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1 歴史 

 できごと 

明治 22年 

（1889） 

上平出・下平出・上越戸新田・小原新田・柳田・峰（嶺）・石井の

七か村が合併して平石村となる 

大正 11年 

（1922） 

宇都宮高等農林学校（現宇都宮大学農学部）創設 

 

昭和 5年 

（1930） 

県立実業補習学校教員養成所，県立実業教員養成所と改称，高等農

林学校内に移転 

昭和 11年 

（1936） 

県立実業教員養成所を青年学校教員養成所と改称 

昭和 15年 

（1940） 

宇都宮高等農林学校に獣医学科新設 

昭和 17年 

（1942） 

平石村大字峰が宇都宮市に編入される 

昭和 19年 

（1944） 

宇都宮高等農林学校，宇都宮農林専門学校と改称 

昭和 20年 

（1945） 

宇都宮農林専門学校，清原農場設置 

昭和 20年 

（1945） 

宇都宮空襲 

昭和 24年 

（1949） 

豊郷村大曽及び横川村平松の一部，市に編入 

昭和 24年 

（1949） 

宇都宮大学（学芸学部・農学部）が発足（峰町 350，9 月 1 日入学

式挙行） 

昭和 29年 

（1954） 

市立峰小学校開校（峰 3丁目，4 月 1日創立） 

昭和 30年 

（1955） 

市立西・昭和・細谷・錦・峰に各公民館を設置 

ミネ幼稚園，峰 1丁目に開園 

昭和 33年 

（1958） 

宇大生，警察官職務執行法（警職法）反対デモで警官と衝突 
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昭和 36年 

（1961） 

宇都宮工業短期大学開設（石井町 2753） 

昭和 39年 

（1964） 

宇都宮工業短期大学，宇都宮大学工学部へ昇格 

昭和 39年 

（1964） 

新設宇都宮大学学生寮の経費負担問題で大学と学生対立，半年間空

家で放置 

昭和 40年 

（1965） 

宇都宮学友会，大学立法反対スト決議 

昭和 40年 

（1965） 

宇都宮大学全共闘派学生 40名，大学本館を封鎖 

昭和 44年 

（1969） 

教員不採用撤回運動の宇都宮大学学友会中央委員会，県教委との大

衆団交，一週間のストライキ断行 

昭和 44年 

（1969） 

宇都宮大学，本館封鎖中の全共闘学生に対し，教職員による自主解

除強行，22名が負傷 

昭和 44年 

（1969） 

県警本部機動隊宇大本館を急襲，封鎖を解除，占拠学生事前に脱出 

平成元年 

（1989） 

宇都宮市が地区計画制度を導入，第一弾として平松本町第一地区を

指定 

平成 13年 

（2001） 

江川放水路が完成，平松町等の浸水被害に対応するためとして，西

刑部町と東木代町を繋ぐ 

平成 14年 

（2002） 

宇都宮大学東南部第一土地整理事業に着手 

平成 18年 

（2006） 

宇都宮大学まなびの森保育園開園，医学部のない総合大学が保育園

を誘致する全国初のケースであり，これに伴って宇都宮市立峰保育

園が廃園（民営誘導方式） 

平成 19年 

（2007） 

平出工業団地の産業廃棄物焼却施設の建設計画に対し，反対署名開

始，他の地区と合わせおよそ 2 万筆分を平成 21 年（2009）に市へ

提出 

平成 26年 

（2014） 

ミネ幼稚園，園長の後継者が見つからず閉園，校舎も取り壊し 
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令和元年 

（2019） 

とみくらみんなのリビング，「第 19 回 宇都宮市まちなみ景観賞部

門賞景観づくり部門」受賞 

※参考資料 『宇都宮市史 別巻 年表・補遺』宇都宮市 1981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 

