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 (注）細字の市町村名は、合併等による旧市町村名です。

昭和28(1953)年平成31(2019)年
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計 １７０ ２５
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分 10 月 1 日 現 在 4 月 1 日 現 在

平成31（2019)年４月１日現在

栃木県市町村課

〔１〕行政区画
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行政区画　3

1-2　市町村の廃置分合及び名称変更（続）

(昭和29(1954)年2月～平成31(2019)年3月)
（栃木県市町村課）

年 月 日 廃 置 分 合 ・ 名 称 変 更

昭和30.7.28 　下都賀郡南犬飼村を廃し、その区域を同郡壬生町に編入
　上都賀郡南摩村を廃し、その区域を鹿沼市に編入

8.10 　上都賀郡南押原村を廃し、その区域を鹿沼市に編入

11.5 　那須郡佐久山町を廃し、その区域を大田原市に編入

昭和31.9.1 　塩谷郡塩原町及び箒根村を廃し、その区域をもって新たに塩原町を設置

9.30 　下都賀郡岩舟村、小野寺村及び静和村を廃し、その区域をもって新たに岩舟村を設置
　下都賀郡寒川村を廃し、その区域を間々田町に編入
　下都賀郡桑村及び絹村を廃し、その区域をもって新たに桑絹村を設置
　安蘇郡新合村及び飛駒村を廃し、その区域を同郡田沼町に編入
　下都賀郡瑞穂村、水代村及び富山村を廃し、その区域をもって新たに大平村を設置

昭和32.3.31 　下都賀郡国府村を廃し、その区域を栃木市に編入
　塩谷郡船生村、大宮村及び玉生村を廃し、その区域をもって新たに塩谷村を設置

昭和33.4.1 　塩谷郡北高根沢村及び阿久津町を廃し、その区域をもって新たに高根沢町を設置

11.1 　塩谷郡矢板町を矢板市とする

昭和34.1.1 　足利郡菱村を廃し、その区域を群馬県桐生市に編入

4.1 　足利郡富田村を廃し、その区域を足利市に編入

昭和36.7.1 　下都賀郡桑絹村を桑絹町とする

11.3 　下都賀郡大平村を大平町とする

昭和37.4.1 　下都賀郡岩舟村を岩舟町とする

10.1 　足利郡御厨町及び坂西町を廃し、その区域を足利市に編入

昭和38.1.1 　下都賀郡野木村を野木町とする

4.18 　下都賀郡間々田町及び美田村を廃し、その区域を小山市に編入

11.3 　下都賀郡都賀村を都賀町とする

昭和40.2.11 　塩谷郡塩谷村を塩谷町とする

9.30 　下都賀郡桑絹町を廃し、その区域を小山市に編入

昭和41.4.1 　河内郡河内村を河内町とする

昭和45.11.1 　那須郡黒磯町を黒磯市とする

昭和46.4.1 　河内郡南河内村を南河内町とする

9.1 　那須郡南那須村を南那須町とする

昭和47.1.1 　芳賀郡市貝村を市貝町とする

昭和57.4.1 　塩谷郡塩原町を那須郡に編入（郡界変更）

平成6.7.1 　河内郡上河内村を上河内町とする

10.1 　上都賀郡西方村を西方町とする

平成17.1.1 　黒磯市、那須郡西那須野町及び塩原町を廃し、その区域をもって新たに那須塩原市を設置

2.28 　佐野市、安蘇郡田沼町及び葛生町を廃し、その区域をもって新たに佐野市を設置

3.28 　塩谷郡氏家町及び喜連川町を廃し、その区域をもって新たにさくら市を設置

10.1 　那須郡湯津上村及び黒羽町を廃し、その区域を大田原市に編入
　那須郡南那須町及び烏山町を廃し、その区域をもって新たに那須烏山市を設置
　那須郡馬頭町及び小川町を廃し、その区域をもって新たに那珂川町を設置

平成18.1.1   上都賀郡粟野町を廃し、その区域を鹿沼市に編入

1.10   河内郡南河内町、下都賀郡石橋町及び国分寺町を廃し、その区域をもって新たに下野市を設置

3.20 　日光市、今市市、上都賀郡足尾町、塩谷郡栗山村及び藤原町を廃し、その区域をもって新たに日光市を設置

平成19.3.31 　河内郡上河内町及び河内町を廃し、その区域を宇都宮市に編入

平成21.3.23 　芳賀郡二宮町を廃し、その区域を真岡市に編入

平成22.3.29 　栃木市、下都賀郡大平町、藤岡町及び都賀町を廃し、その区域をもって新たに栃木市を設置

平成23.10.1 　上都賀郡西方町を廃し、その区域を栃木市に編入

平成26.4.5 　下都賀郡岩舟町を廃し、その区域を栃木市に編入

行政区画
2　行政区画

1-2　市町村の廃置分合及び名称変更
(昭和29(1954)年2月～平成31(2019)年3月)

