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1
中山道大湫宿 旧森川訓行家住宅「丸森」

半原文楽

竜吟の滝

って

どんなまち？

瑞浪市長

水野

光二

3

歴史のまち
瑞浪市は古代は東山道、中世は鎌倉街
道、近世は中山道の宿場町として、東西の
政治・経済・文化が流入して栄えた歴史

周りを山々に囲まれた自然の美しいまち。
鉄道や高速、幹線道路が通った便利なまち。
都市と自然が調和した瑞浪市には穏やかに流れるこころ安らぐ時間と
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あなたに「ちょうどいい」暮らしがあります。

教育のまち

のあるまちです。今でも当時の宿場町の面
影を残す建物が残っています。また、明智
光秀の祖先と言われ、かつて美濃の地を治
めた美濃源氏土岐一族発祥の地とされ、
美濃源氏土岐一族の「何者も恐れず自由
に大らかに振る舞うバサラの心意気」を、
現代の私たちに呼び覚ます祭りとして、毎
年８月に瑞浪美濃源氏七夕まつりが開催さ

瑞浪市には、幼児教育から大学教育まで

れます。開催期間中には、バサラ踊りや、

受けられる教育施設があります。中でも子育

市民の願いが込められた花火が打ち上げら

て教育環境が充実しており、幼保一体型教

れ、夏の夜空を彩ります。あなたの願いを

育では、瑞浪市全域で保育と幼児教育を受

夏の夜空に打ち上げてみませんか？

けることができます。さらに2019 年４月に
は、文部科学省のスーパーエコスクール事

4

化石のまち

業に指定された新築の中学校が開校し、省

エネを追求した最先端の施設で教育を受け
られます。また、瑞浪市の小中学校全ての
普通教室にエアコンが設置されていますの
で、安心で快適な学校生活を送ることができ
ます。子育てするなら、瑞浪市で！

陶磁器のまち

瑞浪市は 2000 万年から1500 万年前は湖や海だったと
言われています。その時代にできた地層からは、当時生息し
ていた貝・魚・哺乳類・植物など約 1500 種類にもおよぶ
化石が発見されています。化石博物館では、これらの化石
を展示しており、世界でひとつしか発見されていない化石も
あります。また、近くにある野外学習地では化石の観察や
採取ができます。瑞浪市で太古のロマンに触れてみてはい
かがですか？

瑞浪市では古くから良質な陶土が産出されることから、窯
業が栄え、美濃焼の産地となっており、陶器でできた「世界
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一の美濃焼こま犬」、
「世界一の茶つぼ」、「世界一の大皿」と
いう３つの世界一を見ることができます。現在でも陶磁器産業
が主な産業となっており、「みずなみ焼」のブランド化に取り
組んでいます。また、瑞浪市では陶芸体験ができる施設もあり

瑞浪市化石博物館
瑞浪市地球回廊キャラクター

ますので、自分好みの陶器を作ってみてはいかがですか？

デスモくん

瑞浪市化石博物館
イメージキャラクター

瑞浪Ｍio ちゃん

ゴルフのまち

瑞浪市には 13ものゴルフ場があり、ゴルフ産業の振興を

通じて、地域の活性化を図ることを目的とする「ゴルフの町
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みずなみオープンゴルフ大会」が開催されます。また、「ゴル
フ５レディスプロゴルフトーナメント」も開催され、多くのゴ
ルフファンで賑わいます。プロと同じコースでゴルフを堪能で
3

きる瑞浪市で「ナイスショット！」してみませんか？

4

に

住んでみて
家族構成

30 代夫婦
令和元年１１月
取材当時

瑞浪市の
住みごこちを
聞いてみよう！

最近、瑞浪市に移住された方
に、そのきっかけや瑞浪市での
暮らしについて、
お話を伺いました。

「ちょうどいい暮らしがあるまち！」
瑞浪市大湫町 田村さん（31 歳）
思っています。皆さんは親切であたたかく、
几帳面で助け合いの精神がすごいです。何も
言わなくても、困ってるだろうなと気づかっ
て手を貸してくださる思いやりに感謝してい
ます。

