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１ 歴史 

 できごと 

寛文 11年 

（1671） 

上河原市開市，宿郷町は八日，新宿町は九日，大町は十日，上

河原町は十一日と市日を規定 

享保 8年 

（1723） 

五十里洪水により宇都宮藩の水害三万石に達する 

今泉・塙田・宿郷・簗瀬など被害を受ける 

明治 18年 

（1885） 

宇都宮駅開業，東北本線大宮・宇都宮間開通 

白木屋，宇都宮駅で日本最初の駅弁を売り出す 

明治 22年 

（1889） 

宇都宮町制を施行（戸祭・今泉・宿郷・塙田・簗瀬の各村合併） 

明治 24年 

（1891） 

東北本線全線開通 

明治 35年 

（1902） 

青木製紙工場創設（宿郷町），明治 38 年に下野製紙株式会社へ

と改称，またのちに宇都宮製紙株式会社と改称 

明治 36年 

（1903） 

栃木県農学校（前簡易農学校），今泉町に移転 

昭和 3年 

（1928） 

今泉町（現元今泉 1丁目）に今泉小学校を創立（4月 25日開校） 

昭和 5年 

（1930） 

関東自動車株式会社，本社を栃木町から宇都宮市川向町に移転 

昭和 18年 

（1943） 

宇都宮製紙と高砂製紙が合併，大東製紙設立 

昭和 20年 

（1945） 

宇都宮空襲 

昭和 25年 

（1950） 

国鉄宇都宮管理部が廃止，北関東地方営業事務所が設置される

のち，高崎鉄道管理局宇都宮駐在運輸所と改称 

昭和 33年 

（1958） 

東北本線上野・宇都宮間，電化完成 

昭和 34年 

（1959） 

東北本線宇都宮・黒磯間，電化完成，運行開始 
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昭和 43年 

（1968） 

駅東土地区画整理事業に着手 

昭和 46年 

（1971） 

東北新幹線，宇都宮起工式 

昭和 53年 

（1978） 

東公民館設置，業務を開始 

昭和 55年 

（1980） 

市立体育館が元今泉 5丁目に開館 

昭和 55年 

（1980） 

宇都宮駅，東西自由通路完成 

昭和 57年 

（1982） 

駅東出張所が業務を開始 

昭和 58年 

（1983） 

国鉄宇都宮駅西口にペデストリアンデッキ（高架歩廊橋）完成 

昭和 60年 

（1985） 

国鉄宇都宮駅，開業 100周年 

平成 2年 

（1990） 

東北本線上野・黒磯間，「宇都宮線」の愛称がつけられる 

平成 2年 

（1990） 

JR宇都宮駅西口ペデストリアンデッキ第 2期工事完成 

平成 2年 

（1990） 

JR宇都宮駅ビル，パセオ開店 

平成 4年 

（1992） 

市立東図書館が今泉町（現中今泉 3丁目）に開館 

平成 15年 

（2003） 

宇都宮東どうぶつ病院，「第 7 回 宇都宮市まちなみ景観賞」受

賞 

平成 18年 

（2006） 

石窯パン工房 Pan De Park，「第 10 回 宇都宮市まちなみ景観

賞」受賞 

平成 21年 

（2009） 

JR宇都宮駅と駅東口の一部の住所を宮みらいに変更 

 

※参考資料 『宇都宮市史 別巻 年表・補遺』宇都宮市 1981年 

         『宇都宮市史 第８巻 近・現代編Ⅱ』宇都宮市 1981年 
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         『宇都宮市六十周年誌』宇都宮市 1960年 

『写真でつづる宇都宮百年』 

宇都宮市制 100周年記念事業実行委員会 1996年 

『改訂 うつのみやの歴史』宇都宮市 1992年 

『宇都宮の歴史』徳田浩淳 落合書店 1979年 

『うつのみや歴史探訪』塙静夫 随想舎 2008年 

         『宇都宮市まちなみ景観賞 1992-2017』宇都宮市 2017年 

『宇都宮市住居表示新旧旧新対照表』宇都宮市 2009年 

   

 

２ 町名 

町  名 由 来 等 

川 向 町
かわむこうちょう

 
昭和 29年からの町名。 

江戸期は宇都宮城下の武家屋敷地で，城下町から見て

田川の向こう側にあったことから川向と称した。 

明治 11年まで川向，同 11年から川向町。明治 22年に

宇都宮町，同 29年からは宇都宮市の町名。一部が昭和

49年駅前通り 1～3丁目・南通り 1～4丁目，同 53年東

宿郷 2丁目となり，昭和 49年宿郷町・簗瀬町・今泉町

の各一部を編入。昭和 49年住居表示が実施された。現

在，町名は JR宇都宮駅構内にのみ残存する。 

宿
しゅく

郷
ごう

1～3丁目 
平成 4年からの町名。 

宿郷は室町期に見える郷名で，地名の由来は，16 世紀

頃まで宇都宮近在には宿がなく，奥州方面に向かう旅

人は当地の民家に宿泊していたことによるという。 

江戸期～明治 22 年までは宿郷村。明治 22 年から宿郷

町，同 29年からは宇都宮の町名。1～3丁目・5丁目が

ある。一部が，昭和 49年駅前通り 1～3丁目・川向町・

南大通り 1～4丁目，同 53年東宿郷 1～6丁目・元今泉

1丁目となる。 

中今泉
なかいまいずみ

3～4丁目 
平成 18年からの町名。1～5丁目がある。 
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東宿郷
ひがしゅくごう

1～6丁目 

 

昭和 53年からの町名。1～6丁目がある。もとは宇都宮

市峯町・宿郷町・今泉町・川向町の各一部。住居表示実

施により成立した。 

町名は，駅西部の宿郷町に対し，駅の東側にあたること

から名付けられた。昭和 53年の国鉄宇都宮駅東口の開

設とともに，駅構内を横切る大連絡橋（ペデストリアン

デッキ）によって駅の西部と東部は連結し，東口は市東

部への玄関口として急速に市街化が進んでいる。 

元今泉
もといまいずみ

1～8丁目 

 

 

 

