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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和３年度第３回朝霞市子ども・子育て会議  

開 催 日 時 令和３年１２月２１日（火） １４時００分から１５時５０分まで 

開 催 場 所 朝霞市民会館 ２階 ２０１会議室 

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  瀬戸由輝子委員  太田剛委員  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 

本田麻希子委員  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  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  

≪事務局１２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、新井課長補佐、金子係長、榎本主事  

健康づくり課：田中次長、坂田課長補佐、萩原係長  

会 議 内 容 

（１）子ども・子育て支援事業計画の評価について  

（２）令和４年度開所（予定）保育所等について  

（３）令和４年度４月開所保育所等の利用定員設定について  

（４）その他  

会 議 資 料 

（１）次第 

（２）資料１ 子ども・子育て支援事業計画評価等検討資料 

（３）資料２ 令和４年度開所（予定）保育所等概要 

（４）資料３ 令和４年度４月開所保育所等の利用定員設定について 

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） 

【新井課長補佐】 

 それでは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。 

 本日はお忙しい中、朝霞市子ども・子育て会議に御出席いただきましてありがとうございます。

本日、進行を務めさせていただきます、こども未来課の新井と申します。よろしくお願いします。 

 初めに、本会議の会長である山田会長からごあいさつをいただきたいと思います。山田会長よ

ろしくお願いします。 

 

【山田会長】 

 委員の皆様、事務局の皆様、こんにちは。本日は寒い中、そして年末の御多忙な中に御参集い

ただきまして本当にありがとうございます。今回も子供を中心に据えて、張り切って話し合って

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。 

 

【新井課長補佐】 

 会長ありがとうございました。 

 それでは、会議の前にまず市議会議員からの選出委員に変更がございました。 

 獅子倉委員に代わりまして、本田議員が委員となられましたので、本田委員に自己紹介をお願

いしたいと思います。本田委員よろしくお願いします。 

 

【本田委員】 

 皆様こんにちは。朝霞市議会議員の本田麻希子です。私の子供はもう大きくなってしまったん

ですけれども、今高校２年生と中学校３年生の子供がおりまして市内の保育園でお世話になって

いた時期もあります。皆さんと一緒に子供たちのためにいろんなお話をしていければと思ってい

ます。よろしくお願いします。 

 

【新井課長補佐】 

 ありがとうございました。なお、部会につきましては、獅子倉委員が所属していた保育園等運

営検討部会に所属いただきますので、御了承ください。 

 それでは、会議開催に当たりまして、定足数の確認をいたします。 

 本日、田島委員、北元委員、金子（雅美）委員、藤田委員の４人から、所用により欠席すると

の連絡をいただいております。出席委員は２１人となっておりますので、会議の成立要件である

委員定数２５人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。 

 次に資料の確認をさせていただきます。事前にお配りしました資料といたしまして 

１点目、本日の会議次第 

２点目、資料１子ども・子育て支援事業計画評価等検討資料 

３点目、資料２開所（予定）保育所等概要 

４点目、資料３令和４年の４月開所保育所等の利用定員設定についての４点になります。皆様、

資料はおそろいでしょうか。不足がありましたら、挙手をお願いします。大丈夫でしょうか。 

 それでは、これからの議事の進行は山田会長にお願いしたいと存じます。山田会長よろしくお

願いします。 



【山田会長】 

 はい。では、進行させていただきます。 

 本日、傍聴人の方はいらっしゃいませんか。本会議は原則公開と決定しておりまして、傍聴要

領に基づいて傍聴を許可しております。会議の途中で傍聴希望者があった場合には、傍聴要領に

沿って入場していただきますので、どうぞ御了承ください。 

 では早速、議題を進めてまいります。議題（１）、子ども・子育て支援事業計画の評価につい

て事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 それでは、子ども・子育て支援事業計画の評価につきまして御説明いたします。こども未来課

の金子と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、資料１を御覧ください。資料１が（１）から（５）の構成になっておりまして、こちら

は委員の皆様に御評価いただいたもので、（４）と（５）に質疑と回答を参考として載せさせて

いただいており、（４）が支援事業、（５）が関連事業となっております。本日の会議では、（１）

の支援事業の評価、あとは（２）の関連事業に関する評価コメントシートの確認、（３）の評価

検討シートの関連事業について、もう一度評価を検討していただく内容となってございます。 

 それではまず（１）の評価支援事業について、３ページを御覧ください。 

 各支援事業につきましては、事業番号ごとに説明を行いますので、よろしくお願いします。 

それでは、最初に事業番号５「幼児期の学校教育、保育の提供」についてです。 

自己評価が「Ａ」となっておりまして、評価案が「Ａ」、委員の皆様の評価の内訳として「Ａ」

が１８、「Ｂ」が７、主なコメントで評価は、子育て家庭に向けて、幼児教育や保育を適切に提

供できるよう継続して積極的に取り組んでおり、着実に進捗している。待機児童ゼロには至って

ないが、定員増の取り組みを実施している。施設の設置があった。施設が増えたため、Ｂ評価で

は保育園を希望する家庭が多い中で、待機児童の解消になっていないため、令和２年度からは減

ったものの、待機児童が４３人もいる。進捗はしているが、保育園の需要が増えていることに追

いつかず、大抵は横ばいとなっているなどがございました。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 では、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 では、すいません、私の方から一つ事務局に御質問させていただきます。 

 今説明していただきましたように、Ａ評価とＢ評価の中で、この待機児童のことが述べられて

いて、評価の場合は、ゼロには至ってないけれども対定員増の取り組みが実施されている。 

Ｂの場合には、保育園を希望する家庭が多い中で、待機児童の解消に至っていないという。 

本当にこの辺りのことで、事務局の方としては、どんなふうに今、お考えでしょうか。 

 

【麦田こども・健康部長】 

 はい。私の方からお答えさしていただきます。朝霞市は特に保育需要の高い市でございます。 

保育園の待機児童というのも、今年度は県内で一番多いということに結果となっております。特

に埼玉県内でさいたま市ですとか大きな市がいくつもある中で１位ということは、これは行政と

しても何とかして待機児童の解消に努めていかなければいけないと考えてございます。そういっ



た中で、この今回の計画書に基づいて市としては、計画的に保育園または小規模保育施設の整備

に努めているというところでございまして、そういった意味では、計画的な整備を進められてい

るということで、評価「Ａ」と見ることもできると思いますが、一方で待機児童はまだまだ解消

していないということを見ますと、評価「Ｂ」との見方もできると思います。ですので、この中

では、委員の７人の方は評価「Ｂ」ということを付けられていると思いますので、その辺は皆さ

んそれぞれの見方があると思います。ただ、最終的には子ども・子育て会議としての評価をつけ

ていただきたいと思っておりますので、全体の話し合いの中で、「Ａ」とされるか「Ｂ」とされ

るのかというところは、最終的な評価をお願いしたいというふうに考えているところでございま

す。 

 

【山田会長】 

 はい、真摯に率直にお考えを述べていただいてありがとうございます。 

 委員の皆様、御意見をお願いいたします。 

 

【本田委員】 

 待機児童の問題というのもすごく大きなところで関心も高いところとは思うんですけれども

私が注目したいなと思ったのが「Ａ」評価だけれども真ん中辺りです。待機児童の解消に至って

いないが着実に新園の設立および小規模保育事業の拡大により、定員増を推し進めていると、今

後さらなる推進が求められる一方で、保育の質の担保、保育士の専門性確保を同時に検討してい

くことが重要であるという御意見が入っているんですよね。保育の場の提供はもちろん大事なこ

とだけれどもやはりそこで子供がどういう形で保育を受けているかというのは非常に大事な点

だと思っていて、この質の担保のための議論というのは実は市議会の中でも、何度も繰り返され

ていることですけれども、いかんせん市議会で検討するのは公立園のことも多くて、民間園の状

況とか、逆に保護者の方の御要望というのもなかなかお聴きできない部分もあったりするので、

委員の皆さんからもぜひ民間園を利用してらっしゃる方とか、あるいは園を経営してらっしゃる

方とかそういった方からもこの辺りで苦労されている部分があればお聴かせいただきたいなと

も思いますし、執行部から議会で何度も伺っているので、この保育の質の確保や保育士の確保も

含めて、執行部が非常に苦慮しているのもよくわかっているところですけれども、今後、執行部

としても、こんなことをやっていきたいとか、評価「Ａ」はもらったけれども自分たち自身とし

てはこんなことが課題だというふうに感じているとこがあったら、改めてお聴かせいただきたい

と思います。 

 

