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計画策定の経過

資料編

年度 期日 会議開催の状況と主な内容

平
成
25
年
度

平成25年12月13日　●第1回上田市子ども・子育て会議（全体会）
　・ 委員委嘱、正副会長の選出
　・ 子ども・子育て支援新制度、子ども・子育て支援事業計画及びニーズ調査

について説明
平成26年  1月23日 ●第2回上田市子ども・子育て会議（全体会）

　・ ニーズ調査について審議
2月15日〜25日 子ども・子育て支援事業計画策定に関するニーズ調査実施

3月26日　●第3回上田市子ども・子育て会議（全体会）
　・ ニーズ調査の結果報告
　・ 子ども・子育て支援事業計画の基本構成について審議

平
成
26
年
度

4月23日 ●第1回上田市子ども・子育て会議（全体会）
　・ ニーズ調査の結果について
◆保育･教育部会、放課後児童対策部会、子育て支援事業部会

　6月  2日 ●第2回上田市子ども・子育て会議（全体会）
　・ ニーズ調査の結果について
　・ 地域子ども・子育て支援事業について審議
◆保育･教育部会、放課後児童対策部会、子育て支援事業部会

6月23日 ◆保育･教育部会
7月  4日 ●第3回上田市子ども・子育て会議（全体会）

　・ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域について審議
　・ 子ども・子育て支援事業計画の骨子について審議
◆保育･教育部会、放課後児童対策部会、子育て支援事業部会

7月18日 ◇保育･教育部会
8月  1日 ●第4回上田市子ども・子育て会議（全体会）

　・ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と「確保の方策」
について審議

　・ 条例案について審議
◆保育･教育部会

8月29日 ◆保育･教育部会
9月24日 ※子ども・子育て支援事業計画策定庁内会議

10月10日 ◆子育て支援事業部会
10月17日 ●第5回上田市子ども・子育て会議（全体会）

　・ 子ども・子育て支援事業計画素案について審議
◆保育･教育部会、放課後児童対策部会、子育て支援事業部会

12月12日 ●第6回上田市子ども・子育て会議（全体会）
　・ 子ども・子育て支援事業計画素案について審議
◆保育･教育部会

12月24日
〜平成27年  1月14日

子ども・子育て支援事業計画素案に対するパブリックコメント実施

平成27年  2月13日 ●第7回上田市子ども・子育て会議（全体会）
　・ 子ども・子育て支援事業計画素案に対するパブリックコメントの結果報告
　・ 子ども・子育て支援事業計画素案について審議
　・ 家庭的保育事業についての意見聴取　
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平成25年10月４日
条例第34号

　（設置）
第１条　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第１項の規定により、子ども・子育
て支援に関する事項について審議するため、上田市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」
という。）を置く。
　（組織）
第２条　子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
２　委員は、子どもの保護者、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関
する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者
のうちから、市長が委嘱する。
　（委員の任期）
第３条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　委員は、再任されることができる。
３　委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うも
のとする。
　（会長及び副会長）
第４条　子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員が互選する。
２　会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
　（会議）
第５条　会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
４　会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意
見を求めることができる。
　（部会）
第６条　子ども・子育て会議に、必要に応じて部会を置くことができる。
　（補則）
第７条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　（上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正）
２　上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（平成18年条例第44号）の
一部を次のように改正する。
　　　〔次のよう〕略

上田市子ども・子育て会議条例
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（五十音順　敬称略）
会　長		金山　美和子　　　副会長		堀江　里美　

