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１ 歴史 

 できごと 

昭和 18年 

（1943） 

日本製鋼株式会社，河内郡平石村に宇都宮製作所（軍需工場）の

創立 

昭和 20年 

（1945） 

宇都宮空襲 

 

昭和 24年 

（1949） 

日本製鋼株式会社の第二会社として，パインミシン製造株式会社

を発足，主に家庭用・工業用ミシンを生産 

昭和 28年 

（1953） 

市立養老院ちとせ寮竣工（陽東 3丁目，6 月 1日開院） 

昭和 29年 

（1954） 

パインミシン製造株式会社，アメリカのシンガーミシンと資本・

技術提携 

昭和 36年 

（1961） 

宇都宮工業団地分譲開始 

昭和 46年 

（1971） 

パインミシン製造株式会社，シンガー日鋼株式会社に社名変更 

昭和 51年 

（1976） 

市立陽東小学校開校（陽東 2丁目，4 月 1日創立） 

昭和 55年 

（1980） 

市立サッカー場が平出町（現中久保２丁目）に開場 

平成 8年 

（1996） 

板塀の家（中久保 2丁目），「第 3回 宇都宮市まちなみ景観賞」受

賞 

平成 11年 

（1999） 

シンガー日鋼株式会社，本社工場を閉鎖 

 

平成 16年 

（2004） 

シンガー日鋼工場跡地に大型複合商業施設ベルモール開業（陽東

6丁目） 

平成 17年 

（2005） 

陽東桜が丘，「第 9回 宇都宮市まちなみ景観賞」受賞 

※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 2』宇都宮市 1981年 

    『うつのみや歴史探訪』塙静夫 随想舎 2008年 
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      『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 

『日曜散歩 うつのみやの歴史再発見』塙静夫 随想舎 1994年 

『うつのみやの地名と歴史散歩』塙静夫 下野新聞社 2015年 

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

      『栃木県町村合併誌 第２巻』栃木県 1955年 

『栃木県市町村誌』栃木県町村会 1955年 

      『宇都宮市六十周年誌』宇都宮市 1960年 

「シンガー日鋼、ミシン製造、年内に撤退――本社工場閉鎖、販売に特化」 

日本経済新聞 1999年 11月 10日 地方経済面（栃木）42面 

  「規模は北関東最大級／商業施設ベルモール／団塊ジュニア 客層に／ 

差別化図り対抗へ／中心部商店街／宇都宮にきょう開業」 

下野新聞 2004年 10月 5日 18面 

 

 

２ 町名 

町  名 由 来 等 

中久保
な か く ぼ

1～2丁目 
平成 9年からの町名。 

陽
よう

東
とう

1～8丁目 
陽東 1～3 丁目は平成 2 年からの町名。陽東 4 丁目は平成 9

年からの町名。陽東 5～8丁目は平成 10年からの町名。 

東峰町
ひがしみねまち

 

（東峰西、東峰中

東、東峰中三） 

昭和 29年からの町名。もとは平石村石井の一部。 

※参考資料 『角川日本地名大辞典９ 栃木県』角川書店 1984年 

『宇都宮例規類集（1）』宇都宮市（平成 30年 4 月 1日内容現在） 

 

 

３ 自然 

（１）地形・地質 

陽東地区は，宇都宮東部台地に位置している。 

この台地は田川の宇都宮駅以東,鬼怒川東岸の宝積寺面までの台地の総称
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で，大別して，西側のより低位な田原台地と，東側の岡本台地及び清原台地

に分けられる。 

田原台地は用水の利用で江戸時代から水田化された。田原台地の表層は田

原ロームに覆われ，岡本台地の表層部には台地礫層の上に宝木ロームと田原

ロームが重なっている。清原台地の下部は厚い砂礫層があるが，その上に田

原・宝木・宝積寺の各ロームが堆積している。 

 

（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）河川 

地区内には，奈坪川，山下川，越戸川が流れている。 

・奈坪川 … 一級河川（国・県の管理） 

・山下川 … 準用河川（市の管理） 

・越戸川 … 準用河川（市の管理） 

 

（４）樹木 

  ・該当なし 

 

