
　この増補版は、2020年４月に配布した「くらしと防災ガイドブック2020年保存版」の変更点
などをまとめたものです。「くらしと防災ガイドブック」に挟み込んでご利用ください。

故郷のふるさと故郷のふるさと中野市中野市

くらしと防災くらしと防災
ガイドブックガイドブック

■お問い合わせメールアドレス
・新型コロナウイルス感染症生活支援対策室
　corona@city.nakano.nagano.jp

■組織改正
・「新型コロナウイルス感染症生活支援対策室」
と「新型コロナウイルスワクチン接種推進室」
を設置しました。

・国民健康保険に関する事務を福祉課から市民課
に移管し、市民課「国民年金係」の名称を「国
保年金係」に変更しました。

・人権・男女共同参画課「調整係」と「啓発推進
係」を統合し、「人権尊重係」を設置しました。

・売れる農業推進室を農政課に統合し、「農政
課」の名称を「農業振興課」に変更しました。

・「営業推進課」の名称を「商工観光課」に変更
しました。

・地域振興課「総務係」と「振興係」を統合し、
「総務振興係」を設置しました。

・消防課に「施設係」を設置しました。

中野市の仕事と分担
　冊子 10、 11㌻、全般

相談窓口
　冊子 ４㌻

新型コロナウイルス感染症に関する相談
市の相談窓口　☎22-2111
※相談窓口の一覧は、市公式ホーム
ページに掲載しています。

■相談窓口一覧
　次のとおり変更があります。

種別 変更後
差別やいじめ、セ
クハラなどの人権
に関するさまざま
な相談

豊田人権センターでの相談時間
午前９時15分～午後５時15分

・新型コロナウイルスワクチン接種推進室
　suishin@city.nakano.nagano.jp
・市民課国保年金係
　kokuhonenkin@city.nakano.nagano.jp
・人権・男女共同参画課人権尊重係
　jinken@city.nakano.nagano.jp
・商工観光課観光交流係
　kanko@city.nakano.nagano.jp
・商工観光課商工労政係
　shoko@city.nakano.nagano.jp
・商工観光課ちょうどいい田舎暮らし推進係
　chodoii@city.nakano.nagano.jp
・地域振振興課総務振興係
　chiikishinko@city.nakano.nagano.jp

■中野市上下水道指定工事店（2021 年２月末現在）
　次のとおり変更と削除があります。

　冊子 43、 44㌻

上水道・下水道

＜変更（名称・所在地・電話番号）＞
指定工事店 変更後

㈲松島工業 22-4816

白鳥設備 中野市西条376
38-0313

高田工業 高田産業㈲

㈲アサヒホームサービス 長野市稲葉122-1026-217-3639
藁屋 090-2631-5989
＜削除＞
・㈲岩本設備　　　　　・㈲宮崎商店
・ピレーネ商会　　　　・いさみや商店
・三田農機具店　　　　・金澤工業㈱
・三起設備㈱　　　　　・渡辺設備工業
＜水道指定工事店のみ削除＞

指定工事店 所在地
黒岩建設㈱ 中野市永江6555-1
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保育所・認定こども園・幼稚園
　冊子 58、 60㌻

■保育時間（利用可能な時間）
　土曜日保育を実施する公立保育所は、平野保育
園、松川保育園、さくら保育園、ひらおか保育園
に変更になりました。

妊娠・出産・育児
　冊子 57㌻

■予防接種（追加）
ワクチン 適期・回数

ロタウイルス
（ロタウイル
ス胃腸炎）

ロタリックス　２か月～ 24 週０日に
27 日以上の間隔をおいて２回
ロタテック　２か月～ 32 週０日に 27
日以上間隔をおいて３回

市民の窓口
　冊子 30、 31㌻

■住民登録・戸籍・国民健康保険
　届け出の際に持参をお願いしていた物のうち、
マイナンバーの記載されている通知カードは廃止
しました。
■国民健康保険
　届け出の際に持参をお願いしていた物のうち、
印鑑は廃止しました。

市税
　冊子 33 ～ 35㌻

■個人市民税
　市民税のかからない人について、次のとおり変
更になりました。
・均等割も所得割もかからない人
　①生活保護法によって生活扶助を受けている人
　②障がい者、未成年者、寡婦または寡夫の人で、

前年中の合計所得金額が 135 万円以下の人
・均等割がかからない人
　前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
　　280,000 円×（本人＋控除対象配偶者・扶養

