
面　積　 1,732ｈａ
東　西　 約 5.5ｋｍ
南　北　 約 8.0ｋｍ
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 ２０,４５０,５４３千円
　歳出総額 １９,８５４,９８０千円
特別会計
　歳入総額 １１,８０３,２３５千円
　歳出総額 １１,６０６,２１１千円

市民一人あたりの市税負担額

　市　民　税 ６８,３２８円
　固定資産税 ７３,１１３円
　軽自動車税 ８４１円
　市たばこ税 ５,８３５円
　都市計画税 ９,０４１円
　合　　計 １５７,１５７円

行政の状況
職 員 数 ４７２人
平均年齢 ４１.０歳

選挙人名簿登録者数
　　総数 52,570人
　　男 26,291人
　　女 26,279人
市議会議員数
　　定数　24人　現在数　24人

（H22. 3.31現在の総人口65,691人で割った額）

（H21年度）
（H17年度） （H22.12. 2 現在)

（H22. 5. 1 現在)

（H22. 4. 1 現在)

（H22.10. 1 現在)

（H17.10. 1 現在)

（H22.10. 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　　286人
小学校数　  8校 児童数　3,576人
中学校数　  4校 生徒数　1,643人

保育園数　13園 園児数　1,583人
児童館・児童センター数 8
子育て支援センター数 4
児童遊園数  15
ちびっこ広場数  33

事業所数 　　668
　うち　　卸売業　　　　 203
　　　　　小売業　　　　 465

従業者数   4,834人
　うち　　卸売業　　　1,704人
　　　　　小売業　　　3,130人

年間商品販売額　　　　 15,318,071万円

乗客数（未就学児含む）

※H20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

　春日支所 052-400-2911

○会館・センター等 

　西枇杷島会館 052-400-2911

　にしび創造センター 052-504-6361

　清洲市民センター 052-409-6471

　春日公民館 052-400-2700

　みずとぴぁ庄内 052-502-7575

○福祉・保健センター 

　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

　はるひ保健福祉センター 052-409-7127

　春日老人福祉センター 052-400-2911 　

○社会体育施設 

　にしびさわやかプラザ 052-502-7575

　アルコ清洲 052-409-8181

　カルチバ新川 052-401-2666

　新川体育館 052-409-1535

　春日Ｂ＆Ｇ体育館 052-400-2651

名　称 開館時間 休 館 日 施 設 紹 介

午前9時〜
午後4時30分

清洲城

問合せ

郷土の英雄・織田信長公の天下取
りへの足がかりとなった城です。平
成元年に再建され、春になると満
開に咲き誇る桜を楽しむこともでき
ます。

月曜日（休日の場合は
その直後の休日でない
日）及び12月29日〜12
月31日  ただし桜の花
見期間、清洲城ふるさ
とまつり期間は除く

清洲古城跡公園に隣接し、大手橋か
ら清洲城全景を望むことができます。
清洲城周辺を散策した後の、休憩な
どにご利用いただけ、清須にちなん
だお土産の販売もしております。

下小田井の市の創始者の一人といわ
れる山田九左衛門家の住居を、平成
４年に、移築復元したものです。明
治の初期に建てられ、美濃路を形成
してきた町家のなかでも江戸時代の
青物問屋の様式を伝える建物です。

地元作家の作品や質の高い芸術を
紹介する企画展を毎年開催していま
す。文化の発信地としてだけでなく
市民の憩いの場として、誰からも親
しみのもてる美術館を目指しています。

月曜日（休日の場合は
その直後の休日でな
い日）祝日の翌日及び
12月28日〜1 月４日

月曜日（休日の場合は
その直後の休日でな
い日）及び年末年始

同上

施　　　設　　　名

総農家数 754戸
　　　専業農家 68戸
　　　第1種兼業農家 69戸
　　　第2種兼業農家 223戸
　　　自給的農家 394戸
農業従事者数 1,048人
　　　男 532人
　　　女 516人
総耕地面積 173ha
　　　田 90ha
　　　畑 82ha
　　樹園地 1ha

清須市の特産物

　土田かぼちゃ・宮重だいこん・だいこん「きよす」
かりもり・パセリ・小松菜・ほうれんそう・にん
じん・切花

　産　業　　 事業所数   従業者数(人)

総数 2,821 29,732

農業 5 52

建設業 246 1,613

製造業 563 11,617

電気・ガス業 1 3

運輸・通信業 81 2,258

卸売・小売業 753 5,943

金融・保険業 27 248

不動産業 69 175

サービス業 1,064 7,242

その他 12 581

※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 33,069人
　第１次産業 696人
　第２次産業 10,904人
　第３次産業 20,753人
　分類不能 716人

