
指定管理施設概要一覧

施設名 所在地 分類 部局名 指定管理者 施設の位置づけ 施設概要

1栃木県民ゴルフ場
高根沢町大字宝積寺
828

①レクリエー
ション・スポー
ツ施設

企業局
栃木県造園建設業協同組
合

　鬼怒川の河川敷を利用して「水との出会い」をテー
マに整備された都市計画法上の運動公園であり、鬼
怒グリーンパークを併設している。

①敷地総面積：71.5ha
   建物敷地面積：1.7ha　コース面積：69.8ha
②建物
　 クラブハウス：１棟　延床面積：979.45㎡
　 その他：管理棟、カート用テント、スタート管理棟　等
③コース
　 18ホール、パー72、6,609ヤード

2栃木県体育館 宇都宮市中戸祭1-6-3
①レクリエー
ション・スポー
ツ施設

教育委員会
公益財団法人栃木県体育
協会

　県内の中核体育施設としての役割を担っており、地
域スポーツから全国レベルの大会まで幅広い利用を
促進し、スポーツの普及振興を図り、県民の健全な
心身の発達に寄与するために設置された施設。

①敷地面積：33,688㎡
②本館     延床面積 6,069㎡   競技場面積　1,796㎡　　観客席
1,920席
③別館     延床面積 1,154㎡   競技場面積  457㎡
④プール館 大プール（７コース） 25ｍ×16ｍ　　小プール  15m
×10ｍ
⑤武道場   延床面積 2,092㎡   道場面積　829㎡
⑥弓道場   延床面積  463㎡  近的（８人立ち）131㎡　 遠的（６
人立ち）182㎡
⑦その他の施設　会議室

3
栃木県立日光霧降
アイスアリーナ

日光市所野2854番地
先

①レクリエー
ション・スポー
ツ施設

教育委員会 日光市

　スケート競技の振興や競技力の向上、健康の増進
や体力の向上を目的として平成４年に開場した施設
であり、全国でも数少ない通年型屋内スケートリンク
である。
　製氷管理システムと空調設備を完備し、真夏の暑
い時期でも優れた氷質と最適のコンディションを提供
することができる。
　また、国際競技規格のリンクであり、冬季国体やア
イスホッケー日本リーグ等各種大会で使用されてい
る。

①敷地面積：13,917㎡、延床面積：6,073㎡
②屋内リンク　30m×60m　　観客席   2,000席
③その他：電光掲示板、会議室

4
栃木県グリーンスタ
ジアム

宇都宮市清原工業団
地32番

①レクリエー
ション・スポー
ツ施設

教育委員会
北関東綜合警備保障株式
会社

　「県民ひとり１スポーツ」の定着化と、ニーズに沿っ
たスポーツ施設の整備充実を図るなかで、全国的規
模の大会や国際大会が開催可能なサッカー・ラグ
ビー場として平成５年に開場。

①敷地面積：93,820㎡、延床面積：7,045㎡
②観客席：15,589席
③メイングラウンド：11,304㎡
④サブグラウンド：9,750㎡
⑤その他：会議室
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5
栃木県立県南体育
館

小山市外城371-1
①レクリエー
ション・スポー
ツ施設

教育委員会 小山市

　健康・体力づくりや教養文化活動などが行える多様
な機能を持ち、新たなスポーツニーズに応える県南
地域の中核的体育施設として、平成５年に開館。
　国際大会や全国大会の開催も可能な施設であり、
県民総スポーツの推進や県内スポーツの振興、競技
力の向上に大きく寄与している。

①敷地面積：12,533㎡、延床面積： 9,997㎡
②メインアリーナ  競技場面積1,900㎡　　観客席2,020席
③サブアリーナ    競技場面積  735㎡
④柔道場 　　　　 450㎡
⑤剣道場　　　　  540㎡
⑥トレーニング室  276㎡
⑦その他：研修室・幼児体育室

