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はじめに 

 

１ 取組方針策定の趣旨 

 地域間競争が一層激化する中、本県のブランド力の向上は、観光誘客や企業誘致、県産品の販売、本

県への移住の促進などにとって重要な意味を持ちます。 

 今後、2018 年の本県を対象地とするデスティネーションキャンペーン（※）や 2019 年のラグビーワ

ールドカップ、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック、2022 年の本県開催の国民体育大会・全

国障害者スポーツ大会など、本県の魅力・実力を国内外に広く伝える機会を多く迎えます。 

この好機を活かし、すべての分野で選ばれるとちぎを目指して、県民や行政、企業等が一体となって

とちぎらしさに磨きをかけるとともに、統一感を持った戦略的な発信を行い、「とちぎブランド」を確

立するため、「とちぎブランド取組方針」を策定するものです。 

※北海道から九州まで JR６社が地元観光関係者や自治体と協力し、全国の旅行会社等の協力を得な

がら、全国にその地域を旅行先として PR する国内最大級の観光キャンペーン 

 

２ 取組方針の位置付け 

 ・本取組方針は、栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」及び栃木県版まち・ひと・しごと創生総

合戦略「とちぎ創生１５（いちご）戦略」を踏まえたものです。 

 ・また、各分野の計画等との連携を図っていきます。 

 【各分野の計画等】                  【関連する内容】 

○・・・・・・・計画（平成 ～ 年度）-----------------------  ・・・・・・・・・・など 

○・・・・・・プラン（平成 ～ 年度）-----------------------  ・・・・・・・・・・など 

 

 

３ 取組方針の期間 

 本取組方針の期間は、平成 32年度までの５年間とします。 
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Ⅰ ブランド推進の目的 

  

１ 地域ブランドとは 

(1)ブランドの定義 

ブランドという言葉は元々「他との識別」を意味します。 

そこから、類似した他の商品やサービスに対して持つ優位性、異なる価値をブランドという言葉

で表すようになりました。 

ex)まったく同一の機能・性能を持つ商品を販売する場合、他よりも高い値段を付けても売れる

ならば、それはブランドの信用力に由来する価値です。 

㈱ブランド総合研究所の「地域ブランド調査」では、「対象に対する消費者からの好意的な「評

価」と「期待」」と定義されています。 

 

(2)地域ブランドとは 

地域ブランドとは、「地域に対する消費者からの評価」であり、地域が有する無形資産のひとつで

す。地域そのもののブランドと、地域の特徴を活かした商品のブランドから構成され、地域ブランド

戦略とは、これら２つのブランドを同時に高めることにより、地域活性化を実現する活動のことで

す。   （中小企業基盤整備機構「地域ブランドマニュアル」（2005）より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)地域に対する愛着と誇り 

  地域の人々がその地域に愛着・誇りを感じること自体が大きな地域の魅力となるとともに、愛

着・誇りを持つことにより、地域の人々が情報発信等の取組の主体となり持続的な地域の発展に繋

がります。 
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２ ブランド推進の目的等 

(1)とちぎブランドとは 

本県の歴史や文化、自然、産業、魅力ある観光地、県産品などの様々な地域資源と「栃木県」、「と

ちぎ」という県名そのものから連想されるイメージによって成り立つものです。 

 

(2)取組の目的 

「栃木県」のブランド力を高めることにより、観光誘客や企業誘致、県産品の販売、移住促進など

すべての分野で選ばれるようになることを目指します。 

 あわせて、栃木県民一人ひとりの本県への愛着や誇りを醸成します。 

 

(3)成果指標及び目標 

栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」に定める成果指標である、民間調査会社が実施するブ

ランド力調査の全国順位を平成 32年までに 25位以内にすることを目指します。 

あわせて、県民の本県への愛着度 80％以上を目指します。 

 

・地域ブランド力（魅力度）順位（㈱ブランド総合研究所「地域ブランド調査」） 

     

 

 

 

 

  ・県民愛着度（計測方法については検討） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ㈱ブランド総合研究所「地域ブランド調査」 

    ※２ 栃木県「栃木県に関するイメージ調査」 

（両調査とも、「とても愛着がある」、「やや愛着がある」の合計） 
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（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○一番大切なのは地域への発信である。インナーブランディングが重要。 

○地域ブランドはライフスタイルの連合基盤として拡張するという考え方から、ライフスタイ

ル、人々の営みの評価を充実させて欲しい。 

●ブランド力向上で何を目指していくのか、地域の活性化か。本質的なことは、ブランドラン

キングが何位から何位に上がる、ということではないと考える。ブランド力向上で何を目指す

のかを明確にし、具体的にどのように効果を上げるかを議論すべきではないか。 
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Ⅱ とちぎブランドの現状と課題 

１ とちぎブランドの現状 

(1)地域ブランド調査（(株)ブランド総合研究所） 

    2015年の調査では、都道府県の魅力度ランキングは過去最高の 35位となりましたが、まだ下位

に位置しています。 

    また、愛着度の順位も上昇しましたが、上位の都道府県と比較すると、まだまだ低い状況です。 

居住意欲、観光意欲など、その他の項目も全体的に低いのが現状です。 

   ○魅力度 

   ・全国順位 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・栃木県詳細 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

点 順位
北海道・東北 17.9 19

関東 14.5 24
中部 6.7 44
近畿 9.1 41

中国・四国 13.9 28
九州・沖縄 9.7 44

居住地

順位 魅力度 順位 魅力度
2015 前年 2015 前年 2015 前年 2015 前年

1 1 北海道 58.1 62.7 31 22 大分県 12.8 15.4
2 2 京都府 47.6 50.1 32 23 富山県 12.4 15.1
3 4 東京都 38.9 41.5 33 26 香川県 11.7 14.1
4 3 沖縄県 36.9 43.0 34 38 岡山県 11.5 11.5

5 5 神奈川県 27.3 30.6 35 41 栃木県 11.4 9.9

6 10 長崎県 26.4 23.0 36 30 山梨県 10.6 13.5
7 7 福岡県 25.5 26.4 37 43 徳島県 10.4 9.1
8 6 奈良県 25.3 29.3
9 8 大阪府 25.0 26.3
10 9 長野県 21.3 25.6 44 42 埼玉県 7.8 9.2

