
別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度第１回朝霞市子ども・子育て会議

開 催 日 時

午後 １時３０分から

令和３年７月２日（金）

午後 ３時１０分まで

開 催 場 所 朝霞市コミュニティセンター ３階ホール

出 席 者

≪委員２１人≫

山田陽子委員 嶋﨑博嗣委員 山谷真名委員 谷井喜信委員

須藤千歳委員 田島由華委員 瀬戸由輝子委員 太田剛委員

金子雅美委員 佐藤順與委員 岡部利枝委員 一宮光夫委員

甲斐史也委員 安孫子陽子委員 関口博信委員 渡邉俊夫委

員 神保明美委員 藤田勇委員 金子智恵子委員 安福直美

委員 岩田早苗委員

≪事務局８人≫

麦田こども・健康部長

保育課：又賀課長、二河課長補佐、平岡係長、岡係長

こども未来課：高橋課長、金子係長、髙橋主事

会 議 内 容

（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

会 議 資 料

会 議 録 の

作 成 方 針

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起こ

した場合の当該電磁的記録の保

存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法

会長及び副会長による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴人なし



審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

【金子こども未来係長】

定刻となりましたので、ただいまから、朝霞市子ども・子育て会議を開催させていた

だきます。本日、進行を務めさせていただきます、こども未来課の金子と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。