※参考資料 『宇都宮市史 原始・古代編』宇都宮市 1979年 

『宇都宮市自然環境基礎調査報告書 

 平成 21・22年度（概要版）』宇都宮市 2011年 

『宇都宮市河川図』宇都宮市 2014年  

『宇都宮の名木』宇都宮市 1981年 

宇都宮市ホームページ「市内を流れる河川」  

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

kurashi/kotsu/kasen/1006160.html） 

最終確認日 2020年 3月 12日 
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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 陽東地域コミュニティセンター 陽東 2丁目 16-36（陽東小学校内） 

 

  ・陽東地域コミュニティセンター   

所在地 陽東 2丁目 16-36（陽東小学校内） 

      建  物    鉄骨造 2階建 

建物本体面積 : 560㎡（子どもの家を含む） 

      施  設    会議室 4室，調理室，コミュニティホール， 

事務室，子どもの家 

      沿  革    昭和 51年 4 月 1日  東公民館陽東分館設置 

              昭和 55年 8 月 25日 建物を改築 

              平成 14年 4 月 1日  陽東地域コミュニティ 

センターに名称変更 

              平成 29年 3 月 25日 現在の建物に改築 

 

※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「陽東地域コミュニティセンター」 

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

o/community/1006253.html）最終確認日 2020 年 3月 12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 
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（ｲ）管轄交番 

【中久保 1～2 丁目，陽東 4 丁目，陽東 5 丁目の一部（1～29），陽東 6 丁目

の一部（3～4）】 

・泉が丘交番  所在地 泉が丘 1丁目 1番 1号 

 

【陽東 1～3丁目，陽東 5丁目の一部（30～33），陽東 6丁目の一部（1～2・

5～6），陽東 7～８丁目】 

・石井町交番  所在地 石井町 2804番地 

 

【陽東 5丁目の一部（30-21），平出町】 

・平出町駐在所  所在地 平出町 376番地 4 

 

【東峰町】 

・平松町交番  所在地 城東 2丁目 27番 18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 3 月 12日 

 

ウ 消防 

   ・該当なし 

 

エ 公園・緑地 

 名  称 所在地 種 別 面 積 

1 泉が丘東せせらぎ公園 中久保 1丁目 街区公園 122㎡ 

2 桜台 1号児童公園 陽東 8丁目 街区公園 473㎡ 

3 桜台 2号児童公園 陽東 8丁目 街区公園 252.41㎡ 

4 桜台 3号公園 陽東 8丁目 街区公園 96.4㎡ 

5 ちとせ児童公園 陽東 2丁目 街区公園 5902㎡ 

6 中久保児童公園 中久保 1丁目 街区公園 1555.68㎡ 

7 東中久保児童公園 陽東 5丁目 街区公園 1127㎡ 
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8 平出児童公園 陽東 5丁目 街区公園 608.91㎡ 

9 陽東 5丁目公園 陽東 5丁目 街区公園 188㎡ 

10 陽東 7丁目公園 陽東 7丁目 街区公園 100㎡ 

11 陽東桜が丘公園 陽東 1丁目 街区公園 139㎡ 

12 陽東桜が丘パイン公園 陽東 6丁目 街区公園 2113.43㎡ 

13 陽東桜が丘ひかり公園 陽東 6丁目 街区公園 472.1㎡ 

14 陽東桜が丘ふれあい公園 陽東 6丁目 街区公園 422.36㎡ 

 ※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  

 ・陽東小学校  所在地 陽東 2丁目 16－36 

    通常学級数：17 特別支援学級数：3 児童数：473 

    沿  革 ： 昭和 51年 宇都宮市立峰小学校より分離開校 

                 平成 元年  プール新設工事完了 

                 平成 4年 新校舎完成 

                 平成 18年 体育館落成 

                 平成 27年 創立 40 周年記念式典挙行 

 

※参考資料 陽東小学校ホームページ「学校沿革」 

（ http://www.ueis.ed.jp/school/yoto/?page_id=39） 

最終確認日 2020年 3月 12日 

 

イ 中学校 

・該当なし 

 

 ウ 高等学校 

・該当なし 

 

 エ 幼稚園等 

・認定こども園 さくらが丘  所在地 陽東 1－14－1 
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    学級数：18学級  