【麦田こども・健康部長】 

 はい、どうしてもこういった計画に基づいて保育園の整備をしていくということで話を進めま

すと、数字的なものばっかりに追われてしまい、その質という部分は見失いがちになってしまう

と思います。確かにこれまでも会議の中でもこれだけ今、保育園作りました、増やしました、で

すので待機児童がこれだけ減りましたという話をしていますけれど、そういった質の部分に踏み

込んだ話というのは、なかなかできてなかったと思います。私どもとしましては、もちろんその

待機児童の解消も大事ですけども、質も大事だというふうには考えております。 

 公設の保育園については私どもが直轄ですので、かなり目に見えてくる部分がございます。た

だ、民間の保育園になりますと、やはりそれぞれの事業者の方々に運営をしていただいておりま



すので、どうしても形としては、監査ですとか、それから立ち入りの調査ですとか、そういった

形でまず確認をさせていただくということになってまいります。そういった意味では、施設の

方々にも御協力いただきながら、定期的な監査、あるいは何かことがあったときには、立ち入り

の調査も行っています。また主として研修を行っていまして、そこには民間の保育士さんも御参

加をいただいき、そういった中で質を上げていくという努力をしているということになります。

また、やはり保育士がどうしても不足の状況ですので、そういった中で、事業者の皆さんと話し

合って、就職相談会を数年前から開いていまして、そんなに大勢の方がそこで確保できるわけで

はないですけども、そういった中でも一定程度の就職をしていただける方もおりますので、そう

いった地道な活動によって市全体の保育の質を上げていくということを、私としても努力はして

いるところです。これからもいろんなこういった会議の皆さんの御意見を伺って、こういったこ

ともやった方がいいんじゃないかということがあれば、そういったこともぜひ取り入れて保育の

質の確保には、これからも努めていきたいというふうには考えているところでございます。 

 

【山田会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 この委員会の中でも、本当に待機児童をゼロにするということの意義ももちろんありつつ、や

はりそれ以上に子供たちにとっての保育のあり方がどうなのか、そこを私たちは丁寧に議論を重

ねてきているというふうに思っております。ですので、本当に質の保証といいますか、子供にと

っての質の保証というところをこれからもますます考えていかなければならないというふうに

は思っております。 

 他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

  

【金子委員】 

 今、麦田部長がおっしゃったように、やはり質というのがございまして、やはり保育所がたく

さん新しく新設されても保育士が本当に足らないんです。私、以前も申し上げましたように本当

に東京とか横浜の方が保育士の賃金が高いということで、せっかくこの地域で保育士の資格取ら

れても、やはり働く方は皆、賃金の高いところとかに行ってしまう。ですからこの朝霞市内でも

保育士の取り合いになってしまって、もう質じゃなくて、資格があれば、やはり資格者が何名と

いうことは必要ですから、資格があればということで、質よりも資格を優先してしまうところも

多々あると思うんです。ですから、待機児童のことはよくわかるんですけれども、新しい保育所

を作るに当たって、またまた、保育士が足らなくなってしまいますので、何とか朝霞市でもその

質の向上を含めて、保育士の賃金等もやはり見直していただければ、朝霞にも東京とか横浜の方

に東上線で行ってしまわないで、朝霞にも地元で生まれた保育士が残ってくださらないかなと思

っているのですけど、そういうことも含めて、また御検討よろしくお願いいたします。 

 

【一宮委員】 

 公募市民の一宮と申します。 

 私も「Ｂ」評価とさせていただきましたが、先ほど、事務局から説明がありました、定員に対

して定員割れになっており、私は宮戸に住んでいるのですが、私の子供も北朝霞保育園が家から

一番近かったのですが、結果的に溝沼保育園まで行くようになった。要するにエリアの部分で不

都合ということもあると思います。エリアごとの保育園の設置状況はどのようになっているので



しょうか。 

 

【麦田こども・健康部長】 

 正直に申し上げて、数年前から昔は、公設の保育園しかなかった頃ですけども、その頃は地域

にちゃんと配置をしてまいりました。その後は民間の保育園をこちらの方で認可をしていくとい

うことになるのですけども、その時には手を挙げていただいて、その方々を認可していただいた

という時期もございました。ただ、そういった地域の偏在化というのも出てきてしまった傾向も

あったものですので、ここ数年こういった計画を作り始めてからは、そういった地域の偏在も見

ながら、保育園の認可をさせていただいておりますので、現状におきましては、なるべく偏在し

ないように、またその前の年の申し込みによって、この地域にどのぐらい足りないのだろうって

いうところも分析をしていまして、それによって例えば去年が北朝霞の方で足りないってことで

あればそちらの方になるべく作るようにしましょうとか、そういった需要の傾向を見ながら、現

状では整備を進めているところでございます。ただどうしても保育需要というのがなかなか読み

づらい部分がございまして、出生だけではなくて、そのご家庭が共働きされるとか、そういった

いろんな条件が重なっての保育園の利用をされるものですので、その需要を図るのがなかなか現

状難しいというところもあるということは御理解いただければと思います。 

 

【山田会長】 

 はい、お願いします。 

 

【甲斐委員】 

 公募市民の甲斐と申します。 

 去年まで企業に勤めていたので、いろいろあるのを見させていただいています。まだわからな

いとこがいっぱいあるので、的外れな御質問だったら、ぜひ御指摘をお願いしたいと思うんです

が、相対的に感じたのは、その評価が何をもって評価しているのかってよく分からないです。例

えば今この件でも、保育園の数の問題を論議しているのか。質を議論しているのか。結局、問題

が混在していて、評価にならないと思います。数を評価するのであれば、数としてどうなのか。

朝霞市だけの問題でなく、全国的に見てとか埼玉県全体で見て評価がどうなのか、評価の基準が

よく分からなくて、非常に評価がしづらかったというのがありました。その辺はどうなんでしょ

うか。 

 

【麦田こども・健康部長】 

 今の御質問ですが、まずはこの分野については、数の評価になります。要はどれだけの保育の

定員を提供できているかというところが評価になります。ただ、どうしてもやっぱり保育という

のは、その裏はそういった質の問題も出てきてしまうので、おそらく今この会議の中でもその話

が出てきたのかなと思うんです。元に戻せば、この評価については数で評価をしていただくと一

応、計画の数値を持っておりまして、その計画通りに保育の提供ができているかどうかっていう

目線での評価というのを、私たちが求めているものになります。そうするとちゃんとやっている

けどもそれでもまだ足りてないじゃないかって、話はどうしてもそこにでてきてしまうと、その

中でやっぱり皆さんの中では「Ａ」なのか「Ｂ」なのかっていろんな考えが出てきてしまうと思

うんですけども、もう一つ「Ａ」なのか「Ｂ」なのかっていうのは、その数値的にこれだけの定



数を取ればとかそういう基準は特にございませんので、進捗が８０％以上であるとか、そういっ

た見方をしていただくようにお願いはしているところでございます。答えになっているでしょう

か。 

 

【山田会長】 

 よろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。 

 

【嶋﨑副会長】 

 今、甲斐委員がおっしゃった観点というのは、やはりとっても大事なところだと私も思います。

この保育の提供というところで言うと、やっぱり質的な側面でなくて、量的な側面が柱になると

思います。しかしながら、今議論をしている中で、この質っていうのはどういうものですかって

いう意見がやっぱり出てくるということは、そういう観点からの評価もやっぱり今後やっていか

なきゃいけないっていうところが課題として挙がってくると思います。ですので、今言った意見

をこれからに繋げていくという意識はやはり大事かなと思って、話を聴かしていただきましたあ

りがとうございました。 

 

