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１ 歴 史 

 できごと 

縄文 
山崎北遺跡（駒生町・宝木町２丁目） 

御城田遺跡（駒生２丁目） 

弥生                    

古墳時代 山崎古墳群（駒生町・宝木町２丁目）             

奈良・平安 山崎遺跡（駒生町） 

江戸時代 御城跡高塚群（駒生２丁目） 

寛文 10年 

（1670） 

西原十か新田（中丸・細谷・野沢・仁良塚・西岡・山崎・足次・

高谷林・藤岡・江田）開拓開始 

長良神社，雷電神社を上州より分祀 

安政５年 

（1858） 

宝木用水着工 

明治 8年 

（1875） 

西原十か新田が合併して「宝木村」と改称 

 

22年 

 

市町村制施行により，新里，岩原，宝木，戸祭，野沢の各村が

合併し，「国本村」となる 

駒生，荒針，飯田，田下，田野，福岡，古賀志の 7 か村を合併

して「城山村」となる 

  41年 第十四師団設置，歩兵六十六連隊着営 

大字駒生字中丸地内に騎兵第十八連隊，輜重兵第十四大隊の兵

営，陸軍射撃場，陸軍共同墓地を設置 

大谷街道開通 

  42年 歩兵五十九連隊設置 

大正 2年 

（1913） 

宝木練兵場で航空大会が開かれ，宇都宮での初飛行を目指すプ

ロペラ機は地面をはう程度の飛行で失敗に終わる 

昭和 3年 

（1928） 

栃木県師範学校が国本村宝木の歩兵六十六連隊跡新校舎に移転 

  ４年 栃木県師範学校附属小学校，国本村宝木に移転 

駒生に結核療養所開設（宇都宮市立療養所） 

  14年 城山村大字駒生字一の沢が宇都宮市に編入，「一ノ沢町」になる 
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  18年 宇都宮市立療養所を日本医療団に出資，梅花寮と改称される 

  22年 厚生省に移管，国立療養所梅花寮として発足 

  24年 宇都宮市立陽西中学校設立 

城山公民館が設置される 

  26年 国立療養所梅花寮，国立宇都宮療養所と改称 

27年 国本村南部地域（戸祭と宝木の一部）が宇都宮市に合併 

宝木出張所設置（旧陸軍の兵舎付属の厩舎跡を改造） 

城山村駒生の一部（旧陸軍射的場）を河内郡姿川村に編入 

29年 国本村・城山村が宇都宮市に合併 

30年 姿川村が宇都宮市に合併 

37年 宝木出張所，若草町 101番地 21に新築して移転 

46年 宝木町２丁目に建設の宝木市営住宅，当初 170戸の入居開始（昭

和 48年までに計 700戸） 

47年 東北自動車道，岩槻・宇都宮間開通 

48年 宝木出張所，若草１丁目 9－６に新築して移転  

49年 宇都宮市立宝木小学校設立 

宇都宮市立西が岡保育園開園 

宝木分館開設 

50年 駒生町（現駒生１丁目）に栃木県青年会館開館落成 

51年 宝木町２丁目に宇都宮医学技術専門学校開校 

54年 駒生町（現駒生１丁目）に栃木県教育会館開館落成 

56年 宇都宮市立宝木中学校設立 

国立宇都宮療養所，国立療養所宇都宮病院と改称 

57年 北公民館開設 

59年 細谷町に宇都宮高等看護専門学校開校 

60年 宇都宮市立西が岡小学校設立 

平成３年 

（1991） 

宝木町２丁目に栃木介護福祉士専門学校開校 

平成５年 国立療養所宇都宮病院と国立療養所栃木病院が統合し，国立療

養所東宇都宮病院（現：独立行政法人国立病院機構宇都宮病院）

として発足，東岡本町に移転 
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６年 宝木出張所，若草３丁目 13－13に新築して移転 

城山地区市民センター開設（公民館と出張所の施設複合化） 

８年 宇都宮外環状線（宮環）全線開通 

９年 とちぎ健康の森，国立療養所宇都宮病院の跡地に開設 

13年 とちぎリハビリテーションセンター開設 

栃木県立若草養護学校、駒生町に移転，栃木県立わかくさ養護

学校となる（とちぎリハビリテーションセンターに併設） 

14年 北公民館を廃止し，北生涯学習センターに名称変更 

城山公民館を廃止し，城山生涯学習センターに名称変更 

16年 宇都宮医学技術専門学校閉校 

  19年 宝木地域コミュニティセンター開設 

  20年 栃木県立わかくさ養護学校，栃木県立わかくさ特別支援学校に

改称 

22年 北生涯学習センターに北市民活動センターを併設 

宇都宮高等看護専門学校閉校 

 