昭和 53年からの町名。もとは宇都宮市今泉町・宿郷町

の各一部。住居表示実施により成立した。近世今泉村の

本村にあたる区域なので元今泉と称した。 

昭和 47年市道塙田平出線（宇農高前通り）の道路拡張

工事の完了，昭和 53年同道の国鉄駅構内地下道の完成

により，駅西部との交通も容易になった。 

宮
みや

みらい 
平成 21年からの町名。川向町，元今泉 1丁目，東宿郷

1丁目，同 2丁目，宿郷 1丁目の一部。 

※参考資料 『角川日本地名大事典９ 栃木』角川書店 1984年 

『宇都宮市住居表示新旧旧新対照表』宇都宮市 2009年 

『宇都宮例規類集 （1）』宇都宮市 

（平成 30 年 4 月 1 日内容現在） 

「新町名は「宮みらい」／JR宇都宮駅東口区画整理／市長に答申」 

下野新聞 2008年 10月 11日 27面 

 

 

３ 自然 

（１）地形・地質 

  今泉地区は田原台地に属す。この台地は，田川の低地と岡本台地に挟まれて，

南北に帯状に連なる低位な台地であり，北は河内町長峰・吉田附近から市内の

宇都宮駅附近を経て，南は上三川に達する。上は標高 170mであるが，下は標

高 90mまで低下し，表層は田原ロームに覆われている。 

田原台地の北半分は，山田川と古川などの河川によって開析されて田川低地

を形成しているが，この台地と低地の幅は広く，その形成の浸食力は旺盛であ

ったことから，かつて鬼怒川の一部の流れが貫流していたとも考えられる。 
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市街地以南の台地面には，数十センチの深さで刻んだ網状河川跡が分布し，

この所には水成ロームのみがあって，旧河道は低湿な水田となっている。江戸

時代から水田化され，ごく一部に平地林・畑が散在している。 

今泉地域の中でも，特に今泉村は田川の氾濫によってしばしば水害を受けて

きた。中でも享保 8年（1723）の五十里洪水，宝暦 7年（1757）の宇都宮大洪

水，明和元年（1764）・同 3 年（1766）の洪水などにより，田畑の冠水，家屋

への土砂流入など大きな被害を被った。 

 

（２）気象 

宇都宮は北関東のほぼ中央にあって，関東地方と東北地方の境界付近にある

ため，気候的にも関東型と東北型の中間性を示している。すなわち，温暖夏湿

潤型の南日本性と冷涼やや豪雨型の北日本性の気候的特色が共存している。さ

らに，太平洋から約 70km，日本海から約 150km の距離にあるため，冬には晴

れた日が続き北西の風が吹くという表日本気候型に入るが，日光連山の影響に

よって降雪があり裏日本性も見られる。 

 

（３）河川 

地区内には，奈坪川，石川が流れている。 

・奈坪川 … 一級河川（国の管理） 

・石 川 … 準用河川（市の管理） 

 

（４）樹木 

 ・ポプラ並木（白楊高校の西側から東図書館にかけての遊歩道） 

   県内でもめずらしいポプラ並木は，うつのみや百景にも選ばれている。毎

年 5 月ごろには，綿毛つきの種が雪のように舞い散る見事な情景があらわ

れる。 

 

・宇都宮駅東公園のイチョウ（宇都宮市元今泉 5-3-19） 

   新緑の鮮やかさもさることながら，11 月上旬の美しい黄金色に染まる晩

秋も見逃せない。 

 

※参考資料 『宇都宮市史 第 1巻 原始・古代編』宇都宮市 1979年 

『宇都宮市河川図』宇都宮市 2014年 

『今泉地区ウォーキングマップ』 

今泉地区健康づくり推進員会 2019年 

『うつのみやの地名と歴史散歩』塙静夫 下野新聞社 2015年 
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宇都宮観光コンベンション協会ホームページ 

「宇都宮街なかの紅葉です」 

（ http://www.utsunomiya-cvb.org/4212.html）  

最終確認日 2020年 2月 24日 

 

 

４ 主要施設 

（１）行政機関 

ア 行政施設 

 名  称 所在地 

1 駅東出張所 
中今泉 3丁目 5-1 

（東図書館建物内） 
2 東生涯学習センター 

3 東市民活動センター 

4 宿郷コミュニティセンター 宿郷 2丁目 10-11 

5 今泉地域コミュニティセンター 元今泉 1丁目 7-29 

6 宇都宮市まちづくりセンター 元今泉 5丁目 9-7 

 

・駅東出張所  所在地 中今泉 3丁目 5-1（東図書館建物内） 

     建  物   鉄骨鉄筋コンクリート地下 1階，地上 2階，塔屋 1階 

建物内の占有面積 ： 56.4㎡ 

     沿  革   昭和 57年 4月 1 日 業務開始 

（元今泉 5丁目 5番 24号） 

            平成 24年 1月 4 日 現在の建物に移転 

 

  ・東生涯学習センター  所在地 中今泉 3丁目 5-1（東図書館建物内） 

建  物   鉄骨鉄筋コンクリート地下 1 階，地上 2階，塔屋 1階 

建物内の占有面積 ： 2,822.46㎡ 

     沿  革   昭和 53年 4月 1日 東公民館新設（今泉公民館廃止） 

                      （元今泉 5丁目 9-7） 

平成 14年 4月 1日 東生涯学習センターに 

名称変更 

平成 22年 4月 1日 現在の建物に移転 
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     施  設   ホール，ホールＡ・Ｂ，創作室，会議室 5，和室， 

学習室 2 

 

・東市民活動センター  所在地 中今泉 3 丁目 5-1（東図書館建物内） 

建  物   鉄骨鉄筋コンクリート地下 1 階，地上 2階，塔屋 1階 

建物内の占有面積 : 9,025.79㎡ 

  沿  革   平成 4年 6月 1日 業務開始 

     施  設   東生涯学習センターと共通 

 

  ・宿郷コミュニティセンター  所在地 宿郷 2丁目 10-11 

     建  物   軽量鉄骨造 1階建 

敷地面積 : 474.04㎡，延床面積 : 125.55 ㎡ 

     沿  革   平成 6年 4月 1日 設置 

     施  設   会議室 2，和室 3 

 

・今泉地域コミュニティセンター   

所在地 元今泉 1丁目 7-29（今泉小学校内） 

     建  物   鉄骨造 2階建 

延床面積 : 399.05㎡ 

     沿  革   平成 6年 4月 1日 設置 

     施  設   会議室 2，和室，調理室 

 

