
城東城東

泉が丘泉が丘

豊郷豊郷

河内河内

御幸御幸

城山城山 細谷細谷

宝木宝木

明保明保

戸祭戸祭

桜桜

昭和昭和

富士見富士見

陽南陽南

西原西原

西西

中央中央

東東 錦錦

今泉今泉

簗瀬簗瀬

宮の原宮の原

姿川姿川

緑が丘緑が丘

陽光陽光

五代若松原五代若松原

横川横川

瑞穂野瑞穂野

雀宮雀宮

石井石井

清原清原
峰峰

陽東陽東

平石平石

御幸が原御幸が原

国本国本

富屋富屋

上河内上河内

東
武
宇
都
宮
線

東
武
宇
都
宮
線

ＪＲ日光線ＪＲ日光線

Ｊ
Ｒ
東
北
本
線

Ｊ
Ｒ
東
北
本
線

ＪＲ東北本線ＪＲ東北本線

ＪＲ
東北
本線

ＪＲ
東北
本線

東
北
新
幹
線

東
北
新
幹
線

東
北
新
幹
線

東
北
新
幹
線

東北新幹線東北新幹線

宇
都
宮
駅

宇
都
宮
駅

岡本駅岡本駅

雀
宮
駅

雀
宮
駅

鶴田駅鶴田駅

江曽島駅江曽島駅

南宇
都宮
駅

南宇
都宮
駅

東
武
宇
都
宮
駅

東
武
宇
都
宮
駅

西川田駅西川田駅

宇都宮競輪場駐車場宇都宮競輪場駐車場

栃木県庁栃木県庁栃木県庁昭和館
（駐車場の使用不可）
栃木県庁昭和館
（駐車場の使用不可）

宇都宮市役所宇都宮市役所
宇都宮城址公園宇都宮城址公園

宇都宮二荒山神社宇都宮二荒山神社

宇都宮大学附属小・中学校宇都宮大学附属小・中学校

宇都宮地方裁判所宇都宮地方裁判所

宇都宮女子高等学校宇都宮女子高等学校

八幡台自治会コミュニティセンター八幡台自治会コミュニティセンター

文化会館及び明保野公園文化会館及び明保野公園

宇都宮カンツリークラブ宇都宮カンツリークラブ

宇都宮中央女子高等学校
宇都宮中央高等学校
宇都宮中央女子高等学校
宇都宮中央高等学校

とちぎ福祉プラザとちぎ福祉プラザ

宇都宮大学(峰キャンパス)宇都宮大学(峰キャンパス)

