
平成 28年度第２回とちぎブランド力向上会議議事録要旨 

  

１  日時    平成 28 年 11 月 16 日（水）  13時 30分から 15時 30分まで  

  

２  場所    栃木県宇都宮市昭和１丁目 1-38 栃木県公館大会議室 

  

３  出席者  

【委員】  

新井俊一委員（代理：坂東哲夫氏）、今泉悦江委員、岩井俊宗委員、裏谷惠子委員、 

太田誠委員、大谷範雄委員、岸本卓也委員（代理：飯島一彦氏）、越石直子委員、 

坂本廣樹委員、佐藤佳正委員、鈴木章弘委員、鈴木誠一委員、髙橋武委員、 

廣川登美子委員、松永宗德委員、柳澤美香委員（代理：成瀬宏孝氏）、山崎浩之委員、

横田芳美委員（代理：木山一郎氏）、吉澤文夫委員 

 

【県】  

北村総合政策部長、沼尾総合政策部次長兼課長、川上とちぎブランド戦略室長 ほか  

 

【その他】  

中込進ファシリテーター  

  

４  議事 

（１） あいさつ 

【鈴木（誠）会長】  

先月 10月 19日に「地域ブランド調査 2016」の結果が公表され、本県の魅力度順位は

昨年の 35位から順位を下げ、46位という大変残念な結果となった。栃木県重点戦略「と

ちぎ元気発信プラン」に掲げた 25位以内という目標達成には、今後の取組がますます重

要となった。 

本日は、今回の調査結果、及び分析について説明するとともに、３回にわたり専門部会

で議論してきた「とちぎブランド取組方針（素案）」につき意見をいただきたい。 

本日の意見を踏まえ、今年度中に「とちぎブランド取組方針」を策定したいと考えてお

り、委員の皆様には忌憚のないご意見を賜るようお願い申し上げる。 

 

（２）議題  

１）「地域ブランド調査 2016」調査結果について 

事務局より「地域ブランド調査 2016」調査結果について資料説明 

質問・意見なし 



２）とちぎブランド取組方針（素案）について 

事務局より「とちぎブランド取組方針（素案）」について資料説明後、意見交換を実施

した。 

 

【委員】 

情報接触度が関東圏内で栃木県だけ突出して低位である。（テレビ番組）制作予算が

限られて近場に取材が多く訪れる状況にあり、群馬、茨城が 24位である一方で、栃木

県は 42位となっていることは非常に怖い。 

よく「北関東３県」という比較をされるところの、群馬、茨城の 24位が何故なのか

と思う。よく自虐的なネタを展開されているが、若い層にその辺りが刺さったのではな

いか。是非若いクリエイターなどを使い、優等生的な栃木県のイメージを払拭するよう

な展開というのも、数字を狙うのであれば必要と思っている。 

 

【川上室長】 

今回の分析から、情報接触は重要であると考えているが、短期的な発信だけでなく、

長期的な発信を戦略的に行うことも重要であると考えている。 

 

【委員】 

情報接触について、若い層はＳＮＳによる情報拡散が多くなっているが、その点に関

して、県内のWi-Fi環境整備はどのような状況にあるのか。 

 

【沼尾次長】 

来年からＤＣがスタートし、2020年にはオリンピック、パラリンピックを控え、加速

度的に環境整備が進むと考えている。外国人旅行者がスマートフォンで旅行情報を得る

ことも一般的なので、やるべきところは進めていく。大部分の県有施設、特に来訪者が

あるところでは、Wi-Fi環境整備は進んでいる。 

 

【委員】 

「地域ブランド調査」の調査対象者の偏りはあるのか。 

 

【川上室長】 

基本的には地域の人口に応じたもので偏りは無い。 

 

【委員】 

首都圏在住者の回答が多くを占めるとすれば、東京からみた栃木県、という傾向が出

ると思う。近くて見えない、北関東３県がくすむという指摘もある。東京から近いとい



うことで目立ちづらい、ハンディがあるか。 

発表されている順位は魅力度のみの調査なのに、これが（ブランド力と）一人歩きし

てしまっている。魅力という感性的なものの回答であり、評価の信頼性として疑問を感

じる。「とても魅力的」「やや魅力的」（と感じるのは）どうしてなのか、ということは

読みとれない。その点で魅力度順位を指標とすることに疑問を感じた。安定的な評価に

はならない。 

もう一点、「ベリーグッドローカルとちぎ」というキャッチフレーズについて、伝わ

りにくい、キャッチフレーズとして弱いような気がする。イメージを膨らませる点で

は、柔らかく上品で良いが、栃木はこれだ、というダイレクト性に欠ける。 

「ベリーグッドローカルとちぎ」だけでは全体を押し上げるフレーズとしては弱いの

で別のコピーやフレーズがあっても良い。 

 