45 46 群馬県 7.4 8.8
46 43 佐賀県 7.2 9.1
47 47 茨城県 5.5 6.5

都道府県名 都道府県名

点 順位
20代 26.1 11
30代 11.9 30
40代 6.9 43
50代 6.5 43
60代 8.2 45
男性 11.6 36
女性 11.2 32

年代

性別

回答項目 2015 前年 差異
とても魅力的 1.4 1.7 -0.3
やや魅力的 20.0 16.4 3.6
どちらでもない 53.5 57.9 -4.4
あまり魅力的でない 14.4 16.3 -1.9
全く魅力的でない 6.5 5.4 1.1

２項目を魅力度として計算 
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○愛着度 

・全国順位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・栃木県詳細 

 

 

 

 

 

 

 

   ○栃木県のその他の主な指標データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 前年 前年比較 2015 前年 前年比較
認知度 38 36 ↘ 41.7 41.5 ↗
情報接触度 33 28 ↘ 32.3 32.0 ↗
居住意欲度 42 46 ↗ 4.0 3.3 ↗
観光意欲度 43 44 ↗ 27.2 28.0 ↘
訪問率 21 17 ↘ 27.3 26.8 ↗
産品購入意欲度 34 - - 33.9 - -
イメージ想起率 37 45 ↗ 48.9 41.6 ↗
地域資源総合 31 37 ↗ 45.8 44.3 ↗
自慢度 36 44 ↗ 14.8 12.6 ↗

項目
順位 点

順位 愛着度 順位 愛着度
2015 前年 2015 前年 2015 前年 2015 前年

1 1 北海道 54.4 57.0 31 44 鳥取県 28.9 25.8
2 4 沖縄県 54.2 46.2 32 34 富山県 28.6 30.8
3 2 京都府 51.4 51.3 32 33 徳島県 28.6 31.5
4 13 大分県 47.9 40.9 34 36 香川県 28.4 30.6

5 5 熊本県 47.2 43.3 35 46 栃木県 27.7 24.1

6 3 福岡県 47.1 48.6 35 38 群馬県 27.7 30.3
7 15 宮城県 43.1 40.3 35 21 福井県 27.7 36.0
8 13 宮崎県 42.4 40.9
9 10 長野県 42.2 42.2
10 11 静岡県 42.0 42.0 44 41 茨城県 23.2 29.1

45 23 岐阜県 23.1 35.4
46 28 島根県 21.8 33.5
47 47 埼玉県 21.1 23.3

都道府県名 都道府県名

回答項目 2015 前年 差異
とても愛着がある 27.7 24.1 3.6
やや愛着がある 41.3 50.8 -9.5
どちらでもない 15.0 14.0 1.0
あまり愛着がない 10.3 6.3 4.0
まったく愛着がない 5.6 4.5 1.1
無回答 0.2 0.4 -0.2

１項目を愛着度として計算 
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(2)栃木県に関するイメージ調査 

    全国では、本県のイメージが「わからない・特にない」が最多であり、本県のイメージが伝わっ

ていません。 

本県の魅力として県内、全国ともに「歴史文化遺産」との回答が最多でした。 

また、県民の愛着度に関しては、「愛着がある」と回答した人が７割以上となっていますが、

年代が下がるほど愛着度も下がる傾向にあります。 

 

◆調査概要◆ 

 県内調査 全国調査 

調査対象 県内在住の 20歳以上男女 本県を除く 20歳以上男女 

調査方法 郵送調査 インターネット調査 

回収数 
2,838人 

（送付数 5,000、回収率 56.8%） 
3,000人 

調査時期 H26.1～2月 

 

○本県のイメージ（３つまで回答） 

（％）      

県内調査 全国調査 

１位 災害が少ない 63.8 １位 わからない・特にない 34.9 

２位 自然環境に恵まれている 56.3 ２位 自然環境に恵まれている 33.5 

３位 歴史と文化がある 29.3 ３位 歴史と文化がある 23.7 

４位 観光スポットが多い 28.4 ４位 観光スポットが多い 22.6 

５位 おいしい食べ物が豊富 23.8 ５位 おいしい食べ物が豊富 16.3 

県内調査               全国調査 

    

 

 

 

 

 

 

  

災害が少
ない

自然環境
に恵まれ
ている

歴史と文
化がある

わからな
い、特にな

い

自然環境
に恵まれ
ている

歴史と文
化がある

[性・年代別]
男性 20～30代 52.9 51.6 25.2 38.7 24.2 19.5

40～50代 65.2 55.4 27.7 33.7 35.5 23
60代以上 72.6 56.6 30.6 26.0 41 32

女性 20～30代 49.1 57.2 26.8 39.3 31.5 18.2
40～50代 61.1 60.3 28.4 33.8 34.5 24.5
60代以上 71.7 55.4 33.9 32.0 42.7 34.7
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○本県の魅力（３つまで回答） 

（％）     

県内調査 全国調査 

１位 歴史文化遺産 70.3 １位 歴史文化遺産 58.0 

２位 温泉 51.8 ２位 食 42.8 

３位 農産物 39.9 ３位 温泉 38.2 

４位 自然 36.4 ４位 自然 21.4 

５位 食 36.2 ５位 農産物 21.1 

 

県内調査              全国調査 

   

 

 

 

 

 

 

○本県への愛着度（理由は３つまで回答）【県内調査】 

（％）    

愛着度 理由 

愛着がある 

（とても愛着がある 32.2%） 

（やや愛着がある 38.9%） 

71.2 

１位 住み慣れているから 80.6 

２位 環境や食事が合っているから 49.4 

３位 人とのつながりを感じるから 32.5 

愛着がない 

（あまり愛着がない 6.3%） 

（まったく愛着がない 1.0%） 

7.3 

１位 生活が不便だから 44.7 

２位 他地域の出身者だから 41.8 

３位 他県に誇れるものがないから 31.7 

 

 

 

 

 

 

 

  

愛着があ
る（計）

愛着がな
い（計）

[性・年代別]
男性 20～30代 67.3 11.4

40～50代 71.8 8.3
60代以上 73.1 3.6

女性 20～30代 71.1 11.3
40～50代 70.7 8.7
60代以上 71.9 4.0

歴史文化
遺産

温泉 農産物
歴史文化
遺産

食 温泉

[性・年代別]
男性 20～30代 66.0 47.1 47.7 47.3 46.3 28.3

40～50代 66.4 49.0 40.2 60.5 46.0 40.8
60代以上 74.2 55.6 34.3 73.3 27.7 58.0

女性 20～30代 64.8 51.2 46.2 49.2 49.0 27.8
40～50代 71.3 51.0 42.0 61.3 44.5 40.0
60代以上 74.6 54.7 35.1 70.3 28.3 50.0
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２ とちぎの強み等 