上田市子ども・子育て会議委員名簿

事務局名簿

氏　　　名 推薦団体又は所属団体、職業等 所属部会
飯　 島　 俊　 勝 上田市私立保育園協会 保育・教育部会（副部会長）
石　 井　 水　 映 上田市保育園・公立幼稚園保護者会連合会 保育・教育部会
大　 塚 い づ み スマイルマムネットＵＥＤＡ 子育て支援事業部会
金　 山　 美 和 子 長野県短期大学専任講師 保育・教育部会(部会長)
神　 原　 久 美 子 児童発達支援センター 保育・教育部会
小　 池　 純　 子 上田市次世代育成支援対策地域協議会公募委員 保育・教育部会
清　 水　 孝　 哲 上田市学童保育連絡協議会 放課後児童対策部会(副部会長)
下　 村　 敬　 貴 上小労働者福祉協議会 放課後児童対策部会
白　 瀬　 む　 つ 上田市民生委員・児童委員協議会 子育て支援事業部会(部会長)
田　 口　　　 操 長野県無認可保育所連絡協議会 保育・教育部会
竹　 内　 真 由 美 上田市ＰＴＡ連合会 放課後児童対策部会
武　 田　 和　 宏 長野県経営者協会 放課後児童対策部会
田　 畑　 和　 秀 上田市校長会 放課後児童対策部会(部会長)
堀　 江　 里　 美 上田市社会福祉協議会 子育て支援事業部会
牧　 内　 美 佐 緒 上田市次世代育成支援対策地域協議会公募委員 放課後児童対策部会
丸　 山　　　 充 認定こども園 保育・教育部会
水　 野　 美　 恵 上田市私立幼稚園連盟 保育・教育部会
宮　 下　 尚　 夫 上田市医師会 子育て支援事業部会（副部会長）
宮　 本　 智　 夫　 上田市自治会連合会 子育て支援事業部会
矢 ケ 﨑　 雅　 哉 上田商工会議所 保育・教育部会

氏　　　名 職　名
田　 口　 悦　 子 こども未来部部長
倉　 島　 義　 彦 学校教育課課長
白　 鳥　　　 隆 学校教育課係長
小　 山　 秀　 永 福祉課係長
宮　 沢 明　 子 健康推進課係長
宮　 澤　 俊　 文 保育課課長
唐　 沢　 英　 一 保育課課長補佐
堀　 内　 正　 哉 保育課係長
市　 川　 章　 弘 保育課主査
樋　 口  孝　 子 　　子育て・子育ち支援課課長
小　 林　　　 薫 子育て・子育ち支援課課長補佐
堀　 内  正　 典 子育て・子育ち支援課係長
羽 毛 田　 克　 信 子育て・子育ち支援課係長
吉　 澤　 恵　 子 子育て・子育ち支援課係長
古　 畑  宏　 幸 子育て・子育ち支援課主査
井　 出　 和 恵　 子育て・子育ち支援課主査
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上田市子育て関連施設等　一覧
出産できる病院・医院

病院・医院名 住所 電話番号
独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 緑が丘1-27-21 22-1890
医療法人社団弦巻会 上田原レディース&マタニティークリニック 上田原455-1 26-3511

医療法人
角田産婦人科内科医院 上田1210-3 27-7760 
上田市立産婦人科病院 緑が丘1-27-32 22-1573 

子育て支援施設等
施設名 住所 電話番号

子育て支援施設 ゆりかご 緑が丘1-27-32
（上田市立産婦人科病院内） 21-5008

子育て支援センター
（塩田子育て支援センター
以外子育てひろば常設

中央子育て支援センター
（にじいろひろば）

中央6-5-39
（ひとまちげんき・健康プラザうえだ内） 26-3096

神科子育て支援センター 古里137-6（神科第二保育園内） 21-1222
泉田子育て支援センター 小泉1-8（泉田保育園内） 23-3320
塩田子育て支援センター 中野419-1（塩田中央保育園内） 38-7120
中丸子子育て支援センター 中丸子1852-5（中丸子保育園内） 42-2678
西内子育て支援センター 西内8（西内保育園内） 44-2200
真田子育て支援センター 真田町傍陽6293（そえひ保育園内） 73-2140

子育てひろば

丸子子育てサロン 中丸子1623-34 42-0330
清明児童クラブ 大手2-4-41 21-9320
大星児童センター 中央北3-1-42 27-5610
神科児童センター 住吉551-1 25-2055
東塩田児童センター 古安曽2056-1 38-9150
中塩田児童クラブ 中野93 38-6805
武石児童館 下武石688 85-2826