それでは、会議の進め方について説明いたします。初めに、会議の公開つきましては、

「市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針」により、本審議会は原則公

開となっております。また、傍聴人につきましては、傍聴要領を定め、記載された事項を

お守りいただいた上で傍聴をしていただくことになります。なお、守るべき事項に反す

る行為をされた場合には、退場していただくことがございます。

次に、会議録につきましては、ＩＣ レコーダーにより会議を録音し、作成をさせてい

ただきます。会議録には、発言者名を明記させていただきますので、恐れ入りますが、発

言の際には、お名前をおっしゃってから、御発言をお願いします。

また、会議録は、会議終了後に作成し、全委員に送付いたします。当日欠席された場合

でも、会議録によって審議の内容を御確認いただけるようにし、やむを得ず欠席される

際に、御意見等がある場合には、会議開催日の前日までに書面により御提出ください。

会議の進め方については以上でございます。

それでは、会議の公開についてお諮りしたいと思います。本日の審議会の開催につき

ましては、「市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針」により、本審議会

は原則公開となっております。皆様、この会議は公開としてよろしいでしょうか。

≪異議なしの声あり≫

特に御意見がなければ、本日の会議は公開といたします。また、本日の傍聴人はいら

っしゃいませんので、議題に移りたいと思います。

これより、朝霞市子ども・子育て会議、委嘱書の交付を行います。委嘱書の交付にあ

たりましては、お時間の都合もございますので、委員を代表いたしまして、山谷様にお

受け取りいただきたいと存じます。

（委嘱書交付）

ありがとうございました。他の委員の皆様の委嘱につきましては、封筒の中に入れさ

せていただいておりますので、御確認をお願いいたします。

続きまして、麦田こども・健康部長より御挨拶申し上げます。



【麦田こども・健康部長】

皆さんこんにちは。これからの２年間、皆様方にはこの子ども・子育て会議の委員を

お願いしたいと考えております。本日は、本当にお忙しい中、また雨の中、御出席いた

だきましてありがとうございます。

初めて委員となられた方も多くいらっしゃるようですが、主な役割といたしまして

は、朝霞市が行っている子育て支援のための取組について、内容を調査、審議していた

だいて、そこに対しての御意見を伺うということが大きな流れになっています。

ポイントを申し上げますと、この計画で進められている事業に対しての評価を行うと

いうことです。例えば、保育園の今ある制度について変えようとしたときに、皆様の考

えを伺うこととか、保育料を見直すときに、皆様に御意見をいただくことなどが、主な

内容となってまいります。

この計画は、５年間の計画となっておりますので、これが令和６年までの計画になり

ます。その前の計画が平成２７年から令和元年までの計画で、これも５年間の計画でし

た。この計画は国の方で計画を策定して、この子育て支援を進めなさいということにな

っております。前期の計画で主に言われていたのは、保育園の待機児童というのがかな

り問題になっていましたので、待機児童を解消するための計画を作りなさいっていうこ

とで、前期の計画はできておりました。そこに様々な子育て支援の施策を位置付けて、

皆様に進捗管理をしていただきました。

後期は見直しまして、どちらかというと子育て支援全般の施策をメインに位置付け

て、待機児童の対策は、最後の方に持ってきております。

だからといって朝霞市の待機児童が減った、解消したという訳ではないのですけど、

後期の主な課題と言いますのは、やっぱり待機児童の課題も残っております。保育園の

待機児童対策という課題が一つ、ほかにも虐待への対応は内容が複雑化していること

や、子どもの貧困については、社会的にも問題になっております。貧困家庭へのお子さ

んや家庭への支援など、その当たりの御意見を皆様から伺っていきたいと考えておりま

す

進め方としましては、様々な議題をこちらから投げ掛けまして、それに対して皆さん

から御意見を頂くことになります。この会議には様々な分野の方に御出席をいただいて

おります。例えば大学の教授であれば知識経験者の方、あと保育園ですとか放課後児童

クラブ、幼稚園保護者の方、それから保育園や学校ですとか、放課後児童クラブも含め

てですけど、施設に従事している方、あとは公募の市民の方、ほかにもいろいろな町内

会の人とか地域の方々ですね、そういった様々な方々からの御意見を私どもは受けて、

今後どのように子育て支援を進めていくかということを、一緒に話し合いながら決めて

いきたいと考えております。もちろん、最終的にどういう政策にするのかというのは、

私ども市の方で決めることになりますけども、その決めるまでの過程で皆様方の御意見

を聞いていきたいということになっておりますので、これから２年間どうぞよろしくお

願いいたします。

【金子こども未来係長】

続いて事務局の職員の紹介をさせていただきたいと思います。



（職員紹介）

この会議は、子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき設置されたもので、

朝霞市子ども・子育て会議条例により、その組織や運営等について定めております。

第７条第２項の規定によりまして、会議については、「委員の過半数の出席しなければ、

会議を開くことができない。」とされております。

本日の出席委員は２１名ですので、会議の成立要件である、委員の定数２５名の過半

数を満たしておりますので、会議は成立していることを御報告いたします。

議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきます。

（配付資料確認）

本日の会議は、新たに委員を委嘱させていただきました最初の会議ですので、会長お

よび副会長が決まっておりません。朝霞市こども・子育て会議条例第５条第１項に「こど

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。」と

ありますので、ただいまから、当会議の会長・副会長の選出を行いたいと思います。

なお、会長、副会長が決まるまでの間、こども・健康部長の麦田が議事を進行させてい

ただきたいと存じます。それでは、麦田部長よろしくお願いいたします。

【麦田こども・健康部長】

それでは、会長、副会長が選任されるまでの間、私が仮議長を務めさせていただきま

すのでよろしくお願いいたします。

それでは、議題のうち会長および副会長の選出について、子ども・子育て会議条例第５

条第１項に、「委員の互選によって定める」との規定がございます。会長、副会長につき

まして、自薦、他薦を問いませんので、どなたか御意見等ある方はいらっしゃいますか。

【金子委員】

本会議は子ども子育てに関する総合的な会議でございますので、１号員の知識経験を

有する者として、前回に引き続き十文字学園女子大学の山田委員を会長に推薦させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【麦田こども・健康部長】