   次の調査結果から得られた本県の強み等は次のとおりです。 

  ◆調査概要◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)とちぎの強み 

①全体の魅力 

   ・街と自然がちょうど良いバランスで、リラックスして過ごせる場所。 

・自然、食、歴史・文化、温泉などあらゆる魅力が揃っていてクオリティも高い。 

・東京まで１時間と近く、物価も安く、多くの人が豊かに暮らしている。 

・日光、那須、宇都宮など各エリアに様々な自然、食、工芸、祭りなどの地域文化がある。 

・リピーターの中には、ガイドブックに載っていないような、自分だけのお気に入りの場所を見つ

け通っている人もいる。 

 

②カテゴリーごとの魅力（魅力カテゴリーTop４） 

   ・重みがあり荘厳な「歴史・文化」 

    日光東照宮、益子焼 

・手軽に行けるものから秘湯まで揃う「温泉」 

    鬼怒川温泉、塩原温泉、那須温泉、湯西川温泉 

・絶景が多く、特に紅葉が評価の高い「自然」 

    華厳滝、中禅寺湖 

・農産物、乳製品、加工食品などあらゆる品目が人気の「食」 

    いちご、野菜、米、餃子、チーズ・アイス・ジェラート、ゆば 

 

(2)県民が栃木県へ愛着を持ったきっかけ（主な意見） 

・栃木のことを調べたことや、地元のスポーツ観戦などから栃木のことを知ったこと 

   ・県内をおでかけすること 

   ・他県の人から褒められること 

   ・メディアで取り上げられているのを見たこと 

  

・栃木県に関するイメージ調査（H26.3）･･･前述 

・グループインタビュー（H26.9）･･･栃木県の魅力について、県内・県外に分けてグループ形

式でインタビューを実施 

・有識者ヒアリング（H26.9～10）･･･魅力の掘り下げ等について、県内外の有識者にインタビ

ューを実施 

・定量調査（H27.1）･･･県内外在住者（関東１都６県、東北６県、甲信越３県）を対象に、栃

木県の魅力として何が認知されているかを明らかにするためのインタ

ーネット調査を実施 
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３ 課題 

とちぎブランドの現状を踏まえると、以下の課題が明らかになってきます。 

・ 本県は、街と自然のバランスや東京からアクセスの良さ、自然、食、歴史文化、温泉などあらゆ

る魅力が揃っており、その中には、これまでの取組により、県内外において一定の評価を受けてい

る地域資源が数多く存在しています。 

・ 本県の魅力度ランキングの現状は、下位に位置していますが、ブランド力には向上の余地がある

ことから、個々の地域資源を磨き上げることに加え、統一的なコンセプトにより本県の魅力を戦略

的に発信し、「とちぎ」という名称から想起する受け手側のイメージを形成することが重要です。 

・ また、ブランド推進の担い手として、県民の本県への更なる愛着の醸成が重要です。 

  

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○地域ブランディングは、最終的に「とちぎ」で全てが伝わることが理想。 

○個別の地域名から「栃木県」というイメージが浮かばなかった。 

○「とちぎ」という３文字の言葉で響く取組がブランディングに重要である。 

○栃木のたくさんの魅力に、統一感を出すという点が重要。 

○栃木は暮らしやすく交通も便利であるが、都会の人にはそのようなイメージはない。 

●栃木県という３文字を見た瞬間にシンプルで強い、特定の魅力的なイメージが浮かぶような取

組が必要。 

●「栃木県」という言葉でイメージするものがない。 
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  （参考１）本県におけるブランド推進のこれまでの取組 

●「とちぎブランド推進本部」の設置 

平成 20 年４月に、地域資源を活用してとちぎブランドを育み、産業や地域の活性化を図るととも

に、県内外に“とちぎ”の実力の浸透を図る取組を総合的に推進するため、知事を本部長とし、各

部局長を構成員とした「とちぎブランド推進本部」を設置。 

 

●「とちぎブランド推進本部」を中心とした取組の展開 

「とちぎブランド推進本部」では、部局間の情報共有と連携を図りながら、分野ごとの専門性を持

つ所管部局において、「本物の出会い 栃木」をキャッチコピーとした観光誘客や県産農産物リー

ディングブランドである「スカイベリー」「なすひかり」「とちぎ和牛」を活用したプロモーション、

「食」をテーマに地域資源と結びつけて発信する「とちぎ食の回廊」づくり、「栃木県企業誘致・県

産品(とちぎのいいもの)販売推進本部」による観光誘客・県産品の販売促進などの取組を展開。 

 

●復興から成長発展に向けた取組 

東日本大震災後には、発信力の強化など、復興から成長・発展に向けた取組を実施。 

 

●「とちぎ未来大使」による魅力の発信 

県内外で活躍している方で、栃木県に深い愛着を持ち、とちぎの魅力・実力の対外的情報発信を積

極的に行ってくれる方を「とちぎ未来大使」として委嘱し（平成 28年 6月現在 352名）、とちぎを

ＰＲする名刺の使用や県のＰＲ事業への参加など、様々な場面で協力を得ている。 

 

●「とちまるショップ」の設置 

東京都内における本県の情報発信拠点である「とちまるショップ」では、県内の特産品を取り揃え

て販売するとともに、市町村・県内観光協会等と連携した情報発信コーナーを設置し、観光誘客を

推進している。 

 

●「とちぎの百様」の選定 

県民一人ひとりが「とちぎ」の魅力を再発見・再認識し、愛着と誇りを持って全国に力強く発信し

ていくため、後世に残したい、大切にしたい、自慢できる本県の１００の地域資源を「とちぎの百

様」として選定した。 

 

●栃木県重点戦略へのブランド推進の位置づけ 

平成 28年２月、栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」において、「とちぎブランド・デザイン」

としてブランド推進を位置付けるとともに、キャッチフレーズとして「ベリー グッド ローカル と

ちぎ」を掲げた。 

 

●庁内推進体制の強化 

平成 28年４月に、ブランド推進の取組を強化するため、総合政策課内に「とちぎブランド戦略室」

を設置した。また、農政部経済流通課内に「農産物ブランド推進班」を設置した。 
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（参考２）とちぎの魅力・実力ランキング ※このランキングは、平成 28 年６月 20 日時点のものです。 

