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目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　183人
　保育士、学校給食センター職員　84人

○ ○ 庶務課

○ ○

・相談事業 ・相談事業

　48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。

1 1.1.1



目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　　　 ９回　105人
折り紙教室               　10回　127人
初心者折り紙教室         　７回　137人
ｱｼﾞｱﾝﾉｯﾄ・ビーズ・紙バンド手芸 １回16人
クラフトテープで小物入れを作ろう！１回36人
ちまき作り教室      　　　 １回　 16人

＜豊田人権センター＞
生け花教室　               ６回　 46人
絵手紙教室　               ６回　 47人
手芸教室　               　６回　 47人
折り紙教室　               ８回　 91人
料理教室　     　　　      ３回　 53人
シニア健康体操教室　　　　 ３回　 45人
ふれあい交流会　           １回　 16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。

2 1.1.1



目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　８回　140人
・共にいきいき市民のつどい　１回　150人

○ ○

○

　応募作品　　74句
　応募者　　　17人
　入選作品　　９句
(共にいきいき市民のつどい席上で表彰）

○ ○

○生涯学習情報の発行　　４回 ○生涯学習情報の発行　　４回

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

男女共同参画に係る川柳を公募し、意識の高揚
を図った。

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｣の周知をした。

ダイジェスト版を会議等で配布して啓発を図っ
た。

人権・男
女共同参
画課

生涯学習
課

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。

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。

3 1.1.1



目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○人権センターまつりの開催 ○人権センターまつりの開催
開催期間　令和元年11月６日(水）から11月10日（日）

会　場　中野市人権センター
参加者　406人
　人権センター講座及び利用者の作品展
　児童生徒のポスター展示
　人権啓発ＤＶＤの上映
　講演会
　演題　アンガーマネジメント叱り方入門
　講師　関　奈保子

○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
開催日　令和元年11月13日(水)
会場　　中野市市民会館ホール
参加者　約300人
演題　「あってはいけない違い　なくてはならない

　　　個性～次世代に繋ぐ人権のバトン～」
講師　ジェフ・バークランド
　　　（京都外国語大学教授）

○差別をなくす講演会の開催 ○差別をなくす講演会の開催
（共にいきいき市民のつどいと共催）
開催日　令和元年12月７日(土)
会場　　中野市中央公民館講堂
参加者　150人
演題　「居場所」のない男、「時間」がない女

講師　水無田気流（國學院大学准教授）
　　　　

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。

差別をなくす
市民集会・講
演会の開催

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・男
女共同参
画課

差別をなくす
市民集会・講
演会の開催

人権セン
ター地域住民が集い、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。

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。

4 1.1.1



目標 １
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ ○ 図書館

○市立図書館 ○中野市立図書館
　図書購入　　　　　　4,317冊 　図書購入　　　　　　4,232冊
　寄贈図書等　　　　　　511冊 　視聴覚資料             30点
　視聴覚資料
　　紙芝居　　　　　　   29点
　　ＣＤ　　　　　　　 　69点
  　ＤＶＤ　　　　　　　 20点

○北部分館 ○北部分館
　図書購入　　　　　　　125冊 　図書購入　　　　　　　130冊
　寄贈図書　　　　 　　  64冊

○西部分館 ○西部分館
　図書購入　　　　　　　141冊 　図書購入　　　　　　　130冊
　寄贈図書　　　　 　　  63冊

○豊田分館 ○豊田分館
　図書購入　　　　　　　470冊 　図書購入　　　　　　　505冊
　寄贈図書　　　　 　　  87冊

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、図書の充実を図った。

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。

5 1.1.1



目標 １
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○「明るい家庭・地域を築くための作文」募集 ○ 「明るい家庭・地域を築くための作文」募集 子育て課

　　　　　　応募作品　優秀賞　佳作
　小学生　　 143　　　３　　　10
　中学生      74　　　３　　　５
　高校生・一般　　５　　　２　　　３
  合　計　 　222　　　８　　　18

○ ○

PTA人権教育懇親会・講演会を開催
　21回　　1,858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

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

以上の応募があり、各部門のうち優秀賞の中か
ら代表２人が学んで育てる市民のつどいで発表
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。

講演会や講座
の開催

講演会や講座
の開催

子どもから大人を対象に、学校や家庭・地域社
会での生活、体験を通じて、日ごろ考えている
ことや感じたことについて作文を募集し、明る
い家庭・地域づくりと青少年の健やかな育成を
図る。

6 1.1.2



目標 １
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

　32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

人権セン
ター

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｡

学校教育
課

人権を尊重す
る教育の推進

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。

7 1.2.1



目標 １
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

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。

いじめ・不登校を考える懇談会及び研修会を開
催する。

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。

食物アレルギーのある児童･生徒へ対応をした。
78人

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

性に関する教
育の推進

人権を尊重す
る教育の推進

人権を尊重す
る教育の推進

学校教育
課

心の教育の充
実

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 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ ○

○ ○

教育の充実 学校教育
課

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。

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。
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○ ○ 公民館