『宇都宮大学四〇年史』宇都宮大学 1990年 

『うつのみやの地名と歴史散歩』塙静夫 

下野新聞社 2015年 

       「乱開発防ぐ「地区計画制度」、宇都宮市、栃木で初導入へ―― 

まず平松本町第一」 

日本経済新聞 1989年 7 月 13日 地方経済面（北関東）4面 

「「江川放水路」が完成／５０年に一度の雨にも対応／駅東地区 

の浸水解消／宇都宮・平松町、下栗町など」 

下野新聞 2001年 3 月 30日 6面 

「宇大東南部の区画整理／住みよい街願い起工式／宇都宮市」 

下野新聞 2002年 3 月 31日 4面 

       「「まなびの森」 １０月開園／近くの市立「峰」は廃園に／ 

宇大キャンパス内の保育園」下野新聞 2006 年 3月 9日 3面 

「宇大構内に保育園完成／市初の「民営誘導方式」／宇都宮市」 

             下野新聞 2006年 10月 20日 27面 

「峰地区も反対署名開始／産廃処理施設建設計画／周辺自治会 

にも呼び掛け／宇都宮市」下野新聞 2007年 7月 10日 27面 

「平出工業団地の産廃施設計画／反対住民、市に意見書／ 

宇都宮市」下野新聞 2009年 4 月 10日 25 面 

  「５９年の歴史にありがとう／宇都宮のミネ幼稚園／ 

閉園前に「思い出の会」／園児や保護者別れ惜しむ」 

 下野新聞 2014年 3月 16日 29面 

 

 

２ 町名 

町  名 由 来 等 

泉
いずみ

が丘
おか

1丁目 

 

昭和 56 年からの町名。1～7 丁目がある。もとは宇都宮市

今泉町の一部。住居表示実施により成立。 
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東 今 泉
ひがしいまいずみ

1～2丁目 
昭和 56 年からの町名。1～2 丁目がある。もとは宇都宮市

今泉町の一部。住居表示実施により成立。 

東峰町
ひがしみねまち

 

（東峰中 1，東峰） 

昭和 29年からの町名。もとは平石村石井の一部。 

平松町
ひらまつちょう

 

 

昭和 24年からの町名。もとは横川村平松の一部。 

江戸期～明治 22 年までは平松村であり，明治 22 年横川村

の大字となる。昭和 24年東北部地域が宇都宮市平松町とな

り，残部が同 29年宇都宮市平松本町となる。 

石井街道（国道 123 号）が町の北端を通り，東部は宇都宮

大学の敷地。昭和 39年国道 4号バイバス（現国道 4号）が

完成。 

地名の由来は，天平年間，字境田にあった松の大木と天平

の平の字を合わせたものと伝承されている。 

平
ひら

松本町
まつほんちょう

 

 

昭和 29年からの町名。もとは横川村平松。 

縄文時代～奈良期の宇大南遺跡（集落跡），縄文時代～鎌倉

期の宇大南第二遺跡（集落跡）などがある。 

峯町
みねまち

 

 

昭和 17 年からの町名。江戸期～明治 22 年までは「嶺」村

であり，明治 22年～昭和 17年までは平石村大字峯。 

地名の由来は，田川と鬼怒川に挟まれた緩やかな丘陵地帯

のなかで最も高いところに位置し，東西両側に小さな沢の

ような低地帯があることによる。 

昭和 24 年宇都宮農林専門学校が国立宇都宮大学農学部と

なり，同 32年本部・学芸学部との統合が完了。国道 4号バ

イパス（現国道 4 号）の完成と相まって都市化が急速に発

展した。昭和 53年，一部が東宿郷 6丁目となる。 

峰
みね

1～4丁目 
平成 2年からの町名。1～4丁目がある。 

※参考資料 『角川日本地名大事典９ 栃木』角川書店 1984年 

            『宇都宮例規類集 （1）』宇都宮市 

（平成 30 年 4 月 1 日内容現在） 
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３ 自然 

（１） 地形・地質 

峰地区は鬼怒川低地と田川低地に挟まれた岡本台地の中で最も高いところ

に立地している。栃木県の平野部には複数の段丘からなる地形があり，峰町は

宝木段丘に分類される。 

 

（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）地下水 

東峰町の台地や宝木段丘中の下部にある宝木段丘礫層は，固結度が低く透水

度の高い，良好な自由水の帯水層となっている。 

 

（４）河川 

地区内には，越戸川，江川が流れている。 

  ・江 川 … 一級河川（国・県の管理） 

・越戸川 … 準用河川（市の管理） 

 

（５）樹木 

  ・峰町のケヤキ（峰町 117） 

    峰町の市街地にひときわ高くそびえるケヤキ。 

 

※参考資料 『宇都宮市史 第 1巻 原始・古代編』宇都宮市 1981年  

『野の自然・やまの自然』栃木県立博物館 2013年 

『宇都宮市河川図』宇都宮市 2010年 

『宇都宮の名木』宇都宮市 1981年 

『うつのみやの地名と歴史散歩』塙静夫 下野新聞社 2015年 

『中央・城東・峰地区ウォーキングマップ』 

中央・城東・峰地区健康づくり推進委員会 2012年 
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４ 主要施設 

