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地域カルテ（地域ビジョン策定に当たっての基礎情報） 

 

※ 細谷地区に含まれる町名 

 上戸祭町 上戸祭 1 丁目 上戸祭２丁目 上戸祭３丁目 上戸祭４丁目 

 長岡町 野沢町 細谷町 若草１丁目 若草２丁目 若草３丁目 

 若草４丁目 若草５丁目 

 

Ⅰ 細谷地区の様子 

  （１）地区の歴史 

 できごと 

縄文 

三本松遺跡 追越遺跡       上戸祭中ノ島遺跡 

御殿場遺跡         北原遺跡    野沢遺跡 

                   

古墳時代 

大塚古墳 大ジノ古墳群  

山崎古墳群            前田遺跡  北の前遺跡 

三ノ沢古墳群 

奈良時代 
根河原瓦窯跡群  

上戸祭大塚瓦窯跡 

中世  

至徳 4年 

（1387） 

妙吉塚建立 

元和５年 

（1619） 

日光街道の完成 

上戸祭の一里塚 

寛文２年 

（1662） 

戸祭村，北部の上戸祭村と南部の下戸祭村が分村した。 

のち，上戸祭村は戸祭村上組，下戸祭村は戸祭村下組となり，

明治 22年戸祭村上組は国本村の大字，戸祭村下組は宇都宮町の

町名になる。 

寛文 10年 

（1670） 

西原十か新田開拓開始 

長良神社，雷電神社を上州より分祀 

文化 13年 

（1816） 

薬師如来空殿建立 

弘化 3年 

（1846） 

馬頭観音建立 

安政５年 

（1858） 

宝木用水着工 
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明治 8年 

（1875） 

十か新田村が合併して「宝木村」と改称 

上戸祭地内に収養舎小学校があった 

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 

 

  41年 第十四師団設置，歩兵六十六連隊着営 

  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 

  20年 宝木練兵場跡地に 40戸が入植，宝木開拓帰農組合設立 

  23年 引揚者住宅松寮（旧歩兵第 59連隊兵舎）が全焼 

宝木開拓帰農組合を解散して宝木開拓農業協同組合設立 

宝木保育園開設 

27年 国本村南部地域（宝木と戸祭の一部）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） 

火災のため宇都宮大学本部および学芸学部の一部焼失 

宇都宮尐年院，若草町 504番地（現若草１丁目 10－38）に設置 

28年 宇都宮尐年院，収容尐年の放火火災事故，院生寮火災，4人が脱

走 

29年 国本村が宇都宮市に合併 

30年 細谷公民館開設 

31年 宇都宮尐年院廃庁 

36年 上戸祭町に宇都宮カントリークラブ開場 

37年 宝木出張所，若草町 101番地 21に新築して移転  

若草町の引揚者住宅梅寮（旧歩兵第 59連隊兵舎）が全焼，６２

世帯被災 

38年 若草町の引揚者住宅竹寮（旧東部第 36部隊兵舎）が全焼 

40年 宝木開拓農業協同組合，開拓 20年記念事業として，協同作業所

を建設し，後に若草三区公民館と改名する。 

43年 こどもの園しらゆり，若草町 2668番地に開園 

46年 こどもの園しらゆり，しらゆり幼稚園と改称し，若草町 2654番

地（現若草 4丁目 13-12）に移転開設 
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48年 宝木出張所，若草 1丁目 9－６に新築して移転  

51年 宝木開拓農業協同組合を解散 

55年 細谷公民館を細谷分館に名称変更 

57年 北公民館開設（細谷分館廃止） 

62年 松が丘公民館（上戸祭町）完成 

平成６年 

(1994) 

宝木出張所，若草 3丁目 13－13に新築して移転 

平成８年 宇都宮外環状線（宮環）全線開通 

平成 14年 北公民館を廃止し，北生涯学習センターに名称変更 

  19年 細谷地域コミュニティセンター開設 

22年 北生涯学習センターに北市民活動センターを併設 

※参考資料 『市政概要 平成 26年度版』宇都宮市議会事務局 2014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』ほそや地区郷誌刊行委員会 1997年 

      『宇都宮市公式ウェブサイト』（平成 27年 5月 30日現在） 

            『宇都宮市消防沿革史』宇都宮市消防本部 1999年 

      『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 

 