御幸公園御幸公園

宇都宮大学（陽東キャンパス）宇都宮大学（陽東キャンパス）

陽南第１公園陽南第１公園

宮原運動公園宮原運動公園

北組公民館北組公民館

平出工業団地公園平出工業団地公園

宇都宮高等学校宇都宮高等学校

ゆいの杜小学校ゆいの杜小学校

板戸町集落センター板戸町集落センター

板戸町集落センター分館板戸町集落センター分館

桑島町公民館桑島町公民館

道場宿公民館道場宿公民館

河岸組集会所河岸組集会所

朝日ヶ丘公民館朝日ヶ丘公民館

雀宮南地区学習等供用施設雀宮南地区学習等供用施設

宇都宮南高等学校宇都宮南高等学校

上金井町公民館上金井町公民館

上横倉町集会所上横倉町集会所

大網町公民館大網町公民館

下金井町公民館下金井町公民館
金井町自治会館金井町自治会館

下町生活協同館下町生活協同館

西根公民館西根公民館

中町公民館中町公民館

上町公民館上町公民館

六本木公民館六本木公民館

下小池第一多目的研修集会施設下小池第一多目的研修集会施設下篠井公民館下篠井公民館

西芦沼公民館西芦沼公民館

今里集落センター今里集落センター

上田公民館上田公民館

金田多目的集会施設金田多目的集会施設

高松公民館高松公民館

中里原利用施設中里原利用施設

謡辻公民館謡辻公民館

小室公民館小室公民館

三区畑中公民館三区畑中公民館

河内体育館河内体育館

叶谷公民館叶谷公民館

逆面公民館逆面公民館

グリーンタウン自治会公民館グリーンタウン自治会公民館

台岡本二区公民館台岡本二区公民館

駅前第一区公民館駅前第一区公民館

釡根公民館釡根公民館

自由ヶ丘公民館自由ヶ丘公民館

立岩自治公民館立岩自治公民館
瓦作公民館瓦作公民館

岩本町公民館岩本町公民館

関堀町上公民館関堀町上公民館豊郷台二丁目自治会館豊郷台二丁目自治会館

富士見が丘自治会館富士見が丘自治会館

山本町公民館山本町公民館

ニュー富士見ヶ丘団地公民館ニュー富士見ヶ丘団地公民館

ニュー富士見ローズタウン公民館ニュー富士見ローズタウン公民館

横山町下公民館横山町下公民館

横山町上公民館横山町上公民館

駅東公園駅東公園

宇都宮白楊高等学校宇都宮白楊高等学校

宇都宮文星女子高等学校宇都宮文星女子高等学校

作新学院作新学院

文星芸術大学附属高等学校文星芸術大学附属高等学校

宇都宮短期大学附属高等学校宇都宮短期大学附属高等学校

栃木県中央公園栃木県中央公園

さるやまアンダーさるやまアンダー

今泉アンダー今泉アンダー

御幸町アンダー御幸町アンダー

御幸アンダー御幸アンダー

根川アンダー根川アンダー

東岡本アンダー東岡本アンダー

宮環・上戸祭アンダー宮環・上戸祭アンダー

徳次郎アンダー(東北道)徳次郎アンダー(東北道)

徳次郎アンダー(日光高速)徳次郎アンダー(日光高速)

下砥上アンダー下砥上アンダー

双葉地下道双葉地下道

大和田アンダー大和田アンダー

上横田地下道上横田地下道

西原アンダー西原アンダー

花房アンダー花房アンダー

中央卸売市場アンダー中央卸売市場アンダー

築瀬アンダー(真岡街道)築瀬アンダー(真岡街道)

築瀬アンダー(水戸街道)築瀬アンダー(水戸街道)