6
栃木県立県北体育
館

大田原市美原3-2-62
①レクリエー
ション・スポー
ツ施設

教育委員会 大田原市

　県民の体育・スポーツ活動の充実と生涯スポーツ
の積極的な推進を目的とし、県北地域における中核
的なスポーツ施設として平成８年に開館。
　国際大会や全国大会開催はもちろんのこと、ス
ポーツサークル活動や健康づくりなど、幅広く利用す
ることができる。
　また、身障者対応運動機器も備えており、身障者
の方々も気軽に利用できる。

①敷地面積：30,975.65㎡、延床面積：9,997.53㎡
②メインアリーナ　競技場面積　2,000㎡　　観客席　2,054席
③サブアリーナ　　競技場面積　 　770㎡
④武道場　　　　　 競技場面積　   992㎡
⑤トレーニング室　　　　　　　　294㎡
⑥その他（研修室、幼児体育室）

7
栃木県立温水プー
ル館

小山市外城371-1
①レクリエー
ション・スポー
ツ施設

教育委員会 小山市

　県内で初めて50mと25mの日本水泳連盟公認の屋
内温水プールを持つ施設であり、平成12年に開館。
　競泳や水球の全国大会等も開催が可能であり、
トップレベルの選手の強化施設として利用されるほ
か、健康の増進や体力の向上、レクリエレーション活
動など、幅広く利用することができる。

①敷地面積：12,168㎡、延床面積：7,494㎡
②50mプール (10コース）　観客席：1,005席
③25mプール (6 コース）
④採暖室
⑤ジャクジー

8栃木県体育館分館 宇都宮市今宮4-7-38
①レクリエー
ション・スポー
ツ施設

教育委員会 環境整備株式会社

　ボクシング競技を中心に、地域スポーツから全国レ
ベルの大会まで幅広く利用を促進し、スポーツの普
及啓発を図り、県民の健全な心身の発達に寄与する
ために設置された施設。

①敷地面積：5,769㎡、延床面積：1,288㎡
②主要施設
　　競技場（ボクシングリング・サンドバッグ常設）、管理室、
　　男・女更衣室（シャワー室）、ステージ　等

9栃木県産業会館 宇都宮市中央3-1-4
②産業振興
施設

産業労働観光部
一般社団法人栃木県産業
会館

　県内商工業の総合的機関として昭和56年に開館。
　関連性の高い商工団体が入居して、利用する商工
業者の利便性を確保するとともに、商工業者の研
修、集会等の場とする会議室を設けて、これからの
商工業振興策の課題である情報の提供や人材の育
成等を推進している。

①敷地面積：2,753.39㎡、建物面積（区分所有面積）：938.66㎡
    １階　喫茶室（事務室）
    ３階　事務室
　　７階　特別会議室
  　８階　大・中会議室、小会議室、ロビー
②構造：鉄骨・鉄筋コンクリート造　地下１階、地上８階
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10
栃木県立宇都宮産
業展示館

宇都宮市元今泉6-1-
37

②産業振興
施設

産業労働観光部

大高商事グループ（（株）大
高商事（代表）、藤井産業
（株）、（株）五光宇都宮店）

　本県の産業を振興し、併せて地域経済の発展に資
することを目的として設置された多目的交流施設で
あり、昭和63年に開館。
　展示会、見本市等の主催、誘致及びこれらの事業
に関連する業界の育成に関する事業を実施してい
る。

①敷地面積：28,453.75㎡、建物面積：7,357.06㎡
②構造：鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造　地下
１階、地上２階
③展示場：大展示場、小展示場、展示ホール
④その他：大会議室、小会議室、特別会議室、屋外展示場、レ
ストラン
⑤駐車場：収容台数　乗用車500台、バス10台