（１）行政機関 

ア 行政施設 

  名  称 所在地 

1 峰地域コミュニティセンター 峰 3丁目 20-17（峰小学校内） 

2 国土交通省関東地方整備局 宇都宮国

道事務所 

平松町 504 

 

・峰地域コミュニティセンター  所在地 峰 3丁目 20-17（峰小学校内） 

     建  物    鉄筋コンクリート 3階建 

建物本体面積 : 362.16㎡ 

     施  設    会議室 2，図書談話室，ＰＴＡ会議室 

     沿  革    昭和 44年 4月 1日 東公民館峰分館開設 

             平成 2年 3月 15日 現在の建物に改築 

             平成 14年 4月 1日 峰地域コミュニティセンター 

に名称変更 

  

・国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所  

所在地 平松町 504 

昭和 21年         利根川の維持管理を行っていた栗橋工事事

務所桜井工場（埼玉県南埼玉郡桜井村大袋）

が国道 4号沿線に位置していたため，それ

までの業務に加え，国道の維持管理を開始 

     昭和 23年 2月 1日     道路整備の必要性から道路行政が重視され

るに従い，古河国道改良事務所となり，名

実ともに国道事務所として創立 

     昭和 24年 1月 1日     名称を春日部国道工事事務所に変更 

     昭和 25年 5月 1日    埼玉県南埼玉郡春日部町に移転 

     昭和 25年 7月 28日   国道四号国道工事事務所に名称を変更 

                 （担当区間は埼玉県越谷市から栃木・福島県

境までの約 152㎞） 



7 

 

     昭和 33年度        宇都宮バイパスが着工され，事業の中心が

栃木県内区間になる 

     昭和 34年 12月 1日   現在の宇都宮市平松町 504に事務所を移転 

     昭和 39年 7月 1日    宇都宮国道工事事務所に名称変更 

     平成 15年 4月 1日    宇都宮国道事務所に名称変更し，現在に至 

る 

 

※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 

       『うつのみやの公民館』宇都宮市 1994年 

宇都宮市ホームページ 

「コミュニティ施設 峰地域コミュニティセンター」 

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

kyodo/community/1006248.html） 

国土交通省関東地方整備局ホームページ 

「宇都宮国道事務所 沿革（事務所のあらまし）」 

（http://www.ktr.mlit.go.jp/utunomiya/utunomiya_ 

office004.html） 

 

※URLの最終確認日はすべて 2020年 3月 10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 

【泉が丘 1丁目，東今泉 1～2丁目】 

・泉が丘交番  所在地 泉が丘１丁目 1番 1号 

 

【東峰町，平松町，平松本町，峰町，峰１～４丁目】 

・平松町交番  所在地 城東 2丁目 27番 18号 
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※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 3 月 10日 

 

ウ 消防 

      ・該当なし 

 

エ 公園・緑地 

 名  称 所在地 種 別 面 積 

1 泉が丘 1号公園 泉が丘 1丁目 街区公園 298㎡ 

2 向原児童公園 泉が丘 1丁目 街区公園 1595.35㎡ 

3 下平中央公園 平松本町 街区公園 4982.54㎡ 

4 下平つばき公園 平松本町 街区公園 1507㎡ 

5 下平はなみずき公園 平松本町 街区公園 2308㎡ 

6 平松台あおぞら公園 平松本町 街区公園 1500㎡ 

7 平松本町石沢北児童公園 平松本町 街区公園 2064㎡ 

8 平松本町石沢西児童公園 平松本町 街区公園 3003㎡ 

9 平松本町石沢南児童公園 平松本町 街区公園 2754㎡ 

10 平松本町いなり児童公園 平松本町 街区公園 3039.75㎡ 

11 平松本町記念公園 平松本町 街区公園 1826㎡ 

12 平松本町 1号児童公園 平松本町 街区公園 243㎡ 

13 平松本町 2号児童公園 平松本町 街区公園 856.07㎡ 

14 平松本町 3号児童公園 平松本町 街区公園 765.39㎡ 

15 平松本町上り戸公園 平松本町 街区公園 150㎡ 

16 平松本町屋敷公園 平松本町 街区公園 151㎡ 

17 平松町児童公園 平松町 街区公園 396㎡ 

18 東今泉 2丁目公園 東今泉 2丁目 街区公園 150.07㎡ 

19 東今泉 2丁目西公園 東今泉 2丁目 街区公園 127㎡ 

20 峰 1号児童公園 峰町 街区公園 762.49㎡ 

21 峰 2号児童公園 峰 2丁目 街区公園 330㎡ 

22 峰 3号児童公園 峰 2丁目 街区公園 3127.57㎡ 
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23 峰地蔵台公園 峰町 街区公園 274㎡ 

