
面　積　 1, 331ｈａ 
東　西　 約5ｋｍ 
南　北　 約5. 5ｋｍ 
市の花　 桜・チューリップ 
市の木　 花水木（ハナミズキ） 

（H19.10. 1 制定） 

（H19.10. 1 制定） 

歳入歳出決算額 
一般会計 
　歳入総額 １７,３４６,０２９千円 
　歳出総額 １６,６４５,５５０千円 
特別会計 
　歳入総額 １３,３４０,０４５千円 
　歳出総額 １２,９２８,６１５千円 
市民一人あたりの市税負担額 

　市　民　税 ８０,７２６円 
　固定資産税 7７,８５８円 
　軽自動車税 ８８６円 
　市たばこ税 ６,５１０円 
　都市計画税 １０,３９３円 
　合　　計 １７６,３７３円 

行政の状況 
職 員 数 ３９６人 
平均年齢 4３.3歳 

選挙人名簿登録者数 
　　総数 45,744人 
　　男 22,836人 
　　女 22,908人 
市議会議員数 
　　定数　24人　現在数　24人 

（H20. 3.31現在の総人口56,922人で割った額） 

（H19年度） 

（H17年度） （H20.12. 2 現在)

（H20. 5. 1 現在)

（H20. 4. 1 現在)

（H20.10. 1 現在)

（H17.10. 1 現在)

（H20.10. 1 現在)

農業  選挙・議会 行財政  

教育  

子育て  

市内の主な公共施設 観光  保健・衛生 治安・消防 人口  人口  人口 

事業所  商業  

公共交通 

工業  

幼稚園数　2園　　幼児数　　297人 
小学校数　7校　　児童数　2,990人 
中学校数　3校　　生徒数　1,402人 

保育園数　10園　　園児数　1,301人 
児童館・児童センター数 7 
子育て支援センター数 2 
児童遊園数 3 
ちびっこ広場数 31

事業所数 　　575 
　うち　　卸売業　　　　 158 
　　　　　小売業　　　　 417 

従業者数   4,074人 
　うち　　卸売業　　　1,350人 
　　　　　小売業　　　2,724人 

年間商品販売額　　　　 12,942,800万円 

乗客数（未就学児含む） 

※H18年 工業統計調査より 

電 話 番 号  

○庁舎  

　清須市役所 052-400-2911（代表） 

　西枇杷島庁舎（西枇杷島支所、建設部） 052-400-2911 

　清洲庁舎（清洲支所、健康福祉部） 052-400-2911 

○会館・センター等  

　西枇杷島会館 052-501-6351 

　にしび創造センター 052-504-6361 

　にしびさわやかプラザ 052-502-7575 

　清洲市民センター 052-409-6471 

　アルコ清洲 052-409-8181 

　カルチバ新川 052-401-2666 

　みずとぴぁ庄内 052-502-7575 

○福祉センター  

　西枇杷島福祉センター 052-502-7530 

　清洲総合福祉センター 052-401-0031 

　新川福祉センター 052-409-4554 

○社会体育施設  

　新川体育会館 052-409-1535 

○観光施設  

　清洲城・清洲ふるさとのやかた 052-409-7330 

　西枇杷島問屋記念館 052-502-7575

日　付        名　称         場　所 　 内　　　　容 

1月1日 
～3日 

清洲城開館 清洲城 
1日は初日の出を清洲城の
天主閣から見ることができ
ます。 

1ヶ月間、城内で特別展示
を行います。 
お茶会が行われます。 
メイン日は、火縄銃の演武・
時代行列が行われます。 

歴史ある郷土まつりで江戸
時代から伝わった５輌の山
車からくりが美濃路を練り
歩きます。 
土曜日の夜には、1500発
の打上花火が行われます。 

平成14年に住民参加型の
お祭りとして新川やると祭
が誕生。創作された、やると
祭のテーマ曲に合わせて
毎年大勢の参加者により、
やると総おどりが繰り広げ
られます。 

清須市を通る美濃路街道
を活用し、フリーマーケット・
語部などが行われます。 

清洲城の横を流れる五条
川沿いや清洲城周辺は桜
が満開です。 

3月下旬 
～4月上 
旬の日曜日 

6月最初 
の土・日 
曜日 

10月 
   上旬 

10月 
（メイン日 
は12日） 

11月末 
　 予定 

お茶会 
　清洲城 
「黒木書院」 

尾張西枇杷 
島まつり 美濃路 

新川やると祭 
県道新川 
清洲線 

清洲城ふる 
さとまつり 

清洲城一帯 

夢ウォーカー 
みのじ 

美濃路 

施　　　設　　　名 

総農家数 505戸 
　　　専業農家 49戸 
　　　第1種兼業農家 40戸 
　　　第2種兼業農家 126戸 
　　　自給的農家 290戸 
農業従事者数 599人 
　　　男 302人 
　　　女 297人 
総耕地面積                 99ha 
　　　田                   53ha 
　　　畑                   46ha 
　　樹園地　　　　　　　 0ha 
 
