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平成 29年度ブランド推進に係る県の取組状況について 

      H29.11.15 栃木県総合政策課 

 

 

（１）推進体制等 
 

○とちぎブランド推進本部 

▶ とちぎブランド推進本部の開催 [H29.5.12] 

・知事を本部長、副知事を副本部長、各部局長を本部員として構成 

▶ とちぎブランド戦略庁内連絡会議の開催 [H29.4.25] 
  

○とちぎブランド力向上会議 

▶ とちぎブランド力向上会議の開催 [①H29.5.15、②H29.11.15] 

・関係団体の長や学識経験者等で構成 

・オールとちぎでの取組の推進、「とちぎブランド取組方針」に沿った取組への評価・検証 
   

▶ とちぎブランド力向上会議専門部会の開催 [H29.9.13] 

 ・平成 29 年度制作ＰＲ動画等についての検討 

 

（２）オールとちぎによる取組の推進 
   

○県民の愛着と誇りの醸成 

▶ 「オールとちぎ」によるブランド推進事業（総合政策課） 

・プロスポーツ試合会場及びジャパンカップクリテリウム等 

県内開催イベント会場において「とちぎ大好きメッセージ」 

を募集し、集まったメッセージを公式 Web サイト等で 

展開[H29.10～] 

▶ 大学・地域連携事業プロジェクト支援事業（総合政策課） 

  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 

活動に対する助成等 

・H29年度：10校・17プロジェクト支援 

・中間報告会の開催［H29.10.16］、報告会の開催［H30.3予定］ 

 ▶ ふるさと栃木の魅力醸成・発信事業（地域振興課） 

・「とちぎの百様」に関する絵画・作文等の 

ジュニアコンクール（小中学生対象）の実施 

［募集期間：H29.7.20～H29.10.13］ 

▶ 県民の日事業 （県民文化課）              ジュニアコンクール優秀賞作品（H28年度） 

・県民の日記念イベント（ステージパフォーマンス・各種ブース出展）開催[H29.6.17] 

オールとちぎによる取組の展開 
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・各種レジャー施設の無料開放、一部割引の実施[H29.6.15 前後] 

▶ 県民の歌の普及 （広報課） 

・6月 15日の「県民の日」に合わせ、小中学校における更なる普及を図る[H29.5] 

・「県民の歌」デジタルコンテンツ配信の開始〔H29.9〕 

▶ 県政広報事業、放送メディア広報事業、 

県ホームページ管理事業（広報課） 

▶ とちぎふるさと学習推進事業（学校教育課） 

   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 

 
 

○民間事業者等との協働 

▶ わがまち未来創造事業（地域振興課） 

    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 

・平成29年度実施予定事業 

 単独事業：23市町 135事業  連携事業：24市町 11事業［H29.9時点］ 

▶ 地域資源活用産業振興事業（産業政策課・工業振興課） 

   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 

・｢とちぎならでは｣のおもてなしフォーラムの開催［H29.6.23］ 

・地域資源活用支援事業費補助金：交付決定 5件 

  ▶ とちぎ産業振興プロジェクト推進事業（工業振興課） 

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 

・県内企業の優れた技術をＰＲするための大手部品メーカーにおける展示会開催 

［H30.2.1～2予定］ 

・マイクロテクノロジーラボ機器の整備 

  ▶ ものづくり企業技術力強化事業（工業振興課）  

   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 

・フロンティア企業：H29認証 188 社（認証企業数：230社［H29.9現在］） 

・ものづくり技術強化補助金：交付決定 8件 

▶ デスティネーションキャンペーン推進事業（観光交流課） 

   ・「本物の出会い 栃木」プレデスティネーションキャンペーンの実施［H29.4.1～6.30］ 

  プレＤＣ期間中の観光客入込数（推計）24,930 千人（速報値、前年同期比＋6.2％） 

 同期間中の観光客宿泊数（推計）1,995 千人（速報値、前年同期比＋5.9％） 
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・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 

   ▶ デスティネーションキャンペーン活用プロモーション事業（経済流通課） 

・プレＤＣオープニングイベントを活用した県産農産物ＰＲ［H29.4.8］ 

・全国宣伝販売促進会議を活用した県産農産物ＰＲ［H29.4.18］ 

・臨時列車を活用した県産農産物ＰＲ［H29.5.14、5.20、5.28、6.3］ 

▶「いちご王国とちぎ」ＰＲ事業（経済流通課） 

 ・1月 15日を「いちご王国・栃木の日」として宣言し、記念セレモニーを開催 

 ・県内大型集客施設等における集中プロモーションの実施［H30.1.15～2.14］ 

・協賛事業の展開 

  ▶ 包括連携協定連携企業 3社における名刺等への県ブランドロゴマーク使用 

 
 

