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第2 次中野市総合計画
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基本政策

１未来のふるさとを担う
子どもたちを育むまちづくり

2021 ～ 23 年度

実施計画
「緑豊かなふるさと 文化が香る元気なまち」
の実現に向けて

※事業費は３カ年の合計
    事業費で掲載しています。

基本政策

２支えあい健やかに
暮らせる健康長寿のまちづくり

【子育て・学校教育】【健康・福祉】
基本政策

３にぎわいと活力あふれる
まちづくり

【産業・雇用】

子育て拠点施設
整備事業

診療体制支援事業

子育て応援事業

小・中学校ＩＣＴ活用
推進事業

（5,000 千円）

（74,823 千円）

（14,610 千円）

（154,470 千円）

▶コンサルタント業務委託料
【２０２１ 年度】

▶子育て用品給付事業【２００7
年度～】

▶環境スポーツイベントSEA TO 
SUMMIT 千曲川・高社山大会
開催事業【２０１7 年度～】
▶市内観光地無料周遊バス事
業【２０２１ 年度～】

▶ＩＣＴ支援員配置【２０２１ 年
度～】
▶統合型校務支援システム負
担金【２０２１ 年度～】

子育て環境の充実を図るため、
新子育て拠点施設の整備を進
めます。

常に安心して高度な医療サー
ビスを受けられるように、不
採算部門を含む地域医療を提
供する公的病院などに対して
補助を行います。

乳幼児世帯の経済的負担の軽減
のため、２歳未満児の乳幼児世
帯へゴミ袋支給とあわせて子育
て用品の支給を行います。また、

「ファミリー・サポート・セン
ター」機能の充実を図ります。

高齢者在宅サービス事業
（7,200 千円）

▶買物弱者支援事業【２０２１ 年
度～】

買物弱者である高齢者世帯な
どの生活の利便性を確保する
ため、移動販売に要する経費
に対し補助を行います。

豊田観光施設維持整備事業
（192,957 千円）

▶豊田温泉公園もみじ荘整備
事業【２０２１ 年度】
▶改修工事に伴う休業補償金

【２０２１ 年度】

▶関係人口創出事業【２０２１ 年
度～】

豊田温泉公園もみじ荘を快適
に利用いただくため玄関のバ
リアフリー化や浴槽改修など
リニューアル工事を行います。

高齢者の保健事業と介護予防
等の一体的実施事業

（33,468 千円）

▶高齢者の保健事業と介護予
防などの一体的実施事業【２０２１
年度～】

▶公的病院等運営事業補助金
【２０２１ 年度～】

医療介護データを分析して健
康課題を把握し、高齢者を適
切な医療介護サービスにつな
げることで、介護予防だけで
なく疾病重症化予防の促進を
図ります。

ＧＩＧＡスクール構想により
整備されたタブレット端末な
どを活用し、充実した教育活
動の充実を図ります。また、
校務の効率化を図るため、長
野県統合型校務支援システム
を導入します。

観光振興事業

関係人口創出事業

（8,613 千円）

（41,645 千円）

環境アウトドアスポーツイベン
トの開催を通じ、近隣市町村や
観光関係団体と連携宣伝活動を
することで、市への誘客を図り
ます。また、市内観光地を巡る
バスを無料で運行することで、
地域資源を魅力的・効果的に発
信します。

地方と関わりたい都市圏など
の人材と本市のヒト・モノ・
コトを結びつけ、地域資源の
掘り起こしや、地域課題の「見
える化」を行い、関係人口の
創出・拡大を図ります。

実
施
計
画
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問政策情報課　☎（２２）２１１１（内線２１6）

　実施計画とは、第２次総合計画に掲げた施策を具体化するための計画です。
　計画期間は３年間で、毎年見直しを行います。市では、人口減少や経済環境に対応しつつ、
限られた財源の中で各種施策を推進する実施計画を策定しました。
　ここでは、主な事業を紹介します。なお、詳細は市公式ホームページで公開しています。

基本政策

４ふるさとを学び育つ
文化のまちづくり

【文化・生涯学習】
基本政策

５安心・安全な住みよい
まちづくり

【定住環境】
基本政策

６市民参加と協働の
まちづくり

【協働・行政経営】

▶高遠山古墳整備工事【２００7
～ ２２ 年度】

善光寺平最古級の前方後円墳
である県史跡「高遠山古墳」
の保存を図ります。また、古
墳活用専門委員会を設置し、
高遠山古墳を郷土資料として
活用するための活用計画案を
作成します。

市民会館維持整備事業
（2,020,692 千円）

▶市民会館リノベーション事
業【２０２１ 年度・２２ 年度】

老朽化した市民会館を全面改
修し、利用者の安全性を確保
するとともに、機能性及び利
便性の向上を図ります。

▶市民会館運営理念策定ワーク
ショップ・市民会館ロゴマーク
公募など準備事業【２０２１ 年度】
▶信州なかの文化芸術祭事業

【２０２１ 年度～】

市民会館運営準備事業
（48,610 千円）

市民会館の運営理念を策定し、
開館後の自主事業の実施に向
け準備を整えます。また、休
館中においても文化芸術活動
が停滞しないよう音楽団体、
文化芸術団体などと協働した
文化芸術祭を実施します。

高遠山古墳保存整備事業
（23,530 千円）

▶防災行政無線（同報系）設
備修繕事業【２０２１ 年度～ ２３ 年
度】

▶ し 尿 等 投 入 設 備 改 修 事 業
【２０２１ 年度～ ２３ 年度】

▶空き家利活用人材育成事業
【２０２１ 年度～ ２３ 年度】
▶空き家現地外観実態調査事
業【２０２１ 年度】
▶空き家マッチングサイト構
築・運営事業【２０２１ 年度～】

防災施設管理事業

し尿等投入施設管理等事業

空家等対策事業

（13,802 千円）

(111,180 千円）

（72,189 千円）

災害時等における情報伝達を
確実に行うため、防災行政無
線（同報系）設備の修繕を行
います。

し尿等投入施設を安定的に運
営するため、設備改修を実施
します。

▶情報通信施設更改基本実施
設計業務委託【２０２１ 年度】

▶中野のチカラ応援事業補助
金【２０１6 年度～】

▶中野市総合計画・後期基本
計画策定業務【２０２１ 年度】

情報通信施設管理事業

地域活性化推進事業

政策推進事業

（14,124 千円）

（4,007 千円）

（3,157 千円）

豊 田 地 域 の ケ ー ブ ル テ レ ビ
サービスを提供している同軸
ケーブル設備の老朽化に伴い、
光ケーブル設備へ更改し、施
設の高度化を図ります。

協働による地域づくりの推進
と市民活動の発掘、育成を図
るため、活動費用の一部を補
助します。また、地域おこし
協力隊員の定住促進を図るた
め、隊員が市内で起業するた
めの経費補助を行います。

第２次中野市総合計画に定め
る「緑豊かなふるさと文化が
香る元気なまち」の実現に向
け、後期基本計画を策定しま
す。

年々増加する市内の空き家に
ついて、利活用の促進を図り
ます。また、官民連携により
移住定住環境の提供、移住者
と空き家のマッチングを行い
ます。

２０２１．３


