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市          章

山県市の山の字をモチーフに、豊かな自然と活力ある都市

が調和して、21世紀の未来へ飛翔する市民を鳥にイメー

ジして、安らかで快適な山県市を意気高らかにうたいあげ

ています。

Ｐ７　教育・文化(指定文化財一覧)

Ｐ８　議会・行財政

Ｐ９　山県市の行政組織　

Ｐ10　治安・その他

Ｐ11　主要公共施設一覧

Ｐ12　主要公共施設一覧

 Ｐ１　地勢、土地

 Ｐ２　気候

 Ｐ３　人口

 Ｐ４　健康・福祉

 Ｐ５　産業、教育

 Ｐ６　教育・文化(指定文化財一覧)



（単位:ha）

小計 住宅 その他
883.6 420.9 614.5 410.1 204.4 18,619.4 175.7 1,483.9 22,198.0 

(税務課)

路線数（本） 延長（ｍ）
1 約2,000 東海環状自動車道
2 32,756

県 道 7 72,280
市 道 2,649 645,435

(建設課)

地目別面積(令和4年4月1日現在)

宅地

道路の状況（令和3年4月1日現在）

道 路

主要地方道含む。

地勢

土地

田 畑 山林 原野 その他 計

区 分

国道

≪位置と地勢≫

　本市は、岐阜市の北側に隣接する位置にあり、JR岐阜駅から約9～34kmの範囲に広がってい

ます。

　地勢は山地丘陵部が多く、北端の日永岳(1,216m)を最高峰として枝状の山地と、長良川支流

の武儀川、鳥羽川、伊自良川沿いの平たん地で構成されています。　※日永岳の山頂は関市板

取にあります。

≪面積≫

　本市は、南北方向約25km、東西方向約14kmの範囲に広がり、約221.98km²の面積を有してい

ます。地目別では農用地約6％、森林約84％、宅地約3％、道路約2％などとなっています。

≪市役所の位置≫

　東経　136度47分04秒

　北緯　35度30分08秒

　海抜　28.26m

- 1 -



国道

2021年 (標高28ｍ)

区分 平均風速 平均風向 最大瞬間風速 月平均気温 月最高気温 月最低気温 時間最大雨量 日最大雨量 月積算雨量

月 m/s m/s ℃ ℃ ℃ mm mm mm
1
2
3
4
5
6 1.8 北西 17.3 22.9 33.2 13.3 20.5 118.5 311.5 
7 1.5 北西 16.0 27.0 36.4 19.7 25.5 75.0 249.0 
8 1.8 南南東 21.6 26.9 37.1 20.1 56.0 180.0 635.0 
9 1.3 北西 16.4 23.1 31.9 16.0 45.5 92.0 407.5 

10 1.7 北西 16.7 18.4 30.8 4.5 5.0 13.5 26.0 
11 1.5 北西 14.0 10.9 24.0 -1.1 11.0 45.0 87.0 
12 1.6 北西 21.4 5.4 16.6 -3.3 16.5 38.0 166.5 

2020年 (標高28ｍ)

区分 平均風速 平均風向 最大瞬間風速 月平均気温 月最高気温 月最低気温 時間最大雨量 日最大雨量 月積算雨量

月 m/s m/s ℃ ℃ ℃ mm mm mm
1 1.4 南西 15.6 5.8 16.3 -3.1 5.0 18.5 56.5 
2 1.6 南西 17.0 5.1 16.7 -5.8 5.5 31.5 79.0 
3 1.7 南西 19.8 8.8 21.9 -3.0 8.0 29.0 110.0 
4 2.2 南西 18.4 11.4 25.3 0.9 8.0 37.0 124.0 
5 1.5 南西 15.6 18.9 30.0 7.2 8.5 37.0 103.5 
6 1.3 南西 13.2 23.3 32.9 15.2 16.0 64.5 306.5 
7 1.4 南西 19.8 24.3 34.6 18.0 33.5 97.5 723.5 
8 1.3 南西 29.7 28.7 37.3 20.8 11.0 21.0 73.5 
9 1.3 西南西 21.1 24.0 35.2 13.3 24.0 73.5 252.0 

10 1.1 南西 14.4 16.0 28.0 3.5 5.5 31.5 127.5 
11 1.1 南西 14.5 11.8 24.0 2.5 2.5 9.5 24.0 
12 1.2 南西 21.2 5.3 16.7 -2.8 3.0 18.5 43.5 

月別気温と総降水量など

（総務課）
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人口動態
転入 536

総数 男 女 転出 794
昭和35年 27,167 13,387 13,780 5,623
昭和40年 26,424 12,915 13,509 5,775
昭和45年 26,598 13,006 13,592 6,169
昭和50年 27,986 13,762 14,224 6,757
昭和55年 29,669 14,577 15,092 7,534
昭和60年 30,592 14,979 15,613 7,856
平成2年 30,989 15,057 15,932 8,155
平成7年 31,534 15,272 16,262 8,708
平成12年 30,951 15,054 15,897 9,098
平成17年 30,316 14,600 15,716 9,470 出生 93
平成22年 29,629 14,249 15,380 9,731 死亡 322
平成27年 27,114 13,019 14,095 9,640
令和2年 25,280 12,184 13,096 9,511