瑞浪市日吉町出身で、愛知県立芸術大学大
学院を卒業しインドに半年滞在、愛知県稲沢
市で造園会社に勤務し 2019 年９月に独立、
同時に大湫町の古民家に移住しました。2018
年 10 月から修繕に通い、屋根はまちづくり事
業を活用して補修しましたが、内装は手作り
でプロセス自体を楽しみながら、自分の満足
のいく出来上がりを目指しています。妻も来
年５月には移住の予定です。
【瑞浪市を選んだポイント】
もともと日吉町の風土や暮らし方が気に
入っていたのですが、散歩していて偶然、古
民家再生活用事業 ( 詳細次ページ）の対象に
なっている家屋を知り、ネットで調べて、こ
の地域の生き方や風土、自然環境の中で子育
てをしたいと考え、移住を決めました。この
家自体を、「くらしを提案するショールーム」
にできれば、と思います。

【住んでみた印象】
通勤は造園業の現場へ車で通い、買物も仕
事帰りの途中で済ませています。少子化で
小・中学校が統合され、バス通学なのは不便
ですが、名古屋市に近い割に里山の景観が
残っています。その魅力をもっと活かすこと
ができればいいと思います。気候は日吉町よ
り寒いかもしれません。町内には、多くの陶
芸家の方が住んでいることに驚きました。今
後、大湫町でも独自の地場産業が発展してい
くといいと思います。なお瑞浪市内では、桜
堂薬師が好きですね。趣味は絵画や登山、北
アルプス・南アルプス・八ヶ岳などに登って
きました。
【今後の瑞浪市に期待すること】
大湫町民のみなさんの生き方が、今の大湫
の暮らしを形づくっていると思います。歴史
や街道のみではなく別の切り口で、「ちょうど
いい、暮らしがあるまち」大湫での「くらし
を提案するショールーム」として、この家を
活用出来たらいいと思います。

古民家再生活用事業
瑞浪市では、市民と行政の協働のまちづくり
を進めるため、現在、瑞浪市各地区に設立され
ている「まちづくり推進組織」が自主的に行う
地域の課題解消や活性化のための事業に対し
て、夢づくり地域交付金を交付しています。
田村さんの住んでいる大湫町では、中山道
大湫宿の家並みの保全活用を図る取り組みが
進められており、空き家となった古民家につ
いて、活用事業者が公募されました。田村さ
んは、この古民家が「くらしを提案するショー
ルームにならないか」と考え、活用事業者と
して応募されました。この古民家は町の中心
部にあり、宿場の街並みや景観を守るために
は重要な建物ですが、屋根が傷んで雨漏りが
ひどく、とても住める状態ではありませんで
した。そのため、人が住めるように空き家を
整理し、ごみ出し、側面トタン塗装作業等を、
延べ 120 人の町民が手伝い、屋根の葺き替え
は、専門業者が工事を行いました。古民家の
内装は田村さんが中心となって第１回古民家
再生塾を開催し、参加者 20 名で整備しまし
た。今後も古民家再生塾を開催して順次整備
していく予定となっています。また、田村さ
んは今後、活動の広報戦略となるフリーペー
パーを発行し、大湫宿のホームページや広報
誌に事業の進行状況を掲載するなど、大湫町
をメディアに広く紹介していきます。
今回の古民家再生活用事業では、瑞浪市の
夢づくり地域交付金を活用することにより、
多くの町民が古民家の再生に関わってきまし
た。田村さんは、古民家をこれからの地方で
の暮らし方を考えたり、提案できる建物とし
て再生活用していきます。

【地域とのかかわり】
町では行事が多く、奉仕作業にも力を入れ
ています。そのつながりが、大湫町の美しく
整えられた環境を形づくっているのだと納得
しています。地域の活動には、積極的に顔を
出すようにしています。大湫町との出会いも
偶然ですが、こうしたご縁を大切にしたいと
5
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家族構成