（年長 5学級，年中 4学級，年少 5学級，満 3 歳児 1学級，  

2歳児 1学級，1歳児 1学級，0歳児 1学級） 

利用定員数：490名 

 

※参考資料 『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」

No.22』宇都宮地区幼稚園連合会 2019年 

 

オ その他の学校 

  ・宇都宮大学工学部 所在地 陽東 7-1-2 

     ※沿革は，宇都宮大学の沿革に含む（峰地域データブック所収）。 

 

（３）医療機関 

診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 猪岡内科 陽東 4-1-2 内科 

2 片山医院 東峰町 3008-21 内科，小児科 

3 さくら・ら心療内科 陽東 6-13-16 
心療内科，内科，

精神科，神経内科 

4 耳鼻咽喉科 長田クリニック 陽東 3-24-27 耳鼻いんこう科 

5 根本外科胃腸科医院 陽東 4-17-10 
外科，胃腸科，整

形外科，皮膚科 

6 ベルモールなかまる眼科 
陽東 6-2-1 

ベルモール 2階 
眼科 

7 みやの杜クリニック 陽東 2-4-5 
内科，消化器科，

小児科，外科 

8 村田整形外科医院 陽東 1-10-5 

外科，整形外科，

リウマチ科，リハ

ビリテーション科 

9 
養護老人ホーム アオーラ而

今医務室 
陽東 3-15-12 

内科，呼吸器科，

アレルギー科 
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歯科診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 あんどう歯科クリニック 中久保 2-12-21 歯科 

2 おおねだ歯科医院 陽東 6-13-1 

歯科，矯正歯科，

小児歯科，歯科口

腔外科 

3 熊倉歯科クリニック 陽東 2-16-18 

歯科，小児歯科，

歯科口腔外科，矯

正歯科 

4 桜ケ丘デンタルクリニック 
陽東 6-2-1 

ベルモール 2階 

歯科，歯科口腔外

科，小児歯科，矯

正歯科 

5 高橋歯科医院 陽東 6-1-10 
歯科，小児歯科，

歯科口腔外科 

6 たんぽぽ歯科 陽東 7-2-8 

歯科，矯正歯科，

小児歯科，歯科口

腔外科 

7 林デンタルオフィス 陽東 3-26-7 

歯科，矯正歯科，

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 

養護老人ホーム 

 名  称 所在地 

1 養護老人ホーム アオーラ而今 陽東 3丁目 15-12 

 

車いす等の貸出 

 名  称 所在地 

1 ふれあい荘 陽東 2丁目 3-1 
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老人福祉センター 

 名  称 所在地 

1 ふれあい荘 陽東 2丁目 3-1 

 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 

 名  称 所在地 

1 ケアハウス アオーラ而今 陽東 3丁目 15-15 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

 名  称 所在地 

1 トレモンテ陽東 陽東 2丁目 14-4 

 

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みやの杜 陽東 2丁目 4番 5号 

※参考資料 『高齢者サービスのしおり 2019』宇都宮市 2019年 

 

イ 障がい者施設 

（ｱ）障がい福祉サービス 

居宅介護（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 ハッピーライフめばえ 陽東 1-4-3 

2 居宅事業部 Living up（同行援護休止中） 陽東 1-2-11 

メゾン陽東 105 

 

就労継続支援（Ａ型） 

 名  称 所在地 

1 就労継続支援 A型事業所どんぐり 中久保 2-6-29 
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（ｲ）地域生活支援事業 

 移動支援事業 

 名  称 所在地 

1 ハッピーライフめばえ 陽東 1-4-3 

2 株式会社 Living up 陽東 1-2-11 

メゾン陽東 105 

 

（ｳ）障がい児施設 

 放課後等デイサービス 

 名  称 所在地 

1 めばえ 陽東 1-4-3 

※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 

訪問看護 

 名  称 所在地 

1 訪問看護ステーション みやの杜 陽東 2-4-5 

 

訪問リハビリテーション 

 名  称 所在地 

1 みやの杜クリニック 陽東 2-4-5 

 

特定施設入居生活介護（ケアハウス等） 

 名  称 所在地 

1 養護老人ホーム アオーラ而今 陽東 3-15-12 

2 ケアハウス アオーラ而今 陽東 3-15-15 

 