ＪＲ宇都宮駅地下道ＪＲ宇都宮駅地下道

茂原アンダー茂原アンダー

宮の下アンダー宮の下アンダー塚山古墳アンダー塚山古墳アンダー

済生会宇都宮病院済生会宇都宮病院独立行政法人国立病院機構栃木医療センター独立行政法人国立病院機構栃木医療センター

独立行政法人地域医療機能
推進機構うつのみや病院
独立行政法人地域医療機能
推進機構うつのみや病院

独立行政法人国立病院機構宇都宮病院独立行政法人国立病院機構宇都宮病院

宇都宮記念病院宇都宮記念病院

宇都宮第一病院宇都宮第一病院

宇都宮南病院宇都宮南病院

佐藤病院佐藤病院

柴病院柴病院

鷲谷病院鷲谷病院

倉持病院倉持病院

宇都宮中央病院宇都宮中央病院

根本外科胃腸科医院根本外科胃腸科医院

冨塚メディカルクリニック冨塚メディカルクリニック

河内分署河内分署

上河内分署上河内分署

平石分署平石分署

清原分署清原分署

富屋分署富屋分署

宝木分署宝木分署

陽南分署陽南分署

簗下分署簗下分署

宇都宮市消防局・
中央消防署
宇都宮市消防局・
中央消防署

宇都宮市東消防署宇都宮市東消防署

宇都宮市西消防署宇都宮市西消防署

宇都宮市南消防署宇都宮市南消防署

馬場通り交番馬場通り交番
東武駅交番東武駅交番

桜通り交番桜通り交番

戸祭交番戸祭交番

花房交番花房交番

県庁前交番県庁前交番

駒生交番駒生交番

山本町交番山本町交番

滝谷交番滝谷交番

宝木交番宝木交番

徳次郎町駐在所徳次郎町駐在所

宇都宮駅交番宇都宮駅交番

宇都宮駅東交番宇都宮駅東交番

平松町交番平松町交番

今泉町交番今泉町交番

泉が丘交番泉が丘交番

石井町交番石井町交番

御幸交番御幸交番

岡本交番岡本交番

清原交番清原交番

平出町駐在所平出町駐在所

関堀町駐在所関堀町駐在所

下川俣町駐在所下川俣町駐在所

白沢駐在所白沢駐在所

田原駐在所田原駐在所

中里駐在所中里駐在所

下小倉駐在所下小倉駐在所

雀の宮交番雀の宮交番

宮本町交番宮本町交番

下栗町交番下栗町交番

運動公園交番運動公園交番

西川田駅前交番西川田駅前交番

下横田町駐在所下横田町駐在所

上桑島町駐在所上桑島町駐在所

インターパーク交番インターパーク交番

宇都宮中央警察署宇都宮中央警察署

宇都宮東警察署宇都宮東警察署

宇都宮南警察署宇都宮南警察署

平石地区市民センター平石地区市民センター

清原地区市民センター清原地区市民センター

瑞穂野地区市民センター瑞穂野地区市民センター

城山地区市民センター城山地区市民センター

富屋地区市民センター富屋地区市民センター

雀宮地区市民センター南館雀宮地区市民センター南館

上河内地区市民センター上河内地区市民センター

河内地区市民センター河内地区市民センター

宝木出張所宝木出張所

陽南出張所陽南出張所

駅東出張所駅東出張所

バンバ出張所バンバ出張所

中央小学校中央小学校
中央地域
コミュニティセンター
中央地域
コミュニティセンター

西小学校西小学校

西原小学校西原小学校

戸祭小学校戸祭小学校

今泉小学校今泉小学校

昭和小学校昭和小学校

陽南小学校陽南小学校

桜小学校桜小学校

細谷小学校細谷小学校

峰小学校峰小学校

石井小学校石井小学校

富士見小学校富士見小学校

泉が丘小学校泉が丘小学校

緑が丘小学校緑が丘小学校

宮の原小学校宮の原小学校

御幸小学校御幸小学校

御幸が原小学校御幸が原小学校

城東小学校城東小学校

陽東小学校陽東小学校

陽光小学校陽光小学校

西が岡小学校西が岡小学校

上戸祭小学校上戸祭小学校

一条中学校一条中学校

陽北中学校陽北中学校

陽南中学校陽南中学校

陽西中学校陽西中学校

陽東中学校陽東中学校

宮の原中学校宮の原中学校

星が丘中学校星が丘中学校

泉が丘中学校泉が丘中学校

宝木中学校宝木中学校

中央市民活動センター中央市民活動センター

西市民活動センター西市民活動センター

南市民活動センター南市民活動センター

陽光地域コミュニティセンター陽光地域コミュニティセンター

北市民活動センター北市民活動センター

東市民活動センター東市民活動センター

宇都宮市体育館宇都宮市体育館

明保野体育館明保野体育館

青少年活動センター青少年活動センター

西地域コミュニティセンター西地域コミュニティセンター

