
しもつけ
しってる

 ?あなたのぴったり

見つけてみてね!

下野市
欲張りなあなたに、ちょうどいい街

Do you know the city Shimotsuke ?



Let's Start Easy Life in Shimotsuke

Shimotsuke Profile

□しもつけって、どんなとこ？ □しもつけの特色は？□しもつけって、どんなとこ？ □しもつけの特色は？
◉鉄道・高速道路・国道など交通の便がよく、
　渋滞知らずで東西南北どこへでもお出かけラクラク。

◉宇都宮市・小山市に隣接し、大型ショッピング
　モールなどへのアクセスも抜群。

◉住宅地や生活に必要な施設が３つの駅周辺に
　コンパクトにまとまっており、利便性が高い。

栃木県

下野市

◉栃木県の中で南に位置するため、天候も安定し
　冬でも積雪はほとんどなし。

◉一番高いのが古墳といえるほど平坦な地形なので、
　災害が少なく安心。

◉田園が多く、夏は暑さを緩和。夕立が涼しさを
　もたらしてくれる。

◉古代東国、下野之国における仏教文化の中心地と
　して栄えたことが市の名前の由来。

◉ドイツのディーツヘルツタール市
　との国際交流は昭和４１年から　
　続いている。

下野市観光大使　瓜田瑠梨

0 2



1.「下野市庁舎」では多くの市民が楽しむイベントが開かれている。2.郊外では田園が広がり、秋
にはおいしいお米が収穫される。3.「三王山ふれあい公園」ではバーベキューが楽しめる。4.鉄道
好きにはたまらない「JR小山車両センター」での風景。5.「自治医科大学付属病院」をはじめ、医
療施設が充実。6.毎日、多くの買い物客で賑わう「道の駅しもつけ」。7.子育て支援施設が多いの
も下野市の特徴。8.桜並木と菜の花が広がる「姿川アメニティパーク」。

下野市観光大使　カンピくん
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□しもつけのくらしは？□
◉鉄道・高速道路・国道など交通の便がよく、
　渋滞知らずで東西南北どこへでもお出かけラクラク。

◉宇都宮市・小山市に隣接し、大型ショッピング
　モールなどへのアクセスも抜群。

◉住宅地や生活に必要な施設が３つの駅周辺に
　コンパクトにまとまっており、利便性が高い。

◉市内全域に光ケーブル布設され、インターネットも
　サクサク利用できる。

◉テレビ局はもちろんラジオチャンネルも首都圏と同じ。
　さらにローカルテレビやラジオも視聴できるので、
　チャンネル数が豊富です！

◉おしゃれなカフェやレストランなどクオリティの高い
　隠れた名店が数多く点在。

◉様々な新鮮野菜も気軽に安く手に入る。

◉ファミリーやペット連れにうれしい、ふらっと
　立ち寄るにちょうどよい規模の公園が多い。

◉ゆとりある環境と人数の学校が多く、のびのびと　
　学ぶことができる。

◉駅近くでも、家賃が全体的にリーズナブル。

◉親子で楽しめる地域イベントやスポーツ施設が
　盛りだくさん。

◉おおらかな市民が多く、転勤ファミリーにも
　ほどよい距離感でおつきあい。

◉自治医科大学付属病院はじめ病院や福祉施設が
　多く、医療・福祉・教育関係に従事する方が
　非常に多い。

アクセス

歴史文化

医療関係

新鮮野菜

児童施設

グルメ

都市公園

物価が安い
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“アクセスの良さ”がちょうどいい
だ か  ら

コンパクトな街ながら
JR の駅が３つもある

小金井駅は始発が多く、
座りながらの楽々通勤も
可能です。東京や新宿へ
は乗り換えもなく便利！
駅周辺に市街地があり、
駅前駐車場は１日500円
以下！

国道やバイパスがあり
車での移動も便利！

国道４号線・新国道４号
バイパス・国道352号線
などの幹線道路が東西南
北に走り、車での通勤や
休日のおでかけも便利で
ラクラク！

高速道路 • 北関東自動
車道のインターが近い！

北関東自動車道は、東西
南北どこへでも移動しや
すい高速道路です。海や
山などのレジャーはもち
ろん、東京や横浜などへ
のアクセスだってOK。

有名観光地まで
自由自在

高速道路を利用すれば、
茨城の海や那須高原、群
馬の温泉地まで約１時間
で到着！移動時間が短い
分、思いっきり観光を楽
しむことができます。

Column

通勤、通学に便利！
始発でゆったり乗車

駅周辺に住宅地が近接し
ているので、駅まで数分
の距離に住むことも可能。
小金井駅始発電車で座り
ながら優雅に通勤…、そ
んなゆとりがもてるの
も下野市ならではです。

