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目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○一般職員を対象に、講演会を行った。 ○ 庶務課
「職場における人権問題」
　一般職員　65人

○ ○ 庶務課

○ ○

・相談事業 ・相談事業

　３件

市民に対する
啓発の充実

人権セン
ター

男女共同参画のための意識づくり
男女平等への意識改革と啓発
男女平等の意識づくり

教育、行政に
携わる職員の
研修

教育、行政に
携わる職員の
研修

市民に対する
啓発の充実

在住外国人も含め、社会的に弱い立場にある人
の生活相談に応じ、自立支援の指導・助言を行
う。

全職員を対象に、あらゆる差別をなくすべく意
識改革を図るため研修会を開催する。

行政相談における国・県・市で行っている仕事
についての相談・問い合わせ・要望などの中
で、男女共同参画に関する案件についても相談
等に応じる。

行政相談における国・県・市で行っている仕事
についての相談・問い合わせ・要望などの中
で、男女共同参画に関する案件についても相談
等に応じることとしていたが、該当する相談等
はなかった。

社会福祉法に基づく福祉の向上や拠点である人
権センターで、福祉などに関する総合的な事業
や人権課題に対する理解を深めるための活動を
行った。

在住外国人も含め、社会的に弱い立場にある人
の生活相談に応じ、自立支援の指導・助言を
行った。

社会福祉法に基づく福祉の向上や拠点である人
権センターで、福祉などに関する総合的な事業
や人権課題に対する理解を深めるための活動を
行う。
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目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等への意識改革と啓発
男女平等の意識づくり

・地域交流事業 ・地域交流事業

＜中野人権センター＞
いきいき健康体操教室　８回　107人
折り紙教室            10回　117人
初心者折り紙教室      ６回　 89人
クラフトテープで小物入れを作ろう！４回　56人
中華風ちまき教室      １回　 14人
秋の和菓子教室　　　　１回　13人
アロマで作るルームスプレー教室１回　12人
新春にむけて楽しめる苔玉教室　１回　20人
布リングの布ぞうり教室　２回　32人

＜豊田人権センター＞
生け花教室　　　　　　６回　 65人
絵手紙教室　          ６回　 48人
ソーイング教室　      ６回　100人
折り紙教室　          ８回　 60人
シニア健康体操教室　　６回　 77人

市民に対する
啓発の充実

市民に対する
啓発の充実 人権セン

ター料理教室や健康教室などの事業を通して、様々
に人達との交流を行った。

料理教室や健康教室などの事業を通して、様々
に人達との交流を行う。
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目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等への意識改革と啓発
男女平等の意識づくり

○ ○

・男女共同参画推進出前講座　１回　12人

○ ○

○生涯学習情報の発行　　４回 ○

○生涯学習情報の発行　　４回

○人権センターまつりの開催 ○人権センターまつりの開催人権センター
まつりの開催

人権センター
まつりの開催

市民に対する
啓発の充実

市民に対する
啓発の充実

中野市男女共同参画推進条例｣や｢第３次中野市
男女共同参画計画｣のダイジェスト版を出前講座
等で配布し、市民に周知啓発を図った。

男女共同参画に関する啓発紙「交差点」を発行
した。　３回

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のた
め、中止

人権・男
女共同参
画課

生涯学習
課

人権セン
ター

中野市男女共同参画推進条例｣や｢第３次中野市
男女共同参画計画｣のダイジェスト版を出前講座
等で配布し、市民に周知啓発を図る。

男女共同参画に関する啓発紙「交差点」の発行､
「広報なかの」やホームページへ記事を掲載す
ることにより意識啓発を図る。

地域住民が集い、交流を行う中で、人権問題に
対する理解と人権意識の高揚を図り、人権問題
の解決に資する。

生涯学習のまちづくりの中での男女共同参画の
推進を図るため、｢第２次中野市生涯学習基本構
想｣の周知を行う。

ダイジェスト版を会議等で配布して啓発を図
る。
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目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等への意識改革と啓発
男女平等の意識づくり

○差別をなくす市民集会の開催 ○差別をなくす市民集会の開催

○差別をなくす講演会の開催 ○差別をなくす講演会の開催
実施なし

○ ○ 図書館

○市立図書館 ○中野市立図書館
　図書購入　　　　　　4,411冊 　図書購入　　　　　　3,013冊
　寄贈図書等　　　　　　420冊 　視聴覚資料             45点
　視聴覚資料
　　紙芝居　　　　　　   31点
　　ＣＤ　　　　　　　 　72点
  　ＤＶＤ　　　　　　　 15点

○北部分館 ○北部分館
　図書購入　　　　　　　127冊 　図書購入　　　　　　　95冊
　寄贈図書　　　　 　　  42冊

○西部分館 ○西部分館
　図書購入　　　　　　　137冊 　図書購入　　　　　　　95冊
　寄贈図書　　　　 　　  39冊

図書館利用の多様化に対処し、各分野にわたり
広く資料を収集整備し、図書の充実を図った。

差別をなくす
市民集会・講
演会の開催

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のた
め、中止

人権・男
女共同参
画課

差別をなくす
市民集会・講
演会の開催

情報、資料の
収集、提供

図書館利用の多様化に対処し、各分野にわたり
広く資料を収集整備し、図書の充実を図る。

差別のない明るい中野市を築くため、市民一人
ひとりが人権の尊さについて考える機会として
市民集会を開催する。

差別のない明るい中野市を築くため、人権の尊
厳について、市民と共に考える機会として、差
別をなくす講演会を開催する。

情報、資料の
収集、提供
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目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等への意識改革と啓発
男女平等の意識づくり

○豊田分館 ○豊田分館 図書館
　図書購入　　　　　　　466冊 　図書購入　　　　　　　360冊
　寄贈図書　　　　 　　  49冊

情報、資料の
収集、提供

情報、資料の
収集、提供
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目標 １
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○「明るい家庭・地域を築くための作文」募集 子育て課

○ ○

PTA人権教育懇親会・講演会を開催
　15回　　1,535人

○「家庭の日」の普及 ○「家庭の日」の普及 子育て課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等への意識改革と啓発
家庭における男女共同参画の意識づくり

講演会や講座
の開催

講演会や講座
の開催

家庭の日の普
及

人権教育・啓
発活動の推進

学校教育
課

人権教育・啓
発活動の推進

家庭の日の推
進

各学校において、家庭教育に関する講演会や懇
話会等を開催した。

各学校において、家庭教育に関する講演会や懇
話会等を開催する。

青少年健全育成会連絡協議会を通じて周知と意
識啓発を行った。

青少年健全育成会連絡協議会を通じて周知と意
識啓発を行う。

※（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止）小学校休業に伴う授業時間の減により、児
童の負担を軽減するため中止

6 1.1.2



目標 １
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○ 保育課

○ ○

○学校人権教育推進事業 ○学校人権教育推進事業

○人権教育・啓発及び広報活動 ○人権教育・啓発及び広報活動

　38件

○ ○

○ ○

男女共同参画のための意識づくり
男女平等実現のための教育の推進
幼児教育及び学校教育における男女平等教育の推進

男女が共に尊
重し合える保
育・教育の推
進

人権を尊重す
る教育の推進

男女が共に尊
重し合える保
育・教育の推
進

友だちと一緒に遊ぶ中で社会性を養い心身の調
和と相手を思いやる心を育てる保育を行った。

友だちと一緒に遊ぶ中で社会性を養い心身の調
和と相手を思いやる心を育てる保育を行う。

人権尊重の基本的観点にたって支えあう学級づ
くりを基盤に、人間性を培う人権教育を推進し
た。

人権尊重の基本的観点にたって支えあう学級づ
くりを基盤に、人間性を培う人権教育を推進す
る。

人権センターで人権教育・啓発に関する事業を
推進するとともに人権問題に関する資料及び図
書・ビデオ・部落史に関する資料などの閲覧や
貸し出しを行った｡

人権センターで人権教育・啓発に関する事業を
推進するとともに人権問題に関する資料及び図
書・ビデオ・部落史に関する資料などの閲覧や
貸し出しを行う｡

個性を伸ばし、心豊かで責任と思いやりのある
児童の育成のために特色ある学校づくりを推進
した。

地域性を生かした特色ある学校づくりを進め、
心豊かな思いやりのある児童を育成する。

人権を尊重す
る教育の推進

人権セン
ター

いじめ・不登校を考える懇談会及び研修会を開
催する。

学校教育
課

学校教育
課

学校教育のあらゆる場面で、男女平等教育を積
極的に行った。

学校教育のあらゆる場面で、男女平等教育を積
極的に行う。

いじめ・不登校問題等を家庭、地域で考えるた
めに各学校において懇談会、研修会を開催し
た。
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目標 １
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等実現のための教育の推進
幼児教育及び学校教育における男女平等教育の推進

○ ○

　　　　　　　　　　　　　　

○性に関する教育を推進した。 ○性に関する教育を推進する。

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

心の教育の充
実

児童生徒等の悩みに対して、適切かつ迅速に対
応し、児童生徒が安心して学習に取り組むこと
ができるよう各学校にスクールカウンセラーを
配置した。

児童生徒等の悩みに対して、適切かつ迅速に対
応し、児童生徒が安心して学習に取り組むこと
ができるよう各学校にスクールカウンセラーを
配置する。

教育の充実

心の教育の充
実

学校教育
課

教育の充実

性に関する教
育の推進

学校教育
課

学校給食
センター

性に関する教
育の推進

学校教育
課

人権を尊重す
る教育の推進

人権を尊重す
る教育の推進

食物アレルギーのある児童･生徒へ対応をした。
72人

障がいのある児童生徒に対し、保護者や関係機
関と連携し、一人ひとりに応じた支援を行っ
た。

障がいのある児童生徒に対し、保護者や関係機
関と連携し、一人ひとりに応じた支援を行う。

食物アレルギーのある児童･生徒へ対応をする。

学校、家庭、地域が連携し、未来を担う子ども
たちを育てるため、コミュニティスクールの取
組を推進した。

学校、家庭、地域が連携し、未来を担う子ども
たちを育てるため、コミュニティスクールの取
組を推進する。

学校が地域の方々や体験学習を通じて、身近な
地域を学ぶための学習を推進した。

社会で役割を持ち、働くことの大切さを学ぶた
め、キャリア教育を推進した。

社会で役割を持ち、働くことの大切さを学ぶた
め、キャリア教育を推進する。

学校が地域の方々や体験学習を通じて、身近な
地域を学ぶための学習を推進する。
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○ 公民館

