
　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」および2021
年４月に配布した「くらしと防災ガイドブック2021年増補版」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●対象となる方

　次のとおり変更となりました。
＜変更（担当窓口）＞

種別 変更後
乳幼児等 福祉課厚生保護係

集い・学び・スポーツの広場
　冊子 85、 127 ページ

■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）を、2023年2月（予定）まで行うため
休館となります。
■市立博物館
　プラネタリウムの投影日が水・土・日曜日・祝
日に変更になりました。

■お問い合わせメールアドレス
・企画財政課DX推進係
　dx@city.nakano.nagano.jp
・企画財政課公共施設マネジメント推進室
　pfm@city.nakano.nagano.jp

■組織改正
・政策情報課と財政課を統合し、名称を「企画財
政課」に変更しました。
・政策情報課「情報統計係」を企画財政課「DX
推進係」に変更しました。
・政策情報課「行政管理係」を廃止し、企画財政
課に「公共施設マネジメント推進室」を設置し
ました。
・新型コロナウイルス感染症生活支援対策室を廃
止しました。
・環境課の名称を「生活環境課」に変更しました。
・市民課「生活交通安全係」を生活環境課に移管
しました。
・「消費者生活センター」と「市民協働推進室」
を市民課から生活環境課に移管しました。

中野市の仕事と分担
　冊子 10、 11 ページ、全般

相談
　冊子 ４ページ

■相談窓口一覧
　次のとおり変更となりました。
種別 変更前 変更後

保健師等に
よる子育て
相談

豊田子育て支援センター
☎38-3012

豊田子育て支援センター
☎38-1638

健康相談
豊田保健センターの開催
日については、お問い合
わせください。

豊田子育て支援センター
での開催日については、
お問い合わせください。

■市たばこ税
　税額が、1,000 本につき 6,552 円に変更になりま
した。

●住民税がかからない人
　次のとおり変更となりました。
・均等割も所得割もかからない人
②�障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で
前年中の合計所得金額が 135 万円以下の方

　冊子 33、34 ページ

市税

福祉医療制度
　冊子 75 ページ

■お問い合わせ
＜削除＞
子育て課子ども支援係

●給付の方法
　申請の際に印鑑が不要となりました。

●保健・福祉・子育て関係施設
＜追加＞

名称 所在地 電話番号
高社放課後児童クラブ 金井 57-3 23-5250
＜削除＞
・豊田保健センター　・長丘放課後児童クラブ
・科野放課後児童クラブ　・平岡放課後児童クラブ　
・倭放課後児童クラブ
・豊田社会就労センター豊井分場　
●スポーツ施設
＜削除＞
・北部運動場
●産業振興施設
＜追加＞

