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沿　革

　日本の中心に位置する岐阜市は、岐
阜県の県庁所在地でありながら、市内
中心部に清流長良川が流れ、緑豊かな
金華山がそびえるという自然にあふ
れた街である。1300年以上の歴史を誇
る「ぎふ長良川の鵜飼」や戦国武将ゆ
かりの「岐阜城」など歴史の街として
も知られている。斎藤道三・織田信長
が登場した戦国時代を境に岐阜は天
下の要所として全国に名が知られる
ことになった。江戸時代には、岐阜町は尾張徳川領に、加納町は加納藩の城下町として、また、
中山道の宿場町、商工の町として発展の道を歩んできた。
　明治22（1889）年７月１日に岐阜市制を施行して以後、近隣町村との合併を続け、平成８（1996）
年４月１日に中核市として全国有数の都市となり、自然豊かな観光都市として中部地方における
政治、経済、学術、文化などの主要都市となった。さらに、平成18（2006）年１月１日には、南
部に隣接する柳津町を編入合併した。令和元（2019）年７月１日には、岐阜市制130周年という
節目の年を迎えた。

位　置

　東経136°45'、北緯35°25'（岐阜市役所本庁舎 岐阜市司町）

面　積

　203.60km2【令和４（2022）年１月現在】

人　口

　世帯数184,818世帯
　総人口403,441人（男性192,911人、女性210,530人）【令和４（2022）年７月１日現在】

市　章

　岐阜市は往古井口といい、織田信長によって「岐阜」の名を全国に広められた。
この深き由緒にもとづき、井口の「井」をもって岐阜市の象徴とし、これを市章
と定めた。【明治42（1909）年８月27日制定】

市の花・市の木

　緑のまちづくり委員会が、候補の木、花を７種
類ずつ選定しそのなかから市の木、市の花にふさ
わしいものを市民から公募した。その応募数にも
とづき、市の木を「つぶらじい」、市の花を「サル
ビア」に選定した。【昭和47（1972）年10月22日制定】
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都市宣言

●青少年の愛護・非行防止都市宣言
　明日をになう青少年の教育は、国をあげての重大事である。
　本市は、かねてより教育の重点をここにおき、各般にわたるその対策を図ってきたのである
が、青少年の非行化は増加の傾向にあり憂慮すべき状態にあるので、この際抜本的な方途を講
ずる必要を痛感するに至った。
　青少年愛護の完璧を期し、非行化を事前に防ぎ、心身共に健康な新時代の青少年を育てるた
めに、家庭教育の質的改善とその徹底を図り、社会環境を浄化し、青少年愛護の施策を強化し、
全市民の自覚と積極的協力を求め、その総力を結集することを期して、ここに岐阜市を「青少
年愛護・非行防止都市」とすることを宣言する。

　　　　【昭和41（1966）年３月28日制定】　

●平和都市宣言
　緑豊かな金華山と清流長良川に代表されるわたしたちのふるさとは、自由と平和をとうとぶ
風土をはぐくみ、活力に満ちた住みよいまちづくりを目指しています。この美しい自然を愛し、
自由と平和を求める心はわたしたちのみならず、人類共通の願いであります。
　わたしたちの岐阜市は、世界の各都市と友好・姉妹都市提携を進め、相互の信頼を深めつつ
平和への道を歩んでいます。
　市制施行100年を迎えるに当たり、すべての核兵器と戦争をなくすことを訴え、世界の人々
とともに真の恒久平和が達成されることを願い、ここに「平和都市」を宣言します。

　　　　【昭和63（1988）年７月１日制定】　

●生涯学習都市宣言
私たちは
　金華山と長良川に象徴される豊かな自然を守り
　楽市楽座の持つ自由で創造的な気風を高め
　人権を尊重し、互いに支え合うあたたかい地域社会と
　活力に満ちた住みよいまちを
　主体的な活動によって実現します。
そのために私たちは、子供から大人まで
　自ら学び・楽しみ・貢献することで生きがいをもつ
　生涯学習の生き方を進めます。
ここに自らの意思を明らかにするため

「生涯学習都市」を宣言します。
　　　　【平成８（1996）年４月１日制定】　 資
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都市宣言

●元気・健康都市宣言
21世紀に生きる私たち岐阜市民は
夢と生きがいの持てる豊かな生活を目指し
一人ひとりのチャレンジと　地域の連帯のなかで
体　心　まち　自然
それぞれが元気で健康な「ぎふのまち」を
共に築くことを　ここに宣言します。