・宇都宮市まちづくりセンター（まちぴあ）  所在地 元今泉 5丁目 9-7 

     建  物   鉄筋コンクリート造 2階建 

敷地面積 : 1468.41㎡，延床面積 : 543㎡ 

     沿  革   平成 24年 1月 4 日 設置 

     施  設   研修室 3部屋，ミーティングルーム 2室， 

貸しオフィス 13区画，情報展示スペース 

 

  ・宇都宮東年金事務所  所在地 元今泉 6-6-13 

     受付時間 平日（月曜から金曜）午前 8時 30分～午後 5時 15分 

     休業日  土曜，日曜，祝日，年末年始（12月 29日～1月 3日） 
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※参考資料 『市政概要 令和元年度版』宇都宮市議会事務局 2019年 

宇都宮市ホームページ 

 ・「生涯学習センター」 

（https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ 

kurashi/shogaigakushu/center/index.html ） 

 ・「今泉地域コミュニティセンター」 

（https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ 

kurashi/kyodo/community/1006262.html ） 

  ・「各地域コミュニティセンター」 

（https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ 

shisei/machi/shiteikanrisha/h22/1007797.html ） 

宇都宮市まちづくりセンターまちぴあホームページ「施設案内」 

（http://u-machipia.org/information.html） 

日本年金機構ホームページ「宇都宮東 （うつのみやひがし） 年金事務所」 

（https://www.nenkin.go.jp/mobile/soudan/ 

tochigi/utsunomiyahigashi.html） 

 

※URLの最終確認日はすべて 2020年 2月 24日 

 

イ 警察 

（ｱ）管轄警察署 

・宇都宮東警察署  所在地 今泉町 2996-2 

     

（ｲ）管轄交番 

【川向町】 

・宇都宮駅交番  所在地 川向町 1番 23 号 

 

【宿郷 1～3丁目，東宿郷 1～6丁目，元今泉 1丁目， 

元今泉 2丁目・3丁目の一部，元今泉 4～5丁目，宮みらい】 

・宇都宮駅東交番  所在地 宮みらい 2番 1号 
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【中今泉 3～5丁目の一部，元今泉 2丁目・7 丁目の一部】 

・今泉町交番  所在地 今泉町 472番地 

 

【中今泉 3～5丁目の一部】 

・泉が丘交番  所在地 泉が丘 1丁目 1番 1号 

 

※参考資料 栃木県警察ホームページ 

「栃木県警 宇都宮東警察署 交番・駐在所一覧」 

（http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/hiroba/ 

higasi/police.html）最終確認日 2020年 2 月 24日 

 

ウ 消防 

・消防団 宇都宮市消防団第７分団  所在地 元今泉 1丁目 

      1分団で構成。団員 23名 

消防ポンプ自動車 1台 

 

※参考資料 『消防年報 平成 30年版』宇都宮市消防本部 2018年 

 

エ 公園・緑地 

 名  称 所在地 種 別 面 積 

1 駅東 1号児童公園 元今泉 4丁目 9-1 街区公園 3059㎡ 

2 駅東 2号児童公園 元今泉 6丁目 9-1 街区公園 2479㎡ 

3 駅東 3号児童公園 東宿郷 3丁目 7-1 街区公園 2848㎡ 

4 東宿郷 1号児童公園 東宿郷 2丁目 7-8 街区公園 240.71㎡ 

5 東宿郷 2号児童公園 東宿郷 6丁目 6-7 街区公園 519.95㎡ 

6 さざなみ児童公園 宿郷 1丁目 8-2 街区公園 3800㎡ 

7 元今泉 1号児童公園 元今泉 1丁目 18-2 街区公園 161.12㎡ 

8 元今泉 2号児童公園 元今泉 2丁目 11-2 街区公園 223.05㎡ 

9 元今泉 3丁目公園 元今泉 3丁目 街区公園 2309㎡ 

10 元今泉 7丁目公園 元今泉 7丁目 街区公園 1799㎡ 

11 今泉高野公園 中今泉 3丁目 22-1 街区公園 360㎡ 

12 今泉高野南公園 中今泉 3丁目 13-3 街区公園 613.08㎡ 
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13 今泉中央公園 中今泉 4丁目 5-3 近隣公園 21993㎡ 

14 宇都宮駅東公園 元今泉 5丁目 10-1 地区公園 40749㎡ 

15 駅東 1号緑地 元今泉 5丁目 緑道 9688㎡ 

16 駅東 2号緑地 東宿郷 6丁目 緑道 1614㎡ 

※データ提供 宇都宮市都市整備部公園管理課 

『宇都宮市の公園一覧（平成 29年 3月 31日現在）』 

 

（２）教育施設 

ア 小学校  

  ・今泉小学校  所在地 元今泉 1丁目 7－29 

      通常学級数：19 特別支援学級数：2 児童数：617 

        沿   革：昭和 3年 宇都宮市今泉尋常小学校として開校 

            昭和 22年 宇都宮立今泉小学校と校名を変更 

            昭和 29年 峰小学校設立により峰地区児童転校 

            平成 20年 敷地内に今泉地域 

コミュニティセンター落成 

            平成 20年 創立 80周年記念式典挙行 

 

※参考資料 宇都宮市立今泉小学校ホームページ「沿革」 

（http://www.ueis.ed.jp/school/imaizumi/ 

?page_id=41）最終確認日 2020年 2月 24日 

 

 イ 中学校 

・該当なし 

 

ウ 高等学校 

   ・栃木県立宇都宮白楊高等学校  所在地 元今泉 8丁目 2番１号 

沿   革：明治 28年 4月 1日  栃木県河内郡姿川村鶴田に栃 

木県簡易農学校として創設  

明治 31年 4月１日  栃木県農学校と改称 

明治 36年 4月１日  今泉町に移転 
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昭和 23年 4月１日  栃木県宇都宮農業高等学校と  

改称 

昭和 26年 4月 1日  栃木県立宇都宮農業高等学校 

と改称 

平成 3年 4月 1日   栃木県立宇都宮白楊高等学校 

と改称し，農業経営科，生物工

学科，食品科学科，農業工学科，  

情報技術科，流通経済科，服飾  

デザイン科の７学科となる 

平成 4年 2月 29日   校旗，校歌を改正              

平成 7年 11月 25日  創立 100周年式典挙行 

平成 17年 11月 18日 創立 110周年式典挙行 

平成 19年 3月 1日   農業特別専攻科 閉科 

平成 27年 11月 6日  創立 120周年式典挙行  

 