○市町ブランドとの連携 

▶ 首都圏プロモーション事業（総合政策課）［H29.6.17］ 

・「VERY GOOD LOCAL とちぎ Presents」（明治神宮球場） 

プロ野球公式戦での栃木県プロモーション 

・田臥選手（ﾘﾝｸ栃木ﾌﾞﾚｯｸｽ）による一日知事トークショー 

・ステージでの市町観光ＰＲ、キッチンカー・ブースによる 

特産品販売・観光ＰＲ 

   ・市町ゆるキャラによるイニング間パフォーマンス（東京音頭） 

・バックスクリーン大型ビジョンによるＣＭ放映・県産品プレゼント 

  ▶ ツール・ド・とちぎを核とした地方創生推進事業（地域振興課） 

  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 

・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23日（金）～25日（日） 

※第１回実績（観客動員数 約66,000人） 

・開催日時 ：平成29年３月31日（金）～４月２日（日） 

・出場チーム：14チーム、81名（海外４、国内10） 

 ▶ “食と農”交流促進事業（農村振興課） 

   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 

・開催時期 平成29年10月28日  

・開催場所 栃木県庁 

 

○多様なネットワークの活用と栃木県ファンの創出 

▶ とちぎ未来大使の活用（総合政策課） 

 ・県主催各種イベント等や啓発事業等への参加・協力 

  平成 28年度 80件、平成 29年度 68 件（H29.9 現在） 
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・「とちぎ未来大使」Facebook ページの設置 [H29.3～] 

・県広報紙「とちぎ県民だより」にインタビューコーナー掲載[H29.2～、年 3 回程度]等（広報課）  

   ・とちぎ未来大使「夢」講座の実施（生涯学習課） 

    県内中学校・義務教育学校 

    平成 28年度 13講座開催 

平成 29年度 19講座開催予定 

▶ とちぎＵＩＪターン促進事業（地域振興課） 

   ・ＵＩＪターンの促進に資する取組を行う県内企業等を登録し、その活用を図る「とちぎＵＩ

Ｊターン応援団」登録制度の創設[H29.8～] 

・とちぎＵＩＪターン促進協議会の開催[H29.9.7] 

  ・東京圏在住の本県出身の若者を対象にした交流イベントの実施[H29.11～ 3回実施予定] 

  ・週末インターンシップ事業の実施 [H29.10～ 4コース実施予定] 

▶ 「とちぎびと」ネットワーク形成・運営事業（国際課） 

      ・ 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 

▶ とちぎインバウンド大臣推進事業（観光交流課） 

   ・海外で本県の魅力をＰＲする「とちぎインバウンド大臣」の任命［H29.10.13］ 

  香港旅行会社ＥＧＬツアーズ代表取締役社長 袁 文英（えん ぶんえい）氏 

   

 

（１）各分野における個々の商品・サービス等の品質・価値の向上 
 

▶ 誘客促進環境整備事業の推進（総合政策課） [H27～29] 

・県有施設トイレの洋式化、道路等案内標識の多言語化、遊歩道案内標識の多言語化 

▶ 地方創生新駅整備支援事業（地域振興課） 

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 

・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） 

    ▶ 日光国立公園満喫プロジェクト（自然環境課）  

日光国立公園満喫プロジェクトの推進 ［H28～H32］ 

・日光自然博物館内外国人案内所の整備［～H30.3→H30.4開所］ 

・日光自然博物館映像ホール機能強化［～H30.3→H30.4リニューアル］ 

・奥日光でのレンタサイクル実証運用の実施［H29.10～11→H30.4 から本格運用］ 

・自然公園施設の再整備［H29.6～］ 

・トイレ洋式化、標識多言語化改修［H29.6～］ 

▶ フードバレーとちぎ推進事業（産業振興課・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」の実現に向けた取組の推進 

  ・フードバレーとちぎ重点共同研究、食品技術研究会の開催  

地域資源の磨き上げ 
  

Ⅱ 
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  ・新商品の開発・販路開拓等新事業展開支援 

 ▶ とちぎのおもてなし向上事業（観光交流課） 

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 

・栃木県を訪れる方に「おもてなし」を実践するきっかけとなる取組として、 

「おもてなしいちご隊」の募集を開始 

［H29.8.1～：登録者数 6,133人（H29.10 時点）］ 

    ▶ 伝統工芸品産業振興事業（工業振興課） 

     ・伝統工芸品展の開催［H29.10.28］ 

   ・伝統工芸品産業競争力強化事業費補助金：交付決定 3件 

▶ フードバレーとちぎ６次産業化推進事業（農政課） 

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 

・6次産業化導入支援事業 10件採択 

・アグリフードビジネス支援事業 3件採択 

・けんちょうde愛ふれあい直売所への出展支援 5団体［H29.9.15］ 

・とちまるショップにおけるテストマーケティング出展支援 3団体 

・イオン合同見本市への出展支援 4団体［H29.7.26～27］ 

    ▶ とちぎ農産物ブランド化推進事業（経済流通課） 

「栃木の農産物ブランド価値向上戦略」に基づく県産農産物のブランド価値の定量的評価や、

品質保証などによる認証制度の有効性の検証 

▶ とちぎの園芸活力創造総合推進事業（生産振興課） 

   競争力を備えた強い園芸産地の育成を図るための支援（いちご王国産地強化推進事業、戦略

的園芸産地拡大支援事業）  

▶ ふるさと田園風景協働保全支援事業（農村振興課） 

  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 

 