 

とちぎは首都圏の“食のオアシス” 
 
●首都圏の食料供給基地 
・地域性豊かな農業生産を展開し、農業産出額は全国９位（平成26年） 
●“いちご王国” 
・とちおとめで有名「とちぎのいちご」は47年連続生産量日本一 
・夏秋用なつおとめもデビュー（平成22年９月） 
・高級いちご「スカイベリー」の本格販売が開始！(平成26年11月) 
●ニラと餃子がマッチング 
・宇都宮餃子にも使われるニラの生産量は全国２位 
●「とちぎ和牛」は通もうなる 
・県内の肉用牛飼養頭数は全国６位、品質の高さは全国コンクールで折り紙つき 
●全国有数のそばどころ 
・産出額は全国２位、生産量も全国６位のそば生産県、農村レストランが各地に 
●まだまだある「とちぎの農産物」 
・１位 かんぴょう、二条大麦、もやし、うど、麻 
・２位 生乳、こんにゃく芋  
・３位 スプレーぎく、日本なし 
・４位 六条大麦、アユ漁獲量 
・５位 はくさい、シクラメン 
・６位 トマト、なす、さといも 
※ 順位は生産量（「もやし」は産出額） 
 
とちぎが生む“多様な工業製品” 
 
●「ものづくり県 とちぎ」 
・大手企業や技術力の高い中小企業が集積し、製造品出荷額等は全国13位（平成26年） 
・県内総生産に占める第２次産業の割合は全国４位（平成25年度） 
・工場の立地件数は全国７位（面積は３位）（平成27年） 
●「ＭＡＤＥ ＩＮ とちぎ」の車が世界を走る 
・日産（上三川町）、ホンダ（芳賀町・高根沢町）など 
●「ＭＡＤＥ ＩＮ とちぎ」の飛行機が世界の大空を飛ぶ 
・主要部品を県内で生産、富士重工業（宇都宮市）など 
●「ＭＡＤＥ ＩＮ とちぎ」の医療機器が世界で活躍 
・東芝メディカルシステムズ（大田原市）、ナカニシ（鹿沼市）、マニー（宇都宮市）など 
●国内を代表する「有力企業が立地」 
・ＪＴ（宇都宮市）、シャープ（矢板市）、日立アプライアンス（栃木市）、富士通（大田原市・小
山市）、キヤノン（宇都宮市）、パナソニック（宇都宮市）、ブリヂストン（那須塩原市）など 
●「国内トップクラスのシェア」を有する企業が活躍 
・レオン自動機（宇都宮市・包あん機）、コマツ（小山市・フォークリフト）など 
●魅力溢れる「とちぎの食品」 
・サントリー（栃木市）、カゴメ（那須塩原市）、ハウス食品（佐野市）、仙波糖化工業（真岡市）、
フタバ食品（宇都宮市）、岩下食品（栃木市）など 

  
●面 積：6,408.09㎢（関東最大） ＜全国第 20位＞ 
●人 口：1,969,390人（H28.4.1現在）＜平成 27年国勢調査(速報)では全国第 18位＞ 
●県庁所在地：宇都宮市（人口約 52万人、平成 27年国勢調査(速報)では北関東最大）                    
●市町村数：14市 11町（H27.4.1現在） 
●シンボル：県木（トチノキ）、県獣（カモシカ）、県花（やしおつつじ）、県鳥（オオルリ） 
●県民の日：6月 15日（栃木県と宇都宮県が合併し、概ね現在の県域が成立した日） 

 

 県勢概要 
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●まだまだある「とちぎの製造品」 
・１位 カメラ用交換レンズ、Ｘ線装置、歯科用機械器具・同装置、シャッター、砕石 
・２位 野菜漬物（果実漬物含む）、人工乾燥材（国産材） 
・３位 ジュース（果実飲料等） 
※順位は出荷額（｢人工乾燥材｣は出荷量、｢砕石｣は生産量） 
●「すぐれた伝統の技」 
・益子焼、結城紬（以上２品目は国指定伝統的工芸品、結城紬はユネスコ無形文化遺産に登録）烏
山手すき和紙、日光彫、真岡木綿、鹿沼組子、栃木の線香、間々田紐など57品目が栃木県伝統工
芸品に指定 
 

とちぎが誇る“優れた歴史・文化” 
 

●世界が認めた歴史遺産 
・日光の社寺 平成11年に登録された世界文化遺産（二社一寺：二荒山神社、東照宮、輪王寺） 
・日光杉並木 ギネスブック認定の世界一長い並木道（全長約37ｋｍは宇都宮環状道路や山手線と
ほぼ同じ） 

●歴史遺産は「日光だけではない」 
・日本三戒壇の一つ「下野薬師寺」は奈良時代に設置された東戒壇（僧侶として守るべき戒律を授
ける所） 

・日本最古の学校「足利学校」は室町時代にザビエルが西欧に「日本最大の坂東の大学」と紹介 
・日本三大疏水の一つ「那須疏水」は明治初期に那須野ヶ原を潤し広大な耕地を生み出した 
●伝統芸能もすごい！ 

・日本一の野外劇「烏山の山あげ祭」（７月）、豪壮絢爛な彫刻屋台の「鹿沼秋まつり」（10月）など 
 

とちぎは恵まれた県土  
 
●北関東の「ど真ん中とちぎ」は東京をはじめ北関東磐越へも楽々アクセス 
・東京まで新幹線でわずか50分、北関東自動車道の開通で北関東磐越５県を結ぶループ状の高速道
路ネットワークが形成 

●住めば実感「安全・安心」・「四季の移り変り」 
・大規模な自然災害が比較的少ない、寒暖の差（日最高気温の月平均の最高値と日最低気温の月平
均の最低値の差）が33.8℃と大きく（６位）はっきりした四季を楽しめる 

●豊かな県 
・１住宅当たりの敷地面積４位（平成25年） 
・１人当たり県民所得５位（平成25年度） 
・１人当たり雇用者報酬４位（平成25年度） 
 
とちぎの豊かな自然環境                                    
 
●バランスの良い緑の大地 
・平地と山地が仲良く共存、国立公園面積は全国４位 
●自然は“世界級” 
・世界に誇る日光国立公園は、ラムサール条約湿地「奥日光の湿原」や、日本三名瀑「華厳滝」で
有名 