（栃木県市町村課）

年 月 日 廃 置 分 合 ・ 名 称 変 更

昭和29.2.11 　上都賀郡小来川村を廃し、その区域を日光町に編入
　上都賀郡日光町を日光市とする

3.31 　芳賀郡祖母井町、南高根沢村及び水橋村を廃し、その区域をもって新たに芳賀町を設置　　　
　塩谷郡熟田村を廃し、その区域を分けて北高根沢村及び氏家町に編入
　河内郡豊岡村及び上都賀郡落合村を廃し、その区域を今市町に編入
　上都賀郡今市町を今市市とする
　芳賀郡真岡町、山前村、大内村及び中村を廃し、その区域をもって新たに真岡町を設置
　下都賀郡小山町及び大谷村を廃し、その区域をもって新たに小山市を設置
　那須郡烏山町、境村、向田村及び七合村を廃し、その区域をもって新たに烏山町を設置
　安蘇郡田沼町、野上村及び三好村を廃し、その区域をもって新たに田沼町を設置

4.1 　下都賀郡国分寺村を国分寺小金井町とする

4.29 　下都賀郡国分寺小金井町を国分寺町と変更

5.3 　芳賀郡長沼村、久下田町及び物部村を廃し、その区域をもって新たに二宮町を設置
　芳賀郡市羽村及び小貝村を廃し、その区域をもって新たに市貝村を設置

6.1 　那須郡下江川村及び荒川村を廃し、その区域をもって新たに南那須村を設置
　芳賀郡益子町、田野村及び七井村を廃し、その区域をもって新たに益子町を設置

7.1 　那須郡馬頭町、武茂村、大内村及び大山田村を廃し、その区域をもって新たに馬頭町を設置

8.1 　芳賀郡茂木町、逆川村、須藤村及び中川村を廃し、その区域をもって新たに茂木町を設置
　河内郡平石村を廃し、その区域を宇都宮市に編入
　足利郡三重村及び山前村を廃し、その区域を足利市に編入

8.10 　芳賀郡清原村を廃し、その区域を宇都宮市に編入

9.25 　河内郡横川村を廃し、その区域を宇都宮市に編入

9.30 　下都賀郡大宮村、皆川村、吹上村及び寺尾村を廃し、その区域を栃木市に編入

10.1 　鹿沼市、上都賀郡東大芦村、菊沢村、板荷村、北押原村、西大芦村、加蘇村及び北犬飼村を廃し、
　その区域をもって新たに鹿沼市を設置
　芳賀郡真岡町を真岡市とする
　河内郡瑞穂野村を廃し、その区域を宇都宮市に編入

11.1 　河内郡篠井村を廃し、その区域を分けて宇都宮市及び今市市に編入
　河内郡城山村、国本村、富屋村及び豊郷村を廃し、その区域を宇都宮市に編入
　河内郡大沢村を廃し、その区域を今市市に編入
　足利郡北郷村及び名草村を廃し、その区域を足利市に編入

11.3 　下都賀郡壬生町及び稲葉村を廃し、その区域をもって新たに壬生町を設置
　下都賀郡石橋町及び姿村を廃し、その区域をもって新たに石橋町を設置
　那須郡那須村、芦野町及び伊王野村を廃し、その区域をもって新たに那須町を設置

12.1 　那須郡大田原町、親園村及び金田村を廃し、その区域をもって新たに大田原市を設置

12.31 　那須郡野崎村を廃し、その区域を分けて大田原市及び塩谷郡矢板町に編入

昭和30.1.1 　塩谷郡矢板町、泉村及び片岡村を廃し、その区域をもって新たに矢板町を設置
　足利郡吾妻村を廃し、その区域を佐野市に編入
　那須郡黒磯町、鍋掛村、東那須野村及び高林村を廃し、その区域をもって新たに黒磯町を設置

1.8 　上都賀郡粟野町、粕尾村、永野村及び清州村を廃し、その区域をもって新たに粟野町を設置
　安蘇郡葛生町、常盤村及び氷室村を廃し、その区域をもって新たに葛生町を設置

