
市の特徴

平成１６年２月１日に、古川町、河合村、宮川村、神岡町の２町２村が合併し、飛騨市
が誕生しました。

本市は、岐阜県の最北端に位置し、北は富山県、南は高山市、西は白川村に接しており、
県庁所在地の岐阜市から約１５０km、高山市の北約１５kmに位置しています。

周囲は３０００ｍを越える飛騨山脈などの山々に囲まれ、総面積７９２．５３㎢の約９
３％を森林が占めています。年間を通しては、平均気温１１度で四季の移り変わりを肌で
感じることができ、とても自然に恵まれた地域です。

市役所の所在地：〒509-4292 飛騨市古川町本町２番22号
東経137度11分10秒 北緯36度14分16.7秒 標高492.84ｍ

市 の 面 積 ：792.53㎢

■交通の状況
県都岐阜市からＪＲ高山線で２時間１５分、富山市から１時間１０分、東海北陸自動車

道・飛騨清見インターから県主要地方道を経由して３０分に位置。また、国道４１号、３
６０号、４７１号は、市内を縦・横断し物流に貢献しています。

市の概要

令和4年6月1日更新



■産業の状況
市内には、非鉄金属製錬業や医薬品、自動車部

品、セラミック製品、電子部品、給水栓、砥石、
木製家具、粉末冶金、粉末加工など様々な製造業
があります。また、農業では、飛騨牛に代表され
る肉牛畜産や高冷地野菜のトマトやほうれん草な
どが盛んに行われています。

飛騨市生まれ 飛騨市育ちの飛騨牛

■自然景勝地に恵まれた地
標高３，０００ｍ越えの北アルプス連峰につな

がる北ノ俣岳、天生（河合町）・池ヶ原（宮川
町）・深洞（神岡町）の三湿原、天生県立自然公
園・奥飛騨数河流葉県立自然公園など、多くの自
然資源が点在しています。

北ノ俣岳と池塘（ちとう）

■個性ある地域資源
市内には、東京大学素粒子研究施設「スーパー

カミオカンデ」をはじめとした宇宙物理学研究施
設、ＮＨＫ連続テレビ小説「さくら」の舞台であ
り、アニメ映画「君の名は。」のイメージとして
用いられている田舎町の風景・瀬戸川と白壁土蔵
街、かおり風景１００選に選ばれた棚田と板倉が
残る農山村の原風景、豊かな自然と水・雪を活か
した酒づくりなど、多彩で個性にあふれた地域資
源が存在します。 棚田と板倉が残る農村の原風景

■伝統芸能文化が残る地
毎年４月１９日・２０日に行われる「ユネスコ

無形文化遺産・国重要無形民俗文化財 古川祭
（起し太鼓）」、河合町「小雀獅子」、宮川町
「へんべ獅子」、神岡町「神岡祭（時代行列）」
などの代表的な伝統文化が継承されています。ま
た、伝統産業として、「和ろうそく」、「飛騨春
慶」、「山中和紙」などが長い歴史の中で受け継
がれています。

ユネスコ無形文化遺産・国重要無形民俗文化財
「古川祭」の起し太鼓

市の特徴



市章・市の花・市の木

■市章
この市章は「水と木の文化薫る四町村が響き合い、市民や

他の地域、そして世界へ発信する様子（活力）」を表してい
ます。古川町の朝霧、河合村の雪、宮川村の豊かな水、そし
て神岡町の最新技術を支える水など、四町村をつなげる「水」
に着目し、波紋や年輪をモチーフとして、彫刻的（立体的）
で現代的なシンボルとしました。

全体的な造形として、現代の生活にふさわしい表情をもち
ながら、古い町並みにも調和する日本的な表情にも配慮して
います。それは歴史ある飛騨の文化を守りながら、現代に発展させる人々の姿を表してい
ます。また、シンボルカラーであるおちついた水色は、水や空など飛騨市の豊かな自然と、
人々のやすらぎを表現したものです。

■市の花：ミズバショウ
雪解けとともに沢に沿って咲くミズバショウは、

春の湿原を白い花で覆い、清らかな水の恵みを受け
た、自然の美しさを象徴する希少な花として飛騨市
の花と定めました。
（花と思われがちな白い部分は、葉の変形した「苞
（ホウ）」というもので、本当の花は黄色い小さな
円柱状のものです。）

■市の木：ブナ
群生するブナ林は燃えるような綺麗な緑となりま

す。原生林の素晴らしさと自然の豊かさを象徴する
力強い木として飛騨市の木と定めました。

市民憲章

わたくしたちは、美しい山河につつまれて、豊かな歴史と伝統を誇る飛騨市民です。
文化が薫る、活力とやすらぎのまちをめざし、力を合わせて進みます。

１ 美しい自然を大切にし、うるおいのあるまちをつくります。
１ 思いやりの和を広げ、ぬくもりのあるまちをつくります。
１ 体をきたえ、元気で働き、笑顔あふれるまちをつくります。
１ 伝統を活かし、未来を拓き、たくましいまちをつくります。
１ 夢と生きがいの持てる、希望に満ちたまちをつくります。

平成１８年４月１日制定



市の基本方針（飛騨市総合政策指針 令和２年２月制定）

次々と未知なる課題が生まれる人口減少時代の中にあって、問題を前向きに捉え、一つ
一つの課題に丁寧に向き合い、現場での市民の声や困り感を肌で感じる中で、様々な知恵
と工夫で課題を暮らしやすさに転換しながら、市民の結束力やコミュニティの力を高めて
いきます。