【山田会長】 

 本当にこの評価の中の１５ありますけれども、一番核となるのがこの事業番号の５ですよね。 

 何を基準にして評価していくのかっていうのが保育っていうのは、本当に奥が深いって言いま

すか、数の事を考えていくと、それに対して質はどうなのか。質のことを考えていくと、待機児

童がいる中でどうやって解消していくのかっていう本当にどこかしら、堂々巡りのようなところ

があって、そういう意味では、今副会長がおっしゃったように、もしかするとこの幼児期の学校

教育、保育の提供のこの評価自体を、思い切って二つに分けてみるとか、数について、質につい

てとか、そういうこともこの先議論をしていく必要があるなっていうふうにそれをやることでま

たこれはいかに繋がっているかというようなことも私達の中で認識が深まっていく、その中でも

分けてみるとどうなるのかっていうような、やはりそういう検討がとても必要だっていうことが

わかりました。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 はい。では、一つ一つについて、ここで評価をしていくことになります。 

 今いろいろ御意見をいただきましたが、自己評価が「Ａ」ということで、委員の皆様の評価も

「Ａ」が１８ついているというところで、これは評価案の通りでよろしいでしょうか。 

 では「Ａ」評価にさせていただきます。次に進んでまいります。 

 事業番号５に関しては、このまま今日はこのことについての議論だけで終始したいっていう思

いになりましたが、これ以降は少しスムーズに進めてまいりたいと思います。 

 では、６－１の延長保育事業について、事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 はい、４ページを御覧ください。 

 こちらの内容、自己評価が「Ａ」、評価案が「Ａ」、委員評価の内訳といたしまして「Ａ」評価

２４、「Ｂ」評価１となってございます。主なコメントで「Ａ」評価は子育て家庭のニーズに応



えて全園にて延長保育が実施され、かつ、園によっては開所時間の延長も進められている。延長

保育時間は、保護者のニーズに応えていると思います。全園にて延長保育が実施されている、午

後８時までの延長保育もできる園が増加していることは評価できる。少しでも延長保育の時間を

延長することに取り組む必要がある。「Ｂ」評価では早朝の制度も充実してくると、もっとあり

がたいとございました。以上でございます。 

 

【山田会長】 

 委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 

【本田委員】 

 延長保育事業で親御さんにとって、なかなか帰って来られないということがあると思います

が、８時まで延びているっていうことは非常にありがたいという一方で働いている保育士の方も

御家族がある場合もあると思うので、この御意見の中にも時間延長の保育の実施には職員の確保

も重要ですっていうことが書かれていたりして、先ほども保育士の確保が難しいということで、

この延長保育によって保育士の確保が難しいとかこの時間帯が大変っていうことはないのかど

うかということをお聴きしたいと思います。 

 

【金子委員】 

 度々すみません。延長保育のことですけども、保育士の確保の中からやはり家庭を持っている

保育士もいらっしゃるので、早番とか遅番、朝の７時から夜の７時半８時までというのがやはり

できない保育士もいらっしゃるわけです。ですから、本当に延長保育の保育士も少ないわけです。

そして、この基準では園児が１人残っても保育士有資格者が２人残らなきゃいけないという決ま

りがあるんです。ですから、有資格者が２人というのもなかなか遅くまで残すというのが大変で

す。 

 朝霞市では支援員という制度を設けまして、保育の資格がなくても支援員の資格を持っていれ

ば、準保育士じゃないけれど資格持っていますよということになっていますが、支援員を残して

はいけないと、やはり有資格者２人、園児１人でも有資格者が２人残らなきゃいけない。園児が

朝おはようと、１人来ても、有資格者が２人居なきゃいけない。そういうことで普段、日中の保

育も少ない中に早番、遅番の有資格者の方の御家庭を持っている先生が残るのがすごく厳しいん

ですよ。ですから、この延長保育でも保育所が足らないというのと、もう一つ私は思うんですけ

ども、朝７時頃から夜８時頃まで預けて、本当に子供の幸せになるのかなって考えてしまうんで

す。もう家に帰ったら本当に寝るだけです。寝てまた早くも起こされて、車中で朝ごはんのパン

食べながらいらっしゃるお子さんもいるわけです。子供の幸せって何だろうって思ってしまっ

て、逆にこの延長保育がなければないで、親御さんは何とかできる御家庭もあると思うんです。

園が預かるから預けるっていう方もいらっしゃるんだから、例えばこれが夜の９時、１０時まで

預かれば、必ず預ける方もいらっしゃいます。もし、やらなければ預けないでなんとかされてい

るんです。子供の幸せ本当になんだろうってそれだけ私思ってしまうんです。答えになっている

かどうかわかりませんけどお願いいたします。 

 

【山田会長】 

 はい。ほかの方はいかがですか。よろしいですか。 



 では、自己評価が「Ａ」で委員評価の内訳も「Ａ」が２４人ということですので、評価案のと

おり「Ａ」でよろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。では、次に６－２をお願いいたします。 

 

【金子係長】 

 はい、５ページを御覧ください。事業名が放課後児童クラブ、自己評価が「Ａ」、評価案も「Ａ」

でございます。委員評価内訳としましては、「Ａ」が２１「Ｂ」が４、主なコメントで「Ａ」評

価は小学校の空き教室を活用して低学年の児童を受け入れることができたことなど、着実に進捗

している。入所待機者数も減少し、着実に事業が進捗していると思います。民間の整備も進んで

きました。教室等の活用や民間クラブを整備することにより、受け入れを拡大し、現在は定員に

対して空きがある状態であるとのこと。次年度入所待機者がいないと良いと思います。「Ｂ」評

価では、高学年の入所留保の改善がされてない。放課後児童クラブの入所者可能者数が増加して

いることは評価できるが、待機者も発生しており解消に向けてより努力が必要、などがございま

した。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。委員の皆様、御意見、御質問お願いします。 

 よろしいですか。 

 では、評価についての御意見をお願いいたします。 

 

【本田委員】 

 委員の皆さんの評価ということですので、こちらでどんな話がされてきたのかというのは私に

は分からないけれども、市議会で議論になっていることとは少し違うかなと思っているところも

ありまして、こちらも公設園では職員数が足りないということが実は市議会でなって話題になっ

ています。でも、こちらで話はなかったのかなというのが少し気になりました。私、去年こちら

の会議を傍聴させていただいて、そのときの委員から出ていた御意見でやっぱり民間の放課後児

童クラブに入ろうと思ったときに男の子ですか女の子ですかっていうふうに聴かれて、園庭が狭

いので、元気なお子さんに物足りないかもしれませんっていうふうに言われてしまったというお

話が出ていたと思います。私はそれを聴いたときに放課後児童クラブを造るだけじゃ難しいんだ

なって思うところもあったりして、そんな御意見も伺っていたのでこちらも数の面での評価「Ａ」

ということなのかなとは思うんですけれども果たしてそれでいいんだろうかなっていう気もし

なくはないんですけれどもその辺りはどうでしょうか。 

 

【山田会長】 

 本田委員の御意見はよく分かりました。その御意見も参考にしながら評価を決めてまいりたい

と思います。自己評価が「Ａ」で委員評価の内訳が「Ａ」が２４人っていうふうになっておりま

すが、「Ｂ」評価の方が１人いらっしゃるという、これは貴重な御意見ですけれどもいかがでし

ょうか評価案の通り「Ａ」でよろしいでしょうか。 

はい。では、そうさせていただきます。 

 では、次を事務局から、説明をお願いいたします。 

 