24 峰地蔵台西公園 峰町 街区公園 171㎡ 

25 峰南高野公園 峰 1丁目 街区公園 318.53㎡ 

26 峰向原公園 峰 2丁目 街区公園 153㎡ 

27 峰地蔵台東緑地 峰町 緑道 292㎡ 

28 峰地蔵台北緑地 峰町 緑地 150㎡ 

※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  

・峰小学校  所在地 峰 3丁目 20－17 

      通常学級数：17 特別支援学級数：1 児童数：467 

        沿  革 ：昭和 29年 宇都宮市立今泉小学校より分離開校 

            昭和 45年 石井小学校設立により石井地区児童転校 

            昭和 51年 陽東小学校設立により陽東地区児童転校 

 

※参考資料 宇都宮市立峰小学校ホームページ「学校紹介」 

（http://www.ueis.ed.jp/school/mine/?page_id=40） 

最終確認日 2020年 3月 10日 

 

イ 中学校 

  ・該当なし 

 

 ウ 高等学校 

  ・該当なし 

 

エ 幼稚園 

  ・該当なし 

 

 オ その他の学校 

  ・国立法人宇都宮大学  所在地 峰町 350 
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沿 革 ：1949年 5月 栃木師範学校・栃木青年師範学校・宇都宮高

等農林学校の旧制 3校を包括して，学芸学部

と農学部をもつ大学として発足 

1964年 4月 宇都宮工業短期大学を包括し，工学部設置 

1966年 4月 学芸学部を教育学部に改称 

1968年 4月 教養部設置 

1972年 10月 農学部創立 50周年記念式典挙行 

1977年 4月 教育学部附属高原山自然教育実習施設設置 

1983年 11月 農学部附属統合農場開場式を挙行 

1988年 1月 情報処理センター開所式を開催 

1989年 5月 地域共同研究センター設置 

1994年 10月 国際学部設置 

1997年 4月 工学研究科エネルギー環境科学専攻設置 

1999年 3月 教育学部附属高原山自然教育実習施設廃止 

2001年 4月 総合情報処理センター設置（情報処理セン 

ター改組） 

2002年 4月 工学部附属ものづくり創成工学センター設 

置 

2003年 4月 工学研究科情報制御システム科学専攻設置 

2016年  4月 地域デザイン科学部設置 

 

※参考資料 『宇都宮大学四〇年史』宇都宮大学 1990年 

宇都宮大学ホームページ「宇都宮大学の歴史」 

（ https://www.utsunomiya-u.ac.jp/outline/history.php） 

 最終確認日 2020年 3月 10日 

 

（３）医療機関 

診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 あい皮膚科クリニック 東峰町 3040 
皮膚科，アレルギ

ー科，他 

2 
一般財団法人日本健康財団附属

診療所（休止中） 
東今泉 2-3-5 内科 
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3 いとう胃腸科クリニック 平松本町 1213-4 
外科，胃腸科，肛

門外科，泌尿器科 

4 稲田整形外科医院 平松本町 326-1 
整形外科，リハビ

リテーション科 

5 稲野医院 今泉 4-16-22 

内科，呼吸器科，

アレルギー科，小

児科，放射線科 

6 医療法人水韻会 柏倉医院 峰 1-30-11 
内科，精神科，心

療内科 

7 宇都宮大学 保険管理センター 峰町 350 内科，精神科 

8 おおくぼ眼科 平松本町 1137-4 眼科 

9 おおやま皮フ科クリニック 平松本町 365-1 皮膚科 

10 倉井清彦内科医院 平松本町 326-4 

内科，消化器内科

（胃腸内科），循環

器内科，呼吸器内

科，他 

11 耳鼻咽喉科すがわらクリニック 平松本町 1204-2 耳鼻いんこう科 

12 城東クリニック 峰 1-1-33 

内科，呼吸器科，

胃腸科，循環器科，

外科，整形外科，

脳神経外科，皮膚

泌尿器科，性病科，

リウマチ科，アレ

ルギー科 

13 菅原耳鼻咽喉科医院 峰 4-23-20 耳鼻いんこう科 

14 高橋あきら産婦人科医院 東今泉 2-2-16 産婦人科 

15 平松クリニック 平松本町 661-1 

内科，呼吸器科，

消化器科，循環器

科，小児科，外科，

泌尿器科，放射線

科 
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16 ほりえクリニック 峰 3-6-45 
内科，外科，整形