西原地域コミュニティセンター西原地域コミュニティセンター

昭和地域コミュニティセンター昭和地域コミュニティセンター

宮の原地域
コミュニティセンター
宮の原地域
コミュニティセンター

峰地域
コミュニティセンター
峰地域
コミュニティセンター

泉が丘地域コミュ
ニティセンター
泉が丘地域コミュ
ニティセンター

石井地域コミュニティセンター石井地域コミュニティセンター

御幸地域
コミュニティセンター
御幸地域
コミュニティセンター

城東地域
コミュニティセンター
城東地域
コミュニティセンター

陽東地域
コミュニティセンター
陽東地域
コミュニティセンター

御幸が原地域コミュニティセンター御幸が原地域コミュニティセンター

富士見地域コミュニティセンター富士見地域コミュニティセンター

明保地域コミュニティセンター明保地域コミュニティセンター

陽南地域
コミュニティセンター
陽南地域
コミュニティセンター

戸祭地域コミュニティセンター戸祭地域コミュニティセンター

戸祭地域コミュニティセンター戸祭地域コミュニティセンター

細谷・上戸祭地域
コミュニティセンター
細谷・上戸祭地域
コミュニティセンター

宝木地域コミュニティセンター宝木地域コミュニティセンター

今泉地域コミュニティセンター今泉地域コミュニティセンター

桜地域コミュニティセンター桜地域コミュニティセンター

緑ヶ丘地域コミュニティセンター緑ヶ丘地域コミュニティセンター

五代若松原地域コミュニティセンター五代若松原地域コミュニティセンター

平石中央小学校平石中央小学校

平石北小学校平石北小学校

鬼怒中学校鬼怒中学校

平石地区市民センター平石地区市民センター

清原中央小学校清原中央小学校

清原南小学校清原南小学校

清原北小学校清原北小学校

清原東小学校清原東小学校

清原中学校清原中学校

清原地区市民センター清原地区市民センター

清原体育館清原体育館

横川中央小学校横川中央小学校

横川東小学校横川東小学校

横川西小学校横川西小学校

横川中学校横川中学校

横川地区市民センター横川地区市民センター

サンアビリティーズサンアビリティーズ

瑞穂野北小学校瑞穂野北小学校

瑞穂野南小学校瑞穂野南小学校

瑞穂台小学校瑞穂台小学校

瑞穂野中学校瑞穂野中学校
瑞穂野地区市民センター瑞穂野地区市民センター

豊郷中央小学校豊郷中央小学校

海道小学校海道小学校

豊郷南小学校豊郷南小学校

豊郷地区市民センター豊郷地区市民センター

国本中央小学校国本中央小学校

晃宝小学校晃宝小学校

国本中学校国本中学校

国本地区市民センター国本地区市民センター

明保小学校明保小学校

城山東小学校城山東小学校

宝木小学校宝木小学校

城山地区市民センター城山地区市民センター

富屋小学校富屋小学校

晃陽中学校晃陽中学校

富屋地区市民センター富屋地区市民センター

姿川中央小学校姿川中央小学校

姿川第一小学校姿川第一小学校

姿川第二小学校姿川第二小学校

姿川中学校姿川中学校

姿川地区市民センター姿川地区市民センター

雀宮中央小学校雀宮中央小学校

雀宮東小学校雀宮東小学校

雀宮南小学校雀宮南小学校

五代小学校五代小学校

新田小学校新田小学校

雀宮中学校雀宮中学校

若松原中学校若松原中学校

雀宮地区市民センター雀宮地区市民センター

雀宮南地区学習等併用施設雀宮南地区学習等併用施設
雀宮体育館雀宮体育館

上河内東小学校上河内東小学校

上河内西小学校上河内西小学校

上河内体育館上河内体育館

上河内中学校上河内中学校

上河内中央小学校上河内中央小学校

岡本小学校岡本小学校

岡本西小学校岡本西小学校

岡本北小学校岡本北小学校

白沢小学校白沢小学校

田原小学校田原小学校

田原西小学校田原西小学校

古里中学校古里中学校

河内中学校河内中学校

田原中学校田原中学校

河内地区市民センター河内地区市民センター

岡本コミュニティプラザ岡本コミュニティプラザ

田原コミュニティプラザ田原コミュニティプラザ

上河内地区市民センター上河内地区市民センター
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1時間に150mmの降雨
想定条件（想定最大規模降雨）