  （２）地名の由来 

町  名 由 来 等 

上戸
か み と

祭
まつり

１丁目 
昭和 58年に住居表示実施により成立した。 

もとは，上戸祭町・若草町・細谷町の一部 

上戸
か み と

祭
まつり

２丁目 

上戸
か み と

祭
まつり

３丁目 

上戸
か み と

祭
まつり

４丁目 
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上戸
か み と

祭
まつり

町
ちょう

 
戸祭の地名の由来は，宇都宮城築城の際，城の「乾」に当たって

民戸を祀り（雷電宮），城の繁昌を祈ったためにこの名となったと

も，また，この地が戸祭備中守高定の城地であったことによると

か，土を祀る土祭が転化して戸祭になったという説もある。 

もとは国本村大字戸祭の一部。 

昭和 27年の宇都宮市との合併により現在の町名となる。 

長岡町
ながおかちょう

 
明治 22年の町村制実施により豊郷村の大字名となる。 

昭和 29年の宇都宮市との合併により現在の町名となる。 

野沢町
のざわまち

 
地名の由来は、平地に釜川の水源地である沢が入り込んでいるこ

とによる。 

野沢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する。 

明治 22年の町村制実施により国本村の大字名となる。 

昭和 29年の宇都宮市との合併により現在の町名となる。 

細谷
ほ そ や

１丁目 
昭和 58年に住居表示実施により成立した。 

もとは，細谷町の一部 

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。 

もとは，国本村宝木の一部 

若草
わかくさ

１丁目 
昭和 58年に住居表示実施により成立した。 

もとは，若草町・上戸祭町・細谷町の一部。 

明治 28年頃までは，国本村膝折という地名。 

※若草町は，昭和 27年から 58年までの宇都宮市の町名。 

もとは国本村戸祭・宝木の各一部。 

昭和 40年一部が中戸祭 1丁目となる。 

昭和 58年若草 1丁目～5丁目・上戸祭 2丁目～4丁目となる。 

若草
わかくさ

２丁目 

若草
わかくさ

３丁目 
昭和 58年に住居表示実施により成立した。 

もとは，若草町・上戸祭町・細谷町の一部。 

住居表示実施に伴い，若草町三区を若草 3丁目・若草 4丁目・若

草 5丁目の三自治会に分離 

 

若草
わかくさ

４丁目 

若草
わかくさ

５丁目 

※参考資料 『角川日本地名大辞典 9 栃木県』角川書店 1984年 
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          『ほそや地区 郷土誌』ほそや地区郷土誌刊行委員会 1997年 

『宇都宮市六十周年誌』宇都宮市役所 1960年 

 

 （３）地区の自然 

① 地形 

・『ほそや地区郷土誌』第 1章 ほそやの風土 に詳しい記述がある。 

② 名木 

・細谷町のカシ（細谷町６０２）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。（出典：『宇都宮の名木』宇都宮市教育委員会 1981年） 

・上戸祭町のカリン（上戸祭町４９５－１９）中村宅庭園内のカリンで，古木を

植栽したもの。（出典：『宇都宮の名木』宇都宮市教育委員会 1981年） 

・上戸祭町のシダレザクラ（上戸祭町３３６）佐藤宅の庭内，日光街道に面して

立つシダレザクラの古木である。（出典：『宇都宮の名木』宇都宮市教育委員会 

1981年） 

③ 山林 

・長岡丘陵と戸祭山周辺 

 この地域は市街地に近いものの，昔からの里山の自然環境がよく残っている。

コナラやクヌギを中心とする落葉広葉樹の林が多く，５月頃にはフジやヤマツツ

ジの花が美しいところで，林に好んで住む鳥類や昆虫類にとって，生活するのに

優れた環境となっている。（出典：『宇都宮の自然』宇都宮市環境部環境課 2002

年） 

④ 環境保全 

・自然環境・緑地環境保全地域とは，その区域の中にある優れた自然や緑地を守

るために，国そして都道府県が指定している一定の地域である。長岡は横穴とよ

ばれるお墓（長岡百穴）と周辺のコナラ・クヌギ等が一体となった環境が重要で，

昭和 52 年 7 月 19 日に指定された。（出典：『宇都宮の自然』宇都宮市環境部環境

課 2002年） 

⑤ グリーントラスト 

・長岡樹林地 

 地主の方々の協力を得ている「長岡樹林地」は，長岡公園と富士見が丘団地に

挟まれた市街地に残る「みどり」のひとつとして大切な場所。1993 年 4 月から 1

年にわたり，緑地の自然を明らかにし，これからの保全管理のあり方等の資料と

するため，生物相の調査を行った。（出典：『宇都宮の自然』宇都宮市環境部環境

課 2002年） 
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（４）地区の文化財 

 分野 

指定区分 
名称・所在地 特 徴 

1 有形文化財 

建造物 

（国登録） 

宇都宮中央女子高校

赤レンガ倉庫 1棟 

（若草 2丁目） 

平成 12年 4月 28日登録 

旧第六十六歩兵連隊倉庫 

2 有形文化財 

工芸品 

（県指定） 

刀装具 銘 渓玉造 

一式（上戸祭町） 

昭和 62年 8月 18日指定 

3 記念物 史跡 

（県指定） 

長岡百穴古墳 52穴 

（長岡町） 

昭和 30年 7月 26日指定 

7 世紀前期頃に造成された横穴墓

群。現在 52穴が確認されている。 

4 記念物 史跡 

（県指定） 

大塚古墳 1基 

（上戸祭町） 

昭和 52年 8月 27日指定 

6 世紀中～後半に築造された大型

円墳。円墳内部の主体は，南向き

の横穴式石室。 

5 有形文化財 

絵画（市指定） 

紙本墨画唐児図 1幅 

（細谷町） 

昭和 56年 11月 4日指定 

 