※参考資料 栃木県立宇都宮白楊高等学校ホームページ「学校案内 沿革」 

（http://www.tochigiedu.ed.jp/utsunomiyahakuyo/nc2/?page_id=32） 

最終確認日 2020年 2月 24日 

 

エ 幼稚園 

   ・該当なし 

 

 オ その他の学校 

   ・該当なし 

 

 カ 図書館 

   ・東図書館  所在地 中今泉 3丁目 5-1 

   （東生涯学習センター・東市民活動センター・駅東出張所との複合施設） 

     敷地面積：14,478.63㎡ 

     延床面積：5,872㎡（建物内の占有面積） 

     沿  革：平成 4年 7月 20日 開館 

     蔵書数 ：404,977冊（平成 31 年 3月 31日現在） 
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     施  設：東図書館（地階～2階） 

[1階]一般開架室，児童開架室，視聴覚コーナー 

           [2 階]閲覧室，科学・技術・ビジネス資料室，集会室， 

グループ研究室 3，事務室 

           [3階] 視聴覚ライブラリー 

              スタジオ，ＬＬ・パソコン室，教材制作室 2， 

試写室 2，暗室，機材・教材保管室，事務室 

  [地階～2階]保存書庫各 1 

           

※参考資料 『市政概要 令和元年度版』宇都宮市議会事務局 2019年 

 

（３）医療機関 

診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 宇都宮中央病院 東宿郷 2-1-1 

内科，神経内科，循環器内

科，外科，整形外科，皮膚

科，泌尿器科，婦人科，リハ

ビリテーション科，糖尿病内

科（代謝内科），腎臓内科，

消化器内科（胃腸内科），透

析内科 

2 青木医院 元今泉 1-3-11 

内科，呼吸器内科，消化器内

科（胃腸内科），循環器内

科，アレルギー科，小児科，

皮膚科，精神科，心療内科 

3 
石川内科小児科

クリニック 
宿郷 1-19-9 

内科，神経内科，呼吸器科，

消化器科，胃腸科，循環器

科，アレルギー科，小児科 

4 
今泉ハートクリ

ニック 

元今泉 7-19-1 

クリニックステー

ションビル 2階 

内科，循環器科，心臓血管外

科 
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5 

医療法人社団ヨ

ゼフ会 

宇都宮東口スト

レスクリニック 

東宿郷 2-4-3 

宇都宮大塚ビル 5

Ｆ 

内科，心療内科，精神科，神

経科 

6 
宇都宮スキンケ

アクリニック 

東宿郷 3-1-1 

中央宇都宮ビル

601 

形成外科，美容外科，皮膚

科，泌尿器科 

7 大野クリニック 元今泉 4-2-5 

内科，アレルギー科，リウマ

チ科，小児科，皮膚科，リハ

ビリテーション科 

8 
岡田記念耳鼻咽

喉科クリニック 
宿郷 3-19-5 耳鼻いんこう科 

9 小野整形外科 元今泉 2-21-11 

内科，リウマチ科，整形外

科，形成外科，リハビリテー

ション科 

10 海賀医院 宿郷 3-21-19 内科，循環器科，小児科 

11 

加治整形外科耳

鼻咽喉科クリニ

ック 

元今泉 7-19-1 

クリニックステー

ションビル 2Ｆ 

整形外科，耳鼻いんこう科，

気管食道科，リハビリテーシ

ョン科 

12 
かんけクリニッ

ク 
宿郷 2-8-5 

外科，内科，消化器内科（胃

腸内科），消化器外科（胃腸

外科），肛門外科 

13 慶桜クリニック 

元今泉 6-14-22 

フォレストビル 1

Ｆ 

心療内科，精神科，神経内科 

14 
湘南美容クリニ

ック宇都宮院 

東宿郷 2-4-3 

宇都宮大塚ビル 3

階 

美容外科，美容皮膚科 

15 

菅井皮膚科パー

クサイドクリニ

ック 

元今泉 6-7-7 形成外科，皮膚科 
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16 

つかはら皮膚科

形成外科クリニ

ック 

宿郷 3-15-1 皮膚科，形成外科 

17 
東京ノーストク

リニック 

東宿郷 4-1-20 

山口ビル 6階-Ｃ 
形成外科，泌尿器科 

18 

日本たばこ産業

（株）東京支社

人事労務部宇都

宮駐在保健担当 

宿郷 1-8-25 内科，精神科 

19 早津眼科医院 東宿郷 5-4-5 眼科 

20 双葉クリニック 中今泉 3-28-1 
内科，胃腸科，外科，皮膚

科，肛門科，放射線科 

21 益田内科医院 東宿郷 6-8-23 内科，循環器内科 

22 
ますぶちクリニ

ック 
中今泉 3-13-20 内科，小児科，皮膚科 

23 山口クリニック 元今泉 6-2-9 内科 

 

歯科診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 有坂歯科医院 元今泉 7-30-19 
歯科，矯正歯科，小児歯科，

歯科口腔外科 

2 宇津矯正歯科医院 
元今泉 4-8-22 

ＤＳビル 3Ｆ 
矯正歯科 

3 
駅東ふくだ歯科医

院 
東宿郷 1-3-7 

歯科，矯正歯科，小児歯科，

歯科口腔外科 

4 えばた歯科医院 

元今泉 7-19-1 

クリニックステ

ーションビル 2Ｆ 

歯科，矯正歯科，小児歯科 

5 川津歯科医院 東宿郷 2-11-8 歯科，小児歯科 
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6 齋藤歯科医院 

中今泉 3-14-21 

オノラーブルー1

Ｆ 

歯科，小児歯科，歯科口腔外

科 

7 
すずき歯科クリニ

ック 

宿郷 3-22-2 

のり廣ビル 2Ｆ 
歯科，小児歯科 

8 なかみぞ歯科医院 元今泉 8-1-13 
歯科，小児歯科，歯科口腔外

科 

9 にこにこ歯科 中今泉 3-8-27 
歯科，矯正歯科，小児歯科，

歯科口腔外科 

10 
森下歯科クリニッ

ク 
東宿郷 5-3-18 歯科，小児歯科 

11 
簗瀬歯科医院泉ケ

丘診療所 
元今泉 6-3-4 歯科 

12 やまぐち歯科医院 東宿郷 4-3-7 
歯科，矯正歯科，小児歯科，

歯科口腔外科 

13 吉澤歯科医院 元今泉 5-1-13 歯科，矯正歯科，小児歯科 

※参考資料 『栃木県病院・診療所名簿 平成 31年度』 

 栃木県保健福祉部医事厚生課 2019年 

 

