
Ｑみぶまちの特徴は？

医療最先端のまち。特定機能病院「獨協医科大学」を核とした「メディカルタウン」です。

壬生町ランキング（医療関連）
医師数全国 5位  県内 １位

（2014年　人口10万人当たり医師数）

歯科医師数 県内　1位

（2014年　人口10万人当たり医療施設に従事する医師数）

小児科医師数　全国 ６位　県内 １位

（2010年　15歳未満の人口1000人対小児科医師数主たる）

病院病床数県内　1位

（2015年　人口10万人あたり病院病床数）

町　　 名 　 栃木県下都賀郡壬生町 みぶまち
誕　　 生　  1955年
位置 交通     東京から北に約90km 東武宇都宮線の4つ
　　　　　　の駅、北関東自動車壬生インターチェンジが
　　　　　　あり便利
面　　 積　  61.06k㎡
人　　 口     39,944人（Ｈ27国勢調査結果）
公認キャラ　 おもちゃ博物館の「壬雷ちゃん」
　　　　　   みぶの妖精「ミーナ」
シンボル　   町の花「ゆうがお」町の木「えのき」
　　　　　  町の鳥「ひばり」壬生町民の歌

 4月 しののめ花まつり 

       消防交通フェア 

 5月 道の駅、おもちゃ博物館での 

       GWイベント 

       チャリティ交流会 

 7月 八坂祭 

 8月 ふるさとまつり 

 10月 健康ふくしまつり 

     壬生町消防団通常点検 

     ふくべたちのハロウィンナイト 

 11月 産業まつり  

     みぶっ子まちなかストリート 

     ライデンマルシェ 

 12月 ゆうがおマラソン大会  

     おもちゃ団地チャリティバザール 

 3月 みぶの日フェア 

教えて！みぶまち質問コーナー 

みぶまちってふつうだし～？ 
特徴ないよね？ 

ミーナが教えてあげる！ 

わたしミーナが 
お答えします！ 
壬生町は壬力 
がたくさん 

中3まで医療費が無料

なんて、壬生に住んで

よかったわ。 

小中学校で論語の素読をしていて

楽しいよ！ 

あとね、学校にエアコンがあるよ！ 

歴史ある蘭学のまちだよ！ 

こ
こ
が
こ
れ
か
ら 

住
む
壬
生
町
だ
ね 

あるよ！ 

壬生町に引っ越してきた家族 
壬生について調べてみました。 

① 

③ 

② 

④ 

でも・・・ 

医師数全国5位なんだ！ 

安心だね 

壬生町は 
   都市計画税「0」ゼロ  です！ 

家を建てるなら、 
      税負担の少ない壬生町へ！ 

     壬生町に転入してきた人にアンケート(2014.11～2015.10） 

    みぶまちの魅力は？ 
 

  1位  東京や宇都宮に近く、地理的な優位性が高い 

  2位  豊かな田園風景など自然環境に恵まれている 

  3位  身近な場所での買い物の利便性が高い 

  4位  鉄道や道路など交通の利便性が高い 

  5位  土地が安く住宅が建てやすい 

  

 交通の便がよく、買い物にも便利！そして豊かな自然環境に恵まれた生活環境  

 下水道普及率 県内 6位 (2016年)  

  人口１人当たり都市公園等面積 県内 3位 (2014年) 住みやすいです! 

Doctor-Heli 

ホスピタルイン 

  獨協医科大学 

         オープン！ 
 

→「病院と連携した真に 

  社会に役立つ新しい 

  コンセプトの宿泊施設」 

  としてホテルが建設 

  されました！ 

Ｑみぶまちのイベントは？ 
  楽しいイベントがいっぱいです。  

どれも 
楽しそう！ 

江戸時代末に藩主が蘭学を積極的に取り入れ
たことで名医を輩出し、戊辰戦争では国内初の
女性看護人が採用されるなど、医療の歴史の
ある街です。  

Ｑみぶまちの子育て環境って？ 
   恵まれた「子育て」「教育環境」です。  

第3子以降の保育園・幼稚園「保育料無料化」 

中学3年生までの「医療費無料化」 

こども医療費現物給付の拡大(中学3年生まで) 