ファミリー・
サポート・センター

本部 中央3-5-1 21-3016
丸子支部 上丸子1600-1 43-2566
真田支部 真田町長7190 72-2998
武石支部 下武石771-1 85-2466

病児保育センター 中央1-4-10（上田病院内） 22-6117

公立保育園
園　名 住　所 電話番号

東部保育園 常田3－4－34 22-0682
南部保育園 常田1－5－1 22-7108
北保育園 常磐城5－7－25 22-3475
塩尻保育園 上塩尻195－1 22-3476
神川第一保育園 大屋631－2 35-0299
神川第二保育園 芳田1766－2 35-0349
国分保育園 国分745－ｲ 27-0105
神科第一保育園 住吉707－2 22-0597
神科第二保育園 古里137-6 22-0598
豊殿保育園 芳田982－3 22-6802

園　名 住　所 電話番号
城下保育園 諏訪形934 22-0887
川辺保育園 上田原518 22-5029
下之条保育園 下之条801－ｲ 27-2986
泉田保育園 小泉1-8 22-5163
塩田中央保育園 中野419－1 38-2512
東塩田保育園 下之郷806－3 38-2552
西塩田保育園 手塚1086－3 38-2609
塩田北保育園 小島122 38-2636
浦里保育園 仁古田171 31-2058
室賀保育園 下室賀2336－1 31-2142
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園　名 住　所 電話番号
塩川保育園 塩川1458 35-0034
さなだ保育園 真田町長6301 72-2050
そえひ保育園 真田町傍陽6293 73-2532
すがだいら保育園 菅平高原1223-392 74-2160
武石保育園 下武石752 85-2113

園　名 住　所 電話番号
中丸子保育園 中丸子1852-5 42-2644
みなみ保育園 腰越1376-1 42-2183
東内保育園 東内2570-1 42-2217
西内保育園 西内8 44-2200
依田保育園 生田4953-2 42-2423
長瀬保育園 長瀬2466 42-2401

私立保育園
園　名 住　所 電話番号

社会福祉法人上田明照会 甘露保育園 中央5－9－29 22-7665
社会福祉法人大智会 芙蓉保育園 中央北2－7－51 22-1147
社会福祉法人聖公会上田福祉会 聖ミカエル保育園 中央3－16－1 22-1361
社会福祉法人大慈会 歓喜園 常磐城3－7－48 22-1595
社会福祉法人極楽寺愛育会 みのり保育園 中之条501-10 22-0465
社会福祉法人芳風会 西丘保育園 芳田1411－1 35-1157
社会福祉法人カルディア会 常田保育園 常田2－30－17 22-1520
社会福祉法人若竹会 秋和保育園 秋和864－3 27-8820
社会福祉法人やまびこ会 三好町保育園 諏訪形1169－1 25-1160
社会福祉法人古里会 あゆみ保育園 古里824－8 23-0503

私立幼稚園
園　名 住　所 電話番号

学校法人梅花学園 梅花幼稚園 大手2-2-8 22-0009
学校法人たちばな学園 たちばな幼稚園 中央6-3-3 25-2716
学校法人マリア学園 聖マリア幼稚園 常田2-2-1 22-1398
学校法人ふじ学園 大屋幼稚園 大屋40-1 35-0190
学校法人信学会 上田幼稚園 中央西2-8-3 22-6259
学校法人信学会 上田南幼稚園 上田原1183 24-2237
学校法人北野学園 上田女子短期大学付属幼稚園 下之郷乙602 38-5996
学校法人山水学園 日向幼稚園 小泉1335-イ 25-1727
学校法人聖啓学園 上田北幼稚園 上野1616-65 25-2868
学校法人丸子学園 西望幼稚園 上丸子303 42-2322
学校法人渋沢学園 いずみ幼稚園 真田町長7042 72-2262
学校法人ちいさがた学園 おひさまクラブ幼稚園 舞田738-1 38-4578

