
広報広聴課 775-4918･ 776-8873

｢上尾市ここがイチ押し！｣コーナーでは、住んでいるまちにさらに愛着を持ってもらえる｢そうなんだ！｣
｢知らなかった！｣と思えるような情報をお届けしています。
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今月号は｢安心して子育てできる上尾市～ますます充実する子育て支援～｣
です。日本の総人口が減少している中でも、上尾市の人口は増加していて、令
和3年8月1日に初めて23万人を突破しました。民間の調査では、｢埼玉県民に聞
いた!埼玉県住み心地が良い街ランキング【2021年度版】｣で埼玉県内63市町村
中第6位、｢地域注目度ランキング｣で第7位にランクインしています。
また、国勢調査では、20代後半～40代後半の子育て世代の転入者が多くなっ
ています(平成27年度結果。令和2年度国勢調査結果は今後、国が発表予定)。
子育て世代からも注目の上尾市、その秘密に迫っていきましょう！

ますます充実する子育て施設イチ
オシ

市内では保育所37園、小規模保育施設など22園、幼稚園18
園、認定こども園4園が開設しており、多様なニーズや子ども
の成長に合わせた子育て支援施設を選択することができま
す。とりわけ保育所の入所申込者は年々増えているため、保
育施設を毎年新設して受入枠拡大に努めています。今年度
は150人分の受入枠を新たに整備し、令和4年度も受入枠を
拡大する予定です。さ
らに、令和5年4月には、
保育所、児童発達支援
センターつくし学園、発
達支援相談センターを
複合化した(仮)子ども・
子育て支援複合施設の
開設を予定しています。

ニーズに合わせて選べる子育て施設

小学校入学後も安心して子どもを預けて働くこと
ができるよう、市内40カ所の学童保育所を開設して
います。小学校1～6年生が在籍でき、学年を超えた
仲間とともに、いろいろな体験を通してたくましく成
長できます。市内の学童保育所の待機児童数は12年
間ゼロを継続しています。

学童保育所は待機児童ゼロ！

県内で初めて全公立保育所
に午睡用ベッドを導入しました
（民間保育所などには購入費用
の一部を補助）。保護者は布団
を持っていく必要がありません。
午睡用ベッドは通気性が良く、
ダニなどから子どもを守り、感
染症を予防します。

県内初！午睡用ベッドを導入

公立保育所では使用済み紙
おむつを各保育所で処理して
います。民間保育所などには
紙おむつ処理費用の一部を補
助しています。これにより、
保護者は使用済み紙おむつ
を持ち帰る必要がなく、保護
者の負担が軽減されます。

紙おむつ処理の保護者負担を軽減！

午睡用ベッド

埼玉県住み心地が良い
街ランキング
順位 市町村名
１位 三郷市
２位 さいたま市
３位 所沢市
４位 川口市
５位 春日部市

６位 上尾市
調査元:おうちパレット

2021 年 11 月埼玉県
地域注目度ランキング
順位 注目の地域
１位 鴻巣市
２位 さいたま市
３位 川口市
４位 川越市
５位 越谷市
６位 所沢市

７位 上尾市
出典:生活ガイド.com
　　（運営会社ウェイブダッシュ）

提供：NPO法人あげお学童クラブの会(仮)子ども・子育て支援複合施設
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皆さん、｢上尾市 ここがイチ押し｣コーナーは楽しんでいただけましたか。
次号は｢上尾市の教育環境｣について。お楽しみに。

こんな悩みにも対応します！

子どもたちが広いスペースでのびのびと遊ぶことができる大型の児童館が東西2カ所にあります。
アッピーランドは、遊具の種類が多く、影絵芸術の第一人者である藤城清治さん

の影絵『光る海』『光る森』が展示されています。
こどもの城は、人工芝の中庭が特徴的で、尾

び よ う で ぐ し

陽木偶師の九代玉屋庄兵衛さんのから
くり人形が展示されています。平成23年度には来場者数が全国第1位に輝きました。

ここもＣＨＥＣＫ！ 市域東西の児童館で学びと遊びをサポート
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ますます充実する子育て世帯へのサポートイチ
オシ

　 妊娠期から子育て期、学齢期から若者までの相談にワンストップで切れ目なく対応しています。

仕事と子育ての両立をサポートします。病気の子ども
を保護者に代わって保育する病児・病後児保育に加え、
保育所などへの送迎や急な用事で一時的・臨時的に子ど
もを預かるあげおファミリー・サポート・センターがあ
り、状況に応じたサービスを利用できます。

乳幼児と保護者の憩いの場となっている市内13カ所の地域子育て支援拠点では、
子育て支援員が子育てや仲間づくりをサポートします。

子どもが風邪・・・でも仕事は休めない

ママ友・パパ友を作りたい！

昨年5月、子どもに関する相談支援体制を集約した子ども家庭総合支援センターを市役所5階に開設しました。妊娠
や子育ての悩み、ひとり親の相談などに、福祉・母子保健の専門の資格を持つ職員が対応します。さらに、妊娠前か
ら子育てまでを切れ目なくサポートするのが、｢あげお版ネウボラ｣という子育て支援体制です。全ての妊婦と面談し
て妊娠・出産・子育てに関する相談に丁寧に対応します。

コロナ禍で外出が不安な妊婦をサポートします。助
産師の資格を持つ母子保健コーディネーターがオンラ
インで相談に応じます。

妊娠中の過ごし方や栄養の取り方、出産に向けての準
備などの悩みを気軽に相談できます。

地域子育て支援
拠点の活動

ネウボラを併設した子ども家庭総合支援センターを設置

申し込みは
コチラから

市ホームページ

妊娠中は特にコロナ禍の外出が不安

病児・
病後児保育

市内
4カ所

ファミサポ
サポーター

会員
262人

安心！

妊娠
○妊婦健康診査費助成
○妊婦訪問
○プレママ教室 /パパママ教室
　　　　　　　　　　  など

妊娠前
○不妊･不育症検査費助成
○不妊治療費助成
○こうのとり相談
　（妊活・不妊相談）
　　　　　　　　 　など

○新生児・産婦訪問
○こんにちは赤ちゃん事業
○産後ケア・産後カフェ
○産前産後ヘルパー派遣
　　　　　　　　　　など

出産
○乳幼児健康診査・定期予防接種
○離乳食教室・幼児食教室
○訪問型子育て支援
○子どもショートステイ
　　　　　　　　　　　  など

子育て 学齢期～若者
○心理相談
○家庭児童相談
　　　　　など

アッピーランド こどもの城
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