地域の歴史　　　　　　　　３回　63人 地域の歴史
ふるさと歴史探訪　　　　　５回　103人 ふるさと歴史探訪
ほたる鑑賞会　　　　　　　１回　30人 ほたる鑑賞会
しめ縄づくり講習会　　　　１回　31人 しめ縄づくり講習会
シニア大学（講座）　　　　15回　951人 シニア大学
シニア大学（７クラブ活動)　各６回　346人 シニア大学（７クラブ活動)
源氏物語を読み味わう　　　８回　192人 源氏物語を読み味わう
万葉集講座　　　　　　　　５回　150人 万葉集を読み味わう
情報活用サロン　　　　　　34回　147人 生活の中の書講座
家庭教育学級～楽しんで子育て～    10回　546人 家庭教育学級～楽しんで子育て～
子ども育成講座　　　　　　15回　201人 子ども育成講座
年賀状作成講座　　　　　　３回　19人 料理教室
スマートフォン教室　　　　７回　56人 情報活用サロン
初心者の陶芸講座　　　　　６回　37人 クラフト講座
はじめての抹茶講座　　　　12回　108人 脳トレ＆健康講座
青木律子のプリ・マテ講座　１回　22人 初心者の陶芸講座
脳トレ＆健康体操講座　　　６回　139人 はじめての抹茶講座
わら馬づくり講習会　　　　１回　20人 プリザーブド・マテリアル講座
運動で内臓脂肪とストレスを解消しよう 運動で内臓脂肪とストレスを解消しよう
　　　　　　　　　　　　　６回　136人 四季の郷土料理
四季の郷土料理　　　　　　４回　66人 わら馬づくり講習会
気軽にできるおつまみ教室　４回　45人 マイバック講座
フルーツカッティング講座　１回　23人 文化教養講座
絵手紙講座（Part1.2）　　 ６回　67人 文化教養講座
ピラティス　　　　　　　　７回　119人 ピラティス講座
大人の音読講座（前・後期）４回　99人 大人のチアダンス

中央公民
館

各種学級・講
座等の学習内
容の充実

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、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

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。
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

デコパージュで作るアクセサリー講座 絵手紙講座
１回　20人 ニュースポーツ
羊毛フェルトで作る干支子ちゃん　１回　7人 脳トレ音楽教室
布リングを使って布草履を作ろう　２回　36人 大人の音読講座
文化教養講座　　　　　　　５回　211人 ボトルサンドクラフト
みんなで楽しもう！ニューススポーツ講座 ワイン講座
（Part1.2）　　　　　　　 ８回　 57人

生きがい大学　　　　　　　９回 　227人 生きがい大学
親子体験教室「あるある探検隊」５回 　258人 親子体験教室「あるある探検隊」
子ども教室　　　　　　　　４回　  39人 子ども教室
家庭教育学級　　　　　　　５回　  89人 生きがいづくり講座
生きがいづくり講座　　　　19回　247人

シニア大学　　　　　　　  　10回　311人 シニア大学
近世文書（古文書）講座 　   10回　 99人 近世文書（古文書）講座
初級英会話教室              17回　123人 家庭教育学級
音楽と楽しく遊ぼうリトミック（家庭教育学級） 生きがいづくり講座
　　　　　　　　　 　　　 　７回　 91人 子ども教室
親子で簡単ダンス（家庭教育学級）　２回　35人 地域づくり講座
音楽でリフレッシュ（家庭教育学級）１回　13人 西部花のまちづくり事業
ベビーマッサージ（家庭教育学級）  ４回　47人
手まり教室　　　　　　　    ２回　６人
キッズマッサージ　　　　    １回　13人
ゆっくりヨーガ教室　　　　　９回　78人
キムチ作り講座　　　　　    ３回　42人
お菓子の家づくり　　　　　  １回　10人
やしょうまづくり　　　　    ２回　31人
あんこクリームのカップケーキづくり
　　　　　　　　　 　　　   １回　９人
西部花のまちづくり事業   　 １回　27人

北部公民
館

西部公民
館

各種学級・講
座等の学習内
容の充実

中央公民
館

各種学級・講
座等の学習内
容の充実

11 1.2.2



目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ 高齢者学級 ○高齢者学級
音楽で脳がイキイキ！　　　　３回　 47人

○いきがいづくり・教養講座
○ いきがいづくり・教養講座

初級英会話クラス　　　　　　28回　319人 ○家庭教育学級
足裏健康法　　　　　　　　　２回　 36人
郡平街道・涌井トレッキング　１回　 17人 ○チャレンジ子ども教室
正宗太極拳　　　　　　　　　10回　 72人
ワインの夕べ-イタリアワインの魅力- １回　９人
大人のピアノ講座　　　　　　７回　 91人
ねこはんてんづくり　　　　　１回　 12人
タカの渡り観察会　　　　　　１回　 20人
中世の城と替佐城　　　　　　１回　 40人
日本酒を知る　　　　　　　　１回　 24人
小沼ほうきを学ぶ　　　　　　１回　 18人
サイズアップ野菜づくり　　　１回　 42人
ふるさとの歴史を掘る　　　　３回　 49人
発酵食品を学ぶ　　　　　　　２回　 37人