はいありがとうございます。ただいま金子委員より十文字学園女子大学の山田委員を

会長にとの御意見がありましたが皆様いかがでしょうか。

≪意見・異議なし≫

では、山田委員、会長をお引き受けいただけますでしょうか。



≪山田委員 了承≫

それでは皆様に御賛同いただきましたので、今回の任期におきましても、十文字学園

女子大学の山田洋子先生に、会長をお引き受けいただきたいと存じます。これからの議

事進行につきましては山田会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。

【金子こども未来係長】

それでは、山田会長、お席の移動お願いいたします。

それでは、ここで会長になられました、山田様より御挨拶をお願いいたします。

【山田会長】

十文字学園女子大学の山田洋子と申します。会長に選任していただきまして、誠にあ

りがとうございます。一生懸命務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。

この会議では、子どもを中心にして話し合いを進めるところが一番の基盤になってい

ます。そして、子どもの前にいる親達や大人達、子ども達が幸せになるためには、周り

の大人達が幸せにならなければ、子どもはいつまでたっても幸せにはなりません。

そういう意味で、子ども・子育て支援会議は、子どもと大人にとって幸せとは何か、

というところをしっかりと見据えながら、1回 1 回の会議を丁寧に行ってまいりたいと

思っています。

子どもたちは、このコロナ禍にあっても一人一人、自分らしく一生懸命生きようとし

ています。そして私たち大人も同じです。そういう子どもや子育て家庭や周りの大人に

とって何が大事なのか、これまでの会議の中でも、時間の限りはありましたけれども、

考えながらいろいろな施策の検討に取り組んできております。

今年度も来年度も、引き続き同じ姿勢と言いますか、新しい委員の方もお招きして、

それから継続して取り組んでくださる委員の方も、事務局も一丸となってこの会議進め

てまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【金子こども未来係長】

ありがとうございました。それでは、これからの議事の進行は、朝霞市子ども・子育

て条例第７条第８項第５号の規定のとおり、会長にお願いしたいと存じます。

【山田会長】

了解いたしました。では次に、副会長につきまして、自薦、他薦を問いませんので、

どなたか御意見等ある方はいらっしゃいますか。

【渡邉委員】

会長におきましては「知識経験を有する者」として１号委員から選出されている山田

委員が選任されましたので、副会長におきましても１号委員から継続して選出されてお



ります東洋大学の嶋﨑委員を推薦したいと思います。よろしくお願いいたします。

【山田会長】

ただいま渡邉委員より、東洋大学の嶋﨑委員を副会長にとの御意見がありました。

皆様いかがでしょうか。

≪意見・異議なし≫

ありがとうございます。嶋﨑委員、お引き受けいただけますでしょうか。

≪嶋﨑委員 了承≫

【山田会長】

それでは嶋﨑副会長、正面の席へ移動をお願いいたします。

それではここで副会長になられた嶋﨑様より御挨拶をお願いいたします。

【嶋﨑副会長】

皆さん、こんにちは。東洋大学の嶋﨑と申します。子どもの健康のことを専門にして

おります。先ほど麦田部長、山田会長から子どもを中心にしながら考えて行くとお話が

ありました。貧困の問題、待機児童の問題、様々ございます。そのような中、色々な角

度から意見交換をして、実質的に本当に子どもの幸せとして、そしてその周りの保護

者、地域の幸せについて、皆様と膝をつき合わせながら考えていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

【山田会長】

続きまして、委員の皆様の自己紹介をお願いいたします。

（委員自己紹介）

それでは進めてまいります。

議題２、子ども・子育て会議の運営について、事務局より説明をお願いいたします。

【金子こども未来係長】

子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法に基づき、市の子ども・子育てに関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として、本市では平成２７年度に設

置されました。この会議の事務については、子ども・子育て支援法第７７条第１項に定

められており、市の子ども・子育て支援に関する施策の総合的な計画である子ども・子

育て支援事業計画の推進に関し、必要な事項や施策の実施状況を調査・審議いただくと

ともに、保育園や放課後児童クラブなどの施設整備や運営に関する基準や、利用者負担

などの検討をお願いしており、委員の任期は２年間となっております。

また、本市の子ども・子育て会議においては、委員の皆様がより活発な意見交換がで



きるよう、「朝霞市子ども・子育て会議部会設置規定」に基づき、３つの部会を設け、

各部会で御審議いただいた事項を、全体会議において御意見をいただく形で運営してま

いりたいと考えております。

概要は以上です。続いて部会の運営についても御説明させていただきます。

子ども・子育て会議には三つの部会がございますと御説明させていただきました。一

つ目が保育園等運営検討部会、二つ目が保育園等利用者負担検討部会、三つ目が子ど

も・子育て支援事業部会でございます。

一つ目の保育園等運営検討部会の内容としましては、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、総称して保育園等と今後は言いますが、施設

