県勢概要

●面
積：6,408.09 ㎢（関東最大） ＜全国第 20 位＞
●人
口：1,908,380 人（R4.10.1 現在）＜令和２年国勢調査では全国第 19 位＞
●県庁所在地：宇都宮市（人口約 52 万人、令和２年国勢調査では北関東最大）
●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）

●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（令
和２年）
●“いちご王国”
・｢とちおとめ｣で有名な“とちぎ
のいちご”は、昭和43年から半
世紀以上にわたり生産量日本一！
・新品種「とちあいか」や白いちご「ミルキーベリー」のほか、
贈答向けの「スカイベリー」や夏秋用「なつおとめ」など、
一年中おいしいいちごが楽しめる！
●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７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３位、生産量も全国３位のそば生産県、打ち立
てが味わえる農村レストランが各地にある
●全国トップクラスのおいしさ「とちぎのお米」
・令和元年「大嘗祭」に選ばれた「とちぎの星」のほか、
「な
すひかり」
「コシヒカリ」などおいしいお米が生産されている
●まだまだある「とちぎの農産物」
（令和２年）
・１位 かんぴょう、もやし、うど、麻、とうがらし
・２位 生乳、こんにゃくいも、二条大麦
・３位 そば、あゆ
・４位 六条大麦
・５位 さといも、トマト、日本なし、シクラメン、にじます
※ 順位は生産量（
「もやし」は産出額、
「あゆ」は漁獲量、
「にじます」
は養殖量）
※ かんぴょう、うど、とうがらしは平成30年のデータ

●「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31年１月～令和元年12月）
・県内総生産に占める製造業の割合は全国２位、第２次産業の
割合は全国２位（平成30年度）
●「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・高根沢町等）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、ＳＵＢＡＲＵ（宇都宮市）など
●「ＭＡＤＥ ＩＮ とちぎ」の医療機器が世界で活躍
・キヤノン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）
、日立グローバルライフソリューションズ
(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）
、ファ
ナック(壬生町)、資生堂(大田原市)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）
、ＴＫＣ（宇都宮市・地方税電子申告支援サ
ービス）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）
、
滝沢ハム（栃木市）など
●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、ふとん、ふとん綿
・２位 医療用電子応用装置、製パン・製菓機械、同装置
・３位 野菜漬物（果実漬物含む）
、肉製品、光学レンズ
※順位は出荷額
●「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、間々田紐、天明鋳物など58品目が栃木
県伝統工芸品に指定
・
（公財）日光社寺文化財保存会の技術「建造物彩色」と「建
造物漆塗」がユネスコ無形文化遺産に登録

●世界が認めた歴史遺産
・
「日光の社寺」は平成11年に登録された世界文化遺産（日光
の社寺：二荒山神社、東照宮、輪王寺の二社一寺）
・｢日光杉並木街道｣は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」
・
「侍塚古墳」は、日本初の学術的な発掘調査が行われた遺跡。
江戸時代、水戸光圀の指示で調査が行われた。
・
「下野薬師寺」は奈良時代に設置された日本三戒壇の一つ。
東戒壇とも呼ばれた（戒壇：僧侶の守るべき戒律を授ける
所）
・
「足利学校」は日本最古の学校。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
・
「那須疏水」は明治初期につくられた日本三大疏水の一つで、
平成29年に世界かんがい施設遺産に登録（那須野が原を舞
台とした日本遺産の構成文化財の一つ）
●伝統芸能もすごい！
・日本一の野外劇「烏山の山あげ行事」
（７月）
、絢爛豪華な彫
刻屋台の「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」
（10 月）
（以上二つ
は平成 28 年ユネスコ無形文化遺産に登録）など

●世界へつながる交通の要衝とちぎ
・東京･北海道への南北方向や太平洋･日本海への東西方向へ
も楽々アクセス
・東京まで新幹線でわずか50分。東北道・北関東道に加え、圏
央道の利用で、国内各地・空港への移動もスムーズ

●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
33.4℃と大きく(９位)はっきりした四季を楽しめる
●豊かな県
・１人当たり県民所得４位（令和元年度）
・１住宅当たりの敷地面積５位（平成30年）

●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
●とちぎから育む緑
・スギ、ヒノキのコンテナ苗生産量全国３位(令和元年度)
●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
●温泉がいっぱい
・源泉総数が全国第10位の国内屈指の温泉県。鬼怒川、那須、
塩原など名湯が点在し、豊富な泉質が楽しめる
●水がおいしい
・尚仁沢湧水(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34カ所と｢知る人ぞ知る酒どころ｣
●知られざる国際的避暑地
・中禅寺湖畔には現役の外国大使館別荘（仏、ベルギー）と、
旧大使館別荘（イタリア・英国の両大使館別荘を記念公園と
して整備し、公開中）がある。明治中期から昭和初期にかけ
て、各国の大使館別荘をはじめ多くの外国人別荘が建てられた