（４）社会福祉施設 

ア 高齢者・老人福祉施設 

有料老人ホーム 

 名  称 所在地 

1 サニーライフ宇都宮元今泉 元今泉 7丁目 1番 16号 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

 名  称 所在地 

1 サンフレンズ宇都宮 元今泉 7丁目 19-1 
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訪問看護ステーション 

 名  称 所在地 

1 訪問看護ステーション デューン宇都宮 元今泉 4丁目 8番 21号 

Ｕ・Ｉビル 301号室 

2 訪問看護ステーション孫の手・うつのみや 元今泉 7丁目 32番 16号 

※参考資料 『高齢者サービスのしおり 2019』宇都宮市 2019年 

 

イ 障がい者福祉施設 

(ｱ)障がい福祉サービス 

居住介護（ホームヘルプ）・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障が

い者等包括支援 

 名  称 所在地 

1 ステーション愛 元今泉 2-25-38 

2 土屋訪問介護事業所 宇都宮 元今泉 2丁目 11-6 

ROSE TOWER元今泉 1203号室 

   

生活介護 

 名  称 所在地 

1 デイホーム孫の手・宮ひがし 元今泉 7-32-16 

 

自立訓練（機能訓練） 

 名  称 所在地 

1 デイホーム孫の手・宮ひがし 元今泉 7-32-16 

 

自立訓練（生活訓練） 

 名  称 所在地 

1 デイホーム孫の手・宮ひがし 元今泉 7-32-16 
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就労移行支援（一般型） 

 名  称 所在地 

1 バンダイナムコウィルみらいステーション 東宿郷 2-4-3 

 

（ｲ）相談支援事業 

 名  称 所在地 

1 グローバルプラン 東宿郷 1-8-12 

レクセルマンション宇都宮 501 

 

 (ｳ)地域生活支援事業 

移動支援事業 

 名  称 所在地 

1 ステーション愛 元今泉 2-25-38 

 

 (ｴ)障がい児施設 

放課後等デイサービス 

 名  称 所在地 

1 グローバルキッズメソッド 18 中今泉 3-31-8 

※参考資料 『障がい者サービスのしおり 2019 別冊』宇都宮市 2019年 

  

 ウ 社会福祉施設 

 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 今泉ケアセンター そよ風 中今泉 4-22-1 

2 ケアプランあい 元今泉 2-25-38 

3 介護相談センターうつのみや 元今泉 6-8-7 

エーデルハイツ 103号 

3 ツクイ宇都宮東 元今泉 6-14-30 

4 サニーライフ宇都宮元今泉居宅介護支援事業所 元今泉 7-1-16 
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 訪問看護（ホームヘルプサービス） 

 名  称 所在地 

1 ステーション愛 元今泉 2-25-38 

2 宇都宮やわらぎ 元今泉 7-1-16 

3 あったか訪問介護ステーション 元今泉 7-26-3 

ニューフォレスト 206号 

 

 訪問看護 

 名  称 所在地 

1 訪問看護ステーション デューン宇都宮 元今泉 4-8-21 

Ｕ・Ｉビル 301 

2 訪問看護ステーション孫の手・うつのみや 元今泉 7-32-16 

 

 通所介護（デイサービス） 

 名  称 所在地 

1 今泉ケアセンター そよ風 中今泉 4-22-1 

2 ツクイ宇都宮東 元今泉 6-14-30 

3 デイホーム孫の手・宮ひがし 元今泉 7-32-16 

 

 通所リハビリテーション（デイケア） 

 名  称 所在地 

1 老人保健施設 ホスピア宇都宮 東宿郷 2-1-1 

 

 短期入所療養介護（ショートステイ） 

 名  称 所在地 

1 老人保健施設 ホスピア宇都宮 東宿郷 2-1-1 
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 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 今泉ケアセンター そよ風 中今泉 4-22-1 

 

 地域密着型通所介護 

 名  称 所在地 

1 きらくらぶ元今泉 元今泉 2-38-2 

2 ステップぱーとなー宇都宮駅東 元今泉 5-4-8 1階 

 

 介護老人保健施設（老人保健施設／老健康） 

 名  称 所在地 

1 老人保健施設 ホスピア宇都宮 東宿郷 2-1-1 

※参考資料 宇都宮市ホームページ「介護サービス事業所等一覧」 

（ https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/hokennenk

in/kaigo/service/1003828.html）最終確認日 2020年 2月 24日 

  

 エ 保育施設 

 保育所 

 名  称 所在地 種別 

1 バンビーニゆめ 元今泉 1丁目 8-5 私立保育所 

2 今泉保育園 中今泉 3丁目 16-37 私立保育所 

3 まなびの森あずま保育園 宿郷 2丁目 8-1 私立保育所 

4 ニチイキッズ元今泉保育園 元今泉 4丁目 2-10 小規模保育事業 

5 ひばり第二保育園 中今泉 3丁目 28-1 小規模保育事業 

※参考資料 宇都宮市ホームページ「教育・保育施設等一覧表」 

（https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kosodate/ 

hoiku/nyusho/1014789.html）最終確認日 2020年 2 月 24日 

  

 子どもの家 

 小学校名 愛 称 施設の場所 

1 今泉小 たいようのいえ 校庭東（独立棟） 
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※参考資料 宇都宮市ホームページ「子どもの家子育て支援事業実施箇所一覧」 

(https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/def 

ault_project/_page_/001/006/549/20190411kodomonoieitirann.pdf ） 

最終確認日 2020年 2月 24日 

 

（５）金融機関等 

郵便局 

  名  称 所在地 

1 宇都宮今泉東郵便局 中今泉 3-2-9 

2 宇都宮東郵便局 宿郷 3-20-2 

3 宇都宮宿郷郵便局 東宿郷 2-3-8 

 

銀行 

  名  称 所在地 

1 足利銀行駅東口出張所 東宿郷 1-4-10 

2 群馬銀行宇都宮東支店 宿郷 3-5-13 

3 栃木銀行宇都宮東支店 東宿郷 3-2-12 

4 烏山信用金庫宇都宮支店 

(2019 年 5 月 20 日より建て替え中の

ため仮店舗(中今泉 3-2-14)で営業中，

2020年 5 月 25日現在) 