あなたにとって

ちょうどいい

[ 下野市 ]

平日はラクラク通勤。休日は観光地に遊びに行きたい！01

Easy Life in Shimotsuke

コンパクトな街ながら
JR の駅が３つもある

小金井駅は始発が多く、

国道やバイパスがあり
車での移動も便利！

高速道路 • 北関東自動
車道のインターが近い！

0 4



“住みやすさ”がちょうどいい
だ か  ら

すぐ近くに
のどかな自然がある

大都市でも観光地でもな
い下野市は、渋滞やゴミ
問題の心配もなし！田畑
や雑木林など自然豊かな
環境が広がり、カブトム
シやクワガタなども生息。

スーパーやコンビニ、
商業施設が充実

生活に必須のスーパーや
コンビニが多くて便利！
近隣には大型ショッピン
グモールもあり、車を少
し走らせれば、いつでも
気軽に利用できます。

豊かな暮らしで
安心の毎日

県都「宇都宮市」と、人
口第２位の工業都市「小
山市」に隣接。大企業や
優良企業も多く働きやす
い環境が整っています。
医療や福祉も充実し安心。

古代から人が集まる
のは住みやすさの証！

下野市内には、甲塚古墳
や下野国分寺跡、尼寺跡、
下野薬師寺跡など国指定
の重要史跡が数多く残り、
古来から東国の政治・文
化・仏教の中心であった
ことが分かります。

土地が安く、理想の
住まいも現実に！

土地の値段が比較的安い
ので、広い庭のある理想
のマイホームだって夢で
はありません。実際に下
野市に住む人は、持ち家
が圧倒的に多いのです。

Column

あなたにとって

ちょうどいい

[ 下野市 ]

自然豊かな田舎に住みたいけど、不便なところはイヤ！02

Easy Life in Shimotsuke

すぐ近くに
のどかな自然がある

大都市でも観光地でもな

スーパーやコンビニ、
商業施設が充実

豊かな暮らしで
安心の毎日
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Column

だ  か  ら

あなたにとって

ちょうどいい

[ 下野市 ]

子どもが最優先！ 子育てしやすい環境じゃなきゃダメ！

“子育て世代”にちょうどいい

待機児童ゼロ
児童表彰のまち

待機児童ゼロや、中学３
年生まで医療費無料、児
童表彰など、「こどもを
大切にするまち」として
様々な取組を市全体で行
っています。

都市公園などが充実

三王山ふれあい公園や蔓
巻公園などのオートキャ
ンプやバーベキュー施設、
運動公園や身近な都市公
園が充実。しもフェス・
天平の花まつりなど、親
子で楽しめるイベントも
盛りだくさんです。

教育に力が入っている

かつて、僧侶の学校「下
野薬師寺」があった下野
市は、今でもお医者さん
の学校「自治医科大学」
や県内有数の進学校があ
り、しっかり学べる環境が
伝統的に息づいています。

子育て支援施設や
教育施設が多い

児童館が５カ所、子育て
支援センターが３カ所と
子育て世代をサポートす
る施設が充実！教育施設
や学習塾も多いので、日
々の送迎もラクラク。

ママパパリフレッシュ
利用券

がんばるパパやママに自
由な時間をプレゼント！
美容院や冠婚葬祭、通院
など、お子様を一時的に
預けたい時に利用できる、
保育サービス券を贈呈し
ています。

03

Easy Life in Shimotsuke

待機児童ゼロ
児童表彰のまち

都市公園などが充実

教育に力が入っている
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Column

だ  か  ら

あなたにとって

ちょうどいい

[ 下野市 ]

住み続けるなら、老後まで安心して暮らせる街がいい！

“安心・安全”がちょうどいい

自治医大をはじめ
病院、医療が充実

人口１人当たりの医師数
は全国トップクラス。病
院や薬局、歯医者の数が
多く、もしもの時も安
心！多様な福祉サービス
が受けられる施設も揃う。

災害 • 犯罪が少ない

平らな地形で、昔から災
害が少ない地域です。JR

宇都宮貨物ターミナルが
あることからも、地盤が
安定し、安全な街である
ことが分かります。

食の安全が
確保されている

かんぴょうの生産日本
一！ほうれん草・ごぼう
・スイートコーンは県内
１位。地元産の安心で新
鮮な食材が、直売所や道
の駅で安く購入できます。

「医者通り」なんて
呼ばれるところも！?