地域歴史講座「信濃の伝説」　１回　55人 地域の歴史
ふるさと歴史探訪　　　　　　３回　62人 ふるさと歴史探訪
しめ縄づくり講習会　　　　　１回　25人 ほたる鑑賞会
源氏物語を読み味わう　　　　８回　237人 しめ縄づくり講習会
万葉集講座　　　　　　　　　６回　204人 シニア大学
家庭教育学級～楽しんで子育て～  　  ７回　101人 源氏物語を読み味わう
子ども育成講座　　　　　　　４回　86人 万葉集を読み味わう
年賀状作成講座　　　　　　　３回　33人 家庭教育学級～楽しんで子育て～
スマートフォンアプリ活用教室５回　67人 子ども育成講座
健康づくり実践講座　　　　　１回　19人 料理教室
フレイル予防でピンピンキラリ１回　34人 情報活用サロン
青木律子のプリ・マテ講座　　１回　19人 脳トレ＆健康講座
脳トレ＆健康体操講座　　　　10回　121人 プリザーブド・マテリアル講座
わら馬づくり講習会　　　　　１回　14人 わら馬づくり講習会
運動で内臓脂肪とストレスを解消しよう ピラティス講座
　　　　　　　　　　　　　　６回　49人 絵手紙講座
絵手紙講座　　　　　　　　　３回　39人 ニュースポーツ
ピラティス　　　　　　　　　６回　82人 ワイン講座
はじめての色鉛筆画教室（第１・２回） はじめての色鉛筆画教室
　　　　　　　　　　　　　　10回　118人 色鉛筆画教室・中級編
古関裕而と筒美京平　　　　　１回　72人 スマートフォン教室
アクセサリー講座　　　　　　１回　16人 イラスト講座
やしょうまづくり　　　　　　２回　23人 アイシングクッキー講座

フルーツカッティング講座
年賀状作成講座

市民がいつでもどこでも自主的、自発的に学習で
きるよう、学習機会の提供に努めた。

市民がいつでもどこでも自主的、自発的に学習
できるよう、各種学級講座を開設する。

男女共同参画のための意識づくり
男女平等実現のための教育の推進
生涯を通じた学習機会の充実

各種学級・講
座等の学習内
容の充実

各種学級・講
座等の学習内
容の充実

中央公民
館
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等実現のための教育の推進
生涯を通じた学習機会の充実

ほたる鑑賞会
シニア大学
シニア大学（７クラブ活動)
情報活用サロン
地域の歴史
大人の音読講座（前・後期）
みんなで楽しもう！ニュースポーツ講座

生きがい大学　　　　　　　10回 　271人 生きがい大学　10回
親子体験教室「あるある探検隊」４回 96人 親子体験教室「あるある探検隊」　６回
子ども教室　　　　　　　　０回 子ども教室　４回
家庭教育学級　　　　　　　２回　211人 公民館開放事業　２回
生きがいづくり講座　　　　32回　437人 生きがいづくり講座　23回

【教養講座】 シニア大学
近世文書(古文書)講座　　　　10回　95人 教養講座
はじめてのスマホ活用講座　　５回　43人 近世文書（古文書）講座
サイズアップ野菜づくり講座　２回　42人
【家庭教育学級（すくのび学級)】 家庭教育学級
リトミック　　　　　　　　　５回　48人 子ども事業
スキンシップダンス　　　　　２回　24人 生きがいづくり講座
音楽でリフレッシュ　　　　　１回　20人 地域づくり講座
親子で楽しむ産後ダンス　　　２回　４人

西部・花の物語

中央公民
館

北部公民
館

西部公民
館

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実
施各種学級・講

座等の学習内
容の充実

各種学級・講
座等の学習内
容の充実
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等実現のための教育の推進
生涯を通じた学習機会の充実

【生きがいづくり講座】
ベビーマッサージ　　　　　　４回　21人
うた声のひびき　　　　　　　11回　68人
エンジョイ♪アロマ講座　　　５回　40人
リラックスヨーガ教室　　　　８回 101人
花の物語(フラワー教室）　　 ５回　40人
キムチづくり教室　　　　　　２回　23人
バレンタイン・コンサート　　１回　21人
【子ども事業】
エコクラフト教室　　　　　　１回　６人
光るペンダントづくり教室　　１回　24人
【地域づくり講座】
やしょうまづくり　　　　　　２回　23人
西部・花のまちづくり事業　　１回　19人

○高齢者学級　　　　　　　　　３回　48人 ○高齢者学級
いきがいづくり・教養講座　　29回 388人 ○いきがいづくり・教養講座
地域伝統講座　　　　　　　　１回　20人 ○地域伝統講座
家庭教育学級　　　　　　　　４回　74人 ○家庭教育学級
チャレンジ子ども教室　　　　２回　39人 ○チャレンジ子ども教室
文化講演会　１回　49人 ○文化講演会

（女性団体解散）

豊田公民
館

西部公民
館

女性団体・グ
ループ等の育
成及び交流

各種学級・講
座等の学習内
容の充実

各種学級・講
座等の学習内
容の充実
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等実現のための教育の推進
生涯を通じた学習機会の充実

○人権教育懇談会の開催 ○人権教育懇談会の開催
　41回　　1,655人

○学んで育てる市民のつどい開催 ○ 生涯学習市民のつどい
開催日　令和２年11月23日（月・祝）
参加者　約106人

○ 中野まなびぃ塾 ○中野まなびぃ塾
講師派遣講座　55講座　11回　207人 講師派遣講座　55講座

○社会人権教育推進事業 ○社会人権教育推進事業

41回　　1,655人

○青少年対策事業 ○青少年対策事業 子育て課
・親子ふれあい魚つかみどり事業 ・親子ふれあい魚つかみどり事業

・ガキ大将フェスティバル ・ガキ大将フェスティバル
（綱引き大会）

青少年健全育
成活動の充実

青少年健全育
成活動の充実

学童に対し、自然に親しむ機会を与え、心身の
健全な育成を図ると共に、親と子の交流を深
め、自然愛護の意識向上を図る。

生涯学習の推
進

生涯学習の推
進

人権セン
ター

生涯学習
課

社会人権教育
の推進

社会人権教育
の推進

人権セン
ター人権尊重の観点にたって、市民が部落差別をはじ

めあらゆる差別に対する正しい理解と認識を深め
るために、各種の懇談会を実施した。

人権尊重の観点にたって、市民が部落差別をは
じめあらゆる差別に対する正しい理解と認識を
深めるために、各種の懇談会を実施する。

児童の協調性・連帯感を高めるとともに、ガキ
大将資質を育み、心身の健全な育成を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実
施

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実
施
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等実現のための教育の推進
生涯を通じた学習機会の充実

・子ども会リーダー研修会(小学生） ・子ども会リーダー研修会(小学生） 子育て課
小学5年生を対象に４回実施
155人

○学んで育てる市民のつどい ○学んで育てる市民のつどい
（中野市青少年健全育成推進市民集会）
開催日　令和２年11月23日（月・祝）
参加者　約100人

○ふるさと冒険クラブ ○ふるさと冒険クラブ

・事業計画
アウトドアイベント
インドアイベント

○親子ふれあいセミナー ○親子ふれあいセミナー 図書館

アニメ映画会　　　　　　２回　52人 アニメ映画会　　　　　　　２回　　
子供の本読み聞かせ会等　12回 子供の本読み聞かせ会等　　14回
その他創作教室　　　　　６回　87人 その他創作教室　　　　　　６回　　

地域振興
課地域の人々との交流等により、子どもの自主性

や創造性を育む。

青少年健全育
成活動の充実

　各家庭において休日の活動計画が立てやすく
なるように協力するとともに生涯学習の推進を
図る。

子ども会・児童会活動の充実と活性化を図る。

青少年を取り巻く問題・課題等について、広く
市民の関心を高め、青少年健全育成運動の一層
の推進を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実
施

青少年健全育
成活動の充実

　各家庭において休日の活動計画が立てやすくな
るように協力するとともに生涯学習の推進を図っ
た。
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
男女平等実現のための教育の推進
生涯を通じた学習機会の充実

○ブックスタート事業 ○ブックスタート事業 図書館
ブックスタート　　　　　11回　　274人 ブックスタート　　　　　　12回　　
フォローアップ　　　　　11回　　337人 セカンドブック　　　　　　12回　　
０歳～３歳のおはな会し　38回　　376人 ０歳～３歳のおはなし会　　46回　　
絵本読み聞かせ出前　　　33回　3,245人 絵本読み聞かせ出前　　　　51回

○子ども読書週間 ○子ども読書週間
おはなし会スペシャル　　２回　　 41人 おはなし会スペシャル　　　２回

青少年健全育
成活動の充実

青少年健全育
成活動の充実
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目標 １
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

○ ○

○

実施なし

○市民国際交流団体の活動を支援した。 ○ 市民国際交流団体の活動を支援する。

外国語指導助手５人を配置し、市内小中学校の
外国語指導にあたると同時に、国際感覚の醸成
を図った。

外国語指導助手５人を配置し、市内小中学校の
外国語指導にあたると同時に、国際感覚の醸成
を図る。

次世代を担う中学生が国際社会に対応し、コ
ミュニケーション能力を養うとともに、多角的
な視野を持つ人材の育成を図るためのグローバ
ル講座＆海外留学研修

商工観光
課

学校教育
課

商工観光
課

国際交流事業
に対する支援

国際感覚の育
成

支援グループ
の育成・強化

国際交流事業
に対する支援

国際感覚の育
成

支援グループ
の育成・強化

市民が行う国際交流推進事業に要する経費に対
し、補助金を交付する。

市民が行う国際交流推進事業に要する経費に対
し、補助金を交付する国際交流推進事業の利用
は０件だった。

男女共同参画のための意識づくり
国際感覚の育成と交流の推進
国際理解と交流の推進

15 1.3.1



目標 １
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
国際感覚の育成と交流の推進
国際理解と交流の推進