【北村部長】 

魅力度は県の総合力を示す一つの指標だと考えている。ブランド力、魅力度向上は他

県でも力を入れている分野で、影響力も大きくなっていくと思われる。 

ただ、魅力度のみならず、他の項目も併せて考えて行きたいと思っている。魅力度、

ブランド力は、当然、観光、地域、農産物等の資源の総合力であり、各部局が連携しな

がら魅力向上を図って行きたい。 

東京圏からみた栃木県としては、アグレッシブな 20～30代の女性をターゲットに取

組んで行きたいと考えている。 

「ベリーグッドローカルとちぎ」については、共通認識を育てながら、とちぎの魅力

を伝える取組の中で定着していくように取組んで行きたいと考えている。 

 

【委員】 

全体としての「ベリーグッドローカルとちぎ」に、個別のそれぞれのコピーを組み合

わせていく、ということと理解した。「ベリーグッドローカルとちぎ」の下に「つぎつ

ぎ、温泉」というような、リズム良く一般の方に耳に入るような、目に飛び込むような

コピーを作っていくのが良いように思う。今までにあるものもうまく活用していくこと

も良いと思う。 

 

【委員】 

魅力度順位を全国との比較で必要な指標とするにしても、他の指標も組み合わせてい

くことは重要である。短期間に 10位以上も順位が上下する、このことはこの指標の脆

弱性を理解する良い機会であった。 

工程表により、長期にわたる取組であることを宣言していることはとても画期的なこ

とだと思う。今回の調査では、栃木県の愛着度は高いが、外からは認められていない、



いう結果が出たが、外から認められてないのは、情報露出度が少ないことが理由と分析

されているので、やるべきことは全て見えている。具体的取組として記載されているの

で、それらをぜひ実行していただきたい。 

キャッチフレーズについて、部会ではＰ14の下段に「ローカル」の解説を入れるよう

に意見したところである。 

「ベリーグッドローカルとちぎ」の「ローカル」は決して弱いものでなく、また自虐

的なものでもなく、「本当のローカルというものを、愛着と誇りを持って発信していく

のだ」という宣言を、強い言い方によって多くの人に理解してもらうことが重要であ

る。ローカルというのが栃木の資質であり、世の中の都会が強く求めているローカルを

提供する栃木が一番である、ということを強く発信して欲しいと思う。 

 

【北村部長】 

数字に一喜一憂するのではなく、本県の実力を名実ともに高めていくという、取組の

方向性を示すフレーズとして「ベリーグッドローカルとちぎ」を位置づけ、各方面が連

携し「すべての分野で選ばれるとちぎ」の実現をオールとちぎで進めていきたい。 

 

【委員】 

魅力度調査では、1位が北海道、上位に京都となっている。別に居住意欲度という調

査項目もあるようだが、北海道や京都に住みたいと私は思わない。人の評価は、感覚的

な、上辺だけ、興味本位のものが多い。 

「ベリーグッドローカルとちぎ」の意味や本質は理解しているが、このキャッチフレ

ーズはピストルの弾の先ではなく、土台。弾の先は別のものを発掘する必要があると感

じる。メッセンジャーをつけて、ＣＭなどを展開する必要がある。 

U字工事も、テレビで話すと影響力が大きく、私もテレビで彼らが大好きな栃木のこ

とを話してくれると嬉しく思う。そのような機会を増やす。 

子供の頃、森を駆け巡っていて、ぱっとゴルフ場に出た時のような感覚、はじめて見

て感じる、信じられないほどの美しい感覚が栃木だよ、というようなことを、メッセン

ジャーによって伝える仕掛けを作ることが良い。栃木は「オヤジ」はどうか。関西には

「オバサン」が居る。まだ「オヤジ」を使った県は無いのではないか。 

「上っ面」の、もっとインパクトのある、ピストルの先のように突っ込んでいくこと

で、開けていくような気がする。コンセプトは後から付いてくる。 

「栃木」という文字の画数は 13画ある。山口などのシンプルな画数の県は良い面と

悪い面があり、宇都宮は餃子の町で、脂ぎった文字は抜群である。画数が多い。文字が

与える印象もある。文字が媒体に出て、イメージが人の心に確立されていく。清水など

はシンプルで、魚介類のイメージ。そのような人の心のことも考慮しても良いと思う。 

イングランドのカンブリア地方は、まさに『ハリーポッター』の世界で、ストーリー



を沢山持っている。そうした文学的なものと一緒に、栃木は“妖精が出てくるような

森”というイメージもあるのではないか。 

 