名称 所在地 電話番号
ZENYA（関係人口創出拠点施設） 中央 2-2-3 38-0518
●消防・警察
＜変更（名称）＞

変更前 変更後
岳南広域消防本部豊田消防署 岳南広域消防本部豊田分遣所

公共施設
　冊子 88、 89 ページ

　次のとおり追加と削除、変更があります。

防災ガイド
　冊子 102、 106、 107 ページ

■避難情報等
　次のとおり変更となりました。
警戒レベル 避難行動等 避難情報等

警戒レベル 5
直ちに安全確保

既に災害が発生または切迫してお
り、命が危険な状況です。直ちに命
を守るための行動をとりましょう。

緊急安全確保
（中野市が発令）

警戒レベル 4
全員避難

危険な場所から速やかに避難先へ
全員避難しましょう。公的な避難
場所までの移動が危険な場合は、
屋内で安全確保しましょう。

避難指示
（中野市が発令）

警戒レベル 3
高齢者等は避難

避難に時間を要する方（ご高齢の
方、障がいのある方、乳幼児等）
とその支援者は、危険な場所から
避難しましょう。その他の方は、
避難の準備をしましょう。

高齢者等避難
（中野市が発令）

＜削除＞
・旧科野小学校体育館　・旧科野小学校校庭
・豊井小学校体育館　　・豊井小学校校庭

■指定緊急避難場所・指定避難所
　次のとおり追加と削除、名称変更があります。
＜追加（【】があるものは記載部分のみ追加）＞

施設名 所在地
★豊田小学校体育館 豊津 4296-1
道の駅ふるさと豊田駐車場【指定緊急避難場所】永江 2136

＜変更（名称）＞
変更前 変更後

北部公民館 ★北部公民館
豊田文化センター
（豊田公民館）

★豊田文化センター
（豊田公民館）

永田小学校校庭 旧永田小学校校庭
★�は市職員（現地初動要員）などが配置され各地区で優
先して開設される避難場所

市役所☎ 22-2111　豊田支所☎ 38-3111
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■国民健康保険税
　次のとおり変更となりました。

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％ 2.30％

資産割 国保加入者の固定資産税額
×税率 10.50％ 6.60％ 4.20％

均等割 国保加入者１人あたり 22,500 円 7,800 円 9,800 円

平等割 国保加入世帯１世帯あ
たり 18,600 円 6,600 円 6,000 円

■課税限度額
　次のとおり変更となりました。

区分 医療分 支援分 介護分
課税限度額 650,000 円 200,000 円 170,000 円

環境保全活動
　冊子 51 ページ

■灯油や重油などの漏えい事故の防止
　次のとおり変更となりました。

変更前 変更後
岳南広域消防本部豊田消防署 岳南広域消防本部豊田分遣所

中野まなびぃ塾
　冊子 80 ページ

■講座メニュー
　次のとおり追加と削除があります。
＜追加＞
・マイ・タイムラインを作ろう
・国・県・市の役割について
・DXってなぁに？
・商業活性化について
・�都市計画マスタープランと立地適正化計画
　について
・学校ICTの今！GIGAスクール構想について
＜削除＞
・広報紙の作り方
・中心市街地のまちづくり
・教育委員会の仕事
・学校給食と子どもの健康

■低利長期の制度資金
　2021年12月20日現在の金利は次のとおりです。

制度 貸付対象者 金利
農業近代化資金 認定農業者 0.16 ～ 0.3%

認定農業者制度
　冊子 77 ページ

庁舎案内図
　冊子 9 ページ

■豊田支所
　豊田支所の宿日直業務は本庁舎に統合しました。

「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）



子育て支援センター
　冊子 60 ページ

　次のとおり変更と追加があります。
＜変更＞

名称 変更後
北部子育て支援センター
（さくらんぼ）

開所時間：午前 9時～正午
　　　　　午後 1時～ 5時

中央子育て支援センター
（りんごっこ）

開所時間：午前 9時～正午
　　　　　午後 1時～ 5時
閉所日　：火曜日

豊田子育て支援センター
（うさぎっ子）

開所時間：午前 9時～正午
　　　　　午後 1時～ 5時

妊娠・出産・育児
　冊子 57 ページ

●子どもインフルエンザ予防接種助成事業
　助成額が1回につき接種費用の半額（上限1,000
円）に変更になりました。

●乳幼児健診
＜追加＞

項目 持ち物（追加分）
3か月児健診 □バスタオル
7か月児健診 □バスタオル
1歳 6か月児健診 □バスタオル
2歳児健診 □バスタオル
3歳児健診 □バスタオル

土地売買・宅地開発
　冊子 55 ページ

■耐震改修の必要性について
　次のとおり変更となりました。

問合せ先 変更後
都市計画課建築住宅係 ☎ 22-2111（内線 358）

■児童手当
　特例給付が支給される要件について、「所得制
限限度額以上、所得上限限度額未満の場合」に変
更となりました。

■一時的保育
　次のとおり変更と削除があります。
＜変更（名称）＞

変更前 変更後
豊井保育園 とよた保育園

保育所・認定こども園・幼稚園
　冊子 58、 59 ページ

保育所・認定こども園・幼稚園
　次のとおり変更と削除があります。
＜変更（名称）＞

変更前 変更後
豊井保育園 とよた保育園
＜削除＞
・長丘保育園　・永田保育園

＜削除＞
・たかやしろ保育園

児童センター・放課後児童クラブ
　冊子 60 ページ

　次のとおり追加と削除があります。
＜追加＞

施設名 所在地 電話番号
高社放課後児童クラブ 金井57-3 23-5250
＜削除＞
・長丘放課後児童クラブ　・科野放課後児童クラブ
・平岡放課後児童クラブ　・倭放課後児童クラブ