・多様な生き物を育む「渡良瀬遊水地」は平成24年７月ラムサール条約湿地に登録 
●水がおいしい 
・尚仁沢（塩谷町）などおいしい水が豊富、これらの水を使い地酒をつくる酒蔵は37カ所と「知ら
れざる酒どころ」 

●知られざる国際的避暑地 
・中禅寺湖畔には外国大使館の別荘（仏、ベルギー）と、旧イタリア大使館別荘、旧英国大使館別
荘（平成28年7月に一般公開）がある。明治中期から昭和初期にかけて、各国の大使館をはじめ多
くの外国人別荘が建てられた 
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ほかにもある“とちぎ”の魅力                                    
 
●皇室ゆかりの地 
・那須御用邸と御料牧場を有し、毎年、天皇皇后両陛下や皇太子御一家が御静養にお越しになる御
用邸は、かつて、日光田母沢、日光山内、塩原にもあった 

●「名誉県民」（敬称略） 
・島岡達三（益子焼：益子町 ※故人） 
・船村徹（作曲家：塩谷町） 
・渡辺貞夫（サックス奏者：宇都宮市） 
●「県民栄誉賞」（敬称略） 
・船村徹 
・渡辺貞夫 
・渡辺俊介（元プロ野球選手：栃木市） 
・石井琢朗（元プロ野球選手：佐野市） 
・安藤梢（女子サッカー選手：宇都宮市） 
・鮫島彩（女子サッカー選手：宇都宮市） 
●魅力・実力を発信「とちぎ未来大使」（敬称略） 
・名誉県民、県民栄誉賞の６氏のほか、平山あや(女優)、Ｕ字工事（お笑い）、森昌子（歌手）、ガ
ッツ石松（俳優）など 

●映画やドラマの舞台～フィルムコミッションが支援 
・映画 
「暗殺教室 －卒業編－」（とちぎ花センター、島崎酒造 ほか） 
「ちはやふる」（足利織姫神社、足利市民武道館 ほか） 
「海街diary」（わたらせ渓谷鐵道 足尾駅 ほか） 
「海月姫」（オリオンスクエア） 
・ドラマ 
「わたしを離さないで」（宇都宮大学峰ヶ丘講堂 ほか） 
「恋仲」（うずま公園 ほか） 
「天皇の料理番」（栃木県庁舎昭和館、江戸ワンダーランド日光江戸村、旧須賀川小学校、岡田記念
館別邸翁島、塚田歴史伝説館 ほか） 
「信長協奏曲」（大雄寺、おおひら歴史民俗資料館、足利学校ほか） 
●スポーツ王国とちぎ 
・栃木ＳＣ（サッカーＪ３） 
・H.C.栃木日光アイスバックス（アイスホッケーアジアリーグ） 
・リンク栃木ブレックス（ナショナルバスケットボールリーグ） 
・宇都宮ブリッツェン（サイクルロードレース Jプロツアー） 
・那須ブラーゼン（サイクルロードレース Jプロツアー） 
・ル・ボーセモータースポーツ（スーパー耐久シリーズなど) 
・ホンダ栃木（サイクルロードレース Jプロツアー） 
・栃木ウーヴァＦＣ（日本フットボールリーグ） 
・グラクソ・スミスクラインＯｒａｎｇｅ Ｕｎｉｔｅｄ（女子ホッケー日本リーグ） 
・ＬＩＥＢＥ栃木（男子ホッケー日本リーグ） 
・Ｈｏｎｄａ Ｒｅｖｅｒｔａ（日本女子ソフトボールリーグ） 
●とちぎを支える「まじめで勤勉なとちぎ人」 
・とちぎ人は「誠実、勤勉」で、「人柄が良く、人情味がある」と言われる 
・とちぎ人は「親しみのある栃木弁」を使う 「いかんべ」「だいじ」「こわい」「でれすけ」「ちくら
っぽ」など 
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知られざる“とちぎ”                                    
 
●県民の食事は、「高い健康志向」 
・２位 ヨーグルト、果実・野菜ジュース 
・５位 乳酸菌飲料 
※平成21年 支出額 
●県民のおしゃれ度 
・１位 シャツ・セーター類、下着類 
※平成21年 支出額 
●趣味・娯楽 
・１位 スポーツ用品支出額、１カ月のペットフード代 

ゴルフ用具一式（ハーフセットを含む）の普及率 
・２位 人口10万人あたりのスポーツ施設数 
・３位 ピアノ普及率 
※平成21年（人口10万人あたりのスポーツ施設数は25年） 

 
わたしのオススメ“とちぎ” ※例示                                   
 
●味 
・宇都宮餃子（安くてうまい）、日光の湯波（京都の湯葉とは製造工程も食感も違う）、佐野ラーメ
ン（青竹打ちのシコシコ麺）、そば（日光そば、鹿沼そば、八溝そば、仙波そばなど） 

●祭り 
・湯西川かまくら祭り（１～３月）、ふるさと宮まつり（８月）、那須野巻狩まつり（10月） 
●イベント 
・渡良瀬バルーンレース（４月）、ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ（10月）、益子陶器市（春と秋） 
●歴史・文化 
・芭蕉の辿った下野路、那須野ヶ原開拓、文豪が愛した塩原温泉郷、近代の産業遺産「足尾銅山」  
●学びの施設 
・なかがわ水遊園、鹿沼市川上澄生美術館、那珂川町馬頭広重美術館、壬生町おもちゃ博物館 
●花 
・みかも山のかたくり（３月頃）、金崎のさくら（４月頃）、市貝町の芝ざくら（４月頃）、太平山の
あじさい（６月頃）、那須高原のヤシオツツジ（６月頃）、野木町のひまわり（８月頃） 
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Ⅲ とちぎブランド推進の方向性 

 

１ とちぎブランドのコンセプト 

 ブランド力を向上させていくためには、とちぎの魅力や伝えたい価値をわかりやすい言葉でデザ

インし、発信していく必要があります。 

こうした中、国を挙げて地方創生の取組が展開されており、都市部を中心に「地方」への関心が高

まりを見せ、暮らしや産業に新たな可能性を拓き、夢を叶える存在として、見つめ直されています。 

また、地方を意味する「ローカル」という言葉が、地域固有の自然や文化を感じながら、心豊かに

生きる空間という、新しい価値を持つ言葉へと成長しています。 

本県は充実した都市機能とともに、豊かな自然、優れた歴史・文化、人と人とのつながりなど、「ロ

ーカル」の良さを兼ね備えており、そうした本県の魅力・実力を最大の価値として、「ベリー グッド 

ローカル」という言葉に込めて国内外に発信し、地方のモデルとなっていきます。 

そのためのキャッチフレーズを 

 