※参考資料 『市政概要 平成 27年度版』 宇都宮市議会事務局 2015年 

『事務概要 平成 27年度版』 

宇都宮市教育委員会生涯学習課 2015年 

『栃木県町村合併誌』第 3巻上 栃木県 1956年 

『宇都宮市史』別巻 宇都宮市 1981年 

『宇都宮市遺跡地図 改訂版』 宇都宮市教育委員会 1997年 

     『ほそや地区郷土誌』 ほそや地区郷土誌刊行委員会 2007年 

      「宇都宮市公式ウェブサイト」（平成 28年 5月 5日現在） 

      『栃木県教育史』第四巻 国書刊行会 1986年 

      『とちぎ２０世紀』上巻 下野新聞社 2000年 

      『とちぎ２０世紀』下巻 下野新聞社 2001年 

      『角川日本地名大辞典』9栃木県 角川書店 1984年 
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２ 町 名 

町  名 由 来 等 

一
いち

の沢
さわ

２丁目 
一ノ沢町，駒生町の各一部が，平成 8 年の住居表示実施により成

立した。 

駒生
こまにゅう

１丁目 
平成 8 年の住居表示実施により成立した。 

駒生
こまにゅう

２丁目 

駒生
こまにゅう

町
まち

 
姿川左岸に位置する。 

地名の由来は，当地で宇都宮氏が駒を飼育していたことによると

いう。 

駒生村は江戸期から明治 22 年までの村名である。 

明治 4 年の廃藩置県による宇都宮県を経て，明治 6 年宇都宮県の

廃止により栃木県に所属，明治 22 年の町村制実施により城山村

の大字名となる。 

昭和 14 年城山村駒生の一部（一の沢）が宇都宮市一の沢町とな

る。 

昭和 27 年城山村駒生の一部（開拓地＝旧軍用地）が姿川村鶴田

に編入する。 

昭和 29 年の宇都宮市との合併により現在の町名となる。 

昭和 50 年に一部が西の宮町となる。 

宝木町
たからぎちょう

１丁目 
昭和 27 年，国本村大字宝木および国本村大字戸祭から分離し，

町名が成立した。 

昭和 40 年に一部が戸祭４丁目・中戸祭町・東宝木町となる。 

宝木の地名の由来は，国立病院機構栃木医療センター（旧国立栃

木病院）に残る古木（児の手柏（このてがしわ））が宝の木と呼ば

れ，この地域のシンボルであったことによるといわれている。 

宝木町
たからぎちょう

２丁目 

細谷町
ほそやちょう

 
地名の由来は，近世の入植地の多くが上野国館林付近細谷村から

の人々で，その出身村名をつけた。 

細谷新田，江戸期から明治８年までの村名。西原１０か新田村の

うちの１村。 

明治 4 年の廃藩置県による宇都宮県を経て，明治 6 年宇都宮県の

廃止により栃木県に所属する。 

明治 8 年宝木村の一部となる。 

昭和 27 年の宇都宮市との合併により現在の町名となる。 
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※参考資料 『角川日本地名大辞典』9栃木県 角川書店 1984年 

          『ほそや地区郷土誌』 ほそや地区郷土誌刊行委員会 2007年 

『宇都宮市六十周年誌』 宇都宮市役所 1960年 

 

３ 自 然 
（１） 地形 

・宇都宮西部台地  

半蔵山地と高館山地の狭隘部にある徳次郎より南の田川と姿川には

さまれた台地で，宝木面と呼ばれ市の西部に広く分布している。この台

地は南の石橋や小山にもつづき，近世の奥州街道，日光街道，今日の東

北本線などがのっている。 

・宝木ローム  

宝木ロームは宝木台地や岡本台地の最下層のロームで，層の厚さは約

4メートルある。 

・宝木台地  

宝木台地は層厚五，六メートルのローム層に覆われており，旧宇都宮

専売公社では，七～二三メートルが帯水層，その下位に粘土があり，二

六メートルで基盤に達する。 

※参考資料 『宇都宮市史』原始古代編 

 