■お問い合わせ　
＜担当窓口変更＞
　次のとおり変更となりました。

業務種別 担当課
■児童扶養手当 福祉課厚生保護係
■特別児童扶養手当 福祉課障がい福祉係

■児童扶養手当　
　次のとおり変更となりました。
●支給額（2022年４月改定）

区分 月額 児童加算額
2人目 3人目以降

全部支給 43,070円 10,170円 1人につき
6,100円

一部支給
所得に応じ
43,060円～　
　　10,160円

所得に応じ
10,160円～　
　　　5,090円

所得に応じ
１人につき
6,090円～　　
　　　3,050円

介護保険
　冊子 69 ページ

■高額介護サービス費
　次のとおり変更となりました。

区分 世帯の
限度額

個人の
限度額

生活保護受給者等 15,000 円 15,000円

世帯全員
が住民税
非課税

・老齢福祉年金受給者
・前年の公的年金等収入金
額＋その他の合計所得金額
の合計が80万円以下の方等

24,600円 15,000円

前年の公的年金等収入金額
＋その他の合計所得金額の
合計が80万円超の方等

24,600円 24,600円

下記以外の住民税課税世帯の方 44,400円 44,400円
課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円 93,000円
課税所得690万円以上の方 140,100円 140,100円

■特別児童扶養手当　
　次のとおり変更となりました。
●支給額（2022年４月改定）

等級 対象児童 1人あたり月額
１級 52,400円
２級 34,900円

■子育て用品の給付
　子育て用品の給付は廃止となりました。

■安心子育て応援給付金の給付（追加）　
　2022年４月１日以降出生した２歳未満の乳幼
児を養育しており、６か月以上中野市に居住して
いる方に給付金を支給します。

種類 金額 対象乳幼児
出産祝金 30,000円 出生児

子育て応援金
20,000円 転入時に1歳未満の乳幼児

10,000円 転入時に1歳以上2歳未満の
乳幼児

子どもに関する手当・各種制度
　冊子 61 ページ

３２

＜追加＞
名称 所在地 電話番号 開所日時

中野児童センター
（地域子育て支援
拠点事業）（※）

中央 2-1-27 26-1260

開所時間
午前9時 30 分～
午後0時 30 分
閉所日
土、日曜日、祝日、
学校休業日、12 月
29 日～１月3日

平野児童センター
（地域子育て支援
拠点事業）（※）

岩船 43 26-5219

開所時間
午前9時 30 分～
午後0時 30 分
閉所日
土、日曜日、祝日、
学校休業日、12 月
29 日～１月3日

（※）対象：保護者等の付き添いのある乳幼児（0歳～就学前）
後期高齢者医療
　冊子 64 ページ

■後期高齢者医療で診療を受けるときは
　10月１日から、一定以上の所得がある方は、現
役並み所得者（窓口負担割合３割）を除き、医療
費の窓口負担割合が２割となります。