元今泉 1-8-16 

※参考資料 日本郵政グループホームページ「郵便局・ＡＴＭを探す」

（https://map.japanpost.jp/p/search/） 

          足利銀行ホームページ「店舗・ＡＴＭの一覧」 

（https://www.ashikagabank.co.jp/branch_info2/index.php） 

群馬銀行ホームページ「群馬銀行店舗・ATMのご案内」 

（http://sasp.mapion.co.jp/b/gunmabank/attr/ 

?t=attr_con&citycode=09201） 

栃木銀行ホームページ「店舗・ＡＴＭ検索」 

（https://as.chizumaru.com/tochigin/top?account=

tochigin&accmd=0&_ebx=6s3g145nwy.1551073880.795cjk2） 



21 

 

烏山信用金庫ホームページ「店舗・ＡＴＭのご案内」 

（http://www.karashin-bank.co.jp/tenpokinri/tenpo.html） 

 

※URLの最終確認日はすべて 2020年 2月 24日 

 

（６）その他の施設 

 ・ブレックスアリーナ宇都宮（市体育館）  所在地 元今泉 5丁目 6-18 

   延床面積  12,032㎡（3階建） 

   施  設  主競技場 1,900㎡  観客席 2,114席 

         副競技場 952㎡   武道場 600㎡ 

         トレーニング室，幼児体育室 

   開  設  昭和 55年 4月 

 

・宇都宮駅東公園プール  所在地 元今泉 5丁目 3-19 

   敷地面積  20,014㎡ 

   施  設  50ｍプール（50ｍ×25ｍ 9コース） 

         25ｍプール（25ｍ×18ｍ 8コース） 

         こども用プール（不定形 390㎡） 

         幼児用プール（不定形 466㎡） 

   開  設  昭和 50年 

 

※参考資料 『市政概要 令和元年度版』宇都宮市議会事務局 2019年 
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５ 民俗 

（１）まつり・行事 

行事（場所） 実施時期・特徴 

下町の梵天 

（押切 宿郷１丁目） 

聖霊供養のために行われる行事。小袋，今泉，押切，

宿郷 1丁目，宿郷 2丁目の若衆が梵天を作り，宿郷

1丁目（現南大通り 1丁目）地内の洗橋のたもとか

ら田川に入り，梵天をもみながら川を遡る。仙浪の

東橋のたもとから路上に上がり，その後上河原，馬

場，池上町，オリオン通りを経て，それぞれの町内

に帰るという行事。しかし，昭和 26 年以降は田川

の水質汚染に伴い，川には入らなくなった。また，

以前は旧暦の 7月 7日に行われていたが，現在は宮

祭りの一環として行われている。 

富士山神社 例祭 

（元今泉 3丁目 21－24） 

主祭神は木花咲耶姫命。例祭 11月 29日。 

 

※参考資料 『宇都宮の祭りと芸能』宇都宮市 1984年 

『宇都宮の民俗』宇都宮市 1978年   

『うつのみやの伝統文化』 

宇都宮伝統文化連絡協議会 随想舎 2018年 

『栃木県神社誌』栃木県神社庁 2006年 

『宇都宮の神社』作新学院高等学校社会研究部 2008年 
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（２）民話 

タイトル 内容 出典 

訴人ばあさん 

 

正治元年（1199），身を追われる三人の武士が興

禅寺にやって来て，門前で働く老婆に匿ってほし

いと金貨を出して頼んだ。老婆は三人を隠すが，

追手の武士もまた金貨を出すと言うので三人の居

場所を教えてしまう。この話が城主の耳に入り、

日ごろのあくどい所業と相まって，この欲張りな

老婆は打ち首にされる。興禅寺にはこの話を基に

した，舌に釘を打ち付けられた老婆の石碑が残さ

れ，また「訴人した姥もろともに嘘つかば 舌へ

はくぎをうつのみやのみ」という，詠み人知らず

の歌も残されている。 

①P38 

②P16 

③P101 

④P135 

⑤P85 

⑥P259 

 

子育て地蔵 

 

田川沿いに暮らす信心深い夫婦は，子どもを授か

りたいと毎日興禅寺のお地蔵様にお願いしてい

た。願いが届いたのか子どもを授かるが，村は飢

饉で食べ物が無く，乳が出なくなってしまった。

乳が出るようにと再び夫婦がお地蔵様に願うと，

乳が出るようになり，そのお地蔵様は「子育て地

蔵」と呼ばれるようになった。 

⑤P76 

 

道
どう

閑坊
かんぼう

 

 

寛文年間（1661～1672），道閑坊という子どもた

ちから恐れられていたお坊さんがいた。子どもた

ちがあまりにも怖がるので，当時の人々は道閑坊

のことを鬼か蛇の「変化
へ ん げ

（仮の姿）」だと言い合

った。 

⑦P17 

※参考資料 ①『宇都宮の民話 文化財シリーズ第 6号』宇都宮市 1983年 

②『しもつけの伝説 第 5集』栃木連合教育会 1981年 

③『親だきの松 下野伝説集 3』栃木県連合教育会 1961年 

④『栃木の民話 第 2集』日向野徳久／編 未来社 2016年 

⑤『親と子で語るうつのみやの民話 第 2集』 

かまどの会 随想舎 2011年 

⑥『下野伝説集 あの山この山』 

小林友雄／著 栃の葉書房 1976年 
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⑦『宇都宮のむかしばなし 古文書からひろう』 

宇都宮市立図書館 1986年 

   

 

６ 文化財 

指定分野 名称・所在地 特徴 

有形文化財 

（国登録建造物） 

宇都宮白楊高校 旧講堂 

（元今泉 8丁目） 

 

明治 36年（1903年）建築。旧

栃木県立農学校の施設。木造

平屋建，寄棟造，瓦葺で外装下

見板張。背面に物置を張出し，

各側面に 6 つの上げ下げ窓を

密に配する。全体的に簡素な

がら丁寧な造りで，折上げ支

輪，竿縁天井など和風を意識

した意匠を随所に見せる。 

有形文化財 

（国登録建造物） 

宇都宮白楊高校 正門 

（元今泉 8丁目） 

明治 36年（1903年）年建築。

構内の南端に位置する。3.6ｍ

間隔で配された高さ 2.75ｍの

石造門柱の左右に，高さ 2.5ｍ

の石造門柱を設置し通用門と

する。石材はいずれも花崗岩

江戸切り仕上げで，雨仕舞を

考慮し頂部を錐形とする。往

時の学舎の姿を知る上で欠か

せない施設。 

※参考資料 文化庁ホームページ・文化財等データベース 

「宇都宮白楊高校旧講堂」（https://kunishitei.bunka.go.jp/ 

heritage/detail/101/00003056 ） 

「宇都宮白楊高校正門」（https://kunishitei.bunka.go.jp/ 

heritage/detail/101/00003057 ） 

 