○外国語講座の実施 ○ 外国語講座の実施 公民館
中央公民館
　初心者のための英会話教室 ○ 国際交流事業
　初級英会話

○国際交流事業

○ ○男女共同参画に関する各種の情報資料を収集
し、年３回発行する男女共同参画に関する啓発
紙｢交差点｣に掲載したり、団体に資料等を送付
した。

男女共同参画に関する各種の情報資料を収集
し、年３回発行する男女共同参画に関する啓発
紙｢交差点｣に掲載したり、団体に資料等を送付
する。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未
実施

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未
実施

国際情報の提
供

人権・男
女共同参
画課

国際理解のた
めの人権の学
習機会の提供

国際理解のた
めの人権の学
習機会の提供

国際情報の提
供
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目標 １
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

○ ○

　英語 　英語
　中国語 　中国語
　ポルトガル語 　ポルトガル語
　韓国語 　韓国語

○ ○

○ ○ 環境課

○日本語講座の実施 ○ 日本語講座の実施 公民館
外国人のための日本語教室　32回　232人

○ ○ 職業相談室を設置し、在住外国人の相談にも応
じる。

市のホームページでは日本語だけでなく下記の
言語による情報提供を図る。

５カ国語（英語、中国語、ポルトガル語、スペ
イン語、タイ語）日本語併記母子手帳及び予防
接種予診票を該当者に交付した。

５カ国語（英語、中国語、ポルトガル語、スペ
イン語、タイ語）日本語併記母子手帳及び予防
接種予診票を該当者に交付する。

外国語（英語、中国語、ポルトガル語、タイ
語、韓国語、スペイン語、ベトナム語）ごみ分
別ポスターを希望者に配布した。

外国語（英語、中国語、ポルトガル語、タイ
語、韓国語、スペイン語、ベトナム語）ごみ分
別ポスターを希望者に配布する。

在住外国人の
雇用対策

商工観光
課

商工観光
課

健康づく
り課

在住外国人の
ための教育の
場の確保

外国語版母子
健康手帳等の
作成・配布

在住外国人の
ための教育の
場の確保

在住外国人の
雇用対策

外国語版母子
健康手帳等の
作成・配布

国・県及び市が発行した生活ガイドブック外国
語版等を窓口に設置し、在住外国人への多言語
行政サービスの情報提供を図った。

国・県及び市が発行した生活ガイドブック外国
語版等を窓口に設置し、在住外国人への多言語
行政サービスの情報提供を図る。

市のホームページでは日本語だけでなく下記の
言語による情報提供を図った。

職業相談室を設置し、在住外国人の相談にも応
じた。

男女共同参画のための意識づくり
国際感覚の育成と交流の推進
在住外国人が暮らしやすい環境の整備
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目標 １
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女共同参画のための意識づくり
国際感覚の育成と交流の推進
在住外国人が暮らしやすい環境の整備

○ ○外国人生活相談の窓口となり、関係課や関係機
関を紹介するとともに、県等の設置する相談
員・市内団体と連携を図り、相談支援体制の整
備のための情報収集を行うこととしていたが、
該当する相談はなかった。

外国人生活相談の窓口となり、関係課や関係機
関を紹介するとともに、県等の設置する相談
員・市内団体と連携を図り、相談支援体制の整
備のための情報収集を行う。

在住外国人相
談の実施

人権セン
ター

在住外国人相
談の実施
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目標 ２
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

○

○ ○

中野市農村女性活動推進委員会　　
　委員　12人 北信州農村女性のつどいへの参加　　　
北信州農村女性のつどいへの参加　　　 長野県農村女性フェスティバルへの参加
　参加者　 ０人
長野県農村女性フェスティバルへの参加
　参加者　 ０人

○ ○

農業振興
課

農業委員
会事務局

農村女性の活
動支援

啓発活動や農村女性の地域活動への支援を通
じ、農村女性の地位向上や社会参加の推進を
図った。

農村女性の活
動支援

中野市農村女性活動指針「夢プラン」に基づく
啓発活動や農村女性の地域活動への支援を通
じ、農村女性の地位向上や社会参加の推進を図
る。

家族経営協定
締結の促進

農業委員会と北信農業改良普及センターが連携
し、家族経営協定（我が家の楽しく暮らしま
しょう協定）の締結を推進した。また、女性団
体と合同で交流会を開催し、女性が生きがいを
持って働くための労働環境改善を図った。

家族経営協定
締結の促進

農業委員会と北信農業改良普及センターが連携
し、家族経営協定（我が家の楽しく暮らしま
しょう協定）の締結を推進した。また、女性団
体と合同で交流会を開催し、女性が生きがいを
持って働くための労働環境改善を図る。

男女雇用機会
均等法、女性
活躍推進法の
周知・啓発

人権・男
女共同参
画課

男女雇用機会
均等法、女性
活躍推進法の
周知・啓発

関係機関等からの資料等を、女性団体へ送付し
た。

関係機関等からの資料等を、女性団体等へ送付
する。

男女共同参画に関する啓発紙「交差点」の発
行、「広報なかの」やホームページへ記事を掲
載することにより意識啓発を図る。

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
男女が共に働きやすい環境づくり
働く男女の労働環境整備
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目標 ２
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
男女が共に働きやすい環境づくり
働く男女の労働環境整備

○ 引き続き、周 ○
知・啓発に努

男女共同参画推進出前講座　１回　12人 める。

○

各種ハラスメ
ント禁止の周
知・啓発

男女共同参画の講座において、各種ハラスメン
ト禁止の周知・啓発を図った。

各種ハラスメ
ント禁止の周
知・啓発

年３回発行する男女共同参画に関する啓発紙
「交差点」やホームページなどで各種ハラスメ
ント禁止について周知を図る。

人権・男
女共同参
画課

男女共同参画の講座等において、資料を用いて
各種ハラスメント禁止の啓発を行う。
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目標 ２
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○中野地域職業訓練センター運営事業 ○ 中野地域職業訓練センター運営事業

○職業相談事業 ○ 職業相談事業

利用状況
　求人  　50人　紹介　1,530人
  求職   552人　就職 　 543人

○ ○

　             　
○ ○

○新規就職者激励大会 ○ 新規就職者激励大会

職業訓練の充
実強化

職業相談の充
実

職業関係情報
の提供

商工観光
課

商工観光
課

商工観光
課

職業訓練の充
実強化

職業相談の充
実

職業関係情報
の提供

地域における労働者、求職者に対し各種職業訓練
を行い、職業の安定と労働者の地位向上を図っ
た。

地域における労働者、求職者に対し各種職業訓
練を行い、職業の安定と労働者の地位向上を図
る。

関係機関と連携して職業相談、就職斡旋等を行
い、雇用の安定確保に努めた。

関係機関と連携して職業相談、就職斡旋等を行
い、雇用の安定確保に努める。

関係機関と連携し、職業関係情報の提供の充実を
図った。

関係機関と連携し、職業関係情報の提供の充実
を図る。

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
男女が共に働きやすい環境づくり
職業能力の向上・起業（創業）支援

労働に関する相談事業、制度等の周知を行った。 労働に関する相談事業、制度等の周知を行う。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
中止（記念品のみ配布）

職業に関する自覚を促し、職場意識の高揚と定
着を図る。
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目標 ２
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
男女が共に働きやすい環境づくり
職業能力の向上・起業（創業）支援

○商工経営相談 ○ 商工経営相談

○ ○起業支援に関する資料等を窓口に置き、周知を
図った。

起業支援に関する資料等を窓口に置き、周知を
図る。

起業（創業）
に対する支援

人権・男
女共同参
画課

起業（創業）
に対する支援関係機関と連携し、起業に対する支援を行った。 関係機関と連携し、起業に対する支援を行う。

商工観光
課
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目標 ２
課題 １
施策 ⑶

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

掲載なし ○

○ ○

掲載なし ○

○ワーク・ライ
フ・バランス
の啓発

商工観光
課

労働時間短縮
についての啓
発

商工観光
課

人権・男
女共同参
画課

育児・介護休
業制度等の普
及・促進

商工観光
課

人権・男
女共同参
画課

労働時間短縮
についての啓
発

育児・介護休
業制度等の普
及・促進

ワーク・ライ
フ・バランス
の啓発

労働関係機関と連携し、労働時間短縮について
の啓発に努めた。

労働関係機関と連携し、労働時間短縮について
の啓発に努める。

男女共同参画の啓発紙｢交差点｣に労働時間短縮
に関係する記事を掲載したり、各種団体等に啓
発のための資料を配布し啓発に努める。

労働関係機関と連携し、育児・介護休業制度等
の普及・促進に努めた。

労働関係機関と連携し、育児・介護休業制度等
の普及・促進に努める。

労働関係機関と連携し、労働時間の短縮及び仕
事と生活の調和の実現に向けた啓発に努めた。

労働関係機関と連携し、労働時間の短縮及び仕
事と生活の調和の実現に向けた啓発に努める。

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
男女が共に働きやすい環境づくり
事業者への啓発

男女共同参画の啓発紙｢交差点｣に育児・介護休
業制度等の普及・促進に関する記事を掲載、男
女共同参画セミナーを開催し啓発に努める。
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

31.2％（令和２年4月1日現在） 令和３年度目標値　35.0％

○ ○

○投票所における男女共同参画 ○投票所における男女共同参画
投票立会人等に女性の登用の促進を図った。 投票立会人等に女性の登用の促進を図る。
中野市長選挙(女性数)
　投票所立会人等　２人
　期日前立会人等　６人

○ ○

　委員３人　うち女性１人 　委員３人　うち女性１人
　任期　H31.4.1～R3.3.31 　任期　R3.4.1～R5.3.31 

○ ○

　委員３人　うち女性２人 　委員３人　うち女性１人
　任期　H31.4.1～R3.3.31 　任期　R3.4.1～R5.3.31 

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
地域社会活動への参画
政策・方針決定の場への女性の参画の推進