【金子係長】 

 ６－４、６ページを御覧ください。 

 子育て短期支援事業、ショートステイ事業になります自己評価が「Ａ」、評価案が「Ａ」内訳

といたしまして「Ａ」２４、「Ｂ」が１となっております。主なコメントでは、「Ａ」評価で、見

込み以上の実績があり継続できると良い。なかなか難しい内容のものであるが、必要としている

児童に対して対応できる環境を継続できているのは素晴らしい。受け入れ先を増やすために事業

を周知させる工夫がまだ必要なのかもと思う。里親契約者の確保非常に難しいことです。その中

で４世帯の里親の契約ができたことは大変評価できると思います。今後もどのようにして取り組

んで、里親契約世帯を増やすか、課題だと思います。積極的な取り組みが必要です。「Ｂ」評価

では、ショートステイ事業の市内里親の新規委託者の確保が必要数に至っていないがございまし

た。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。では、委員の皆様、御意見、御質問お願いします。 

 

【江川委員】 

 すみません。里親としてショートステイ事業に参加させていただいている者です。どうしても

家庭に居られないお子さんを地域の中で環境の変化をあまり多く持たない状態の中でお預かり

するっていうことがすごくいい事業だなと私は思っています。 

 朝霞市には施設がありませんので、どうしても一時預かりとか緊急の場合は、他市とか、どう

いうところまでいってしまって学校に通うこともできない状況に陥ることが度々あると思うん

ですけど、それを地域の中でお預かりして、自分たちの通学している学校に通えるというところ

はすごく子供たちにとっては、安心安全な環境をより作ってあげられるっていうところでは、素

晴らしい事業だと思っています。 

 私達も朝霞の里親会でこの事業に多くの方が参加していただけるように、声掛けをこれからし

ていきたいなと思っています。もっともっと多くの里親さんが登録していただけるように努力を

していきたいと思っていますので、この評価はとても良い評価だと思っています。以上です。 

 

【山田会長】 

 ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。では、６－３の評価ですけれども、自己評価が「Ａ」ということで、こ

の評価のとおりで認めたいと思います。 

 では、次、６－４についての説明をお願いいたします。 

 

【金子係長】 

 はい、７ページ、６－４乳児家庭全戸訪問事業、自己評価が「Ａ」、評価案も「Ａ」委員評価

の内訳は全てＡが２５でした。主なコメントで、令和３年度以降、産後の訪問等について案内を

さらに充実させる具体案を出すなどしながら、全戸訪問率１００％を目指して、地道に家庭訪問

を行っている。現状の実績でも十分であると考えます。不可であったところへのその後のフォロ

ーができていれば問題はないと考えます。訪問率９７％と高い水準で訪問が実施されるためとご

ざいました。以上でございます。 



【山田会長】 

 では、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 委員の皆様も全員が「Ａ」評価になっております。この評価のとおりとしてよろしいでしょう

か。はい。ありがとうございます。 

 では、次の６－５お願いいたします。 

 

【金子係長】 

 はい、８ページを御覧ください。養育支援訪問事業及び要保護児童支援事業です。自己評価が

「Ｂ」評価案が「Ｂ」委員評価内訳が、「Ａ」が４、「Ｂ」が１９「Ｃ」が１「Ｄ」が１です。主

なコメントで、「Ａ」評価としましては、体制は確立されていると考えます。感染防止の中で活

動は進捗していると思います。コロナの影響で支援員の家庭訪問は減少したようですが、引き続

きこの事業を継続していただき、虐待等の早期発見に努めてほしいです。「Ｂ」評価で、具体的

な事業内容から、コロナ禍にあって、支援員の訪問による支援が減少したものの関係機関と連携

して必要な家庭に養育支援を行っていることが分かる、踏み込んだ対応が必要になってくる。サ

ポートメンバーの人員確保が必然、先手で動く必要がある。「Ｃ」評価としまして、コロナ禍の

状況で難しい事業であることは承知していますが、養育支援ができなかったことによる弊害が心

配です。今後支援ができなかったことにより、どういった影響があったのかなどの把握を迅速に

お願いしたいです。「Ｄ」評価として、養育支援者はなかなか表面化しないその発展への活動が

重要だと思います。コロナウイルス前の時期だけに、特に表面化しがたいと思います。もっと力

を入れて取り組む必要があると思います。養育支援利用者１人、２日間では少なすぎるのではな

どとございました。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 

【本田委員】 

 養育支援訪問事業の要保護児童支援事業は、児童虐待の防止とかその後のアフターケアも含め

て大事な事業だと思うんです。虐待の通報件数というのは朝霞の中では確かコロナの間、少し減

っていて、また増えてきているという状況だったと思いますが、その辺り執行部に御説明をいた

だきたいのとその中で虐待対応について執行部の方は本当に大変な思いをして児童相談所との

繋がりでもいろいろ対応しているんだと思うんですけど、この事業との児童虐待の防止予防との

関係をもう少し教えていただきたいなと思います。 

 

【石井係長】 

 こども未来課こども相談係長の石井と申します。よろしくお願いします。 

 まず、件数的な部分での御説明になりますが、児童虐待の件数で御説明いたしますと過去３ヶ

年でいきますと令和元年度が児童虐待３１１件、令和２年度が２７６件、令和３年度現時点、１

２月、今日、２６４件というような件数になっております。今の時点で２６４件ですので今年３

００件は超えるかというような見込みでおります。 

 この養育支援訪問事業についてですけどもこちらの事業ですが、よくある事例として特定妊

婦、ハイリスクの妊婦の家庭があるんですけども、若年の家庭ですとか、離婚、再婚を繰り返し



たりとかそういうリスクの高い家庭に対して、特に乳幼児の虐待死についてかなりリスクが高い

ですので、そういう家庭に対して助産師が訪問して週にだいたい１回ぐらいで、およそ３ヶ月か

ら半年くらい訪問していただいて、子育ての状況を見てもらったりですとか、そういう虐待リス

クの高い家に対してこの養育支援訪問事業を御本人の同意の上で、これ同意していただかないと

どうしても使えない事業になってしまうんですけどもというような事業になります。 

 昨年度、養育支援訪問事業自体はコロナ等ありまして、なかなか難しい状況であったんですが、

お子さんの関係している機関、保健センター等含めて、御協力いただくことによって直接的には

養育支援訪問事業を入れられなかった家庭に対しても、何とか見守りをさせていただいて、虐待

の防止に努めたというような状況でございます。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。ありがとうございます。ほかにはいかがですか。 

 委員の評価も自己評価と同じく「Ｂ」になっております。この「Ａ」評価と「Ｂ」評価のコメ

ントを読むといかにこの６－５の事業というのが今求められているかという重要性がすごくあ

って、期待があっての「Ｂ」だというふうに思います。 

 では、評価案の通り「Ｂ」でよろしいでしょうか。はい。ではそのようにいたします。 

 では、次に６－６についてお願いいたします。 

 

【金子係長】 

 はい。９ページを御覧ください。地域子育て支援拠点事業です。 

 自己評価が「Ｂ」、評価案が「Ｂ」。委員評価の内訳が「Ａ」が４、「Ｂ」が２０「Ｃ」が１と

なっております。主なコメントで「Ａ」評価はコロナ禍にあって利用者の減少はやむを得ない状

況といえる。センターにおける本事業の概要は、子育て中の家庭の交流もさることながら、親子

で遊んでいるところへスタッフが近づいていって、何気ない会話から育児相談に繋げることの意

義は大きい。１施設の閉所による影響の実情とそれに対する対応の工夫の説明があると良い。利

用者の減少等で１ヶ所が閉鎖となったことは残念ですが、身近に相談できる方がいない中で子育

てをしている方のために、ぜひ子育て支援センターの活用をしてほしい。「Ｂ」評価として、子

育て支援センターの周知を図ってください、ＰＲ方法を検討していけると良い。コロナ禍の中、

広めていくのは、今は難しいのでは、コロナ禍で外出を控えているのでは。乳児期で保育園にま

だ入園していないことなど相談することができる重要な施設だが、小学校に入学すると利用する

機会が減ると思う。活用、周知方法を刷新したらもっと良くなると思う。「Ｃ」評価では事業の

実施により得られた成果の利用者数と利用実績の比較がしにくい。また、自己評価が「Ｂ」とあ

るが、資料からある程度進捗している箇所が見受けられない。などがございました。以上でござ

います。 

 