　　　　【平成11（1999）年４月29日制定】　

●環境都市宣言
　自然な姿をそのまま残す縁豊かな金華山。豊富で清浄な水をたたえ、1300年の鵜飼の伝統が
今も続く清流長良川。岐阜には先人たちが大切に守り育て、受け継いできたかけがえのない自
然があります。
　こうした恵まれた環境を享受してきた私たちは、この環境を維持するだけでなく、さらによ
りよいものとして次代に引き継がなければなりません。
　いま、自然の持つ復元力を超え、地球規模での広がりを見せる汚染や環境破壊が問題とされ
ています。求められるのは、一人ひとりの日常生活や社会経済活動が、環境へ負の要因となっ
ていることを認識し、環境に対して負荷の少ない、健全で持続可能な社会を構築するための積
極的な行動です。
　そこで、私たちは
　1、自然との共生、共存をはかり、快適環境を創出します。
　1、循環型社会をめざした、事業活動や市民生活を構築します。
　1、地域の環境づくりに、自ら積極的に取り組みます。
　これらを基本に「環境と調和する、人にやさしい都市岐阜」の創造を目指します。
　今後も、市民、企業、行政が一体となって、地球環境の保全と、心やすらぐ都市環境を目指
して、まちづくり、地域づくりに取り組むことをここに宣言します。

　　　　【平成14（2002）年９月８日制定】　
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　平成25（2013）年５月15日、台湾の新北市を訪問し、岐阜市長と新北市長がトップ会談を行っ
た。そこで両市相互に観光資源を紹介することなどで、両市市民の交流が深まることを願い、観
光推進に協力することを確認した。その証として同日付で宣言書（岐阜市商工観光部長・新北市
観光旅遊局長）に調印した。
　新北市は、台湾北部に位置する台湾最大の行政区で、人口は約400万人。台湾ならではの豊か
な文化、独特の自然景観がある。人気観光スポットである「九份」や願い事を書いたランタンを
一斉に夜空に飛ばす「平渓国際天燈祭り」などが有名。

　令和元（2019）年10月23日、中国西安市で開催された「2019世界文化観光フォーラム」で観光
分野における両市の発展について意見を交換。「観光協力合意書」を取り交わし、今後の観光交
流の強化を確認した。
　西安市は陝西省の省都で、中国内陸部の関所盆地に位置しており、かつては「長安」と呼ばれ、
約2000年にわたり中国の中心地として栄えた都市。
　世界遺産に登録された秦の始皇帝陵の遺跡「兵馬俑」や、明朝時代に建てられた「西安鼓楼」
などが有名。

新北市（台湾）と「観光推進協力宣言」を締結

西安市（中国）と「観光協力合意書」を締結
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岐阜市民憲章

わたくしたち岐阜市民は、
金華山と長良川のもつ
美しい自然にはぐくまれてきた伝統をうけつぎ、
市民相互のつながりを強め、
自由と平和を尊ぶまちをきずくため
　1、自然をいかし、人間を尊重する、住みよいまちをきずきます
　1、青少年には夢、老人には安らぎのある、心のかよったまちをきずきます
　1、働くことに喜びをもち、健全に余暇を楽しむ、活気のあるまちをきずきます
　1、きまりを守り、相手の気持ちを大切にし、助けあいのあるまちをきずきます
　1、広く交わり、教養を高め、個性を伸ばし、豊かなまちをきずきます

　　　　【昭和48（1973）年３月27日制定】　

市民のうた

岐阜市民の歌
　　　作詞：松野武雄／作曲：兼田　敏

１　水清く　流れやさしい
　　長良川
　　歴史を秘めて
　　高くそびえる　金華山
　　豊かな自然に　はぐくまれ
　　美しいまち　わがふるさと
　　　ああ　岐阜市　岐阜市

２　鐘の音は　今も変わらず
　　ときを告げ
　　朝に夕

ゆうべ

に
　　祖先の心　しのびつつ
　　豊かな文化を　受けついで
　　やすらぎのまち　わがふるさと
　　　ああ　岐阜市　岐阜市

３　かがり火は　濃尾平野の
　　空に映

は

え
　　ひかりを求め
　　世界の友と　手を結び
　　豊かな未来を　望みつつ
　　ひらけゆくまち　わがふるさと
　　　ああ　岐阜市　岐阜市

【昭和54（1979）年３月15日制定】

岐阜市制100年のうた

蒼
あお

い流れに
　　　作詞・作曲：加藤登紀子

１　蒼い流れに身をしずめて
　　哀しみこらえた人もあろう
　　めぐる時代のかがり火を
　　うつしてあふれる長良川
　　水の流れは祈りのうた
　　つきせぬ願いを抱いてうたう

２　サルビア　アオギリ　ツブラジイ
　　街並をそめて時は流れる
　　とどかぬあこがれ胸にあふれて
　　走って登った金華山
　　空の広さに手をひろげて
　　はるかな大地を感じるため