ご利用ください！地域の足「ふれあいバス」
　冊子 69 ページ

　次のとおり変更となりました。
路線名 変更後

ふるさとライン（豊田地域） 2.5往復／日

障がい者児福祉サービス
　冊子 74、 75 ページ

■地域生活支援サービス
＜追加＞
サービス名・事業名 内容

訪問入浴サービス 医療的ケア児のための訪問入浴
サービス

■障がい者の社会参画のための施設
＜削除＞
・社会就労センター（豊井分場）

利用者
負担段
階

所得の状況 預貯金等の
資産の状況

居住費

食費従来型
個室 多床室 ユニット

型個室

ユニット
型個室的
多床室

１
生活保護受給者等 単身：1,000万円以下

夫婦：2,000万円以下
490円
（320円） 0円 820円 490円 300円

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給者

２
前年の課税年金収入額及び非課税年金収
入額＋その他の合計所得金額の合計が80
万円以下の方

単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下

490円
（420円） 370円 820円 490円 390円

【600円】

3-①
前年の課税年金収入額及び非課税年金収
入額＋その他の合計所得金額の合計が80
万円超120万円以下の方

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下

1,310円
（820円） 370円 1,310円 1,310円 650円

【1,000円】

3-②
前年の課税年金収入額及び非課税年金収
入額＋その他の合計所得金額の合計が
120万円超の方

単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下

1,310円
（820円） 370円 1,310円 1,310円 1,360円

【1,300円】

・�同一世帯であるかにかかわらず配偶者が住民税を課税されている場合は特定入所者介護サービス費の対象外です。
・�預貯金が上記の「預貯金等の資産状況」のいずれか以上になる場合は特定入所者介護サービス費の対象外です。
・�第２号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず、預貯金等の資産が単身：1,000万円以下、夫婦：2,000万円以下であれば

　
特定入所者介護サービス費の支給対象となります。

■訪問サービス（訪問介護）
　次のとおり変更となりました。
＜変更（所在地）＞

名称 変更後
訪問介護事業所たむろ 金井 32-3
■通所サービス（デイサービス）
＜追加＞

名称 電話番号 所在地
機能訓練特化型半日デイサービス
元気処よっとくらい 38-1517 片塩419-1

介護保険
　冊子 70 ページ

■健康相談
　次のとおり変更となりました。
種別 変更前 変更後

健康相談
豊田保健センターの開
催日については、お問
い合わせください。

豊田子育て支援センター
での開催日については、
お問い合わせください。

健康管理
　冊子 72 ページ

■風しん抗体検査・5期予防接種
　実施期限が2025年３月31日まで延長になりました。

■特定入所者介護サービス費
　次のとおり変更となりました。
※�（）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または
短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※�【】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護
を利用した場合の額です。

市役所☎ 22-2111　豊田支所☎ 38-3111　



子育て支援センター
　冊子 60 ページ

　次のとおり変更と追加があります。
＜変更＞

名称 変更後
北部子育て支援センター
（さくらんぼ）

開所時間：午前 9時～正午
　　　　　午後 1時～ 5時

中央子育て支援センター
（りんごっこ）

開所時間：午前 9時～正午
　　　　　午後 1時～ 5時
閉所日　：火曜日

豊田子育て支援センター
（うさぎっ子）

開所時間：午前 9時～正午
　　　　　午後 1時～ 5時

妊娠・出産・育児
　冊子 57 ページ

●子どもインフルエンザ予防接種助成事業
　助成額が1回につき接種費用の半額（上限1,000
円）に変更になりました。

●乳幼児健診
＜追加＞

項目 持ち物（追加分）
3か月児健診 □バスタオル
7か月児健診 □バスタオル
1歳 6か月児健診 □バスタオル
2歳児健診 □バスタオル
3歳児健診 □バスタオル

土地売買・宅地開発
　冊子 55 ページ

■耐震改修の必要性について
　次のとおり変更となりました。

問合せ先 変更後
都市計画課建築住宅係 ☎ 22-2111（内線 358）

■児童手当
　特例給付が支給される要件について、「所得制
限限度額以上、所得上限限度額未満の場合」に変
更となりました。

■一時的保育
　次のとおり変更と削除があります。
＜変更（名称）＞

変更前 変更後
豊井保育園 とよた保育園

保育所・認定こども園・幼稚園
　冊子 58、 59 ページ

保育所・認定こども園・幼稚園
　次のとおり変更と削除があります。
＜変更（名称）＞

変更前 変更後
豊井保育園 とよた保育園
＜削除＞
・長丘保育園　・永田保育園

＜削除＞
・たかやしろ保育園

児童センター・放課後児童クラブ
　冊子 60 ページ

　次のとおり追加と削除があります。
＜追加＞

施設名 所在地 電話番号
高社放課後児童クラブ 金井57-3 23-5250
＜削除＞
・長丘放課後児童クラブ　・科野放課後児童クラブ
・平岡放課後児童クラブ　・倭放課後児童クラブ