審議会、委員
会等への女性
の参画の推進

中山晋平記念館専門委員の委嘱に関して、女性
委員の登用に努めた。

中山晋平記念館専門委員の委嘱に関して、引き
続き女性委員の登用を図る。

人権・男
女共同参
画課

選挙管理
委員会事
務局

審議会、委員
会等への女性
の参画の推進

審議会、委員会等への女性登用状況を調査し
た。

審議会、委員会等への女性登用状況を調査す
る。

年度内に委員等の改選を予定している審議会等
に、女性の登用の一層の促進を図った。

年度内に委員等の改選を予定している審議会等
に、女性の登用の一層の促進を図る。

中山晋平
記念館

高野辰之記念館専門委員の委嘱に関して、女性
委員の登用に努めた。

中山晋平記念館専門委員の委嘱に関して、引き
続き女性委員の登用を図る。

高野達之
記念館
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
地域社会活動への参画
政策・方針決定の場への女性の参画の推進

○ ○

　委員10人　うち女性４人 　委員10人　うち女性４人
　任期　R2.4.1～R4.3.31 　任期　R2.4.1～R4.3.31

○ ○

社会教育委員　 社会教育委員　
　委員10人　うち女性４人 　改選予定　委員10人
　任期　R1.5.1～R3.4.30 　　　　　　任期　R3.5.1～R5.4.30

生涯学習推進会議委員　 生涯学習推進会議委員　
　委員19人　うち女性７人 　改選予定　委員20人
　任期　R1.6.1～R3.5.31 　　　　　　任期　R3.6.1～R5.5.31

○ ○

　傍聴者　延447人　うち女性98人

審議会、委員
会等への女性
の参画の推進

審議会、委員
会等への女性
の参画の推進

水道事業運営審議会委員の委嘱に関して、女性
委員の登用に努めた。

水道事業運営審議会委員の委嘱に関して、女性
委員の登用に努める。

上下水道
課

社会教育委員の委嘱及び生涯学習推進会議委員
の依頼に関して、女性委員の登用に努めた。

社会教育委員の委嘱及び生涯学習推進会議委員
の依頼に関して、女性委員の登用に努める。

生涯学習
課

女性の声を市
政に反映させ
るための公聴
活動の充実

議会本会議の傍聴について年４回発行した「議
会だより」・ホームページ等でPRした。

女性の声を市
政に反映させ
るための公聴
活動の充実

議会本会議の傍聴について年４回発行する｢議会
だより」（定例会分）・ホームページ等でPR
し、参加の促進を図る。

議会事務
局
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○分館活動支援事業 ○分館活動支援事業
・分館活動交付金の交付をした。　

　対象　73分館
・

　分館講座事業　　　　４回　　42人
　高齢者人材活用事業　１回　　11人
　世代間交流事業

○ ○ 消防課

・ ・

・ ・

・独り暮らしの高齢者宅の防火診断を行った。 ・独り暮らしの高齢者宅の防火診断を行う。
　１回　　１人 ・消防団の式典・大会及び各種訓練に参加する。

・ ・各種講習会等に参加する。

・消防学校での研修会に参加した。
　２回　　７人

○「ふるさと虹の会」の活動支援をした。 ○ 「ふるさと虹の会」の活動支援をする。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未
実施

地域社会活動
の促進

市民活動への
男女共同参画
の推進

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
地域社会活動への参画
古い慣習や制度の見直し

中野市消防団本部分団、女性隊及び音楽隊に女
性消防団員を置き､次の事業を行った。

地域社会活動
の促進

中野市消防団本部分団、女性隊及び音楽隊に女性
消防団員を置き､次の事業を行う。

春・秋の火災予防パレードに参加し予防広報を
行った。　２回　６人

春、秋の火災予防パレードに参加し、火災予防広
報を行う。

地区内消防団等の連携により、消防水利等の把
握に努めた。

地区内消防団等の連携により、消防水利等の把握
に努める。

消防団の式典・大会及び各種訓練に参加した。
12回　70人

市民活動への
男女共同参画
の推進

コミュニティ
組織の育成・
充実

中央公民
館

コミュニティ
組織の育成・
充実

地域課題の学習や親睦連帯を深めるため、分館で
実施する分館講座・高齢者人材活用事業・世代間
交流事業ヘの支援を図る。分館で実施する分館講座・高齢者人材活用事

業・世代間交流事業への助成を図った。

人権・男
女共同参
画課
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
地域社会活動への参画
古い慣習や制度の見直し

○ ○

・男女共同参画推進出前講座　１回　12人 ・男女共同参画推進出前講座
・男女共同参画セミナー　　　４回　77人 ・男女共同参画セミナー

○ ○

男女共同参画セミナー　　　４回　77人 各種国・県等主催事業参加
　　　　　　　　　５回　　97人　 男女共同参画セミナー

女性の参画に
向けた人材育
成と人材活用
の促進

男女共同参画社会づくりに向けた活動を効率的
に進めるための意識啓発を図った。

女性の参画に
向けた人材育
成と人材活用
の促進

男女共同参画社会づくりに向けた活動を効率的に
進めるための意識啓発を図る。

人権・男
女共同参
画課

学習・啓発活
動の促進

男女共同参画社会についての認識と理解を深め
る学習の機会を、広く市民に周知し、多くの参
加を促した。

様々な分野か
ら理解を深め
ることができ
るよう、内容
を検討する。

学習・啓発活
動の促進

男女共同参画社会についての認識と理解を深める
学習の機会を、広く市民に周知し、多くの参加を
促す。

人権・男
女共同参
画課
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑶

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

(内容については1.2.2に掲載) (内容については1.2.2に掲載)

○学んで育てる市民のつどい開催 ○学んで育てる市民のつどい開催
開催日　令和２年11月23日（月・祝）
参加者　約106人

○中野まなびぃ塾 ○中野まなびぃ塾
講師派遣講座　56講座　11回　207人 講師派遣講座　55講座

○ ○ 福祉課

○ ○

男女共同参画セミナー　４回　77人 男女共同参画セミナー

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
地域社会活動への参画
男女の社会参加への支援

公民館事業、
生涯学習事業
等社会教育の
充実

公民館

生涯学習
課

公民館事業、
生涯学習事業
等社会教育の
充実

市民がいつでもどこでも自主的、自発的に学習
できるよう、学習機会の提供に努めた。

市民がいつでもどこでも自主的、自発的に学習
できるよう、各種学級講座を開設する。

人権・男
女共同参
画課

ボランティア
活動における
情報交換や交
流の場の提供

福祉の担い手としての市民ボランティア団体の
相互の連携を図るため、社会福祉協議会を通じ
活動を支援する。

学習の機会確
保のため、託
児の場の提供

男女共同参画の事業において、託児室を設け、
希望により託児を受け入れ育児中の人にも参加
しやすい環境を作った。

学習の機会確
保のため、託
児の場の提供

男女共同参画の事業において、託児室を設け、
希望により託児を受け入れ育児中の人にも参加
しやすい環境を作る。

ボランティア
活動における
情報交換や交
流の場の提供

福祉の担い手としての市民ボランティア団体の
相互の連携を図るため、社会福祉協議会を通じ
活動を支援した。
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑷

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

・

・ 区役員への説明　随時

○ ○ 消防課

○ ○

　４事業　６人

○ ○

・防災に関する出前講座（まなびぃ塾）３回

実行委員会を設置して企画・運営を行うことと
した各種消防団事業に対し、女性団員が委員と
して参加することで男女双方の意見を取り入れ
た。

各種消防団事業の企画・運営について、女性団
員の積極的な参加を呼びかける。

男女双方の視
点を取り入れ
た防災体制の
確立に繋げる
必要がある。

防災に関する
説明会や学習
会等で男女双
方の視点を配
慮した考え方
を啓発

危機管理
課

防災に関する
説明会や学習
会等で男女双
方の視点を配
慮した考え方
を啓発

男女双方の視点を取り入れた防災体制の確立が
必要であることを伝え、自主防災組織等への女
性の積極的な参画を促す。

男女双方の視点を取り入れた防災体制の確立が
必要であることを伝え、自主防災組織等への女
性の積極的な参画を促した。

防災や自主防災組織の設立に関する出前講座
（まなびぃ塾）　３回

女性消防団員、婦人消防隊に対して災害発生時
における救護活動や避難所の後方支援活動に女
性の目から見た気配りや、高齢者・災害弱者へ
の配慮が重要であり、積極的な参加を呼びかけ
重要であり、積極的な参加を呼びかけた。

女性消防団員に対して、災害発生時における救
護活動や避難所の後方支援活動に女性の目から
見た気配りや、高齢者・災害弱者への配慮が重
要であり、積極的な参加を呼びかける。

男女が共に社会活動へ参加するための環境づくり
地域社会活動への参画
防災分野における男女共同参画の推進

災害時におけ
る男女のニー
ズに配慮した
対策の必要性
の周知

男女のニーズの違いに配慮した対策の必要性に
関する事項を載せている地域防災計画を市公式
ホームページで公表したほか、出前講座（まな
びぃ塾）時に説明した。

災害時におけ
る男女のニー
ズに配慮した
対策の必要性
の周知

男女のニーズの違いに配慮した対策の必要性に
関する事項を載せている地域防災計画を市公式
ホームページで公表したほか、出前講座（まな
びぃ塾）時に説明する。

危機管理
課
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目標 ３
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

マタニティクラス　８回　延84人 マタニティクラス　12回　延120人

○母子の健康の確保及び育児支援を図った。 ○ 母子の健康の確保及び育児支援を図る。
・産後ケア事業　　　　10人　27日間 ・ 産後ケア事業　　　　15人　30日間
・産後デイケア事業　　５人　12日間 ・ 産後デイケア事業　　８人　15日間
・不妊治療補助事業 ・ 不妊治療補助事業

　不妊治療夫婦　　34組 　不妊治療夫婦　　　45組
・不育症治療補助事業 ・ 不育症治療補助事業

　不育症治療夫婦　２組 　不育症治療夫婦　　５組

○ ○

・母子保健相談指導事業 ・ 母子保健相談指導事業
２か月児訪問　　　　　　　　　233人 ２か月児訪問　　　　　　　　250人
３か月児健康診査　　　11回　　265人 ３か月児健康診査　　12回　　300人
７か月児健康診査　　　11回　　265人 ７か月児健康診査　　12回　　300人
１歳６か月児健康診査　11回　　278人 １歳６か月児健康診査　12回　340人
２歳児健康診査　　　　９回　　238人 ２歳児健康診査　　　12回　　260人
３歳児健康診査　　　　11回　　334人 ３歳児健康診査　　　12回　　340人
乳幼児保健相談　　　　17回　　延86人 乳幼児保健相談　　　22回　　180人
北信圏域発達障がい児等親子療育事業 北信圏域発達障がい児等親子療育事業
　  　　　　　　　　　24回　延115組 　  　　　　　　　　33回　延180組
育児教室　　　　　　　14回　　81組 育児教室　　　　　　20回　延150組