３　朝もや流れる川のほとり
　　かすかにゆれてる鵜飼船
　　紅柄格子ののき先から
　　ねむりをさまして走る自転車
　　あまりになつかしわがふるさと
　　いつまでもかわるな岐阜の街
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友好・姉妹都市

●フィレンツェ市（イタリア共和国）
　ミラノとローマのほぼ中間地点に位置する街で、そ
の名の語源に「花が咲く」という言葉を持つため「花
の都」と呼ばれている。この都市は、ルネッサンス発
祥の地として名高く、市内にある美術館には、ボッ
ティチェリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェ
ロなどルネサンスの巨匠達の手による世界的に有名
な作品が展示されている。また、礼拝堂や宮殿もこう
した芸術品に彩られており、街全体が美術館ともいう
べき美しさを誇っている。

【姉妹都市提携：昭和53（1978）年２月８日調印】

●杭州市（中華人民共和国）
　東南沿岸地帯にある浙江省の北部に位置する。
省都として政治、経済、文化の中心をなし、「魚

ぎょ

米
べい

の
郷」、「お茶とシルクの都」としても広く知られてい
る。さらに杭州市は、中国内の七大古都の一つであり、

「東方の明珠」と誉め称えられる西湖十景をはじめ、
名所旧跡が多く風光明媚な観光都市として有名。そし
て、鉄道、道路、水運、空港など、中国東南部の重要
な交通拠点でもある。

【友好都市提携：昭和54（1979）年２月21日調印】

●力ンピーナス市（ブラジル連邦共和国）
　「カンピーナス」が現地の言葉で「平原」を意味す
るとおりの広大な平原都市。高層ビルが建ち並ぶ市街
地にあっても、たくさんの木々が植えられており、緑
豊かな街並を形成している。かつては、一大コーヒー
産地として、サンパウロ市をも凌ぐほどの発展を遂げ
たカンピーナス市は、現在では、多くの世界的な企業
が進出する商工業都市としてブラジル経済をリード
している。

　【姉妹都市提携：昭和57（1982）年２月22日調印】
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●シンシナティ市（アメリカ合衆国）
　オハイオ州南西部に位置し、商工業都
市、観光都市として知られている。南部
にはオハイオ川が流れ、東部にはアダム
ス山がある自然に恵まれた美しい街。隣
接する２州にまたがる商工業の一大地
域「グレーターシンシナティ」エリアの
中心地であり、外国籍企業も多く進出し
ている。また、世界初のプロ野球チーム
であるシンシナティ・レッズの本拠地で
あり、大リーグ野球発祥の地とも言われ
ている。

【姉妹都市提携：昭和63（1988）年５月11日調印】

●ウィーン市マイドリング区（オーストリア共和国）
　アルプスの東に位置し、ドナウ川の右岸に発達した
オーストリア共和国の首都。この地はヨーロッパの南
北、東西を結ぶ主要路の交差する地として古代から常
に歴史の舞台となり、ハプスブルク家が統治した都と
して、また音楽の都としても知られている。姉妹都市
であるマイドリング区は、このウィーン市23区の内で
12区にあたり、「シェーンブルン宮殿」に隣接した閑
静な地区で、工場や繊維を中心とした店舗やショッピ
ングセンターが点在する、快適な住宅地として知られ
ている。

【姉妹都市提携：平成６（1994）年３月22日調印】

●サンダーベイ市（カナダ）
　五大湖のうち一番西のスペリオル湖西岸にある都
市。オンタリオ州北西部の中心都市として、この地域
における教育と医療のサービス拠点となっている。森
林資源、鉱物資源に恵まれた地域で、市内には２つの
総合大学や先端技術の研究施設等も進出している。

　【姉妹都市提携：旧柳津町が平成９（1997）年８月
　　友好都市協定調印
　　岐阜市として、平成19（2007）年５月28日調印】
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■岐阜市の歴史年表
時代 西暦 主な出来事