6 有形文化財 

彫刻（市指定） 

若女（能面）1面 

（細谷町） 

昭和 56年 11月 4日指定 

 

7 有形文化財 

考古 

（市指定） 

 

上杉謙信安堵状 

三木良頼書状 

上杉景勝安堵状 

上杉景勝判物 

（長岡町） 

昭和 50年 3月 25日指定 

所有者は，戦国時代の信濃の豪族

で武田信玄に追われ，上杉謙信を

頼り川中島の戦いの端をひらい

た村上義清の子孫。戦国時代の諸

豪の攻防の一例を示すもの。 

8 記念物 史跡 

（市指定） 

大ジノ古墳群 

（上戸祭町） 

大塚古墳の北側に近接して築造

された比較的大型の古墳群で，8

基が確認されている。大塚古墳同

様に横穴式石室で，土に埋まった

鏡石も見られる。 

9 遺跡 

（遺跡番号 

県 50，市 57） 

上戸祭中ノ島遺跡 

（上戸祭町） 

縄文～古墳時代の集落跡。県登録

の「上戸祭北遺跡」を改称。表土

上の遺物の分布は，縄文，土師，

須恵器の破片及び石鍬。 

10 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

市 49） 

北原遺跡 

（上戸祭町） 

縄文～古墳・平安時代の集落跡。 

遺跡は釜川から 2ｍ余の右岸段丘

上部に位置し，縄文式土器や，土

師器片が僅かに散在している。 
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11 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

県 48，市 76） 

宇都宮ゴルフ場遺跡 

（上戸祭町と長岡町

の境界） 

縄文～古墳時代の集落跡と浮ノ

森古墳跡。古墳周辺の表土には，

石器や縄文式土器片が見られる。 

 

12 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

県 59，市 71） 

松ヶ丘遺跡 

（上戸祭町） 

縄文～古墳時代の集落跡。県登録

の「水道山遺跡」を改称。表土上

の遺物の分布は，縄文，土師，須

恵器の破片。 

13 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

県 2242，市 46） 

野沢向内遺跡 

（野沢町） 

縄文後期の集落跡。出土された遺

物は，石鏃，打製石斧，磨製石斧，

石錘，石皿，石棒，顔面土偶。 

14 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

県 2246，市 120） 

御殿場遺跡 

（野沢町） 

縄文中期の遺跡。出土した土器は

宇都宮大学考古学教室に保管さ

れている。 

15 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

県 2241，市 31） 

野沢石塚遺跡 

（野沢町） 

縄文～弥生時代の集落跡。水田か

らの高さは約 2ｍの低地性遺跡。 

出土した遺物は縄文-縄文土器，

石鏃，打製石斧，磨石，石皿/鎌

倉・室町-土師質土器，陶器  

16 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

県 2240，市 29） 

野沢北遺跡 

（野沢町） 

縄文～古墳時代の集落跡。 

17 遺跡 

 

 

赤坂遺跡 

（上戸祭町） 

古墳～近世の集落跡。竪穴住居跡

29 軒，井戸 3 本，土坑約 70 基等

を確認。遺物は，土師，須恵器片，

石製紡錘車，鉄製刀子，鉄製鎌，

耳飾，杯，甕，甑等。 

18 古墳 

（ 遺 跡 番 号 

県 2250，市 411） 

三ノ沢古墳群 

（野沢町） 

古墳時代。円墳が 2基確認されて

いる。 

19 古墳 谷口山古墳 

（長岡町） 

古墳時代。南側に開口する横穴式

石室を有する。直刀，耳輪，ガラ

ス小玉，鉄鏃等が出土している。 

20 古墳 瓦塚古墳群 

（長岡町） 

古墳時代後期。主墳である前方後

円墳 1 基，円墳 40 基からなる古

墳群。円筒埴輪のほか，人物，馬，

家などの形象埴輪が多く出土。 

21 遺跡 前田遺跡 

（上戸祭町） 

古墳～平安時代の集落跡。 

現上戸祭小学校敷地 

22 遺跡 北の前遺跡 

（上戸祭町） 

奈良～平安時代の集落跡 
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その他 

 上戸祭の一里塚 

 静桜（野沢町） 

 庚申塔 長良神社（細谷町）他 

 馬頭観音像 長良神社（細谷町） 

 馬頭観音石碑（上戸祭町） 

 男体山講石碑 雷電神社（細谷町） 

 宝木用水 

 水無橋（上戸祭町） 

※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 1997年 

『宇都宮の文化財』宇都宮市教育委員会 1981年 

『宇都宮市公式ウェブサイト』 

 