■お問い合わせ　
＜担当窓口変更＞
　次のとおり変更となりました。

業務種別 担当課
■児童扶養手当 福祉課厚生保護係
■特別児童扶養手当 福祉課障がい福祉係

■児童扶養手当　
　次のとおり変更となりました。
●支給額（2022年４月改定）

区分 月額 児童加算額
2人目 3人目以降

全部支給 43,070円 10,170円 1人につき
6,100円

一部支給
所得に応じ
43,060円～　
　　10,160円

所得に応じ
10,160円～　
　　　5,090円

所得に応じ
１人につき
6,090円～　　
　　　3,050円

介護保険
　冊子 69 ページ

■高額介護サービス費
　次のとおり変更となりました。

区分 世帯の
限度額

個人の
限度額

生活保護受給者等 15,000 円 15,000円

世帯全員
が住民税
非課税

・老齢福祉年金受給者
・前年の公的年金等収入金
額＋その他の合計所得金額
の合計が80万円以下の方等

24,600円 15,000円

前年の公的年金等収入金額
＋その他の合計所得金額の
合計が80万円超の方等

24,600円 24,600円

下記以外の住民税課税世帯の方 44,400円 44,400円
課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円 93,000円
課税所得690万円以上の方 140,100円 140,100円

■特別児童扶養手当　
　次のとおり変更となりました。
●支給額（2022年４月改定）

等級 対象児童 1人あたり月額
１級 52,400円
２級 34,900円

■子育て用品の給付
　子育て用品の給付は廃止となりました。

■安心子育て応援給付金の給付（追加）　
　2022年４月１日以降出生した２歳未満の乳幼
児を養育しており、６か月以上中野市に居住して
いる方に給付金を支給します。

種類 金額 対象乳幼児
出産祝金 30,000円 出生児

子育て応援金
20,000円 転入時に1歳未満の乳幼児

10,000円 転入時に1歳以上2歳未満の
乳幼児

子どもに関する手当・各種制度
　冊子 61 ページ

３２

＜追加＞
名称 所在地 電話番号 開所日時

中野児童センター
（地域子育て支援
拠点事業）（※）

中央 2-1-27 26-1260

開所時間
午前9時 30 分～
午後0時 30 分
閉所日
土、日曜日、祝日、
学校休業日、12 月
29 日～１月3日

平野児童センター
（地域子育て支援
拠点事業）（※）

岩船 43 26-5219

開所時間
午前9時 30 分～
午後0時 30 分
閉所日
土、日曜日、祝日、
学校休業日、12 月
29 日～１月3日

（※）対象：保護者等の付き添いのある乳幼児（0歳～就学前）
後期高齢者医療
　冊子 64 ページ

■後期高齢者医療で診療を受けるときは
　10月１日から、一定以上の所得がある方は、現
役並み所得者（窓口負担割合３割）を除き、医療
費の窓口負担割合が２割となります。