※H17年 国勢調査より

年齢（10歳階級）別人口
総人口 65,958人
　男 33,043人
　女 32,915人
 世帯 26,357世帯

国勢調査人口
総人口 63,358人
　男 31,729人
　女 31,629人
 世帯 23,221世帯

自然動態
　出生　　　　　　　　　 746人
　死亡　　　　　　　　　 511人

社会動態
　転入　　　　　　　　 3,305人
　転出　　　　　　　　 3,071人
　その他　　　　　　　　   80人

（Ｈ22. 12. 1 現在）
（Ｈ22.12. 1 現在）

（Ｈ17.10. 1 現在）

（Ｈ21年度）

（Ｈ21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
28,075人
28,045人

（H19．6．1現在）
（H18．10．1現在）（H20.12. 31現在）

（H18年度）

※H19年 商業統計調査より

（H22. 4. 1 現在)

（H21年度末現在)

（H21.1.1～ H21.12.31）

交通事故発生状況 2,235件

　うち　死亡事故 1件

交通災害共済加入総数 13,345人

　人口に対しての加入率 23.1％

刑法犯発生状況 1,458件

火災発生状況 21件

　建物焼失面積 172㎡

　損害額 11,023千円

救急車出動状況 2,119件

　うち　急病 1,383件

　　　交通事故 220件

　　　一般負傷 310件

　　　そ の 他 206件

消防分団数 12団

　団員数 282人

（うち 人身事故　409件）

2011年版

（H21年度）

（H22.12. 1 現在)医療施設
　病　　　院　　　　　　　　 3　
　一般診療所　　　　　　　　39
　歯科診療所　　　　　　　　33
　薬　　　局　　　　　　　　24

ごみ処理量
　可燃ごみ　　　 11,485.20ｔ
　不燃ごみ　　　   1,882.41ｔ
　粗大ごみ　　　      224.12ｔ
　資源ごみ　　　   1,917.76ｔ　　　　　
　うち　ガラス・ビン 366.59ｔ
　　　　古紙・古着 1,297.63ｔ
　　　　カン・金属類 134.41ｔ
　　　　ペットボトル 100.88ｔ
　　　　食品トレイ 18.25ｔ
事業系可燃ごみ　   1,688.33ｔ
し尿、浄化槽汚泥  30,525.85ｔ

兼
献
献
献
献
献
験

産業別事業所数

（H20.12. 31現在）産業別従業者数

事業所数

従業者数

244

9,283人

※H17年 農林業センサスより

兼
献
験

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
H20年10月～H21年9月
H21年10月～H22年9月

409-7330

清洲
ふるさと
のやかた

問合せ
409-3288

西枇杷島
問屋記念館

問合せ

409-6471

はるひ
　美術館

問合せ

401-3881

（入館は
  午後4時15分
            まで）

午前9時〜
　 午後5時

NHK大河ドラマ「江～姫たちの戦国
～」を絆というコンセプトから【江と
三英傑との絆】をテーマに紹介しま
す。シアターでのオリジナル映像や
実際の撮影で使われた衣装や小道
具など、見所も満載です。
また、物品コーナーでは様々なお土
産や関連グッズも販売されています。

休館日なし大河ドラ
マを活か
したまち
づくり

平成23年春
大河ドラマ館
オープン

午前10時〜
     午後4時

（入館は
  午後3時30分
            まで）

午前9時〜
　 午後5時

（入館は
  午後4時30分
            まで）

※ポケット情報清須の数値について

平成21年10月1日に清須市と春日町が合併しましたの

で基準日が合併日以前の場合は、旧清須市、旧春日町の

数値を単純に合計しました。

（3月中下旬～
         11月末）

江と三英傑  絆のまち清須

ポケット情報清須

2,561人

13人

第２次産業
　　　33％

第３次産業
　　　63％

第１次産業 ２％

25食料品 10％

12電気機械器具
                  5％

19 印刷  8％
15 繊維 6%

11 輸送用
　機械器具 5％

46 その他 19％

8 はん用機械
　　器具 3％

1111 はん用機械
　　器具 11％

12 パルプ・紙・紙
　       加工品  5％

34プラスチック
      製品 14％

分類不能 ２％

17 金属製品 7％

2288
生産用機械
器具  25％

376 繊維 4％

367 金属製品 4％

255 飲料・たばこ・飼料 3％
262 窯業・土石製品 3％

700 ゴム製品  8％

1097 食料品 11％

297 輸送用機械器具 3％

992 その他  11％

992プラスチック 製品11％

45 生産用機械
　　  器具  18％

546 電気機械器具
                 6％

水と歴史に織りなされた

安心・快適な環境都市

466人

6,078人

8,971人

7,548人

8,705人

11,366人

7,866人

5,813人

6,571人