（企画財政課）

平成30年 27,503 13,340 14,163 10,822
平成31年 27,247 13,212 14,035 10,895
令和2年 26,795 13,012 13,783 10,911
令和3年 26,318 12,822 13,496 10,913
令和4年 25,786 12,585 13,201 10,800 （市民環境課）

（市民環境課）

合計 25,786人

男 12,585人 女 13,201人
(市民環境課)

国勢調査人口・世帯数の推移 （令和3年度）

総人口

資料：昭和35年～令和2年は「国勢調査」

平成30年、31年、令和2年、3年、4年は「住民基本台帳」（4月1日現在）

年齢別・男女別人口

令和4年4月１日現在　

人口

年次 世帯数

536
794
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対象（人） 受診（人） 受診率 ％ 対象（人） 受診（人） 受診率 ％ 対象（人） 受診（人） 受診率 ％

令和3年 17,850 1,188 6.7 17,850 1,598 11.8 17,850 2,052 11.5 

対象（人） 受診（人） 受診率 ％ 対象（人） 受診（人） 受診率 ％

令和3年 9,326 1,076 15.3 11,624 962 11.8 

対象（人） 受診（人） 受診率 ％ 対象（人） 受診（人） 受診率 ％

令和3年 5,077 1,487 29.3 4,591 398 8.7

区分
年度 対象 受診 対象 受診 対象 受診 対象 受診

区分
年度 世帯数　戸 加入者数　人 調定額　万円 一人当たり負担額　円 療養給付費等　万円 一人当たり給付額　円 納付金額　万円 一人当たり納付額　円 納付金額　万円 一人当たり納付額　円

令和元年度 3,954 6,564 63,699 97,043 229,054 348,955 19,492 29,695 6,602 10,058
令和2年度 3,884 6,342 58,657 92,490 220,232 347,260 18,939 29,863 6,973 10,995
令和3年度 3,784 6,059 57,216 94,431 234,052 386,288 18,075 29,832 6,238 10,295

後期高齢者医療 福祉医療
被保険者数 受給者数　人 受給件数　件 医療費助成　万円

人 調定額　万円 一人当たり負担額　円 897 14,273 2,900
4,684 27,191 58,051 30,634 1,670 19,545 4,807

1,133 35,645 19,831
287 3,630 1,172
12 77 27

区分
年度 職員数　人 園児数　人 職員数　人 園児数　人 職員数　人 園児数　人 職員数　人 園児数　人

令和4年度 24 131 22 98 9 23 9 26

区分
年度 職員数　人 園児数　人 職員数　人 園児数　人 職員数　人 園児数　人 職員数　人 園児数　人

令和4年度 12 47 13 57 8 23 97 405
※園児数には広域保育入所者を含む。
※職員数は保育士、調理員の合計（会計年度任用職員を含む）(育休含む)

各種健康診断受診の状況（令和3年度）

結核・肺がん 胃がん 大腸がん

（健康介護課）

乳がん 子宮がん

（健康介護課）

特定健康診査 後期高齢者健診

（健康介護課）

子どもの健診（令和3年度）
３～４か月児（人） 10～11か月児（人） １歳６か月児健診（人） ３歳児健診（人）

（子育て支援課）

国民健康保険運営状況の推移

被保険者 国民健康保険税 保険給付費 後期高齢者支援金 介護納付金

（市民環境課）

各種医療の状況（令和3年度）

後期高齢者医療保険料 区分
乳幼児医療（6歳児まで）

市単乳幼児医療*
（市民環境課） 重度心身障がい者医療

母子家庭等医療
父子家庭医療

（市民環境課）

保育所の状況（令和4年4月1日現在）
高富保育園 富岡保育園 梅原保育園 大桜保育園

伊自良保育園 みやま保育園 富波保育園 総計

（子育て支援課）

健康・福祉

区分

区分

区分
健診によって、受診者数÷対象人数で
は計算できないものも有り

令和3年 106 105 115 113 119 116 154 152
（３歳児健診　前年度未受
診者含む）

療養給付費
負担金　万
円

*上記「乳幼児医療」を除く中学校3年生までの入院・外来分

※令和5年4月1日から施設の種類を拡大して利用施設の選択肢を増やすとともに、保育等のサービスの向
上を目指し、高富保育園、富岡保育園の民営化を予定しています。(高富保育園は、社会福祉法人同朋会が
「認定こども園幼保連携型」として運営、富岡保育園は、学校法人春日学園が「認可保育園」として運営）
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966 277 689 44,714 36,435 6,642 1,637

区 分 商店数　店 従業者数　人 事業所数　店 従業者数　人

総 数 222 1,502 140 3,358
卸売業計 30 118 7 429
各種商品 0 0 9 133
繊維衣服 2 3 10 67
飲食料品 7 37 14 264
建築、金属材料 8 19 3 121
機械器具 6 14 0 0
そ の 他 7 45 0 0
小売業計 192 1,384 0 0
各種商品 0 0 36 840
繊維衣服 21 71 4 184
飲食料品 49 642 0 0
機械器具 43 171 3 54
そ の 他 72 485 1 43
無 店 舗 7 15 6 177