【沼尾次長】 

ターゲットを絞ることや、若い世代に届くメッセンジャーによる情報発信は部会でも

指摘を受けており、影響力があり発信力がある人物をうまく活用することや、ターゲッ

トを絞り、ターゲットに響く伝え方も検討しながらやる必要があるだろう。来年度以

降、効果的な発信ができるよう工夫しながらやっていきたい。尖った情報発信をしなけ

ればなかなか心に残らないという指摘も部会でいただいているので、それを踏まえ十分

成果が出るよう頑張ってやっていきたい。 

 

【委員】 

地域資源の結果で、「食」の順位が低いことは残念である。確かに、これ、というも

のが無い。いちごは「ベリーグッドローカルとちぎ」には入っているが、文章が長く伝

わりにくいのではないか。最初に目に入るのは赤であり、いちごは今後も大事にしてい

く必要を感じる。 

また、とちぎの百様も活用し、もっとイベントやフェスを沢山やっていく必要がある

のではないか。全国でも食のイベントが開催されているが、単発ではなく、餃子のよう

に継続して毎年この時期にイベントがあるので、今年も栃木に行こう、というような発

想を持っていただけるように、食のイベントを開催すべきだと思う。 

また若い世代は、イベントの現地に行き、インスタグラムやフェイスブックに投稿す

る。私もアクセスを獲得するノウハウを試したことがあるが、やはり食べ物ではいかに

シズル感（瑞々しさ）を出して行くのか、今これが食べられます、というのを投稿する

と、それは何処なのか？という反応がある。そのような興味を引く告知の仕方が重要

で、どこどこで何が開催されます、と真面目に書くよりも「美味しい」という一言で画

像と共にインスタグラムなどに上げると、それだけでフットワークの軽い若い世代は直

ぐに集まってくる。東京から近い位置にある栃木にとって大事なことだと思う。 

また、先ほど、栃という字は複雑で、美味しいものがありそうだという連想につなが

るというお話は、デザイン的に確かにそのとおりだと思う。自分自身、栃木に住むま

で、その字を書いたことが無く、どのような字か分からなかったのが本音である。栃木

では、栃木を漢字や平仮名で表記されるが、どちらが本当か迷うことがあるので、イメ

ージの統一という点でどちらかを選んだ方が良いと思う。 

先日、フジテレビでＵ字工事さんも出演された「栃木美人を探せ」という番組があ

り、視聴率が高かったと聞いているが、全国でも話題になり、美人女将がいる旅館に行

きたいなどの反応があったと聞いており、そのようなやり方も面白いと思う。若い世代

に伝えるのであれば、特化したやり方で栃木をＰＲしていくべきではないかと考える。 



【沼尾次長】 

とちぎの百様は、アクセス数が９万件を超えていると聞いており、インナーに向けた

情報発信でも、郷土愛の醸成でも、様々な方法で知っていただくことが重要だと考えて

いる。 

食については、宇都宮餃子のご経験なども踏まえて、どのように全体のイメージを作

っていくか、またいちごなど、色々な面で付加価値がついて経済的なことにも結びつけ

ていくことも重要であるとの指摘も受けており、ＳＮＳなどを含めた若い世代に向けた

情報発信など、様々なアイディアを活かし、やれることを実施し、ブランド力の向上に

つなげたいと考えているので、引き続きのアドバイスをお願いしたい。 

 

【委員】 

いちごがロゴの一部になっているので、いちごのフェスなどを大きく実施することで

県内から全国に広まると思うので、ぜひやっていただきたい。 

 