2.11 　下都賀郡穂積村、豊田村及び中村を廃し、その区域をもって新たに美田村を設置
　那須郡黒羽町、川西町、両郷村及び須賀川村を廃し、その区域をもって新たに黒羽町を設置
　那須郡西那須野町及び狩野村を廃し、その区域をもって新たに西那須野町を設置

3.31 　足利郡三和村、小俣町及び葉鹿町を廃し、その区域をもって新たに坂西町を設置
　足利郡御厨町、筑波村、久野村及び梁田村を廃し、その区域をもって新たに御厨町を設置
　下都賀郡藤岡町、部屋村、赤麻村及び三鴨村を廃し、その区域をもって新たに藤岡町を設置
　安蘇郡赤見町を廃し、その区域を佐野市に編入

4.1 　河内郡古里村及び田原村を廃し、その区域をもって新たに河内村を設置
　塩谷郡喜連川町及び那須郡上江川村を廃し、その区域をもって新たに喜連川町を設置
　下都賀郡赤津村及び家中村を廃し、その区域をもって新たに都賀村を設置
　河内郡羽黒村及び絹島村を廃し、その区域をもって新たに上河内村を設置
　河内郡姿川村及び雀宮町を廃し、その区域を宇都宮市に編入

4.25 　下都賀郡間々田町及び生井村を廃し、その区域をもって新たに間々田町を設置

4.27 　上都賀郡西方村及び真名子村を廃し、その区域をもって新たに西方村を設置

4.29 　河内郡吉田村及び薬師寺村を廃し、その区域をもって新たに南河内村を設置
　河内郡上三川町、本郷村及び明治村を廃し、その区域をもって新たに上三川町を設置

5.5 　塩谷郡三依村を廃し、その区域を同郡藤原町に編入
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行政区画　3

1-2　市町村の廃置分合及び名称変更（続）

(昭和29(1954)年2月～平成31(2019)年3月)
（栃木県市町村課）

年 月 日 廃 置 分 合 ・ 名 称 変 更

昭和30.7.28 　下都賀郡南犬飼村を廃し、その区域を同郡壬生町に編入
　上都賀郡南摩村を廃し、その区域を鹿沼市に編入

8.10 　上都賀郡南押原村を廃し、その区域を鹿沼市に編入

11.5 　那須郡佐久山町を廃し、その区域を大田原市に編入

昭和31.9.1 　塩谷郡塩原町及び箒根村を廃し、その区域をもって新たに塩原町を設置

9.30 　下都賀郡岩舟村、小野寺村及び静和村を廃し、その区域をもって新たに岩舟村を設置
　下都賀郡寒川村を廃し、その区域を間々田町に編入
　下都賀郡桑村及び絹村を廃し、その区域をもって新たに桑絹村を設置
　安蘇郡新合村及び飛駒村を廃し、その区域を同郡田沼町に編入
　下都賀郡瑞穂村、水代村及び富山村を廃し、その区域をもって新たに大平村を設置