【山田会長】 

 委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 

【金子委員】 

 すみません、子育て支援センターって言いますのは、やはり就学前とか幼稚園、保育園に行く

前の施設としては、なくてはならない存在だと思います。支援センターを利用してない方もいら



っしゃるというんですけど、地域によって、近場の支援センターであれば結構利用している方が

多いと思います。本当に支援センターに行きますと、お母さんがたの交流があったり、悩みを打

ち明けたりして、なくてはならない存在だと私は感じています。ですから、私はこの「Ｂ」評価

は、はてなマークですけども、支援センターの職員も本当に手厚く対応してくださっていますの

で、利用される方がすごく喜んでいらっしゃるんです。ですから、先ほど言いましたように、地

域によってその遠くて行けないお母さん方は、残念だと思いますが、近場にあったらなくてはな

らない施設じゃないかと私は感じております。 

 

【山田会長】 

 ほかはいかがですか。よろしいですか。はい。お願いします。 

 

【山谷委員】 

 ここに書かせていただいたんですけれどもその一つ施設が、閉所になってしまったということ

でそこを利用されていた方というのが、すごく心配だなと思い、質問させていただいたんですけ

れども、そうしたところでは一応友達の家で遊んだりとかそういうふうにされているということ

ですけれども、やはり今もお話がありましたようにその近くにあるっていうのはすごく大事なこ

となので、どうしてもそこの施設はあまり利用がなかったりとかそういったことで閉められたと

いうことですが、何か工夫してなるべく近くにそういったセンターがあるといいかなというふう

に思いました。 

 

【山田会長】 

 今の山谷委員の御発言について、事務局でお考えのことがありましたらお聴かせください。 

 

【二河課長補佐】 

 一昨年、本町地区にありました支援センターが利用者の減ということで閉じてしまったという

ことは、担当課としても大変残念に思っておりまして、またその地域の方が近隣の支援センター

に立ち寄っていただければというふうには考えているんですが、なかなかそういった周知、こち

らの御質問の中にも御回答の中にもありましたように周知ができてないと考えております。 

 今後におきましては、ある程度の地域ごとに支援センターを設けるべきというふうには考えて

おりまして、ただ単独型でなかなか設置ができないというところがありますので、保育園の併設

であるだとか、地域によっては児童館の中に設けるだとか、朝霞でも１箇所あるのですけども、

そのような形で、今後も開所する園なり何かの機会にはこちらの方でお声掛けをさせていただき

ながら御協力をいただければというふうに考えております。ただ現時点では具体的にどちらの地

域に新たな支援センターを設置という計画というのはまだございません。以上でございます。 

 

【山田会長】 

 ありがとうございました。 

 そうですね。自己評価「Ｂ」もそれから委員評価内訳も「Ｂ」の人数が多いっていうことです

けれども、評価をつけていくときに悩ましいっていうふうに思いますのは、ここではまず数のこ

とを考えた場合は利用者数が減ったということで、それもあって「Ｂ」になっているんじゃない

かというふうに思うんですけれども、先ほど委員からの御発言もあったように質的なものにおい



ては、これも変わらず「Ａ」というようなところではないのではないかというふうに「Ａ」評価

を出した方たちの御意見とかも聴き、考えるとそういうふうに捉えられて、もうこれはコロナ禍

ということで、真摯に利用者数が減ったっていうところで、「Ｂ」を出していらっしゃるという

ことなので、それを尊重したいと思います。 

 評価案のとおり「Ｂ」でよろしいでしょうか。 

 はい、では次、６－７について事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 はい、１０ページを御覧ください。６－７の、①一時預かり事業（幼稚園）になります。 

 自己評価は「Ａ」、評価案も「Ａ」、委員評価内訳として「Ａ」が２４「Ｂ」が１となっており

ます。主なコメントで「Ａ」評価は、本事業が着実に進捗していることがわかるとともに、事業

番号５の確保の方策にある保護者のニーズに合わせて、幼稚園、保育所、小規模保育事業などの

活用推進することに繋がると考える。施設の拡充も行われており、今後も継続できると良い。保

護者の急な事情により、乳幼児を預けられるこの事業は大変ありがたい事業ですので、広く周知

を図り、困っている方を救ってほしいです。「Ｂ」評価として枠が増えることを願う。利用条件

が難しくないと利用しやすいがございました。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。では、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 お願いします。 

 

【甲斐委員】 

 評価をするときにデータがよく分からなかったのですが、市の現状として令和元年が１３５人

／日、令和２年が４００人／日となっていますが、何故、急激な増加となっているのかというの

と、令和３年が４００人／日、となっていますが、このデータはどのように見ればいいのでしょ

うか。 

 

【岡係長】 

 保育課の岡と申します。よろしくお願いいたします。 

 この４００人という人数ですけれどもこちらにつきましては、今幼稚園では、幼児教育保育無

償化というものが始まっておりまして、両親ともにお仕事をされていない、お父様がお仕事をさ

れてお母様はお仕事をされてないですとかその逆ですとか、そういった方は認定として１号認定

という認定をお取りになっているんですけれども、両親ともに保育が必要という形で仕事をなさ

っていたりという場合には、預かりが必要というような２号認定がございます。そちらが人数と

して、直近ですと４０５人の方が２号の認定をお取りしているというところで、量の見込み預か

りの利用が必要な人数としての見込みで４００人という形で計上しています。上の利用者数につ

きましては、実際に利用があり把握している実人数として、計上をさせていただいているように

なりますので、こちらについて確保と実際というところで、差の方が生じております。以上です。 

 

【甲斐委員】 

 令和２年の実績というのは、もう出ているのですか。見込みですよね４００人／日というのは。



令和元年は実数ですよね。１３５人／日というのは。令和２年は４００人／日ですか。結果はど

のようだったのですか。 

 

【岡係長】 

 令和２年度の実際の数につきまして、進捗管理シートの下の方に掲載がありますが、延べ人数

で２７，０９４人、実人数で３６０人となっております。こちらについては実人数の記載がなく

て、大変申し訳ございません。 

 

【甲斐委員】 

 日にすると３６０人ということですか。データが合っていないということですね。分かりまし

た。 

 

【山田会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 評価ですけれど、評価案のとおり「Ａ」でよろしいでしょうか。 

 はい。では、次に６－７の②について事務局から説明をお願いいたします。 

 

【金子係長】 

 はい、１１ページを御覧ください。一時預かり事業（保育園等）になります。 

 自己評価が「Ａ」、評価案「Ａ」、委員評価内訳「Ａ」が２２「Ｂ」が２「Ｃ」が１となってお

ります。主なコメントで「Ａ」評価では、利用サービス内訳の非定形保育サービス、緊急保育サ

ービス、リフレッシュサービスの利用者から、保護者が様々な理由で本事業を活用していること

が分かる。課題にある利用条件や利用方法等の周知で、さらに本事業が充実すると考える。利用

条件や利用方法の周知がされており、良いと思われる。引き続き利用方法などの周知を続けてほ

しい。「Ｂ」評価は、予約の難しさ、枠の拡大、緊急性や必要性の高い家庭に迅速に対応ができ

ることが求められる。預かりの基準の柔軟さも必要。「Ｃ」評価として利用人数が減少している

理由がわかると良いとございました。以上でございます。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。では、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 

【安孫子委員】 

 この保育園での一時預かりに関して、支援センターをやっておりますのでお母様方からこのこ

とについて声を聴くこともときどきあるんですけれども、もちろん緊急性や必要な高い御家庭が

優先されることはもう大事なことですけれども、予約の難しさというか、公立園と民間園でいろ

いろな違いがあるのは、仕方がないかなと思うんですけれども、公立園の中でも予約の取り方が

すごく難しかったりということで、結局数があっても、一時預かりしていただける園が限られて

しまうという声が多く聴かれるので、予約のやり方だったり受け入れの基準だったりというのが

直接お母様方にわかりやすく示されると良いなと思って、常にお話を聴いて感じているところで

す。以上です。 

 