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
男女の性の尊重と健康づくり
性の理解と母性保護・母子保健の充実

母性保護に関
する意識の啓
発

健康づく
り課

母性保護に関
する意識の啓
発

あらゆる機会を通じ母性保護の意識づくりを
図った。

あらゆる機会を通じ母性保護の意識づくりを図
る。

健康づく
り課

母性及び乳幼
児の健康の保
持増進事業

母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るため、
各種事業を行った。

母性及び乳幼
児の健康の保
持増進事業

母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るため、
各種事業を行う。
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目標 ３
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
男女の性の尊重と健康づくり
性の理解と母性保護・母子保健の充実

歯っぴー親子むし歯予防教室 歯っぴー親子むし歯予防教室
　　　　　　　　　　８回　　63組 　　　　　　　　　　12回　  80組
むし歯になりにくいおやつ教室 むし歯になりにくいおやつ教室
　　　　　　　　　　９回　　50組 　　　　　　　　　　12回　  80組

・妊婦乳児健康診査事業 ・ 妊産婦乳児健康診査事業
基本健診 基本健診
　妊娠初期～妊娠23週まで（4回） 　妊娠初期～妊娠23週まで（4回）
　①～④　　　　　　　　　962回 　①～④　　　　　　　　　1,000回
　妊娠24週～妊娠35週まで（6回） 　妊娠24週～妊娠35週まで（6回）
　⑤～⑩　　　　　　　　　1,460回 　⑤～⑩　　　　　　　　　1,500回
　妊娠36週～分娩まで（4回） 　妊娠36週～分娩まで（4回）
　⑪～⑭　　　　　　　　　  663回　　 　⑪～⑭　　　　　　　　　  700回　　
追加検査①　　　　　　　　　249回 追加検査①　　　　　　　　　300回
追加検査②（２回）　　　　　453回 追加検査②（２回）　　　　　500回
追加検査③　　　　　　　　　254回 追加検査③　　　　　　　　　300回
追加検査④　　　　　　　　　237回 追加検査④　　　　　　　　　280回
超音波検査（４回）  　 超音波検査（４回）  　
 ①～④　              　 975回  ①～④　              　 1,000回
乳児　　　　　　　　　　　　256人 乳児　　　　　　　　　　　　300人
産婦健康検査（２回）　　　　473回 産婦健康検査（２回）　　　　550回

・妊婦・産婦・新生児 訪問指導事業 ・ 妊婦・産婦・新生児 訪問指導事業
新生児　　11人 新生児　　20人

・妊婦歯科健康診査事業　　　　64人 ・ 妊婦歯科健康診査事業　　　　70人

母性及び乳幼
児の健康の保
持増進事業

母性及び乳幼
児の健康の保
持増進事業

健康づく
り課
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○健康教育事業 ○健康教育事業
集団健康教育　　　 126回　3,962人 集団健康教育　　　　　180回　4,100人
歯科集団健康教育　　６回　　142人 歯科集団健康教育　 　　10回　　300人

○健康相談 ○健康相談
総合健康相談　　　　1,564人 総合健康相談　　　　2,000人
重点健康相談　　　　　135人 重点健康相談　　　　　200人

○ ○

栄養改善事業　　　　延393人 栄養改善事業 　　　500人

○減塩運動普及事業 ○減塩運動普及事業
尿中塩分検査　　一回尿　263人 尿中塩分検査　　一回尿　280人
　　　　　　　　補導員　272人 　　　　　　　　補導員　280人

○健康づくりポイント推進事業 ○健康づくりポイント事業
申請者　167人 参加者　500人

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
男女の性の尊重と健康づくり
「健康長寿のまち」の推進

健康教育（相
談）の充実

健康づくりの
推進

健康づく
り課

健康づく
り課

健康教育（相
談）の充実

健康づくりの
推進

健康づくりのための各種事業を実施し、健康増
進と健康管理意識の高揚を図った。

健康づくりのための各種事業を実施し、健康増
進と健康管理意識の高揚を図る。
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
男女の性の尊重と健康づくり
「健康長寿のまち」の推進

○ ○

・市民健康診査事業 ・市民健康診査事業
本健康診査 本健康診査
（19歳～39歳の者ほか） （19歳～39歳の者ほか）
　　　　　　　　　　41回　　　505人 　　　　　　　　　　110回　　　530人
後期高齢者健康診査 後期高齢者健康診査
（後期高齢者医療制度被保険者） （後期高齢者医療制度被保険者）
　　　　　　　　　　41回　　1,004人 　　　　　　　　　　45回　　1,500人
胃がん検診　　　　　23回　　1,072人 胃がん検診　　　　　36回　　1,100人
大腸がん検診　　　　29回　　3,508人 大腸がん検診　　　　40回　　3,700人
肺がん検診　 　　　85回　　4,147人 肺がん検診　　　　　91回　　6,200人
乳がん検診 乳がん検診
　超音波検診(集団検診・施設検診)　723人 　超音波検診(集団検診・施設検診)  750人
　ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検診（集団検診・施設検診） 　ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検診（集団検診・施設検診）
　　　　　　　　　　　　　　1,252人 　　　　　　　　　　　　　　1,400人
子宮がん検診（施設検診）　　2,600人 子宮がん検診（施設検診）　　3,000人
歯周疾患検診　　　　　　　 　 643人 歯周疾患検診　　　　　　　  　600人
（20、30、40、45、50、55、60、65、70歳） （20、30、40、45、50、55、60、65、70歳）

前立腺がん検診　　　41回　　1,113人 前立腺がん検診　　　110回　 1,600人
肝炎ウィルス検診　　　41回　  330人 肝炎ウィルス検診　 　110回　　340人

各種健康診査
の推進

疾病の早期発見、早期治療と健康管理意識の高
揚を図るため、各種健(検)診を実施した。

各種健康診査
の推進

疾病の早期発見、早期治療と健康管理意識の高
揚を図るため、各種健(検)診を実施する。

健康づく
り課
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
男女の性の尊重と健康づくり
「健康長寿のまち」の推進

○人間ドック助成事業 ○人間ドック助成事業

日帰り　　　　　　　　　　255人 日帰り　　　　 　　　 　237人
１泊２日　　　 　　　　　　49人 １泊２日　　　 　　　　　74人
　うち脳検査　　　　　　　 ３人 　うち脳検査　　 　　　　６人
　　　肺がん検査　　　 　　73人 　　　肺がん検査　　　 　86人
がんドック　　　　　　　　 ４人 がんドック　　　 　　　  ２人

○人間ドック助成事業 ○人間ドック助成事業 市民課

日帰り　　　　　　　　　　752人 日帰り　　　　　　　　　　　720人
１泊２日　　　　　　　　　 92人 １泊２日　　　　　　　　　　180人
　うち脳検査　　 　　　　　19人 　うち脳検査　　 　　　　　　30人
　　　肺がん検査　　　　　160人 　　　肺がん検査　　　　　　220人
がんドッグ （40歳以上）　  12人 がんドッグ （40歳以上）　 　 30人

○特定健康診査事業　　　　3,120人 ○特定健康診査事業  　　    4,303人

各種健康診査
の推進

各種健康診査
の推進

健康づく
り課後期高齢者医療制度被保険者の人間ドック利用

促進を図るため経費の一部を助成した。
後期高齢者医療制度被保険者の人間ドック利用
促進を図るため経費の一部を助成する。

35歳以上の国保被保険者の人間ドック利用の促
進を図るため経費の一部を助成する。

35歳以上の国保被保険者の人間ドック利用の促
進を図るため経費の一部を助成した。

34 3.1.2



目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
男女の性の尊重と健康づくり
「健康長寿のまち」の推進

○ ○

・スポーツ教室の開催　４教室 ・スポーツ教室の開催　　　　７教室
ノルディックウォーキング ・各種スポーツ大会の開催　　８大会
　　　　　　　　　10回　 52人　223人
初心者硬式テニス　８回　 21人　102人
ニュースポーツ　　１回　 60人 　60人
トップアスリート育成プロジェクト
　　　　　　　　　４回　 91人　136人
　　　　　合計　　23回　224人　521人

・各種スポーツ大会の開催　５大会
ノルディックダンス　　　　　78人
ノルディックダンス（２回目）72人
ふるさとトレッキング　　　　37人
市民スキー大会　　　　　　　57人
ロードレース大会 　　　　　162人

運動やスポー
ツの実践・継
続

生涯スポーツの振興と市民の体力向上のため、
多くの市民の参加を得て、各種教室、講習会、
大会等を開催した。

運動やスポー
ツの実践・継
続

生涯スポーツの振興と市民の体力向上のため、
多くの市民の参加を得て、各種教室、講習会、
大会等を開催する。

文化ス
ポーツ振
興課
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
男女の性の尊重と健康づくり
「健康長寿のまち」の推進

○ ○

・市体育協会への補助 ・市体育協会への補助
・スポーツ少年団体への補助 ・スポーツ少年団体への補助
・スポーツ専任コーチの活用団体への補助 ・スポーツ専任コーチの活用団体への補助

○学校開放事業 ○学校開放事業

　　　　　　団体数　利用回数　利用人数

中野小学校　　　15　　183　　2,744
日野小学校　　　９　　 49　  　616
延徳小学校　　　６　　314　　2,834
平野小学校　　　７　　105　　1,065
高丘小学校　　　５　　150　　1,577
高社小学校　　　８　　131　　1,460
豊井小学校　　　６　　221　　1,342
永田小学校　　　５　　 96　　1,114
南宮中学校第１　15　　277　　3,293
南宮中学校第２　12　　266　　3,158
中野平学校　　　17　　332　　4,163
高社中学校　　　10　　243　　2,659
豊田中学校　　　４　　 81　　  590
合計　　　　 119　　2,448　 26,615