（５）地区の祭り・行事 

 行事名（場所） 実施時期・特徴 

１ 天祭（天念仏、天道念仏とも） 

 雷電神社（細谷町） 

本来の時期はお盆を中心に３日間。天棚を組み立てて，

その周りを人が回り，礼拝，お囃子などで風雤順調，

五穀豊穣を祈った。現在は天棚の組み立てが困難とな

り，一部をトラックに乗せ，地区文化祭の折にお囃子

とともに地区内を巡る。 

23 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

市 64） 

根河原瓦窯跡群 

（上戸祭町） 

奈良時代の瓦窯跡。ここで作った

瓦が下野薬師寺やその周辺の大

きな寺院に使用されていること

から，当地の瓦窯の技術は優れて

いたと推察される。 

24 遺跡 水道山瓦窯跡群 

（中戸祭町） 

奈良時代の瓦窯跡。県登録「戸祭

瓦窯跡」を改称。3 基が確認され

ている。 

25 遺跡 上戸祭大塚瓦窯跡 

（上戸祭町） 

奈良時代の瓦窯跡。水道山・根瓦

（河原）瓦窯跡群の北方に位置す

る。地下式の窯が 1基確認されて

いる。 

26 遺跡 

（ 遺 跡 番 号 

県 2245，市 119） 

西沢高塚群 

（野沢町） 

江戸時代。11の高塚（通称念仏塚）

からなる。 

27 碑 妙吉侍者の塚 

（上戸祭町） 

高龗神社境内。石塔正面に「至徳

四丁卯，八月七日，聖金剛佛子，

妙吉貞禅」の刻字がある。 
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２ 庚申様 

（旧上組の宿（当番の家）） 

戦中に途絶えたが昭和５５年に復活させた。 

３ 例祭 

 各神社 

４月，１１月を中心に行われる。高龗神社の例祭（献

穀祭）は下記参照。 

４ 初戌様 

 高龗神社（上戸祭町） 

２月１５日（かつては節分過ぎの初戌の日）。 

五穀豊穣を祈る春祭り。 

５ 釈尊祭 

 薬師堂（上戸祭町） 

４月８日。お釈迦様の誕生を祝う花まつり。薬師堂に

花屋台を出し，主に当番の女性たちが飾り付け，中心

に釈迦像を祀り，甘茶をかけて願い事をする。女性た

ちが念仏をあげた。現在は，甘茶だけの祭りとなって

いる。 

６ お天王さま 

 八坂神社（上戸祭町） 

 

７月１５日から２１日までの八坂神社の祭礼。「おてん

のうさん」と呼ばれる。別名「寺内のあばれ神輿」。祭

りの最終日の神輿揉みでは，若衆総出で集落内を担ぎ

まわり，裕福な農家で頂戴するお祝い金が尐ないと，

神輿を突き上げて下屋を壊してしまう。その後，釜川

で清めた上で水道山の階段から繰り返し投げ下ろして

神輿を壊してしまった。 

今では期間中，公民館に安置されるのみ。 

７ 献穀祭 

 高龗神社（上戸祭町） 

１１月２３日，高龗神社の秋祭り。 

特徴的なのは「コンニャクの串焼き」だが起源は不明。

子どもたちの相撲大会も行われる。 

 

 

 

Ⅱ 宇都宮市全体から見た細谷地区の状況 

 

（１）細谷地区のデータ（Ｈ２２国勢調査，Ｈ２２政策審議室データ） 

項目 宇都宮市 細谷地区 細谷地区の順位 

人口 511,739 16,315  ９ 

世帯数 210,482 6,933 ７  

面積 416,785,368 4，175，425 １５ 

人口密度 1,216 3,912.5 ２３ 

年少人口構成率 14.4 15.1 １３ 

生産年齢構成率 66.1 67.0 １３ 

高齢者人口構成率 19.5 17.9 ２７ 

人口増加数※ 14,413 -171 ２４ 

人口増加率※ 0.03 -0.01 ２５ 

世帯増加数※ 11,597 236 １７ 

世帯増加率※ 0.07 0.04 １９ 
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 ※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 2,196        7 

転出者数 18,861 2,235        6 

社会増数 1,301 -39 14 

人口増加数 8,538 4 10 

※本庁管内を 1 地区とし合計１６地区の順位 

（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 

細谷地区 3,891 2,390 545 486 576 

 

核家族化 

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 

細谷地区 3,891 2,390 545 486 576 

 

（３）高齢者 

 

高齢者の世帯 

高齢者単身世帯  高齢者のみの世帯 

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 
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（４）子ども 