30 代夫婦
子ども２人
令和元年 10月
取材当時

「都会より落ち着いた田舎暮らしが最高！」
瑞浪市土岐町

愛知さん（31 歳）

家族構成

40代・30代夫婦
子ども1 人
令和元年 10月
取材当時

「未来に希望が持てるまちです！」
【奥様から見た瑞浪市】
同世代の子どもが多くて近くに幼児園もあ
り、公園も多くて子育てしやすいです。子育
てへのサポートが手厚く、定期的に乳幼児親
子対象の親子あそびもあり、交流ができて心
強いです。中学生までの医療費無料もとても
ありがたいです。子育てや教育、まちづくり
等に関して時代を先取りした印象があります。
移住促進施策で、地元で使える商品券が支給
されて、助かっています。

とが大変ありがたいです。移住にも三世代同
居にも適していると思います。
【奥様から見た瑞浪市】
出産や子育ての時、産科医院や実家が近い
ので助かります。近くに総合病院があり開業
医も多いので、子どもの急な体調不良の時も、
すぐに診てもらえてありがたいです。また子
育て支援センターや児童館などが無料で楽し
め、市民公園もよく整備されていて開放的で
気に入っています。買物もショッピングセン
ターが近くにいくつもあり、とても便利です。
私はＪＲ瑞浪駅に近い土岐町に生まれ、大
学卒業後は大阪で会社勤めをしていました。
都会よりも慣れ親しんだ山や川が近くにある
田舎の方が落ち着き、家業の石材会社を継ぐ
ため帰郷して結婚、2018 年８月に念願のマ
イホームを新築しました。現在は駅にも実家
や職場にも近い瑞浪市土岐町で、妻と二人の
子どもの４人で暮らしています。
【瑞浪市を選んだポイント】
全国的に見ても、また近隣の多治見市など
と比較しても、駅の近くにしては安い地価が
魅力です。駅まで徒歩５分で、隣の土岐市に
はアウトレットがあり、名古屋市にも中津川
市にも近い交通の便利さが、気に入っていま
す。その割に静かで山や川が近くにあり、朝
夕散歩する方が多く、ご近所の見守りもあっ
て治安が良いことも長所です。最近、災害の
ニュースをよく見たりしますが、このあたり
は、災害が少なく安全安心に暮らせることを
帰郷して改めて実感しています。
【地域とのかかわり】
地元の消防団に加入して、年代や職業に関
係なく地域の方との交流が広がりました。ま
た地域の草野球チームにも参加して、楽しく
汗 を 流 し ま し た。こ の 地 域 の 人 は 物 静 か で
おっとりしていて、町内会では子どもの世話
を何かとみてくれたり、とても親切な人が多
いです。また、近所の方から採れたての新鮮
な野菜をいただいたりとか田舎ならではのこ
7

【今後の瑞浪市に期待すること】
土岐川沿いの遊歩道がもっと整備されたら
いいな、と思います。散歩をされる方や、子
どもとのんびり過ごすのにもってこいだと思
います。

瑞浪市高月町 Ｋさん（40 歳）

土岐市出身で職場から近い多治見市から瑞
浪市の地域で住まいを探し、４年ほど瑞浪市
内のアパートに住んでから 2019 年３月に念
願の注文住宅を購入、今は妻子と３人で暮ら
しています。屋内の一室に趣味の写真植字や
暗室のスペースを設けています。

【今後の瑞浪市に期待すること】
瑞浪市は市民の要望に敏感でまちづくりに
積極的な印象があり、好感が持てます。未来
に希望が持てるまち、老後も暮らしやすいま
ち、理想的な地域に住めて言うことなしです！

【瑞浪市を選んだポイント】
職場まで車で約 15 分と近く、ショッピング
センターや市役所・病院などに徒歩で行けるな
ど、不便を感じるところが全くなくて感謝して
います。商業施設の進出も盛んで、高齢になり
車を運転しなくても、徒歩で買物などの用事を
済ませられる安心感があります。
山間地で育ったので、南向きで広く平坦で開
放的な地形が気に入りました。歴史的にも災害
が少なく、ハザードマップも確認して河岸段丘
の上にある安全安心な地域を選びました。土地
の一部を現在は家庭菜園に利用しており、将来
は両親も一緒に暮らせるように考えています。
【地域とのかかわり】
神社の秋祭りにも、区民として快く参加さ
せていただけて、ありがたいです。夫婦とも
カフェめぐりが趣味で、市内にはくつろげる
お店がたくさんあり楽しいです。春には土岐
川沿いの桜並木の眺めがすばらしいです。近
隣の両親も毎日のように訪問して支えてくれ
ています。
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家族構成