【山田会長】 

 ありがとうございます。ほかはよろしいですか。 

 では、６－７の②は評価案のとおり「Ａ」でよろしいでしょうか。 

 はい、では、次の６－８について事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 はい、１２ページを御覧ください。６－８病児保育事業になります。 

 自己評価が「Ａ」、評価案が「Ａ」、委員評価の内訳「Ａ」が２３、「Ｂ」が１、「Ｃ」が１とな

っております。主なコメントで「Ａ」評価は問題なく進捗しているように見受けられるため、新

規に登録されている方もあり、周知されているかと考えます。身近に協力者がいない御家庭にと

ってはとても心強い事業だと思います。ＴＭＧあさか医療センター以外の施設の増加が望まれ

る。枠の拡大。「Ｂ」評価として、平成３０年より医療機関併設型の病児保育室が開室された。 

令和元年の利用者２６６人に対し令和２年は２１人と、１／１０以下となっている。その理由は

何か。また市の現状の令和元年度は３０８人となっているが、数値の相違はどう考えれば良いか。

なお、ほかの市町村では民営保育施設において病児・病後児保育が進められているケースもある。

そうした施設への視察実施に基づき、今後の事業推進について検討する余地はある。「Ｃ」評価

として、利用人数が減少している理由が分かると良いとございました。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。「Ｂ」評価と「Ｃ」評価の中のその数字の相違はどう考えればいいかということに関し

て、まずお答えいただけますか。 

 

【岡係長】 

 保育課の岡と申します。 

 数字の相違の点ですが、まず利用者数で令和元年度が３０８人になっているところにつきまし

ては、このＴＭＧあさか医療センターで勤務されている職員のお子様も含めた全体の病児保育の

人数として３０８人という形になっておりまして、実際に今回協定を結ぶ中で朝霞市民を優先的

にお預かりしていただくようお願いしているところがあるんですが、その一般枠でお預かりして

いる人数で２６６人が利用者数といった形になっております。わかりづらい表記になっておりま

して大変申し訳ありません。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。では、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 では、評価案のとおり「Ａ」でよろしいでしょうか。 

 では、次の６－９の説明を事務局からお願いします。 

 

【金子係長】 

 はい、１３ページを御覧ください。ファミリーサポートセンター事業になります。 

 自己評価が「Ａ」、評価案が「Ａ」、委員評価の内訳「Ａ」が２５となっております。主なコメ

ントで、依頼会員数が毎年増加しており本事業の必要性の高さがうかがえる。提供会員数も増加



しており、講演会を行うなど、サポートの質の向上にも取り組んでいると考えます。サポート会

員の増加をどうするか新型コロナウイルス感染拡大によって利用者が減っているとのことで、そ

れは仕方がないことだと思います。地域の中で助け合いながら子育てを行う事業で、サポーター

も養成講習会を受講され、質の向上を図っている。さらにステップアップ講習会も参加され、サ

ポーターの心構えも素晴らしいとございました。以上です。 

  

【山田会長】 

 はい。では、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。委員の皆様、全員が「Ａ」評価ということですので、評価案のとおり「Ａ」

評価でよろしいでしょうか。 

 では、次、６－１０について事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 はい。１４ページを御覧ください。妊婦健診診査自己評価が「Ａ」、評価案が「Ａ」、委員評価

内訳が「Ａ」が２５となっております。主なコメントで本事業は子育てしやすいまちづくりに欠

かせない重要な事業であり、実績９７％と高いが、さらなる周知を図るという課題は、納得であ

る。妊娠出産に関する不安を解消するためにも必要。高い診査受診率となっている未受診の方を

なくすよう図ってくださいなどがございました。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 はい、お願いします。 

 

【山谷委員】 

 すみません。この６－１０についての質問をさせていただいたんですけれども、お答えとして

なぜその数件受診をされない方がいるのかっていうことで、お尋ねしたところその妊娠に気付く

のが遅くなったりし、望まない妊娠だったりということですけれども、それをどうしていったら

いいのか改善案はありますか。 

 

【山田会長】 

 そうですね、こういう現実に対して、行政としてはどういう対応をしていくか。お考えについ

てお願いいたします。 

 

【萩原係長】 

 はい、健康づくり課の萩原と申します。 

 例えば、そういう望まない妊娠の相談ができる妊娠ＳＯＳ相談窓口というのがあるんですけれ

ども、そういうものもいろんな形で周知しております。例えば、成人式の贈り物の中にも入れせ

させていただくなどして、若い方たちにもそういう情報をお届けするようにしています。またい

ろんなところと連携を図って、実は妊娠しているかもしれないという情報が入った御家庭等に

は、あの関係機関と一緒に訪問等で確認をしたりとかっていう形で、できる限りお子さんが安全

に出産されるような形で支援をしていくようにしております。今後も同じような対応をできるだ



け多くの関係機関と連携しながら図っていこうと考えております。以上です。 

 

【山田会長】 

 関係機関と連携しながら、工夫を重ねていくということでよろしいですね。 

 はい。ほかはいかがですか。よろしいですか。 

 では、自己評価のとおり「Ａ」評価でよろしいですか。 

 はい、ありがとうございます。 

 では、次、６－１１について事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 はい、１５ページを御覧ください。６－１１利用者支援事業になります。 

 自己評価が「Ａ」、評価案が「Ａ」、委員評価の内訳が「Ａ」が２２、「Ｂ」が３となっており

ます。主なコメントで、「Ａ」評価では、面接できない人に対して配偶者等からの聴き取りと、

本人へのアンケート実施をすることで、全員の状況把握に努め、支援を行っていることが評価で

きる。核家族化が進み、地域の繋がりが希薄になっている今日、子育てのスタートをサポートす

る本事業は有効であると考える。利便性を考えた新設を期待している。妊婦届け出、母子手帳交

付、面接については制度の知名度も高く定着しており評価できると思います。しかし少数とは言

っても、対応できてない人もいるようですので、追加調査して原因の把握を努める必要があると

思います。「Ｂ」評価では利便性の問題、何ヶ所かにあると利用しやすい市内全てを１ヶ所で賄

うのは難しいと思うとございました。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

  

【山谷委員】 

 こちらも質問に書かせていただいたんですけれども、現在のところオンラインでの面接は予定

していないということですけれども、こちらの課題にもあるようになかなかその体調ですぐれな

かったりとか、その１ヶ所だということで行くのが難しいっていう方もいらっしゃるのかなとい

うふうに思うと、そういった形も検討して、いただきたいなあというふうに思ったんですけれど

もいかがでしょうか。 

 

【山田会長】 

 事務局の方、お願いいたします。 

 

【萩原係長】 

 はい。オンラインは今、予定はしておりませんがお見えになれない方に関しては、専門職が訪

問という形で、お伺いして状況を伺ったり、母子手帳をお届けするっていう形で対応しておりま

すので、現状としてはその形でできる限りお会いしてという形をとりたいなと考えております。

以上です。 

 

 



【山田会長】 

 せっかくそのような対応なさっているわけですので、この質問の答えのところにそこも含めて

書かれるとよかったかなというふうに思いました。ありがとうございました。 

 では、自己評価が「Ａ」ですけれども、評価案のとおり「Ａ」でよろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。 

 では、次の６－１２について事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 はい、１６ページを御覧ください。６－１２実費徴収に係る補足給付を行う事業になります。 