先土器 紀元前13000年 ナイフ形石器が使用される（日野遺跡）
縄文 紀元前7000年

紀元前3000年
紀元前1000年

撚糸文土器が使用される（椿洞遺跡）
琴塚南遺跡
佐野遺跡

弥生 紀元前300年
紀元前100年
50年

宇佐遺跡
上加納銅鐸
瑞龍寺山山頂遺跡

古墳 400年 鎧塚古墳、内山1号墳、龍門寺1号墳、船来山24号墳などが築かれる
飛鳥 672年（壬申元）

702年（大宝2）
708年（和銅元）

壬申の乱で、村国男依、身毛君広ら美濃の豪族が活躍する
御野国戸籍が作られる
国名に「美濃」の文字が用いられるようになる
老洞・朝倉古窯で刻印須恵器が生産される

奈良 737年（天平9） このころすでに美濃国から中央ヘ紙を貢納していた
平安 818年（弘仁9）

1183年（寿永2）
1192年（建久3）

厚見荘（後の茜部荘）が東大寺に施入される
美濃源氏、木曽義仲の軍とともに平氏の軍をやぶり入京する
源頼朝、美濃国内の武士を御家人に編入する

鎌倉 1342年（康永元） 土岐頼康、美濃国守護となる
室町 1458年（長禄2）

1460年（寛政元）
1473年（文明5）
1495年（明応4）
1525年（大永5）
1533年（天文2）
1554年（天文23）
1556年（弘治2）
1561年（永禄4）
1567年（永禄10）
1569年（永禄12）

土岐成頼、美濃国守護となる
斎藤妙椿、美濃国守護代となる
一条兼良、妙椿の招きにより革手城をたずねる
船田の合戦がおこる
長井長弘、長井新左衛門尉が守護土岐氏に対し反乱をおこす
長井新左衛門尉が死去し、子の新九郎（斎藤道三）があとを継ぐ
斎藤道三隠居し、子の義龍があとを継ぐ
長良川の戦いで斎藤義龍が父・道三を討つ
斎藤義龍死去、子の龍興があとを継ぐ
織田信長、斎藤龍興を追放し稲葉山城を占領し、井口を岐阜と改める
ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスが岐阜に来る

安土桃山 1576年（天正4）
1600年（慶長5）

1601年（慶長6）

織田信長、安土城に移る
岐阜城主織田秀信（信長の孫）、関ケ原の戦いに際し石田方につき、徳川方から攻められ岐
阜城は落城する
加納城が建てられる
奥平信昌、加納城城主となる

江戸 1619年（元和5）
1634年（寛永11）
1688年（貞享5）
1832年（天保3）
1861年（文久元）

岐阜町が尾張藩領となり、代官がおかれる
加納宿が新しく整備される
松尾芭蕉が岐阜を訪れ、妙照寺に滞在し鵜飼を見る
正法寺の大仏が完成する
皇女和宮、加納宿に泊まる

明治 1871年（明治4）
1874年（明治7）
1888年（明治21）
1889年（明治22）

1891年（明治24）
1896年（明治29）

1909年（明治42）

廃藩置県によって美濃一円の諸県は、岐阜県として統一される
長良川に船橋（現長良橋）ができる
岐阜公園開園式（明治15年開園許可）
岐阜市制がしかれる（人口25,750人、5,150戸）西野町に市役所ができ、初代市長に熊
谷孫六郎が選任される
濃尾大震災がおこる
名和靖が名和昆虫研究所を設立する
権現山の「時の鐘」が村瀬平作により打ち始められる
岐阜市章が決められる

大正 1913年（大正2） 岐阜駅を現在地に移転する
昭和 1927年（昭和2）

1932年（昭和7）
1933年（昭和8）
1935年（昭和10）
1936年（昭和11）
1939年（昭和14）
1941年（昭和16）
1945年（昭和20）
1946年（昭和21）

1949年（昭和24）
 
1950年（昭和25）
1954年（昭和29）
1956年（昭和31）
1959年（昭和34）
1960年（昭和35） 
1964年（昭和39）

鵜飼観覧事業が市営になる
市立岐阜薬学専門学校（市立岐阜薬科大学の前身）が創立
第10回全国中学校選抜野球大会で岐商が初優勝
名鉄新岐阜一名古屋間が全通
躍進日本博覧会を岐阜公園で開催する
長良川古川・新川（古々川）の分派口締切完成
岐阜市民病院を設立する
7月９日、岐阜市は大空襲を受ける（市内の８割焼失　死者863人）
岐阜駅にハルピン街ができ始める（駅前問屋街の始まり）
市立岐阜女子専門学校が創立
国立岐阜大学と市立岐阜薬科大学が発足する
市営バスの運行が始まる
市立岐阜女子専門学校が市立岐阜短期大学となる
市立岐阜短期大学が市立岐阜女子短期大学となる
岐阜城が再建される
伊勢湾台風により大きな被害がでる
国勢調査で30万都市となる
金華橋ができる
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時代 西暦 主な出来事
昭和 1965年（昭和40）

1966年（昭和41）
1969年（昭和44）
1973年（昭和48）
1975年（昭和50）
1976年（昭和51）
1978年（昭和53）
1979年（昭和54）
1982年（昭和57）
1984年（昭和59）
1985年（昭和60）
1986年（昭和61）
1988年（昭和63）