年少人口の推移（Ｈ２２国勢調査，Ｈ２２政策審議室データ） 

細谷地区 Ｈ７※ Ｈ１２※ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ Ｈ３２ Ｈ３７ Ｈ４２ 

年少人口   2,653 2,495     

人口比   16.1% 15.1%     

市全体の比 16.8% 15.2% 14.8% 14,4% 13.7% 12.9% 12.1% 11.2% 

※H7，H12 は宝木地区のデータのみ有 

 

18 歳未満の子どものいる世帯（Ｈ２２国勢調査） 

順位 1 位 2 位 3 位 15 位 備考 

地区名 瑞穂野 五代若松原 瑞穂野 細谷  

割合（％） 54.7 53.7 51.0 43.3  

 

（５）住宅環境 

持ち家（Ｈ２２国勢調査） 

 細谷 持ち家 3,538 借家 3,566 計 6,930 
持ち家率 
順位 地区名 持ち家戸数 １世帯当たりの 

持ち家面積（㎡） 持家率 

１ 篠井 721  98.0 

２ 上河内 2,680  91.5 

３ 城山 4,608  79.5 

３０ 細谷 3,538  48.4 

 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 

２ 峰 4,099 63.5 

３ 今泉 3,304 62.8 

10 細谷 3,566 51.4 

市全体  88,182 41.9 

 

（６）産業 

・『ほそや地区郷土誌』第 7章 近現代の移り変わり に若干の記述があります 

農業（2010 世界農林業センサス） 

   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 

※細谷地区のみは出ません。 
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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 50,129 283,592,566 750,288 

 

事業所（Ｈ２４事業所・企業統計調査） 

 ・町別産業大分類別事業所数及び従業員数（民営） 

   項目 

地区 
事業所数 従業員数 

宝木地区 936 8,397 

宇都宮市 22,131 239,927 

 

工業（Ｈ２５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 1,810,262 518,815 58,056 

宇都宮市 537 29,852 2,263 731 0 

 

 

Ⅲ 暮らし 

（１）公共施設 

 ア 文化・教育施設  

＜行政機関＞ 

・宝木出張所 

       所在地 若草 3丁目 13－13 

      開 設  平成 6年 4 月 1日 

      敷地面積 1,698.09㎡ 

      延床面積 479.22㎡ 

       日常生活に関係の深い証明書などの交付や届出の受付、市税などの

収納業務を取り扱う施設。 

・細谷地域コミュニティセンター  

所在地 細谷 1丁目 4－38（細谷小学校内） 

      開 設  平成 19年 4 月 1日 

延床面積 534.80㎡（子どもの家を含む） 

建築構造 鉄骨造 2階建 

施 設  会議室 3，和室，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 
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    ・北生涯学習センター，北市民活動センター   

所在地 若草 3丁目 12－25 

      開 設  昭和 57年 4 月 1日（北公民館） 

平成 14年 4月 1日 

（北生涯学習センターに名称変更） 

平成 22年 4月 1日 

（北市民活動センターを併設） 

      敷地面積 1,616.57㎡ 

      延床面積 756.00㎡ 

      建築構造 鉄筋コンクリート造 2階建 

      施 設  研修室 3，和室 2，講義室，図書談話室 

           調理実習室 

＜教育施設＞ 

・小学校 ※学級数，児童数は平成 26年 5 月 1日現在 

     ・細谷小学校    所在地 細谷１丁目 4－38 

       学級数：17 児童数：444 

       昭和 10 年 栃木県師範学校の一室を借り受け，河内郡国本小学校分

教場として発足。 

       昭和 22年 河内郡国本村立国本南小学校として独立。 

昭和 27年 町村合併により宇都宮市立細谷小学校と改称。 

昭和 35年 現在の場所に移築。 

昭和 49年 宝木小学校を分離。 

     ・上戸祭小学校   所在地 上戸祭町 271-１ 

学級数：19 児童数：518 

平成２年 宇都宮市立上戸祭小学校として開校。 

    ・中学校 ※学級数，生徒数は平成 26年 5 月 1日現在 

     ・宝木中学校   所在地 細谷町 604 

       学級数：12 児童数：335 

       昭和 56年 宇都宮市の２０番目の中学校として開校。 

・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 



14 

 