運動やスポー
ツの実践・継
続

体育協会等各種団体の育成を図り、これらの団
体が行う競技会の援助を通してスポーツ振興を
図った。

運動やスポー
ツの実践・継
続

体育協会等各種団体の育成を図り、これらの団
体が行う競技会の援助を通してスポーツ振興を
図る。

文化ス
ポーツ振
興課

市内12小中学校の13施設を開放して、地域ス
ポーツ活動の振興と健康、体力の維持増進を
図った。

市内11小中学校の12施設を開放して、地域ス
ポーツ活動の振興と健康、体力の維持増進を図
る。
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
男女の性の尊重と健康づくり
「健康長寿のまち」の推進

○食生活改善地区組織活動事業を実施した。 ○ 食生活改善地区組織活動事業を実施する。
　67回　延924人 　80回　1,200人

食生活の改善 食生活の改善 健康づく
り課
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目標 ３
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○

○ ○ 庶務課

○ ○

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
あらゆる暴力の根絶
配偶者等による暴力、各種ハラスメントの防止の啓発

人権・男
女共同参
画課

人権啓発・教
育の推進

人権・男
女共同参
画課

各種ハラスメ
ント対策の推
進

人権啓発・教
育の推進

ハラスメント
が生じない職
場環境を引き
続き整備する
必要がある。

各種ハラスメ
ント対策の推
進

人権擁護委員と連携をとり、「人権擁護委員の
日｣及び｢人権週間｣に合わせ、啓発活動や相談所
を開設する。また、これに伴う広報活動につい
ても実施する。

パワーハラスメントを含めた「職場におけるハ
ラスメントに関する基本方針」に基づき、苦情
処理担当窓口を引き続き設置し、職員に周知し
た。

「職場におけるハラスメントに関する基本方
針」を遵守し、相談・苦情の申し出の受付及び
問題の解決処理を行う。

男女共同参画に関する啓発誌「交差点」に掲載
し、中野市企業人権教育推進協議会へ資料等を
会員数送付した。

配偶者等による暴力、各種ハラスメントの防止
のため、男女共同参画出前講座、男女共同参画
セミナー等で啓発を行う。

ＤＶ、各種ハ
ラスメントの
防止のための
啓発事業を引
き続き実施す
る。

法務省から委嘱されている人権擁護委員と連携
をとり、長野電鉄信州中野駅前（12/4）におい
て啓発活動を行った。市広報による周知を行っ
た。
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目標 ３
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○女性相談窓口 ○ 女性相談窓口 福祉課

　電話相談　146件
　面接相談 　57件
　　 計　　 203件　

○ ○ 福祉課

○ ○

○ ○

○ ○ 福祉課

○ ○

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
あらゆる暴力の根絶
被害者支援の充実

女性相談窓口
による被害者
支援

女性相談窓口
による被害者
支援

専門の女性相談員がＤＶ(配偶者等からの暴力)
をはじめ、女性の様々な悩みを聴き、県及び市
の関係機関と共に解決を図った。

専門の女性相談員がＤＶ(配偶者等からの暴力)を
はじめ、女性の様々な悩みを聴き、県及び市の関
係機関と共に解決を図る。

長野県女性相談センター等と連携をとり相談指導
にあたる。

相談窓口の連
携

長野県女性相談センター等と連携をとり相談指
導にあたった。

相談窓口の連
携

ＤＶ等、相談に適な対応ができるようにリモー
ト各種研修やリモート会議へ参加した。

ＤＶ等、相談に適な対応ができるようにリモート
各種研修やリモート会議へ参加する。

長野県女性相談センター相談員、中野警察署生
活安全課、民生委員や市の関係機関と連携を取
りながら、共に解決を図った。

長野県の女性相談センター相談員、中野警察署生
活安全課、民生委員や市の関係機関と連携を取り
ながら、共に解決を図る。

ＤＶ等、相談に適切な対応ができるよう各種研修
や連絡会議へ参加し、長野県の女性相談センター
相談員、警察、民生委員や市の関係機関と連携を
取りながら、共に解決を図る。

被害者の保
護、救済のた
めの組織の連
携

長野県女性相談センター等と連携を図りなが
ら、中野警察署生活安全課とも連携をとり被害
者の保護にあたった。

被害者の保
護、救済のた
めの組織の連
携

長野県女性相談センター等と連携を図りながら、
必要に応じ女性保護施設や母子生活支援施設を活
用し、被害者の保護にあたる。また、中野警察署
生活安全課とも連携を取りながら保護、救済にあ
たる。

ＤＶ等、相談に適切な対応ができるよう各種リ
モート研修やリモート会議へ参加した。長野県
女性相談センター相談員、中野警察署生活安全
課、民生委員や市の関係機関と連携を取りなが
ら、共に解決を図った。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○児童相談所巡回児童相談事業 福祉課
令和２年度から実施なし

○子ども相談事業 ○ 子ども相談事業

　子ども相談件数　 延2,373件

○発育発達相談事業 ○ 発育発達相談事業

　発育発達相談　 延345人
　個別相談　　　　 109件

○子どもサポート連絡協議会 ○ 子どもサポート連絡協議会

協議会２回（書面）　実務者会議３回 協議会２回　実務者会議３回
　　

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
子育て支援の充実

子育て相談・
支援の充実

子育て相談・
支援の充実

保育所12園、認定こども園１園、幼稚園１園を
巡回し、保育活動における相談、支援を行うと
ともに、保護者を含めた個別相談を行った。

虐待を始めとする要保護児童及び問題を抱える
児童等の適切な保護及び支援を行うため、情報
交換や支援内容の協議を行い、関係機関との連
携を図った。

子ども相
談室乳幼児から18歳までの子ども相談を行った。ま

た、緊急時、時間外等の相談に対応するため専
用携帯電話を所持した。

乳幼児から18歳までの子ども相談を行った。ま
た、緊急時、時間外等の相談に対応するため専
用携帯電話を所持する。

虐待を始めとする要保護児童及び問題を抱える
児童等の適切な保護及び支援を行うため、情報
交換や支援内容の協議を行い、関係機関との連
携を図る。

保育所、認定こども園、幼稚園を巡回し、保育
活動における相談、支援を行うとともに、保護
者を含めた個別相談を実施する。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
子育て支援の充実

○児童手当給付事業 ○ 児童手当給付事業 子育て課

○子育て支援センター運営事業 ○ 子育て支援センター運営事業 子育て課
子育て家庭の育児支援の充実を図った。 子育て家庭の育児支援の充実を図る。
（北部・中央・豊田） （北部・中央・豊田）

○子育て相談 ○ 子育て相談

　９回　57人 　12回　　延100人

○保育所運営事業 ○ 保育所運営事業 保育課

入園者数(R2.4.1現在数)
　公立保育所　　　11園　　　1,001人
　私立保育所　　　１園　　　　 80人 入園者数(R3.4.1現在数)
　認定こども園　　１園　１号 　66人 　公立保育所　　11園　　 　　962人
　　　　　　　　　　２、３号　113人 　私立保育所　　１園　　　　  88人
　小規模保育事業所　２園　 　認定こども園　１園　１号 　 70人

　　　　　　　　　２、３号　 105人
　小規模保育事業所　２園　　　29人
　市外保育所等　７園　　　　　15人

子育て相談・
支援の充実

子育て相談・
支援の充実次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援

する観点から、中学校終了までの児童を対象
に、児童手当を支給した。

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援
する観点から、中学校終了までの児童を対象
に、児童手当を支給する。

子育て支援セ
ンター事業の
充実

中央子育て支援センターで、保健師による保健
相談を実施した。

中央子育て支援センターで、保健師による保健
相談を実施する。

多様な保育
サービスの充
実

多様な保育
サービスの充
実

就労等により、家庭保育に欠ける児童を受入
し、児童の保育の充実を図った。

保育の必要性の認定を受けた児童等を保育所に
受け入れ、多様な子育てニーズに対応しなが
ら、個々の子どもの個性や発達段階に応じた保
育を行う。

子育て支援セ
ンター事業の
充実
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
子育て支援の充実

○特別保育事業 ○ 特別保育事業 保育課

　延長保育　　公立　11園 　延長保育　　公立　11園
　一時的保育　公立　４園 　一時的保育　公立　４園
　休日保育　　公立　１園 　休日保育　　公立　１園
　病児・病後児保育　１施設 　病児・病後児保育　１施設

○民間保育所特別保育事業等補助事業 ○ 民間保育所特別保育事業等補助事業

　私立保育所　　　１園
　認定こども園　　１園　　 　私立保育所　　　１園
　認可外保育所　　１園 　認定こども園　　１園　　 

　認可外保育所　　１園

○幼児教育振興事業 ○ 幼児教育振興事業 保育課

　私立幼稚園１園 　私立幼稚園　　　１園

○心身障害児母子通園訓練事業 ○ 心身障害児母子通園訓練事業 福祉課

多様な保育
サービスの充
実

多様な保育
サービスの充
実

保護者の就労形態の多様化による保育時間の延
長、及び保護者の疾病等により、一時的に保育
の必要な児童の保育を行った。

保護者の就労形態の多様化による保育時間の延
長、及び保護者の疾病等により、一時的に保育
の必要な児童の保育を行う。

私立保育所で行う病後児保育、延長保育等の特
別保育事業及び認可外保育所で行う３歳未満児
の保育に対し補助を行った。

私立保育所及び認定こども園の特別保育等に対
し補助を行う。また、認可外保育施設の運営費
の一部を補助し、入所児童の処遇改善を図る。

幼児教育の充
実

幼児教育の充
実私立幼稚園の助成と就園児家庭の保育料の軽減

のため補助を行った。
私立幼稚園の助成と就園児家庭の保育料の軽減
のため補助を行う。

障がい児療育
の援助

障がい児療育
の援助就学前の心身障がい児に対し、心身の発達のた

めの保育、訓練を実施して、健全な母子関係を
保てるよう援助指導した。

就学前の心身障がい児に対し、心身の発達のた
めの保育、訓練を実施して、健全な母子関係を
保てるよう援助指導する。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
子育て支援の充実