30代・２０代夫婦
子ども２人
令和元年 10月
取材当時

「とても子育てがしやすいまちです！」
瑞浪市益見町

安藤さん（30 歳）

家族構成

50 代夫婦
子ども２人
令和元年 10月
取材当時

「都会の利便性と地方都市の快適性が両立できるまち！」

児童館もイベントが充実していて楽しいです。
市役所の相談窓口が他市と比較して瑞浪市は
とても親切に対応してくれたのが、ありがた
かったです。

【瑞浪市を選んだポイント】
職場に近く渋滞もなくて、通勤が快適です。
実家も近くて何かと応援してくれます。大型
店が近くにたくさんあり、安くて毎日の買物
にとても便利です。また、転勤で暮らした他
県の中規模都市と比較して、土地・建物が安
くて助かりました。
【地域とのかかわり】
七夕まつりやバサラカーニバルなど、お祭
りや行事がたくさんあり、子どもにも気軽に
声をかけていただけるのでありがたいです。
人柄もフレンドリーで、親しみやすい感じが
します。うちの長女も、中京高校保育クラス
の生徒さんと一緒に、来年七夕まつりで踊る
のを楽しみにしています。
【奥様から見た瑞浪市】
幼保一体教育が、職場復帰の際にも便利だ
と思います。小学校・中学校も規模が適正で、
面倒見がよい印象です。都会に魅力も感じま
すが、移住定住奨励金など支援策が手厚く、
中学生までの医療費が無料で、病院もあまり
混まず、すぐに診てもらえるので安心です。
化石公園や近所の小公園で過ごすと快適で、
9

加藤さん（57 歳）

然など生活の快適性は瑞浪市で、と両立でき
るところがいいです。名古屋在住時代の通勤
と比較して距離は３倍ですが、駅が近いので
所要時間は 10 分しか増えず混雑もありませ
ん。ただし車は夫婦それぞれに必要ですね。
体験型施設のサイエンスワールドが素晴らし
く、竜吟の滝もお気に入りです。

【今後の瑞浪市に期待すること】
雨の日に親子で出かけて行けるところが、
どこか欲しいです。でも母親健診や歯みがき
教室など、本当に手厚く面倒見がよい街です。
「子育てするなら瑞浪で！」ですね。

瑞浪市出身ですが仕事の関係で広島から滋
賀 と 転 勤 が 続 き、結 婚 後 も 長 野 県 を 経 て
2018 年に瑞浪市に転職で移住、2019 年４月
に実家に近い現在の建売住宅を購入しました。
妻と長女・長男の４人家族です。

瑞浪市寺河戸町

瑞浪市出身で東京の大学を卒業し新聞社に
入社、３回 10 年にわたり中国北京、上海に赴
任しました。2002 年に重慶で結婚し帰国後、
2018 年に実家の隣接地を購入し、同年 12 月
新居を建てて移住してきました。現在は名古
屋市の職場に通勤しながら、母と妻、長男、
長女の５人で暮らしています。
【瑞浪市を選んだポイント】
長男なのでいずれ故郷に戻るつもりではい
たのですが、体力・気力のあるうちに早めに
戻り地域のコミュニティにも参加できればと
考えたのが一つ目の理由。もう一つは、上海
赴任中に父が亡くなり介護していた母が独り
暮らしとなったため、予定を繰り上げたとい
うのが、主な理由です。

【奥様から見た印象】
夫の北京特派員時代に知り合い、結婚して
18 年目。日本語は来日してから専門学校に半
年通い、現在は日常生活に不便はありません。
買物はダイエット兼用で歩いてでも行ける距
離に大型店があり、駅も徒歩２〜３分と近い
ので便利です。地元の子どもは少ないですが、
少年野球や子ども会で活動する親同士の交流
もあり、地域女性の親睦会にも誘われたので、
どんどん友達を増やしたいです。
【今後の瑞浪市に期待すること】
瑞浪市は魅力があるのに、まだまだ情報発信
が足りないと思います。地元の雇用はもちろん
大事だけれど、「快適な環境で子育てして暮ら
し、仕事は都会で」、という提案もありですね。