岐阜で国体が行われる
新市庁舎が完成移転（今沢町）
市立岐阜商業高等学校開校
岐阜市民憲章を制定する
国勢調査の結果、40万都市となる
9.12豪雨により、大きな被害がでる
イタリアのフィレンツェと姉妹都市になる
中国の杭州市と友好都市になる
ブラジルのカンピーナス市と姉妹都市になる
岐阜市文化センターが開館する
岐阜市歴史博物館が開館する
JR西岐阜駅オープン
岐阜市制100年
ぎふ中部未来博覧会開催される
アメリカのシンシナティ市と姉妹都市になる

平成 1991年（平成3）
1994年（平成6）

1995年（平成7）
1996年（平成8）

1997年（平成9）
1998年（平成10）
1999年（平成11）
2000年（平成12） 
2002年（平成14）

2003年（平成15）  
2004年（平成16）

2005年（平成17）

2006年（平成18） 
2007年（平成19）

2008年（平成20）

2009年（平成21） 

2010年（平成22）

2011年（平成23）

2012年（平成24）

2013年（平成25） 

2014年（平成26）

2015年(平成27)

NHK大河ドラマ「信長」オープンセット開場
オ一ストリア ウィーン市マイドリング区と姉妹都市提携
第1回国際インラインスケート岐阜長良川大会開催
長良川国際会議場完成
中核市に指定される
JRの鉄道高架完成
JR岐阜駅新駅舎開業
JR岐阜駅南口駅前広場完成
長良川鵜飼大使を創設
全国高等学校総合体育大会「2000年岐阜総体」開催
生涯学習拠点施設「ハートフルスクエア－G」開設
岐阜市民病院「小児夜間急病センター」開設
環境都市宣言
総合型交通社会実験を実施
北西部下水道処理区供用開始
総合計画2004（ぎふ躍動プラン・21）策定
岐阜市柳ヶ瀬プラザを開設
岐阜市・柳津町合併協定調印式
北東部コミュニティセンター開館
長良川右岸河畔道路の整備
岐阜市歴史博物館リニューアル
清水緑地竣工
ペットボトル水「清流 長良川の雫」製造

「まちなかレンタサイクル事業」開始
岐阜市・柳津町合併「新・岐阜市」誕生
カナダ　サンターベイ市と姉妹都市になる

「岐阜市文化産業交流センター（じゅうろくプラザ）」開館
「岐阜シティ・タワー 43」竣工
岐阜市・富山市都市間交流協定を締結
FC岐阜J2入会承認
北西部運動公園竣工
岐阜小学校開校（金華小・京町小統合）
路上喫煙禁止区域指定
岐阜駅正面玄関が完成（U型歩行者デッキなどが供用開始）
岐阜市制120周年記念式典開催
岐阜駅北口駅前広場完成
岐阜公園総合案内所完成
第30回全国豊かな海づくり大会ぎふ長良川大会開催
APEC中小企業大臣会合等が開催
岐阜薬科大学の本部、研究室などが新学舎へ移転

「ぎふ信長大使」を創設。第1号に漫画家、山田貴敏さんが就任。
金華山一帯を「岐阜城跡」として国史跡に指定
第1回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン開催

「岐阜スカイウイング37」竣工
長良川うかいミュージアム（岐阜市長良川鵜飼伝承館）開館
明郷小学校開校（本郷小・明徳小統合）
岐阜清流中学校・岐阜中央中学校開校（伊奈波中・明郷中廃止）

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」開催
岐阜県総合庁舎（旧岐阜県庁舎）閉庁
台湾新北市と「観光推進協力宣言」締結

「長良川中流域における岐阜の文化的景観」が国の重要文化的景観に選定
岐阜市子ども・若者総合支援センター（エールぎふ開所（旧明徳小））

「長良川の鵜飼漁の技術」が国の重要無形民俗文化財に指定
〝「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜〟が日本遺産に認定
みんなの森ぎふメディアコスモスを開設
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時代 西暦 主な出来事
平成 2016年（平成28）

2017年（平成29）

岐阜市長良川防災・健康ステーション開館
岐阜市科学館リニューアル
信長公450プロジェクト（織田信長公 岐阜入城・岐阜命名450周年事業）を実施

令和 2019年（令和元)
2020年（令和2）

2021年（令和3）

中国の西安市と「観光協力合意書」を締結
NHK大河ドラマ「麒麟がくる」放映にあわせ、「麒麟がくる 岐阜 大河ドラマ館」が岐阜
市歴史博物館２階にオープン
岐阜市役所新庁舎が完成移転（司町）

※年表については西暦（和暦）の順、本文については和暦（西暦）の順に表記しています。
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■岐阜の方言例
岐阜の方言 共通の意味 使用例（岐阜方言の発音を含む）