【委員代理】 

ブランド力向上の５年間の取組を官民挙げてやっていくという中で、「ベリーグッド

ローカルとちぎ」を瞬時に理解してもらうことが難しい、ということが議論になってい

るが、一言で言えば色々と良いものがあるよ、ということだと思う。食も歴史的文化遺

産もあるということを、官民を挙げてやっていく中で、高齢者も含めて分かってもら

う、ＰＲに協力してもらうとなると、分かりやすく伝えることが重要で、「本物の出会

い、栃木」もそうであるが、それらと一緒使うなどのちょっとした工夫があれば、分か

ってもらえる気がする。 

日光や宇都宮餃子、益子焼、それらが栃木だということが結びついてこなかったとい

うのがあるので、これからは県産品に必ずこのキャッチフレーズをつけて一緒に栃木を

届けるような取組ができないかと思う。 

また、西日本の方々は栃木の位置関係が分からない。これもキャッチフレーズをＰＲ

することと同時に、地図を入れると、東京からの近さもアピールできるし、茨城、栃

木、群馬の位置関係が分かるのでそのようなこともやられてはどうか。 

 

【北村部長】 

ロゴの浸透については、各界、各団体、市町にもご協力いただきながら、県内外に積

極的に働きかけを行っていきたい。また、位置関係についても東京や全国で行うフェス

ティバルなどもあるので、そのような時にも正しい位置情報も伝え、栃木を積極的にＰ

Ｒしていくと栃木に目も向けられると思うので、できることを取り組んでいきたい。 

 

 



【委員】 

ブランド総研の魅力度を指標とすることに諸事情があることを理解しているが、この

ような指標も県民の方やその他の方に良く見えるものにした方が良い。取組方針の最後

にある県の色々な指標をレーダーチャートのように表現し、真ん中に魅力度という総体

的な指標があります、という見て分かるようなものが必要に思う。 

来年度以降、具体的にどのような事業をやったら良いのか、実施した事業がどうであ

ったのか検証するためにも、魅力度の下にちゃんとした指標を組み立てるべきである。 

ブランド力の向上とあるが、ブランドということで何を目指しているのか、色々な取

組が書かれており、項目としては分かりやすいが、ブランドは平均的なものではなく、

変わった人が求めるようなものを指す場合もある。平均的なものだけでなく、特殊な魅

力あるものをどのように発掘して引っ張りあげるかも重要であろう。平均的なものが沢

山あるより、特殊なものがある方が魅力的なのではないかと思う。 

そして最後に、この方針には外国人という言葉があまりみられない。今年も 2000万

人以上の外国人が訪れているが、その外国人にどのように見せていくか、掘り起こして

伸ばしていくようなことがないと、平板なものになってしまうのではないかと懸念して

いる。 

 

【川上室長】 

様々な指標は、今回の素案に追加した。今後、取組を進めていくにあたっては魅力度

順位以外の指標や、県の元気発信プランに掲載している指標で進捗状況を確認できるも

のもある。総合的な視点から、今後の取組を組み立てていきたいと考えている。 

尖ったものの発信については、ターゲットを絞りながら戦略的に考え、平板にならな

いように、それらを加味して目標を達成していければ良いと考えている。 

 

【会長】 

外国人向けの取組は、加えられるものから加えていく。 

 

【委員】 

取組方針は５年間の計画となっているが、 “行動力のある 20～30代の女性、首都圏

在住者”が５年間のメインのターゲットということか。 

その場合、このターゲット層はどの行政も、どの民間も、どのメディアも一番狙って

いる層であり、よりキャッチーな打ち出し方をしないと埋もれてしまう。 

取組方針が策定され、来年度以降、予算措置が実現し事業を実施する際には、女性や

若い人の意見も取り入れて発信していく取組ができると良い。 

また、県内に住んでいる小学生や中学生など子供向けに栃木の魅力を伝えていくこと

が方針にも書かれていて良いことだと思う。ブランドは１～２年で構築できるものでは



ない。５年、10年、20年と子供達に栃木の良さをきちんと伝えていくことは非常に大

切なことだと思っている。 

 

【沼尾次長】 

若い世代に対しては、どこもしのぎを削って取組んでいるということは専門部会でも

指摘を受けており、どこまでできるのか、他のターゲット層も、女性が特に発信力が高

いということも念頭に、どのように実施するのが効果的なのか、予算の状況を鑑み、ご

意見をいただきながら、検討していきたい。 

 