※URLの最終確認日はすべて 2020年 2月 24日 
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7 産業 

明治初期には旧市内にも農村社会は色濃く残っていて，都市部の米麦や蔬菜

などの需要を支えていた。今泉村や下栗村などは水田が多く，男女ともに農耕を

主業とする純農村であった。明治 18年（1885）頃のデータによると，そのうち

男の 3 割程度の者は商いを兼業し，女の 4 割程度の者は商いまたは裁縫を兼業

していた。 

 

※参考資料 『改訂 宇都宮の歴史』宇都宮市 1992年 

 

 

８ 交通  

（１） 道路名称・愛称 

・奥州街道  宮の橋交差点（駅前通り１丁目）～上野交差点 

  五街道の一つ奥州街道は，日光街道と宇都宮宿で分岐し，白沢，氏家，

喜連川，佐久山，大田原，鍋掛，芦野，白坂の各宿を通り，白川に至る。 

 

・一般国道４号 

  江戸時代に整備された日光街道と奥州街道を前身とする，日本最長の国

道。全長 887km。関東と東北を結ぶ大動脈であり，東京都中央区の日本橋

を起点として青森県に至る。 

 

・鬼怒通り［県道 64号宇都宮向田線］ 

JR東口広場（東宿郷 1丁目）～野高谷町交差点 

 

・白楊高通り 今泉４丁目（奥州街道）～元今泉７丁目（４号バイパス） 

 

・柳田街道  JR東北線地下道（東宿郷 2丁目） 

～鬼怒川サイクリングロード（柳田町） 

 

・東雲通り   白楊高通り（元今泉１丁目）～水戸街道（宿郷町） 
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（２）バス輸送 

ア 関東バス 

バス 
番号 起終点 経過地（経由） 起終点 

宇都宮駅 
バス乗場 

44 宇都宮駅 白楊高校・越戸 柳田車庫 

駅西口 9 

45 駒生営業所 宇都宮駅・白楊高校・越戸 柳田車庫 

46 駒生営業所 宇都宮駅・白楊高校・越戸 松下電器前 

49 駒生営業所 宇都宮駅 卸開館前 

50 駒生営業所 宇都宮駅・さる山団地入口 瑞穂野団地 

51 駒生営業所 
宇都宮駅・さる山団地入口・緑

の郷 
瑞穂野団地 

52 宇都宮駅 さる山団地入口 瑞穂野団地 

53 駒生営業所 
宇都宮駅・さる山団地入口・瑞

穂野団地 
本郷台西汗 

54 駒生営業所 宇都宮駅・下桑島 東汗 

79 宇都宮駅東口 産業技術大学校・中平出 柳田車庫 

駅東口 3 

80 宇都宮駅東口 新道・ベルモール 柳田車庫 

81 宇都宮駅東口 新道 柳田車庫 

82 駒生営業所 
宇都宮駅東口・産業技術大学

校・中平出 
柳田車庫 

83 宇都宮駅東口 東宿郷・今泉町・陽東・桜が丘 ベルモール 

84 宇都宮駅東口 宇大工学部・ベルモール 
宇都宮駅東口

（循環） 

93 宇都宮東武 北越戸 御幸交番前 駅西口 14 

東武西口 3 95 宇都宮東武 今泉九丁目・松下 和久 

113 宇都宮駅東口 城東・平松本町住宅 
宇都宮駅東口

（循環） 

 

 

 

 

 

駅西口 4 

 

 

 

 

114 宇都宮駅東口 鐺山 海星学院 

115 宇都宮駅東口 ベルモール・鐺山 海星学院 

116 宇都宮駅東口 
産業技術大学校・平出工業団地 

※平日 
JR岡本駅 

117 宇都宮駅東口 
ベルモール・産業技術大学前・

平出工業団地 ※平日 
JR岡本駅 

118 宇都宮駅東口 
産業技術大学前・平出工業団地 

※平日 
御幸交番前 
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イ ＪＲバス 

※参考資料「宇都宮・芳賀バス路線マップ」宇都宮市 2018年 

 

（３）駅（宇都宮駅） 

 ・JR宇都宮駅  

  乗り入れ路線： 東北本線，日光線，東北新幹線，秋田新幹線，山形新幹線 

  沿    革： 大宮・宇都宮間の建設工事が完成し開通したのに伴い，明

治 18年（1885）7月 16日，川向町に宇都宮停車場として

開業。 

 

（４）LRT 整備 

宇都宮と芳賀を結ぶ，新しい公共交通機関 LRT が整備工事中。2022 年完成予

定。高い輸送力や定時制などを備えており，既存の交通機関である鉄道やバス，

タクシー地域内交通などとの円滑な連携を図りつつ，東西方向の基幹公共交通

としての運用が期待されている。計画区間は，JR宇都宮駅西側の中心市街地と，

鬼怒川左岸の工業団地や大規模開発地区を結ぶ「桜通り十文字附近～東武宇都

宮駅～JR 宇都宮駅～宇都宮テクノポリスセンター」の約 15 ㎞。現在は JR 宇都

宮駅東側（JR宇都宮駅～宇都宮テクノポリスセンター地区間の約 12㎞）が工事

中。 

 

    ※参考資料  『うつのみや道路愛称マップ』宇都宮市 2016年 

119 宇都宮駅東口 ベルモール 御幸交番前  

駅西口 4 
120 宇都宮駅東口 

宇都宮市体育館・宇都宮市東図

書館 
平出工業団地 

121 宇都宮駅東口 新道 ベルモール前 

バス 
番号 起終点 経過地（経由） 起終点 

宇都宮駅 
バス乗場 

15 
芳賀バス 

ターミナル 

刈沼・柳田車庫・宇都宮駅東口 

※上りのみ 
作新学院前 

駅東口３ 

22 作新学院前 
サシバの里・道の駅もてぎ・茂

木駅 ※特定日 

ツインリンク

もてぎ 

23 芳賀町役場 
光ヶ丘入口・刈沼・柳田車庫 

※上りのみ 
宇都宮駅東口 

24 芳賀町役場 
光ヶ丘入口・清陵高校入口・宇

大前 ※上りのみ 
宇都宮駅東口 
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『栃木県土木史』栃木県 2017年 