19 471
（企画財政課） 13 311

6 64
0 0
0 0
1 16
5 144
3 40

市内小・中学校の児童・生徒数（令和4年5月1日）
小学校

特別支援
高 富 12 3 316 37
富 岡 12 2 317 37
梅 原 6 0 59 21
桜 尾 6 1 67 19
大 桑 4 1 42 17

伊自良南 6 1 96 22
伊自良北 4 0 27 13

美 山 6 2 159 25
い わ 桜 3 1 29 13
総 計 59 11 1,112 204

※特別支援学級は内数で記入（学校教育課）

中学校

特別支援
高 富 12 2 403 42

伊 自 良 3 1 72 16
美 山 5 2 137 25
総 計 20 5 612 83

※特別支援学級は内数で記入（学校教育課）

農業（令和2年2月1日現在）

農家数（戸） 耕地面積（a）

「農林業センサス」（企画財政課）

商業（平成28年6月1日現在） 工業（令和2年6月1日現在）
区 分
総 数

食 料 品
繊 維 工 業

木 材 、 木 製 品
家 具 ・ 装 備 品

パルプ、紙、紙加工
印 刷 ・ 同 関 連 業

化 学 工 業
石油製品・石炭製品
プ ラ ス チ ッ ク 製 品

ゴ ム 製 品
なめし革・同製品・毛皮

窯 業 ・ 土 石 製 品
鉄 鋼 業

非 鉄 金 属
「経済センサス－活動調査（卸売業・小売業）」 金 属 製 品

は ん 用 機 械 器 具
生 産 用 機 械 器 具
業 務 用 機 械 器 具
電 子 回 路 製 造 業
電 気 機 械 器 具
輸 送 用 機 械 器 具
そ の 他 の 製 造 業

「工業統計」（企画財政課）

学級数

学級数

産業

総数 販売農家数 自給的農家数 総面積 田 畑 樹園地

教育

学 校 名 児童・生徒数 職員数

学 校 名 児童・生徒数 職員数
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国指定文化財一覧表（令和4年4月1日現在）

種別等 種目 名　　　称 時代等 員数 所在地 所有者・管理者 指定年月日

建造物 建造物 白山神社拝殿 室町 1 東深瀬 白山神社 S31.6.28

県指定文化財一覧表（令和4年4月1日現在）

種別等 種目 名　　　称 時代等 員数 所在地 所有者・管理者 指定年月日

建造物 建造物 十五社神社本殿 1701年 1 大桑 十五社神社 R1.9.27

美術工芸品 彫刻 木造十一面観音立像 平安 1 佐野 南泉寺 S53.12.19

美術工芸品 工芸品 喚鐘 明徳２年 1 葛原 八月堂 S53.2.14

美術工芸品 工芸品 鰐口 永享２年 1 葛原 篠座神社 S53.2.14

天然記念物 天然記念物 甘南美寺のサクラ 1 長滝 甘南美寺 S43.8.6

市指定文化財一覧表（令和4年4月1日現在）

種別等 種目 名　　　称 時代等 員数 所在地 所有者・管理者 指定年月日

建造物 建造物 高札所 1 長滝 長滝自治会 S46.10.1

建造物 建造物 大福寺観音堂 1651年 1 大門 大福寺 S47.11.1

建造物 建造物 加茂神社本殿・拝殿 江戸 2 梅原 加茂神社 H10.1.13

建造物 建造物 日比野家萱葺住宅 1 谷合 個人所有 H10.5.28

建造物 建造物 東光寺本堂 江戸 1 小倉 東光寺 R1.10.1

美術工芸品 絵画 三祖大師画像 鎌倉 1 西深瀬 慈明院 S59.2.11

美術工芸品 絵画 天台大師像 室町 1 西深瀬 慈明院 S59.2.11

美術工芸品 絵画 両界曼荼羅図 室町 2 西深瀬 慈明院 S59.2.11

美術工芸品 絵画 釈迦十六善神像 室町 1 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 土岐頼純画像 室町 1 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 快川紹喜頂相 室町 1 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 大愚宗築頂相 江戸 1 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 雪景山水図 江戸 1 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 出游図 1 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 鷹の画 江戸 1 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 紙本鷹図押絵貼六典屏風 江戸 1 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 涅槃図 室町 1 椎倉 弘誓寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 親鸞聖人絵伝 江戸 4 大桑 妙楽寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 養叟禅師の圓相 室町 1 大桑 圓教寺 S59.2.11

美術工芸品 絵画 白隠の達磨･寿老人・圓頓章 江戸 3 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 彫刻 小倉十王堂観音像 江戸末期～明治 1 小倉 小倉十王堂 S46.10.1