（２） 河川 

・釜川  

野沢町の東弁天沼と，宝木本町の西弁天沼を水源とする一級河川。改

修工事を行い，「２階建て河川・釜川」は全国的に有名になり，また市

民の憩いの場としても親しまれるようになった。 

   ・宝木用水 

     1859年６月完成。『ほそや地区郷土誌』に詳しい記述がある。 

※参考資料 『ほそや地区郷土誌』ほそや地区郷土誌刊行委員会 2007年 

 

（３） 名木 

・細谷町のカシ 

   福地宅の西側に植栽されているカシで，樹形が自然の姿を保っている。 

  ・上戸祭町のカリン 

   中村宅庭園内のカリン。 

  ・上戸祭町のシダレザクラ 



 6 

   佐藤宅の庭内。日光街道に面して立つ古木。 

※参考資料 『宇都宮の名木』宇都宮市教育委員会社会教育課 1981年 

 

４ 主要施設 

（１）行政機関 

ア 行政施設 

   ・宝木地域コミュニティセンター  

所在地 駒生町 3,364-29（宝木小学校内） 

      沿 革  昭和 49年 4月 1日 宝木小学校敷地内に宝木分館開設 

平成 14 年 4 月 1 日 宝木地域コミュニティセンターに  

名称変更 

延床面積 398.95㎡ 

建築構造 鉄骨造 2階建 

施 設  会議室 4，調理室 

 市民主体の地域づくりを促進するための活動拠点施設 

※参考資料 『市政概要』平成 27年度版 宇都宮市議会事務局 2015年 

『事務概要』平成 28年度版 

宇都宮市教育委員会生涯学習課 2016年 

      「宇都宮市公式ウェブサイト」（平成 28年 8月 23日現在） 

 

  イ 警察 

    管轄警察署 

    ・宇都宮中央警察署 

所在地 下戸祭１丁目１番６号 

    管轄交番 

    ・宝木団地駐在所  

所在地 宝木町２－１０１６－６ 

   ※参考資料「栃木県警察ホームページ」（平成 28年 4月 6日現在） 

 

ウ 消防 

・消防団 城山分団第１０部 車庫所在地：駒生町 

小型動力ポンプ付積載車２台 

※参考資料『消防年報』平成 28年度版 宇都宮市消防本部 2016年 
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  エ 公園・緑地（街区公園は除く） 

  

 名  称 所在地 種 別 面 積 備 考 

1 宝木団地児童公園 駒生町 

2,656-3 

街区公園 2,627㎡  

2 六軒児童公園 宝木町 1 丁目

42-15 

街区公園 1,521㎡  

3 中丸公園 駒生町 

1,302-1 

近隣公園 12,314㎡  

※参考資料 『宇都宮市の公園一覧（平成 27年 3月 31日現在）』 

                    宇都宮市公園管理課  

 

（２）教育施設 

ア 小学校 ※学級数，児童数は平成 25年 5月 1日現在 

    ・宝木小学校    所在地 駒生町 3364-29 

      学級数：23  児童数：713 

      昭和 49年 開校 

      昭和 60年 宇都宮市立西が岡小学校分離開校 

    ・西が岡小学校   所在地 宝木町２丁目 1075-12 

学級数：15  児童数：377 

昭和 60年 開校 

 

  イ 中学校 ※学級数，生徒数は平成 25年 5月 1日現在 

    ・宝木中学校   所在地 細谷町 604 

      学級数：12 生徒数：344 

      昭和 56年 宇都宮市の２０番目の中学校として開校 

・陽西中学校   所在地 陽西町 1－16  

      学級数：21 生徒数：612 

      昭和 24年 創立 

昭和 31年 星が丘中学校独立 

昭和 38年 宮の原中学校独立 
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昭和 56年 宝木中学校独立 

 

  ウ 高等学校 

・栃木県立宇都宮中央女子高等学校   所在地 若草 2丁目 2-46 

      昭和３年 栃木県立宇都宮第二高等女学校として塙田町の栃木県

女子師範学校内において開校式挙行 

      昭和８年  戸祭町の女子師範学校内に新築移転 

昭和 23年 宇都宮松原高等学校と改称 

昭和 26年 栃木県立宇都宮松原高等学校と改称 

昭和 31年 若草町現在地に移転 

      昭和 32年 栃木県立宇都宮中央女子高等学校と改称 

         ※参考資料 「栃木県立宇都宮中央女子高等学校ホームページ」 

 

