
様式第２号－②会議結果通知 

               会議結果（書面会議）  

会議の名称 令和３年度第２回朝霞市子ども・子育て会議 

開 催 日 時 
※意見等 

収集期間 

令和３年９月１日（水） 

※令和３年９月１日（水）～令和３年１０月２９日（金） 

開 催 場 所 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、書面開催 

出 席 者 

 

委員２５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 

北元さやか委員 金子雅美委員 佐藤順與委員 鳥居功委員 

岡部利枝委員 一宮光夫委員 甲斐史也委員 獅子倉千代子

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 江川千佳子委員 

 

議 題 
１ 朝霞市子ども・子育て支援事業計画の推進状況について 

２ 保育所等の利用定員の改定（令和４年４月）について 

公開・非公開 ― 傍 聴 者 ― 

【審議概要】 

１ 朝霞市子ども・子育て事業計画の推進状況について 

   朝霞市子ども・子育て支援事業計画に関する令和２年度の進捗状況について

御審議（評価）いただいた。 

 

〇審議（評価）方法 

   朝霞市子ども・子育て会議委員に対し、書面により審議事項を通知し、回答

を依頼。 

 

〇審議結果 

① 次世代育成支援対策推進法の行動計画に係る関連事業について、担当課評

価と評価が同じだが、３名から９事業に対し、評価コメントシートの提出

をいただいた。また、担当課評価と委員による評価が違うものについて

は、１名２事業に対し、評価検討シートの提出をいただいた。 

② 子ども・子育て支援事業計画に係る子ども・子育て支援事業（１５事業）

について、評価と評価した理由について記した評価シートの提出をいただ

いた。（次回会議の議題となる。） 

 

２ 保育所等の利用定員の改定（令和４年４月）について 

令和３年７月２０日開催の保育園等運営検討部会の資料及び審議事項を書面

により通知し、利用定員の改定実施についての意見書を提出いただいた。 



質問事項は無く、実施すべきと考える、または実施したほうが良い（実施し

てみる価値はある）と大多数の回答であった。 

 

３ 提出意見と事務局回答 

 

〇【関連事業】質問事項の回答 

 

（山谷委員） 

事業番号：４ ≪こども未来課≫ 

・新規里親登録があったのに、Ｂ評価というのはなぜでしょうか。新規登録件

数の目標があるのでしょうか。 

⇒登録件数に具体的な数値の目標は定めておりません。Ｂ評価の理由は、主に

周知活動について、コロナ禍により健康まつりや里親月間などでPR活動がで

きなかったことを勘案したものです。 

 

事業番号：１１ ≪保育課≫ 

・第三者評価を導入する施設が増えないのはなぜでしょうか。 

⇒第三者評価の導入につきましては、福祉サービス施設全体で考えていかなけ

ればならないことと認識しております。第三者評価による客観的な視点を取

り入れることは、運営の向上を図る上で有効なことと認識しておりますの

で、施設が増えないことについては課題として捉えております。導入する施

設が増えない理由の１つとしては、費用の負担が大きい点が挙げられると認

識しております。 

 

事業番号：１８ ≪教育指導課≫ 

・自己評価がＢである理由は何でしょうか。目標が実際より高かったのでしょ

うか。 

⇒令和２年度、新型コロナウイルス感染症の影響により、４、５月が臨時休業

となり、スクールサポーターや低学年補助教員だけでは、２ヵ月の学習の遅

れを取り戻す十分な支援ができなかったため。 

 

事業番号：３７ ≪保育課≫ 

・需要が減少している理由は何でしょうか。 

⇒障害のある児童を保育するという施設の性格上、対象を障害者のみに限って

いることや、障害のある児童の放課後を過ごす場所として、放課後等デイサ

ービスが充実してきていることが考えられます。 

 

事業番号：４６ ≪福祉相談課・こども未来課≫ 

・目標５１人に対し、実績が２６人であるのはなぜでしょうか。 

⇒児童扶養手当を受給している世帯の中高生が対象で、受け入れスタッフや会

場等の都合から５１人を目標値としており、令和２年度は２６人が学習支援

教室を利用しました。 

 



事業番号：４７ ≪生活援護課≫ 

・何世帯に支援したのでしょうか。予算の問題により、支援できなかった世帯

はなかったのでしょうか。 

⇒４世帯に支援を行いました。また、予算の問題で支援できなかった世帯はあ

りませんでした。なお、生活保護法で定められた額を受給世帯に確実に支給

する必要があることから、予算の問題が生じないよう対応しております。 

 