○ ○ 子育て課

　利用回数　31回

○児童センター運営事業 ○ 児童センター運営事業 子育て課

　（中野・平野） 　（中野・平野）

○放課後児童健全育成事業 ○ 放課後児童健全育成事業

登録児童数
　中野児童センター放課後児童クラブ 162人 　中野児童センター放課後児童クラブ
　平野児童センター放課後児童クラブ 104人 　平野児童センター放課後児童クラブ
　中野放課後児童クラブ　123人 　中野放課後児童クラブ
　日野放課後児童クラブ　 26人 　日野放課後児童クラブ
　延徳放課後児童クラブ　 63人 　延徳放課後児童クラブ
　平野放課後児童クラブ　 93人 　平野放課後児童クラブ
　高丘放課後児童クラブ　 78人 　高丘放課後児童クラブ
　長丘放課後児童クラブ　 34人 　長丘放課後児童クラブ
　平岡放課後児童クラブ　103人 　平岡放課後児童クラブ
　科野放課後児童クラブ　 25人 　科野放課後児童クラブ
　倭放課後児童クラブ　　 29人 　倭放課後児童クラブ
　豊井放課後児童クラブ　 47人 　豊田放課後児童クラブ
　永田放課後児童クラブ　 12人

下校後、保護者の不在となる児童の健全育成を
図るため、実施した。

下校後、保護者の不在となる児童の健全育成を
図る。

ファミリーサ
ポートセン
ター事業の推
進

育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いた
い者を会員とする相互援助活動の調整を行っ
た。

ファミリーサ
ポートセン
ター事業の推
進

育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いた
い者を会員とする相互援助活動の調整をする。

放課後児童の
健全育成

放課後児童の
健全育成留守家庭児童等に健全な遊び場を与え、非行防

止や健全な育成活動を図った。
留守家庭児童等に健全な遊び場を与え、非行防
止や健全な育成活動を図る。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
子育て支援の充実

○ぽっぷ教室 ○ ぽっぷ教室
（放課後子ども教室推進事業） （放課後子ども教室推進事業）

登録児童数
　日野小学校　29人 　日野小学校　　　　
　延徳小学校　55人 　延徳小学校　　　　
　高丘小学校　17人 　高丘小学校　　　 　
　豊井小学校　33人 　豊田小学校　　　　
　永田小学校　５人

○児童クラブ育成事業 ○ 児童クラブ育成事業 子育て課

　１カ所（中野地区） 　１カ所（中野地区）

○ R3.3.31子どもセンターの廃止 子育て課

○子どもセンターだよりの発行　３回

放課後児童の
健全育成

放課後児童の
健全育成

子どもセン
ターの充実

子どもの地域における奉仕活動・体験活動の機
会や家庭教育の支援に関する情報を収集及び提
供、指導者の登録及び紹介、コーディネイトを
し、地域全体で子どもを育む環境づくり、子ど
もの居場所づくりの支援をした。

子どもセン
ターの充実

小学生を対象して、放課後に安全安心な活動拠
点を設け、地域住民の参画を得て、子どもたち
と共に学習やスポーツ、文化活動等を行った。

小学生を対象して、放課後に安全安心な活動拠
点を設け、地域住民の参画を得て、子どもたち
と共に学習やスポーツ、文化活動等を行う。

地域における
子育て支援

地域における
子育て支援昼間留守家庭児童の健全育成を図るため、地区

社協へ児童クラブの運営を委託した。
昼間留守家庭児童の健全育成を図るため、地区
社協へ児童クラブの運営を委託する。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○家庭介護者支援事業 ○家庭介護者支援事業

介護用品給付事業　延2,903件 介護用品給付事業　延3,500件

家族介護者交流事業　５回　延39人 家族介護者交流事業　年間４回

○老人ホーム入所措置事業 ○老人ホーム入所措置事業

養護老人ホーム　　　４施設　23人 　養護老人ホーム　　　３施設　25人
特別養護老人ホーム　１施設　１人 　特別養護老人ホーム　１施設　１人
　　　　　

○ ○

　要介護（支援）認定者　　2,329人

　要支援1～2　　　404人
　要介護１　　　　596人
　要介護２　　　　412人
　要介護３　　　　348人
　要介護４　　　　339人
　要介護５　　　　231人
　合　計　　　　2,330人

居宅での生活が困難な虚弱高齢者等を施設へ入
所措置し、生活の維持向上を図った。

居宅での生活が困難な虚弱高齢者等を施設へ入
所措置し、生活の維持向上を図る。

介護保険制度を円滑に運営するため介護保険事
業計画に基づき、事業を実施した。
要介護認定申請のあった者に対し要介護認定を
行った。

介護保険制度の円滑な実施と健全な運営を図
る。

地域包括ケア
システムの構
築

高齢者支
援課

地域包括ケア
システムの構
築

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
高齢者福祉・障がい者福祉の充実

要介護高齢者等の家庭介護者に対して、各種支
援事業を実施し介護者の負担軽減を図った。

要介護高齢者等の家庭介護者に対して、各種支
援事業を実施し介護者の負担軽減を図る。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
高齢者福祉・障がい者福祉の充実

・ ・

　特別徴収　　　13,620人 　特別徴収　　　13,779人
　普通徴収　　 　　719人 　普通徴収　　 　  792人
　合　計　　　　14,339人 　合　計　　　　14,571人

・利用者負担額の軽減事業を行った。 ・利用者負担額の軽減事業を行う。
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業
　対象者　　60人 　対象予定者　　65人

○ ○

○ ○ 福祉課

○ ○

○ ○

第１号被保険者(65歳以上の者)から保険料の徴
収を行った。

第１号被保険者(65歳以上の者)から保険料の徴
収を行う。地域包括ケア

システムの構
築

地域包括ケア
システムの構
築

高齢者支
援課

老人福祉計画・介護保険事業計画（2018年度
（平成30年度）～2020年度）に基づきサービス
提供体制の確保と質の高いサービスの提供に努
めた。

老人福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度
～５年度）に基づきサービス提供体制の確保と
質の高いサービスの提供に努める。

障がい者との
交流の推進

精神に障がいのある方に、通所での作業訓練、
社会復帰のための生活訓練や作業訓練を行っ
た。

障がい者との
交流の推進

精神に障がいのある方に、通所での作業訓練、
社会復帰のための生活訓練や作業訓練を行う。

市から補助金を支出し、市社会福祉協議会主催
で「ふれあい広場」や「福祉まつり」などを開
催して、障がい者理解と交流を図った。

市から補助金を支出し、市社会福祉協議会主催
で「ふれあい広場」や「福祉まつり」などを開
催して、障がい者理解と交流を図る。

身体に障がいのある方の通所での各種講座への
参加や作業訓練により社会参加を図った。

身体に障がいのある方の通所での各種講座への
参加や作業訓練により社会参加を図る。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
高齢者福祉・障がい者福祉の充実

○ ○ 福祉課

○ ○

購入実績（社会福祉協議会分）
　夏苗　 6,250株
　秋苗　 6,701株
　合計　12,951株

○居宅介護給付事業 ○居宅介護給付事業 福祉課

○生活介護給付事業 ○生活介護給付事業

障がい者との
交流の推進

心身障がい児とその保護者が、通所により訓練
を受けることができる事業を行った。

障がい者との
交流の推進

心身障がい児とその保護者が、通所により訓練
を受けることができる事業を行う。

精神に障がいのある方の社会復帰及び収入の安
定を図るため、作業訓練で育てた花苗を花のま
ちづくり事業により、購入及び植栽を行った。

精神に障がいのある方の社会復帰及び収入の安
定を図るため、作業訓練で育てた花苗を花のま
ちづくり事業により、購入及び植栽を行う。

都市計画
課

障がい福祉
サービスの充
実

障がい福祉
サービスの充
実

日常生活を営むのに支障がある障がい者等の家
庭が、介護・家事援助サービスを受けるため、
給付費を支給することにより福祉の増進に努め
た。

日常生活を営むのに支障がある障がい者等の家
庭が、介護・家事援助サービスを受けるため、
給付費を支給することにより福祉の増進に努め
る。

常時介護を必要とする障がい者が、昼間、入
浴、食事等の介護を受けるとともに創作的活
動、又は生産活動の場を確保するため給付費を
支給することにより、福祉の増進に努めた。

常時介護を必要とする障がい者が、昼間、入
浴、食事等の介護を受けるとともに創作的活
動、又は生産活動の場を確保するため給付費を
支給することにより、福祉の増進に努める。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
高齢者福祉・障がい者福祉の充実

○障がい児施設措置事業 ○障がい児施設措置事業
福祉課

○短期入所給付事業 ○短期入所給付事業

○共同生活援助給付事業 ○共同生活援助給付事業

○ ○

障がい福祉
サービスの充
実

障がい児の日常生活における基本的な動作の指
導、集団生活への適応訓練等発達支援を受ける
ための給付費を支給することにより福祉の増進
に努めた。

障がい福祉
サービスの充
実

障がい児の日常生活における基本的な動作の指
導、集団生活への適応訓練等発達支援を受ける
ための給付費を支給することにより福祉の増進
に努める。

障がい者等の介護者が、一時的に家庭において
介護できないとき施設等で介護を受けるため、
給付費を支給することにより介護者の負担軽減
を図った。

障がい者等の介護者が、一時的に家庭において
介護できないとき施設等で介護を受けるため、
給付費を支給することにより介護者の負担軽減
を図る。

障がい者等が地域で生活援助を受けるため、給
付費を支給することにより福祉の増進を図っ
た。

障がい者等が地域で生活援助を受けるため、給
付費を支給することにより福祉の増進を図る。

在宅重度心身障がい者介護慰労金支給事業家庭
で重度心身がい害（児）者の日常生活の世話を
している者に介護慰労金を支給した。

在宅重度心身障がい者介護慰労金支給事業家庭
で重度心身がい害（児）者の日常生活の世話を
している者に介護慰労金を支給する。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
子育て・介護制度の充実
高齢者福祉・障がい者福祉の充実

○在宅要援護高齢者対策事業 ○在宅要援護高齢者対策事業

・要介護高齢者等理容料・美容料助成事業 ・要介護高齢者等理容料・美容料助成事業
　利用件数　　延569件 　利用件数　　延630件

・高齢者にやさしい住宅改良促進事業 ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業
　補助件数　　　7件 　補助件数　　　７件