エ 幼稚園 

・柿の木幼稚園  所在地 宝木町２丁目 593 

学級数：１０学級 

（年長３学級 年中３学級 年少３学級 満３歳児 1学級） 

園児数：２８４名 

 ・認定こども園 駒生幼稚園   所在地 駒生町 3360-36 

   学級数：１２学級 

（年長３学級 年中３学級 年少４学級 満３歳児０学級  

２歳児・１歳児１学級 ０歳児１学級） 

      園児数：２９０名 

※参考資料  

『平成２８年宇都宮地区幼稚園ガイドブック 幼稚園・認定こども園ガイド』 

（宇都宮地区幼稚園連合会／発行 ※平成２８年５月１日現在の状況） 

 

  オ その他の学校 

  ・宇都宮大学教育学部附属特別支援学校 所在地 宝木町１丁目 2592 

     昭和 44年 宇都宮大学教育学部附属小学校に特殊学級設置 

     昭和 46年 特殊学級独立校舎宝木町に完成 

     昭和 47年 
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宇都宮大学教育学部附属小学校特殊学級宝木校舎に移転 

        宇都宮大学教育学部附属中学校に特殊学級設置（宝木校舎） 

     昭和 50年 宇都宮大学教育学部附属養護学校創設 

     平成 19年 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校に校名変更 

※参考資料 「宇都宮大学教育学部附属特別支援学校ホームページ」 

・栃木県立わかくさ特別支援学校  所在地  駒生町 3337－1 

 昭和 35年 宇都宮市若草町に肢体不自由児施設栃木若草学園開園 

昭和 48年 若草学園が総合施設となり栃木県身体障害医療福セン

ターとして開設 

昭和 52年 栃木県立若草養護学校として独立 

平成 13年 駒生町に移転，わかくさ養護学校となる 

平成 20年 栃木県立わかくさ特別支援学校となる 

    ・栃木介護福祉士専門学校  所在地 宝木町２丁目 988-5 

      平成３年 介護福祉士養成校として栃木県で最初につくられた，

社会福祉法人蓬愛会が運営する学校 

※参考資料 『ほそや地区郷土誌』  

ほそや地区郷土誌刊行委員会 2007年 

『教育要覧』平成 27年度 宇都宮市教育委員会 2015年 

『市政概要』平成 27年度版 宇都宮市議会事務局 2015年 

『調査資料』第 167号 宇都宮市議会事務局 2013年 

       『風土の中の栃木県校歌集』上巻・小学校編 

栃木県連合教育会 1987年 

       『風土の中の栃木県校歌集』下巻・中・高・大編 

栃木県連合教育会 1988年 

 

（３）医療機関 

ア 病院 

 名  称 所在地 診療科目 

1 とちぎリハビリテーショ

ンセンター 

駒生町 3337-1 内科，小児科，精神科，

精神内科，整形外科，

リハビリテーション

科，皮膚科，泌尿器科，
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耳鼻科，放射線科，歯

科，麻酔科 

 

イ 診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 宇都宮協立診療所 宝木町 2-1016-5 内科，呼吸器科，消化

器科，循環器科，アレ

ルギー科，小児科，リ

ハビリテーション科，

放射線科 

2 大岡医院 一ノ沢町 274-7 内科，小児科 

3 くろさきこどもクリニッ

ク 

駒生町 3358-25 内科，消化器，他 

4 公益財団法人 栃木県保

健衛生事業団 

駒生町 3337-1 内科，婦人科 

5 御殿山クリニック 宝木町 2-1019-5 内科，循環器内科，腎

臓内科，アレルギー科 

6 たからぎ胃腸外科クリニ

ック 

宝木 1-2588-6 内科，胃腸外科，外科，

肛門科 

7 内科・小児科加瀬医院 駒生 2-2-7 内科，小児科 

8 村井クリニック 宝木町 1-2589 整形外科，リウマチ科，

リハビリテーション

科，麻酔科，内科 

9 湯川内科クリニック 駒生町 3367-7 内科，呼吸器科，アレ

ルギー科，リウマチ科，

皮膚科，リハビリテー

ション科 
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ウ 歯科診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 あくつ歯科医院 駒生町 859-40 歯科，小児歯科 