【地域とのかかわり】
もともと生まれ故郷なので、スムーズに地
元にも馴染み地域の親睦会にも迎えられ、父
と共に活動してきた世代の方々と一緒に地域
行事や清掃活動にも参加しています。まった
く違和感や抵抗はありませんでした。
趣味は読書とゴルフで、ゴルフは家族でも
楽しんでいます。ゴルフを終えて帰途につき
15 分後には仲間と飲み会ができるのは、「ゴ
ルフのまち瑞浪」ならではの素晴らしさで、
休日がとても充実しています。
【住んでみた印象】
映画鑑賞や専門書購入など文化的な利便性
は名古屋市で、地方都市の恵まれた環境と自
10

子育てを応援

住まいを応援
山や川に囲まれた自然豊かな環境の中で、市街地には生活
に必要な病院やスーパー、公共施設などが集約されてお
り、都市と自然が調和したまちです。民間企業による住宅
地開発も進んでおり、若い世代も住みやすいまちです。

瑞浪市は医療費の助成や保育の充実
など、安心して子育てができるよう
サポートします。

※応援の詳細はＱＲコードを参照してください。

※応援の詳細はＱＲコードを参照してください。
市民協働課

市民協働課

移住促進奨励金
総額３０万円分の商品券

三世代同居・近居世帯定住奨励金
最大総額２５万円分の商品券

令和２年１月２日以降に転入（注）し、かつ、令和２年１月２日以降に、
市内で新築住宅や中古住宅を取得した方を対象に、市内の協力事業
者店舗で使用できる商品券を３年に分けて交付します。
（注）令和２年度の申請に限り、平成 31 年１月２日以降の転入者も対象。
※令和５年１月１日まで

併せて最大

55 万円

市民協働課

平成 28 年１月１日以降に新たに三世代同居または近居（２ｋｍ以内）
をする18 歳未満のお子様がいる世帯で、新築・中古住宅を取得した
場合や、市内の事業者が行った増改築・リフォーム工事に対し、市
内の協力事業者店舗で使用できる商品券を５年に分けて交付します。
奨励金・・・対象費用の２分の１、上限 25 万円
※令和２年 12月31日まで

市民協働課

空き家・空き地バンク
物件紹介

空き家等改修補助
最大１００万円

市内に空き家や空き地を所有している方が、空き家・空き地バンクへの登録を行
い、その情報を市のホームページで公開し、バンク利用希望者へ紹介するシステ
ムです。市と協定を締結した市内の協力不動産事業者が仲介を行いますので、成
約時には、仲介手数料が必要です。

空き家・空き地バンクに登録された空き家への居住を目的とした

市

提供者

市協力不動産事業者

希望者

改修等を行う入居者（入居予定者）に対して、工事経費の一部を
補助します。

環境課

市民協働課

東京圏からの移住支援金

新エネルギーシステム
設置の補助

東京 23 区に在住していた方または東京圏に在住し、東京 23 区に通勤してい

新エネルギーシステム（蓄電システム、次世代自動車充電シス

た方が、起業（岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定が
必要）や都道府県のマッチングサイトに掲載された中小企業等に就業し、移
住した場合には、最大で100 万円の移住支援金を支給します。

テム（充放電機能あり）等）の設置費用に対し、補助金を交付
します。

※東京圏とは埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県です。

都市計画課

耐震診断

都市計画課

無料

木造住宅の耐震診断が無料で受けられます。また、建築物の耐震
診断で３分の２以内の補助を受けられる制度があります。
（補助限度額 100 万円）
※昭和 56 年５月31日以前に着工された建物
上下水道課
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中学生までのお子さんを対象に、保険診療による医療費の自己
負担額（高額療養費を除く）を助成します。岐阜県内の医療機
関で受診する時、受給者証を健康保険証と一緒に医療機関の窓
口に提示すると、医療費の支払いが無料になります。県外受診
分は申請手続き後、払い戻します。
※要申請
子育て支援課