あじない まずい ここのチャーハンはあじねぁーでいかん。
あっちべた あっちの方（ほう）、向こう側 長良川のあっちべたにレンゲ草が咲いとった。
あのじん あの人 あのじん、知っとるか?
いかっせる （「行く」意味の）いらっしゃる ええ、ベベ着て、どこいかっせるの?
いざける 移動させる ちょっとその荷物いざけて。
いのく 動く あの子は、ものぐさで、ちっともいのかん。
いりゃあ いらっしゃい こっちへ、いりゃ一。
ええころかげん・ええこらかげん 無責任 そんなえーころかげんの仕事ではいかんわ。
えか 念を押す・よいか ちゃんと宿題やるんやよ。えか。
えぞくらしい うるさい、腹が立つ この子は、よう泣いて。ほんとにえぞくらし一。
えらい 疲れる、くたびれる この急な坂道、えれぁーでいかんわ。
おきんさい 止めなさい 悪いことは言わん、おきんせぁー。
おうじょうする（こく） 困ってしまう・もてあます さんざん手こずらせて、おーじょうこいたわ。
おぞい わるい・粗雑な おぞい服やなぁ。
おそがい 恐ろしい 気が小っちゃいでおそげぁー映画はよう見ん。
おまはん あなた おまはんも、元気やったかな。

（鍵を）かう （鍵を）かける お父さん、玄関の鍵かっといてくれる?
（ボタンを）かう （ボタンを）とめる、かける ワイシャツのボタン、ちゃんとかわなあかんよ。
かざかぐ 臭いをかぐこと 腐っとらへんか、かざけぁてみて。
かしわ 鶏肉 今晩は、かしわの唐揚げやで、まっとって。えかっ。
かずける 他人のせいにする なんでも人にかずけてはア力ン。
がばり 画鋲、ピン ポスターのがばり、とってちょ。
かんこうする［勘考する］ 考える・工夫する ちょっと二人でかんこーしといて。
きっつくらい きらい あの人は意地悪やから、きっつくれぁー!
きもい きつい、きゅうくつ このズボン、ちょっときもいんやて。
きんのう 昨日 きんのーは、よー寝れたかね。
くろ 片側・隅 くろの方も、よ一掃除しといて。
くろにえ 青あざ ひざにくろにえが出来てまった。
けなるい・けなりい うらやましい また外国へ行ってみえたの?けなるいなー（けなりーなー）。
～げな ～だそうだ こんど新しい社員が入るげな。
ゲボする 吐く、もどす ずつねぁーでゲボしてまった。
ごがわく しゃくにさわる・腹が立つ あの態度は本当にごがわく。
ござる いる、来る あッ、先生がござる。
こすい ずるい 妹はいつもこすいことばっかりやっとる。
ごっつぉう ご馳走 いま、お祭りのごっつぉーを作っとるわ。
ご無礼します 失礼します では、これでご無礼します。
こうへん 来ない いくら待っとっても、こーへんわ。
～さ ～さん（人名の尊称） 太郎さの所の嫁は働きもんや。
ざいしょ（在所） 実家、出身地、ふるさと おまはん、ぜぁーしょはどこやな?
しちょんさる していらっしゃる 朝から庭先で何しちょんさるな。
しゃちやく 世話をやく あの婆さんはしゃちやくのが好きやな。
じょうらかす ひざ（足）をくずす まあ、どうぞ、じょーらけぁーてくんせ一。
ずつねえ（ない） 胸苦しい 息子が心配で、気がずつねぁーわ。

岐阜の方言
　方言はその地方で育まれた特有の言葉。それには、地域の文化や歴史がある。「岐阜の方言」
は「岐阜のことば」であり、岐阜の歴史が刻み込まれている。　

資
料
編



135

岐阜の方言 共通の意味 使用例（岐阜方言の発音を含む）
そんこく 損をする すすめられて株に手を出したら、そんこいた。
たわけらしい ばかばかしい たーけらしーこと言ったらア力ン。
たいだい わざわざ 雨の中、てぁーでぁー来てくんさったか。
だだくさ 粗雑・粗末に扱う この子はものをだだくさにするでいかん。
たわけ 馬鹿、阿呆 何やっとるんや、たわけ!
ちびる 小便をもらす おシッコがもうがまんできん。ちびりそうや。
ちゃっと 速く・急いで・すぐに もうすぐお客がくるで、ちゃっとかたずけて。
ちょうける おどける、ふざける ちょ一けてばっかで、真剣さが足らん。
ちょうすく 調子づく、増長する、いばる あのじん、ちょーすいとるなあ。
ちょびっと 少し ちょびっとでえーで、その菓子わけてもらえんか。
つくなる しゃがむ つくなってばっかおらんと、はよおもてで遊べ。