美術工芸品 彫刻 木造虚空蔵菩薩像 平安後期 1 長滝 長滝自治会 S46.10.1

美術工芸品 彫刻 木造月光菩薩立像 鎌倉 1 平井 個人所有 S47.11.1

美術工芸品 彫刻 慈福寺聖観音菩薩 鎌倉末期～南北朝 1 藤倉 慈福寺 S47.11.1

美術工芸品 彫刻 千体地蔵 江戸 1 松尾 松尾自治会 S47.11.1

美術工芸品 彫刻 円空仏観音坐像 江戸 1 小倉 東光寺 S47.11.1

美術工芸品 彫刻 円空仏薬師如来立像 江戸 1 松尾 松尾自治会 S47.11.1

美術工芸品 彫刻 円空仏青面金剛神 江戸 1 中洞 永昌寺 S52.5.11

美術工芸品 彫刻 岩佐白山神社狛犬 江戸 1 岩佐 白山神社 S56.2.18

美術工芸品 彫刻 十五社神社狛犬 室町 1 大桑 十五社神社 S62.1.30

美術工芸品 彫刻 不動明王立像 室町 1 梅原 大本寺 H4.2.17

美術工芸品 彫刻 聖観世音菩薩像･延命地蔵菩薩像・毘沙門天像 室町 3 椎倉 弘誓寺 H4.2.17

教育・文化
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種別等 種目 名　　　称 時代等 員数 所在地 所有者・管理者 指定年月日