清須市の特産物 
土田かぼちゃ・だいこん「きよす」・かりもり・ 
パセリ・小松菜・切花・ほうれんそう 

　産　業　　 事業所数   従業者数(人) 

総数 2,274 21,892 

農業 2 37 

建設業 192 1,329 

製造業 448 9,486 

電気・ガス業 0 0 

運輸・通信業 55 1,431 

卸売・小売業 634 4,682 

金融・保険業 27 249 

不動産業 65 146 

サービス業 851 4,532 

 ※H18年 事業所・企業統計調査より 

※住民基本台帳より 

※住民基本台帳より 

※H17年 国勢調査より 

産業別就業者数 
　総　数 28,653人 
　第１次産業 420人 
　第２次産業 9,379人 
　第３次産業 18,141人 
　分類不能 713人 

※H17年 国勢調査より 

年齢（10歳階級）別人口 
総人口 57,485人 
　男 28,707人 
　女 28,778人 
 世帯 22,806世帯 

国勢調査人口 
総人口 55,038人 
　男 27,244人 
　女 27,794人 
 世帯 20,644世帯 

自然動態 
　出生　　　　　　　　 661人 
　死亡　　　　　　　　 412人 

社会動態 
　転入　　　　　　　 2,921人 
　転出　　　　　　　 2,760人 
　その他　　　　　　　　 72人 

（Ｈ20. 12. 1 現在） 
（Ｈ20.12. 1 現在） 

（Ｈ17.10. 1 現在） 

（Ｈ19年度） 

（Ｈ19年度） 

0～9歳 

10～19 

20～29 

30～39 

40～49 

50～59 

60～69 

70～79 

80～89 

90～99 

100～ 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
(人)

きよすあしがるバス 

18,864人 
26,177人 

（H19．6．1現在） 
（H18．10．1現在） （H18．12．31現在） 

（H18年度） 

※H19年 商業統計調査より 

（H20. 4. 1 現在)

（H19年度末現在)

（H19.1.1～ H19.12.31） 

交通事故発生状況 1,898件 

 

　うち　死亡事故 0件 

交通災害共済加入総数 16,239人 

　人口に対しての加入率 28.5％ 

刑法犯発生状況 1,120件 

火災発生状況 26件 

　建物焼失面積 537㎡ 

　損害額 53,055千円 

救急車出動状況 2,193件 

　うち　急病 1,494件 

　　　交通事故 229件 

　　　一般負傷 282件 

　　　そ の 他 188件 

 

消防分団数 10団 

　団員数 232人 

（うち 人身事故　374件） 

2009年版 

（H19年度） 

（H20.12. 1 現在)医療施設 
　病　　　院　　　　　　　　 2　 
　一般診療所　　　　　　　　35 
　歯科診療所　　　　　　　　31 
　薬　　　局　　　　　　　　20 
 
ごみ処理量 
　可燃ごみ　　　 10618.34ｔ 
　不燃ごみ　　　　 1817.82ｔ 
　粗大ごみ　　　　　438.85ｔ 
　資源ごみ　　　　 1379.43ｔ　　　　　 
　うち　ガラス・ビン 329.95ｔ 
　　　　古紙・古着 846.75ｔ 
　　　　カン・金属類 91.18ｔ 
　　　　ペットボトル 99.86ｔ 
　　　　食品トレイ 11.69ｔ 
事業系可燃ごみ　　 1217.91ｔ 
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献
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産業別事業所数 

（H18．12．31現在） 産業別従業者数 

事業所数 

従業者数 

185

6,829人 

※H17年 農林業センサスより 

兼
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駅舎数 　　　10 
　うち　　Ｊ　Ｒ　　　　 1 
　　　　　名　鉄　　　　 7 
　　　　　城北線　　　　 2

兼
献
験
 

兼
献
験
 

H18年10月～H19年9月 
H19年10月～H20年9月 

ポケット情報清須 

2,039人 

10人 

第２次産業 
　　　33％ 

第３次産業 
　　　64％ 

第１次産業 １％ 

18 食料品 10％ 

13 電気機械 7％ 

12 印刷 6％ 

11 衣類・その 
　 他の繊維 6%

9 輸送用 
　機械  5％ 

31 その他 17％ 

5 家具・装備品 
　　　　  3％ 

7 パルプ・紙・紙 
　 加工品  4％ 

23プラスチック 
      製品 12％ 

分類不能 ２％ 

14 金属製品 8％ 

2777 
一般機械 
   　40％ 

309 繊維工業 5％ 

291 金属製品 4％ 

242 飲料・たばこ・飼料 4％ 
245 窯業・土石製品 4％ 

606 電気機械  9％ 

647 食料品 9％ 

252 輸送用機械 4％ 

135 家具・装備品 2％ 
596 その他  9％ 

729プラスチック 
　　　　  製品10％ 

42 一般機械 
            22％ 

水と歴史に織りなされた 

安心・快適な環境都市 

387人 

5,096人 

7,409人 

7,218人 

7,150人 

10,132人 

7,361人 

5,054人 

5,629人 