自己評価が「Ａ」、評価案が「Ｂ」、委員評価内訳が「Ａ」が３「Ｂ」が２１「Ｃ」が 1となって

います。主なコメントで「Ａ」評価は申請者が少ないとのことだが、対象者に案内を出している

案内説明に関して、再検討が必要なのかと。副食費について、費用の一部を補助することは良い

ことですが、対象者に対し、申請者が少なかったことは必要ないということではないですか。保

護者自身が該当者かどうかわからない場合が多いので引き続き周知徹底をお願いしたいです。

「Ｂ」評価としまして周知案内方法の改善が必要と思われる、申請がしやすいように周知をお願

いします。申請が少ない要因や理由を調査し、必要な方が受け、取られるよう取り組んでほしい。 

量の見込みと実績が大きく乖離している。対象者に対して申請者が少なかった理由を検討し、適

切に対応する必要がある。分かりにくい面倒くさいそれをもっと簡単に、それを申請しなくても

いいようにするなどの対応も必要、「Ｃ」評価として必要な事業であると思います。しかし利用

者が少ないことが課題ではあります。なかなか把握することが困難でしょうし、自ら申請しよう

とする人は少ないと思います。どのように把握し、申請してもらうか、対策が必要でしょうとご

ざいました。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい。この事業に関しましては、自己評価は「Ａ」で委員評価は「Ｂ」が大半を示しておりま

すが、では、事務局の方から御説明お願いいたします。 

 

【麦田こども・健康部長】 

 資料はＡとなっておりますが、自己評価も「Ｂ」でございました。訂正いたします。申し訳ご

ざいません。 

 

【山田会長】 

 はい、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 

【本田委員】 

 委員の皆様からの評価でやっぱり見込みの人数と実績との乖離っていうところが大きな問題

とされているのかなと思うんですけど逆に見込みの人数はどういうふうにして出しているのか

というのを伺いたいんです。これはかなり確実な状況家庭の収入の要件があったりするのでそう

いう意味では市として把握できる部分も大きいから、割と確実な人数として見込めているのか、

あるいはそこまで確実じゃなくてだいたいこんなぐらいかなあという見込みなのかで、実績とし

て上がっている人数っていうのが実際に必要な方との乖離がそんなにないっていう状況なのか



っていうあたり、この見込みの数値を中心に御説明いただけたらと思います。 

 

【山田会長】 

 では、事務局の方お願いします。 

 

【岡係長】 

 保育課の岡と申します。 

 この２４０人という見込みの人数の出し方でございますが、こちらにつきましては実際の人数

となっておりまして、こちらの副食費の補助を受けられる対象者というのが、所得の関係とあと

第３子、小学校３年生までとか、そういったような３子であっても決まりはあるんですけれども、

その中で、所得も含め、兄弟の人数の方も確認した上で２４０人といった形で、令和２年度の実

績で２４０人となっておりますので実際対象となるのは２４０人で申請があったのは３６人と

いった形になっております。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい、ほかはよろしいですか。 

 では、評価案のとおり「Ｂ」でよろしいですか。 

 はい、ありがとうございます。 

 では、最後です、６－１３について事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 はい。１７ページを御覧ください。多様な事業者の参入促進・能力活用事業になります。 

 自己評価が「Ａ」、評価が「Ａ」、委員評価の内訳が「Ａ」が２３「Ｂ」が１「その他」が１と

なっています。主なコメントでは「Ａ」評価は、本事業により、特別な支援が必要な子どもの受

け入れに当たって、良質な保育体制の整備ができたという成果は意義深い。今後も継続した取り

組みを望みたい。今後も認定こども園を増やしていってほしい。また、そこに携わる職員への研

修等にも力を入れてほしい。特別な支援が必要な子どもの受け入れに当たり、職員の加配の費用

補助を行うことによって、良質な保育ができたことは良いことです。「Ｂ」評価は２園だけでは

少ないと思います。あと、「その他」の評価として、補助を必要としている園の数と、必要額と

実施した補助額が不明なため、評価できませんとございました。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいたします。 

 

【本田委員】 

 この事業評価するにあたってもちろん特別に支援が必要な子どもの受け入れ数が増えている

ということを評価するというのは大事だと思うんですけど朝霞市全体としてこの特別な支援を

必要とする子どもが何園受け入れていて何人いてその中で２人増えたっていうことがどれほど

大きな意味があるのかという辺りも評価しなきゃいけないじゃないかと思いますので、そこの説

明をお願いできますか。 

 



【平岡係長】 

 はい。まず、現在、特別の支援加配等が必要となる児童の数をお答えさせていただきます。年

度の問題があろうかと思うんですが、例えば令和２年４月１日ということでありますと７１人の

お子様がいらっしゃいました。令和３年の４月１日ですと、加配されているお子様が、全体で８

１人いらっしゃっています。園の数ということになりますと公設は全て１１園、受け入れをして

おりまして、民間園については、令和２年中が１９施設とプラス居宅訪問型事業ということで２

０箇所というふうに表現した方がよろしいかなと思っています。令和３年度につきましては、２

１施設と居宅訪問型で２２というのが施設というような形になっております。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい、ほかはいかがですか。 

 では、評価案のとおり「Ａ」評価ということでよろしいでしょうか。 

 それでは、（１）の支援事業に係る評価は終了しましたが、事務局の方、次世代育成支援行動

計画関連事業に係る説明というのがありますか。 

 

【金子係長】 

 はい。続いて（２）の関連事業に係る評価コメントシートの説明をさせていただきたいと思い

ます。１９ページを御覧ください。 

 こちらは関連事業について、皆さんから御提出いただいた評価コメントになります。評価は各

事業課がしました自己評価と同じでも、その事業に対して意見やコメントを残したいということ

で頂戴しております。こちらについては各事業の担当課に、今回の会議後に、事業を行う上で検

討または配慮いただくように各担当課に展開いたしますので、何か御意見があればよろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

 

【山田会長】 

 では、評価コメントについて何か御意見、御質問はございますか。 

 もう、色々と御意見をいただいたと思いますのでこれでよろしいでしょうか。 

 はい、お願いします。 

 

【渡邉委員】 

 ５９番の冒険遊び場作りプレーパークですけども、プレーパークを今実施しているところです

けども、施設の広さ自体が、暫定利用ということで、国に借りている状態ですよね。ですから、

国が嫌だよというとなくなってしまう状況の中で、運営上は、ＮＰＯ法人に委託して、事業をし

ているわけですけども、施設自体の現状では、評価が「Ａ」状態ではないと思います。事業をや

っている回数をやっているというソフトの部分ではいいんですけども、将来的にエンドレスで使

えるかっていうと、実際その土地自体が元国家公務員施設ができる予定のところが変わった状態

で、それからまた何か変わるかというのはまだわからない。時間の流れの中で変わっていくこと

だと思うんで、その辺のこととソフトの部分じゃなくてハードの部分もやっぱり先ほど数のお話

でソフトの部分という話がありましたけどもそういう部分ではまだ続けていかなくちゃその辺

のところをうまくできるような仕掛けになっていかないといけないのではないかなあと思いま

す。 



【麦田こども・健康部長】 

 はい、プレーパークについては今、確かにメインに活動しているのは朝霞の森という今渡邉委

員がおっしゃられた暫定的な場所でやっています。ただ、最近いろんな取り組みしていまして、

いろんなほかの公園に出張して、そういったプレーパーク活動を行っているって取り組みも、こ

れは都市建設部の方になるんですけどもそちらの方で行っておりますので、あそこがなくなって

も大丈夫とまでは言いませんが、様々な、そういった工夫をしながら取り組みを行っているとい

うふうに伺っているところでございます。 

 

【山田会長】 

 よろしいでしょうか。 

 では、次を事務局から説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 それでは、２１ページを御覧ください。こちらは、自己評価に対して相違があるのではないか