美術工芸品 彫刻 十一面観世音菩薩像 室町 1 東深瀬 観音寺 H5.3.12

美術工芸品 彫刻 釈迦如来像（厨子佛） 江戸 1 柿野 本郷自治会 H11.6.1

美術工芸品 彫刻 木造薬師如来像 鎌倉 1 平井 個人所有 H18.2.22

美術工芸品 彫刻 木造日光菩薩像 鎌倉時代 1 平井 個人所有 H18.2.22

美術工芸品 彫刻 木造聖観音菩薩立像 平安後期 1 西深瀬 慈明院 H18.2.22

美術工芸品 工芸品 御鉾神社鰐口 室町 1 伊佐美 御鉾神社 S62.1.30

美術工芸品 工芸品 高木神社神鏡 江戸 1 高木 高木神社 S62.1.30

美術工芸品 典籍 大般若波羅密多経 室町 1(全510巻) 西深瀬 慈明院 S62.1.30

美術工芸品 古文書 西深瀬村御縄打水帳 江戸 1(11冊) 西深瀬 個人所有 S62.1.30

美術工芸品 古文書 梅原村切支丹宗門穿鑿別帳 江戸 1 梅原 個人所有 S62.1.30

美術工芸品 古文書 習慣堂社中記名簿 江戸 1 高富 浄光寺 S62.1.30

美術工芸品 古文書 末世長久苗代覚帳 江戸 1 梅原 個人所有 S62.1.30

美術工芸品 古文書 天台興国大圓禅寺領寄進證文集 室町 1 西深瀬 慈明院 S62.1.30

美術工芸品 歴史資料 南泉寺草創期の語録類 室町～江戸 7 大桑 南泉寺 S59.2.11

美術工芸品 歴史資料 牛臥神社社殿造立棟札 鎌倉 1 椎倉 牛臥神社 S62.1.30

有形民俗文化財 有形民俗文化財 柿野祭りからくり山車 1 柿野 本郷自治会 H6.3.11

無形民俗文化財 無形民俗文化財 伊自良十六拍子 1 保存会 S34.8.16

無形民俗文化財 無形民俗文化財 北山雨乞い太鼓･雨乞い踊り 1 神崎 保存会 S52.5.11

無形民俗文化財 無形民俗文化財 柿野獅子神楽 1 柿野 保存会 S52.5.11

無形民俗文化財 無形民俗文化財 葛原太鼓踊り 1 葛原 保存会 S52.5.11

無形民俗文化財 無形民俗文化財 立華 1 保存会 S57.3.1

無形民俗文化財 無形民俗文化財 乾音頭 1 保存会 H12.7.12

史跡 史跡 唐鋤古墳 古墳後期 1 西深瀬 個人所有 S32.8.26

史跡 史跡 森古墳 古墳後期 1 高富 廣厳寺 S32.9.5

史跡 史跡 大門古墳１～１８ 古墳後期 1 大門 松尾神社 S36.9.1

史跡 史跡 監物墓 1 平井 個人所有 S36.9.1

史跡 史跡 尾脇２号古墳 1 大森 大森生産森林組合 S36.9.1

史跡 史跡 四国堀跡 戦国 1 大桑 山県市 H5.3.12

史跡 史跡 宗玄塚 江戸 1 片原 片狩自治会 H6.3.11

名勝 名勝 東光寺 1 小倉 東光寺 S47.10.1

名勝 名勝 甘南美寺 1 長滝 甘南美寺 S47.10.1

名勝 名勝 伊自良湖 1 長滝 山県市 S47.10.1

名勝 名勝 茶所と念仏池 1 大森 甘南美寺 S47.10.1

天然記念物 天然記念物 甘南美寺花の木の大樹 1 長滝 甘南美寺 S43.2.18

天然記念物 天然記念物 甘南美寺のモミの木 1 長滝 甘南美寺 S43.5.15

天然記念物 天然記念物 県神社の椋の木 1 平井 県神社 S46.10.1

天然記念物 天然記念物 熊野神社の大いちい大樫 1 小倉 熊野神社 S46.10.1

天然記念物 天然記念物 ハリヨの棲息地 1 大森 個人所有 S47.11.1

天然記念物 天然記念物 四国山椿並木 1 岩佐 岩佐区 S56.2.18

天然記念物 天然記念物 相戸白山神社大杉 1 相戸 白山神社 S56.2.18

天然記念物 天然記念物 乳児の森、おなみ桜 1 葛原 塩後自治会 S63.2.26

天然記念物 天然記念物 八王子杉 1 葛原 八月自治会 S63.2.26

天然記念物 天然記念物 逸見杉 1 大桑 十五社神社 H4.2.17

天然記念物 天然記念物 千本杉 1 大桑 個人所有 H4.2.17

天然記念物 天然記念物 三光寺、菩提樹 1 富永 三光寺 H4.4.16

天然記念物 天然記念物 三光寺、多羅葉 1 富永 三光寺 H4.4.16

天然記念物 天然記念物 梅谷寺　夫婦モミ、東西 2 中洞 永昌寺 H4.4.16

天然記念物 天然記念物 天鷹神社、大杉 1 谷合 天鷹神社 H7.6.16

(生涯学習課）
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議会･行財政
■歴代市長 ■歴代副市長(助役含む。)

氏　名 就　任　期　間 氏　名 就　任　期　間
平野　元 平成15年4月27日 ～ 平成23年4月26日 酒向　隆 平成15年5月14日 ～ 平成16年3月31日

林　宏優 平成23年4月27日 ～ 現 在 嶋井　勉 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日

（総務課） 松田　勲 平成23年7月1日 ～ 平成25年3月31日

宇野　邦朗 平成25年10月1日 ～ 令和3年9月30日

久保田 裕司 令和3年10月1日 ～ 現　　在
（総務課）

■歴代議長 ■歴代教育長
氏　名 就　任　期　間 氏　名 就　任　期　間
武山和行 平成15年4月8日 ～ 平成16年4月30日 小林圀之 平成15年4月1日 ～ 平成19年5月14日

藤垣邦成 平成16年5月12日 ～ 平成17年4月26日 森田正男 平成19年7月1日 ～ 平成27年6月30日

小森英明 平成17年4月26日 ～ 平成18年5月12日 伊藤正夫 平成27年7月1日 ～ 平成31年3月31日

久保田圴 平成18年5月12日 ～ 平成19年5月10日 服部和也 平成31年4月1日 ～ 現 在
村橋安治 平成19年5月10日 ～ 平成19年7月19日 （学校教育課）

村瀬伊織 平成19年7月19日 ～ 平成20年4月30日

藤根圓六 平成20年5月13日 ～ 平成21年5月13日

後藤利瑗 平成21年5月13日 ～ 平成22年5月12日

久保田圴 平成22年5月12日 ～ 平成23年5月13日

村瀬伊織 平成23年5月13日 ～ 平成24年4月30日

藤根圓六 平成24年5月7日 ～ 平成25年5月10日

横山哲夫 平成25年5月10日 ～ 平成26年5月9日

杉山正樹 平成26年5月9日 ～ 平成27年5月8日

上野欣也 平成27年5月8日 ～ 平成28年4月30日

上野欣也 平成28年5月10日 ～ 平成29年5月12日

武藤孝成 平成29年5月12日 ～ 平成30年5月10日

石神　真 平成30年5月10日 ～ 令和元年5月13日

令和元年5月13日 ～ 令和2年4月30日

武藤孝成 令和2年5月14日 ～ 令和4年5月12日

石神　真 令和4年5月12日 ～ 現在
（議会事務局）

■令和4年度　一般会計歳入歳出予算(当初予算) （企画財政課）

※（　）内は全体予算に対する比率

市税

29.2億円

20.5% 繰入金

12.1億円

8.5%

その他

19.4億円

13.6%
地方交付税

46.5億円

32.7%

国県支出金

21.5億円

15.1%

市債

11.4億円

8.0%

地方譲与税

2.1億円

1.5%

歳　入
予算現額

142.2億円

総務費

29.6億円

20.8%

民生費

41.5億円

29.2%衛生費

12.5億円

8.8%
農林水産業費・商工費

12.0億円

8.4%

土木費

12.9億円

9.1%

消防費

6.7億円

4.7%

教育費

10.6億円

7.5%

公債費

14.6億円

10.3%

その他

1.8億円

1.3%

歳　出
予算現額

142.2億円
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係 電話番号 関連施設

行政法務係、管財・生活安全係 ☎２２－６８２０

消防防災係 ☎３２－９１００

人事秘書室 人事秘書係 ☎２２－６８２１

伊自良支所 ☎３６－３３０１

美 山 支 所 ☎５５－３１１１

西武芸出張所 ☎５２－３１００

地方創生係、財政係、広報統計係 ☎２２－６８２５

市民税係、資産税係 ☎２２－６８２２

徴収係 ☎２２－６８４３

市民環境課 戸籍住民係 ☎２２－６８２９

保険年金係 ☎２２－６８２７

市民生活係、環境衛生係 ☎２２－６８２８ クリーンセンター

美里会館

ピッコロ療育センタ－

老人福祉センター（3）

保育園(7)