ご利用ください！地域の足「ふれあいバス」
　冊子 69 ページ

　次のとおり変更となりました。
路線名 変更後

ふるさとライン（豊田地域） 2.5往復／日

障がい者児福祉サービス
　冊子 74、 75 ページ

■地域生活支援サービス
＜追加＞
サービス名・事業名 内容

訪問入浴サービス 医療的ケア児のための訪問入浴
サービス

■障がい者の社会参画のための施設
＜削除＞
・社会就労センター（豊井分場）

利用者
負担段
階

所得の状況 預貯金等の
資産の状況

居住費

食費従来型
個室 多床室 ユニット

型個室

ユニット
型個室的
多床室

１
生活保護受給者等 単身：1,000万円以下

夫婦：2,000万円以下
490円
（320円） 0円 820円 490円 300円

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給者

２
前年の課税年金収入額及び非課税年金収
入額＋その他の合計所得金額の合計が80
万円以下の方

単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下

490円
（420円） 370円 820円 490円 390円

【600円】

3-①
前年の課税年金収入額及び非課税年金収
入額＋その他の合計所得金額の合計が80
万円超120万円以下の方

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下

1,310円
（820円） 370円 1,310円 1,310円 650円

【1,000円】

3-②
前年の課税年金収入額及び非課税年金収
入額＋その他の合計所得金額の合計が
120万円超の方

単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下

1,310円
（820円） 370円 1,310円 1,310円 1,360円

【1,300円】

・�同一世帯であるかにかかわらず配偶者が住民税を課税されている場合は特定入所者介護サービス費の対象外です。
・�預貯金が上記の「預貯金等の資産状況」のいずれか以上になる場合は特定入所者介護サービス費の対象外です。
・�第２号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず、預貯金等の資産が単身：1,000万円以下、夫婦：2,000万円以下であれば

　
特定入所者介護サービス費の支給対象となります。

■訪問サービス（訪問介護）
　次のとおり変更となりました。
＜変更（所在地）＞

名称 変更後
訪問介護事業所たむろ 金井 32-3
■通所サービス（デイサービス）
＜追加＞

名称 電話番号 所在地
機能訓練特化型半日デイサービス
元気処よっとくらい 38-1517 片塩419-1

介護保険
　冊子 70 ページ

■健康相談
　次のとおり変更となりました。
種別 変更前 変更後

健康相談
豊田保健センターの開
催日については、お問
い合わせください。

豊田子育て支援センター
での開催日については、
お問い合わせください。

健康管理
　冊子 72 ページ

■風しん抗体検査・5期予防接種
　実施期限が2025年３月31日まで延長になりました。

■特定入所者介護サービス費
　次のとおり変更となりました。
※�（）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または
短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※�【】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護
を利用した場合の額です。

市役所☎ 22-2111　豊田支所☎ 38-3111　



　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」および2021
年４月に配布した「くらしと防災ガイドブック2021年増補版」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●対象となる方

　次のとおり変更となりました。
＜変更（担当窓口）＞

種別 変更後
乳幼児等 福祉課厚生保護係

集い・学び・スポーツの広場
　冊子 85、 127 ページ

■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）を、2023年2月（予定）まで行うため
休館となります。
■市立博物館
　プラネタリウムの投影日が水・土・日曜日・祝
日に変更になりました。

■お問い合わせメールアドレス
・企画財政課DX推進係
　dx@city.nakano.nagano.jp
・企画財政課公共施設マネジメント推進室
　pfm@city.nakano.nagano.jp

■組織改正
・政策情報課と財政課を統合し、名称を「企画財
政課」に変更しました。
・政策情報課「情報統計係」を企画財政課「DX
推進係」に変更しました。
・政策情報課「行政管理係」を廃止し、企画財政
課に「公共施設マネジメント推進室」を設置し
ました。
・新型コロナウイルス感染症生活支援対策室を廃
止しました。
・環境課の名称を「生活環境課」に変更しました。
・市民課「生活交通安全係」を生活環境課に移管
しました。
・「消費者生活センター」と「市民協働推進室」
を市民課から生活環境課に移管しました。

中野市の仕事と分担
　冊子 10、 11 ページ、全般

相談
　冊子 ４ページ

■相談窓口一覧
　次のとおり変更となりました。
種別 変更前 変更後

保健師等に
よる子育て
相談

豊田子育て支援センター
☎38-3012

豊田子育て支援センター
☎38-1638

健康相談
豊田保健センターの開催
日については、お問い合
わせください。

豊田子育て支援センター
での開催日については、
お問い合わせください。

■市たばこ税
　税額が、1,000 本につき 6,552 円に変更になりま
した。

●住民税がかからない人
　次のとおり変更となりました。
・均等割も所得割もかからない人
②�障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で
前年中の合計所得金額が 135 万円以下の方