○ 家庭教育学級
笑顔で子育て　　　　　　　　３回　 54人
英語であそぼ　　　　　　　　３回　 86人

○ チャレンジ子ども教室
実木草くらふと　　　　　　　１回　 14人
野鳥観察会　　　　　　　　　１回　 19人
夏休み１日子ども教室　　　　１回　 30人

豊田公民
館

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 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ 婦人の集い集会
女性団体連絡協議会と共催
開催日　令和元年11月１日（金）
参加者　26人
演題　「ユラユラで快適な身体を手に入れる」
講師　　㈱Physical Wava Resonance
　　　　代表取締役　山岸茂則

○ 研修視察
実施日　令和元年９月11日（水）　
参加者　12人
（協議会は、令和２年３月31日に解散）

○ 人権教育懇談会の開催 ○人権教育懇談会の開催
　70回　　1,669人

○ 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　令和元年11月30日（土）
参加者　約220人

○ 中野まなびぃ塾 ○中野まなびぃ塾
講師派遣講座　　58講座 講師派遣講座　　56講座
　28回　　531人

中央公民
館

生涯学習の推
進

生涯学習の推
進

人権セン
ター

女性団体・グ
ループ等の育
成及び交流

生涯学習
課
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目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ 社会人権教育推進事業 ○社会人権教育推進事業

　70回　　1,669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

開催日　令和元年７月28日（日）
場所　　夜間瀬川笠原大橋周辺
参加者　約600人

・ 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）
開催日　令和元12月１日（日）
参加　　６チーム
　　　　(小学校高学年による編成)

・ 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）
小学5年生を対象に４回実施
参加者　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
（旧中野市青少年健全育成推進市民集会）
開催日　令和元年11月30日（土）
参加者　約220人

社会人権教育
の推進

人権セン
ター

社会人権教育
の推進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。

青少年健全育
成活動の充実

青少年健全育
成活動の充実

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。

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。

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。

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。

14 1.2.2



目標 １
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ ふるさと冒険クラブ ○ふるさと冒険クラブ
アウトドアイベント　３回
「うまい！七夕」　　　　　　　　30人
「夏だ！山だ！キャンプだ！」　　36人 事業計画
「雪あそび～2020～」　　　　　　25人 アウトドアイベント
インドアイベント　　１回 インドアイベント
「懐かしの遊び」　　　　　　　　26人

○ 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　　　　　　１回　　 98人 アニメ映画会　　　　　　　２回　　
子供の本読み聞かせ会　　15回 子供の本読み聞かせ会等　　15回
朗読会　　　　　　　　　２回 その他創作教室　　　　　　５回　　
夏休みのお話会　　　　　１回
その他創作教室　　　　　４回　　149人 ○ブックスタート事業

ブックスタート　　　　　　12回　　
○ ブックスタート事業 セカンドブック　　　　　　12回　　

ブックスタート　　　　　12回　　285人 ０歳～３歳のおはなし会　　46回　　
フォローアップ　　　　　11回　　218人 絵本読み聞かせ出前　　　　38回
０歳～３歳のおはな会し　44回　　400人
絵本読み聞かせ出前　　　44回　4,238人 ○子ども読書週間

おはなし会スペシャル　　　２回
○ 子ども読書週間

おはなし会スペシャル　　２回　　 41人

　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。

　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。

地域振興
課

青少年健全育
成活動の充実

青少年健全育
成活動の充実 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。
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目標 １
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○ ○

・国際交流推進事業　　　　　３件

○ ○

○ ○

○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　15回　87人 ○ 国際交流事業
　初級英会話　　　　　　　　14回　123人

○国際交流事業　　　　　　　２回 　67人

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、グローバ
ル講座＆海外留学研修を実施した。

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、グローバ
ル講座＆海外留学研修を実施する。

営業推進
課

学校教育
課

営業推進
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

国際理解のた
めの人権の学
習機会の提供

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

国際理解のた
めの人権の学
習機会の提供

市民が行う国際交流推進事業に要する経費に対
し、補助金を交付した。

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。

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
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目標 １
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ ○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。

国際情報の提
供

人権・男
女共同参
画課

国際情報の提
供
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目標 １
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○女性相談窓口に外国語の案内を置いているが、
利用者はいなかった。

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。

営業推進
課

健康づく
り課

人権・男
女共同参
画課

外国語版母子
健康手帳等の
作成・配布

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。

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 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○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　64回　473人

○ ○

○ ○

職業相談室を設置し、在住外国人の相談にも応
じた。

職業相談室を設置し、在住外国人の相談にも応
じる。

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。

在住外国人の
雇用対策

営業推進
課

在住外国人相
談の実施

人権セン
ター

在住外国人の
ための教育の
場の確保

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

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 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○ ○

○ ○

開催日　令和元年11月６日（水）
会場　　中野市人権センター
参加者　13人
演題　　ハラスメントのない職場づくり
講師　　井上明美さん

○ ○ 農政課

中野市農村女性活動推進委員会　　
　委員　８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　 18人
長野県農村女性フェスティバルへの参加
　参加者　 10人

男女雇用機会
均等法、女性
活躍推進法の
周知・啓発

農村女性の活
動支援

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

農村女性の活
動支援

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。

中野市企業人権教育推進協議会と協力し、人事
担当者、管理監督者等を対象とした男女共同参
画セミナーを開催し、ハした男女共同参画セミ
ナーを開催し、ハラスメント防止や労働に関す
る法律等を学習する機会を提供した。