事業番号：５４ ≪各課（こども未来課）≫ 

・自己評価がＢである理由は何でしょうか。 

⇒多文化推進サポーターやパンフレット等の多言語表記など、全庁的に取り組

んではいるものの、更に充実させていく必要があると考えているため。 

 

事業番号：５６ ≪教育指導課≫ 

・自己評価がＡではなくＢである理由は何でしょうか。 

⇒日本語指導支援を必要とする児童生徒は増加傾向にある。当初予算だけでは、

十分な支援をしていくことが難しく、補正を組んで対応する必要があったた

め。 

 

事業番号：９９ ≪危機管理室≫ 

・自治会町内会等との協働について、どのようなことが課題なのでしょうか。 

⇒防犯灯の設置箇所及び灯数について、地域の実情に合わせる必要があるため、

情報共有等の連携を深めることが重要である。 

 

事業番号：１００ ≪危機管理室≫ 

・自治会町内会等との協働について、どのようなことが課題なのでしょうか。 

⇒防犯灯の設置箇所及び灯数について、地域の実情に合わせる必要があるため、

情報共有等の連携を深めることが重要である。 

 

事業番号：１０２ ≪危機管理室≫ 

・事業の実施により得られた成果が１００番と同じですが、合っていますか。 

⇒別紙のとおり、修正いたしました。 

（差し替えをお願いします。委員全員に送付しました。） 

 

〇【支援事業】質問事項の回答 

 

（山谷委員） 

事業番号：５ ≪保育課≫ 

・「確保の方策」として、「幼稚園の利用促進を図ります」とありますが具体

的にどのように、どのくらい利用促進を図るのでしょうか。 

⇒幼稚園での預かり保育（幼稚園において保育園と同程度の長時間保育を行う

こと）の実施促進を図っており、平日においては、市内８園のすべてで実施

していただいております。しかしながら、夏休み等の幼稚園の休日における

預かり保育については、現在３園での実施に留まっていることから、他の幼

稚園に対しましても働きかけを行っております。 

 

事業番号：６－（１） ≪保育課≫ 

・利用を希望する方は、全員、延長保育を利用できていますか。 

⇒延長保育については、保育を必要とする事由がある場合に限り利用できるも

のとなっておりますが、市内全７１施設において、延長保育事業を実施して



いることから、必要とする方への延長保育については、需要を満たせている

ものと考えております。 

 

・平成３０年度より利用者が減っている理由はなんでしょうか。 

⇒平成３０年度より一部の民間保育園で延長保育料の徴収を開始したことか

ら、利用者が減少したものと考えております。 

 

・推進に関する課題は、具体的にどのようなことでしょうか。 

⇒延長保育料については、各園の判断により設定することが可能となり、市内

の施設により徴収の有無や金額が異なることから課題として認識しているも

のです。なお、利用者に対しましては、事前に「保育園のご案内」において

提示し、費用の有無を御理解いただいたうえで、申請をしていただいており

ます。 

 

事業番号：６－（２） ≪保育課≫ 

・確保の内容１６５０人よりも実績１６４３人が少ないのに、入所待機者が出

ているのは、場所が合わないということなのでしょうか。 

⇒ご質問いただいた通り、放課後児童クラブは、学区ごとに入所できるクラブ

が異なることから、一部学区では希望する放課後児童クラブへの入所が叶わ

ず、学区によっては空きが生じております。待機児童の多い学区につきまし

ては、民間の放課後児童クラブの整備を進めており、現在、定員に対して、

空きがある状態でございます。 

 

 

事業番号：６－（３） ≪こども未来課≫ 

・確保の内容が７０人で、実績が８７人というのはどういうことでしょうか。

利用希望をしているのに、利用できなかった事案があるのでしょうか。 

⇒７０人分の宿泊を見込んでおりましたが、令和2年度については見込みを上回

る８７人分の利用希望があり、ショートステイに対する全ての利用希望に対

応いたしました。 

 

