

 ２ いいモノを伝えるプロモーション事業費 

 (1)栃木の農産物ブランド力強化プロモーション事業費 29,549千円･･･◎、情 

(2)スカイベリー高級ブランド化促進事業費 23,216千円･･･情 

   (3)とちぎの“いい米３兄弟”消費拡大推進事業費 2,715千円･･･◎、情 

(4)とちぎ和牛消費拡大ＰＲ支援事業費 2,175千円･･･◎、情 

３ 栃木の農産物との絆の創出支援事業費 1,087千円･･･◎、情、誇 

４ とちぎ農産物戦略的輸出拡大事業費 44,823千円･･･情 

 

〔生産振興課〕 

●とちぎの園芸活力創造総合推進事業費 

 競争力を備えた強い園芸産地の育成を図るための支援に関する経費 

 のうち いちご王国産地強化推進事業費 106,864千円･･･〇、磨 

戦略的園芸産地拡大支援事業 98,362千円･･･磨 

 

〔学校教育課〕 

●とちぎふるさと学習推進事業費 0千円･･･情、誇 

 本県の「自然」「産業」「歴史」「文化」の四つの領域について、小･中学生が栃木県に 

関する見識が深められるよう作成した学習資料集の活用 
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〔文化財課〕 

●日光杉並木街道保護事業費 

特別史跡・特別天然記念物「日光杉並木街道」の保護に要する経費 

のうち 杉の並木守養成事業費 350千円･･･磨、誇 

 

●とちぎ“いにしえの回廊”づくり事業費 1,303千円･･･〇、情、誇 

とちぎの文化財等を活用した周遊モデルコースの普及に要する経費 