       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」 

・幼稚園 

  ・認定しらゆりこども園 しらゆり幼稚園  所在地 若草４丁目 13-12 

  ・報徳会幼稚園   所在地 上戸祭町 3130-5 

    学級数：７学級 

（年長２学級 年中２学級 年尐２学級 満３歳児１学級） 

※参考資料 『一般社団法人栃木県幼稚園連合会ホームページ』 

（平成 27年 5月 22日現在の掲載情報） 

    ・その他の学校        

    ・栃木県立聾学校   所在地 若草 2丁目 3-48 

      明治 42 年 私立宇都宮盲唖学校として宇都宮市立尋常小学校内 に

開校（旭町 1－3424） 

      昭和 10年 栃木県立盲唖学校と改称 

      昭和 14年 栃木県立盲唖学校と栃木県立盲学校を分離 

      昭和 23年 栃木県立聾学校と改称（河内郡城山町駒生字中丸 648） 

      昭和 33年 若草町 108番地に校舎を新築して移転 

      昭和 60年 幼稚部棟着工 

      昭和 63年 校舎全面改築完成 

・文星芸術大学       所在地 上戸祭４丁目 8-15 

       平成 11年開学 

         ・宇都宮文星短期大学 所在地 上戸祭４丁目 8-15 

       平成元年開学 

・栃木県警察学校   所在地 若草 2丁目 3-76 

   明治 20年 栃木県巡査教習所として宇都宮市尾上町に創設 

   昭和 22年 旧陸軍東部 36部隊の跡地等の国有地を借用し施設の整備

を図りながら移転し開設 

   昭和 44年 本館竣工 

※参考資料  

『ほそや地区 郷土史』ほそや地区郷土史刊行委員会 2007年 

『教育要覧 平成 25年度』 宇都宮市教育委員会 2013年 

『市政概要 平成 26年度版』 宇都宮市議会事務局 

『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 
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        『文星芸術大学ホームページ』 

（平成27年６月９日現在の掲載情報） 

イ 警察   

    管轄交番 

    ・戸祭交番  

所在地 中戸祭町８６７番地２ 

     ※参考資料『栃木県警察ホームページ』（平成 27年 6月 12日現在） 

ウ 消防 

管轄消防署（常備消防） 

・西消防署宝木分署 昭和 60年 3月 9日開署 

      所在地 細谷１丁目７番 40号 

      業 務  

庶務，予防，警防，救急，救助各グループで構成 

車 両  

消防ポンプ自動車，水そう付消防ポンプ自動車， 

高規格救急自動車  

   ・消防団 宇都宮市消防団第１０分団 所在地：若草２丁目 

        宇都宮市消防団第１１分団 所在地：細谷町 

       1分団で構成，団員 20名 

消防ポンプ自動車 1台 

※参考資料 『消防年報 平成 26年度版』 宇都宮市消防本部 2014年 

 

 ェ 公園・緑地（街区公園は除く） 

  名  称 所在地 種 別 面 積 備 考 

1 長岡公園 長岡町 総合公園 109,000㎡  

2 戸祭ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 1号緑地 上戸祭町 都市緑地 16,541㎡  

3 戸祭ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 2号緑地 上戸祭町 都市緑地 24,873㎡  

4 戸祭ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 3号緑地 長岡町 都市緑地 3,885㎡  

5 戸祭ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 4号緑地 上戸祭町 都市緑地 6,456㎡  

6 戸祭第 3 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ緑地 上戸祭町 都市緑地 11,605㎡  

7 上戸祭大塚北緑地 上戸祭町 都市緑地 5,013㎡  

8 上戸祭大塚南緑地 上戸祭町 都市緑地 1,542㎡  

※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  
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（２）交通 

 ・『ほそや地区郷土誌』第 7章 近現代の移り変わり に記述があります 

・道路の愛称 

    「長岡街道」起点：上戸祭町・国道１１９号（つかはら薬局前） 

          終点：田原街道（豊郷公民館前） 

 「晃宝通り」起点：野沢町 日光街道 

          終点：宝木本町 新里街道 

    「細谷新道」起点：上戸祭３丁目 日光街道 

          終点：細谷１丁目 新里街道 

    「若戸通り」起点：上戸祭２丁目 日光街道 

          終点：若草２丁目 警察学校北西角 

               （出典：『うつのみや愛称道路・坂』） 

・関東自動車駒生営業所細谷車庫が所在し，若草町内の短区間ではあるが，細

谷車庫 - JR宇都宮駅間を結ぶ路線バス『清住戸祭細谷線』も走行している。 

  

（３）健康 

 ア 医療機関 

＜診療所＞ 

 名  称 所在地 診療科目 

1 上地産婦人科医院 若草 3-14-28 産婦人科 

2 大根田内科医院 若草 3-4-22 内科，小児科 

3 久保川皮膚科医院 若草 4-14-18 皮膚科 

4 後藤整形外科医院 上戸祭町 592-10 リウマチ科，整形外科，

リハビリテーション科 

5 桜井消化器科・内科 細谷 1-7-38 内科，消化器内科，小

児科 

6 田代耳鼻咽喉科医院 上戸祭町 669-9 耳鼻科 

7 のうか眼科 若草 3-1-15 眼科 

8 福田循環器科内科医院 若草 3-11-11 内科，呼吸器科，循環

器科，アレルギー科 

9 ホームタウンほそや医務

室 

細谷町 495-1 内科 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%A7%92%E7%94%9F%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%89%80
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10 山井内科小児科クリニッ