乳児（１か月児）健康診査
及び新生児聴覚検査
最大６，
５００円

乳児（１か月児）健康診査及び新生児聴覚検査を実施される乳児に対し、
対象となる健康診査及び聴覚検査の費用の一部を助成しています。
※乳児（１か月児）健康診査…上限 5,000 円
※新生児聴覚検査…上限 1,500 円

子育て支援課

一時預かり保育（保育）
保護者の冠婚葬祭や疾病などの理由によるお子さんの一時預か
りを行っています。土・日曜日も実施しています。
（日曜日は愛保育園のみ）。
※有料・事前登録
保育場所：愛保育園、せいわ保育園

小児のインフルエンザ
予防接種費用の助成
満 1 歳から中学 3 年生を対象に 1 回 2,000 円の助成をしています。
（市内の指定医療機関で接種された方が対象）

子育て支援課

ファミリー・サポート・センター
（子育て援助）
事前に登録していただくことで、保護者が忙しい時、保育が必
要な時に、保護者に代わって援助会員が大切なお子さんのお世
話をします。
※有料・会員制
子育て支援課

３歳児からの
就学前教育（幼保一体）
瑞浪市では、幼児園教育部（幼稚園児）と幼児園保育部（保育
園児）が同じ園の中で一緒に生活しながら合同活動を行う幼保
一体化を行っています。これにより、“ 質の高い教育 ” と “ 温か
い保育 ” を実現しています。
子育て支援課

病児・病後児保育（看護）

木造住宅の耐震補強工事の補助が受けられます。
上部構造評点 1.0 以上…補助限度額 110 万円（令和元年実績）
上部構造評点 0.7 以上…補助限度額 84 万円（令和元年実績）
※昭和 56 年５月31日以前に着工された木造住宅
※変更の可能性あり

病気または病気回復期で、まだ集団保育は受けられないというお子さんを、
専任の看護師等がお預かりします。保護者が就労、疾病などやむを得ない
事情により、家庭での保育が困難な児童で、その他必要条件に当てはまる
場合に利用できます。
※有料・事前登録
保育場所：東濃厚生病院みずなみ病後児保育所

高齢福祉課

介護保険住宅改修
最大 18 万円

合併処理浄化槽設置工事経費の一部を補助します。

自宅での介護のための住宅改修費を支給します。
給付対象：手すりの取付け、段差の解消、床材料の変更、
扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え
※介護保険の要介護（または要支援）認定者が対象
※事前申請及び事後申請が必要

７人槽 36.4 万円の上乗せ（最大 85.0 万円の補助）

中学生まで医療費無料
（乳幼児等福祉医療費助成）

健康づくり課

耐震補強工事の補助
最大１１０万円 ※令和元年度時点

合併処理浄化槽設置の補助
令和２年度まで上乗せ
５人槽 33.3 万円の上乗せ（最大 77.7 万円の補助）

保険年金課
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健康・くらし・仕事を応援

教育を応援
瑞浪市には、初等教育から高等教育ま
で受けることができる教育環境が備
わっており、安心して教育を受けるこ
とができます。

瑞浪市で安心して健康に暮らせるようサ
ポートします。また、新たに事業や田舎
で農業を始めたい方へサポートします。
※応援の詳細はＱＲコードを参照してください。

※応援の詳細はＱＲコードを参照してください。

子育て支援課

子育て支援課

給食主食費無償化
（無料）

健康づくり課

放課後児童クラブ
（児童健全育成）

市内在住の３〜５歳児を対象に、幼児園・保育園・幼稚園の主

保護者が働いていて昼間家庭にいない場合など、放課後に学校の

食費（米・パン代）が無料となります。

空き教室等を利用し、児童が遊んだりして過ごすことができます。

学校教育課

お子さんの健診の時に、お母さんも検査を受けられます。後日、

※オプションでピロリ菌検査も可（別途 500 円）
健康づくり課

平成 30 年度よりタブレットＰＣの導入を始め、小中学校へ配

進学の意欲と能力を有しながら経済的理由により修学が困難な高校生・大
学生に対して、必要な資金を支給します。
高校生等…月額１万円 各年度 10 人以内
大学生等…月額３万円（入学時に一時金 20 万円）各年度 10 人以内
※応募資格：本市に１年以上住所を有する方の子
※所得制限、成績要件あり