11栃木県防災館 宇都宮市中里町248 ③基盤施設 県民生活部
北関東綜合警備保障株式
会社

　防災教育、研修等の拠点施設として平成４年に開
館し、防災に関する知識や技術を学び、防災に関す
る正しい知識を身に付けることにより地域の防災力
向上を図っている。

①敷地面積：2,956㎡、延床面積：1,238㎡
②構造：鉄骨鉄筋コンクリート造平屋一部２階建
③各体験室（大風、煙、地震及び大雨）、視聴覚室、図書資料
室など

12
栃木県総合運動公
園

宇都宮市西川田4-1-1③基盤施設 県土整備部
公益財団法人栃木県民公
園福祉協会

　宇都宮市中心部の南約９ｋｍに位置する都市計画
法上の運動公園。
　昭和27年度末に32haの規模でオープンし、その
後、昭和55年の「栃の葉国体」の主会場として44haに
拡張された。
　園内は、季節感にあふれた多様な植栽が豊富に施
されており、春の桜・ツツジ、初夏の花菖蒲、秋の紅
葉と四季の変化に富む公園となっている。
　なお、県の地域防災計画上、広域災害対策活動拠
点並びに緊急離着陸場となっている。

①指定管理者による管理面積　40.7ｈａ（とちのきファミリーラン
ドを除く）
②主要な施設
   陸上競技場、補助競技場、硬式野球場、軟式野球場、水泳
場、テニスコート、サッカーラグビー場、相撲場、トレーニングセ
ンター、水生植物園、駐車場　等

13栃木県井頭公園 真岡市下籠谷99 ③基盤施設 県土整備部
公益財団法人栃木県民公
園福祉協会

　真岡市の中心部から北約５kmに位置する都市計
画法上の広域公園。
　93.3haの広大な敷地には、中央部の池を取り囲む
ようにコナラ、アカマツ、クヌギなどの雑木林が広
がっている。
　園内には、水とふれあう一万人プールやボート池、
植物とふれあうバラ園や高山植物館、動物とふれあ
うリスの森、花ちょう遊館、鳥見亭などがある。
　なお、県の地域防災計画上、広域災害対策活動拠
点並びに緊急離着陸場となっている。

① 指定管理者による管理面積　93.3ｈａ
② 主要な施設
    大花壇、子供の森、庭木見本園、花ちょう遊館、花木見本
園、一万人プール、ウメ・モモ園、運動広場、ツツジ・シャクナゲ
園、テニスコート、花菖蒲園、グリーンサロン、自然植物園、駐
車場　等

14
栃木県鬼怒グリーン
パーク

高根沢町宝積寺86-1 ③基盤施設 県土整備部 渡辺建設株式会社

　鬼怒川の河川敷を利用して「水との出会い」をテー
マに整備された都市計画法上の運動公園。
　鬼怒川左岸には下流部に野球場、テニスコート、
ボート池、水上アスレチック等が、県民ゴルフ場をは
さんで上流部に野球・サッカー・ラグビー場等が、右
岸側には、多目的広場、テニスコート等がそれぞれ
整備されている。
　なお、県の地域防災計画上の広域災害対策活動
拠点となっている。

①指定管理者による管理面積　65.0ｈａ（県民ゴルフ場を除く）
②主要な施設
　（宝 積 寺）
　　野球場 、テニスコート、ローラースケート場、水上アスレチッ
ク、ボート池、ちびっ子広場、花畑、駐車場　等
　（上流広場）
　　野球場、サッカー場、ラグビー場　等
　（ふれあい広場）
　　池、芝生広場、駐車場 等
　（白　　沢）
　　テニスコート、野球場、サッカー場、自由広場、花畑、パーク
ゴルフ、駐車場　等
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15栃木県中央公園 宇都宮市睦町2-50 ③基盤施設 県土整備部
栃木県造園建設業協同組
合

　県庁の西約1.5kmの宇都宮市中心部にあり、「水と
緑と文化」をテーマに、県の主要な施設の１つである
県立博物館と併せて整備された都市計画法上の総
合公園。
　４つの池を中心として和洋折衷の廻遊式庭園で構
成された風格のある公園となっている。
　なお、県の地域防災計画上、広域災害対策活動拠
点並びに指定避難場所となっている。