外科，皮膚科 

17 増山内科小児科クリニック 平松本町 340-6 

内科，呼吸器科，

胃腸科，循環器科，

アレルギー科，小

児科 

18 吉川整形外科 泉が丘 1-15-21 

神経科，リウマチ

科，整形外科，形

成外科，リハビリ

テーション科 

19 渡辺胃腸科外科医院 峰 4-24-24 

外科，消化器科，

整形外科，皮膚泌

尿器科，肛門外科，

リハビリテーショ

ン科，放射線科，

麻酔科 

 

歯科診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 
いがらし歯科イーストクリニ

ック 
平松本町 1125-6 

歯科，矯正歯科，

小児歯科，歯科口

腔外科 

2 石川歯科医院 峰 1-2-17 歯科 

3 大坪歯科・矯正歯科医院 峰 2-28-25 
歯科，矯正歯科，

小児歯科 

4 亀井歯科・矯正歯科 平松本町 757-10 
歯科，矯正歯科，

小児歯科 

5 さいとうデンタルクリニック 峰 4-23-22 
歯科，小児歯科，

歯科口腔外科 

6 つなかわ歯科医院 平松本町 326-14 歯科，小児歯科 

7 廣中歯科医院 東今泉 1-1-37 歯科，小児歯科 
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8 星野歯科医院 峰 3-33-8 歯科 

9 ますやま歯科クリニック 平松本町 1213-7 
歯科，小児歯科，

歯科口腔外科 

10 松田歯科クリニック 平松本町 811-20 
歯科，矯正歯科，

小児歯科 

11 横山歯科医院 

平松本町 342-5 

グランドオール宇

都宮 1Ｆ 

歯科，小児歯科，

歯科口腔外科 

※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 

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峰・泉が丘 東今泉 2丁目 1-1 

 

訪問看護ステーション 

 名  称 所在地 

1 フレアス訪問看護ステーション宇都宮 東今泉 2丁目 3番 33号 

宇都宮グリーンハイツ 

1号棟 102号 

2 うつのみや訪問看護 

リハビリステーションにこっと 

峰 4-21-12 

3 ＫＯＤＯＭＯＴＯ 

ナースステーションうつのみや 

平松本町 793番地 10 

サンモールＢ号棟 

4 アウル訪問看護ステーション 平松本町 1221番地 12 

コーポゼジュール 

※参考資料 『高齢者サービスのしおり 2019』宇都宮市 2019年 
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イ 障がい者福祉施設 

（ｱ）相談支援事業 

 名  称 所在地 

1 わでわで相談支援センター うつのみや 平松本町 793-10 

サンモールＢ号棟 

 

（ｲ）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 峰 3-2-1 

2 運動療育センター こどもプラス宇都宮 平松本町 353-11 

ドミール平松 1階 

 

保育所等訪問支援 

 名  称 所在地 

1 ＫＯＤＯＭＯＴＯナースステーション 

うつのみや 

平松本町 793-10 

サンモールＢ号棟 

※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（居宅サービス計画作成・ケアマネージャー） 

 名  称 所在地 

1 心笑（メロディー） 平松本町 756 

2 うつのみや居宅介護支援事業所にこっと 峰 4-21-12 

  

 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峰・泉が丘 東今泉 2-1-1 
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  訪問看護 

 名  称 所在地 

1 フレアス訪問看護ステーション宇都宮 東今泉 2-3-33 

宇都宮グリーンハイツ 

1号棟 102 

2 うつのみや訪問看護 

リハビリテーションにこっと 

峰 4-21-12  

 

3 ＫＯＤＯＭＯＴＯ 

ナースステーションうつのみや 

平松本町 793-10 

サンモールＢ号室 

 

4 アウル訪問看護ステーション 平松本町 1221-12 

コーポゼジュール 

 

  通所介護（デイサービス） 

 名  称 所在地 

1 デイサービスセンター倉詩舎 東峰町 3040 

2 デイサービスセンター平松 平松本町 325 

3 デイサービス幸笑 平松本町 756 

4 コープデイサービスセンター平松本町 平松本町 798-1 

5 リハートひらまつ 平松本町 809-11 

 