用能力を身に付けるＩＣＴ教育を推進しています。

30 歳代の方に、生活習慣病予防のための検査を実施しています。
（自己負担 500 円）
内容：血液検査、血圧、尿検査、身体計測、歯周病検診

瑞浪市奨学金制度 返済不要

小中学校に導入するなど、児童生徒の学習意欲を高め、情報活

母親無料健康チェック

※市内８カ所にあります。

小・中学校タブレットＰＣ導入
置を進めています。また、令和元年度よりデジタル教科書を全

３０歳代健診

※有料・要申込

教育総務課

胃・大腸・肺がん検診
1 つのがん検診につき自己負担 500 円で受診できます。
（集団検診）

幼児教育・保育
13 施設
市立小学校

7校

岐阜県立瑞浪高等学校

3校

なかでも瑞浪北中学校は、文部科学省に認証された
スーパーエコスクールとして平成 31 年４月に開校
しました。生徒自らが考える省エネと太陽光発電等
の創エネにより、エネルギー消費実質ゼロを目指す
最先端の中学校です。
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中京高等学校

普通科

学年 70 名

普通科

学年 405 名

生活福祉科

学年 70 名

商業科

学年 80 名

市内唯一の県立高校。高台に
校舎を構え、すばらしい眺望
の 中、勉 学・部 活 動 に 勤 し め
る環境です。国公立大学合格
者も輩出しています。

学校法人廣池学園

市立中学校

学校法人安達学園

麗澤瑞浪高等学校・中学校
中学校
高等学校

学年 60 名
学年 105 名
（普通科）

自立、感謝、思いやりの心を育む
中高一貫の私立学校です。豊かな
自 然 環 境 と 約 88 万 坪 の 広 大 な
キャンパスでは、人としての成長
と高い進学率を実現しています。

建学の精神で、知育・徳育・体
育、三位一体の教育を展開。充
実の運動部は全国大会優勝など
高い知名度を誇ります。国公立
大学進学実績も多くあります。

学校法人中京学院

中京学院大学 瑞浪キャンパス
看護学部
短期大学部

検査結果等の説明もします。
内容：血液検査、血圧、尿検査、身体計測、歯周病検診

健康づくり課

乳がん検診
自己負担 1,000 円で受けられます。
（集団検診・隔年）
40 歳になられた方には、翌年無料クーポン券を送ります。

健康づくり課

で学ぶ

健康づくり課

子宮頸がん検診
自己負担 500 円で受けられます。
（指定医療機関検診・隔年）
20 歳になられた方には、翌年無料クーポン券を送ります。

商工課

新たな事業チャレンジ
支援補助金 最大５００万円
市内において新たな事業を実施する方に対して、必要な経費の一部を補助します。
【補助対象者】
個人：補助対象事業完了時に市内に住所を有する方
法人：補助対象事業完了時に市内に本店または主たる事務所を置く法人
【補助対象経費】
瑞浪市内で創業または第二創業するうえで、必要な設備資金

生活安全課

全世帯・事業所・

防災ラジオ 公民館などに無償貸与
気象情報、地震に関する情報や避難情報などの緊急情報を迅速
かつ確実に伝えるため、
「防災ラジオ」を無償で貸与しています。
【配信情報の例】
・避難情報・火災情報・行方不明者情報・防犯に関する情報・停電情報
・気象情報（特別警報、大雨警報、洪水警報、暴風警報など）
・土砂災害警戒情報・南海トラフ地震臨時情報・緊急地震速報
・国民保護情報（弾道ミサイル攻撃、ゲリラ、航空攻撃、大規模テロ）など