①指定管理者による管理面積　9.5ｈａ（栃木県立博物館を除く）
②主要な施設
   沈床園、カナール、中央広場、ロックガーデン、記念広場、日
本庭園、昭和大池、子供広場、面影広場、駐車場、緑の相談所
等

16
栃木県那須野が原
公園

那須塩原市千本松
801-3

③基盤施設 県土整備部
公益財団法人栃木県民公
園福祉協会

　那須連山に連なる広大な那須野が原に位置し、ア
カマツ、クヌギ、コナラ等の樹林に囲まれた、都市計
画法上の広域公園である。
　園内は「緑とやすらぎのゾーン」、「健康スポーツ
ゾーン」、「郷土と文化のゾーン」の３つのゾーンから
なり、はらっぱ、冒険の森、那須野が原を一望できる
サンサンタワー、オートキャンプ場等がある。
　なお、県の地域防災計画上、広域災害対策活動拠
点となっている。

①指定管理者による管理面積  56.9ｈａ（ファミリープールを除
く。）
②主要な施設
　　花の丘、展望の丘、わんぱく広場、サンサンタワー、そりあ
そび広場、駐車場、はらっぱ、冒険の森、あづまや、テニスコー
ト、風車、オートキャンプ場　等

17
栃木県みかも山公
園

岩舟町大字下津原
1747-1

③基盤施設 県土整備部
公益財団法人栃木県民公
園福祉協会

　関東平野の北部に位置する三毳山の一部を利用
した公園で、都市計画法上の広域公園である。
　アカマツ、コナラ、クヌギ等の樹林に囲まれ、早春
には、さまざまな山野草が開花し、四季折々の表情
豊かな公園であり、山歩きが楽しめる冒険の森や子
供たちがのびのびと遊べる施設が整備されたわんぱ
く広場、ハーブ園等がある。
　なお、県の地域防災計画上、広域災害対策活動拠
点となっている。

①指定管理者による管理面積　165.9ｈａ
②主要な施設
　 三毳庭園、フラワートレイン、冒険砦、わんぱく広場、富士見
台、かたくりの園、あずまいちげの園、ローラースライダー、
チューブスライダー、湿生自然植物園、みかもハーブ園、香楽
亭、駐車場　等

18
栃木県日光田母沢
御用邸記念公園

日光市本町8-27 ③基盤施設 県土整備部
公益財団法人栃木県民公
園福祉協会

　日光二社一寺に近接した都市公園法上の地区公
園。大正天皇（当時は皇太子）のご静養地として造営
された明治32年に明治、大正と三つの時代にまたが
る木造建築で、現存する明治・大正期の御用邸の中
で最大規模のもの。
　平成15年12月に国指定重要文化財として指定され
ている。

①指定管理者による管理面積　3.9ｈａ
②主要な施設
   御用邸本邸、南庭・導入庭、中坪、休憩園地、駐車場　等

19
栃木県日光だいや
川公園

日光市瀬川844 ③基盤施設 県土整備部
公益財団法人栃木県民公
園福祉協会

　「日光の自然と悠久の歴史・文化へのいざない」を
基本テーマとした都市公園法上の広域公園。日光地
方生活圏における広域レクリエーション活動の拠点
であり、豊かな自然を活かし、水と緑にあふれ、ゆっ
たりとくつろげる空間となっている。
　なお、県の地域防災計画上、広域災害対策活動拠
点となっている。

①指定管理者による管理面積　55.8ｈａ
②主要な施設
　 ひだまり広場、とんぼ池、そよ風広場、チョウの丘、花の並木
道、フィールドアスレチック、オートキャンプ場、駐車場、ニュー
スポーツ広場、管理棟、インフォメーションエリア、だいや体験
館　等
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20
栃木県とちぎわんぱ
く公園