  福祉用具貸与 

 名  称 所在地 

1 アイサポート 平松本町 807-4 

2 ケアシティ株式会社 峰 2-4-7 

   

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 ニチイケアセンター峰 峰 2-25-3 
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  小規模多機能型居宅介護 

 名  称 所在地 

1 小規模多機能ホーム倉詩舎 東峰町 3040 

 

 地域密着型通所介護（定員１８人以下） 

 名  称 所在地 

1 ミネルヴァリハビリセンター 峰町 258-55 

※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 3月 10日 

 

 エ 保育施設 

保育所 

 名  称 所在地 種別 

1 平松保育園 平松本町 779-22 私立保育所 

2 けいほう保育園 峰 1丁目 12-5 私立保育所 

3 宇都宮大学まなびの森保育園 平松本町 891-3 

宇大構内 

私立保育所 

4 宇都宮大学まなびの森保育園

（分園） 

峰 1丁目 31-10 

寛永ハイツ 1階 

私立保育所 

5 あさひの保育園 平松本町 327-3 私立保育所 

6 平松保育園居宅訪問保育 平松本町 779-22 居宅訪問型保育事業 

※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 3 月 10日 

 

留守家庭児童会 

 小学校名 愛 称 施設の場所 

1 峰小 ポプラ児童会 校舎西 1階 

 

 



17 

 

（５）金融機関等 

郵便局 

  名  称 所在地 

1 宇都宮大学内郵便局 峰 350 

 

銀行 

  名  称 所在地 

1 足利銀行峰町支店 峰 3-33-5 

2 足利銀行泉が丘出張所 泉が丘 1-17-13 

3 栃木銀行平松支店 平松本町 777-1 

4 栃木銀行峰町出張所 峰 2-28-9 

5 烏山信用金庫平松支店 平松本町 330-1 

※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） 

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） 

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最終確認日はすべて 2020 年 3 月 10 日 

 

（６）その他の施設 

 ・カトリック峰協会  所在地 峰 2丁目 19-9 

 ・峰町キリスト協会  所在地 峰 1-16-8 
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５ 民俗 

（１）まつり・行事 

行事（場所） 実施時期・特徴 

鶏峰神社 例祭 

（峰町 80） 

主祭神は天日鷲命。例祭 2月 27日，8月 15日，11月 29日。 

※参考資料 『宇都宮の祭りと芸能』宇都宮市 1984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 

 

（２）民話 

タイトル 内容 出典 

鶏峰神社の由来 むかし，「とり咳（百日咳）」という病気が峯の集

落で流行ったときの話。この病は，藤原村にある

鶏頂山神社で祈れば治るという。病を患う子を持

つ女が，神社の方角に向けて祈りを捧げたとき，

目の前の杉の木に一羽の白い鳥が止まった。女は

これを神の啓示だと思った。翌日，子の病気はた

しかに治った。村の人々はこの話を聞き，10年

をかけてその杉の木があるところに神社を建て

た。これが現在の鶏峰神社である。 

①P89 

伏明神
ふしみょうじん

 戦国時代の終わりの頃，鶏峰神社の近くに一人の

山伏が住み着いていた。運悪く侍に見つかってし

まった男は，自分は峯に住んでいるものだと言っ

たが，峯の集落の人間は騒動に巻き込まれること

を恐れ，知らぬ存ぜぬで通した。結局，山伏は殺

されてしまう。そのあと，峯では次々を悪い病が

流行し，人々はこれを山伏の祟りと考え，それを

鎮めるために鶏峰神社の近くに祠を建て，伏明神

として手厚く祀った。すると病は収まり，以後伏

明神は守り神となった。 

①P92 

 ※参考資料 ①『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 
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６ 文化財 

指定分野 名称・所在地 特徴 

有形文化財 

（国重要文化財指定） 

短刀 銘 宇都宮大明

神相模国住人広光 

（峰町 289） 

 