 

 

 

 

    とし、オール栃木体制でブランド力の向上に取り組んでいきます。 

          ※ベリーは、「非常に」という意味と、「いちご」の意味をあわせて表現しています。 

（栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

「グッドローカルなとちぎが、地方のモデルになっていこう」 

ローカルの良さが詰まった栃木県が 

前向きな決意を込めて宣言します。 
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（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○地域の人がローカルのライフスタイルに誇りを持って発信する全国初のブランディングに、ぜ

ひ取り組んで欲しい。 

○ローカルはハイクオリティな生活地であることを伝えるべき。 

○若者の間では、暮らしが一番大事であり、地に足のついた暮らしの魅力を洗練させた形でブラ

ンディングさせていくことに期待。 

○コアとなるコンセプトのオリジナル性が重要。ローカルよりももう少しオリジナリティがある

言葉が良いと感じた。 

○栃木県内には自転車競技の地元チームが２チームあるが、珍しいことに思う。「自転車県」を

打ち出し、自転車をツールとして全体の旅行や、温泉、食につないでいけるようなＰＲの方向性

が良いと思う。 

○栃木が東京から近いということをブランディングに組み込んで良いと思う。「ベリーグッド

ローカルとちぎ」のイメージに、“東京に近い”というものを付けられると面白いのではない

か。 

●宇都宮餃子や日光、那須など今ある強いコンテンツを一つの束にしていくテーマづくりが重

要。 

●ブランディングのキーコンセプトを、「ベリーグッドローカルとちぎ」という案に集約できるか

が鍵。県内外に「どう認知してもらうか」。 

●イメージの統合は無理。また、「ベリーグッドローカルとちぎ」は理解しにくい。もっと単純で

分かりやすく、子供が好きになるような抽象的なイメージが必要に思う。 

●以前に県が使っていた「つぎつぎとちぎ」というキーワードがシンプルで良い。 

 「つぎつぎとちぎ」を使ったサウンドロゴなどの商標登録を検討されたい。 
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２ とちぎブランド推進の方向性 

(1)オールとちぎによる取組の展開 

とちぎブランドを確立していくためには、県民や行政、民間事業者等が一体となり、オールとちぎ

で取組を展開していくことが重要です。そのため、コンセプトの共有を図るとともに、各々の主体的

な取組や連携した取組を推進します。 

 

(2)とちぎブランド推進の施策展開 

   コンセプトである「ベリー グッド ローカル とちぎ」を共有しながら、「地域資源の磨き上げ」（商

品・サービス等の個別の地域資源の磨き上げ及び地域そのもののイメージの磨き上げ）と「戦略的な

情報発信」を二本柱として取組を展開していきます。 

 

①地域資源の磨き上げ 

   ブランドの根幹をなす個別の地域資源を絶えず磨き上げながら、全体の地域イメージを磨き上げ、

期待を裏切らない価値を提供し続けるための取組を推進します。 

 

  ②戦略的な情報発信 

個別の地域資源ブランド力を向上させるため、県内外・国内外に広くその魅力を発信するととも

に、本県の地域イメージを明確化させるための、統一感を持った発信を行います。 
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(3)とちぎブランドの構成イメージ 

   「ベリー グッド ローカル とちぎ」は分野別・個別ブランドの総体であり、分野別・個別のブラ

ンドの価値を向上させることにより、栃木県全体の地域イメージ（ベリー グッド ローカル とちぎ）

の向上を図り、また、地域イメージを向上させることにより、分野別・個別ブランドの更なる価値向

上を図っていきます。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)キャッチフレーズ「ベリー グッド ローカル とちぎ」の展開 

   キャッチフレーズ（ロゴマーク）を庁内で幅広く活用していくとともに、県民や市町、民間事業者

においても積極的に活用していただくことにより、「ベリー グッド ローカル」の統一されたイメー

ジを発信していきます。 

【使用例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と
ち
ぎ
○
○ 

・ポスターやチラシなど 

主となるのは分野別・個別ブランド 

「ベリー グッド ローカル とちぎ」はその価値を支えるもの 
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【使用例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)ブランド推進の工程表 

  

・名刺 

・車体 

・封筒 ・紙袋 

・ポロシャツ 
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Ⅳ 具体的取組（アクション） 

 

１ オールとちぎによる取組の展開 

 (1)推進体制 

①庁内推進体制の強化 

 「とちぎブランド推進本部」において、部局間の情報共有や連携など総合的な調整機能の強化を図る

とともに、「とちぎブランド戦略庁内連絡会議」においても担当者間の調整を図りながら、ブランド力

の向上の取組を推進していきます。 

 

②とちぎブランド力向上会議の役割 

  行政や民間事業者等を構成員とする「とちぎブランド力向上会議」を核として、各分野間の連携・協

力等を図り、本県のブランド力の向上に向けて、オールとちぎでの取組を推進します。 

 

 (2)オールとちぎによる取組の推進 

①県民の愛着・誇りの醸成 

県民が栃木県の魅力に気づき、愛着や誇りを持つことが本県のブランド力向上には重要です。

そのため、県民の愛着や誇りを醸成する取組を推進します。 

〈取組例〉 

  ・県民の愛着や誇り醸成のためのプロモーションの実施 

  ・外部からの評価を活用した愛着・誇りの醸成 

・県の各種広報媒体や県内マスメディア等を活用した郷土愛・誇りの醸成 

  ・とちぎの百様を活用した郷土愛・誇りの醸成 

・とちぎふるさと学習を通した郷土愛・誇りの醸成 

・県への愛着や誇りを持てる地域づくりの推進 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○地域資源のブランド化には行政の連携も必要であるが、事業の成功には民間の力が不可欠。 

○市町村、県民、民間連携が重要だが、現実は一体感に欠けるところがある。ブランディング

には、ベクトルをそろえ力を結集していくことが重要。 

●同分野でも PRにバラバラに取り組んでいるため、栃木県のイメージがなかなか生まれない。

観光と農業の連携、食と観光の連携が有効ではないか。 

●連携により栃木県全体のイメージアップを図ることを、積極的に皆で考えていくことが重

要。 
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②市町ブランドとの連携 

県内市町において取り組んでいるシティープロモーションや特産品振興などとの整合を図ると

ともに、連携した取組について検討していきます。 

〈取組例〉 

・市町の取組との整合 

・市町との連携に向けた検討 

 