（机を）つる （机を）持ち上げて運ぶ 掃除するで机つって。
たいもない 大変な、とんでもない お客さんの前でてぁーもねぁー失敗やらかした。
でかす つくる 大きなケーキでかしたなぁ。
どうぞこうぞ どうにかこうにか おかげさんで、ど一ぞこ一ぞ生きとるわな。
どべ（くそ） 最下位 今年も運動会では、どべやったなぁ。
とろくさい 馬鹿な・エッチな（子ども） とろくせぁーこと言ったらあかん。
なぜくる なでる・さわる 汚い手で、服をなぜくったらあかん。
なぶる さわる、触れる、いじる 机の上の本、なぶるなよ。
なまかわ ずぼら、ものぐさ、なまけ者 なまかわしとるで、いかんのやわ。
にすい にぶい あの人はちょっとにすいとこがある。
ねしま ねるまえ ねしまにコーヒーのんだら寝れなんだわ。
ねつらう ねらう あの娘はみんながねつらっとる。
のうなる なくなる お金ものーなったし、もう帰るわ。
はじかむ 手がこごえる 手がはじかむと、細い作業ができん。
ばりかく 爪でひっかく かさぶた、ばりけぁーたらいかんよ。
B紙 模造紙 今日の授業は、B紙に、まとめを書いて発表しましょう。
ひとかわ（め） ひとえまぶた 私ひとかわやで、ふたかわの人がけなるい。
ふんと 本当 ふんとにそんなことがあったんか。
へっつく くっつく 忙しいんやで、へっついたらあかん。
ぼう 追っかける 子どもがネコをぼうで騒がしいわ。
ほうしたら そうしたら ほーしたら、出直してくるわ。
ほうたがい 困ること 相手がゴチャゴチャ言うでほーたげぁーしたわ。
ほかる 捨てる、投げる、放る、放っておく 山田さん、それほかってもええよ。
ほめからかす 褒めまくる あんまり歌が上手やでほめからかした。
まぜて 仲間に入れて わたしもなわとびにまぜて!
まめなかな お元気ですか 長いこと会わなんだけどおばあちゃん、まめなかな。

（～）まるけ （～）だらけ この部屋、ゴミまるけやねー。
まわし 準備・したく ちゃっとまわししや一。
まんだ まだ 学校からまんだ帰ってこんのか。
めんぼ ものもらい めんぼが出来てまって、痛いんやわ。
もうやっこ 共有で・半分ずつ ひとつしかねぁーで、もーやっこで使わなあかん。
やっとかめ 久しぶり 最近見なんだけどやっとかめやなも。
やめる 痛い 先生、転んでまって、足がやめて、やめて。看てちょ。
ゆんべ 昨夜 ゆんべは、すごいカミナリやった。
ようけ 沢山 あそこは金持ちやでようけカネ持っとるわ。
らっしもない だらしがない・しまりがなく汚い らっしもねぁー格好で歩いたらあかん。
わっち 私 わっちの分も残しといて。
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令和４年９月現在
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岐阜市街広域マップ 岐阜駅～岐阜公園周辺エリア