平造り，三ツ棟で吉野時代の

作。広光は，正宗・貞宗の余香

をうけて南北朝期純相州伝を

創始した名工で，この短刀は同

作中の傑作。特に中心の宇都宮

大明神の切付は，当時の武家の

信仰を示すものとして非常に

貴重。 

有形文化財 

（国登録有形文化財） 

宇都宮大学峰ヶ丘講堂

（旧宇都宮高等農林学

校講堂） 

（峰町 350） 

大学構内の北西に北面して建

つ講堂。切妻造桟瓦葺妻入で外

壁は柱形付下見板張とする。内

部は正面に演台を据え側背面

にギャラリーを廻らす。直線を

強調した平坦な壁面や柱頭飾，

天井の緩やかな円弧状アーチ

飾りなど，セセッション的意匠

で全体をまとめた優作。 

有形文化財 

（県指定文化財） 

鉄錆地六十間筋兜 

（東峰町 3002） 

明珍久吉の作。久吉は大田原に

在住した明珍一族で，宗久の

子。この兜は，天辺赤銅菊座で

地鉄の鍛え及び筋立てが優れ

ており，郷土の甲冑師の作品と

して貴重。 

国指定登録記念物 

（名勝地関係） 

宇都宮大学庭園 

（峰町 350） 

宇都宮大学峰キャンパス構内

に所在する，フランス式庭園に

倣った整形式庭園で，宇都宮高

等農林学校の開校に際して初

代校長の佐藤義長が構想，教職

員が設計し，学生や地域の人々

により大正 15 年（1926）まで

に作庭されたものであり，日本

の近代造園史において意義深

い事例。なお，うつのみや百景

にも指定されている。 
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※参考資料 『宇都宮の文化財』宇都宮市 1981年 

『宇都宮の祭りと芸能』宇都宮市 1984年 

『宇都宮の民俗』宇都宮郷土研究会 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 

          文化庁ホームページ『国指定文化財等データベース』 

            ・「宇都宮大学峰ヶ丘講堂」（https://kunishitei. 

bunka.go.jp/heritage/detail/101/00011632） 

            ・「宇都宮大学庭園」（https://kunishitei. 

bunka.go.jp/heritage/detail/411/00004010） 

 

※ URL 最終確認日はすべて 2020 年 5 月 30 日 

 

 

７ 産業 

かつては雑木林や野菜・果樹栽培の畑地が多かったが，都市化が進むにつれ

て市のベッドタウンとなる。それに伴って，国道 123 号沿いに銀行・スーパー

が進出し商店街を形成することとなった。 

宇都宮商店街連盟のホームページによると，峰地区の商店街として，平松商

店会・ 宇都宮大学前商店会・ミネ銀座商店会がある。 

峰１丁目には有限会社・永島牛乳店が立地している。昭和 27年に創業し，栃

木県産生乳 100％使用したヨーグルトを自社製造している。 

 

※参考資料 『角川日本地名大辞典９ 栃木県』角川書店 1984年 

宇都宮商店街連盟ホームページ「宇都宮商店街連盟」 

（http://www.utsunomiya-shotengai.com/） 

有限会社永島牛乳店ホームページ「自社製品」 

（http://www.nagashima-gyunyu.jp/original/） 

 

※ URL最終確認日はすべて 2020 年 3 月 10 日 
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８ 交通 

（1）道路名称・愛称 

・国道 123号線，水戸街道［栃木県道・茨城県道 1号宇都宮笠間線］ 

昔からの街道をつなぎ合わせて整備され，1965 年の国道および県道の指

定を受け，現在のルートになった。起点は市内の国道 4 号線平松町交差点，

終点は水戸市の国道 50 号線との合流部。全長は 68.7 ㎞，県内延長は 39.1

㎞の幹線道路である。戦後は宇都宮から茨城県を結ぶ東西の大動脈として道

路の拡幅化などが進められた。 

宇都宮市内では石井街道と呼ばれ，益子町七井・大沢・下大羽・小貫を経

て仏山峠を越える茨城県水戸市に至るルートは水戸北街道とも呼ばれる。 

 

・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 

 

・久部街道  水戸街道（峰町）～宇都宮環状線（石井町） 

江戸時代に通じていた石井道の一部。 

 

・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） 

 

・産業通り  水戸街道（東峰町）～奥州街道（平出工業団地） 

 

（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 

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 
柳田車庫 

（西進のみ） 

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） 

89 西原車庫 宇大前 ベルモール 駅西口 14 
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90 宇都宮東武 宇大前 ベルモール  

 

駅西口 14 

91 宇都宮東武 宇大前・峰小 御幸交番前 

92 宇都宮東武 宇大前・ベルモール 御幸交番前 

100 宇都宮東武 宇大前・御幸交番・竹林十文字 
宇都宮東武 

(循環) 

101 宇都宮東武 宇大前・平松本町先回り 
宇都宮東武 

（循環） 

駅西口 

14,15 
102 宇都宮東武 宇大前・平松本町・東高校 

宇都宮東武 

(循環) 