壬生町国谷2273 ③基盤施設 県土整備部
公益財団法人栃木県民公
園福祉協会

　宇都宮市の中心部から南西16kmに位置し、北関東
自動車道壬生PAと隣接する都市計画法上の総合公
園。
　「創造性にあふれ、ゆめ多くやさしく、たくましいこど
もたち」を基本テーマに、「花の街」、「こどもの村」、
「ふしぎの森」、「風の谷」、「みどりの丘」の５つのエリ
アを通して、夢を育み、冒険を体験できる公園として
整備されている。
　なお、県の地域防災計画上の広域災害対策活動
拠点となっている。

①指定管理者による管理面積　37.2ｈａ
②主要な施設
　 花の街、こどもの村、ふしぎの森、わんぱくトレイン、風の谷、
みどりの丘、駐車場

21
栃木県交通安全教
育センター

鹿沼市石川681番地栃
木県運転免許センター
敷地内

③基盤施設 警察本部
一般財団法人栃木県交通
安全協会

　参加体験型の実践的な安全教育を通じて県民の
交通安全意識の醸成を図ることを目的とした施設で
あり、交通教育館及び安全運転コースからなる施
設。
　交通教育館（平成７年開館）は、子どもから高齢者
まで幅広い県民を対象に、生涯にわたる交通安全教
育の拠点として、ドライブシミュレーションや運転適正
診断などにより交通安全知識の普及を図る体験型
交通安全教育施設。
　安全運転コース（平成10年設置）は、四輪車、二輪
車のドライバーが、気象条件や道路環境等によって
起こる様々な危険を実際に体験することにより、日常
の運転に不可欠な予知判断能力と事故回避能力を
学ぶことができる施設。

【交通教育館】
①敷地面積：7,740㎡、建物面積：1,680㎡
②模擬運転シミュレーシ　ョン装置、運転適性器材、未来の交
通体験（SRV）等12種24台
③交通安全シアター（50人収容）
④資料館　パトカー、白バイ等の展示
【安全運転コース】
①管理棟：360㎡　安全運転コース：32,500㎡（うち自転車広場
3,580㎡）
②悪天候コース、悪路コース、逆バンクコース、夜間蒸発現象
コース、模擬市街路コース、スキットパンコース
③自転車広場：自転車の点検、基本走行訓練  等

22
栃木県立日光自然
博物館

④文教施設 環境森林部

23奥日光地区駐車場 ③基盤施設 環境森林部

24
栃木県総合文化セ
ンター

宇都宮市本町1-8 ④文教施設 県民生活部
公益財団法人とちぎ未来
づくり財団

　本県の文化振興施策を推進するための中核的施
設として、平成３年に開館し、以来、「文化の鑑賞・発
表機会の提供」、「本県文化を担う人材の育成」、「文
化交流の促進」及び「とちぎ文化の発信」の場となっ
ている。

 ①敷地面積：15,003㎡、建物面積：7,477㎡
 ②構造：鉄骨鉄筋コンクリート造　地下２階、地上３階
 ③ホール棟：メインホール（1,604席）　サブホール（最大600席）
 ④ギャラリー：第１～第４ギャラリー
 ⑤練習室：リハーサル室、音楽練習室、演劇練習室、古典芸
能練習室
 ⑥会議室：特別会議室、第１～第４会議室
 ⑦和室：第１～第２和室
 ⑧その他の施設：情報交流コーナー、レストラン

日光市中宮祠2480-1 株式会社日光自然博物館

　奥日光の情報発信基地として平成３年に開館。
　最新の自然情報や奥日光の観光情報、その他
様々な情報を提供するとともに、奥日光の自然体験
活動の拠点となっている。

①敷地面積：6,725㎡　建物面積：2,725㎡
②研修室：自然情報センター、レクチャールーム
③映像設備：映像ホール（200席、最大315名収容）
④展示室：自然系展示室、人文系展示室、自然ものしりコー
ナー
⑤駐車場（有料）：奥日光地区駐車場４箇所、収容台数518台
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25
とちぎ男女共同参画
センター