整備や運営に関すること、認可外保育施設に関することなどについて御審議いただきま

す。二つ目の保育園等利用者負担検討部会でございますが、こちらは保育園等の保育料

等、利用者負担の検討に関することについて御審議いただきます。最後の三つ目、子ど

も・子育て支援事業部会の内容としましては、皆様に先ほどお配りしました手元の冊

子、こちらの計画を策定していくことについて御審議いただく部会でございます。

説明は以上でございます。

【山田会長】

このことについて、御質問や御意見はありますか。

【山谷委員】

説明ありがとうございました。子ども・子育て支援事業部会についてですが、以前は

この計画を立てるための部会であったと思うのですけど、もう既に計画があるので、運

用などについてもう少し詳しい説明をお願いします。

【高橋こども未来課長】

まさに山谷委員の方から御質問があったとおり、計画の方は昨年からスタートしてい

るところですが、こちらの計画の中にいろいろな施策が位置付けられておりまして、年

次報告という形で報告をさせていただくことになります。

また、その中で市として子ども・子育ての部分で、今後、推進していかなければなら

ない事案もあるかと考えておりますので、御意見を頂いていくことになるものと想定し

ております。部長の麦田からも、お話させていただきましたが、子どもの貧困ですと

か、子育てのあり方などにつきましては、委員の御意見をいただきながら、市の考え方

等と合わせて考えてまいりたいと思っております。

ということで、こちらの子ども・子育て支援事業部会は、これから考えていかねばな

らない事項などが発生した場に、審議していただければ考えているところです。次回の

会議以降でも、また御意見等をいろいろとお聞かせいただければと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