ク 

上戸祭町 696-6 内科，呼吸器科，消化

器科，循環器科，アレ

ルギー科，小児科 

 

＜歯科診療所＞ 

 名  称 所在地 診療科目 

1 磯歯科クリニック 上戸祭 592-7 歯科 

2 稲野歯科医院 若草 3-17-17 歯科 

3 大柿歯科医院 若草 5-5-38 歯科 

4 北澤歯科クリニック 若草 5-10-13 歯科 

5 国井歯科医院 若草 3-8-1 歯科，矯正歯科，小児

歯科，歯科口腔外科 

6 くにい歯科矯正歯科 若草 3-1-8 歯科，矯正歯科，小児

歯科，歯科口腔外科 

7 鈴木歯科医院 上戸祭町 93-6 歯科 

8 鈴木努歯科医院 若草 4-16-4 歯科 

9 高瀬歯科医院 上戸祭町 76-15 歯科，矯正歯科，小児

歯科 

10 手塚歯科医院 上戸祭町 2834-219 歯科，小児歯科，歯科

口腔外科 

11 ならファミリー歯科医院 細谷 1-7-71 歯科，矯正歯科，小児

歯科 

12 星野歯科医院 上戸祭町 3007-2 歯科，矯正歯科，小児

歯科，歯科口腔外科 

13 益子歯科医院 上戸祭町 38-2 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 

 

イ 社会福祉施設 

＜老人福祉施設＞ 

① 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 らいとケア上戸祭 上戸祭 3004-2 

2 居宅介護支援事業所 こすもす 野沢町 335-3 

3 医療法人社団一心会 指定居宅介護支援事業所 野沢町 561-1 
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野沢の里 

4 ライフプラン花の器 細谷町 371-12 

 

② 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 

 

③ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

 名  称 所在地 

1 らいとケア上戸祭 上戸祭町 3004-2 

2 ヘルパーステーション ゆめ 野沢町 335-3 

3 ライフサポート花の器 細谷町 371-12 

 

＜訪問看護＞ 

 名  称 所在地 

1 訪問看護ステーション花みずき 上戸祭町 93-13 

アパートメントハウ

ス戸祭 308 

 

①通所介護[療養所介護含む]（デイサービス） 

 名  称 所在地 

1 デイサービスセンター かすがい 野沢町 335-4 

2 茶話本舗デイサービス若草亭 若草 3-11-12 

3 若草デイサービスセンター みやスマイル 若草 4-8-25 

 

②通所リハビリテーション（デイケア） 

 名  称 所在地 

1 医療法人社団一心会 

介護老人保健施設 野沢の里 

野沢町 561-1 

 

③短期入所生活介護（ショートステイ） 

 名  称 所在地 

1 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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④福祉用具貸与 

 名  称 所在地 

1 エスケーワールド有限会社 野沢町 335 

 

⑤福祉用具販売 

 名  称 所在地 

1 エスケーワールド有限会社 野沢町 335 

2 ＮＰＯ法人とちぎノーマライゼーション研究会 若草 3-1-24 

 

⑥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 

 

⑦介護老人保健施設（老人保健施設／老健） 

 名  称 所在地 

1 医療法人社団一心会 

介護老人保健施設 野沢の里 

野沢町 561-1 

※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 

 

 ウ 児童福祉施設 

(ｱ) 保育所 

 名  称 所在地 種別 

1 西が岡保育園 細谷町 545 私立保育所 

2 みちおせ保育園 細谷町 2565 私立保育所 

3 あゆみ北保育園 上戸祭町 452-11 私立保育所 

4 宝木保育園 若草２丁目 3-31 私立保育所 

5 認定しらゆりこども園 若草４丁目 13-12 認定こども園 

※参考資料『平成 27年度 保育施設入所のご案内（平成 26年 10月作成）』 

宇都宮市公式ウェブサイトより 

 

（ｲ） 子どもの家 

 小学校名 愛 称 施設の場所 

1 細谷小 アドベンチャークラブ 細谷地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 1階 

2 上戸祭小 上戸クラブ 校舎西（独立棟） 

※参考資料 『事務概要（平成 27年度版）』 
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宇都宮市教育委員会生涯学習課 2015年 

 （ウ） 児童相談所 

・栃木県中央児童相談所  所在地 野沢町 4-1 

   18歳未満の子どもに関するあらゆる問題について相談に応じている。障がいの

あるお子さんについても，専門家による判定や養育面の指導などを行っている。 

   ※参考資料 『障がい者サービスのしおり ２０１５』 

         宇都宮市保健福祉部障がい福祉課 2015年 

（４）防災 

 ・避難場所 

   細谷小学校 上戸祭小学校 宝木中学校 宇都宮中央女子高等学校 

   北生涯学習センター 細谷地域コミュニティセンター とちぎ福祉プラザ 

     『宇都宮市公式ウェブサイト』（平成 27年 5月 30日現在） 

 