ということで御意見をいただいたものです。 

 関連事業の５６番の「日本語指導支援員の配置」、５９番の「冒険遊び場づくり事業（プレー

パーク）」について、「Ｂ」評価ではなく「Ａ」評価でもいいのではないでしょうか、ということ

で御意見をいただいておりますが、事務局で各事業の担当課に自己評価を「Ｂ」としたのかの理

由を伺ったところ、５６番の「日本語指導支援員の配置」については、十分な予算措置が難しい

点があり「Ｂ」評価としたとのことです。５９番の「冒険遊び場づくり事業（プレーパーク）」

については、委託事業を充実する考えがあって、令和２年度の評価では「Ｂ」、令和３年度の事

業がうまくいけば、「Ａ」をつけたいという考えで自己評価をつけたとのことでした。期待を込

めて「Ａ」評価でもいいのではないかと委員からコメントをいただいておりますので、どうして

も「Ｂ」評価を「Ａ」評価に変更するということでなければ、事務局では現状の「Ｂ」評価でよ

いと考えております。その点について、御確認をいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

【山田会長】 

 はい、了解しました。 

 それでは、２つの事業評価について、委員の皆様から御意見、御質問をお願いいたします。 

 お願いします。 

 

【本田委員】 

 先ほどから厳しい意見ばかりで申し訳ないですか、今後のことを考えてお伝えすると、日本語

指導支援員は教育委員会が担当していますが、日本語指導支援員の方々は有償のボランティアで

支援員という名称はついていますが、教育委員会が雇っているわけではなく支援員の方々が必要

に応じて呼ばれて、支援するという形をとっています。その回数が増加している状況で予算を立

てたときに例えば年間５００回を見込んでもそれ以上でほぼ倍くらいの回数が必要で何とか支

援をお願いしている状況が朝霞は続いている。今年度から埼玉県から日本語指導支援員が２人来

てくれることになって、いよいよ日本語指導は必要不可欠のものになってきている中で支援員の

配置が本当にこれでいいのかなと回数もそうですし、その有償のボランティアっていう方でその



方々は長年やってきてらっしゃるので専門生は間違いないと思いますが、雇用の仕方として本当

にそれでいいのかなということを私はずっと常々意見を申し上げているところです。そう考えた

ときに、教育委員会としては、多分そういう指摘を受けての「Ｂ」評価だというふうに考えてい

て、もちろん支援員の皆さんの御活躍は、「Ａ」評価を差し上げたいと私も非常に思いますけれ

ども、教育委員会とかその執行部として予算をしっかりつけていくこと、人を雇用して、必ず支

援ができるという状態を作るという意味ではこの「Ｂ」評価っていうのはある意味妥当なのかな

と私は思うところではあります。以上です。 

 

【山田会長】 

 はい、では、「Ｂ」評価でよろしいということですね。 

 では、次に事務局から何かお話がありますか。 

 

【金子係長】 

 議題の（１）につきましては、全て御審議いただきましたので、山田会長から確認を取ってい

ただければと思います。 

 

【山田会長】 

 では、議題（１）につきましては、全て承認とさせていただきます。 

 次の議題に入りたいと思います。議題（２）令和４年度開所（予定）保育所等について、事務

局から御説明をお願いいたします。 

 

【平岡係長】 

 保育課の平岡と申します。 

 議題（２）について説明させていただきます。 

 議題に令和４年度と書かれておりますけれども、現状、今後予定があります令和４年度、令和

５年度の確定している保育所の今後の整備の予定について、御説明させていただきます。 

 資料２を御覧ください。こちらが今後予定されております保育所等の整備の状況となっており

ます。上段の①ですが、令和４年４月１日を開所予定としております。小規模保育事業Ｂ型のチ

ューリップ園本町です。こちらの運営主体は、現在、仲町で同様の小規模保育事業Ｂ型を運営し

ている直美＆康郎コーポレーション株式会社となっております。定員設定は１２人を予定してお

り、保育園元気キッズ第二朝霞岡園と朝霞花の木幼稚園を連携施設として設定し、３歳児以降の

受け入れを行う予定となっております。なお、定員１２人の内訳でございますが、近年０歳児に

空き枠が生じており、公設保育園の０歳児受け入れ人数の見直しを行っていることから、０歳児

の受け入れは行わず、待機児童対策に効果的な１歳児と２歳児のみといたしております。以上の

とおり令和４年度につきましては、１２人の定員増を予定しております。 

 続きまして下段②ですが、こちらは現在進行中の案件となります。令和５年４月１日の開所を

目指し、朝霞駅前のみずほ銀行の裏手に５歳児までの保育所を計画し、現在認可に向けて埼玉県

と調整をいたしており、運営主体は市内で複数の保育所および小規模保育事業を運営している社

会福祉法人みはら会で、定員９０人を予定しております。以上が次年度以降の開所園の報告とな

ります。以上です。 

 



【山田会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 ただいまの事務局からの説明について御意見、御質問がありましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

 では、議題（２）令和４年度開所（予定）保育所等について、承認といたします。 

 次に、議題（３）令和４年度４月開所保育所等の利用定員について、事務局から御説明をお願

いします。 

 

【平岡係長】 

 引き続き、保育課の平岡から説明いたします。 

 資料３を御覧ください。 

 まず、認可定員について、説明します。 

 教育保育施設の設置に当たり、認可もしくは認定され、その後の変更につき適正な手続きを経

た定員を指します。一般的に定員と言われるものであり、県または市による認可の際に使用する

定員になります。 

 次に利用定員につきましては、子供・子育て支援法第２７条第１項の確認において定め施設の

運営費に当たる公定価格の単価水準を決めるためのものであり、利用定員は朝霞市が定める必要

がございます。保育所につきましては、埼玉県が認可権限を持つことから、埼玉県への届出が必

要となりますが、今回の利用定員の設定対象となる小規模保育事業については、本市に認可権限

があるため、県への届出は不要です。なお、公定価格の単価を決定するに当たり、利用定員は少

ない方が施設にとって有利となることから、一般的に５歳児までの保育所が開所する際には、４

歳児５歳児に空きが生じることが多いため、利用定員を少なく設定することが多くなります。少

なくというのは認可定員に比べて少なく、利用定員を設定するという意味です。一方、２歳児ま

での小規模保育事業の場合、開所初年度においても空きが生じることはほとんどないため、認可

定員と利用定員を一致させることが一般的となります。それでは、チューリップ園本町の利用定

員の設定ですが、今御説明いたしましたとおり、２歳児までの低年齢児のみを受け入れすること

となることから、認可定員と同数の利用定員としたいと考えております。以上が議題（３）の説

明となります。御承認のほどよろしくお願いします。 

 

【山田会長】 

 はい、ただいま、事務局から説明がありましたが、委員の皆様、御意見、御質問をお願いいた

します。 

 それでは、議題（３）について、承認とさせていただきます。 

 次に（４）のその他について、事務局から何かございましたらお願いします。 

 

【平岡係長】 

 議題、審議事項というものではございませんが、この場をお借りして御報告させていただきま

す。 

 前回、書面による令和３年度第２回子ども・子育て会議では、公設保育園の０歳児定員変更に

ついて御意見を賜りありがとうございました。いただきました全ての御意見が、受け入れ人数の

見直しについて前向きなものであったことから、令和４年４月の受け入れより、受け入れ人数の



変更を行っていることを御報告させていただきます。今回の変更による定員変更による効果は、

令和５年度以降となりますが、引き続き待機児童の状況を注視し、必要に応じて再度見直しを検

討するなど柔軟に対応してまいります。引き続き御意見の程よろしくお願いします。ありがとう

ございました。 

 

【金子係長】 

 もう１点、事務局からございます。 

 今後のこの会議ですけれども、第４回目を予定しております。まだ日にちは決定してないので

すが、２月の上旬から中旬にかけて開催をさせていただきたいと考えております。次回は、本日

御審議いただいた事業内容等をまとめて報告書という形で委員の皆様に御確認いただく内容と

なります。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

【山田会長】 

 以上で本日の審議は全て終了しました。 

 最後に本会議の議事録等の手続きに関しましては、会長及び副会長に一任いただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上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。 

 

【新井課長補佐】 

 山田会長、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。以上をもちまして、令和３年度第３回朝霞市子ども・子育て会

議を終了いたします。 

 