・要介護高齢者等通院費等助成事業 ・要介護高齢者等通院費等助成事業
　利用件数　　延2,138件 　利用件数　延2,300件

○ ○ 福祉課

○ ○

○ ○

　岩船中央線（工事）Ｌ=237.6ｍ 　１路線

やさしい歩道づくり基本計画に基づき、事業を
実施しする。

高齢者在宅福
祉サービスの
充実

高齢者在宅福
祉サービスの
充実

高齢者支
援課在宅の寝たきり高齢者等に対して各種サービス

を実施し、在宅生活の維持向上を支援した。
在宅の寝たきり高齢者等に対して各種サービス
を実施し、在宅生活の維持向上を支援する。

道路河川
課

住宅・施設の
バリアフリー
化の推進

障がい者にやさしい住宅改良促進事業により実
施した。

住宅・施設の
バリアフリー
化の推進

障がい者にやさしい住宅改良促進事業により実
施する。

介護保険事業、高齢者にやさしい住宅改良促進
事業の中で実施した。

介護保険事業、高齢者にやさしい住宅改良促進
事業の中で実施する。

高齢者支
援課

やさしい歩道づくり基本計画に基づき、事業を
実施した。
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目標 ３
課題 ４
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○シルバー人材センター運営費補助事業 ○ シルバー人材センター運営費補助事業

　会員数　　　　841人 　会員数　　　　860人
　（内中野市）　626人 　（内中野市）　640人

○シニア大学 ○ シニア大学
県で行うシニア大学への参加を促した。 県で行うシニア大学への参加を促す。
中野会場で実施した。

○高齢者生きがい対策事業 ○ 高齢者生きがい対策事業

・高齢者センター運営事業 ・ 高齢者センター運営事業
　利用者数　613人 　利用者数　1,000人

・老人クラブ活動助成事業 ・ 老人クラブ活動助成事業
　29クラブ　1,291人 　29クラブ　1,300人

○シルバー乗車券・温泉利用助成給付事業 ○ シルバー乗車券・温泉利用助成給付事業
　給付者　11,058人 　給付者　11,440人

○ ○

高齢者支
援課

高齢者支
援課

中山晋平
記念館

活躍できる環
境づくりへの
支援

健康と生きが
いづくりの推
進

活躍できる環
境づくりへの
支援

健康と生きが
いづくりの推
進

法人運営費に対して補助を行い､高齢者の労働能
力の活用促進を図った。

法人運営費に対して補助を行い､高齢者の労働能
力の活用促進を図る。

中野市と飯山市で毎年会場を交代して実施す
る。本年は、飯山会場で実施する。

高齢者の生きがいを高めるため､教養の向上、ス
ポーツ活動等の事業を行い、社会参加の促進を
図った。

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
生活の安定と生きがいづくり
生きがいづくりの推進

高齢者の生きがいを高めるため､教養の向上、ス
ポーツ活動等の事業を行い、社会参加の促進を
図る。

市内在住70才以上の方を対象に、観覧料を無料
とした。

市内在住70才以上の方を対象に、観覧料を無料
とする。
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目標 ３
課題 ４
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
生活の安定と生きがいづくり
生きがいづくりの推進

○独り暮らし高齢者対策事業 ○ 独り暮らし高齢者対策事業

・高齢者日常生活用具給付(貸与)事業 ・ 高齢者日常生活用具給付(貸与)事業
　緊急通報装置貸与　　　168件 　緊急通報装置貸与　　　1485件
　火災警報機　　　　　　 ６台 　火災警報機　　　 　　　10台

・高齢者世帯等通院費等助成事業 ・ 高齢者世帯等通院費等助成事業
　独り暮らし世帯　　　延3,754件 　独り暮らし世帯　　　延4,300件
　老々世帯　　　　　　　延774件 　老々世帯　　　　　　　延900件

・配食サービス事業　　 延14,895食 ・ 配食サービス事業　　 延18,000食

○介護予防普及啓発事業 ○ 介護予防普及啓発事業

・認知症を考える会の開催　　　　１回 ・ 認知症を考える会の開催　　　　１回
・認知症サポーター養成講座　　　13回 ・ 認知症サポーター養成講座　　　15回
・わかがえり教室　　　　　　　　48回 ・ わかがえり教室　　　　　　　　36回
・ひざ腰らくらく教室　　　　　　48回 ・ ひざ腰らくらく教室　　　　　　48回
・さんさん講座　　　　　　　　　16回 ・ さんさん講座　　　　　　　　　21回
・生涯現役！ステップアップ教室　12回 ・ 生涯現役！ステップアップ教室　12回
・熟年男の部活動～運動の時間ですよ～12回 ・ 熟年男の部活動～運動の時間ですよ～12回

・ フレ！フレ！介護予防サポーター養成講座　12回

介護予防・自
立生活の支援

高齢者支
援課

介護予防・自
立生活の支援独り暮らし高齢者に対して各種サービスを実施

し、孤独感の解消等住宅生活の維持向上を支援
した。

独り暮らし高齢者に対して各種サービスを実施
し、孤独感の解消等住宅生活の維持向上を支援
する。

地域全体で介護予防に関する知識とその重要性
について認識を共有し、高齢者自らの自主的な
介護予防への取組を支援する。能向上」「生活
習慣改善」に効果的な事業を実施した。

地域全体で介護予防に関する知識とその重要性
について認識を共有し、高齢者自らの自主的な
介護予防への取組を支援する。能向上」「生活
習慣改善」に効果的な事業を実施する。
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目標 ３
課題 ４
施策 ⑴

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
生活の安定と生きがいづくり
生きがいづくりの推進

〇地域介護予防活動支援事業 〇 地域介護予防活動支援事業

・ずくだせ！応援隊　　　　　　　 ・ ずくだせ！応援隊　　　　　　　　
　グループ活動支援　29回 　グループ活動支援　42回
　体験教室　　　　　35回 　体験教室　　　　　30回

介護予防・自
立生活の支援

介護予防・自
立生活の支援高齢者が健康づくり、介護予防活動を主体的に

継続して行えるよう、サロンや自主グループ等
へ運動の専門職を派遣し、運動指導を行った。

高齢者が健康づくり、介護予防活動を主体的に
継続して行えるよう、サロンや自主グループ等
へ運動の専門職を派遣し、運動指導を行う。

高齢者支
援課
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目標 ３
課題 ４
施策 ⑵

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○ ○ 福祉課

○母子家庭自立支援教育訓練給付金事業 ○母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

○母子家庭の母子等医療費給付事業 ○母子家庭の母子等医療費給付事業

　延　9,135件 　延　10,000件

○児童扶養手当給付事業 ○児童扶養手当給付事業 子育て課

○母子相談・自立支援事業 ○母子相談・自立支援事業 福祉課

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
生活の安定と生きがいづくり
ひとり親家庭の援助制度の充実

ひとり親世帯等に対して児童扶養手当を給付
し、生活の安定と自立の促進を図った。

ひとり親世帯等に対して児童扶養手当を給付
し、生活の安定と自立の促進を図る。

母(父)子家庭及び寡婦の生活全体についての相
談と、自立のための就業支援を行った。

母(父)子家庭及び寡婦の生活全体についての相
談と、自立のための就業支援を行う。

自立促進と生
活の安定支援

相談・援助体
制の充実

自立促進と生
活の安定支援

相談・援助体
制の充実

市母子寡婦福祉会の協力を得て、市社会福祉協
議会が開催する母(父)子家庭等支援事業に補助
し、生きがいづくりと児童の健全育成を図っ
た。

市母子寡婦福祉会の協力を得て、市社会福祉協
議会が開催する母(父)子家庭等支援事業に補助
し、生きがいづくりと児童の健全育成を図る。

母子家庭の母又は父子家庭の父が、自主的に行
う職業能力開発のための経費に対し給付金を支
給する制度を周知し、自立の促進を図った。

母子家庭の母又は父子家庭の父が、自主的に行
う職業能力開発のための経費に対し給付金を支
給する制度を周知し、自立の促進を図る。

配偶者のいない女子又は男子で、18歳未満児童
を扶養にしている者とその児童等に医療費の自
己負担の一部を給付し、自己負担の軽減を図っ
た。

配偶者のいない女子又は男子で、18歳未満児童
を扶養にしている者とその児童等に医療費の自
己負担の一部を給付し、自己負担の軽減を図
る。
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目標 ３
課題 ４
施策 ⑶

事業名 令和２年度実績 課題・改善点等 事業名 令和３年度計画 所管課

○消費生活講演会 ○消費生活講演会を開催する。

○

○「くらし 得 情報」を各区回覧
○

○ ○

　154件
○

○ ○

　令和２年度加入女性実績　１人

○ ○ 市民課

「広報なかの」への記事掲載 「広報なかの」への記事掲載
（毎月及び特集号１回　計13回） （毎月及び特集号）
市公式ホームページへの掲載 市公式ホームページへの掲載

消費生活
センター

消費者教育の
充実

男女が平等に支え合う自立した生活づくり
生活の安定と生きがいづくり
生活の安定

消費者教育の
充実

消費者被害の防止のため啓発、広報を実施し
た。

消費生活センターにて、消費生活相談を実施し
た。

引き続き、消
費者被害の防
止のため、啓
発を図ってい
く。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未
実施

消費者被害の防止のため啓発、広報を実施す
る。

「くらし 得 情報」を各区回覧及びホームペー
ジ等で情報提供をする。

消費生活センターで、消費生活相談を実施す
る。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未
実施

農業者年金制
度の普及

農業家族経営協定の普及促進に合わせ、女性の
農業者年金加入を促進し、生活環境の改善を
図った。

農業者年金制
度の普及

農業家族経営協定の普及促進に合わせ、女性の
農業者年金加入を促進し、生活環境の改善を図
る。

農業委員
会事務局

年金制度の情
報提供

市民の年金に対する理解や信頼を深めるため
に、窓口において、各種届出等の年金相談やパ
ンフレットの配布及び広報誌への掲載等により
年金制度の周知・啓発を図った。

引き続き、年
金制度の周
知、啓発を
図っていく。

年金制度の情
報提供

市民の年金に対する理解や信頼を深めるため
に、窓口において、各種届出等の年金相談やパ
ンフレットの配布及び広報誌への掲載等により
年金制度の周知・啓発を図る。
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