●皇室ゆかりの地
・那須御用邸と御料牧場を有し、毎年、皇室の方々が御静養に
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 ※故人）
・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）
・萩野公介（競泳選手：小山市）
・髙藤直寿（柔道選手：下野市）
●魅力・実力を発信「とちぎ未来大使」
（敬称略）
・本田仁美(アイドル)、Ｕ字工事（お笑い）
、石川恋（モデル・女
優）
、田臥勇太（プロバスケットボール選手）
、井上咲楽（女優）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
「きみの瞳が問いかけている」
（宇都宮市／栃木県立リハビリテーションセンター）
「君が世界のはじまり」
（宇都宮市／ベルモールほか）
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「おらおらでひとりいぐも」
（栃木市／おおひら歴史民俗資料館）
「みをつくし料理帖」
（日光市／EDO WONDERLAND 日光江戸村）
・ドラマ
「麒麟がくる」
（真岡市・上三川町／鬼怒川河川敷、壬生町／
聖地公園、塩谷町／上沢牧場）
「あなた犯人じゃありません」
（さくら市／旧喜連川高等学校ほか）
「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season２」
（宇都宮市／県庁昭和館）
「キワドい２人-Ｋ２-池袋署刑事課 神崎・黒木」
（宇都宮市／県庁県議会議事堂）
「歴史迷宮からの脱出」
（鹿沼市／加蘇山神社、大田原市／旧佐久山中学校）
●スポーツ王国とちぎ
・栃木ＳＣ（サッカーＪ２リーグ）
・栃木シティフットボールクラブ（関東サッカーリーグ１部）
・宇都宮ブレックス（バスケットボールＢ１リーグ）
・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）
・宇都宮ブリッツェン（サイクルロードレースJCLﾌﾟﾛロードレースツアー）
・那須ブラーゼン（サイクルロードレースJCLﾌﾟﾛロードレースツアー）
・栃木ゴールデンブレーブス（野球ＢＣリーグ）
・Ｈｏｎｄａ栃木サイクリングクラブ（サイクルロードレースＪプロツアー）
・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）
・Ｈｏｎｄａ（日本男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」
「こでらんない」など
※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)、佐野らーめん(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)、しもつかれ(とちぎを代
表する郷土料理)
●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)、ジャパンカップサイクルロー
ドレース(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」
「野木町煉瓦窯」
●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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統計でみる

とちぎ の 魅力・実力
・県民所得（１人当たり）
・住宅敷地面積（１住宅当たり）
・食事時間（１日当たり）
・ゴルフ場数
・休養・くつろぎ時間

・農業産出額
・農業経営体数
・製造品出荷額等
・木材・木製品製造業出荷額
・人工乾燥木材出荷量

４位(3,351千円)
５位(352㎡)
５位(102分)
４位(119カ所)
８位(120分)

９位(2,875億円)
10位(32,726)
13位(89,664億円)
６位(1,001億円)
３位(237千㎥)

47都道府県中の順位

・国立公園面積
・国宝指定件数
・都道府県指定等文化財件数
・温泉源泉数

４位(104,781ha)
10位(17件)
３位(826件)
10位(629カ所)

・育児時間（６歳未満の子がいる親）
・保護者行事参加率（公立小学校）
・保護者行事参加率（公立中学校）

16位(299分)
１位(97.8％)
３位(92.2％)

・女性有業率
・女性教員割合（小学校）
・県議会議員の女性比率
・市区議会議員の女性比率

13位(51.5％)
10位(65.0％)
14位(12.8％)
14位(15.6％)

栃木県民 ってどんな人？
裕

福！（県民所得（１人当たり）４位）

献 身 的！

高校生献血率 １位
自主防犯ボランティア団体数 14位

早 起 き！ （起床時刻 ８位）
おしゃれ！ （和服支出額 ３位

洋服支出額 ４位

遊園地・動物園・水族館等の見物の行動者率
ゴルフの行動者率
７位
スキー・スノーボードの行動者率

器具を使ったトレーニングの行動者率
映画・演劇等入場料支出額

９位

おすし

まぐろ支出額
すし外食費

めん類

ラーメン外食費
２位
そば・うどん外食費 ６位

お菓子

お菓子支出額

２位
8位

16位

サイクリングの行動者率
15位
スポーツウェア支出額
14位

映画・演劇

シャツ・セーター類支出額 7位）

好きな食べ物は・・・

好きなことは・・・
外出
運動

骨髄バンク登録者（人口千人当たり） ２位
認知症サポーター数（人口比） １７位

12位
２位

とちぎの男性

2位

海へのあこがれ!?

栃木県民は
お菓子が大好き！
せんべい支出額 １位
ビスケット支出額 ２位

とちぎの女性

★平均寿命 80.10歳
子どもを大切にします 遊園地入場・乗物代支出額
1位 ★平均寿命 86.24歳
健康寿命 72.62歳
健康寿命 76.36歳
玩具支出額
5位
平均初婚年齢 30.9歳
平均初婚年齢 29.2歳
遊園地等見物の行動者率
夫６位
◎多彩な趣味のオールラウンダー！
妻13位 ◎文化、芸術活動大好き！知的な女性♪
園芸・ガーデニングの行動者率 ５位
洋舞・社交ダンスの行動者率 ６位
高齢者を大切にします 三世代同居率
15位
写真の撮影・プリントの行動者率 17位
陶芸・工芸の行動者率 ４位
ペットも大切な家族！ ペットフード支出額
7位
登山・ハイキングの行動者率 ８位
将棋の行動者率 4位

発行日 令和４(2022)年11月１日

発行元 栃木県県民生活部広報課

℡028-623-2192 （広報担当）