子どもげんきはうす

高富児童館

（子育て支援センター）

健康介護課 成人健康係、介護係 ☎２２－６８３８ 保健福祉ふれあいセンタ－

農林基盤整備係、農林振興係 ☎２２－６８３０ 美山山村開発センター

建設維持係、管理係、開発・建築係 ☎２２－６８３２

グリーンプラザみやま

香り会館

水道係、下水道係、収納係 ☎２２－６８３５

会計係 ☎２２－６８２３

■議会

事務局 総務係 ☎２２－６８４０

■教育委員会

教育センター

小学校（９）

中学校（３）

総合体育館

中央公民館（3）

図書館・美術館・歴史民俗資料館

文化の里花咲きホール

文化の里古田紹欽記念館

北山交流センター

文化財調査室 文化財係 ☎３２－９００８

■委員会

選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会

山県市の行政組織（令和４年４月１日）
課名

総務課

企画財政課

税務課

　　徴収対策室

福祉事務所

農林畜産課

建設課

水道課

会計管理者(会計課）

福祉課
地域福祉係、高齢福祉係、障がい福祉係
（生活困窮者自立相談支援機関）
（障害者基幹相談支援センター）

☎２２－６８３７

子育て支援課
児童福祉係、母子健康係                                                           
（子育て世代包括支援センター）

☎２２－６８３９

まちづくり・企業支援課 まちづくり推進係、企業支援係 ☎２２－６８３１

学校教育課 総務係、学務係、管理指導係 ☎２２－６８４４

生涯学習課 生涯学習振興係、スポーツ推進係 ☎２２－６８４５

市
長

副
市
長

教
育
長
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治安･その他
■常設消防の設備および人員(令和４年４月１日現在)

職員数 車 両

消防吏員 ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 水槽車 救急車 救助工作車 指揮車 広報車 その他 合計

47人 4台 1台 3台 1台 1台 1台 2台 13台

（山県消防署・美山分署）

■消防団の設備および人員(令和４年４月１日現在)

機械器具

普通ﾎﾟﾝﾌﾟ車 小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ 積載車 その他の車両

10分団 310人 4台 36台 17台 2台

機能別５隊 177人 0 5台 4台 0

合　計 487人 4台 41台 21台 2台

（総務課）

■救急業務処理状況 (単位：件)

年 火災 自然災害 水難事故 交通 労災 運動 一般 加害 自損 急病 その他 出動回数
令和元年度 4 0 0 91 18 9 200 2 8 677 108 1,117 

令和2年 6 0 2 46 15 2 189 0 8 563 78 909 

令和3年 5 0 2 61 11 3 191 2 3 624 91 993 

（山県消防署・美山分署）

■火災発生状況 (単位：件)

年 建物 林野 車両 その他 計
令和元年度 3 1 0 8 12 

令和2年 4 1 1 5 11 

令和3年 4 0 1 2 7 

（山県消防署・美山分署）

■交通事故発生状況の推移

年 人身事故件数 死者 負傷者 物損事故件数

令和元年度 35件 0人 49人 709件

令和2年 33件 1人 36人 605件

令和3年 31件 0人 33人 618件

（総務課）

■ごみ処理状況

1日平均 1日平均 1日平均

収集量 1世帯排出量 1人当り排出量

令和3年度 9,477戸 24,844人 11,701㎏ 1.9㎏ 0.72㎏ 60,566万円 63,909円 24,379円

（市民環境課）

■し尿処理状況(令和3年度) (単位：kl)

総 計 16,626.60 

高 富 8,686.98 

伊 自 良 2,677.32 

美 山 5,262.30 

（市民環境課）

分 団 数 団 員 数

年度 収集世帯数 収集人口 処理総費用 1世帯当り経費 1人当り経費
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名 称 所 在 地 電話番号
名 称 所 在 地 電話番号 山県市社会福祉協議会 東深瀬696番地1 23-1211

山県市役所 高木1000番地1 22-2111

山県市シルバー人材センター 佐賀588番地2 23-0200
美山支所 谷合1358番地1 55-3111 児童養護施設　若松学園 大桑2358番地5 27-3148
西武芸出張所 岩佐1177番地1 52-3100 ゆう（放課後等デイサービス） 高富642番地1 32-9200
〈教育委員会〉 みんなの家（放課後等デイサービス） 高富167番地10 32-9343
教育委員会 高木1000番地1 22-6844
教育センター 富永495番地3 52-1007
〈警察・消防〉
山県警察署 高富2383番地1 22-0110
美山駐在所 谷合1231番地1 55-2002
伊自良駐在所 大門912番地2 36-3353
西武芸駐在所 岩佐53番地1 52-1110
乾駐在所 出戸228番地2 53-2050
岐阜市消防本部山県消防署 高木1291番地2 22-0119 指定障害者支援施設　伊自良苑 藤倉84番地 36-2175
岐阜市消防本部美山分署 笹賀70番地1 55-2119
〈市関連施設〉
福祉事務所 高木1000番地1 22-6837
クリーンセンター 谷合2457番地 55-2202
高富児童館 高富1276番地2 22-4750
子どもげんきはうす 東深瀬17番地1 23-2323
ピッコロ療育センター 東深瀬156番地 22-3129
高富老人福祉センター 佐賀588番地2