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。

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。

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

20 2.1.1



目標 ２
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ ○

北信州農村女性のつどい参加　１回

○ 引き続き、周 ○
知・啓発に努

男女共同参画推進出前講座　１回 める。

○ ○

開催日　令和元年11月６日（水）
会場　　中野市人権センター
参加者　13人
演題　　ハラスメントのない職場づくり
講師　　井上明美さん

家族経営協定
締結の促進

各種ハラスメ
ント禁止の周
知・啓発

農業委員
会事務局

人権・男
女共同参
画課

家族経営協定
締結の促進

各種ハラスメ
ント禁止の周
知・啓発

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。

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。

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。

中野市企業人権教育推進協議会と協力し、人事
担当者、管理監督者等を対象とした男女共同参
画セミナーを開催し、ハラスメント防止や労働
に関する法律等を学習する機会を提供した。

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 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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 　106人　紹介　1,568人
  求職   606人　就職 　 571人

○ ○

長野県技術専門校が行う職業訓練情報の提供　
　             　

○ ○

○ ○

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。

新規学卒者及び中途採用者のためのガイダンス、
中・高等学校進路指導懇談会等を開催し、雇用の
安定と確保促談会等を開催し、雇用の安定と確保
促進を図った。

新規学卒者及び中途採用者のためのガイダン
ス、中・高等学校進路指導懇談会等を開催し、
雇用の安定と確保促談会等を開催し、雇用の安
定と確保促進を図る。

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、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。

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

営業推進
課

営業推進
課

営業推進
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

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
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目標 ２
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○新規就職者激励大会 ○ 新規就職者激励大会

開催日　平成31年４月５日（金）
出席者　103人

○商工経営相談 ○ 商工経営相談

○ ○

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。

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。

職業に関する自覚を促し、職場意識の高揚と定着
を図った。

職業に関する自覚を促し、職場意識の高揚と定
着を図る。

営業推進
課

人権・男
女共同参
画課

起業（創業）
に対する支援

職業関係情報
の提供

職業関係情報
の提供

営業推進
課

起業（創業）
に対する支援
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目標 ２
課題 １
施策 ⑶

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○ ○

掲載なし ○

○ ○

掲載なし ○

○

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し啓
発に努める。

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。

ワーク・ライ
フ・バランス
の啓発

営業推進
課

人権・男
女共同参
画課

ワーク・ライ
フ・バランス
の啓発

労働時間短縮
についての啓
発

営業推進
課

人権・男
女共同参
画課

育児・介護休
業制度等の普
及・促進

営業推進
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

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。

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
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○ ○

31.5％（平成31年4月1日現在） 令和元年度目標値　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。
長野県知事選挙(女性数)
　投票所立会人等　２人
　期日前立会人等　７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　H31.4.1～R3.3.31 

○ ○

　委員10人　うち女性４人 　委員10人　うち女性４人
　任期　H30.4.1～R2.3.31 　任期　R2.4.1～R４.3.31

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。

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。

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

人権・男
女共同参
画課

選挙管理
委員会事
務局

中山晋平
記念館

上下水道
課

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。
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ ○

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

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

○ ○

　傍聴者　331人　うち女性76人

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。

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

議会事務
局

生涯学習
課

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

女性の声を市
政に反映させ
るための公聴
活動の充実
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　　　　13回　　522人
　高齢者人材活用事業　４回　　 71人
　世代間交流事業　　  ２回 　  197人

○ ○ 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。
　２回　　２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。
　１回　　１人

消防団の式典・大会及び各種訓練に参加した。
12回　70人

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

コミュニティ
組織の育成・
充実

地域社会活動
の促進

中央公民
館

コミュニティ
組織の育成・
充実

地域社会活動
の促進

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。

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。

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。

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　12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。
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○「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。

○ ○

・ ｢共にいきいき市民のつどい」 男女共同参画推進出前講座
（差別をなくす講演会と共同開催） 男女共同参画セミナー
開催日　令和元年12月７日(土)
会場　　中野市中央公民館講堂
参加者　150人
演題　　「居場所」のない男、「時間」がない女

講師　　水無田気流（國學院大学准教授）

・男女共同参画推進出前講座　８回　140人
　

・男女共同参画セミナー　　　５回　97人
　

○ ○

男女共同参画セミナー　５回　97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

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。

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。

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。

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。

学習・啓発活
動の促進

女性の参画に
向けた人材育
成と人材活用
の促進

学習・啓発活
動の促進

人権・男
女共同参
画課

女性の参画に
向けた人材育
成と人材活用
の促進

人権・男
女共同参
画課

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。

市民活動への
男女共同参画
の推進

人権・男
女共同参
画課

市民活動への
男女共同参画
の推進
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑶

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　令和元年11月30日（土）
参加者　約220人

○中野まなびぃ塾 ○中野まなびぃ塾
講師派遣講座　　58講座　28回　531人 講師派遣講座　56講座

○ ○ 福祉課

○ ○

共にいきいき市民のつどい　１回 男女共同参画セミナー
男女共同参画セミナー　　　３回

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。

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

学習の機会確
保のため、託
児の場の提供

公民館事業、
生涯学習事業
等社会教育の
充実

ボランティア
活動における
情報交換や交
流の場の提供

人権・男
女共同参
画課

公民館

生涯学習
課

学習の機会確
保のため、託
児の場の提供

公民館事業、
生涯学習事業
等社会教育の
充実

ボランティア
活動における
情報交換や交
流の場の提供

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。

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。

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。

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。
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑷

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○ ○

・

・ 区役員への説明

○ ○ 消防課

○ ○

　４事業　12人

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。

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。

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
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目標 ２
課題 ２
施策 ⑷

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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
防災分野における男女共同参画の推進

○ ○

防災に関する出前講座　３回

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

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

危機管理
課

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。

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。
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目標 ３
課題 １
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○ ○

マタニティクラス　11回　延102人 マタニティクラス　９回　延90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　　　　１人　３日間 ・ 産後ケア事業　　　　４人　７日間
・産後デイケア事業　　５人　９日間 ・ 産後デイケア事業　　３人　３日間
・不妊治療補助事業 ・ 不妊治療補助事業

　不妊治療夫婦　　36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　０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　　　　　　　　　249人 ２か月児訪問　　　　　　　　250人
３か月児健康診査　　　12回　　264人 ３か月児健康診査　　11回　　340人
７か月児健康診査　　　12回　　280人 ７か月児健康診査　　11回　　340人
１歳６か月児健康診査　12回　　321人 １歳６か月児健康診査　11回　340人
２歳児健康診査　　　　12回　　329人 ２歳児健康診査　　　９回　　260人
３歳児健康診査　　　　12回　　306人 ３歳児健康診査　　　11回　　340人
乳幼児保健相談　　　　22回　　105人 乳幼児保健相談　　　18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
　  　　　　　　　　　33回　　134組 　  　　　　　　　　24回　　130組
育児教室　　　　　　　18回　　94組 育児教室　　　　　　15回　　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

母性及び乳幼
児の健康の保
持増進事業

健康づく
り課

健康づく
り課

母性保護に関
する意識の啓
発

母性及び乳幼
児の健康の保
持増進事業

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。

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 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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
　　　　　　　　　　11回　　59組 　　　　　　　　　　10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
　　　　　　　　　　11回　　46組 　　　　　　　　　　10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　　　　　　　　　1,021回 　①～④　　　　　　　　　1,500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　　　　　　　　　1,530回 　⑤～⑩　　　　　　　　　2,000回
　妊娠36週～分娩まで（4回） 　妊娠36週～分娩まで（4回）
　⑪～⑭　　　　　　　　　  690回　　 　⑪～⑭　　　　　　　　　  800回　　
追加検査①　　　　　　　　　238回 追加検査①　　　　　　　　　300回
追加検査②（２回）　　　　　484回 追加検査②（２回）　　　　　600回
追加検査③　　　　　　　　　257回 追加検査③　　　　　　　　　300回
追加検査④　　　　　　　　　254回 追加検査④　　　　　　　　　300回
超音波検査（４回）  　 超音波検査（４回）  　
 ①～④　              　 1,012回  ①～④　              　 1,500回
乳児　　　　　　　　　　　　285人 乳児　　　　　　　　　　　　350人
産婦健康検査（２回）　　　　463回 産婦健康検査（２回）　　　　600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　　21人 新生児　　30人

・ 妊婦歯科健康診査事業　　　　120人

母性及び乳幼
児の健康の保
持増進事業

健康づく
り課

母性及び乳幼
児の健康の保
持増進事業
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　　　 378回　　8,809人 集団健康教育　　　　　180回　4,100人
歯科集団健康教育　　51回　　1,405人 歯科集団健康教育　 　　10回　　300人

○健康相談 ○健康相談

                　 547回　　1,488人 　　　　　　　　　　　540回　2,000人

○ ○

・栄養改善事業　　　　142回　　3,546人 ・栄養改善事業 　　　140回　　3,500人
・健康相談事業 ・健康相談事業

　総合健康相談　　　405回　　　430人 　総合健康相談　　　400回　　 450人
　重点健康相談　　　 58回　  　 45人 　重点健康相談　 　　40回　    40人

○減塩運動普及事業 ○減塩運動普及事業
　尿中塩分検査　　341人 　尿中塩分検査　　400人

○健康づくりポイント推進事業 ○健康づくりポイント推進事業
　申請者　765人　　特典交付者　145人 　参加者　1,050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

血圧測定、検尿、身体測定、栄養相談、介護相
談、歯科相談などを行った。

血圧測定、検尿、身体測定、栄養相談、介護相
談、歯科相談などを行う。

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。

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
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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）
　　　　　　　　　　120回　　　651人 　　　　　　　　　　45回　　　650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）
　　　　　　　　　　120回　　1,597人 　　　　　　　　　　45回　　1,600人
胃がん検診　　　　　44回　　1,691人 胃がん検診　　　　　23回　　1,200人
大腸がん検診　　　　46回　　4,050人 大腸がん検診　　　　24回　　4,100人
肺がん検診　 　　　126回　　6,575人 肺がん検診　　　　　97回　　6,850人
乳がん検診 乳がん検診
　超音波検診(集団検診・施設検診)　 747人 　超音波検診(集団検診・施設検診)　850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）
　　　　　　　　　　　　　　1,400人 　　　　　　　　　　　　　　1,500人
子宮がん検診（施設検診）　　2,889人 子宮がん検診（施設検診）　　3,000人
歯周疾患検診　　　　　　　 　 438人 歯周疾患検診　　　　　　　  　600人
（20、30、40、50、60、70歳） （20、30、40、45、50、55、60、65、70歳）