親族の人数）＋ 168,000 円※＋ 100,000 円
　　※ 168,000 円は、控除対象配偶者または扶養

親族（16 歳未満含む）がいる場合に加算
・所得割がかからない人
　前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
　　350,000 円×（本人＋控除対象配偶者・扶養

親族の人数）＋ 320,000 円※＋ 100,000 円
　　※ 320,000 円は、控除対象配偶者または扶養

親族（16 歳未満含む）がいる場合に加算
■市たばこ税
　税額が、1,000 本につき 6,122 円に変更になり
ました。
■国民健康保険税
　次のとおり変更になりました。

区分
計算方法

（医療分・支援分
・介護分に共通）

税率

医療分 支援分 介護分

所得割
国保加入者の（所
得額－基礎控除
43 万円）×（税率）

6.90％ 2.50％ 2.20％

資産割 国保加入者の（固定
資産税額）×（税率） 14.90％ 7.30％ 4.50％

均等割額 国保加入者１人
あたり 22,000 円 7,800 円 9,400 円

平等割額 国保加入世帯１
世帯あたり 18,100 円 6,500 円 5,500 円

■課税限度額
　次のとおり変更になりました。
区分 医療分 支援分 介護分

課税限度額 630,000 円 190,000 円 170,000 円

■子育て支援センター
　ひよこ保育園子育て支援センター（たまご）の
開所時間が、午前９時30分～午後３時30分に変更
になりました。
■児童センター・放課後児童クラブ
　次のとおり追加と削除があります。
＜追加＞

名称 所在地 電話番号
豊田放課後児童クラブ 豊津4296-1 38-2035
＜削除＞
・豊井放課後児童クラブ
・永田放課後児童クラブ

■納付書によって納める場合
　2021 年４月から、スマートフォンアプリで市
税の納付ができるようになりました。
・納付できる税目
　市県民税（普通徴収）、固定資産税（都
計税）、軽自動車税（種別割）、国民健
康保険税（普通徴収）
・納付できるスマートフォンアプリ
　PayPay、LINE Pay

ごみ・資源
　冊子 47、 48㌻

■ごみの分別・収集方法
　有害ごみでの回収品目に、コイン・ボタン電池
と小型充電式電池が追加になりました。
■その他の特別回収
　年２回の特別回収での硬質プラスチック製品の
回収を廃止しました。日曜回収で排出してください。
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　人口・世帯　（2021 年３月１日現在）
　●人口　41,972人（男20,336人、女21,636人） 　●世帯　15,968世帯

介護保険
　冊子 67、70㌻

■介護保険料
　第８期（2021～23年度）の介護保険料が、次の
とおり変更があります。
段階 対象者 年額保険料

第１段階 変更なし 20,210 円
第２段階 変更なし 33,690 円
第３段階 変更なし 47,160 円
第４段階 変更なし 60,640 円
第５段階 変更なし 67,380 円
第６段階 変更なし 80,850 円

第７段階
本人が市町村民税課税で、
前年合計所得金額が 120 万
円以上 210 万円未満の方

84,220 円

第８段階
本人が市町村民税課税で、
前年合計所得金額が 210 万
円以上 320 万円未満の方

111,170 円

第９段階
本人が市町村民税課税で、
前年合計所得金額が 320 万
円以上 400 万円未満の方

114,540 円

第 10 段階 変更なし 134,760 円
第 11 段階 変更なし 148,230 円

■介護保険サービス事業所一覧（2021年３月末現在）
　次のとおり追加、変更、廃止があります。
●居宅介護（介護予防）支援事業所
＜変更（名称・電話番号・所在地）＞