美山老人福祉センター 岩佐1177番地1
美里会館 高富1285番地1 27-2492
美山山村開発センター 谷合1358番地1 －

●コミュニティー施設
〈公民館・交流センター〉

名 称 所 在 地 電話番号
高富中央公民館 佐賀588番地2 22-3351

美山中央公民館 岩佐1177番地1 52-1106
高富公民館 高富1275番地1 22-5510
富岡公民館 西深瀬1113番地1 22-3209
梅原公民館 梅原1522番地3 22-2099
桜尾公民館 伊佐美829番地3 27-2818
大桑公民館 大桑2406番地1 27-3425
谷合公民館 谷合1250番地1 55-3008
北山公民館 神崎114番地1 54-2211
葛原公民館 葛原4517番地 55-2112 指定相談支援事業者　あおぞら 藤倉400番地1 78-4778
北武芸公民館 笹賀11番地 55-2748 養護老人ホーム　美山荘 笹賀901番地 55-2110
乾公民館 出戸235番地1 53-2111 特別養護老人ホーム　椿野苑 大桑3615番地1 22-6001
富波公民館 富永566番地2の2 52-1004
西武芸公民館 岩佐213番地1 52-1101
北山交流センター 神崎100番地1 54-2350
柿野交流センター 柿野1371番地 －

介護老人保健施設山県グリーンポート 大門773番地 36-2800
●地域包括支援センター グループホーム虹の里　伊自良 松尾344番地5 36-1020

名 称 所 在 地 電話番号 グループホーム　ききょう 東深瀬505番地2 22-5617
南部地域包括支援センター 高木1596番地1 22-6886 みやまの里 富永754番地5 52-3988
北部地域包括支援センター 中洞420番地2 52-3340 グループホームオレンジヒルズやまがた 高木1360番地2 32-9600

小規模多機能型居宅介護
●成年後見支援センター しゃくなげ

名 称 所 在 地 電話番号 認知症対応型通所介護
成年後見支援センター 高富1238番地1 090-8457-9800 ひだまりのいえ

椿野苑デイサービスセンター 大桑3615番地1 22-6002
桜美寮デイサービスセンター 藤倉105番地1 36-2012

デイサービスセンターやすらぎ 岩佐1177番地1 52-2800

デイサービスセンターふれあい 高木933番地 23-2030

デイサービスセンターほほえみ 谷合1349番地1 56-0056

ショートステイやまがた 高木1360番地2 32-9602

あいデイサービス 藤倉567番地152 36-3466

介護予防ジムきぼう 東深瀬585番地 22-5151

デイサービス花水木 梅原1495番地1 27-0367

同朋会地域支援事業所　花笑みクラブ 東深瀬859番地11 22-6001

香り会館通所事業所 大桑726番地1 22-5400

主要公共・公的施設一覧
市外局番：0581

●市役所・救急・消防など ●福祉施設
〈市役所・支所・出張所〉

指定障害福祉サービス事業者
株式会社愛さんさん岐阜北営業所

高富930　
KMビル101号

23-4334
伊自良支所
（伊自良コミュニティセンター内）

大門850番地67 36-3301

児童発達支援・放課後等デイサー
ビス　キッズウェイブ

東深瀬139番地2 32-9797

指定障害者支援施設
岐阜県立三光園

大桑3606番地 27-3300

指定障害者支援施設
岐阜県立幸報苑

大桑3606番地 27-3508

指定障害者支援施設
あしたの会自然の家

大桑3512番地1 27-0030

指定障害者支援施設
生活の家桜美寮

藤倉105番地1 36-2011

指定障害福祉サービス事業者
同朋会ケアホーム・ホーム伊自良

藤倉84番地 36-2175

指定障害福祉サービス事業者
共同生活支援センターウッズ

大桑3512番地1 27-2750

指定障害福祉サービス事業者
青空

藤倉400番地1 78-4778

22-6837
（福祉課）

伊自良老人福祉センター
（伊自良コミュニティセンター内）

大門850番地67
指定障害福祉サービス事業者
ワークス伊自良

大森145番地 36-2400

指定障害福祉サービス事業者
ウェルピア山県

梅原2660番地1 32-9199

指定障害福祉サービス事業者
ＷＳＢバイオ

梅原1448番地 27-0118

指定障害福祉サービス事業者
ひなたぼっこ園

小倉626番地4 36-2260

指定障害福祉サービス事業者
pasito　lodge

藤倉403番地 78-4778

伊自良中央公民館
（伊自良コミュニティセンター内）

大門850番地67 36-3355
指定障害福祉サービス事業者
リトルツリー

大桑3341番地2 22-5111

指定相談支援事業者
地域生活支援センターツリー

大桑3512番地1 27-2461

指定相談支援事業者
岐阜北相談支援センター

大桑3606番地 27-3508

指定相談支援事業者
相談支援センター　さんさん

小倉626番地4 36-2260

指定相談支援事業者
相談支援事業所　ＷＳＢバイオ

梅原1448番地 27-0118

特別養護老人ホーム
山県グリーンビレッジ

大門803番地 36-1050

介護老人福祉施設　
オレンジヒルズやまがた

高木1367番地1 32-9501

東深瀬505番地１ 22-5911

梅原1495番地1 27-0367
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名 称 所 在 地 電話番号 名 称 所 在 地 電話番号