③民間事業者等との協働 

 行政だけの取組には限界があり、民間事業者等と連携しながら取組を展開することが重要です。

そのため、民間事業者等における主体的な取組の働きかけや協働した取組について推進していき

ます。 

〈取組例〉 

・キャッチフレーズ、ロゴマークの民間利用の促進 

 ・協働に向けた検討 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○地域住民が地域に愛着と誇りを持ち、それを外部に伝えることが重要。 

○外からの評価で自負心を高めるため、東京から情報を発信させるための外に向けた発信も重

要。 

○進学で都会に出た女性が戻ってきたいと思う栃木県となるよう、郷土愛の教育が重要。 

○「とちぎの百様」の活用で愛着づくりが進むのではないか。 

○インナーブランディングの点で、大学生と地域の関わりの場を作ると、愛着が増え、就業意

識も高まり、地元の大人も誇りを持つようになるという好循環になる。 

●インナーブランディングの手法として、学校などでの身近な魅力を伝えていくことが重要で

はないか。 

●県民が愛着を持つことができるか。ブランド形成において、仕組み、プログラムを仕掛ける

ということもあるが、「自然な形で県民が発信する魅力」が大切。 

●「インナーブランディング」とは「皆で何かやろう」「どんどん参加してもらおう」という地

域づくりのことではないか。 

●県民の一人ひとりがイメージを理解すること、地域を知ることが重要。 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○地域資源のブランド化には行政の連携も必要であるが、事業の成功には民間の力が不可欠。 

○市町村、県民、民間連携が重要だが、現実は一体感に欠けるところがある。ブランディング

には、ベクトルをそろえ力を結集していくことが重要。 
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④人的ネットワークの活用 

 とちぎブランドを国内外に広く、効果的に伝えていくため、知名度や影響力の高い方々など多

くの人に発信してもらうよう関係を強化してきます。 

 〈取組例〉 

・とちぎ未来大使による本県の魅力・実力の発信やプロモーション等への協力 

・県内留学生や海外在住の本県関係者を通じた発信 

 

(3)とちぎブランドコンセプトの理解・共有 

とちぎブランドのコンセプトが魅力的であり誇りに思えるものとして理解され、共有していけ

るよう取組を推進します。 

 〈取組例〉 

・メインビジュアルやＰＲ動画、ＰＲツールの作成や共通ＰＲ素材の活用 

  ・ベリーグッドローカルを軸とする各地域資源のストーリー化 

・キャッチフレーズ・ロゴマークの活用 

 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○地域資源のブランド化には行政の連携も必要であるが、事業の成功には民間の力が不可欠。 

○市町村、県民、民間連携が重要だが、現実は一体感に欠けるところがある。ブランディング

には、ベクトルをそろえ力を結集していくことが重要。 

●「VERY GOOD LOCALとちぎ」を県内事業者が作るパンフレットなど、人の目に触れるものに共

通して見せていくことが重要。 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

●自分たちだけで発信するのではなく、ほかの人たちも巻き込みながら発信していくことが重

要。 

●県内の留学生や海外で活躍している方をうまく使うということもありかと思う。 

 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○栃木から「正しい」ローカルの意味を発信することにも期待したい。 

○地域の人がローカルのライフスタイルに誇りを持って発信する全国初のブランディングに、

ぜひ取り組んで欲しい。 

○ローカルはハイクオリティな生活地であることを伝えるべき。生活する場として東京よりも

クオリティが高いことは間違いないので、それを伝えるための演出が重要。 

○栃木のたくさんの魅力に、統一感を出すという点が重要。 

○統一感に関して、県民の皆さんに共通認識を醸成するためにも、何か具体的事例を作ってい

くことが必要。 

●ブランディングのキーコンセプトを、「ベリーグッドローカルとちぎ」という案に集約できる

かが鍵。県内外に「どう認知してもらうか」。 

●地域の方々の意向や意見、言葉の共通認識などの確認をしたほうがよい。 

●オールとちぎでブランド、ＰＲする要素、ロゴ、イメージを伝えることが非常に重要。 

●県民の一人ひとりがイメージを理解すること、地域を知ることが重要。 
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２ 地域資源の磨き上げ 

 (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 

  個々の商品やサービス等の品質の向上による価値の向上に加え、経験・体験等による心理的・感覚的

な価値の創出によるブランド化を図ります。 

 〈取組例〉 

・県産農産物、林産物等の品質向上、ブランド力向上に向けた取組の推進 

・現代のライフスタイルに合った伝統工芸品の新商品開発や販路開拓 

  ・「フードバレーとちぎ」に向けた取組の推進 

・自然景観や街並み、田園風景などの景観の保全や文化財等の保護 

・観光や食、歴史・文化などの分野間で連携した魅力の創出 

・国内外からの観光客満足度向上に向けた受入態勢の整備 

   

 

 (2)本県の強みの再認識・再発見 

  本県の有力な地域資源について認識を深めるとともに、外部の視点等も活用しながら新たな魅力を

創出していきます。 

 〈取組例〉 

・とちぎの百様の普及 

・外部からの視点や若者の視点等を活用した誇りに思えるとちぎの魅力の再発見・掘り起こし 

  ・消費者の評価や意見、ニーズを吸い上げるための機会の創出 

 

 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○地域ブランディングに、生活の視点に立ったまちづくりのデザインも考えるべきではない

か。 

○２５位を目指すのであれば、外部の評価も必要であり、それには外から観光で栃木を訪れ、

実際に「ベリーグッドローカル」に触れてもらい、理解し、次の行動につなげてもらうことが

重要。 

○観光分野で「本物の出会い とちぎ」が掲げられているが、この「本物」というのがまさに

「ベリーグッドローカルとちぎ」であると感じた。今後、どのように両者を組み合わせいくの

か勉強していきたいと考えている。 

○インナーブランディングの点で、大学生と地域の関わりの場を作ると、愛着が増え、就業意

識も高まり、地元の大人も誇りを持つようになるという好循環になる。 

●イチゴを使った「栃木●●」、二条大麦を使った「栃木ビール」など、個別資源と「栃木県」

の結び付けた「とちぎ●●」を作ってはどうか。 

●同分野でも PRにバラバラに取り組んでいるため、栃木県のイメージがなかなか生まれない。

観光と農業の連携、食と観光の連携が有効ではないか。 

●ブランド対象に関する評価制度を設置し、品質向上と維持に努める。 

●地域ブランドデザイナー認証制度による人材育成。 
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(3)統一感の醸成 