“医者通り”と呼ばれる
ほど、道の両側には病院
がずらりと並んでいます。
いつでも安心して医療を
受けられる環境は、なん
とも心強い！

下野市のおいしさが
満載「しもつけ丼」

“とちぎ元気グルメ選手
権”で初代グランプリを
獲得した「しもつけ丼」。
下野市産のごぼうや人参、
鶏肉、かんぴょうが絶妙
にマッチする絶品丼です。

04

Easy Life in Shimotsuke

“安心・安全”がちょうどいい

自治医大をはじめ
病院、医療が充実

災害 • 犯罪が少ない

食の安全が
確保されている
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歴史

天平の丘公園

グリムの森

H

T

G

History

Tenpyo no oka Park

Grimm Forest

　下野市は古代東国地方の仏教・文化の中心として
繁栄したことから、日本三戒壇の一つの薬師寺跡や下
野国分寺跡、下野国分尼寺跡、甲塚古墳出土埴輪
群など重要な国指定文化財が残されています。

多くの史跡が今なお残る
天平文化と古代ロマン感じる街

　しもつけ風土記の丘資料館や尼寺跡公園もあり、
史跡と自然を満喫できる公園です。桜の名所としても
知られ「天平の花まつり」では、多くの観光客で賑わ
います。「天平の芋煮会」も秋の風物詩となっています。

八重桜が咲き誇る春は圧巻の美しさ！
自然と歴史が調和した憩いの公園

　ドイツの姉妹都市との交流から誕生した施設です。
噴水のある公園内には、ドイツの建築物をモチーフにし
た「グリムの館」があり、グリム兄弟の資料も展示。  

12月のイルミネーションでは光輝く世界が楽しめます。

メルヘンなグリム童話の世界へ
幻想的なイルミネーションも人気

今度の休日は下野市で楽しんじゃおう！
歴史あり、自然あり、おいしい特産物に個性的なグルメあり！
そんな楽しさがギュッと凝縮する「下野市」の魅力をピックアップ。
“気ままに過ごせるから楽しい”そんな休日へ出かけてみませんか。

わく
わく
が

いっ
ぱい
だね
！
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グルメ

イベント

野菜

下野ブランド

G

E

V

B

Gourmet

Local Event 

Fresh Vegitable

Brand of Shimotsuke

　行列待ちの人気ラーメン店から、本格イタリアン、
パティスリー、カフェ、老舗食堂まで、様々なジャンル
で高い支持を持つ名店が多い街です。最新グルメから
昔ながらの味まで、注目度高い“食”がそろっています。

洋食からスイーツ、老舗の味まで
県内外から注目される名店が集結

　農家マルシェや有名飲食店の出店で賑わう「吉田
村まつり」や、子供も楽しめるワークショップが充実し
た「しもつけマーケット」など、地域の人が主催する
イベントが多く、人とのつながりも魅力のひとつです。

週末はのんびりイベントやマルシェへ
地域の輪が作りだす“楽しさ”が満載！

　地元農家の野菜をリーズナブルに購入できる直売所
が多く、気軽に新鮮野菜が手に入ります。バイパス沿
いにある「道の駅しもつけ」では、様々な種類の野菜
が並び、連日野菜目当ての来場者で賑わっています。

採れたての野菜がいつでも身近に
田畑多い下野市は新鮮野菜の宝庫です

　生産量日本一の「かんぴょう」を使ったお菓子や、
加工品、伝統工芸や産業技術、地域資源などを「下
野ブランド」として認定しています。隠れた名品も
多く、新たな魅力を発見できます。

下野市の誇れるものが勢ぞろい！
魅力あふれる特産物をブランド発信中
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附属病院附属病院

