
都市宣言

「地域みんなで子育て 未来っ子輝く都市宣言」

　子どもたちが夢と希望を持ち、健やかに育つ社会を築くことは、力強く発
展するまちづくりの礎です。
　仕事と家庭のバランスをとりながら子どもを安心して産み育てられる社
会を築くことは私たちの使命です。
　私たち上田市民は、子どもたちの笑顔があふれ、親が子育てに喜びを実感
できるよう家庭、学校、事業者、地域、行政みんなが手を携え、地域全体で子
育て・子育ちを支えることができるまちを築くため、ここに「地域みんなで
子育て 未来っ子輝く都市」を宣言します。

平成22年2月25日制定

上田市 未来っ子かがやきプラン
上田市子ども・子育て支援事業計画

概要版教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の
量の見込みと確保の内容

１　教育・保育施設
　区域の設定：４区域（上田・丸子・真田・武石地域）

２ 地域子ども・子育て支援事業

事業区分 利用できる施設 平成27年度 平成31年度

１号認定
（満３歳以上・教育標準時間認定）

幼稚園
認定こども園

量の見込み（人） 1,193 1,200

確保の内容（人） 1,193 1,200

２号認定
（満３歳以上・保育認定）

保育園
認定こども園

量の見込み（人） 2,737 2,761

確保の内容（人） 2,737 2,761

３号認定
（満３歳未満・保育認定）

保育園
認定こども園
小規模保育等

量の見込み（人） 1,200 1,353

確保の内容（人） 1,200 1,299

事業区分 区域の設定 平成27年度 平成31年度

①利用者支援事業【新規】 市内全域
量の見込み（か所） 1 1
確保の内容（か所） 1 1

②地域子育て支援拠点事業 市内全域
量の見込み（人） 92,539 93,785
確保の内容（人） 92,539 93,785

③妊婦健康診査 市内全域
量の見込み（回） 18,424 18,424
確保の内容（回） 18,424 18,424

④乳児家庭全戸訪問事業 市内全域
量の見込み（件） 1,259 1,257
確保の内容（件） 1,259 1,257

⑤養育支援訪問事業 市内全域
量の見込み（回） 964 944
確保の内容（回） 964 944

⑥子育て短期支援事業
　（ショートスティ） 市内全域

量の見込み（人） 23 23
確保の内容（人） 23 23

⑥子育て短期支援事業
　（夜間支援） 市内全域

量の見込み（人） 18 18
確保の内容（人） 18 18

⑦ファミリー・サポート
　・センター事業 市内全域

量の見込み（回） 1,300 1,300
確保の内容（回） 1,300 1,300

⑧一時預かり事業
　（幼稚園の預かり保育）

４区域
（上田・丸子・真田・武石地域）

量の見込み（人） 41,011 42,652
確保の内容（人） 41,011 42,652

⑧一時預かり事業
　（幼稚園の預かり保育以外）

４区域
（上田・丸子・真田・武石地域）

量の見込み（人） 8,824 9,177
確保の内容（人） 8,824 9,177

⑨延長保育、休日保育事業 ４区域
（上田・丸子・真田・武石地域）

量の見込み（人） 32,897 36,843
確保の内容（人） 32,897 36,843

⑩病児・病後児保育事業 市内全域
量の見込み（人） 589 589
確保の内容（人） 589 589

⑪放課後児童クラブ
　（放課後児童健全育成事業） 小学校区

量の見込み（人） 991 1,014
確保の内容（人） 969 1,014

※確保の内容の不足分については、保育士の確保等による体制の充実や保育室の改修等の施設整備により、確保対策を行っ
ていく方針です。



すべての子どもの
健やかな成長を
支えます

きめ細やかな支援で
子どもや家庭を
支えます

安心して子育てが
できる環境を整えます

地域全体で
子育てを支えます

仕事と家庭が両立
できる環境を整えます
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大切な視点 基本目標 基本施策 施策の内容

（1）母子の健康増進及び
医療の充実

①妊娠・出産期の支援
②子どもの健康
③食育の推進
④医療の充実

（2）就学前教育・保育の質
の向上

①職員配置の充実
②保育士・幼稚園教諭の質の向上
③施設整備等良質な環境の確保
④保育士等の処遇改善と確保	
⑤認定こども園への移行に関する情報
提供及び支援の充実