  個々の地域資源の価値向上においても可能な限りコンセプトを意識して取り組むことにより、地域

全体のイメージの統一感の醸成を図ります。 

 〈取組例〉 

・ブランドコンセプトの普及 

・キャッチフレーズ・ロゴマークの活用（再掲） 

 

 

 ３ 戦略的な情報発信 

 (1)各コンテンツのイメージ共有・統一化 

 これまで個々に発信されていた栃木県のイメージを統一化し、栃木県のイメージ形成が図られるよ

うに発信を行います。 

 〈取組例〉 

・キャッチフレーズ・ロゴマークの活用（再掲） 

・メインビジュアルやＰＲ動画、ＰＲツールの作成、共通ＰＲ素材の活用（再掲） 

・「栃木県」と各地域資源・コンテンツを関連付けた発信 

・ブランドウェブサイトの活用による統一感を持った発信 

 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○栃木のたくさんの魅力に、統一感を出すという点が重要。 

○統一感に関して、県民の皆さんに共通認識を醸成するためにも、何か具体的事例を作ってい

くことが必要。 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○栃木のたくさんの魅力に、統一感を出すという点が重要。 

○統一感に関して、県民の皆さんに共通認識を醸成するためにも、何か具体的事例を作ってい

くことが必要。 

○地域ブランディングは、最終的に「とちぎ」で全てが伝わることが理想。 

○「とちぎ」という３文字の言葉で響く取組みがブランディングに重要である。伝えたいこ

と、覚えてもらいたいことを分かりやすくすることが重要である。 

○観光分野で「本物の出会い とちぎ」が掲げられているが、この「本物」というのがまさに

「ベリーグッドローカルとちぎ」であると感じた。今後、どのように両者を組み合わせいくの

か勉強していきたいと考えている。 

●栃木県という３文字を見た瞬間にシンプルで強い、特定の魅力的なイメージが浮かぶような

取組が必要。 

●良い気持ちが呼び起こされる画像であることが重要。キーワードとして日光東照宮のイメー

ジで「パワーを貰える」はどうか。 

●宇都宮餃子や日光、那須など今ある強いコンテンツを一つの束にしていくテーマづくりが重

要。 

●キーワード、キービジュアル、ターゲットなりを絞って、「まずは打ってみる」ということに

トライしても良いと思う。 
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(2)発信ターゲットの選定 

  地域資源ごとに訴求すべきターゲットを選定しながら情報を発信していきます。 

〈取組例〉 

・全体イメージの発信先としては 20～40 歳代の若者や女性、東京を中心とする首都圏在住者を意識 

・県民を対象とした愛着醸成のための情報発信 

・東京オリンピック・パラリンピック等に向けた海外への発信 

・デスティネーションキャンペーンによる全国への観光情報の発信 

 

(3)様々な媒体の活用 

 訴求したい地域資源やターゲットの属性に合わせたメディアの選定や、多くのメディアで取り上げ

られるための取組を推進します。 

 〈取組例〉 

・県の各種広報媒体の活用 

・マスメディア等の広告の活用 

・マスメディアへのパブリシティ活動の強化、関係の構築 

・ソーシャルメディアの活用 

・特性に応じたメディアの選定や効果的なメディアミックスによるプロモーションの実施 

 

  

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○若者の間では、暮らしが一番大事であり、地に足のついた暮らしの魅力を洗練させた形でブ

ランディングさせていくことに期待。 

○首都圏の人たちにライフスタイルの発信と併せて、第二の居場所として栃木をアピールでき

る。 

○国内、国外を問わない広い視野での取り組む必要がある。 

●東京圏に対する「意外と栃木は近い」というアピール、意識改革が必要。 

●性別年代別、地域別に適切な手法を検討することが必要。 

●ターゲットを海外に絞ってはどうか。海外に向けた情報発信を仕掛けていくとよい。 

●長期的ターゲットとして外国人を設定しては。 

●東京からの近さ、立地を利用して「二地域居住の適地」「夏季の避暑地」として PRしてはど

うか。 

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○外からの評価で自負心を高めるため、東京から情報を発信させるための外に向けた発信も重

要。 

○テレビに取り上げられるような事業の取組みが必要。 

●メディア露出のための営業が重要。営業先のリストを作るべき。 

●中央メディアの活用が重要。 

●全国メディアで取り上げられるようもっと売り込むべき。 



 

27 

 

(4)「とちぎらしさ」の発信 

本県の強みを最大限に活かした「とちぎらしさ」の発信を行います。 

〈取組例〉 

・ライフスタイルの提案など、ベリーグッドローカルを体現するコンテンツの発信 

・ストーリーや世界観などを付した、感情や感動につながる発信 

・自然や食、歴史・文化等の有力コンテンツを活用した発信 

・東京からの距離の近さ等の地理的な優位性を表に出した発信 

・県内プロスポーツ等のスポーツの魅力を活用した発信 

・東京オリンピック・パラリンピック等に向けた文化等の発信 

・とちぎの百様を活用した発信 

 

  

（委員等意見）○向上会議 ●専門部会 

○栃木県内には自転車競技の地元チームが２チームあるが、珍しいことに思う。「自転車県」

を打ち出し、自転車をツールとして全体の旅行や、温泉、食につないでいけるようなＰＲの方

向性が良いと思う。 

○栃木が東京から近いということをブランディングに組み込んで良いと思う。「ベリーグッド

ローカルとちぎ」のイメージに、“東京に近い”というものを付けられると面白いのではない

か。 

○ローカルはハイクオリティな生活地であることを伝えるべき。生活する場として東京よりも

クオリティが高いことは間違いないので、それを伝えるための演出が重要。 

●東京からの近いことを活かし、「意外と身近な自然」ということを打ち出してはどうか。 

●強いコンテンツ、長所を進展させていくことにより、それを利用してボトムを上げていくこ

とが重要。 

●東京圏に対する「意外と栃木は近い」というアピール、意識改革が必要。 

●マイナスイメージを払拭する正しい情報の発信が必要。 

●東京からの近さ、立地を利用して「二地域居住の適地」「夏季の避暑地」として PRしてはど

うか。 

●栃木県の「木」を中心としたストーリーづくりはどうか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