福祉用具貸与 

 名  称 所在地 

1 じがみケアサポート 陽東 3-18-10 
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福祉用具販売 

 名  称 所在地 

1 じがみケアサポート 陽東 3-18-10 

 

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 なのはな陽東 陽東 1-12-14 

 

地域密着型通所介護（定員１８人以下） 

 名  称 所在地 

1 リハビリデイサービスえがお陽東店 陽東 6-4-8 

※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/ 

hokennenkin/kaigo/service/1003828.html） 

最終確認日 2020年 3月 12日 

 

エ 保育施設 

保育所 

 名  称 所在地 種別 

1 ようとう保育園 陽東3丁目15-27 私立保育所 

2 冨山家庭的保育所 陽東 3丁目 家庭的保育事業 

※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 12日 

 

子どもの家 

 小学校名 愛 称 施設の場所 

1 陽東小 あずま児童会 陽東地域コミュニティセン

ター1階 

※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）金融機関等 

郵便局 

  名  称 所在地 

1 宇都宮岡台郵便局 陽東 7-2-19 

 

銀行 

  名  称 所在地 

1 足利銀行宇都宮東支店 陽東 6-4-17 

2 栃木銀行陽東桜が丘支店 陽東 6-12-20 

3 烏山信用金庫平出支店 陽東 4-8-30 

※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 12 日 

 

（６）その他の施設 

・栃木ＳＣ宇都宮フィールド（市サッカー場）  所在地 中久保 2丁目 1-25 

   敷地面積  21,888㎡ 

   施設概要  メイン・グラウンド 9,520㎡（人工芝） 

         サブ・グラウンド 2,174㎡（野芝） 

   収容定員  2,441人（メイン 441人，土塁 2,000人） 

  開 設   昭和 54年 8月 

 

※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 

権現神社 例祭 

（陽東 8丁目） 

例祭 4月（春日待），9月（風祭），11月（秋日待）。特

に 9月の風祭では風害（台風）除けの祈願が行われる。

神社の場所は陽東にあるが，祭りは山下自治会（平石

地区）の人々により行われる。 

※参考資料 『栃木県神社誌』栃木県神社庁 1964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 

・該当なし 

 

 

６ 文化財 

・該当なし 

 

 

７ 産業 

かつては畑，果樹園，林等が多かったが，近年開発が進んで商業地化・住宅

地化が進んでいる。シンガー日鋼株式会社が 2000年に解散し，跡地にはショッ

ピングモールであるベルモール（所在地 陽東 6丁目 2-1）がオープンした（2004

年 10月）。映画館やフィットネスジム，温泉施設等からなる複合施設である。 

 

※参考資料 『角川日本地名大辞典９ 栃木県』角川書店 1984年 

株式会社ハッピージャパンホームページ「シンガーの歴史」 

            （http://singer.happyjpn.com/naruhodo/history/） 

最終確認日 2020年 3月 12日 

   「規模は北関東最大級／商業施設ベルモール／団塊ジュニア 客層に／ 

差別化図り対抗へ／中心部商店街／宇都宮にきょう開業」 

下野新聞 2004年 10月 5日 18面 
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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 

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 

（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 ベルモール前 
駅東口 1・4 

駅西口 14 
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90 宇都宮東武 宇大前 ベルモール前  

駅西口 14 

駅東口 1 

 

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・峰小・御幸交番前・東町・

竹林十文字 

宇都宮駅東口

（循環） 

駅西口 14・15 

駅東口 1・3 

101 宇都宮東武 宇大前・平松本町先回り 
宇都宮駅東口

（循環） 

駅西口 14・15 

駅東口 1・4 
102 宇都宮東武 宇大前・平松本町・東高校 

宇都宮駅東口

（循環） 

103 宇都宮東武 宇大前・東峯町咲き回り 
宇都宮駅東口

（循環） 

104 西原車庫 宇大前・鐺山・石法寺 真岡 
駅西口 14 

駅東口 1・4 105 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 

駅西口 14 

駅東口 1 

107 宇都宮東武 宇大前・鐺山・亀山 真岡 

108 宇都宮東武 宇大前・鐺山・井頭一万人プール 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 

111 宇都宮東武 
宇大前・ベルモール・鐺山・橋場・

七井 
益子駅 

112 宇都宮東武 宇大前・鐺山・ 海星学院 

121 宇都宮駅東口 新道 ベルモール前 駅東口 4 

 