【委員】 

情報をフローとストックに分けて考えると、１人当たりの病院や老人ホームなど生活

に根付いた社会的インフラのストックを評価した幸福度ランキングがある。このランキ

ングでは、首都圏でも栃木は茨城や群馬よりも上位で、中位以上となっているものがあ

り、このようなものもブランドイメージのフローの方にしっかり発信していくと、魅力

度ランキングの調査対象が 70代まで拡大されたことを踏まえると、社会インフラや地

域経済の実力もしっかりと評価してくれるのではないか。若い世代とは異なる着実な方

向から攻めて行くという、尖ってはいないかもしれないが、着実なローカルの実力を示

していくことも重要であろう。幸福度の上位３県は、北陸３県が占めており、アクセス

性ではない、教育や医療などの様々な分野で評価され上位を継続していることをみる

と、地域資源の評価もフローとストックを切り分けて考えていけると思う。 

栃木に住む前から私が良いと思うことに、動物病院やペットと一緒に泊まれる宿泊施

設が多いことがある。色々な動物と触れ合うことができる施設も県内に多数あり、子ど

もがいないペットと暮らす世帯、ファミリー層にも受ける魅力だと思う。そのようなニ

ッチなものは、着目次第で色々なところに見出せると思う。 

 

【北村部長】 

ご指摘の幸福度ランキングで、栃木は全国 10位ということで、財政やハードのスト

ックの面で、継続性も出ている。ストックについては、とちぎの魅力・実力ランキング

にも出ているが、それとソフトの関連性を旨く引き出していきたい。ソフトの面でも、

全国に表明できるようなものもあるので、そのようなものの発掘・磨き上げも各所と連

携して取組んでいきたい。 

 

【委員】 

活動的なシニアの情報発信も多いのではないか。関東甲信越の銀行関係者を日光にお

連れしたことがあるが、日光は修学旅行以来、50年振りなどと言われていた。例えば、

「50年振りの修学旅行」という人の集め方もあるのではないか。会津方面行きの列車に



は、登山客と思われるシニア層が毎日のように乗って来られる。首都圏から会津方面に

行かれる方は相当いらっしゃると思われる。元気なシニア層に対する視点も入ると、厚

みが増すように思われる。 

 

【委員】 

若者の移動範囲は広範囲ではなくなってきている。大学は親元から通える範囲が多く

なってきて、大学も高校の４年生、５年生、６年生、７年生という状況。東京の 20～30

代も住むところが選べるか、というとサラリーマンは転勤もあり、自分で居住地を決め

られないこともあり、ターゲットはもう少し上の層でも良いように思う。 

メインのメッセージでは、もう少しシニアを考慮すべき。魅力度ランキングでも年配

層の順位が低い。年配の方々の栃木への志向を高めていくことは、ダイレクトにランキ

ングに反映されると思われるし、ランキングが下がったのは 70代が対象となったから

ではないかと思っている。 

ターゲットを全方位的に設定したブランディングは難しい。栃木として大事にしたい

のは、「ベリーグッドローカルとちぎ」であるが、表現する時の打ち込み方は、20代に

響く言葉、60～70代に響く言葉があると思われ、表現の仕方はターゲットごとに工夫が

必要に思う。 

いずれにしても若者層はどこの地域も狙っているので、むしろシニアの力を取り込む

ことが、栃木の未来を拡げることにつながると考える。 

 

【沼尾次長】 

シニア層は大きなターゲットである。ただ一方で情報発信する時に、全方位にやる

と、何を目的としてどこをターゲットにしているか分からない、何かを訴えかけるとい

うことが薄れてしまうというのは、ご指摘のとおり。どのような形が効率的なのか、響

くのか、その点を工夫しながらやっていくことが重要だろう。引き続き、アイディア等

をお寄せいただきたい。 

 

【委員代理】 

方針に施策連携が盛り込まれたことが大きいと思っている。栃木のブランド力を向上

するということは、ブランド力そのものを向上させることが目的ではなくて、県民や来

訪者に具体的に何かが落ちることが重要であり、私どもも事業者としてしっかりと取組

んでいきたい。先程、委員より日光ゴールデンルートをお褒めいただいたことを嬉しく

思う。この商品は、日光と宇都宮を両方とも楽しめることをアピールしようという趣旨

である。値段、名称の響き、地図を入れたところ、それがしっかり伝わっていたという

こと、メリハリを付けた我々の取組みが一般ユーザーに伝わっているということは、と

ちぎブランドの推進に相重なるところがあると思っている。 



【北村部長】 

市町を含めた各団体との連携が重要だと思っている。ＤＣについても、そういった点

で期待しているところであり、来年度のＤＣでのご協力をお願いしたい。 

 