中央中央

宇都宮市

0.3ｍ～
0.5ｍ未満
0.3ｍ～
0.5ｍ未満

 　0.5ｍ～ 
1.0ｍ未満
 　0.5ｍ～ 
1.0ｍ未満

3.0ｍ～
5.0ｍ未満
3.0ｍ～
5.0ｍ未満

　　1.0ｍ～
3.0ｍ未満
　　1.0ｍ～
3.0ｍ未満

0.2ｍ～ 0.3ｍ未満0.2ｍ～ 0.3ｍ未満

床上浸水
家屋水没の恐れ
床上浸水
家屋水没の恐れ

床上浸水
２階床下まで浸水
床上浸水
２階床下まで浸水

床上浸水
大人の腰まで浸水
床上浸水
大人の腰まで浸水

床下浸水
１階床下まで浸水
床下浸水
１階床下まで浸水

基準水位

※シミュレーションの範囲内で着色がない箇所につきまし
ても道路冠水程度（0.2ｍ未満）の浸水が発生する場合が
ありますので避難の際には注意してください。
※3.0ｍ～ 5.0ｍ未満の浸水が想定される箇所は、北部版、
東部版に記載されている「御幸アンダー」、南部版に記
載されている「塚山古墳アンダー」「宮の下アンダー」
のみとなります。

宇都宮市　内水ハザードマップ
　この内水ハザードマップは、市街地の都市化や土地利用の変化により、雨水が浸透しにくくなってい
る主に市街化区域（下水道計画区域）を対象に、想定される最大規模の降雨が発生した場合の「内水によ
る浸水が想定される区域」や「想定される浸水の深さ」を、シミュレーションによって想定したハザード
マップです。
　万一の場合に備えて日頃からこの地図を活用し、避難所や避難方法について確認しておきましょう。

　この内水ハザードマップは、市街地の都市化や土地利用の変化により、雨水が浸透しにくくなってい
る主に市街化区域（下水道計画区域）を対象に、想定される最大規模の降雨が発生した場合の「内水によ
る浸水が想定される区域」や「想定される浸水の深さ」を、シミュレーションによって想定したハザード
マップです。
　万一の場合に備えて日頃からこの地図を活用し、避難所や避難方法について確認しておきましょう。

※１内水ハザードマップは短時間豪雨（ゲリラ豪雨）により下水道等からあふれる浸水の状況をシミュ
レーションにより予測したものです。河川からあふれる水は洪水ハザードマップで想定しているの
で併せてご参照ください。

※２表示した浸水想定区域及び浸水深は　想定される最大規模の降雨における浸水の状況をシミュレー
ションにより予測したものです。実際の降雨における浸水範囲や浸水深と異なる場合があります。

※３この内水ハザードマップは水防法に基づく雨水出水浸水想定区域ではありません。

※１内水ハザードマップは短時間豪雨（ゲリラ豪雨）により下水道等からあふれる浸水の状況をシミュ
レーションにより予測したものです。河川からあふれる水は洪水ハザードマップで想定しているの
で併せてご参照ください。

※２表示した浸水想定区域及び浸水深は　想定される最大規模の降雨における浸水の状況をシミュレー
ションにより予測したものです。実際の降雨における浸水範囲や浸水深と異なる場合があります。

※３この内水ハザードマップは水防法に基づく雨水出水浸水想定区域ではありません。

赤い文字の避難所・一時避難場所は、風
水害のおそれがある場合に、優先的に開
設します。
黒い文字の避難所・一時避難場所は、災
害や避難の発生状況などのより、必要に
応じた開設となります。

災害時の避難所等の開設について

凡　例

浸水深
3.0 ～ 5.0m未満
1.0 ～ 3.0m未満
0.5 ～ 1.0m未満
0.3 ～ 0.5m未満
0.2 ～ 0.3m未満

3.0 ～ 5.0m未満
1.0 ～ 3.0m未満
0.5 ～ 1.0m未満
0.3 ～ 0.5m未満
0.2 ～ 0.3m未満

11

地区境界

行政界

地区境界

行政界

シミュレーション
の対象範囲

市役所・出張所等市役所・出張所等

避難所・一時避難場所避難所・一時避難場所

警察署警察署

交番・駐在所交番・駐在所

消防署消防署

消防署分署消防署分署

救護所救護所

要配慮者利用施設要配慮者利用施設

アンダーパスアンダーパス

国道国道
県道県道

高速高速