宇都宮市野沢町4-1 ④文教施設 県民生活部
公益財団法人とちぎ男女
共同参画財団

　男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち
合い、個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に
対等に参画できる社会を目指し、男女共同参画施策
を推進するための拠点施設として平成８年に開館。

①敷地面積：31,000㎡、建物面積：6,800㎡
②構造：鉄筋コンクリート造３階建（一部地下１階）
③駐車場：収容台数230台
④研修室等：ホール、研修室８室、会議室、ＯＡ研修室、和室、
ライフアトリエ、パフォーマンススタジオ、テニスコート

26
とちぎ青少年セン
ター

宇都宮市駒生1-1-6 ④文教施設 県民生活部
一般財団法人栃木県青年
会館

　青少年の交流及び社会参加活動を支援し、青少年
の健全な育成を推進するための施設として平成13年
に開館。
　青少年が自主的活動を展開する際の県域拠点施
設であり、地域づくりの核となって活動するリーダー
の養成、青少年の健全育成に関する情報提供及び
啓発活動の場となっている。

①敷地面積：6,712.66㎡、建物面積：2,448.98㎡
②構造：鉄筋コンクリート造３階建
③駐車場：収容台数２２９台
④研修室等：第１・２・３研修室、和室、調理室、第１・２音楽室、
多目的ホール、宿泊施設

27
栃木県子ども総合
科学館

宇都宮市西川田町567④文教施設 保健福祉部
公益財団法人とちぎ未来
づくり財団

　21世紀を担う子どもたちの科学する心や態度を培
い、心豊かで創造性に富んだ社会人として成長する
ことを願って建設した施設であり、昭和63年に開館。
　展示を中心とした科学及び科学技術の普及啓発施
設としての機能と、健全な遊びを通して心身ともに健
全な子どもの育成を図るための児童厚生施設として
の機能を併せ持つ、総合的な施設として位置づけて
いる。

①敷地面積：177,000 ㎡、建物面積：7,121.79㎡（延床10,000.44
㎡）
②構造：地上２階鉄骨鉄筋コンクリート造
③室内施設：展示場、企画展示室、多目的ホール、学習室、情
報ステーション、プラネタリウム、天文台
④屋外施設：催し広場、ビッグパラソル、第２ビッグパラソル、水
の広場、乗り物広場、遊びの広場、冒険広場、風の広場
⑤駐車場：自動車普通車741台・大型車22台・自転車約200台

28とちぎ花センター 岩舟町下津原1612 ④文教施設 農政部
公益財団法人栃木県農業
振興公社

　本県における花の生産振興と花とのふれあいによ
る心豊かな人づくりを目的に平成４年に開園。
　花の拠点施設として、展示・販売等を通して、県産
花きに関する情報発信や産地・生産者のＰＲを行うと
ともに、県民への園芸知識の普及や花の普及啓発、
消費拡大を図る。

○敷地面積：30,429㎡、施設面積：16棟　6,393㎡
　鑑賞大温室　１棟　2,225㎡
　用土等格納棟　２棟  750㎡
  ホール棟　１棟 603㎡
　展示温室  ２棟 500㎡
  マロニエフラワー館　１棟 352㎡
　生産温室　６棟 1,463㎡
  管理棟　１棟 421㎡
  その他　２棟 79㎡
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29
栃木県なかがわ水
遊園

大田原市佐良土2686 ④文教施設 農政部
公益財団法人栃木県農業
振興公社

　那珂川とその周辺の自然や文化を様々な角度から
紹介し、来訪者が自ら体験しながら学び・楽しむこと
を基本とした水族館機能を持つ施設として平成13年
に開園。
　水族館の他、那珂川沿いの広々とした空間を活用
して水と緑にあふれる多様なアウトドアレクリエーショ
ンの場や那珂川沿川地域の活性化を支援する観点
から地域の産物や産業を活用し、周辺資源と結びつ
いた広域観光拠点となっている。