【委員代理】 

栃木県の魅力発展なくしては民間事業者の発展も無い、という意識で様々な取組みを

行っている。リッツカールトンの進出は、東京、京都、大阪、沖縄、北海道のニセコに

次いで、日光は日本で６番目。魅力度順位でいうと、東京、大阪、京都、沖縄、北海道

が上位にある中で、日光に６番目にできる訳で、世界的に有名なマリオットグループ

は、この栃木、日光が６番目に進出するにふさわしい場所だ、という認識があるという

こと。そのような意味で、世界に向けてももっともっとアピールしていきたい。 

 

【会長】 

日光と、栃木はなかなかつながらないということもあるか。 

 

【委員】 

グローバルとローカルという対峙があるが、ローカルにはローカルの良さがあり、愉

しい心の旅があると思っている。 

 

【ファシリテーター】 

県のブランディングでは、県民向けのインナーブランディグが重要であるということ

を指摘した。 

専門部会でも色々な議論があり、その内容も方針に盛り込まれ、今後の取組に期待し

たいが、ポイントはキャッチフレーズではない。 

地域ブランディングの成功事例は無いが、失敗の原因は何かと言えば、内部に対して

何も動かなかったこと。行政主導でキャッチフレーズをコピーライターに作らせ、それ

をブランドと称して発信してきた。それでは県の魅力やそのポテンシャルを外に向けて

十分に発信しきれない。なぜかと言えば、県民の意識である。５年計画の中で一番最初

に力を入れて欲しいのは、県民向けの発信や働きかけ。これが無いと、言葉だけで取組

が生き続けない。ローカルという言葉を使われるのはとてもチャンレンジングで、「自

虐的」と捉える向きもあるが、本来の意味は全く違う。県民の生活レベルの高さを認識

してもらい、栃木県の歴史や文学など、栃木県の生活はトータルで豊かである、という

想いをまず持っていただいて、それをどう外部に伝えるか。重要なのはこれからの行動

である。 

魅力度調査はフローの典型。順位が短期間で 10位以上も変化する指標であるという

認識であれば良い。もう一度、ストックの方で幸福度ランキングと、それに対する栃木



の歴史や文化など、埋もれたものも沢山あると思うが、そのようなものを掘り起こしな

がら、トータルでストックを県民に再認識してもらうことも必要に思う。 

グローバルとロ―カルに関して、1960年代にイギリスの社会学者が作った“思考は世

界的に、行動は地域的に”という意味の「グローカル」という言葉があるが、最近はだ

いぶ変わってきている。“思考は世界的に”と言う点は同じだが、“地域をリスペクトす

る。地域でのライフスタイルを尊重しましょう”ということに変わってきている。海外

や都会を真似るのではなく、地域の自分たちの暮らしを大事にする。それが今様のグロ

ーカリズムと言われている。「ローカルとちぎ」の意味合いは「リスペクトとちぎ」な

のであり、それを県民の皆さんに伝えていただきたい。 

富山は「上質な富山のライフスタイル」というのを作った。これは間違いはない。歴

史もあり、家計所得も 10年以上全国 No.１であり、まさに「上質な富山のライフスタイ

ル」であるが、県民は誰も同意しなかった。県民は上質だとは思っていない。当たり前

という意識でいる。観光では使われるが県民は使わない。これはやり方のプロセスが間

違ってしまった例である。県民に何の目的で、何をしてブランディングするのか伝えて

こなかった。 

日本で初めて、皆が暮らす地域という意味でのローカルを正しく使い、これから各地

域でも始まるであろうローカルの動きに先鞭をつけてもらいたい。 

 

【会長】 

とちぎのブランド向上について多角的な面からご意見をいただき有り難く思ってい

る。時間が来たが、追加のご意見があれば、この一週間程度でお手元の用紙でお伝えい

ただきたい。 

 

【川上室長】 

（今後のスケジュールについて説明） 

 

【会長】 

委員のご協力により、本日の会議も無事に終えることができた。引き続き、県のブラ

ンド力向上に向けてオールとちぎの体制で取り組んでいきたいのでよろしくお願いした

い。 

〔了〕 