子育て応援クーポン券支給事業 

子育て応援サイトみらいくる開設 

ランチタイム・イングリッシュ等 

英語教育の充実を目指しています！ 

中学生及び青少年による地域活動(愛称)ふ．る．る Mibu 

住みたい町！住み続けたい町 ※住民意識調査で住みやすいと88％が回答！（2013年） 



Ｑみぶまちであそぶ場所は？ こどもと遊んだり、おさんぽコースもいっぱいです。 Ｑおもちゃのまちって本当にあるの？

壬雷ちゃん

　←壬生町公式WEB
　　 にも遊びにきてね

壬生町総務部総合政策課情報広報係 TEL0282-81-1814  2018年12月現在 http://www.town.mibu.tochigi.jp/　

あります！60年代に玩具工場が集まり、65年輸出玩

具工場団地が発足。これにちなんで東武鉄道がおも

ちゃのまち駅を設けました。77年に正式に「おもちゃの

まち」になりました。 

いいね！ 

 みぶまち！  

ね～！ 

「ミーナ」は 
スタジオジブリ作品 

「耳をすませば」 

「猫の恩返し」で有名な 

漫画家の「柊あおい先生」 

が作成してくれました！ 

おもちゃ博物館にも 
遊びに来てね！ 

県内唯一 宮城県多賀城市の震災がれきの受け入れをしたのが縁で、宮城県
多賀城市と災害協定締結、ファナック本社のある山梨県忍野村とも災害協

定を締結しました。 

以下の方が主に挙げられます。 
『壬生・ふるさと特別大使』 
(株)タカラトミー代表取締役会長 富山 幹太郎 氏 
が就任されました。 
『壬生・ふるさと大使』 
サッカー審判員の相樂亨氏 ／ 騎手の戸﨑圭太氏  
俳優の栗原英雄氏 ／ パラリンピックボート選手の駒﨑茂氏 
シンガーソングライターのサトウヒロコ氏 ／ SINGERの安納なお氏が 

就任されています。 
他にも元AKBで女優の大島優子さん、シンガーソングライターの 
斉藤和義さん、漫画家の柊あおいさんなど多くの方が活躍されています。 
 
壬生町民、力を合わせて応援しています!!  

ファナック株式会社がみぶ羽生田産業団地にて2016年に操業開始 

しました。この会社は、工作機械用などのコンピューター制御装置(CNC)世界最
先端の技術を有するトップ企業です。 

Q．みぶ羽生田産業団地に大きい工場が来たの？ 

Q．交流のある他県の市町村は？ 

Q．みぶまちの有名人は？ 

栃木県は「いちご」「かんぴょう」の収穫量「日本一」     

壬生町はその主要な生産地の一つです。 

かんぴょう   は栃木県が全国生産量の98％を占め全国1位                        

県内で初めて干瓢が伝来したのは、壬生町です。     

いちご  は栃木県が全国生産量の16％をしめ全国１位                    

かんぴょう生産全国2位（2014年 地域特産野菜生産状況）  

壬生町は、いちご作付面積県内第４位（2015年 農林業センサス)  

他にも トマト・みぶ菜 ・ニラ などなど美味しい農産物がいっぱい!!!    

『みぶの妖精 ミーナ』 
町の農産物ブランド力をUPしてるよ 

壬生菜を新たな作物としてPR中！ 

・壬生町立おもちゃ博物館  

   来場者数367万人突破！(2018.3) 

   2015年子どもとお出かけ情報サイト「いこ～よ」栃木県屋内部門第 1位   

   「とちぎの百様」に一日中楽しめるわんぱくたちの遊び場として 

   「とちぎわんぱく公園・おもちゃ博物館」が認定   

・おもちゃのまちバンダイミュージアム   

 ⇒エジソン発明品コレクションや実物大ガンダム胸像 

  全世界のアニメファンが選んだ｢訪れてみたい日本のアニメ聖地88(2018版)に選出 

・道の駅みぶ みぶハイウェーパーク  2009.10月オープン以来、  来場者2,000万人を突破！（2018.4） 

・ 東雲の桜堤 とちぎの景勝１００選のひとつ   

壬生町に住んでよかったな～と 
思った家族でした！ 

4月に 

 花まつり 

  開催！ 

来場者数2年連続 
  25万人突破！2016・2017  

◆壬生論語(湯島聖堂公認) 
 
→鳥居家6代忠照によって町に広められた「論語古義」を
基に2014年に全国でただ1つのオリジナル本「壬生論語
古義抄」が作られました。 

町内小中学生に配布され、2017年の団体受検では438
名全員が合格しました。 

 

◆ボルダリング 
 

→「山のないまちでクライミング」 

2022年いちご一会とちぎ国体のス

ポーツクライミング競技開催地として

普及活動中！種目の1つであるボル

ダリングは、町の施設で利用可能。 

思考力も試されるスポーツです。 

→栃木市旧家より発見された壬生藩主4代目鳥居忠燾「御献立帳」を基に、試作

開発をした町内の5店舗の飲食店が2018年9月に認定！大名料理で観光客へ

のおもてなしや歴史の町壬生町を全国に発信します。 

壬生御成御膳 
      レストラン 花みどり 

壬生大名御膳 
      割烹  山水亭 

大名壬力御膳 
  日本料理 旬香 

大名彩膳弁当 
  季節料理割烹 いしかわ 

Ｑみぶブランドとは？  
町の資源や地域特性を活かした優れた商品や製品、特産品を 「み

ぶブランド」として認定し、町内外に情報発信を行うことにより、町の

知名度向上及び地域経済発展に寄与することを目的としています。  

他にも特産品がいっぱい！ 

Ｑみぶまちの特産品

おもちゃのまち駅に 

シルバニアファミリー 

登場 （2015.12） 

おもちゃのまち駅～ 

 獨協医大病院間 を走行中 