①敷地面積：249,812.07㎡、総延床面積：7,617.94㎡
②水と緑をテーマにした公園（面積：約25ｈａ）
　　主な施設：芝生広場、お魚ふれあいｽﾃーｼｮﾝ、水の広場、公
園ｻー ﾋ゙ｽｽﾃーｼｮﾝ
③おもしろ魚館（愛称：ﾌｨｯｼｭﾊ゚ﾙ、延面積：約6,000㎡）
  ア　展示ゾーン（約4,500㎡）
　　　　展示生物約230種、水槽47基（総水量：約600ｔ）
　イ　体験交流ゾーン（約1,500㎡）
　　　　おさかな研究室、味わい工房、創作工房、川と魚の情報
コーナー等
④駐車場　大型車：７台　普通車700台

30
とちぎ明治の森記念
館

那須塩原市青木27 ④文教施設 県土整備部 那須塩原市

　旧青木家那須別邸として、明治時代にドイツ公使
や外務大臣、駐米全権大使などを歴任した子爵青木
周蔵の別荘として明治21年に建築された。
　県では、この建物を後世に遺し、その歴史的・文化
的価値を伝えていくため平成10年３月に復元工事が
完了し、平成11年12月に国の重要文化財に指定さ
れている。

①敷地面積：727.31㎡、建築面積：616.45㎡
②部屋数　居室等12、浴室１、台所１、物置・納戸（６＋２）
              屋根裏部屋２、地下室２、ホール２　合計28部屋

31
栃木県立なす高原
自然の家

那須町湯本157 ④文教施設 教育委員会
公益財団法人とちぎ未来
づくり財団

　那須高原の豊かな自然と触れ合う機会の拡大を図
るとともに、青少年の団体宿泊訓練をはじめとする県
民の多様な団体活動を支援することにより、青少年
の健全な育成と生涯学習の振興を目的とした施設。

①敷地面積：27,798㎡、建物面積：7,181㎡
②構造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨）　地下１階、地上２階
③宿泊室：洋室25部屋、和室５部屋、和洋室１部屋
　　　　　　　バリアフリー室５部屋、講師室４部屋
④研修室：大研修室、中研修室２室、小研修室３室
⑤その他：体験プラザ、体育館、浴室、食堂等
⑥駐車場：大型５台、普通車10台

32
栃木県立しもつけ風
土記の丘資料館

下野市国分寺993 ④文教施設 教育委員会
公益財団法人とちぎ未来
づくり財団

　本県の古代文化の発祥に係る史跡等が存在する
地域（風土記の丘）において、これらの史跡等及び風
土記の丘に関する資料の一体的な保存及び活用を
図り、県民の教育、学術及び文化の発展に寄与する
ために設置された施設。昭和61年開館。

①敷地面積：9,181㎡、建物面積：1,340㎡
②主要各室面積
　　エントランス：99.95㎡　展示室：322.88㎡　収蔵室：110.4㎡
　　講堂・会議室：78.4㎡　事務室：58.51㎡　資料室：46.24㎡
　　学芸員室：38.76㎡　工作室：46.08㎡
　　その他荷解室、便所・化粧室、機械室

33
栃木県立なす風土
記の丘資料館

那珂川町小川3789 ④文教施設 教育委員会
公益財団法人とちぎ未来
づくり財団

同上。平成4年開館。

①敷地面積：6,571㎡、建物面積：1,348.3㎡
②主要各室面積
　 エントランス：149.38㎡、休憩ｺーﾅー ：63.09㎡、
　 展示室：385.29㎡、収蔵室：68.8㎡、講堂･会議室：105㎡、
　 事務室：54.41㎡、資料室：42.16㎡、調査研究室：29.59㎡
　 その他荷解室、便所・化粧室、機械室
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34
とちぎ健康づくりセン
ター