【山田会長】

他はいかがでしょうか。

では三つの部会を設置して会議を運営していくということでよろしいでしょうか。



ありがとうございます。また、部会の委員の指名につきましては、会長と副会長に一

任いただいてよろしいでしょうか。

部会の委員の選出につきましては、会長が、そして副会長が指名させていただくとい

うことで今了解を頂きましたが、今回新しく委員任期が始まることとなります。

委員名簿を拝見したところ、委員の皆様の選出団体等に変更がございませんので、前

任者が担当していただいた部会を基本的には引き継ぐ形で、少し変更をさせていただい

ておりますが、別紙名簿案のとおり、皆様が所属していただく部会を決定させていただ

きたいと考えておりますが、御意見がございましたらお願いいたします。

【金子こども未来係長】

大変申し訳ございません。このタイミングで名簿案をお配りしようと思っていたので

すが、先ほど中座させていただいた麦田部長がその封筒を持って帰ってしまったと思い

ますので、今すぐにコピーして御用意しますので、先の議題を進めていただけないでし

ょうか。

【山田会長】

では、議題３の子ども子育て支援事業計画について、事務局から説明をお願いいたし

ます。

【高橋こども未来課長】

申し訳ございませんでした。改めまして、第２期の子ども子育て支援事業計画につい

て御説明をさせていただきます。

本日資料として配付させていただきました。こちらの第２期朝霞市子ども・子育て支

援事業計画、こちらの方を御覧いただきながら、説明の方を進めさせていただきます。

子ども・子育て会議が所掌する計画といたしまして、令和２年度から６年度までの５

年間を計画期間する、第２期朝霞市子ども・子育て支援計画を位置付けております。

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条に基づいて策定するものであり、本市の子

ども・子育て支援施策について幅広く検討するものです。

計画書４３ページを御覧ください。「このまちで 育ってよかった 育ててよかった

子育ち・子育てのよろこびをわかちあえるまち 朝霞」を基本理念として、子どもた

ちの育ちを応援する姿勢をより強くし、子どもが「朝霞で育ってよかった」と思い、保

護者が「朝霞で育ててよかった」と実感し、地域の人たちが「子育ち・子育てのよろこ

びをわかちあえるまち」目指すこととしております。

次に、４６ページの施策の体系を御覧ください。基本理念を実現させるための取組と

して、三つの基本目標を定めています。「基本目標１ すべての子どもがすくすく育つ

まち」といたしまして、全ての子どもが、かけがえのない個性ある一人の人間として認

められながら、家庭や地域の中で、生きる力を育むことができるよう教育・医療・福祉

等の各分野が密接に連携し、子どもの教育・養育環境の充実に取組ます。また、子ども

がより多くの友達と出会い、交流することができるよう、地域の中の子どもの居場所づ

くりを進めます。

次に、「基本目標２ すべての家庭が安心して子育てするまち」といたしまして、保



護者が妊娠・出産から子育ての期間を通じて切れ目なく支援を受けながら、子育てに対

して不安や負担を感じることなく、子育てに取り組むことができるよう、地域全体で温

かく見守り支える環境づくりに取組ます。

次に、「基本目標３ すべての子どもが質の高い教育・保育をうけるまち」といたし

まして、全ての子どもたちが健やかに、幸せに育つ環境を実現するため、教育・保育事

業やライフスタイルに応じた福祉サービスの提供に取組ます。

以上の三つの基本目標のもとに、それぞれ基本方針、施策の方向性を示しており、こ

の施策展開に基づいた形で、市が行う様々な子ども・子育て事業を位置付けておりま

す。一例ですが、５１ページをご覧ください。基本目標１ 基本方針１－１ 子どもの

人権の尊重のために 施策の方向性 子どもを虐待やいじめ等の人権侵害から守るため

の体制強化を推進するために、関連事業としてＤＶ相談、要保護児童対策地域協議会等