（５）金融機関等 

 

ア 郵便局 

 名  称 所在地 

1 野沢郵便局 野沢町 327-9 

2 細谷町郵便局 細谷町 371-1 

 

イ 銀行 

 名  称 所在地 

1 足利銀行戸祭支店 上戸祭 2-3-31 

2 足利銀行オータニ戸祭店（ＡＴＭ） 上戸祭町 548-1 （オータニ戸

祭店店内） 

3 足利銀行野沢（ＡＴＭ） 野沢町 42 

4 足利銀行ヨークベニマル細谷店（ＡＴ

Ｍ） 

細谷町 375-2（1階化粧室横） 

5 栃木銀行若草支店 若草 5-13-28 

6 栃木銀行ヨークベニマル細谷店(若草

支店）（ＡＴＭ） 

細谷町 375-2 

 

ウ 信用金庫 

 名  称 所在地 

1 鹿沼相互信用金庫戸祭支店 上戸祭 1-1-45 

※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 
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（６）その他の施設 

 ・関東森林管理局 宇都宮森林管理センター 所在地 若草 1丁目 10-18 

    昭和 22年 林野行政の統一により，東京営林局宇都宮営林署となる 

    昭和 23年 独立庁舎が昭和１丁目に竣工 

    昭和 50年 新庁舎を若草 1丁目 10-18に新設 

    平成４年 宇都宮と今市の営林署が統合して，宇都宮森林管理センターに改

組  

  ・栃木県ペストコントロール協会   

所在地 若草 3丁目 13-22 邦和理工（株）内 

地元住民や企業等からの各種相談に応ずる「衛生害虫防除等相談所」が設

けられており、電話などによる相談受付を無料で行っている。 

現場調査や防除施工などが必要な場合には原則有料となっている。 

相談内容に応じた適切な事業者をご紹介する事も可能。 

    ・とちぎ男女共同参画センター 所在地 野沢町 4-1 

       平成８年 とちぎ女性センター開館 

    平成 16年 とちぎ男女共同参画センターに名称変更 

  ・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部 

栃木職業能力開発促進センター（ポリテクセンター栃木） 

  所在地 若草 1丁目 4-23 

    雇用のセーフティネットとして，求職者の早期再就職に向けた職業訓練，在

職者の知識・技能・技術の向上を 図るための職業訓練，労働者のキャリア

形成に関する相談・支援等を行っている。 

※参考資料 「ポリテクセンター栃木」ホームページ 

  ・とちぎ福祉プラザ    所在地 若草１丁目 10-6 

入居団体 

 栃木県地域生活定着支援センター  栃木県肢体不自由児協会  

 栃木県視覚障害者福祉協会  栃木県心身障害児者親の会連合会  

 栃木県手をつなぐ育成会  栃木県肢体不自由児者父母の会連合会  

 栃木県身体障害者福祉会連合会  栃木頸髄損傷者連絡会  

 栃木県身体障害者団体連絡協議会  栃木県盲ろう者友の会「ひばり」  

栃木県障害者スポーツ協会  栃木県自閉症協会  

 栃木県聴覚障害者福祉連合会  とちぎ視聴覚障害者情報センター 

  栃木県保育協議会   栃木県医療社会事業協会  

栃木県民間保育園連盟 栃木県ホームヘルパー協議会  

栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団  

栃木県社会福祉士会  

栃木県民生委員児童委員協議会  栃木県介護福祉士会  
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栃木県共同募金会  栃木県ソーシャルワーカー協会  

栃木県ボランティア連絡協議会  栃木県社会福祉協議会  

栃木県ケアマネージャー協会  

栃木県臨床衛生検査技師会 

      ※参考資料 『とちぎ福祉プラザ』ホームページ 

・栃木県社会福祉協議会  

所在地 若草１丁目 10-6 とちぎ福祉プラザ内 

      県民の地域福祉に対する関心を高める活動を行うとともに，地域における福

祉課題の解決に向けた相談・支援などを行っている。 

※参考資料 『障がい者サービスのしおり ２０１５』 

                宇都宮市保健福祉部障がい福祉課 2015年 

  ・地域活動支援センター 若草作業所 所在地 若草３丁目 12-11 

     平成 4年 宇都宮市社会福祉協議会により設置 

障がいがあるため雇用されることが困難な方々に、通所による生産活 動

の機会を提供するほか、日常生活訓練や社会適応訓練、職業指導訓練等を

行い、地域社会が一体となって障がいがある方々の社会参加と自立の推進

を図ることを目的としている。 

  ・東京電力宝木変電所 

 

 

 


