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人・もの・自然が融和し  みんなで
手を取り合い  元気を生み出すまち

　那珂川町は、平成17年10月に馬頭町と小川
町との合併により誕生した栃木県の北東部に位
置する人口約１万７千人の町です。関東でも有数
の清流那珂川が町の中央を流れ、これを取り囲む

里山が織り成す四季の情景は町の資源です。
　家族の「絆」、地域の「助け合いの精神」が当たり前のように残っている那珂川
町。そんな地域の特性を生かして、平成28年に策定した第2次那珂川町総合振
興計画では、「人・もの・自然が融和し　みんなで手を取り合い　元気を生み出す
まち」を町の将来像と定め、町で生活する全ての人の協働によって「住んで良
かった、那珂川町に来て良かった」と思っていただける元気で魅力ある町を目指
して、様々な施策を進めております。
　この町勢要覧では、那珂川町が誇る人、自然、歴史、文化、特産品など貴重な地
域資源と魅力を紹介しております。本町により一層の興味と愛着をお持ちいただ
ければ幸いです。

A Fusion of People, Things, and Nature
 ‒ A Town Coming Together to Create Vibrant Energy
　Located in northeastern Tochigi Prefecture, the Town of Nakagawa was created in October 
2005 through the merger of the towns of Bato and Ogawa, and has a population of 17,000.
The Naka River, one of the clearest streams in the Kanto area, flows through the center of 
town, and the undeveloped woodlands surround it like an interwoven tapestry. This scenery 
changes throughout the four seasons, and is one of the town’s important resources.
　Family ties and the region's spirit of helping one another thrive in Nakagawa as a matter 
of course. To give full play to such distinctive qualities of the region, the Second Nakagawa 
Comprehensive Plan, formulated in 2016, establishes "A Fusion of People, Things, and Nature 
‒ A Town Coming Together to Create Vibrant Energy" as a vision of the future for the town, 
and through the concerted action of everyone who lives in Nakagawa, we are pressing ahead 
with a variety of measures aimed at creating a vibrant and appealing town that people feel 
glad about moving to and living in.
　This statistical survey of the town showcases the people, nature, history, culture, specialty 
products, and other valuable local resources and points of appeal that Nakagawa boasts. We 
hope it generates even greater interest in and affection for our town.hope it generates even greater interest in and affection for our town.
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○星知弥選手・石井一成選手／鈴木房雄さん／いわむらかずおさん／隈研吾さん

チャレンジ人 ………………………………………………………………………………
○小鮒拓丸さん・千文さん／藤田裕之さん／車庄三さん
　吉川桃さん・くるみさん／鈴木栄子さん／小野澤弘一さん

まちのプライド …………………………………………………………………………
那珂川町案内マップ …………………………………………………………………
後世に残す、未来へのプライド 那珂川町の歩み、過去・現在・未来へ ……………
第2次那珂川町総合振興計画 ……………………………………………………
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