を活用した児童相談事業など８事業が位置付けられ、その事業を着実に実施することと

しております。

このようにすべての基本方針、施策の方向性に関連事業を位置付けており、計画全体

として１３２事業を位置付けております。

最後に、朝霞市子ども・子育て会議条例第３条所掌事務において、子ども・子育てに

関する施策の実施状況を調査審議することとの規定がございますことから、次回以降の

会議におきまして、関連事業の実施業況についての年次報告をさせていただきたいと存

じますので、御意見を頂きたいと考えております。

説明は以上になります。

【山田会長】

ただいまの事務局説明について御意見、御質問がありましたらお願いいたします。

【渡邉委員】

基本的にこの子育て支援事業計画の中に入っていることを、対象者にどうやって伝え

るかが一番の問題であって、その人たちが認識しないと政策は運用ができないので、い

ろいろな広報の仕方だと思います。どのようにノウハウの部分を伝えていくのかが課題

と思います。いくら良い政策を行っても対象者に届かなければ意味がない。この冊子を

見ても、実際、自分のところにどうやって制度が届くのかは、ちょっとなかなか現実的

なところだと分かりづらいと思うので、そういうところをどうやって上手くやっていく

ことができるのかなと思います。

【山田会長】

ありがとうございます。これまでも、ずっとその件に関しては重点的に対策を考えな

ければと申し上げてきたことで、この時期にもう一度確認しなければならないというふ

うにすごく思います。事務局よろしくお願いいたします。

【高橋こども未来課長】

渡辺委員から御指摘ございました事項は、市議会等でもいろいろ御意見を頂いている

部分でございます。これまでは、例えば市の広報誌に載せて、皆さんにお伝えをしてお



りました。少し時代が進みまして、今はホームページに掲載することや、またＳＮＳ等

で発信ということで、少しずつ増やしてきているのですけども、せっかくこのようない

ろいろな施策をやっても、本当に必要とする方に届いているのかという部分が、これか

らの課題となってきております。

例えば、先ほど部長の麦田の方からもお話しましたが、子どもの貧困対策ということ

で、子ども食堂という取組があるのですけれども、例えば食事を、御家庭の方で提供で

きないので、安価で温かい食事を提供していただけるような、例えばそういう場所等々

と市役所が繋がっていくことで、支援を必要とする実態が把握できるようになれば、例

えば一人親家庭の医療ですとか、複雑な家庭の状況などで必要な施策の情報を伝えられ

る、または違った施策の方が必要ではないかということなどが、求められているものと

考えております。この辺に関しましては、いろいろな御意見を頂きながら、今後進めて

いかなければいけない課題だと思っております。ぜひとも皆様からこの会議を通じまし

て、いろんな場面の御意見を頂ければと思います。

【山田会長】

丁寧な説明ありがとうございました。市が積極的に検討していることがわかって安心

いたしました。この場でもう一度課題を再確認して、共有できましたので、この会議の

中でも引き続き話題に出しながら、市と協力して充実させていただいきたいというふう

に思います。

他に質問はございますか。

【金子委員】

質問ではないのですけども、４７ページの真ん中ぐらいですね、子どもの健全育成の

充実という課題がございまして、その中に青少年健全育成地域の集いというのがありま

すが、明日、この会場で市内の小中高の学校から３，３７６点の作文を応募いただきま

した、優秀作品賞の作文発表がございます。一応、御報告させていただきます。素晴ら

しい作品がたくさん応募されていますので。

【山田会長】

素晴らしいですね。なんだか心が温かくなる行事ですね。そういう子どものためにい

ろいろな行事とか取組をされていることが分かりました。他はいかがですか。

よろしいでしょうか。では、部会名簿の配付をいたします。