（２）本県の強みの再認識・再発見 

▶ 地域づくり担い手育成事業（地域振興課） 

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を図る 

・若者を対象とした「学生×地域づくり 実践事例発表&活動体験」の開催 

[①H29.9.3、②H29.9.9、③H29.9.30] 

・幅広い世代を対象とした「地域づくりチャレンジ 3days」の開催 

[①H29.11.12、②7分野の受入先毎に 3日間の現場体験] 

・地域づくり実践者を対象とした「地域づくりスキルアップ講座」の開催 

[①H29.12.2 予定、②H30.1.27 予定、③H30.2.10 予定] 

    ▶ とちぎ版文化プログラム推進事業（県民文化課） 

文化活動の全県的な活性化と地域の文化資源の再認識や保存、継承を図る取組 
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(1)リーディングプロジェクト事業 

・お祭り屋台引き回しパレード、伝統芸能ステージ[H29.6.17] 

(2)「プロジェクションマッピング in県庁『ヒカリノタビ～文化が彩
いろど

る 栃木への誘
いざな

い～』」 

［H29.10.20～21］ 

 (3)県有文化施設３館連携事業 

・県立美術館：コレクション展Ⅰ「寿
ことほ

ぎの美術」［H29.4.15～7.2］ 

・県立博物館：第 117回企画展「とちぎの山・鉾・屋台」 

［H29.4.29～6.15］ 

・県総合文化センター：『祭り』ザ・ヒストリーinとちぎ 

［H29.6.24］ 

(4)ローカルプロジェクトモデル事業 

 「他分野との連携」や｢地域を越えた新たな取組｣である文化イベントの助成[実績：９事業] 

 

（３）統一的なイメージの形成 
     

▶ 「とちぎ力」向上事業におけるＰＲ動画の作成・プロモーション（総合政策課） 

 [H29.11～予定] 

▶ とちぎの定番土産創出事業（観光交流課） 

とちぎの定番土産検討会議開催〔①H29.8.21、②H29.10.3、③H29.11 予定〕 

 

 

（１）各コンテンツのイメージ共有・統一化 ～ 「栃木県」と各地域資源・コンテンツの結び付け 
   
   

▶ アンケート形式のプロモーション （総合政策課） 

・「栃木県」と各地域資源（観光地 8件、グルメ・県産品 8件）とを結びつけるため、インタ

ーネットアンケート形式でのプロモーションを実施［H29.6.14～8.16］ 

・回収数：10,000（全国・20～70代） 

▶ ブランドロゴマーク、キャッチフレーズの利用促進（総合政策課） 

・県関係団体（142 団体）への利用依頼 

・「フードバレーとちぎ推進協議会」等の加盟企業・団体（379企業・団体）への利用依頼 

・実績：20 件 

▶ 「とちぎ文化情報ナビ」の開設（県民文化課） 

・とちぎの様々な文化情報をワンストップで提供する情報サイト 

の開設〔H29.9.28～〕 

 

（２）ターゲットの選定 
 

・それぞれの取組においてターゲットを設定し、ニーズや志向にあった発信を実施 

戦略的な情報発信 

   
Ⅲ 
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（３）機会を捉えた発信 
    

▶ 民間調査機関が実施するブランド調査を見据えた発信 

 首都圏プロモーションの実施、インターネットでのアンケート形式のプロモーションの実施 

▶ 第２回「山の日」記念全国大会 in那須 2017の開催（環境森林政策課）  

・レセプション、記念式典・シンポジウム、 

歓迎フェスティバル[H29.8.10・11]参加 約 10,000 名 

・連携イベントの実施（春季～秋季、県内全 25市町、89件） 

 ハイキング、登山教室、健康ウォーキング等 

▶ キャンプ地誘致推進事業（総合政策課） 

 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 

  ・ﾊﾝｶﾞﾘｰｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会、日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会、栃木県による覚書締結[H29.10.6] 

▶ 米国におけるとちぎの魅力発信事業（国際課） 

・知事による基調講演等で本県の投資環境や県産品についてのＰＲ[H29.6.18～H29.6.24］ 

  ▶ とちぎ技能五輪・アビリンピック 2017 の開催（県内６市町、17会場） 

   ・第 55 回技能五輪全国大会[H29.11.24～27] 

   ・第 37 回全国アビリンピック[H29.11.17～19] 

 

（４）様々な媒体の活用 
       

▶ ＳＮＳ等インターネットメディアを活用した発信（総合政策課） [H29.2～、追加分 H29．7～] 

・おでかけ動画マガジン「ルトロン」との連携企画 

「VERY GOOD LOCAL とちぎ×ルトロン」の各種媒体 

（ルトロンオリジナルドメインサイト、Facebook、Twitter） 

 での発信 

 

  ▶ テレビ・ＷＥＢメディア露出獲得を狙ったメディアリレーション活動、ニュースリリース配

信の実施[H29.11～] 

▶ アンテナショップにおける情報発信（観光交流課） 

   ・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」でのパンフレット配布やイベン

トスペースでの特産品のＰＲ 

   ・イートインコーナーの設置などリニューアルの実施[H29.12.1～ リニューアルオープン] 