昭和32.3.31 　下都賀郡国府村を廃し、その区域を栃木市に編入
　塩谷郡船生村、大宮村及び玉生村を廃し、その区域をもって新たに塩谷村を設置

昭和33.4.1 　塩谷郡北高根沢村及び阿久津町を廃し、その区域をもって新たに高根沢町を設置

11.1 　塩谷郡矢板町を矢板市とする

昭和34.1.1 　足利郡菱村を廃し、その区域を群馬県桐生市に編入

4.1 　足利郡富田村を廃し、その区域を足利市に編入

昭和36.7.1 　下都賀郡桑絹村を桑絹町とする

11.3 　下都賀郡大平村を大平町とする

昭和37.4.1 　下都賀郡岩舟村を岩舟町とする

10.1 　足利郡御厨町及び坂西町を廃し、その区域を足利市に編入

昭和38.1.1 　下都賀郡野木村を野木町とする

4.18 　下都賀郡間々田町及び美田村を廃し、その区域を小山市に編入

11.3 　下都賀郡都賀村を都賀町とする

昭和40.2.11 　塩谷郡塩谷村を塩谷町とする

9.30 　下都賀郡桑絹町を廃し、その区域を小山市に編入

昭和41.4.1 　河内郡河内村を河内町とする

昭和45.11.1 　那須郡黒磯町を黒磯市とする

昭和46.4.1 　河内郡南河内村を南河内町とする

9.1 　那須郡南那須村を南那須町とする

昭和47.1.1 　芳賀郡市貝村を市貝町とする

昭和57.4.1 　塩谷郡塩原町を那須郡に編入（郡界変更）

平成6.7.1 　河内郡上河内村を上河内町とする

10.1 　上都賀郡西方村を西方町とする

平成17.1.1 　黒磯市、那須郡西那須野町及び塩原町を廃し、その区域をもって新たに那須塩原市を設置

2.28 　佐野市、安蘇郡田沼町及び葛生町を廃し、その区域をもって新たに佐野市を設置

3.28 　塩谷郡氏家町及び喜連川町を廃し、その区域をもって新たにさくら市を設置

10.1 　那須郡湯津上村及び黒羽町を廃し、その区域を大田原市に編入
　那須郡南那須町及び烏山町を廃し、その区域をもって新たに那須烏山市を設置
　那須郡馬頭町及び小川町を廃し、その区域をもって新たに那珂川町を設置

平成18.1.1   上都賀郡粟野町を廃し、その区域を鹿沼市に編入

1.10   河内郡南河内町、下都賀郡石橋町及び国分寺町を廃し、その区域をもって新たに下野市を設置

3.20 　日光市、今市市、上都賀郡足尾町、塩谷郡栗山村及び藤原町を廃し、その区域をもって新たに日光市を設置

平成19.3.31 　河内郡上河内町及び河内町を廃し、その区域を宇都宮市に編入

平成21.3.23 　芳賀郡二宮町を廃し、その区域を真岡市に編入

平成22.3.29 　栃木市、下都賀郡大平町、藤岡町及び都賀町を廃し、その区域をもって新たに栃木市を設置

平成23.10.1 　上都賀郡西方町を廃し、その区域を栃木市に編入

平成26.4.5 　下都賀郡岩舟町を廃し、その区域を栃木市に編入

行政区画
2　行政区画

1-2　市町村の廃置分合及び名称変更
(昭和29(1954)年2月～平成31(2019)年3月)

（栃木県市町村課）

年 月 日 廃 置 分 合 ・ 名 称 変 更

昭和29.2.11 　上都賀郡小来川村を廃し、その区域を日光町に編入
　上都賀郡日光町を日光市とする

3.31 　芳賀郡祖母井町、南高根沢村及び水橋村を廃し、その区域をもって新たに芳賀町を設置　　　
　塩谷郡熟田村を廃し、その区域を分けて北高根沢村及び氏家町に編入
　河内郡豊岡村及び上都賀郡落合村を廃し、その区域を今市町に編入
　上都賀郡今市町を今市市とする
　芳賀郡真岡町、山前村、大内村及び中村を廃し、その区域をもって新たに真岡町を設置
　下都賀郡小山町及び大谷村を廃し、その区域をもって新たに小山市を設置
　那須郡烏山町、境村、向田村及び七合村を廃し、その区域をもって新たに烏山町を設置
　安蘇郡田沼町、野上村及び三好村を廃し、その区域をもって新たに田沼町を設置

4.1 　下都賀郡国分寺村を国分寺小金井町とする

4.29 　下都賀郡国分寺小金井町を国分寺町と変更

5.3 　芳賀郡長沼村、久下田町及び物部村を廃し、その区域をもって新たに二宮町を設置
　芳賀郡市羽村及び小貝村を廃し、その区域をもって新たに市貝村を設置

6.1 　那須郡下江川村及び荒川村を廃し、その区域をもって新たに南那須村を設置
　芳賀郡益子町、田野村及び七井村を廃し、その区域をもって新たに益子町を設置

7.1 　那須郡馬頭町、武茂村、大内村及び大山田村を廃し、その区域をもって新たに馬頭町を設置

8.1 　芳賀郡茂木町、逆川村、須藤村及び中川村を廃し、その区域をもって新たに茂木町を設置
　河内郡平石村を廃し、その区域を宇都宮市に編入
　足利郡三重村及び山前村を廃し、その区域を足利市に編入

8.10 　芳賀郡清原村を廃し、その区域を宇都宮市に編入

9.25 　河内郡横川村を廃し、その区域を宇都宮市に編入

9.30 　下都賀郡大宮村、皆川村、吹上村及び寺尾村を廃し、その区域を栃木市に編入

10.1 　鹿沼市、上都賀郡東大芦村、菊沢村、板荷村、北押原村、西大芦村、加蘇村及び北犬飼村を廃し、
　その区域をもって新たに鹿沼市を設置
　芳賀郡真岡町を真岡市とする
　河内郡瑞穂野村を廃し、その区域を宇都宮市に編入