高富保育園 高富1048番地 22-1152 図書館・美術館・歴史民俗資料館 大門850番地65 36-3339

富岡保育園 東深瀬26番地4 22-1359 高富中央公民館図書室 佐賀588番地2 22-3351

梅原保育園 梅原1537番地1 22-2500 みやまジョイフル倶楽部 笹賀197番地 55-2608

大桜保育園 伊佐美327番地2 27-2131 文化の里古田紹欽記念館 洞田127番地131 36-1023

伊自良保育園 大門912番地12 36-3513 文化の里花咲きホール 洞田127番地135 36-2323

みやま保育園 岩佐213番地1 52-1114

富波保育園 富永460番地3 52-2333 市総合運動場(体育館) 高木1675番地 22-6622

〈幼稚園〉 伊自良総合運動公園 洞田127番地67 －

私立はなぞの北幼稚園 高富2813番地46 22-5656 美山総合運動場 田栗899番地 －

〈小規模保育〉 高富体育館 佐賀588番地2 －

ねっこ園 高木1065番地3 050-8881-6556 大桜グラウンド 大桑2731番地1 －

〈病児保育〉 梅原スポーツランド 梅原2645番地1 －

病児保育おひさま 高木933番地 23-2030 葛原運動場 葛原4493番地3 －

〈小学校〉 谷合運動場 谷合1029番地1 －

高富小学校 高富1079番地 22-1066 乾運動場・乾体育館 出戸191番地2 －

富岡小学校 東深瀬29番地1 22-1050 富波運動場・富波体育館 富永495番地1 －

梅原小学校 梅原1534番地 22-1068 美山テニスコート 谷合1038番地 －

桜尾小学校 伊佐美726番地 27-2101

大桑小学校 大桑2382番地1 27-2151 四国山香りの森公園 大桑765番地 －

伊自良南小学校 大森540番地2 36-3014 香り会館 大桑726番地1 22-5400

伊自良北小学校 掛217番地 36-3352 ティーハウスハーブレンド 大桑726番地1 27-3944

美山小学校 岩佐763番地 52-1140 伊自良ふれあい・さわやかドーム 大門850番地71 －

いわ桜小学校 谷合1157番地2 55-2050 伊自良フラワーパークすいげん 平井717番地7 －

〈中学校〉 ハリヨ公園 大森202番地 －

高富中学校 高富2845番地1 22-1063 ふれあいバザール 船越416番地13 53-2125

伊自良中学校 大門954番地1 36-3351 てんこもり農産物直売所 小倉755番地2 36-2663

美山中学校 富永64番地 52-1213 ラブレイク 長滝25番地1 36-3655

〈高等学校〉 グリーンプラザみやま　コテージ村 片原180番地6 55-2615

岐阜県立山県高等学校 中洞44番地1 52-1551 グリーンプラザみやま　キャンプ場 片原134番地 55-2615

あいの森山の家 神崎785番地2 －

名 称 所 在 地 電話番号

岐北衛生施設利用組合 岩佐1786番地 52-1348

主要公共・公的施設一覧
市外局番：0581

●保育園・幼稚園・学校 ●文化・スポーツ・レクリエーション・特産品直売施設

〈保育園〉 〈文化施設〉

〈体育施設〉

〈その他〉

●一部事務組合

（岐北斎苑）
（関市武芸川町
宇多院875番地

（0575-46-
3912）
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わたくしたちのまちは山県市
その名の由来は御野国山方郡（みののくにやまがたぐん）。
正倉院に現存する最古の戸籍に記されていた地名です。
はるかなときの流れに育まれてきたわたくしたちのまちを、
さらに住みよいまちにし次の世代に引き継ぐため、
ここに市民憲章をさだめます。

一、豊かな自然を愛し、美しいまちをつくります。
一、健やかな心と体を育て、明るいまちをつくります。
一、持てる力を生かし、元気なまちをつくります。
一、思いやりの心を持ち、温かいまちをつくります。
一、教養と文化を高め、豊かなまちをつくります。

市の木／栗 市の花／ききょう

名山めぐり事業イメージキャラクター

「山県さくら」

発行／山県市役所

　　　所在地 〒501-2192　岐阜県山県市高木1000番地1

          TEL　0581-22-2111(代)

　　　 URL https://www.city.yamagata.gifu.jp/

アクセス

岐阜市の北部に隣接する山県市へは、国道256号をはじめ車でのア

クセスが便利です。

● 鉄道を利用すると… 

・ JR名古屋駅→JR岐阜駅（約20分）→JR岐阜駅からバスで約35

分 

・ 東海道新幹線・岐阜羽島駅から車で約1時間 

● 高速道路を利用すると… 

・ 名神高速道路・岐阜羽島I.C.から車で約1時間 

・ 東海北陸自動車道・関I.C.から車で約20分

・ 東海環状自動車道・関広見I.C.から車で約15分 

・東海環状自動車道・山県I.C.から車で約５分

市民憲章

市の木・花

山県市観光親善大使「ナッチョルくん」