こうした取り組みの積み重ねにより、自分自身が住み慣れた環境の中で、誰もが心豊か
に穏やかに過ごすことができるまちをつくることが出来ると考えています。

そして、こうした取り組みの一つ一つを全国にしっかり発信し、「飛騨市」の認知度を
高めることが、「飛騨市に住めば何か楽しいことが起きる」、「何か楽しいことができる
」という“気”を市内全域に醸成することに繋がり、本市に住み、そして関わる全ての人
々が、毎日の生活を楽しく暮らすことが出来るようになると信じています。そして、誰一
人取り残されず、互いを家族のように支え合えるまちづくりを推進し、人口減少先進地と
しての全国モデルとなるまちづくりを進めてまいります。

◆まちの将来像
「みんなが楽しく心豊かに暮らせるまち」

◆政策方針
「元気であんきな誇りの持てるふるさと飛騨市づくり」

◆基本姿勢
「対話と協働」 「交流と連携」 「挑戦と前進」

市の人口等

H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1

総 人 口 24,472 24,027 23,571 23,227 22,790

世 帯 数 8,877世帯 8,877世帯 8,849世帯 8,870世帯 8,823世帯

高 齢 化 率 38.12％ 38.76％ 39.16％ 39.65％ 39.97％

市の財政状況

一般会計

185億4,000万円

特別会計
90億600万円

公営企業会計
29億2,644万円

●令和４年度当初予算額

●地方公共団体財政健全化法の４指標（令和２年度）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－ － 13.8% －

●普通会計ベースでの指標

財政力指数：0.319（R3値） 標準財政規模：109億7,087万円（R2値）
経常収支比率：94.0％（R2決算）
基金残高：積立基金141億1,954万円、運用基金5億3,953万円（R2決算）
起債残高：148億1,975万円（R2決算）



人件費

31.9 

扶助費

17.8 

公債費

24.5 

補助費等

17.7 

普通建設

事業費

25.6 

その他

行政経費

67.9 

歳出
（性質別）

義務的経費40.0％

17.2％ 9.6％ 13.2％ 9.6％ 13.8％ 36.6％

歳出合計
185.4億円

単位：億円

（比率）

市の産業

平成28年6月1日

種 別
事業所数 従業者（人）

（店舗） 男 女 計

第一次
産 業

農林漁業 27 170 61 231

27 170 61 231

第二次
産 業

鉱業、採石業、砂利採取業 2 16 3 19

建設業 184 890 183 1,073

製造業 144 2,165 891 3,056

330 3,071 1,077 4,148

電気・ガス・熱供給・水道業 7 47 3 50

第三次
産 業

情報通信業 6 23 7 30

運輸業、郵便業 27 308 50 358

卸売業、小売業 325 752 735 1,487

金融業、保険業 18 52 90 142

不動産業、物品賃貸業 29 27 28 55

学術研究、専門・技術サービス業 38 179 73 252

宿泊業、飲食サービス業 225 295 643 938

生活関連サービス業、娯楽業 129 153 228 381

教育、学習支援業 40 14 58 72

医療、福祉 90 205 786 1,008

複合サービス事業 21 93 77 170

サービス業（他に分類されないもの） 86 399 139 538

1,041 2,547 2,917 5,481

合 計 1,398 5,788 4,055 9,860

資料：経済センサス活動調査

●令和４年度 一般会計歳入・歳出予算の内訳

一般会計歳入

一般会計歳出

市税

35.7 

地方交付税

67.0 

国県支出金

23.7 

市債

12.3 

繰入金

18.1 

その他

28.6 
歳入

12.8％ 6.6％ 9.8％ 15.4％36.1％19.3％

歳入合計
185.4億円

単位：億円

（比率）



市の職員数等

●保育所（R4.4.1）
市立５園、私立３園の合計８園 園児数：５２６人

●小中学校（R4.4.1）
小学校６校、中学校３校の合計９校 児童生徒数：１，５５７人

●医療施設等（R4.4月値）
市民病院１施設８１床、市診療所６施設、市介護医療院１施設５８床

●社会福祉施設（R4.4月値）
老人福祉センター 市 ３施設
養護老人ホーム 市 １施設 利用定員： ５０人
特別養護老人ホーム 社会福祉法人４施設 利用定員：３１１人
デイ・サービスセンター 社会福祉法人７施設 その他７施設 利用定員：３０２人
認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 社会福祉法人１施設 その他８施設 利用定員： ９９人
障がい者自立支援施設 市 １施設 利用定員： ３８人

●市 道（R3.4.1値）
実延長５４１，６４７．０ｍ、舗装率７９.６％、改良率４９．８％

●上水道・簡易水道（R4.3.31値）
上水道４６施設 給水人口２２，３９８人、普及率９８．２８％

●下水道（R4.3.31値）
公共下水道２施設、特別環境保全公共下水道２施設、農業集落排水等１５施設
普及率９７．３９％、水洗化人口１９，５１９人、水洗化率８５．６５％

主な行政施設等

●職員数（R4.4.1）
総数：４８０人
（内訳）一般職：２４８人（９）、技能労務職： １６人（３）、消防職：７７人、

福祉職： ３１人（２）、医 療 職：１０８人（３）
※( )うち再任用の数

●ラスパイレス指数（R3.4.1） ９４．１

問合先：飛騨市役所 企画部 総合政策課
〒509-4292 岐阜県飛騨市古川町本町２番２２号
TEL 0577-73-6558 URL http://www.city.hida.gifu.jp 