（3）多様な保育サービスの
充実	

①延長保育・休日保育・一時預かり
②病児保育
③産休後・育休後の教育・保育施設の円
滑な利用の確保

（4）放課後等の児童の健全
育成

①児童館・児童センター
②放課後児童クラブ
③職員配置の充実
④職員（児童厚生員、放課後児童支援員
等）の質の向上
⑤地域等との協力
⑥放課後子ども総合プランに基づく行
動計画

（5）子どもの生きる力の
育成

①幼保小中の連携強化
②学習教育の環境や学習内容の充実
③思春期対策
④若者の職業的自立のための支援
⑤児童・青少年の健全育成の推進

（1）支援が必要な子ども・
家庭への支援の充実

①障がいのある子どもへの支援の充実
②児童虐待防止対策の充実
③ひとり親家庭等への自立支援の充実
④社会的養護

（1）子育て家庭への相談・
情報提供の充実

①子育て相談体制の充実
②子育てに関する情報発信の充実
③地域子育て支援拠点事業の充実

（1）地域コミュニティーの
中で子どもを育む

①子育て家庭を応援する環境整備
②地域の子育て関連団体等のネット
ワークの強化

（2）子育てしやすい環境
の整備

①身近な公園・ひろば等の整備
②良質な住宅の整備
③安心して外出できる環境の整備

（3）子どもを事故や犯罪
から守る環境づくり

①子どもの交通安全の確保
②子どもを犯罪等から守る活動
③子どもを事故から守る活動
④青少年を有害環境・有害情報から守
るための取組の推進

（1）ワーク･ライフ･バラン
スの推進

①働き方の見直し
②仕事と子育ての両立のための基盤整備
③出産・育児後の職場復帰支援等
④父親の子育てへの参加の促進

（2）経済的支援 ①経済的支援

（子の育ち）

（子育て）

（地域）

　計画策定の趣旨

　大切な視点

　基本理念 　計画の体系

　計画の位置づけ 　計画の対象

　計画の推進体制

　計画期間

すべての子どもが笑顔でしあわせに暮らせるまち

■　平成24年8月に子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・子育て関連3法」が成立し、平成
27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
　　これを受けて、上田市では、「上田市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、今後はこの計画に
基づき、質の高い乳幼児の教育・保育やニーズに応じた子育て支援策を計画的に実施します。
■　市民・地域・企業・市の協働により、市全体で子育てを支え、「子どもが健やかに成長することが
できる社会の実現」を目指すとの考えを基本に、子どもの“育ち”を支える環境を整備し、地域社
会の中で子どもが健やかに成長していける環境を創り出すことを目的に策定するものです。

■　子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町
村子ども・子育て支援事業計画」と、次世代育
成支援対策推進法第8条に基づく「市町村行動
計画」を一本化した、子どもに関する総合的な
計画とします。
■　最上位計画である総合計画をはじめ、子育て
に関する関連計画との整合を図り、調和を保っ
た計画とします。

■　上田市に居住する全ての子ども（18歳未満の
児童）と子育て家庭　
■　これから子どもを産もうとする市民
■　地域で子育て支援活動を行う市民

　上田市子ども・子育て会議において、継続的に
点検、評価、見直しを行います。

平成27年度から平成31年度までの５年間

障害、疾病、虐待、貧困
など社会的な支援の必要
性が高い子どもやその家
族を含め、全ての子ども
や子育て家庭を対象とし、
子どもの最善の利益を実
現します。

親やその他の保護者が子育
てについての第一義的責任
があります。親として成長
し、子育てに生きがいを感
じることができるよう、妊
娠・出産期からの切れ目の
ない支援を行っていきます。

家庭、学校、地域、職域
その他社会のあらゆる分
野における全ての構成員
が、それぞれの役割を果
たし、子どもの育ちと子
育てを支援します。

子どもの成長を
支える視点
【子の育ち】

親の子育てを
支える視点
【子育て】

地域社会全体で
子育てを支える視点

【地域】