イ ＪＲバス 

バス

番号 
起終点 経過地 起終点 

宇都宮駅 

バス乗場 

1 東武駅前 宇大前 ベルモール  

 

駅西口 

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・光が丘入口 ※下りのみ 
芳賀バス 

ターミナル 

4 宇都宮駅 
清陵高校・光が丘入口・とちぎ産業

創造プラザ ※下りのみ 

芳賀バス 

ターミナル 
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5 東武駅前 
清陵高校入口・光が丘入口 ※上り

のみ 

芳賀バス 

ターミナル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅西口 

3・4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 作新学院前 清陵高校・光が丘入口 
芳賀バス 

ターミナル 

7 作新学院前 清陵高校入口・光が丘入口 
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・光が丘

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・光が丘

入口・芳賀バスターミナル 
芳賀町役場 

10 作新学院前 
清陵高校入口・光が丘入口・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・光が丘

入口・芳賀バスターミナル 
芳賀町役場 

12 東武駅前 
清陵高校入口・光が丘入口・芳賀バ

スターミナル 
芳賀町役場 

13 
芳賀バス 

ターミナル 
光が丘入口・清陵高校 ※上りのみ 東武駅前 

14 
芳賀バス 

ターミナル 

光が丘入口・清陵高校・とちぎ産業

創造プラザ ※上りのみ 
作新学院前 

16 芳賀町役場 
芳賀バスターミナル・光が丘入口・

清陵高校 ※上りのみ 
作新学院前 

17 芳賀町役場 
芳賀バスターミナル・光が丘入口・

清陵高校 ※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 
ツインリンクもてぎ・市貝小・道場

宿 ※休日上りのみ 
作新学院前 

24 芳賀町役場 
光が丘入口・清陵高校入口・宇大前 

※上りのみ 
宇都宮駅東口 駅東口 4 

 

（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
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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 

『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 
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【参考】 宇都宮市全体から見た陽東地区の状況 

（１）陽東地区のデータ 

・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 陽東地区 
陽東地区の順位 

（全 39 地区） 

・人口 521,906 10,115 19 

・世帯数 229,011 4,721 20 

・面積（㎢） 417.38 2.256 19 

・人口密度 

（１㎢あたり） 
1,250 4,485 22 

・年少人口構成率 13.85 14.29 13 

・生産年齢構成率 62.61 63.94 9 

・高齢者人口構成率 23.53 21.73 29 

・人口増加数 15,118 344 13 

 人口増加率(％) 2.98 3.52 14 

・世帯増加数 19,117 413 15 

 世帯増加率(％) 9.11 9.58 14 

※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 平石地区 
平石地区の順位 

（全 16 地区） 

・出生数 4,653   276 9 

・死亡数 4,733 288 5 

・自然増人数 -80   -12 8 

・転入者数 32,612 2,089 8 

・転出者数 32,084 2,245 5 

・社会増数 528 -156 15 

・人口増加数 448 -168 14 

※陽東地区は平石地区に含まれ，陽東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 

平石地区 

（全 16地区） 
6,795 5,348 995 993 

 ※陽東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 15 位 

地区名 河内 瑞穂野 雀宮 平石 

核家族率 

（全 16地区） 
66.0% 65.5% 63.0% 50.6% 

 ※陽東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 

陽東地区の 

高齢者人口比 
21.7%    

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 

11 平石 7.39  13 平石 7.41 

 ※陽東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 

14 平石  7,058 52.6 

 宇都宮市全体 129,072 59.4 

               ※陽東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 

                ※陽東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 

平石地区 427 1324 51,322 4,913 113 56,348 

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

                      ※陽東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，陽東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 

平石 468 182 286 5,294 2,195 3,099 312,198 242,994 69,204 82,561 

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（Ｈ26 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 

平石地区 1,418  14,627 

宇都宮市 21,906 241,408 

※平成 28年 6月 1日現在，陽東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 

平石地区 40 955 10,475 4,884 202 

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），陽東地区のみの統計はなし 

 

 