2 おだいら矯正歯科 宝木町 1-2588-44 矯正歯科 

3 金田歯科医院 一ノ沢町 272 歯科，歯科口腔外科，

小児歯科 

4 でづか歯科 宝木本町 1144-43 歯科，矯正歯科，小児

歯科，歯科口腔外科 

5 ゆざわ歯科 宝木町 1-2589-11 歯科，小児歯科 

6 ワタナベ歯科 宝木町 2-803-1 歯科，小児歯科 

※参考資料 『栃木県病院・診療所名簿』平成 27年度 

 栃木県保健福祉部医事厚生課 2015年 

 

（４）社会福祉施設 

  ア 老人福祉施設 

(ｱ) 居宅介護支援（居住サービス計画作成・ケアマネジャー） 

 名  称 所在地 

1 居宅介護支援センターあかり 駒生町 1219-1 

2 在宅支援おおすが 駒生町 1303-41 

3 みちおせ荘デイサービスセンター 駒生町 2494-11 

4 居宅介護支援 たからぎ 宝木町 1-2581-11 

5 ケアサポートほたる 宝木町 2-1040-7 

6 ケアプラン咲さく 宝木町 2-1138-7 

太陽ガーデンハウス

109棟 101号室 

7 居宅介護支援事業所 医療生協 虹 宝木町 2-2554-14 

8 さくらがおかケアセンター 宝木町 2-2570-12 

 

(ｲ) 介護予防支援（地域包括支援センター） 

 名  称 所在地 

1 地域包括支援センター細谷・宝木 細谷町 486-7 
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(ｳ) 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

 名  称 所在地 

1 訪問介護あかり 駒生町 1163 

2 ケアサービス咲さく 宝木町 2-1138-7 

太陽ガーデンハウス

109棟 101号室 

3 医療生協介護サービスセンター 虹 宝木町 2-2554-14 

4 さくらがおかケアセンター 宝木町 2-2570-12 

 

(ｴ) 訪問看護 

 名  称 所在地 

1 さくらがおかケアセンター 宝木町 2-2570-12 

 

(ｵ) 通所介護［療養通所介護含む］（デイサービス） 

 名  称 所在地 

1 デイサービスうつのみやファミリー 駒生 2-20-1 

2 デイサービスセンターあかり 駒生町 1219-1 

3 駒生ふれあいデイサービスセンター えがお 駒生町 1410-17 

4 みちおせ荘デイサービスセンター 駒生町 2494-11 

5 ステップぱーとなー宇都宮宝木 宝木町 1-40-3 1階 

6 デイサービス たからぎ 宝木町 1-2581-11 

7 医療生協介護サービスセンター 虹 宝木町 2-2554-14 

8 デイサービスセンター ホームタウン宝木 宝木町 2-2563-31 

9 さくらがおかケアセンター 宝木町 2-2570-12 

 

(ｶ) 短期入所生活介護（ショートステイ） 

 名  称 所在地 

1 さくらがおかケアセンター 宝木町 2-2570-12 

2 ショートステイ ホームタウンほそや 細谷町 495-1 
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(ｷ) 特定施設入居者生活介護（ケアハウス等） 

 名  称 所在地 

1 宝木荘 宝木町 2-1090-27 

 

(ｸ) 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

 名  称 所在地 

1 グループホーム ホームタウン宝木 宝木町 2-2563-31 

 

(ｹ) 小規模多機能型居宅介護 

 名  称 所在地 

1 小規模多機能型居宅介護事務所「はるかぜ」 宝木町 1-61-4 

 

(ｺ) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 名  称 所在地 

1 特別養護老人ホーム ホームタウンほそや 細谷町 495-1 

※参考資料 「介護サービス事業所等一覧」宇都宮市公式ＷＥＢサイトより 

 

 イ 児童福祉施設 

(ｱ) 保育所 

 名  称 所在地 種別 

1 星花幼児園 駒生町 1256 私立保育所 

2 認定こども園駒生幼稚園 駒生町 3360-36 認定こども園 

（幼保連携） 

3 おのでら家庭的保育所 宝木町 1丁目 家庭的保育事業 

4 戸井田家庭的保育所 宝木町 2丁目 家庭的保育事業 

5 近藤家庭的保育所 宝木町 2丁目 家庭的保育事業 

※参考資料 宇都宮市公式 Webサイト「平成 28年度 教育・保育施設等 

入所のご案内（平成 28年 4月作成）」  
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(ｲ) 子どもの家 

 小学校名 愛 称 施設の場所 

1 宝木小 チャイルドクラブ 校舎西プール南（独立棟） 

※参考資料 宇都宮市公式 Web サイト「子どもの家一覧表（平成 28 年 4 月 1

日現在）」 

 

