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はじめに
近年、わが国では急速に少子化が進み、共働き家庭の増加や
核 家 族化 の進 行な ど も相 ま って 、家 族 関係 や地 域 のつ なが り
の 希 薄化 から 子育 て に孤 立 感や 不安 感 を抱 える 家 庭が 増え て
きています。
子どもは、社会の希望であり、未来をつくる大切な存在です。子どもの健やかな成
長や子育てを支えていくことは、社会全体で取り組むべき重要な課題の一つです。

本市では、平成２７年に子ども・子育て支援の指針となる「第１期長岡市子育て・
育ち“あい”プラン」を策定し、産前産後サポートや保育サービスの充実をはじめ、
子育ての駅の施設拡充、子どもの貧困対策の取り組みなど、妊娠期から出産・育児ま
で切れ目のない支援を総合的かつ計画的に行うとともに、地域や社会全体で子育てす
るまちを推進してきました。

このたび、第１期計画が令和２年３月をもって終了することに伴い、令和２年度か
ら令和６年度までの第２期計画を策定いたしました。
第２期計画は、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく子どもの貧困対
策推進計画を包含し、子どもたちが将来に夢や希望を持てる社会を目指した取り組み
をさらに強化します。
「育つよろこび

育てる幸せ

みんなで子育てするまち

長岡」を基本理念とし、

引き続き「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指し、全ての子どもの健やか
な成長を育むとともに、保護者が安心して子どもを産み育てられ、子育てや子どもの
成長に生きがいを感じることができるよう支援の充実を図ってまいります。

令和２年３月

長岡市長

磯田達伸
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