事業番号：６－（６） ≪保育課≫ 

・１施設が閉所となったとのことですが、そこを利用されていた人たちはどう

されたのでしょうか。他のセンターを利用したりしているのでしょうか。 

⇒閉所となった子育て支援センターに通われていたお子さんと保護者の行き先

につきましては、友達の家で遊ぶなどして過ごされていると閉所となった施

設より伺っております。また、閉所となった子育て支援センターは、利用者

のいない日があるなど、利用者の減少により閉所を決めた旨、施設より伺っ

ております。 

 

事業番号：６－（７）―① ≪保育課≫ 

・実施時間や利用者数等に応じて、補助金を交付しているとのことですが、具

体的にはどのような条件でしょうか。使用施設が２２施設あるのもかかわら

ず、３施設しか交付されていないのはなぜでしょうか。 

⇒預かり保育補助事業でございますが、長時間の預かり保育を実施する幼稚園

に対して、運営にかかる費用の一部を、市の単独の補助金として幼稚園に交

付しております。要綱の定めにより、市内の私立保育園を対象としているこ

とから、市内８園に限られ、また、具体的な条件として、年度中に２００日

以上の預かり保育を実施していることや、預かり保育に従事する職員を常時

２人以上配置していること、児童一人あたりの面積基準や利用料金の上限額



などを設けており、令和２年度は、該当となる幼稚園が３園でございまし

た。 

 

事業番号：６－（７）－② ≪保育課≫ 

・令和元年度に比べ令和２年度では利用者が減っているのは、どのような理由

からでしょうか。コロナ禍だからでしょうか。 

⇒一時預かり事業につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を受け、４月

から６月までのリフレッシュ保育を中止していたことや、保護者から保育園

への問合せの際に、新型コロナウイルス感染症の感染を心配し、申込みを控

えた保護者がおりました。 

 

事業番号：６－（８） ≪保育課≫ 

・令和元年度に比べ令和２年度では利用者が減っているのは、どのような理由

からでしょうか。コロナ禍だからでしょうか。 

⇒病児保育事業につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を受けているも

のと考えております。申込み後のキャンセルの理由を確認すると、回復した

ため病児保育に預ける必要がなくなったという理由とあわせて、自宅で看護

ができることとなったための理由が多くございました。 

 

事業番号：６－（９） ≪保育課≫ 

・提供会員が減ったのは、コロナ禍だからでしょうか。事業の利用人数が１４

００名ほど増えた理由は何でしょうか。サポート会員の拡大のために、どの

ようなことをされたのでしょうか。 

⇒ファミリー・サポート・センター事業につきましては、提供会員（サポート

会員）になってくださる方の登録の伸びが課題となっております。会員の退

会の理由としては、引っ越しや就労、年齢的な理由などにより、預かりを続

けることができなくなり退会となった場合が多い状況でございます。 

利用人数につきましては、令和元年度の小学１～６年生は１，６４４人で、

全体の利用人数としては令和２年度の実績が３，０２０人となっており、令

和元年度の全体の利用人数は、４，３９２人でございましたので、減少して

おります。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響と考えてお

ります。また、サポート会員の拡大のため、令和２年度は、民生委員の会議

に２回参加し、周知させていただきました。また、新型コロナウイルス感染

症の拡大前は、サポート会員の少ない地域のマンション等に案内のポスティ

ングや、スーパーの掲示板への案内の掲示などで、周知を図っております。 

 

事業番号：６－（１０） ≪健康づくり課≫ 

・妊婦健康診査の受診を経ず、出産に至る方も数件存在しているとのことです

が、どのような事情から受診されていないのでしょうか。 

⇒家族等に妊娠の事実を伝えられないまま経過する場合や、妊娠に気づくこと

が遅れる、望まない妊娠だったがどうして良いか分からなかった等の理由で

受診しないまま経過する場合があります。 

 

事業番号：６－（１１） ≪健康づくり課≫ 

・対面での面接だけでなく、オンライン等の面接なども検討していますか。 

⇒現時点でオンラインを活用した面接は予定しておりません。 

 

事業番号：６－（１２） ≪保育課≫ 

・保護者へ個別に案内を配布しているのに、申請が少ない理由は何でしょうか。 

⇒個別に案内を配布しているところではございますが、補助の対象となる家庭



が、対象となっていることに気づいていないことや、対象の認識があった場

合においても申請を希望しないことが考えられます。１人でも多くの申請を

いただくため、該当となる保護者に対し、幼稚園から声かけの実施も可能で

はありますが、補助の対象となる理由（低所得など）を、幼稚園に知られた

くない保護者の声もあることから、現時点では、幼稚園を通しての個別の声

かけは実施しておりません。引き続き、市から保護者へ案内をすることによ

り、周知を図ってまいりたいと考えております。 

 