（ｳ） 留守家庭児童会 

 小学校名 愛 称 施設の場所 

1 西が岡小 どろんこ広場児童会 校舎南東（独立棟） 

※参考資料 宇都宮市公式 Web サイト「留守家庭児童会一覧表（平成 28 年 4

月 1日現在）」 

 

（５）金融機関 

ア 郵便局 

 名  称 所在地 

1 宝木町郵便局 宝木町 1-34-29 

 

イ 銀行 

 名  称 所在地 

1 足利銀行たいらや宝木店（ＡＴＭ） 宝木町 1-25-1 

2 足利銀行サンユー駒生店（ＡＴＭ） 駒生町 1288-1（サンユー駒生

店内） 

3 足利銀行とちぎリハビリテーションセ

ンター（ＡＴＭ） 

駒生 3337-1（リハビリテーシ

ョン病院内） 

※参考資料 各ホームページ「日本全国銀行・ＡＴＭマップ」・各銀行等・ 

日本郵政 

 

（６）その他の施設 

  ・独立行政法人自動車事故対策機構 栃木支所  

所在地 駒生町 1288-2 宇都宮ロイヤルコーポ 

   

・とちぎ健康の森    所在地 駒生町 3337-1 
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入居団体 

 一般財団法人栃木県医師会  

 公益財団法人栃木県看護協会  

 公益財団法人栃木県保健衛生事業団  

 一般財団法人栃木県老人クラブ連合会  

社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 

公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会 

 シルバー大学校中央校 

  とちぎ難病相談支援センター 

※参考資料 「とちぎ健康の森」ホームページ 

 

  ・栃木県青年会館 

    所在地 駒生 1丁目 1 番 6 号 

 

  ・栃木県教育会館 

    所在地 駒生 1丁目 1 番 6 号 

  

５ 民俗 

（１） まつり 

●琴平神社 宝木本町 

例祭は年１回 １１月の第一日曜日に悟理道自治会が中心となり行

われている 

●宝国神社 宝木本町 

例祭は１１月２５日に宝木本町の氏子たちにより行われている 

●大杉神社 宝木本町 

例祭は旧暦の１０月１７日（仁良塚祭）に仁良塚自治会の人たちに

より行われている 

●大日様 宝木本町 

例祭は１１月の第一日曜日に地元の農家の人により行われている 

●六所神社 宝木本町 

例祭は１０月１０日（天王祭）１１月２３日(九日くんち祭)が行わ

れている 

●神明宮 宝木１丁目 

例祭は１１月３日に行われている 
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●雷電神社 細谷町 

例祭は４月２５日に細谷町の氏子の人たちによって行われている 

※参考資料 『宇都宮の神社』 作新学院高等学校社会研究部 

 

（２） 民話・伝説 

  「静桜」 『ほそや地区郷土誌』ｐ５１ 

  「橋くぐり地蔵」 『国本地区のむかしといま』ｐ１１～１３ 

  「宝木用水の流れ」 『親と子で語るうつのみやの民話』ｐ５６ 

  ※参考資料 『宇都宮のむかしばなし』宇都宮市立図書館／編 1986年 

 

６ 文化財 

高谷林一里塚 日光街道で江戸から２９里であることを示す。道の両側

とも形をとどめている。昭和５８年（１９８３）に一部

が修復・整備された。 

宝木用水 かつて西原と呼ばれた宝木の台地に，農業用水を引くた

めに作られた。二宮尊徳に設計を依頼，安政３年（１８

５６）に尊徳が亡くなって工事は中断されるが，村々の

名主たちの努力によって弟子の吉良八郎が設計を引き

継ぎ，安政６年（１８５９）４月に着工，６月に完成し

た。 明治１８年（１８８５），やはり水不足に悩まさ

れていた江曽島に宝木用水が延長されることになった。

これは新川と呼ばれている。 

仁良塚の屋台蔵 もともとは，宝木用水開削の目前に，村民の団結と絆の

証として，地元の大工棟梁「岩崎重右衛門」が造った天

棚であるとされている。伝承によると，大正１３年（１

９２４）に大工棟梁「中山銀蔵」が天棚の唐破風・紅梁・

彫刻等を利用して屋台に改造したといわれる。平成２４

～２５年（２０１２～２０１３）に，鹿沼市の彫工黒崎

孝雄氏に依頼して修復を行なった。 

足次集水隧道記

念碑 

用水の水量不足による村々の争いを解決するため，昭和

２５年（１９５０）に集水隧道が作られ，争いに和解が

成立した。この画期的な工事を記念し，昭和２８年（１

９５３）に建てられたもの。 

児の手柏（この

てがしわ）の木 

栃木医療センターの入り口に生えている木で，明治４０

年（１９０７），陸軍第１４師団の施設がこの地に駐屯
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したことを感謝し，当時の地元住民が贈った。児の手柏