下野市商工会下野市商工会

面積：74.59㎢
およそ半分が優良な農地、鉄道と国道に沿って
市街地が連なるコンパクトシティ

●髙藤直寿
下野市出身。柔道選手。リオデジ
ャネイロオリンピックで銅メダル獲得。

●落合英二
下野市出身。プロ野球コーチ。現役
時代は、中日の投手として活躍した。

●ザ・たっち
下野市出身。双子のお笑い芸人。
「ちょっと、ちょっとちょっと」で人気。

●山中一馬
県立石橋高校卒。能楽師。国の重要
無形文化財総合指定保持者に認定。

●宇賀地洋子
下野市出身。彫刻家。「サロン・ド・
プランタン賞」を受賞。

●下野 紘
声優。名字と本市の漢字が同じ。多く
のアニメや映画に出演。若者から人気。

輝け
しもつけ
エール大使

人口：60,284人
平成29年8月末日現在

児童一人ひとりの良さをみつけ表彰し児童に自
信と誇りを持たせ、健全な心身の発達を助長。下野市児童表彰条例下野市の

ユニークな取組

下野市の優れた
伝統の技

他にも魅力が
いっぱい

下野市
あれこれ
ランキング

下野市の
誇れる
産業

かんぴょう生産量日本一全国の52.9%を生産

古くから下野市（旧南河内町）、小山市、結城市
において伝統的な手工業で今なお生産されている本場結城紬（ユネスコ無形文化財登録）

絶滅危惧種、サクラソウ科の多年草植物
トウサワトラノオが生息

市内に３駅のほか小山車両センター、宇都宮貨物ターミナルあり。撮り鉄多い
鉄道ファンに魅力のスポットがいっぱい

15～49歳女性人口１万人
あたり産婦人科医師数 第2位
全国 813市生活ガイド. com /平成 28年ウェイブダッシュ

コニシ㈱：住宅用接着剤生産量日本一 ㈱栃澤金型製作所：航空宇宙部品加工

生産年齢人口
の割合64.46% 第3位県

内
市町村別の年齢階級別人口 /平成 27年　栃木県

県内最小
読売新聞平成 27年 3月 8日付　栃木版

出生数
減少率

平均年齢
44歳 第2位県

内
統計指標ふるさとウォッチング /平成27年度版　栃木県

こんなにすごいぞ！！ 

下野市
栃木県下野市の魅力・実力ランキング

コンパクトな街でありながらも、暮らしに直結す

る注目のランキングでは、上位に続々ランク

イン！これを見れば知られざる

「下野市」が丸わかり。

人口1人あたり医師数  第1位
全国 809市区サステナブル都市調査／平成 23年 日本経済新聞社

全
国

人口１万人あたり一般病床数     第12位全国 813市生活ガイド .com/平成 28年ウェイブダッシュ

全
国H26年 SBI

ライフリビング

小児人口１万人あたり
小児科医師数 第4位全

国

第13位日本全国生き残る街
大地震でも生き残る街全国ベスト50／女性自身

全
国

全
国月刊 aene（アイーネ）/平成26年7月号 学研パブリッシング

主婦が幸せに暮らせる街 第26位

全
国

トップ納税義務者１人あたりの
課税対象所得3,547千円
平成27年度市町村税課税状況等の調査　総務省

県
内第1位将来負担

比率
-67.6%

経常収支
比率
80.9%

県
内第1位 市町村普通会計決算・健全化

判断比率等の概要について
平成27年度　栃木県

県
内
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附属病院附属病院

下野市商工会下野市商工会

 Shimotsuke

MAP
気楽にゆったりとした
暮らしが容易に
実現しやすい…
それが
Easy Life しもつけ
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圏央道圏央道

Access to Shimotsuke

し も つ け し

スマートフォン用
QRコード

上野東京ライン
快速80分

湘南新宿ライン
快速76分

JR東北本線
（宇都宮線）3分

JR東北本線
（宇都宮線）4分東京駅 上野駅 小金井駅 石橋駅

新宿駅

JR 

東北
自動車道

東北
自動車道

県道32号
県道44号

県道71号
国道 4号

TOTAL
約100分TOTAL

約100分車 川口JCT 栃木IC

栃木
都賀JCT 壬生 IC

下野市街
（小金井）東京都内

北関東
自動車道

下野市街
（石橋）

下野市では、イベントや移住定住に関する情報、新しく作成したパンフレットなど
を無料でお送りしています。ぜひこちらから簡単なアンケートにお答えください！

もっと下野市のことが知りたい！！

自治
医大駅


