
※H21年 工業統計調査より

（H21.12. 31現在）産業別事業所数

（H21.12. 31現在）産業別従業者数

事業所数

従業者数

229

8,639人

24 食料品 10％

13 輸送用機械
　　　器具 6％

18 繊維  8％
17金属製品7%

7 電気機械
　　器具 3％

45 その他 20％

7 はん用機械
　　器具 3％

920 はん用機械器具 11％

14 パルプ・紙・紙
　       加工品  6％

350 パルプ・紙・
       紙加工品 4％

29 プラスチック
      製品 13％

18 印刷 8％

1590
生産用機械器具
             18％

353 繊維 4％

392 金属製品 5％

261 飲料・たばこ・飼料 3％

1072 ゴム製品
              12％

1066 食料品
            12％

328 輸送用機械器具 4％

1004 その他 12％

881プラスチック
          製品10％

37 生産用機械
　　  器具  16％

422 電気機械器具
                 5％

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 ２１,４６０,３００千円
　歳出総額 ２０,５７３,０００千円
特別会計
　歳入総額 １３,０３６,８４９千円
　歳出総額 １２,４５９,９５２千円

市民一人あたりの市税負担額

　市　民　税 ７１,３６０円
　固定資産税 ８４,１４６円
　軽自動車税 １,０５５円
　市たばこ税 ６,３４１円
　都市計画税 １０,６２６円
　合　　　計 １７３,５２８円

行政の状況
職 員 数 ４６７人
平均年齢 ４０.８歳

選挙人名簿登録者数
　　総数 52,506人
　　 男 26,283人
　　 女 26,223人
市議会議員数
　　定数　24人　現在数　24人

（H23. 3.31現在の総人口65,826人で割った額）

（H22年度）
（H22. 2 . 1 現在） （H23.12. 2 現在)

（H22. 5. 1 現在)

（H23. 4. 1 現在)

（H23.10. 1 現在)

（H17.10. 1 現在)

（H23.10. 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　　291人
小学校数　  8校 児童数　3,583人
中学校数　  4校 生徒数　1,677人

保育園数  13園   園児数　1,543人
児童館・児童センター数 8館
子育て支援センター数 4センター
児童遊園数  15園
ちびっこ広場数  33広場

事業所数 　　760
　うち　　卸売業　　　　 290
　　　　　小売業　　　　 470

従業者数   6,772人
　うち　　卸売業　　　2,967人
　　　　　小売業　　　3,805人

乗客数（未就学児含む）

電 話 番 号

○　庁舎 

　清須市役所 

　西枇杷島庁舎（西枇杷島支所、建設部） 

　清洲庁舎（清洲支所、健康福祉部） 

　春日支所 

○　会館・センター等 

　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

　春日公民館 052-400-2700

○　福祉・保健センター 

　西枇杷島老人福祉センター 052-502-7530

　春日老人福祉センター 052-400-2911（代表）

　新川福祉センター 052-409-4554

○　社会体育施設 

　新川体育館 052-409-1535

　春日Ｂ＆Ｇ体育館 052-400-2651

　アルコ清洲 052-409-8181

　カルチバ新川 052-401-2666

　 

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

平成元年に再建された清洲城は、

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。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〜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。清洲城天主閣、清洲
公園、清洲古城跡公園を散策し
た後の休憩などにご利用いただ
けます。また、清須に関連したお
土産を販売しています。

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。また、今年は3年に１度
開催される新進作家の活動を紹
介する「清須市はるひ絵画トリエ
ンナーレ」が行われます。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、休日の翌日

(月曜日、休日の翌日

が休日の場合は近日

の開館日）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12月29日

〜1月3日

同上

施　　　設　　　名

総農家数 683戸
　　　専  業  農  家 54戸
　　　第1種兼業農家 46戸
　　　第2種兼業農家 180戸
　　　自 給 的 農 家 403戸
農業就業人口 504人
　　　男 239人
　　　女 265人
経営耕地総面積 149ha
　　　田 77ha
　　　畑 71ha
　　樹園地 2ha

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 2,934 33,351

農　　　業 1 4

建　設　業 258 1,608

製　造　業 568 11,774

電気・ガス業 1 3

運輸・通信業 107 2,577

卸売・小売業 760 6,772

金融・保険業 29 247

不 動 産 業 131 460

サービス業 1,067 9,314

そ　の　他 12 592

※H21年 経済センサス・基礎調査より

※人口動向調査より

※人口動向調査より

※H22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 65,849人
　男 32,967人
　女 32,882人
 世帯 26,438世帯

国勢調査人口
総人口 65,757人
　男 32,933人
　女 32,824人
 世帯 25,344世帯

自然動態
　出生　　　　　　　　　 755人
　死亡　　　　　　　　　 496人

社会動態
　転　入　　　　　　　 2,933人
　転　出　　　　　　　 3,044人
　その他　　　　　　　　   53人

（Ｈ23. 12. 1 現在）
（Ｈ23.12. 1 現在）

（Ｈ22.10. 1 現在）

（Ｈ22年度）

（Ｈ22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
27,934人

（H21．7．1現在）
（H21．7．1現在）

※H21年 経済センサス・基礎調査より

（H23.10. 1 現在)

（H22年度末現在)

（H22.1.1～ H22.12.31）

交通事故発生状況 2,373件

　うち　人身事故 451件

刑法犯発生状況 1,238件

火災発生状況 29件

　建物焼損床面積 672㎡

　損害額 42,671千円

救急出動状況 2,378件

　うち　急　　病 1,549件

　　　　交通事故 275件

　　　　一般負傷 314件

　　　　そ の 他 240件

交通災害共済加入総数 14,006人

　人口に対しての加入率 21.3％

消防分団数 12団

　団員数 279人

（うち  死亡事故　2件）

2012年版

（H22年度）

（H23.12. 1 現在)医療施設
　病　　　院　　　　　　　　 3　
　一般診療所　　　　　　　　37
　歯科診療所　　　　　　　　33
　薬　　　局　　　　　　　　23

ごみ処理量
　可燃ごみ　　　　　10,995.43ｔ
　不燃ごみ　　　　  　1,026.82ｔ
　プラスチックごみ　　  901.42ｔ
　粗大ごみ　　　　    　 217.89ｔ
　資源ごみ　　　　 　 1,969.75ｔ　　　　　
　うち　ガラス・ビン 366.87ｔ
　　　　古紙・古着 1,355.56ｔ
　　　　カン・金属類 140.12ｔ
　　　　ペットボトル 105.57ｔ
　　　　キャップ 1.63ｔ
　事業系可燃ごみ　 　 1,793.58ｔ
　し尿、浄化槽汚泥   30,338.09ｔ

兼
献
献
献
献
献
験

※2010年 世界農林業センサスより

兼
献
験

駅数 　　　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
H22年10月～H23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

清洲市民
センター
生涯学習課

409-6471

清須市
 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

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。

052-400-2911（代表）

清洲総合福祉センター
　052-401-0031
  （清須市社会福祉協議会）

ポケット情報清須

2,736

24

第２次産業
　　　33％

第３次産業
　　　63％

第１次産業 ２％

分類不能 ２％

水と歴史に織りなされた

安心・快適な環境都市

483

6,308

8,904

7,316

9,039

11,014

7,601

5,865

6,559