の木は，宝木の地名の由来に関係するといわれている。 

岩崎団吉翁碑 宝木用水の開削などに深く関わり，旧国本村の村政にも

携わった岩崎団吉の顕彰碑。第１６代栃木県議会議長と

して県政に尽力するとともに，地域経済発展に貢献した

功績を称え，大正１４年（１９２５）１２月に建立され

た。 

悟理道石碑 昭和４年（１９２９）に水神社境内に建立された水利記

念碑。江戸時代前期に宝木への入植・開拓が行われたこ

とや，大正時代に悟理道用水が引かれたことなどを伝え

ている。 

※参考資料 『宝木用水（新川）物語』国本地区づくり振興会 2016 年 

『宝木の野仏』宇都宮市立宝木中学校 1986 年 

『国本地区のむかしといま』 

国本地区地域イベント実行委員会 1997 年 

 

７ 産業 

 農業（2010世界農業センサス） 

項目 

地区 

戸数 

（戸） 

人口 

（人） 

耕作面積（ha） 

田 畑 果樹園 計 

都市拠点区域※ 102 209 35 10 2 46 

宇都宮市 6,141 20,623 9,305 1,075 389 10,769 

※宝木地区のみは出ません。 

 

商業（Ｈ19商業統計調査）政策審議室 

項目 

地区 

商店数 従業員数 販売額 

（百万円） 

売り場面積 

（㎡） 

宝木地区 229 1,920 46,314 36,238 

宇都宮市 5,901 50,129 2,835,926 750,288 

 

 

事業所（Ｈ24経済センサス活動調査結果） 

・町別産業大分類別事業所数及び従業者数（民営） 

項目 事業所数 従業員数 
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地区 

宝木地区 936 8,397 

宇都宮市 22,131 239,927 

 

工業（Ｈ26工業統計調査） 

・地区、工業団地別事業所数，従業員数，製造出荷額等 

 事業所数 従業員数 製造品出荷額

等 

付加価値額 資産投資額 

宝木地区 5 65 2,263 731 0 

宇都宮市 537 29,852 1,810,262 518,815 58,056 

 

８ 交通 
(1) 道路  

  ・「日光街道」（国道１１９号）     

起点：松原町交差点（松原２丁目） 

終点：日光市境（上小池町） 

・「宇都宮北道路」 

東北自動車道・日光宇都宮道路宇都宮 IC（上金井町）と宇都宮環状道路

（上戸祭町）を結ぶ国道１１９号バイパス 

・「大谷街道」   

起点：桜通り十文字（桜５丁目） 

    終点：大谷寺前（大谷前） 

・「桜通り」    

起点：松原町交差点（中戸祭１丁目） 

    終点：滝谷町交差点（鶴田町） 

  ・「新里街道」（栃木県道２２号大沢宇都宮線）    

起点：桜通り（戸祭１丁目） 

    終点：日光市境（新里町） 

  ・「長岡街道」（栃木県道１５７号下岡本上戸祭線） 

起点：日光街道（上戸祭町） 

    終点：田原街道（関堀町） 

・「晃宝通り」 

起点：日光街道（野沢町） 

    終点：新里街道（宝木本町） 

・「宇都宮環状線」（宇都宮環状道路） 

  起点：瑞穂野工業団地南（西刑部町）   
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  終点：瑞穂野工業団地南（西刑部町） 

  ・「護国通り」 

起点：大谷街道（北一の沢町） 

    終点：新里街道（東宝木町） 

・「細谷新道」 

起点：日光街道（上戸祭３丁目） 

    終点：新里街道（細谷１丁目） 

・「若戸通り」 

起点：日光街道（上戸祭２丁目） 

    終点：警察学校北西角（若草２丁目） 

・「戸祭台通り」 

起点：競輪場通り（戸祭町） 

    終点：長岡街道（上戸祭町） 

・「横山街道」 

起点：川俣町（栃木県道１５７号下岡本上戸祭線）  

    終点：下金井町（日光街道） 

・「岩原通り」 

起点：岩原町（国道２９３号線） 

    終点：宝木本町（新里街道） 

※参考資料 『うつのみや道路愛称マップ』 

宇都宮市建設部道路管理課 2016年 

『ほそや地区郷土誌』ほそや地区郷土誌刊行委員会 2007年 

 