長良川長良川

·長良川国際会議場
·都ホテル

岐阜メモリアルセンター

·岐阜巿長良川防災・岐阜巿長良川防災・
　健康ステーション　健康ステーション

鵜飼観覧船
事務所

日中友好庭園

岐阜公園

護国神社

·岐阜公園
　総合案内所

ドリームシアター·

ホテルグラン
ヴェール岐山

岐阜市歴史
博物館

名和昆虫名和昆虫
博物館博物館

金神社
金公園

円徳寺

溝旗神社
溝旗公園岐阜

キャッスルイン

加納天満宮

黄金の織田
信長公像

JR岐阜駅

旧南庁舎·

岐阜
商工会議所

岐阜大仏
（正法寺）

金華山金華山
（標高329m）（標高329m）

·岐阜県歴史資料館

·川原町広場

·岐阜グランドホテル
·鵜塚

鵜匠の家 すぎ山
石金

·長良川うかいミュージアム

·みんなの森ぎふメディアコスモス
·岐阜市役所

·織田塚

·岐阜市文化センター

·

·

美江寺観音·

岐阜市民会館·

伊奈波神社

瑞龍寺

梅林公園

岐阜競輪場

橿森神社
柏森公園

田神駅

加納駅

岐阜スカイウィング37

岐阜
シティ・
タワー 43

じゅうろくプラザ

岐阜市観光案内所2F

岐阜善光寺

·板垣退助像·板垣退助像円空美術館·

常在寺

妙照寺

岐阜城岐阜城

山頂駅山頂駅

山麓駅山麓駅

百曲り登山道百曲り登山道

岩戸トンネル岩戸トンネル

七曲り登山道七曲り登山道

りす村りす村

加藤栄三・東一加藤栄三・東一
記念美術館記念美術館 三重塔三重塔

·岐阜城資料館·岐阜城資料館

めい想の小径めい想の小径

馬の背登山道

馬の背登山道

　加納城
·大手門跡の碑

·
中山道加納宿
まちづくり交流センター

卍玉性院

ハートフルスクエアーG

イーストライジング24

★ シェアサイクルポート

清水川緑地

名鉄岐阜駅

崇福寺

神明神社
　·

ホテルパーク

★
★

★

★

★

★

★

★

★

★

★ ★

★

★

★

★

★★

★

★
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令和４年９月現在

令和４年９月現在
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川原町界隈マップ

岐阜公園マップ

長良橋

川原町界隈 岐阜公園堤外駐車場

日中友好庭園

御手洗池

·コメダ珈琲

·萬松館 織田信長公居館跡

百曲り登山道

七曲り登山道

冠木門·

バーミヤン·

交番·

ファミリーマート·

·

·

·

板垣退助の像·

めい想の小径

馬の背登山道

三重塔

護国神社

観光バス・
障がい者用駐車場

噴水

岐阜市歴史博物館

·若き日の
　信長像

岐阜公園
総合案内所

鵜飼観覧船
造船所

岐阜公園
歴史博物館前

岐阜公園
歴史博物館前

名和昆虫
博物館

岐阜県
歴史資料館

岐阜大仏
（正法寺）

大仏南・妙照寺前 卍妙照寺

常在寺

加藤栄三・東一
記念美術館

禅林寺
（あじさい寺）

ロープウェー
山麓駅

ぎふ金華山
ロープウェー山内一豊・千代

婚礼の地モニュメント

立札
茶席

来園者休憩所

·鵜飼観覧船
　事務所

·芭蕉句碑

岐阜公園
総合案内所

観光バス
駐車場

·観覧船待合所・鵜飼茶屋しゃぐ

玉井屋本舗

川原町緑水庵

名産館·

十八楼

交番·

バーミヤン·
ファミリーマート·

長良川デパート

時季の蔵

CASA

食堂こより

帰蝶

住井冨次郎商店

至ホテルパーク
➡

庚申堂

逆水樋門

後藤養蜂園

川原町屋
旧いとう旅館

ル・シノワかわで

ラ・ルーナ
ピエーナ

ラ・ルーナ
ピエーナ別邸

文化屋

櫻井銘木店櫻井銘木店

安藤商店

長良酒造

華久

かわらまち
　花ざくろ

La Nouvelle Lune

十六銀行
川原町出張所
　　　·

ラスティコ4

川原町泉屋

岐阜市営駐車場

湊コミユニティ水路

湊コミユニティ水路

蔵のある散策道

若き日の信長像

·芭蕉連句碑

川原町広場

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

日
中
友
好
庭
園

発
掘
調
査
案
内
所

ロボット水門ロボット水門

岐阜市営駐車場

長良川

★ シェアサイクルポート

★ シェアサイクルポート

★

★

★

★

↓↑
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マイカー
●東京から

●大阪から

●インターチェンジから

JR東京駅

各地

JR新大阪駅

JR新大阪駅

JR岐阜羽島駅

JR岐阜駅

岐阜市内

岐阜市内

JR岐阜駅

JR名古屋駅

JR名古屋駅

名鉄新羽島駅 名鉄岐阜駅

名鉄岐阜駅中部国際空港

東京IC 岐阜各務原IC

岐阜各務原IC豊中IC

●大阪から

●東京から

鉄　道

航空機

東名・名神・中央・東海環状・東海北陸道

名神・東海北陸道

約300分

約150分

約20分

約20分

約20分

約20分

約50分

約100分

約60分 約30分

約55分

◎岐阜各務原IC（東海北陸自動車道）→国道21号線を西進→156号線を北進→岐阜環状線（県道77号線）→岐阜市街
◎一宮木曽川IC（東海北陸自動車道）→国道22号線から156号線を北進→岐阜環状線（県道77号線）→岐阜市街
◎岐阜羽島IC（名神高速道路）→県道46号・1号線を北進→岐阜環状線（県道77号線）→岐阜市街

新幹線 のぞみ

新幹線 のぞみ

新幹線 ひかり

JR東海道本線 新快速

JR東海道本線 新快速

名鉄竹鼻・羽島線

名鉄・特急ミュースカイ

笠松駅

鏡島大橋

JR東
海
道
線

資
料
編

岐阜市へのアクセス

※所要時間は目安です。