103 宇都宮東武 宇大前・東峰町先回り 
宇都宮東武 

（循環） 

104 西原車庫 宇大前・鐺山・石法寺 真岡 

駅西口 

14 

105 西原車庫 
宇大前・ベルモール・鐺山・石

法寺 
真岡 

106 宇都宮東武 宇大前・鐺山・石法寺・日赤 真岡 

107 宇都宮東武 宇大前・鐺山・亀山 真岡 

109 宇都宮東武 宇大前・鐺山・橋場・中島 真岡 

110 宇都宮東武 宇大前・鐺山・橋場・七井 益子駅前 

111 宇都宮東武 
宇大前・ベルモール・鐺山・橋

場・七井 
益子駅前 

112 宇都宮東武 宇大前・鐺山 海星学院 

114 宇都宮駅東口 鐺山 海星学院 

駅東口 4 

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 
産業技術大学前・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・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 

119 宇都宮駅東口 ベルモール 御幸交番前 

121 宇都宮駅東口 新道 ベルモール 
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イ ＪＲ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 

1 東武駅前 宇大前 ベルモール 

 

駅東口 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅東口 

3,4 

 

 

 

 

2 作新学院前 宇大前 ベルモール 

3 宇都宮駅 清陵高校・光ヶ丘入口 
芳賀バス 

ターミナル 

4,14 宇都宮駅 
清陵高校・光ヶ丘入口・産業創

造プラザ 

芳賀バス 

ターミナル 

5,13 東武駅前 清陵高校・光ヶ丘入口 
芳賀バス 

ターミナル 

6 作新学院前 清陵高校・光ヶ丘入口 
芳賀バス 

ターミナル 

7 作新学院前 清陵高校入口・光ヶ丘入口 
芳賀バス 

ターミナル 

8 作新学院前 
ベルモール・清陵高校入口・光

ヶ丘入口 

芳賀バス 

ターミナル 

9 作新学院前 
ベルモール・清陵高校入口・光

ヶ丘入口・芳賀バスターミナル 
芳賀町役場 

10,17 作新学院前 
清陵高校入口・光ヶ丘入口・芳

賀バスターミナル 
芳賀町役場 

11 東武駅前 
ベルモール・清陵高校入口・光

ヶ丘入口・芳賀バスターミナル 
芳賀町役場 

12,16 東武駅前 
清陵高校入口・光ヶ丘入口・芳

賀バスターミナル 
芳賀町役場 

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 

18 作新学院前 道場宿 茂木 

19 作新学院前 道場宿・市貝小 茂木 

21 茂木（休日） 
ツインリンクもてぎ・市貝小・

道場宿 
作新学院前 

22 作新学院前 
サシバの里・道の駅もてぎ・茂

木駅 

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 駅東口 4 
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（３）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 『栃木便利情報地図』昭文社 2017年 

             『栃木県土木史』栃木県 2017年 

             『うつのみや道路愛称マップ』宇都宮市 2016年 

             『とちぎ街道ストーリー』下野新聞社 2007年 

             『宇都宮の古道』宇都宮市 1985年 

「宇都宮・芳賀バス路線マップ」宇都宮市 2019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/defa

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

最終確認日 3月 12日 

 

 

 

  

24 芳賀町役場 
光ヶ丘入口・清陵高校入口・宇

大前 
宇都宮駅東口 
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【参考】 宇都宮市全体から見た峰地区の状況 

（１）峰地区のデータ 

・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 峰地区 
峰地区の順位 

（全 39 地区） 

・人口 521,906 9,936 22 

・世帯数 229,011 5,126 17 

・面積（㎢） 417.38 1.871 25 

・人口密度 

（１㎢あたり） 
1,250 5,310 14 

・年少人口構成率 13.85 11.14 33 

・生産年齢構成率 62.61 63.93 10 

・高齢者人口構成率 23.53 24.93 19 

・人口増加数 15,118 -92 23 

 人口増加率(％) 2.98 -0.92 23 

・世帯増加数 19,117 78 27 

 世帯増加率(％) 9.11 1.54 27 

※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 

※峰地区は本庁地区に含まれ，峰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 

  ※峰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% 

  ※峰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 

峰地区の 

高齢者人口比 
24.9%    

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 

  ※峰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 

              ※峰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 

             ※峰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 

                       ※峰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，峰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，峰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），峰地区のみの統計はなし 

 