11.1 　河内郡篠井村を廃し、その区域を分けて宇都宮市及び今市市に編入
　河内郡城山村、国本村、富屋村及び豊郷村を廃し、その区域を宇都宮市に編入
　河内郡大沢村を廃し、その区域を今市市に編入
　足利郡北郷村及び名草村を廃し、その区域を足利市に編入

11.3 　下都賀郡壬生町及び稲葉村を廃し、その区域をもって新たに壬生町を設置
　下都賀郡石橋町及び姿村を廃し、その区域をもって新たに石橋町を設置
　那須郡那須村、芦野町及び伊王野村を廃し、その区域をもって新たに那須町を設置

12.1 　那須郡大田原町、親園村及び金田村を廃し、その区域をもって新たに大田原市を設置

12.31 　那須郡野崎村を廃し、その区域を分けて大田原市及び塩谷郡矢板町に編入

昭和30.1.1 　塩谷郡矢板町、泉村及び片岡村を廃し、その区域をもって新たに矢板町を設置
　足利郡吾妻村を廃し、その区域を佐野市に編入
　那須郡黒磯町、鍋掛村、東那須野村及び高林村を廃し、その区域をもって新たに黒磯町を設置

1.8 　上都賀郡粟野町、粕尾村、永野村及び清州村を廃し、その区域をもって新たに粟野町を設置
　安蘇郡葛生町、常盤村及び氷室村を廃し、その区域をもって新たに葛生町を設置

2.11 　下都賀郡穂積村、豊田村及び中村を廃し、その区域をもって新たに美田村を設置
　那須郡黒羽町、川西町、両郷村及び須賀川村を廃し、その区域をもって新たに黒羽町を設置
　那須郡西那須野町及び狩野村を廃し、その区域をもって新たに西那須野町を設置

3.31 　足利郡三和村、小俣町及び葉鹿町を廃し、その区域をもって新たに坂西町を設置
　足利郡御厨町、筑波村、久野村及び梁田村を廃し、その区域をもって新たに御厨町を設置
　下都賀郡藤岡町、部屋村、赤麻村及び三鴨村を廃し、その区域をもって新たに藤岡町を設置
　安蘇郡赤見町を廃し、その区域を佐野市に編入

4.1 　河内郡古里村及び田原村を廃し、その区域をもって新たに河内村を設置
　塩谷郡喜連川町及び那須郡上江川村を廃し、その区域をもって新たに喜連川町を設置
　下都賀郡赤津村及び家中村を廃し、その区域をもって新たに都賀村を設置
　河内郡羽黒村及び絹島村を廃し、その区域をもって新たに上河内村を設置
　河内郡姿川村及び雀宮町を廃し、その区域を宇都宮市に編入

4.25 　下都賀郡間々田町及び生井村を廃し、その区域をもって新たに間々田町を設置

4.27 　上都賀郡西方村及び真名子村を廃し、その区域をもって新たに西方村を設置

4.29 　河内郡吉田村及び薬師寺村を廃し、その区域をもって新たに南河内村を設置
　河内郡上三川町、本郷村及び明治村を廃し、その区域をもって新たに上三川町を設置

5.5 　塩谷郡三依村を廃し、その区域を同郡藤原町に編入
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4　行政区画

1-3　市町村合併状況
(昭和29(1954)年2月～平成31(2019)年3月)