前立腺がん検診　　　120回　　1,536人 前立腺がん検診　　　120回　 1,600人
歯科健診　　　 　　　20回   　 210人 肝炎ウィルス検診　 　45回　　 490人
肝炎ウィルス検診　　　120回　  462人

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。

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。

各種健康診査
の推進

健康づく
り課

各種健康診査
の推進
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　　　　　　　　　　267人 日帰り　　　　 　　　 　237人
１泊２日　　　 　　　　　　63人 １泊２日　　　 　　　　　74人
　うち脳検査　　　　　　　 ７人 　うち脳検査　　 　　　　６人
　　　肺がん検査　　　 　　83人 　　　肺がん検査　　　 　86人
がんドック　　　　　　　　 ２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 福祉課

日帰り　　　　　　　　　　867人 日帰り　　　　　　　　　　　890人
１泊２日　　　　　　　　　129人 １泊２日　　　　　　　　　　180人
　うち脳検査　　 　　　　　21人 　うち脳検査　　 　　　　　　30人
　　　肺がん検査　　　　　206人 　　　肺がん検査　　　　　　220人
がんドッグ （40歳以上）　  10人 がんドッグ （40歳以上）　 　 30人

○特定健康診査事業　　　　3,984人 ○特定健康診査事業  　　    4,700人

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。

各種健康診査
の推進

健康づく
り課

各種健康診査
の推進

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。

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。
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　６教室 ・スポーツ教室の開催　　　　６教室
ノルディックウォーキング　10回　217人 ・各種スポーツ大会の開催　　８大会
歩き始め　　　　　　　　　１回　 18人
初心者硬式テニス　　　　　８回　148人
弓道　　　 　　　　　　　10回   117人
ニュースポーツ　　　　　 12回 　300人
トップアスリート育成プロジェクト
　　　　　　　　　　　　 １回　　28人

・各種スポーツ大会の開催　８大会
ビーチバレーボール大会
　　　　　　　　　　17チーム　　 87人
ノルディックダンス　　　　　　　258人
市長杯争奪市内高校野球大会
　　　　　　　　　　２チーム　　 49人
少年野球ナイター交流大会
　　　　　　　　　　４チーム　　 56人
市民ソフトバレーボール大会
　　　　　　　　　　７チーム 　  34人
新春走り初め大会　　　　　　　　196人
綱引き大会　　　　　 19チーム　 182人
野球体験イベント　　　　　　　　159人

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。

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。

運動やスポー
ツの実践・継
続

文化ス
ポーツ振
興課

運動やスポー
ツの実践・継
続
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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
・各種大会への補助 ・各種大会への補助

　カチューシャふるさとマラソン大会 　カチューシャふるさとマラソン大会
　長野県市町村対抗駅伝大会 　長野県市町村対抗駅伝大会

○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　　　14　　243　　3,549
日野小学校　　　10　　123　　1,403
延徳小学校　　　９　　492　　4,580
平野小学校　　　９　　205　　1,913
高丘小学校　　　５　　183　　1,899
長丘小学校　　　４　　238　　1,878
平岡小学校　　　９　　165　　2,266
科野小学校　　　２　　 21　　　150
倭小学校　　　　２　　　8　　　 30
豊井小学校　　　６　　121　　1,068
永田小学校　　　５　　 98　　1,093

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。

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。

運動やスポー
ツの実践・継
続

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
る。

市内15小中学校の16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。

文化ス
ポーツ振
興課

運動やスポー
ツの実践・継
続
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目標 ３
課題 １
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

南宮中学校第１　15　　440　　5,236
南宮中学校第２　12　　356　　4,580
中野平学校　　　15　　388　　5,611
高社中学校　　　９　　440　　5,781
豊田中学校　　　６　　106　　1,212
合計　　　　 132　　3,627　 42,249

○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。
　90回　　　2,443人 　90回　　　2,400人

運動やスポー
ツの実践・継
続

文化ス
ポーツ振
興課

食生活の改善 健康づく
り課

食生活の改善
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目標 ３
課題 ２
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○ ○

○ ○ 庶務課

○ ○

開催日　令和元年11月６日（水）
会場　　中野市人権センター
参加者　13人
演題　　ハラスメントのない職場づくり
講師　　井上明美さん

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

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。

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

法務省から委嘱されている人権擁護委員と連携
をとり、イオン中野店（6/3）、長野電鉄信州中
野駅前（12/4）において啓発活動を行い、同
日、人権センターにおいて「人権心配ごと相談
所」を開設した。また、市民祭「ションション
まつり」においても啓発活動を行った。
これらをPRするため、市広報による周知を行っ
た。