 

(2) 路線バス（関東バス 関東自動車株式会社） 

・「宝木団地」「細谷車庫」「戸祭」「駒生営業所」を起終点とする系統のほか，

下記の系統のバスが宝木地区内を運行しています。 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 45 立岩 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 陽西中 ＝ 仁良塚＝ 46 ろまんちっく村 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 荒針 ＝ 47 鹿沼営業所 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 仁良塚 ＝ 51 ろまんちっく村 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 52 山王団地 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 52 石那田 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 56 今市 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 56 日光東照宮 

01 ＪＲ宇都宮駅 ＝ 58 船生 
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 数字は，バスの系統番号を表します。 

※参考資料 「宇都宮市バス路線マップ」 

「関東バス時刻表」 

 

 

【参考】 宇都宮市全体から見た宝木地区の状況 

（１）宝木地区のデータ 

・面積（宇都宮市統計データバンクデータ） 

・人口世帯数（平成２２年住民基本台帳データ） 

項目 宇都宮市 宝木地区 宝木地区の順位 

人口 511,739 16,759 7 

世帯数 210,482 6,902 8 

面積 416,785,368 3,726,406 27 

人口密度 1,216 4505.1 22 

年少人口構成率 14.4 15.0 14 

生産年齢構成率 66.1 67.2 10 

高齢者人口構成率 19.5 17.9 27 

人口増加数 14,413 2633 4 

人口増加率 0.03 0.19 4 

世帯増加数 11,597 1321 4 

世帯増加率※ 0.07 0.24 4 

 ※平成 17 年住民基本台帳データとの比較（河内・上河内地区を除く） 

・人口動態調査（平成２６年） 

項目 宇都宮市 宝木 宝木地区の順位 

出生数 4,835   272 9 

死亡数 4,552 229  11 

自然増人数 283   43 6 

転入者数 20,162 2196 7 

転出者数 18,861 2235 6 

社会増数 1,301 -39 14 

人口増加数 8,538 4 10 

 

（２）世帯・家族 

地区 核家族世帯数 単独世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 母子世帯数 

宇都宮市全体 58,796 71,628 17,777 14,252 14,436 
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宝木地区 2,099 2,167 519 506 604 

 

核家族化 

順位 1 位 2 位 3 位 備考 

地区名 五代若松原 河内 陽光 宝木 11 位 

核家族率 65.6 64.6 63.8 58.6 

 

（３）高齢者 

高齢者の世帯 

65 歳以上の単独世帯  65 歳以上の夫婦世帯 

順位 地区（町名） 割合（％）  順位 地区（町名） 割合（％） 

１ 鶴田町 4.24  １ 鶴田町 4.60 

２ 駒生町 1.85  ２ 下岡本町 2.05 

３ 石井町 1.74  ３ 石井町 1.82 

４ 今泉町 1.48  ４ 駒生町 1.68 

５ 中岡本町 1.47  ５ 平松本町 1.37 

６ 平松本町 1.44  ６ 中岡本町 1.23 

７ 宝木町２丁目 1.30  ７ 御幸ヶ原町 1.21 

８ 瑞穂２丁目 1.17  ８ 西川田町 1.20 

９ 御幸ヶ原町 1.14  ９ 今泉町 1.17 

１０ 西川田町 1.09  １０ 東峰町 1.16 

 

（４）住宅環境 

持ち家（Ｈ２２国勢調査） 
持ち家率 
順位 

地区名 持ち家戸数 持家率 

１ 篠井 721 98.0 

２ 上河内 2,680 91.5 

３ 城山 4,608 79.5 

26 宝木 3,673 53.2 

 宇都宮市全体 121,869 57.9 

 

借家（Ｈ２２国勢調査） 

順位 地区名 借家戸数 
借家の 

占める割合 

１ 城東 2,623 66.1 
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２ 峰 4,099 63.5 

３ 今泉 3,304 62.8 

14 宝木 3,217 46.6 

市全体  88,182 41.9 

 


