
令和３年度第 1回朝霞市子ども・子育て会議 次第 

 

 

日時：令和３年７月２日（金）午後１時３０分～３時 

場所：朝霞市コミュニティセンター ３階ホール 

 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 朝霞市子ども・子育て会議委員委嘱 

 

 

３ 議題 

 （１）会長及び副会長の選出について 

（２）子ども・子育て会議の運営について 

（３）子ども・子育て支援事業計画について 

（４）保育所等の利用定員の改定について 

（５）その他 

 

 

４ 閉会 

 



区分 選出団体等 氏名 備考

十文字学園女子大学 山田　陽子

学校法人東洋大学 嶋﨑　博嗣

公益財団法人２１世紀職業財団 山谷　真名

朝霞市小中学校校長会 谷井　喜信

朝霞市保育園保護者会連絡会 須藤　千歳 新任

民営保育園保護者 田島　由華 新任

幼稚園保護者 瀬戸　由輝子 新任

朝霞市ＰＴＡ連合会 太田　剛 新任

朝霞市放課後児童クラブ連絡協議会 北元　さやか 新任

朝霞市社会福祉法人民間保育園連絡協議会 金子　雅美

東上地区私立幼稚園協会朝霞支部 佐藤　順與

朝霞市社会福祉協議会 鳥居　功

朝霞地区福祉会みつばすみれ学園 岡部　利枝 新任

公募市民 一宮　光夫 新任

公募市民（審議会等の公募委員候補者名簿） 甲斐　史也 新任

朝霞市議会議員 獅子倉　千代子

ＮＰＯ法人なかよしねっと 安孫子　陽子 新任

朝霞市自治会連合会 関口　博信

子ども会連合会 渡邉　俊夫

朝霞市商工会 神保　明美 新任

連合埼玉朝霞・東入間地域協議会 藤田　勇

朝霞市青少年育成市民会議 金子　智恵子

朝霞市民生委員・児童委員協議会 安福　直美

あさか子育てネットワーク 岩田　早苗 新任

朝霞市地区里親会 江川　千佳子 新任

計２５名

朝霞市子ども・子育て会議委員名簿
（任期：令和３年６月９日～令和５年３月３１日）

１号　知識経験を有する者
【４名】

２号　保護者
【５名】

３号　子ども・子育て支援に
関する事業に従事する者

【４名】

４号　公募による市民等
【２名】

５号　その他
【１０名】

資料 １



資料 ２ 

１ 

○朝霞市子ども・子育て会議条例 

平成25年９月27日条例第51号 

改正 

平成26年３月31日条例第５号 

平成29年12月20日条例第21号 

平成30年９月28日条例第20号 

朝霞市子ども・子育て会議条例 

（目的） 

第１条 この条例は、朝霞市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めること

を目的とする。 

（設置） 

第２条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の規定

に基づき、市の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、朝霞市

子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 法第77条第１項各号に規定する事務を処理すること。 

(２) 子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査審議すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 子ども・子育て会議は、委員25人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 知識経験を有する者 

(２) 法第６条第２項に規定する保護者 

(３) 法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(４) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 
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（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

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。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第７条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

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、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、

又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（部会） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、会議に諮って部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。 

４ 部会長は、部会の事務を総理する。 

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。 

（庶務） 

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、こども・健康部こども未来課及びこども・健康部保育課に

おいて処理する。 

（雑則） 

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会

議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和32年朝霞市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成26年条例第５号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月20日条例第21号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年９月28日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 



1 

 

朝霞市子ども・子育て会議部会設置規程  

 

（趣旨）  

第１条  この規程は、朝霞市子ども・子育て会議条例（平成２５年９月２７日

条例第５１号。以下「条例」という。）第８条第１項の規定により、朝霞市

子ども・子育て会議の部会の設置及び運営について必要な事項を定める。  

（部会の所掌事務）  

第２条  朝霞市子ども・子育て会議に部会を置き、条例第３条に掲げる事務に

係る具体的取組とその推進方策について審議する。  

２ 部会の名称及び所掌事務は、別表のとおりとする。  

（部会の組織）  

第３条  部会は、委員１１人以内で組織する。  

（招集）  

第４条  部会は、部会長が会長に諮って招集する。  

２ 部会長は、必要があるときは、部会に部会員以外の者の出席を求めること

ができる。  

（審議事項の報告）  

第５条  部会長は、部会において審議した事項について朝霞市子ども子育て会

議に報告する。  

  

資料  ３  
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別表（第２条関係）  

名称  所掌事務  

保育園等運営検討

部会  

○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所並び

に放課後児童クラブ（以下「保育園等」という。）の

施設整備及び運営に関すること。  

○認可外保育施設に関すること。  

○その他、市長が必要と認めること。  

保育園等利用者負

担検討部会  

○保育園等の利用者負担の検討に関すること。  

子ども・子育て支

援事業計画部会  

○子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること。  

 