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。

中野市企業人権教育推進協議会と協力し、人事
担当者、管理監督者等を対象とした男女共同参
画セミナーを開催し、ハラスメント防止や労働
に関する法律等を学習する機会を提供した。

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。
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目標 ３
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○女性相談窓口

　電話相談　134件
　面接相談 　71件
　　 計　　 205件　

○ 女性相談窓口 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

相談窓口の連
携

人権・男
女共同参
画課

人権・男
女共同参
画課

女性相談窓口
による被害者
支援

相談窓口の連
携

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
導にあたった。

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。

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、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、共に解決を図った。
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目標 ３
課題 ２
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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
あらゆる暴力の根絶
被害者支援の充実

○ 福祉課

○ ○ 福祉課

○

○ 福祉課

人権・男
女共同参
画課

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、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、共に解決を図った。

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、警
察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研
修や連絡会議へ参加し、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。

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、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。

相談窓口の連
携

相談窓口の連
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った。また、
警察とも連携を図った。

被害者の保
護、救済のた
めの組織の連
携

被害者の保
護、救済のた
めの組織の連
携
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○児童相談所巡回児童相談事業 ○ 児童相談所巡回児童相談事業 福祉課

　４回/年　　21件

○子ども相談事業 ○ 子ども相談事業

　子ども相談数　　 1,570件

○発育発達相談事業 ○ 発育発達相談事業

　発育発達相談　　　 　300件
　個別相談　　　　　　  79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　実務者会議３回 協議会２回　実務者会議３回
　　

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
用携帯電話を所持する。

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。

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実施する。

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。

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

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。

長野県中央児童相談所の児童心理司による巡回
児童相談の取りまとめと設営を実施する。

子育て相談・
支援の充実

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。

子育て相談・
支援の充実長野県中央児童相談所の児童心理司による巡回

児童相談の取りまとめと設営を実施した。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

　12回　　103人 　12回　　100人

○保育所運営事業 ○ 保育所運営事業 保育課

入園者数(H31.4.1現在数)
　公立保育所　　　11園　　　1,024人
　私立保育所　　　１園　　　　 97人 入園者数(R2.4.1現在数)
　認定こども園　　１園　１号 　73人 　公立保育所　　11園　　 　1,001人
　　　　　　　　　　２、３号 　98人 　私立保育所　　１園　　　　  80人
　市外保育所等　　16園　 　　　30人 　認定こども園　１園　１号 　 66人
　（内１号２人） 　　　　　　　　　２、３号　 113人

　小規模保育事業所　２園　　　18人
　市外保育所等　16園　　　　　30人
　（内１号１人）

子育て支援セ
ンター事業の
充実

多様な保育
サービスの充
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、児童手当を支給する。

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。

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。

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。

子育て相談・
支援の充実

子育て相談・
支援の充実

子育て支援セ
ンター事業の
充実

多様な保育
サービスの充
実
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

幼児教育の充
実

多様な保育
サービスの充
実

多様な保育
サービスの充
実

私立幼稚園の助成と就園児家庭の保育料の軽減
のため補助を行う。

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。

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。

幼児教育の充
実
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○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

○ ○ 子育て課

　延児童利用数　　　10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 170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 107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　　　 122人 　中野放課後児童クラブ
　日野放課後児童クラブ　　　　21人 　日野放課後児童クラブ
　延徳放課後児童クラブ　　　　69人 　延徳放課後児童クラブ
　平野放課後児童クラブ　　　　96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

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。

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。

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。

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。

障がい児療育
の援助

ファミリーサ
ポートセン
ター事業の推
進

ファミリーサ
ポートセン
ター事業の推
進

放課後児童の
健全育成

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。

放課後児童の
健全育成
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

　長丘放課後児童クラブ　　　　32人 　長丘放課後児童クラブ
　平岡放課後児童クラブ　　 　111人 　平岡放課後児童クラブ 子育て課
　科野放課後児童クラブ　　 　 32人 　科野放課後児童クラブ
　倭放課後児童クラブ　　 　　 33人 　倭放課後児童クラブ
　豊井放課後児童クラブ　　　　59人 　豊井放課後児童クラブ
　永田放課後児童クラブ　　　　15人 　永田放課後児童クラブ

○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　　　　　　　24人 　日野小学校　　　　
　延徳小学校　　　　　　　66人 　延徳小学校　　　　
　高丘小学校　　　  　　　19人 　高丘小学校　　　 　
　長丘小学校       　　　 36人 　豊井小学校　　　　
　平岡小学校　　　　      77人 　永田小学校　　　　
　科野小学校　　　　      12人
　倭小学校　　　　　      18人
　豊井小学校　　　　      40人
　永田小学校　　　　      14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）

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。

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

放課後児童の
健全育成

放課後児童の
健全育成
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○子どもセンターだよりの発行　３回 ○ 子どもセンターだよりの発行　３回

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する。

子どもセン
ターの充実

子どもセン
ターの充実
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　3,152件 ・介護用品給付事業　3,500件

・家族介護者交流事業　５回　54人 ・家族介護者交流事業　５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　　　３施設　27人 　養護老人ホーム　　　３施設　28人
　特別養護老人ホーム　１施設　０人 　特別養護老人ホーム　１施設　０人
　　　　　