事業所 変更後

医療法人みゆき会
なかのケアプランセンター

なかのケアプランセンター
38-1330
吉田1226-8
メゾン・ド・吉沢Ｂ101

●小規模多機能型居宅介護
＜追加＞

事業所 電話番号 所在地
まるごとケアの
家ゆい 54-1100 岩船19-17

●訪問サービス（訪問介護）
＜追加＞

事業所 電話番号 所在地
訪問介護事業所
たむろ 080-6589-2277 吉田1186-5

●訪問サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護
看護）
＜追加＞

事業所 電話番号 所在地
24時間地域サ
ポートステー
ションみよし
ちょう敬老園

24-6511 西1-6-5

●通所サービス
＜廃止＞
・宅老所めぐみ

認定農業者制度
　冊子 77㌻

■低利長期の制度資金
　2021年２月16日現在の金利は次のとおりです。

制度 貸付対象者 金利
スーパーL資金 認定農業者 0.16 ～ 0.30％

農業近代化資金 認定農業者 0.16 ～ 0.25％
認定農業者以外 0.30％

健康管理
　冊子 71㌻

■各種健（検）診
　胃がんの検診の内視鏡検診の受診料が、4,300円
に変更になりました。

老人福祉施設サービス
　冊子 64㌻

■養護老人ホーム
　次のとおり追加と削除があります。
＜追加＞
施設名 定員 所在地 電話番号

てるさと 65人 飯山市照里2000 0269-65-2032
＜削除＞
・高社寮
・千曲荘

各種支援事業
　冊子 65、 66㌻

■在宅要援護高齢者への支援
　次の事業で、所得制限が設けられました。
・理容・美容料助成事業
・通院費等助成事業
・介護用品給付事業
■高齢者への祝賀
　合同金婚式事業は、廃止になりました。
■高齢者の生きがい対策事業
　「シルバー乗車券・温泉利用助成券」は、「シル
バー乗車券・温泉等利用助成券」に名称変更し、市
内運動施設５カ所でも使用できるようになりました。

市役所☎ 22-2111　豊田支所☎ 38-3111　教育委員会☎ 22-2111
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ふるさとの文化財
　冊子 82、 83㌻

■中野市の指定文化財一覧（2021年２月末現在）
　次のとおり追加があります。
種別 名称 所在地

市指定
有形文化財 王日神社幕絵 諏訪町

スポーツの振興
　冊子 84㌻

■トップアスリートの育成
　2027年に開催を予定していた国民スポーツ大会
は、2028年開催予定に変更になりました。

該当箇所 誤 正
４㌻中段　全国共通
人権相談ダイヤル ☎ 0572-003-110 ☎ 0570-003-110

お詫びと訂正
　冊子に掲載した記事内容に誤りがありました。
お詫びし、訂正します。

農業者年金
　冊子 78㌻

■税の優遇措置
　公的年金等控除が適用される金額が、110万円
までに変更になりました。

中野まなびぃ塾
　冊子 80㌻

■講座メニュー
　次のとおり追加と削除があります。
＜追加＞
・考えてみよう！空き家問題
＜削除＞
・情報公開と個人情報の保護
・農業者のための年金制度について

集い・学び・スポーツの広場
　冊子 85㌻

■市民会館
　老朽化などに伴うリノベーション工事（大規模
改修工事）のため、2021年６月から22年９月（予
定）まで休館となります。

公共施設一覧
　冊子 88、 89㌻

　次のとおり追加と削除があります。
●保健・福祉・子育て関係施設
＜追加＞

名称 所在地 電話番号
豊田放課後児童クラブ 豊津 4296-1 38-2035
＜削除＞
・豊井放課後児童クラブ
・永田放課後児童クラブ
●学校関係
＜追加＞

名称 所在地 電話番号
豊田小学校 豊津 4296-1 38-2004
＜削除＞
・豊井小学校
・永田小学校
●環境衛生施設等
＜削除＞
・不燃物処理センター

防災ガイド
　冊子 102、 106、 107、 111㌻

■警戒レベル等に関する情報
　市公式ホームページにも掲載してお
り、随時更新します。

■指定緊急避難場所・指定避難所
　災害時に各地区で優先して開設される避難場所
と避難所について、次のとおり追加と名称変更が
あります。
＜追加＞

施設名 所在地
★南宮中学校体育館
※土砂災害時のみ 南宮 1-12

★中野立志館高等学校体育館 三好町 2-1-53
★平野小学校体育館 江部 1359-4
★高社中学校体育館 笠原 190
★豊田文化センター（豊田公民館）豊津 2509

＜名称変更＞
変更前 変更後

★豊井小学校体育館 ★旧豊井小学校体育館
★永田小学校体育館 ★旧永田小学校体育館

■公衆無線LANサービス
　利用の際に、OPEN-ID認証に用いることがで
きる対応SNSは、facebook・twitter・yahoo!・
weibo（微博）・LINEに変更になりました。

「くらしと防災ガイドブック」に関する問い合わせ先　市役所庶務課秘書広報係　☎ 22-2111（内線 400）
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