（一宮委員） 

事業番号：５ ≪保育課≫ 

・保育園を希望する家庭が多い中で、何故、待機児童が多く、今だ解消されな

いのか。 

⇒待機児童が多い要因といたしましては、利用希望者に対しての受け皿不足だ

けでなく、定員バランスの悪さがあると考えております。具体的には、１歳

児、２歳児に待機児童が多く発生している一方で、０歳児には定員割れが生

じております。このような事から、令和４年度より公立保育園において受入

人数の見直しを行うことや、新たに整備する保育園においては、１歳児、２

歳児のみの小規模保育施設とするなど、効果的な対策を実施する予定となっ

ております。 

 

事業番号：６－（２） ≪保育課≫ 

・高学年の入所保留が多いのかを検証した民間事業者の協力が不可欠であり改

善が望まれる。 

⇒放課後児童クラブの申請状況といたしましては、１年生から３年生までの低

学年が多い一方、４年生をはじめとする高学年の入所希望者も申請いただい

ている状況でございます。しかしながら、選考の基準として、優先順位の高

い低学年の入所希望者により、定員が満たされる放課後児童クラブもあり、

申込みされた全員の入所は難しい状態です。本市では、平成２９年度より民

間の放課後児童クラブの整備を進めており、現在、市内に１１か所ございま

す。また、空きのある放課後児童クラブもございます。今後におきまして

も、入所を希望する多くの児童が入所できるように、申込み状況と空き状況

を確認しながら、待機児童対策に努めてまいりたいと考えております。 

 

〇【関連事業】評価コメントシートの提出内容 

 

（嶋﨑委員） 

事業番号：３７ 

・入所定員に達していないとのことだが、本事業の周知はしっかりとなされてい

るのだろうか。障害親子のＱＯＬは、多文化共生の観点からも健常者との懸け

橋になると考えられる。 

 

事業番号：５８ 

・園庭の無い保育所が増加しているのではないかという観点や、ボール遊び禁止

等の制限を勘案すると、計画的な整備の拡大や利用方法の検討も含め、事業の

充実が求められる。 

 

事業番号：５９ 

・子どもの健やかな発達を考えたとき、主体的な「遊び」を提供できる本事業は

大きな可能性があると考える。アンケートから現状を把握し、必要に応じて年

間予算規模も拡大していくなど、子どもの育ちのみならず保護者同士の交流も



含め、未来へ投資する視点も重要である。 

 

事業番号：７８ 

・感染リスクを考慮し、オンラインによる開催も可能ではないだろうか。 

 

事業番号：９５ 

・感染リスクを考慮し、オンラインによる開催も可能ではないだろうか。 

 

事業番号：１１１ 

・新入生の通学路の安全教育は重要である。感染リスクを考慮し、これまでの事

故事例を踏まえた危険箇所を示すなど、オンラインによる場の設定も重要では

ないか。 

 

（山谷委員） 

事業番号：１１ 

・導入する施設が増えない理由の１つとして、費用の負担が大きい点があげられ

るとのことですが、費用の補助等検討できないのでしょうか。 

 

（藤田委員） 

事業番号：５ 

・課題にあるように、児童自身が相談できる体制の整備をお願いします。 

 

事業番号：３７ 

・事業の継続については検討が必要であると思うが、休止、復活ができる。体制

準備はしておいていただきたい。 

 

事業番号：６４ 

・現状、中止になったのは仕方がなく、実施に向けて準備をしていたとの事なの

で、開催したものと同じ評価で良い。 

 

〇【関連事業】評価検討シートの提出内容 

 

（藤田委員） 

事業番号：５６ 評価Ａ 

・自己評価Ｂとなっていますが、申請に対して対応ができたのであればＡ評価で

良いと思う。 

 

事業番号：５９ 評価Ａ 

・目標・計画の回数が実施されているから。 

 

問い合わせ先

（事務局） 

朝霞市こども・健康部こども未来課こども未来係 

担当者：金子 

電話番号 ０４８－４６３－１１１１（内線：２４５２） 

ｅメール  kodomo_mirai@city.asaka.lg.jp 

 