　生活習慣の改善による生活習慣病の予防その他
県民の自主的な健康づくりを総合的に支援する施設
として平成９年に開館。

35
とちぎ生きがいづくり
センター

　高齢者の自主的かつ積極的な生きがいづくりを支
援するための施設として平成９年に開館。
　高齢社会を豊かに過ごすためにふさわしい知識や
教養を学ぶとともに、学んだ知識や技術を活かして、
地域におけるスポーツ・文化活動や健康づくり、福祉
等の分野において、積極的に地域活動を推進する人
材の育成を推進している。

36とちぎ福祉プラザ 宇都宮市若草1-10-6
⑤社会福祉
施設

保健福祉部
社会福祉法人栃木県社会
福祉協議会

　障害者をはじめとする県民の幅広い交流及び社会
参加並びに自主的な福祉活動を支援するための施
設として平成12年に開館。
　バリアフリーのモデル施設であり、民間福祉活動を
通して得た福祉情報の収集や発信をしたり、福祉従
事者やボランティアなど福祉を支える幅広い人材の
養成等を推進している。

①敷地面積：17,355㎡、建物面積：9,393㎡、附属棟：836㎡
②構造：鉄筋コンクリート造４階建（一部地下１階）
③会議室等：多目的ホール、特別会議室、第１・第２研修室、福
祉研修室Ａ・Ｂ、201・301・401・402・403会議室、レクリエーショ
ン室、和室、調理実習室
④駐車場：収容台数250台（一般用224台、障害者用26台）

37
栃木県障害者保養
センター那珂川苑

那珂川町小口1728
⑤社会福祉
施設

保健福祉部
社会福祉法人とちぎ健康
福祉協会

　障害者の自立と社会参加を支援することを目的と
して身体障害者福祉法に基づき設置された身体障
害者福祉センターであり、昭和58年に開館。
　障害者とその家族が宿泊、休養及びレクリエーショ
ン等を通して健康増進と社会参加促進を図るととも
に、障害者を積極的に雇用することで就労訓練等の
場としての活用も図っている。

①敷地面積：27,175㎡、建物面積：3,150㎡
②構造：鉄筋コンクリート造２階建
③宿泊室：和洋室８室、和室７室
④浴　 場：大浴場、中浴場、家族風呂２
⑤食　 堂：食堂、宴会場、ラウンジバー
⑥その他：会議室兼訓練室
⑦駐車場：収容台数40台

宇都宮市駒生町3337-
1

（生きがいづくりセン
ター県南支所）
栃木市神田町9-40

（生きがいづくりセン
ター県北支所）
矢板市矢板54

⑤社会福祉
施設

保健福祉部
社会福祉法人とちぎ健康
福祉協会

①敷地面積：196,190㎡、建物面積（本館：22,976㎡、車庫棟：
1,767㎡、陶芸教室棟：459㎡）
②構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　地下１階、地上４階
③施設
（とちぎ健康づくりセンター）
　温水プール、多目的運動フロア、　多目的フロア、会議室、ト
レーニング室、エアロビクススタジオ、ランニングデッキ、健康度
測定室、栄養指導室

（とちぎ生きがいづくりセンター）
　講堂、教室、演習室、和室、多目的ホール、テニスコート、陶
芸棟

  <とちぎ生きがいづくりセンター県南支所>
①敷地面積：4,700㎡、建物面積：本館1,315㎡、講堂兼体育館
583㎡
②構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　２階（講堂兼体育館は
平屋）
③施設：事務室、教室、図書・情報コーナー、講堂兼体育館、演
習室、和室、屋外運動場

<とちぎ生きがいづくりセンター県北支所>
①敷地面積：5,300㎡、建物面積：本館1,552㎡、多目的ホール
298㎡
②構造：鉄骨造　２階
③施設：事務室、教室、情報提供コーナー、多目的ホール、演
習室、和室