○ ○

　要介護（支援）認定者　　2,497人

　要支援1～2　　　365人
　要介護１　　　　545人
　要介護２　　　　427人
　要介護３　　　　350人
　要介護４　　　　357人
　要介護５　　　　230人
　合　計　　　　2,274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。

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

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

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。

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。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

・ ・

（令和２年年3月31日現在）
　特別徴収　　　13,433人 　特別徴収　　　13,217人
　普通徴収　　 　　824人 　普通徴収　　 　  780人
　合　計　　　　14,257人 　合　計　　　　13,997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　　57人 　対象予定者　　65人

○ ○

○ ○ 福祉課

○ ○

○ ○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。

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（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
める。

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。

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。

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。

障がい者との
交流の推進

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

障がい者との
交流の推進
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　 7,600株
　秋苗　 8,113株
　合計　15,713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

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。

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。

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。

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。

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

障がい者との
交流の推進

障がい者との
交流の推進
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○ ○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。

障がい福祉
サービスの充
実

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る。

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。
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目標 ３
課題 ３
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　　638件 　利用件数　　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　　　５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　2,283件 　利用件数　2,300件

○ ○ 福祉課

○ ○

○ ○

　岩船中央線（工事）　Ｌ=428ｍ 　１路線

高齢者支
援課

高齢者支
援課

道路河川
課

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。

やさしい歩道づくり基本計画に基づき、事業を
実施した。

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。

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。

障がい者にやさしい住宅改良促進事業により実
施する。

高齢者在宅福
祉サービスの
充実

住宅・施設の
バリアフリー
化の推進

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。

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

高齢者在宅福
祉サービスの
充実
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目標 ３
課題 ４
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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　　　　872人 　会員数　　　　920人
　（内中野市）　649人 　（内中野市　　700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。
飯山会場で実施した。

○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　1,192人 　　利用者数　　1,200人

・さんさん館所管替え ・ 老人クラブ活動助成事業
・高齢者福祉施設利用事業廃止 　　31クラブ　　1,500人
・屋内ゲートボール場解体廃止
・老人クラブ活動助成事業

　　31クラブ　　1,409人

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、中野会場で実施する。

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。

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。

高齢者支
援課

高齢者支
援課

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

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
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目標 ３
課題 ４
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○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　　10,822人 　給付者　 11,410人

○ ○

○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　　　175件 　緊急通報装置貸与　　　200件
　火災警報機　　　　　　 ７台 　火災警報機　　　 　　　17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　　　4,267件 　独り暮らし世帯　　　4,300件
　老々世帯　　　　　　　863件 　老々世帯　　　　　　　900件

・配食サービス事業　　 14,920食 ・ 配食サービス事業　　 22,800食

○生活管理指導事業 ○ 生活管理指導事業

・生活支援ホームヘルプサービス事業 ・ 生活支援ホームヘルプサービス事業
　派遣世帯　　　１世帯 　派遣世帯　　　５世帯

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。

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。

日常生活上の援助を必要とする独り暮らし高齢
者等に対し、必要な支援を行った。

日常生活上の援助を必要とする独り暮らし高齢
者等に対し、必要な支援を行う。

中山晋平
記念館

健康と生きが
いづくりの推
進

介護予防・自
立生活の支援

高齢者支
援課

健康と生きが
いづくりの推
進

介護予防・自
立生活の支援

高齢者支
援課

55 3.4.1



目標 ３
課題 ４
施策 ⑴

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

○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　　　　24回 認知症サポーター養成講座　　　　30回
わかがえり教室　　　　　　　　　48回 わかがえり教室　　　　　　　　　48回
ひざ腰らくらく教室　　　　　　　60回 ひざ腰らくらく教室　　　　　　　60回
さんさん講座　　　　　　　　　　21回 さんさん講座　　　　　　　　　　22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

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　　　　　　　26回 　グループ活動支援　　　　　　　30回
　体験教室　　　　　　　　　　　14回 　体験教室　　　　　　　　　　　20回

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。

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

介護予防・自
立生活の支援

介護予防・自
立生活の支援

56 3.4.1



目標 ３
課題 ４
施策 ⑵

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２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

　10,820件 　12,000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

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。

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

57 3.4.2



目標 ３
課題 ４
施策 ⑶

事業名 令和元年度実績 課題・改善点等 事業名 令和２年度計画 所管課

○消費生活講演会を開催した。 ○消費生活講演会を開催する。

○「くらし 得 情報」を各区回覧した。 ○「くらし 得 情報」を各区回覧する。
　４回

○ ○

　151件

○ ○

○ ○

　令和元年度加入女性実績　５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12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

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。

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。

消費生活センターを開設し、消費生活相談を実
施した。

消費生活センターで、消費生活相談を実施す
る。

消費者被害の防止のため啓発、広報を実施し
た。

消費者被害の防止のため啓発、広報を実施す
る。

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

消費者教育の
充実

農業者年金制
度の普及

年金制度の情
報提供

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

引き続き、消
費者被害の防
止のため、啓
発を図ってい
く。

引き続き、年
金制度の周
知、啓発を
図っていく。

農業者年金制
度の普及

年金制度の情
報提供

消費生活
センター
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