なお、他の部会を希望されるような場合は承りますので、会議終了後に事務局の職員

に御相談いただきますようお願いいたします。

では次に議題４です。保育所等の利用定員の改定につきまして、事務局から説明をお

願いします。

【平岡保育係長】

保育所等の利用定員の改定について、詳細な事項につきましては、今後行われる保育



園等運営検討部会で行いますので、本日は概要等構成について簡単ではありますが説明

させていただきます。

まず、現在の待機児童の状況ですけれども、令和３年４月の数値としましては、４３

名となっております。こちらの公式に発表する数値になっているのですけれども、昨年

度６８名でしたので、いくらか減少はしているものの、来週に県が発表を予定している

待機児童の公表値としましては、今の見込みですと、県内で１番目になってしまう状況

でございます。

朝霞市では令和３年４月待機児童が多くなるという見込みがありましたので、１歳児

の特別枠としまして、空き教室を使用して受け入れ枠の拡大を行っておりました。

この特別枠を実施していない場合、待機児童数については４３名ではなく、６０名を

超えてしまうのではないかというような状況で、かなり厳しいものとなっております。

一方で０歳児の保育園の空き状況ですが、４月の入園選考後に、令和３年度で３８名

分、令和２年度で４６名分の空きが生じている状況となっており、主に待機児童は１歳

児で多く発生しているというような状況でございます。このようなことから、定員の見

直しを行い、同時に待機児童対策を実施したいと考えております。

具体的には、現在欠員の出ている０歳児の定員を減らすことで、翌年度にその０歳児

は１歳児として進級しますので０歳児を減らすことによって進級する１歳児もおのずと

減少することから、結果的に１歳児として受け入れる児童数が増加することになりま

す。それに伴って 1歳児の待機児童が減少するという考えでございます。

ちょっとわかりやすく数字で説明させていただきますと、仮に０歳の定員は１００名

１歳児の定員を１５０名とすると、１歳児での受け入れ人数というのは、１５０名から

１００名を引いた５０名、これが１歳児の受け入れの人数となります。ここで欠員が生

じている、空きの出ている０歳児の定員を仮に１０名減らし、９０名にしたとします。

さらに１歳児の定員については変更しなかった、この場合１５０名になるのですけれど

も、その場合、１５０名から９０名を引きますので、６０名が 1歳児としての受け入れ

をすることが可能となり、１歳児の待機児童が減少するという考えです。なお、０歳児

については欠員が生じている状況であるため、待機児童数の増加は見込まれません。

このような考え方をベースに方向性としましては、０歳児の定員を減らし、職員の配

置や面積の基準を許す範囲で、１歳児２歳児の定員を少し増やす方向で考えておりま

す。

なお、今回の変更につきましては、今後の保育需要の変化により、０歳児の定員を現

状に戻すということも考えられますので、いわゆる認可定員というものを変更するもの

ではなく、あくまで令和４年度以降の受け入れ人数の変更を想定しており、この度の受

け入れ人数の変更がかなり大きなものとなることから、子ども・子育て会議にお諮りす

るものとなります。今後におきましては、資料の今後のスケジュールというところにあ

りますとおり、保育園等運営検討部会におきまして、より詳細な状況の説明と変更案を

お示しし、その結果を踏まえて、第２回子ども・子育て会議全体会議にて御意見を頂戴

し、市としましての受け入れ人数を確定したいと考えております。以上でございます。

【山田会長】

ただいまの事務局からの説明に対して、御意見、御質問をお願いいたします。



(質問なし)

では、この件に関しましては、７月２０日に保育部会が開かれて、そこでの検討の結

果を踏まえて、８月の第２回の子ども・子育て会議の中で、しっかり審議をしてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