『宇都宮の古道』宇都宮市教育委員会 1985年 

『とちぎ街道ストーリー』下野新聞社 2007年 

 『宇都宮駅１００年史』日本国有鉄道宇都宮駅 1985年 

『宇都宮市史第７巻 近・現代編Ⅰ』宇都宮市 1980年 

            『栃木県鉄道史話』大町雅美著 落合書店 1981年 

             『明治・大正・昭和 宇都宮 ふるさとの想い出写真集』 

国書刊行会 1979年 

 

  宇都宮市ホームページ「芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画」 

(https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/def

ault_project/_page_/001/006/023/honnpenn.compressed.pdf ） 

最終確認日 3月 12日 
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【参考】 宇都宮市全体から見た今泉地区の状況 

（１）今泉地区のデータ 

・面積（宇都宮市統計データバンクデータ） 

・人口世帯数（平成 28 年住民基本台帳データ） 

項目 宇都宮市 今泉地区 
今泉地区の順位 

（全 39 地区） 

・人口 521,906 11,067 17 

・世帯数 229,011 5,491 15 

・面積（㎢） 417.38 1.840 26 

・人口密度 

（１㎢あたり） 
1,250 6,016 8 

・年少人口構成率 13.85 15.07 8 

・生産年齢構成率 62.61 71.37 1 

・高齢者人口構成率 23.53 13.52 39 

・人口増加数 15,118 1500 8 

 人口増加率(％) 2.98 15.68 6 

・世帯増加数 19,117 964 11 

 世帯増加率(％) 9.11 21.29 7 

※地域まちづくり組織（39連合自治会）エリア別基本データ 

※人口増加数（律），世帯増加数（律）は平成 22年データとの比較 

 

 ・人口動態調査（平成 28 年中） 

項目 宇都宮市 本庁地区 
本庁地区の順位 

（全 16 地区） 

・出生数 4,653   1079 １ 

・死亡数 4,733 1,291 １ 

・自然増人数 -80   -212 16 

・転入者数 32,612 10,004 1 

・転出者数 32,084 10,196 1 

・社会増数 528 -192 16 

・人口増加数 448 -404 16 

 ※今泉地区は本庁地区に含まれ，今泉地区のみの統計はなし 
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（２）世帯・家族 

 ・家族類型別世帯数（平成 27 年国勢調査結果） 

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 

宇都宮市全体 123,068 73,337 17,946 19,032 

本庁地区 

（全 16地区） 
30,796 27,692 4,352 6,420 

 ※今泉地区のみの統計はなし 

 

 ・核家族率（平成 27 年国勢調査結果） 

順位 1 位 2 位 3 位 16 位 

地区名 河内 瑞穂野 雀宮 本庁 

核家族率 

（全 16地区） 
66.0% 65.5% 63.0% 49.0% 

 ※今泉地区のみの統計はなし 

（３）高齢者 

・高齢化率 (総人口に占める 65 歳以上の割合)(政策審議室データ) 

宇都宮市全体 平成 27 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年 

高齢者人口 122,798 135,531 141,724 146,302 

今泉地区の 

高齢者人口比 
13.5%    

宇都宮市の 

高齢者人口比 
23.5 % 26.2% 27.6% 29.0% 

※地域まちづくり組織（39連合自治会）エリア別基本データ 

 

・高齢者の世帯（平成 27 年国勢調査結果）（全 16 地区） 

65 歳以上の単独世帯  65 歳以上の夫婦世帯 

順位 地区 割合（％）  順位 地区 割合（％） 

1 富屋 15.67  1 篠井 11.86  

2 陽南 12.97  2 陽南 10.72 

3 瑞穂野 11.14  3 雀宮 10.49  

4 本庁 10.21  4 河内 10.23  

5 宝木 9.53  5 姿川 9.55 

15 本庁 6.92 

 ※今泉地区のみの統計はなし 
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（４）住宅環境 

・持ち家（平成 27 年国勢調査結果）（全 16 地区） 

順位 地区名 持ち家世帯数 持家率 

1 篠井 745 98.2 

2 上河内 2,806 86.9 

3 河内 10,003 78.9 

15 本庁 31,057 49.4 

 宇都宮市全体 129,072 59.4 

              ※今泉地区のみの統計はなし 

 

・借家（平成 27 年国勢調査結果）（全 16 地区） 

順位 地区名 借家戸数 
借家の 

占める割合 

1 横川 8,540 53.9 

2 本庁 31,043 49.4 

3 平石 6,224 46.4 

 宇都宮市全体 85,641 39.4 

             ※今泉地区のみの統計はなし 

 

（５）産業 

・農業 平成 27 年（世界農林業センサス，農業センサス，農業センサス）政策

審議室（全 14 地区） 

   項目 

地区 

戸数 

（戸） 

人口 

（人） 

経営耕地（a） 

田 畑 樹園地 計 

旧市内地区 82 145 2,357 697 156 3,210 

宇都宮市 5,218 15,235 866,155 90,395 33,354 989,904 

                      ※今泉地区のみの統計はなし 

 

・商業（Ｈ28 商業統計調査）政策審議室（全 16 地区） 

           ※平成 28年６月１日現在，今泉地区のみの統計はなし 

項目 

地区 

事業所数 従業者数 年間商品販売額（百万円） 
売場面積 

合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業 

本庁  2,593 955 1,638 22,224 9,791 12,433 1,542,713 1,286,155 256,558 271,168 

全市 5,934 1,962 3,972 53,210 19,266  33,944 2,767,709 2,036,229 731,480 736,919 
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事業所（Ｈ28 経済センサス－基礎調査） 

・地区別別産業大分類別事業所数及び従業員数（民営）（全 16 地区） 

   項目 

地区 
事業所数 従業員数 

本庁地区 9,570  106,917 

宇都宮市 21,906 241,408 

※平成 28年 6月 1日現在，今泉地区のみの統計はなし 

 

工業（Ｈ29 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（全 16 地区） 

 事業所数 従業員数（人） 製造品出荷額等 付加価値額 資産投資額 

本庁地区 119 7,248 330,859 107,781 19,060 

宇都宮市 520 31,337 2,122,209 578,976 59,340 

※平成 29年 6月 1日現在（単位：百万円），今泉地区のみの統計はなし 

 