公立幼稚園
園　名 住　所 電話番号

ちぐさ幼稚園 塩川2620 35-0652

認可外保育施設
園　名 住　所 電話番号

こどもの園 長瀬2600-3 43-3253
のびのび保育のすくすく園 古安曽3908-5 39-0737

認定こども園
園　名 住　所 電話番号

キッズ・うえだみなみ 常田1-4-12 29-3735

家庭的保育事業等
園　名 住　所 電話番号

こどもの園パート2 長瀬2600-3 43-3253

園　名 住　所 電話番号
保育所にゃんにゃん
上田園 中央東5-57 29-6664

園　名 住　所 電話番号
わかくさ幼稚園 上丸子895 42-2237
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児童発達支援センター
園　名 住　所 電話番号

社会福祉法人上田明照会 蓮の音こども園 住吉1418-6 25-3334
社会福祉法人カルディア会 上田いずみ園 蒼久保558 35-0339

放課後等デイサービス
施設名 住　所 電話番号

社会福祉法人カルディア会 上田いずみ園 蒼久保558 35-0339
NPO法人 遊び塾 中央3-6-1 71-5153
こどもプラス株式会社 こどもプラス 国分1890 55-7106
社会福祉法人上田しいのみ会 上田市つむぎの家 中之条802-2 21-8800

その他
施設名 住　所 電話番号

上田市内科・小児科初期救急センター 緑が丘1-27-21（信州上田医療センター内） 21-2233

児童館・児童センター
児童館・

児童センター名 住　所 電話番号

緑が丘児童館 緑が丘2-5-21 25-0444
大星児童センター 中央北3-1-42 27-5610
朝日が丘児童館 諏訪形1590 25-0849
秋和児童センター 秋和914 25-6011
川辺町児童センター 上田原852-1 25-2945
神川児童センター 国分533-20 21-1156

児童クラブ
児童クラブ名 住　所 電話番号

清明児童クラブ 大手2-4-41 21-9320
東部児童クラブ 材木町1-10-13 23-8567
西部児童クラブ 常磐城5-1-53 22-0460
塩尻児童クラブ 上塩尻219 22-2057
川辺児童クラブ 上田原367 21-5567
神川児童クラブ 国分1386 22-5339
豊殿児童クラブ 芳田968-1 22-6812
東塩田児童クラブ 古安曽1929-3 38-7054
中塩田児童クラブ 中野93 38-6805
塩田西児童クラブ 山田476-1 38-0907

学童保育所
学童保育所名 住　所 電話番号

学童保育所太郎の家 中央北2-9-15 24-6265
学童保育所たんぽぽ 諏訪形1276-6 25-9010
学童保育所バッタの家 築地750-6 25-0869

児童館・
児童センター名 住　所 電話番号

神科児童センター 住吉551-1 25-2055
東塩田児童センター 古安曽2056-1 38-9150

下丸子児童館 下丸子351 090-4442-
8302

真田児童館 真田町本原1771 72-0323
武石児童館 下武石688 85-2826

児童クラブ名 住　所 電話番号
浦里児童クラブ 浦野57-1 31-0331
川西児童クラブ 小泉976-1 25-2456
丸子中央児童クラブ 上丸子824 42-7014
西内児童クラブ 平井1638-1 44-2066
丸子北児童クラブ 生田3531 43-0205
塩川児童クラブ 塩川1400 35-1015
菅平児童クラブ 菅平高原1223-1419 74-2029
長児童クラブ 真田町長4238-1 72-0218
傍陽児童クラブ 真田町傍陽6293 73-2173
本原児童クラブ 真田町本原1771 72-0323

学童保育所名 住　所 電話番号
学童保育所どんぐり 住吉386-1 26-6809
学童保育所トットの家 中之条519-4 23-8686
学童保育所ピーターパン 下武石688 85-2826
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