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とちぎの魅力・実力を県内外（海外を含む）に広く情報発信するため、県
内外で活躍されている方で、栃木県に深い愛着を持ち、積極的なＰＲと元気
なとちぎづくりへの支援を協力いただける方に「とちぎ未来大使」を委嘱

①本県の魅力や実力などの情報発信
ＰＲ用名刺を活用した日々の活動でのＰＲ

②その他元気なとちぎづくりへの支援
県主催の各種イベントや啓発活動等の事業への参加・協力 等

設 置１

平成21（2009）年４月～

趣 旨２

活 動３

委嘱数４

平成30(2018)年８月６日現在 342名

文化 ９０名、芸能 ３４名、スポーツ ４１名、経済 １５１名、その他 ２６名

（平成30年度委嘱18名）
１



・名刺は年１回実施している意向調査時に追加要望を調査するほか、随時追加要望を
受け付ている。

【参考】 平成29（2017)年度名刺発注状況： 155組（100枚１組）

・本県の情報発信に役立ててもらうよう、毎月１回県広報紙「とちぎ県民だより」を送付
するほか、県政情報・観光パンフレットの提供を年２～３回実施している。 ２

○ 県ＰＲ用名刺を活用した日々の活動でのＰＲ

本県の魅力や実力などの情報発信①



３

その他元気なとちぎづくりへの支援➁

○ 県政への意見・提言

年１回実施する意向調査のほか、随時メール等で意見・提言をいただいている。

また、テーマに基づいて意見や提言を得るとともに、大使の相互交流を促し、活動
の充実・拡大をはかるため、「とちぎ未来大使と知事との意見交換会」を実施してい
る。

【参考】 とちぎ未来大使と知事との意見交換会開催実績

開催日 開催場所 参加状況 テーマ

2014.10.25（土） 県庁 大使35名
経済団体5団体

本県の発信力・ブランド力向上に向
けた県政への提言

2015.11.18（水） 東京 大使31名 人口減少問題の克服に向けた移住促
進について

2016.  6.15（水） 県庁 大使32名 栃木県のブランド力向上への取組に
ついて

2017.10.28（土） 県公館 大使24名 とちぎ未来大使による県の取組への
支援と活動事例について

意向調査により、名刺でのPR活動以外にも県を支援したいという意向を持

つ大使を把握し、様々な協力をいただいている。



○県主催の各種イベントや啓発活動等の事業への参加・協力 等

年 度 件数

平成25年度 72件

平成26年度 76件

平成27年度 64件

平成28年度 80件

平成29年度 101件

平成28年度実施：首都圏プロモーション

・平成29年度活動状況

内 訳 件数

イベント出演 26件

講演・講師 30件

県政番組リポーター等 ９件

各種委員等 ５件

その他 31件
４

（延べ216件）



○ 県主催の各種イベントや啓発活動等の事業への参加・協力 等

・イベントへの出演

・各県人会活動による本県ＰＲ

・県政番組リポーター等出演

・県広報紙への寄稿

・審議会等委員

・商品開発技術支援

・各種研修会講師

・出展事業へのメッセージ展示協力

５



○とちぎ未来大使「夢」講座

広く活躍する「とちぎ未来大使」を講師とし、中学校時代の経験や、
目標を持ち、その目標を達成した過程を講話や実演、交流等を通して中
学生等に伝え、中学生等に「夢」を持つことやその大切さを考える機会

を提供する。

目的１

実施状況２

○ 平成28年度：13講座

○ 平成29年度：19講座

６



○ 平成28年度「とちぎ未来大使『夢』講座：13講座（敬称略）

７



○ 平成29年度「とちぎ未来大使『夢』講座実施状況：19講座（敬称略）

８

講師 職業等 実施校 演題等

えりのあ
社会福祉士
シンガーソングライター

矢板市立
泉中学校

とちぎ未来大使「夢」講座
「福祉について考える」

真岡市立
物部中学校

自分らしく生きる

大島 栄寿
東京栃木県人会会長
大田原高校紫塚同窓東京会会長

那須塩原市立
塩原小中学校

塩原の豊かな自然に感謝

大貫 裕子 声楽家
鹿沼市立
南摩中学校

将来の夢の実現に向けて

音羽 和紀
(株)オトワ・クリエーションズ
代表取締役

宇都宮市立
一条中学校

出会いはひらめきの時、
創造の時

熊倉 和生 (株)豊田自動織機 常務役員
栃木市立

栃木東中学校
とちぎ未来大使「夢」
講座

サトウ ヒロコ シンガーソングライター
壬生町立

南犬飼中学校
言葉の授業

三遊亭 歌橘 落語家
足利市立
富田中学校

波乱爆笑伝

ダイアモンド
ユカイ

ロックシンガー、俳優
佐野市立
城東中学校

将来の夢の実現に向けて



○ 平成29年度「とちぎ未来大使『夢』講座実施状況：19講座（敬称略）

10

講師 職業等 実施校 演題等

塚越 広大
レーシングドライバー、全日本
選手権フォーミュラ・ニッポン、
スーパーフォーミュラ

日光市立東原中学校 一億五千万秒後の自分

手塚 貴子 女子サッカー元日本代表 宇都宮市立田原中学校 田原から世界へ

Peaｒl シンガーソングライター

益子町立田野中学校
夢をつかむ方程式～夢に一
歩近づくために～

益子町立七井中学校
夢を叶える力ー夢に一歩近
づくためにー

真島 茂樹 振付師 上三川町立明治中学校 夢に向かって、一生踊り子

水樹 涼子 作家 鹿沼市立板荷中学校 今、ここにいる、ということ

森 詠 作家 那須塩原市立箒根中学校 将来の夢の実現に向けて

山形 由美 フルート奏者 佐野市立南中学校 将来の夢の実現に向けて

吉川 真
国立研究開発法人宇宙航空研
究開発機構（JAXA)
理学博士

那須町立那須中学校
「小型探査機『はやぶさ２』
の挑戦」

栃木市立栃木西中学校
とちぎ未来大使「夢」講座
「小型探査機『はやぶさ２』
の挑戦」



○「とちぎ未来大使」ご自身の活動を通しての本県ＰＲ

１０

「とちぎDAY＠東京」の開催

栃木県出身アイドルを会した無料フェスの開催

県民の日協賛行事としてコンサート開催
「県民の歌」コーナーの実施



○県ホームページ等における活動の紹介

１１



○県ホームページ等における活動の紹介

1２



○県広報紙「とちぎ県民だより」への紹介コーナーの設置

13
H29(2017)年 2月号･･･古川登志夫さん(声優)、7月号･･･平野早矢香さん(卓球、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾒﾀﾞﾘｽﾄ）

11月号･･･榊原広子さん(歌手)
H30(2018）年5月号･･･仔鹿リナさん(漫画家)



○とちぎ未来大使Facebookページの設置（平成29年４月）

14

https://www.facebook.com/tochigi.miraitaishi/



○市町、関係団体における活用促進の働きかけ

15【参考】総リーチ数：3,547件 いいね数：73件

○とちぎ未来大使Facebookページの設置（平成29年４月）



16

○今後の方針

（１）更なる活用促進
・県庁内での活用促進
・大使の意向を踏まえた協力依頼
・市町・関係団体への活用依頼

（２）大使の活動意欲の促進と「とちぎ未来大使」制度の認知向上
・県ホームページや県広報紙、Facebookページによる大使の紹介、
制度の周知

・「とちぎ未来大使と知事との意見交換会」開催等による
大使間の連携強化

（３）その他
・とちぎ未来大使名刺デザインの見直し