資料 ４ 
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○朝霞市子ども・子育て会議傍聴要領 

 

朝霞市子ども・子育て会議  

 

１ 傍聴する場合の手続  

（１） 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で受付を

し、会長の許可を受けた上で、係員の指示に従い、入室してください。  

（２） 傍聴者の受付は、先着順で行い、定員になり次第受付を終了します。  

２ 会場の秩序の維持 

（１） 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってくだ

さい。 

（２） 傍聴者が３の事項に違反したときは、会長はこれを注意し、なお、

これに従わないときは、退場していただくことになります。  

（３） 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。  

① 刃物等危険なものを持っている者  

② 酒気を帯びていると認められる者  

③ 張り紙、ビラ、掲示版、プラカード、旗、のぼり等を持っている者  

④ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと

認められる者  

（４） 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることはできません。ただし、会長

の許可を受けたときは、この限りではありません。  

３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項  

傍聴者は、次の事項を守ってください。 

（１） 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否

を表明しないこと。 

（２） 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。  

（３） 会場において発言しないこと。  

（４） 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等

を掲げる等示威的行為をしないこと。  

（５） 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。  

（６） みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。  

（７） 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。  

（８） 会場において、会長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等

を行わないこと。  

（９） 携帯電話等通信機器を使用しないこと。  

（１０） その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。  



令和３年度第１回朝霞市子ども・子育て会議資料 

３ 議題 

（４）保育所等の利用定員の改定について 

 

 

■待機児童の現状 ※７月５日（月）県、記者発表予定 

①県内第一位 ４３名 

    ※２歳児特別枠３６名の受け入れ後の数値 

②昨年度と同水準での待機児童を算出すると６７名 

 

■定員改定における基本的な考え方 

➀０歳児、定員割れを解消 

②１歳児、２歳児における待機児童の解消 

③一時保育、育成保育の充実（拡充） 

 

■今後のスケジュール 

 会    議 内  容 

７月 ２日（金） 

１３：３０～ 
第１回 全体会 趣旨を説明 

２０日（火） 

１４：００～ 
第１回 ➀保育園等運営検討部会 見直し（案）を提示、承認 

８月 第一週  

１４：００～ 
第２回 ➀保育園等運営検討部会 見直し（案）の承認 

８月２７日（金） 

１４：００～   
第２回 全体会 見直し（案）の決定 

※７月２０日開催の部会にて（案）が承認された場合は、第２回部会は開催しない。 

※第２回部会の開催日時は、第１回部会にて決定する。 

※定員見直しの最終決定は、市長決裁による。 

 

 



区分 選出団体等 氏名 部会

十文字学園女子大学 山田　陽子 ③

学校法人東洋大学 嶋﨑　博嗣 ①

公益財団法人２１世紀職業財団 山谷　真名 ①

朝霞市小中学校校長会 谷井　喜信 ③

朝霞市保育園保護者会連絡会 須藤　千歳 ①

民営保育園保護者 田島　由華 ②

幼稚園保護者 瀬戸　由輝子 ②

朝霞市ＰＴＡ連合会 太田　剛 ③

朝霞市放課後児童クラブ連絡協議会 北元　さやか ①

朝霞市社会福祉法人民間保育園連絡協議会 金子　雅美 ②

東上地区私立幼稚園協会朝霞支部 佐藤　順與 ③

朝霞市社会福祉協議会 鳥居　功 ①

朝霞地区福祉会みつばすみれ学園 岡部　利枝 ②

公募市民 一宮　光夫 ③

公募市民（審議会等の公募委員候補者名簿） 甲斐　史也 ③

朝霞市議会議員 獅子倉　千代子 ①

ＮＰＯ法人なかよしねっと 安孫子　陽子 ③

朝霞市自治会連合会 関口　博信 ③

子ども会連合会 渡邉　俊夫 ③

朝霞市商工会 神保　明美 ③

連合埼玉朝霞・東入間地域協議会 藤田　勇 ②

朝霞市青少年育成市民会議 金子　智恵子 ①

朝霞市民生委員・児童委員協議会 安福　直美 ②

あさか子育てネットワーク 岩田　早苗 ②

朝霞市地区里親会 江川　千佳子 ③

計２５名

①保育園等運営検討部会　　　　　　　７名

②保育園等利用者負担検討部会　　　　７名

③子ども・子育て支援事業計画部会　１１名

朝霞市子ども・子育て会議委員　部会名簿（案）
（任期：令和３年６月９日～令和５年３月３１日）

１号　知識経験を
有する者
【４名】

２号　保護者
【５名】

３号　子ども･子育て
支援に関する事業に

従事する者
【４名】

４号　公募による
市民等
【２名】

５号　その他
【１０名】