農林課

農業次世代
人材投資資金補助金
原則 50 歳未満の新規に農業経営を開始される方に対し、年間
最大 150 万円の補助金を５年間にわたって支給します。

学年 80 名
保育科 100 名
健康栄養学科70名

「東濃まるごとキャンパス」を目
標に掲げ、当地域における知の拠
点を目指します。また、地域に密
着した教育研究で地域社会の将来
を担う人財を育てています。
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ＤＡＴＡ
ＪＲ中央線（快速）

電車では… 名古屋

名古屋
栄

車では…
（高速道路使用の場合）

４９分

所要時間

４０分

東京

リニア

瑞浪
所要時間

瑞浪
I.C

所要時間

２３分

所要時間

３０分

所要時間

５５分

岐阜県駅付近
（仮称）

瑞浪市

リニア

名古屋

岐阜県駅付近
（仮称）

大阪

中津川市

豊田
市役所

リニア

八百津町

岐阜県駅（仮称）
（予定）

美乃坂本駅

恵那市
日吉ハイランド倶楽部

恵那駅

大湫町

ベルフラワー
カントリー倶楽部

ばし大会

の下駄飛
日吉町 天狗

恵那I.C

中仙道ゴルフ倶楽部

花の木
ゴルフクラブ

武並駅

可児御嵩I.C

日吉町

松野湖

御嵩町

デイリー瑞浪
カントリー倶楽部

竜吟湖

フォレストみずなみ
カントリークラブ

釜戸町

釜戸駅
明世カントリークラブ
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釜戸町 フェスティカサー
キッ

GOLF５カントリー
みずなみコース

化石博物館

土岐I.C

ト瑞浪

土岐地区

明世地区

瑞陵ゴルフ倶楽部

瑞浪I.C

JR中央線

土岐JCT

瑞浪駅

瑞浪高原
ゴルフ倶楽部
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土岐市駅

瑞浪地区

土岐市

瑞浪市役所
クリエイション
・パーク

稲津町

土岐プレミアム
アウトレット

世界一の大皿

土岐南多治見I.C

クラウンカントリークラブ
グリーンヒル瑞浪
ゴルフ倶楽部
東濃カントリー倶楽部

陶町
世界一の美濃焼こま犬

豊田市
瑞浪美濃源

氏七夕まつ

人口

窯 焼成

世界一の茶つぼ

左衛門
陶町 陶与

り

面積

一世帯当たり人員

待機児童

就業人口構成

14,307 人

1.4%

37,127 人

（令和２年 3月１日現在）

一世帯保有自動車

2.1 台

（平成 30 年度末）

相談
窓口

174.86km

2

JR 中央線
瑞浪駅利用者

4,726 人 /日
（平成 30 年度平均）

2.43 人

0人

（令和２年 3月1日現在）

（令和元年 12月1日現在）

教員一人当たりの児童数

教員一人当たりの児童数

（小学校）

10.6 人

（令和元年 5月1日現在）

（公立中学）

10.7 人

（令和元年 5月1日現在）

70.0%

28.6%

第１次産業
（農業・林業・漁業） 1.4%
第２次産業
（鉱業・建設業・製造業）28.6%
第３次産業
（卸売小売業・医療福祉等）70.0%
出典：平成 28 年経済センサス活動調査結果（経済省統計局）

有効求人倍率

製造業事業所で働く人

（一般）

製造業従事者

1.92 倍
2.30 倍

（パート含む）
令和元年 12月分ハローワーク多治見管内の数値
出典：ハローワーク多治見業務月報

3,248 人

市内の産業分類別従事者数の
22.7%を占める
出典：平成28年経済センサス活動調査結果（総務省統計局）

瑞浪クリエイション・パークで働く人

12 事業所

約 600 人

▶瑞浪クリエイション・パーク

山田町にある工業団地で、12社が事業を展開しています。

瑞浪市役所 市民協働課 TEL 0572 - 68 - 2111 代表（内線 348、349）

〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町 1 丁目 1 番地
http://www.city.mizunami.lg.jp/ e-mail:kyoudou@city.mizunami.lg.jp
令和 2 年 3 月発行

289 事業所

瑞浪市ホームページ
移住定住サブサイトへ