では、議題５その他にについて、事務局からお願いいたします。

【金子こども未来係長】

今後の流れについて御説明させていただきます。先ほど保育園定員の件について御説

明させていただきましたとおり、部会を開催することとなります。

第 1回の保育園等運営検討部会は、７月２０日火曜日１４時から市役所の全員協議会

室で開催することとなります。審議内容は、保育園等の利用定員の見直し案でございま

す。先ほどの名簿で、保育園等運営検討部会の所属委員はお残りいただきたいと考えて

おります。

なお、第２回の会議については、改めて通知をさせていただきますので、皆様の御了

承いただければと存じます。

【山田会長】

今の御説明について何か御質問ありませんか。

島﨑副会長、この部会っていうのは、どういうようなお話し合いになっていく感じで

すか。

【島﨑副会長】

先ほど事務局の説明があったとおり、定員の見直しということですが、認可定員を変

更するということではないということです。

現状の待機児童に即しながら、どのような方向に持っていった方が良いのかというこ

とですね。いろいろな形で意見を伺うのと、その意見をまた全体会にということで、皆

様に、こういう話し合いがありましたということで、お伝えした上で、今後の方向性を

具体的に考えていけるかと考えております。

【山田会長】

ありがとうございます。では、以上で議題は全て終わりました。最後に全体をとおし

て何か御意見や御質問、御感想がございましたらお願いいたします。

【太田委員】

子ども・子育て会議で話し合われて了承された内容というのは、市の施策に対してど

れぐらい影響力があるのでしょうか。



【山田会長】

事務局からお願いいたします。

【高橋こども未来課長】

例えば、先ほどの保育定員等の話ですと、この会議で審議了承された内容というの

は、この会議を踏まえまして定員数も変わってくるものだと思います。そのほか事業な

どについては、全く無料で実施できるというものではなく、予算がついたらその事業を

展開するというものもございます。そのような制約がある中で、子ども・子育て会議で

いただいた御意見というのは、前向きに推進をしていきたいということで事務局は考え

ております。内容によるという部分では、ちょっと明確なお答えができないのですけど

も、案件によっては、すぐに進められるものと、時間をかけて進めなければいけないも

のも出てくるということで、御了承いただければと考えております。

【山田会長】

ありがとうございます。他はいかがですか。

【山谷委員】

コロナ禍において、特にその影響で新たに生じている、子どもの課題についてお話い

ただくことはできますか。

【高橋こども未来課長】

子どもを取り巻く環境ということで、先日の市議会でも様々な議論をしてきたところ

なのです。例えば児童虐待については、我々こども未来課の担当ですが、報道等で子ど

もたちが、学校がお休みになってしまい家庭にいることで、虐待の場面が増えているな

どの報道があったりしますが、その調べを行ってみたところ、件数的な部分では、朝霞

市ではそういった顕著な表れはなかったのですが、ただ、そういったことが表面に現れ

て見えてくる部分では、支援の仕方があると思うのですけども、むしろ見えてこない部

分というか、隠れている部分をどのように対応できるかが課題ではないかと、事務局の

方でも考えております。その見えない部分というのは、やはり市役所の方で見ていても

わかることではない部分でありますので、これも先ほど話とリンクしてくるのですが、

アウトリーチの方法で、例えば子ども食堂さんの場面とかで元気がないお子さんを、そ

こでキャッチしていく、また児童館等でポツンと１人でいる子などに、どうしたのと声

かけをしていく、また現状でも保育所等におきまして長期欠席をしているとか、あって

はならないことですけども、顔や体にあざや傷があるような場合は、直ぐに連絡をいた

だける体制などもとっております。コロナ禍におきまして、そういった問題の部分は多

く、まだ見えない中で進行している部分があるのではないかということで、担当として

は考えているところでございます。

【又賀保育課長】

コロナ禍ということで、所管している公立の保育園で、最近の話でよく園長から相談

を受けるのが、保育園でのマスクの着用をどうしますかということで、公立の保育園は



０歳から２歳は無条件に外すと、さらに３、４、５歳については、園外では外して遊ん

で、保育室に入った場合は、基本的には着用なのですけれども、外してもいいよという

ことにはしているのですが、やはり３、４、５歳の子どもに、自分で外したいときに外

したい、苦しいけど、みんなが付けているから、外せないっていうお子さんが、結構多

いということで、実際は、外してくれという親と、付けさせてくれという親と両方いら

っしゃって、どうしようかというところで、園長から保護者には説明はしているのです

けれど、やはりお子さんは実際、自分から外せないというので我慢している。特にこの

時期の熱中症の心配が大きいので、そういう話を園長から聞いたときに、園と保護者の

間では話がされて理解はされているのですけど、どうしても保育の現場の保育士の中で

は、そこまで子どもには伝わっていないので、我慢が多く、担任の先生から子どもに対

して、保育中に苦しかったら外していいんだからねと話して、いつでも外せる雰囲気作

りをしてくださいと。一度言っても子どもがやっぱり聞かないので、先生も一緒に外す

であるとか、そういう雰囲気作りに努めるとようにと、それをずっと子どもに伝え続け

てくださいっていうところで、園としてはそういう運営をしているのですが、非常にそ

こが悩ましいとこかなと思っております。

【山田会長】

ありがとうございました。他はいかがですか。

【甲斐委員】

会議や部会の開催頻度であるとか、開催の基準みたいなのはあるのでしょうか。

【金子こども未来係長】

目安となる開催回数については、その内容にもなってしまうのですが、先ほどの保育

園の定員の話ですと、１回もしくは２回ではないかというところです。先ほど課長から

も説明がありましたが、その案件、案件で継続的に考えていかなければならないものも

あれば、１回の会議でイエスかノーかという内容もございます。この全体会議が年３回

か４回開催されているのが例年となっており、部会については、案件次第ということで

御理解いただきたいと思います。

【山田会長】

他はよろしいでしょうか。ありがとうございました。

ではこれで第１回の子ども・子育て会議を終了させていただきます。

最後に今回の議事録等の手続きにつきまして、会長及び副会長に一任していただきた

いと存じますが、よろしいでしょうか。

（異議なし）

はい。ありがとうございます。

これで議長の座を降ろさせていただきます。御協力ありがとうございました。



【金子こども未来係長】

山田会長、嶋﨑副会長、議事進行ありがとうございました。また、委員の皆様におか

れましても、長時間の御審議ありがとうございました。

以上で第１回の朝霞市子ども・子育て会議を終了いたします。

ありがとうございました。