（栃木県市町村課）

 宇都宮市 S29.8.1 編入 平石村  大田原市 S29.12.1 合体 大田原町、親園村、金田村

S29.8.10 〃 清原村 （市制施行）

S29.9.25 〃 横川村 S29.12.31 編入 野崎村の一部

S29.10.1 〃 瑞穂野村 S30.11.5 〃 佐久山町

S29.11.1 〃 篠井村の一部、城山村、国本村、 H17.10.1 〃 湯津上村、黒羽町

富屋村、豊郷村  矢板市 S29.12.31 編入 野崎村の一部を矢板町へ

S30.4.1 〃 姿川村、雀宮町 S30.1.1 合体 矢板町、泉村、片岡村（町制施行）

H19.3.31 〃 上河内町、河内町 S33.11.1 （市制施行）

 足利市 S29.8.1 〃 三重村、山前村 那須塩原市 H17.1.1 合体 黒磯市、西那須野町、塩原町（市制施行）

S29.11.1 〃 北郷村、名草村 さくら市 H17.3.28 合体 氏家町、喜連川町（市制施行）

S34.4.1 〃 富田村 那須烏山市 H17.10.1 〃 南那須町、烏山町（市制施行）

S37.10.1 〃 御厨町、坂西町  下野市 H18.1.10 〃 南河内町、石橋町、国分寺町（市制施行）

 栃木市 H22.3.29 合体 栃木市、大平町、藤岡町、都賀町  上三川町 S30.4.29 〃 上三川町、本郷村、明治村（町制施行）

（市制施行）  益子町 S29.6.1 〃 益子町、田野村、七井村（町制施行）

H23.10.1 編入 西方町  茂木町 S29.8.1 〃 茂木町、逆川村、須藤村、中川村（町制施行）

H26.4.5 編入 岩舟町  市貝町 S29.5.3 〃 市羽村、小貝村

 佐野市 H17.2.28 合体 佐野市、田沼町、葛生町（市制施行） S47.1.1 （町制施行）

 鹿沼市 S29.10.1 〃 鹿沼市、東大芦村、菊沢村、板荷村  芳賀町 S29.3.31 〃 祖母井町、南高根沢村、水橋村（町制施行）

北押原村、西大芦村、加蘇村、北犬  壬生町 S29.11.3 〃 壬生町、稲葉村（町制施行）

飼村（市制施行） S30.7.28 編入 南犬飼村

S30.7.28 編入 南摩村  野木町 S38.1.1 （町制施行）

S30.8.10 〃 南押原村  塩谷町 S32.3.31 合体 船生村、玉生村、大宮村

H18.1.1 〃 粟野町 S40.2.11 （町制施行）

 日光市 H18.3.20 合体 日光市、今市市、足尾町、栗山村、  高根沢町 S33.4.1 〃 北高根沢村、阿久津町（町制施行）

藤原町（市制施行）  那須町 S29.11.3 〃 那須村、芦野町、伊王野村（町制施行）

 小山市 S29.3.31 〃 小山町、大谷村（市制施行）  那珂川町 H17.10.1 〃 馬頭町、小川町（町制施行）

S38.4.18 編入 間々田町、美田村

S40.9.30 〃 桑絹町

 真岡市 S29.3.31 合体 真岡町、山前村、大内村、中村

（町制施行）

S29.10.1 （市制施行）

H21.3.23 編入 二宮町

市町村
施　行

年月日

合併

形式
関　　係　　市　　町　　村 市町村

施　行

年月日

合併

形式
関　　係　　市　　町　　村

土　　地　5

〔２〕　土　　地

　本県は関東の北部に位置し、東は茨城県、西は群馬県、南は茨城、埼玉、群馬の３県に接し、北は東北地方の福島県に接しています。

区 分 方 位 地 名 緯 度 経 度

東 端 　　　那須郡那珂川町大那地東方 36°42′45" 140°17′33"

本県の位置 西 端 　　　日光市足尾町袈裟丸山北方 36°39′26" 139°19′35"

南 端 　　　栃木市藤岡町下宮南方 36°11′59" 139°41′16"

北 端 　　　那須塩原市三本槍岳西方 37°09′18" 139°57′10"

県庁所在地 　　　宇都宮市塙田1丁目1番20号 36°33′57" 139°53′01"

　本県の面積は6,408.09k㎡（平成30(2018)年10月１日現在）で、東西約84km、南北約98kmの、ほぼ楕円形をなしています。これは、

全国面積（平成30(2018)年10月１日現在）の約1.7％（約59分の1）に当たり、関東地方の都県中で最も広大な県です。

　北西部は、日光、高原、那須を主とする山岳地帯で、その中に白根山（2,578ｍ）、男体山（2,486ｍ）、女峰山（2,483ｍ）などの

雄峰を擁しています。また、東部には、八溝山地がなだらかな丘陵地帯を形成しています。

　河川はおおむね源を北西の県境に発し、そのうち長大な鬼怒（124.8km）、渡良瀬（左岸55.8km）の両川はともに南流して利根川に

合流し、那珂川（118.5km）は東折して茨城県に入り、遠く那珂湊から太平洋に注いでいます。

　湖沼の主なものは中禅寺湖（11.9k㎡）です。

　土地の最も高いところは白根山の標高2,578m、最も低いところは小山市下生井地内の標高14.4m（平成30(2018)年1月1日現在）です。

2-1　位　　置

2-2　地　　勢

行政区画4