　冊子 33、34 ページ

市税

福祉医療制度
　冊子 75 ページ

■お問い合わせ
＜削除＞
子育て課子ども支援係

●給付の方法
　申請の際に印鑑が不要となりました。

●保健・福祉・子育て関係施設
＜追加＞

名称 所在地 電話番号
高社放課後児童クラブ 金井 57-3 23-5250
＜削除＞
・豊田保健センター　・長丘放課後児童クラブ
・科野放課後児童クラブ　・平岡放課後児童クラブ　
・倭放課後児童クラブ
・豊田社会就労センター豊井分場　
●スポーツ施設
＜削除＞
・北部運動場
●産業振興施設
＜追加＞

名称 所在地 電話番号
ZENYA（関係人口創出拠点施設） 中央 2-2-3 38-0518
●消防・警察
＜変更（名称）＞

変更前 変更後
岳南広域消防本部豊田消防署 岳南広域消防本部豊田分遣所

公共施設
　冊子 88、 89 ページ

　次のとおり追加と削除、変更があります。

防災ガイド
　冊子 102、 106、 107 ページ

■避難情報等
　次のとおり変更となりました。
警戒レベル 避難行動等 避難情報等

警戒レベル 5
直ちに安全確保

既に災害が発生または切迫してお
り、命が危険な状況です。直ちに命
を守るための行動をとりましょう。

緊急安全確保
（中野市が発令）

警戒レベル 4
全員避難

危険な場所から速やかに避難先へ
全員避難しましょう。公的な避難
場所までの移動が危険な場合は、
屋内で安全確保しましょう。

避難指示
（中野市が発令）

警戒レベル 3
高齢者等は避難

避難に時間を要する方（ご高齢の
方、障がいのある方、乳幼児等）
とその支援者は、危険な場所から
避難しましょう。その他の方は、
避難の準備をしましょう。

高齢者等避難
（中野市が発令）

＜削除＞
・旧科野小学校体育館　・旧科野小学校校庭
・豊井小学校体育館　　・豊井小学校校庭

■指定緊急避難場所・指定避難所
　次のとおり追加と削除、名称変更があります。
＜追加（【】があるものは記載部分のみ追加）＞

施設名 所在地
★豊田小学校体育館 豊津 4296-1
道の駅ふるさと豊田駐車場【指定緊急避難場所】永江 2136

＜変更（名称）＞
変更前 変更後

北部公民館 ★北部公民館
豊田文化センター
（豊田公民館）

★豊田文化センター
（豊田公民館）

永田小学校校庭 旧永田小学校校庭
★�は市職員（現地初動要員）などが配置され各地区で優
先して開設される避難場所

市役所☎ 22-2111　豊田支所☎ 38-3111
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■国民健康保険税
　次のとおり変更となりました。

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％ 2.30％

資産割 国保加入者の固定資産税額
×税率 10.50％ 6.60％ 4.20％

均等割 国保加入者１人あたり 22,500 円 7,800 円 9,800 円

平等割 国保加入世帯１世帯あ
たり 18,600 円 6,600 円 6,000 円

■課税限度額
　次のとおり変更となりました。

区分 医療分 支援分 介護分
課税限度額 650,000 円 200,000 円 170,000 円

環境保全活動
　冊子 51 ページ

■灯油や重油などの漏えい事故の防止
　次のとおり変更となりました。

変更前 変更後
岳南広域消防本部豊田消防署 岳南広域消防本部豊田分遣所

中野まなびぃ塾
　冊子 80 ページ

■講座メニュー
　次のとおり追加と削除があります。
＜追加＞
・マイ・タイムラインを作ろう
・国・県・市の役割について
・DXってなぁに？
・商業活性化について
・�都市計画マスタープランと立地適正化計画
　について
・学校ICTの今！GIGAスクール構想について
＜削除＞
・広報紙の作り方
・中心市街地のまちづくり
・教育委員会の仕事
・学校給食と子どもの健康

■低利長期の制度資金
　2021年12月20日現在の金利は次のとおりです。

制度 貸付対象者 金利
農業近代化資金 認定農業者 0.16 ～ 0.3%

認定農業者制度
　冊子 77 ページ

庁舎案内図
　冊子 9 ページ

■豊田支所
　豊田支所の宿日直業務は本庁舎に統合しました。

「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）


