
別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 

 

令和４年度第１回朝霞市子ども・子育て会議  

 

開 催 日 時 

          午後 ２時００分から 

令和４年７月１３日（水）                                      

           午後 ３時３０分まで 

開 催 場 所 朝霞市民会館ゆめぱれす ２階 ２０１会議室 

出 席 者 

≪委員１５人≫  

山田陽子会長  嶋﨑博嗣副会長  染谷真美委員 高野友則委員 

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  渋谷昇委員  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  

≪事務局１３人≫  

麦田こども・健康部長  

保育課：又賀課長、山本課長補佐、佐久間専門員、平岡係長、

臼倉係長  

健康づくり課：堤田次長、萩原係長  

こども未来課：高橋課長、新井課長補佐、金子係長、高橋係

長、榎本主事 

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）その他  

  ・計画の中間見直しについて 

  ・保育園入園希望に係る前年度保留者の加点の取り扱い 

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） 



【新井課長補佐】 

それでは、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・子育て会議にご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、こども未来課課長補佐の新井でございます。よろしくお願いいたします。初めに、

本会議の会長である山田会長よりご挨拶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】 

皆さんこんには。今年度も皆さんと共に、真摯に一つ一つの議題に向き合って、丁寧な話し合いを重ねてい

きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【新井課長補佐】 

山田会長ありがとうございました。会議の前に、一部の委員の方に変更がございますので、自己紹介をお願

いしたいと思います。新しく委員になられた方で、本日出席されておられます染谷委員、高野委員、渋谷委員

からご挨拶をいただきたいと思います。それでは染井委員からお願いいたします。 

 

【染谷委員】 

こんにちは朝霞市保育園保護者会連絡会の代表染谷と申します。よろしくお願いします。 

 

【高野委員】 

こんにちは。朝霞市ＰＴＡ連合会の代表として参りました、朝霞第五小学校のＰＴＡ会長の高野と申します。

よろしくお願いします。 

 

【渋谷委員】 

こんにちは。朝霞市自治会連合会から派遣されてきました渋谷です。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、前任の方が所属していた部会に所属いただきますので、

ご了承ください。また事務局につきましても、人事異動により変更がありましたので、改めて自己紹介をさせ

ていただきます。 

 

 《事務局自己紹介》 

 

【新井課長補佐】 

それでは、会議開催にあたりまして、定足数の確認をいたします。本日、山谷委員、宮越委員、田島委員、

瀬戸委員、小日向委員、金子委員、佐藤委員、安孫子委員、藤田委員、江川委員の 10 名の委員から所用によ

り欠席するとの連絡をいただいております。出席委員は 15名ですので、会議の成立要件である、委員定数 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ご報告いたします。 

次に資料の確認をさせていただきます。 

 

 《配布資料確認》 

 



皆さん資料はお持ちでしょうか。不足がありましたら、お手数ですが挙手をお願いします。 

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】 

それでは議事に入りたいと思います。本会議は原則公開と決定し、傍聴要領に基づいて傍聴を許可していま

す。会議の途中で、傍聴希望者があった場合には、傍聴要請に沿って入場していただきますのでどうぞご了承

ください。現在のところはいらっしゃいません。 

それでは、議事を進めていきたいと思います。まずは、議題の（１）、第二期朝霞市子ども子育て支援事業

計画の進捗管理について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

【金子係長】 

別紙１の進め方についてをご覧ください。大変申し訳ないのですが、先に訂正をお願いします。２か所あり

ます。一枚目の上段、４行目の、「進め方といたしまして」のあと、「資料１と資料２」となっておりますが、

資料２と資料３の間違いでした。次は、一枚めくっていただき、上段の資料１の説明、３行目の後半、「こち

らは関連事業の」部分、「こちらは」の後に「支援事業及び」を追加 願います。大変失礼いたしました。 

それでは別紙１について、説明いたします。一枚目の「朝霞市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況につ

いて」と、（１）の進捗状況に対する評価 の説明になります。委員の皆様に行っていただく内容としまして

は、計画期間中の年度ごとに、市が取り組んできた事業の審議を実施し、報告書の取りまとめを行うこととな

っております。今回は、令和３年度に実施した、取り組みについて、委員の皆様に御評価をいただくものです。

流れについては、資料１のフローチャートにまとめてございますので、ご覧ください。Ａから始まりＨまで、

現時点での予定となっております。特に太枠の部分は、委員に御対応いただくものとなっております。フロー

チャートの説明は後ほど詳しく行います。 

資料１に戻っていただき、（２）の朝霞市子ども・子育て支援事業計画についてですが、この計画は、１５

の目標から構成する「子ども・子育て支援事業計画」と、１３２の事業から構成する「次世代育成支援行動計

画」からなる、２本立ての内容となっております。子ども・子育て支援事業計画に関する、１５の事業を支援

事業、次世代育成支援行動計画に関する１３２の事業を関連事業としまして、全部の事業について、担当課が

実績や説明、自己評価を記入したものを、今回の資料としてまとめてございます。めくっていただき、（３）

の評価方法について でございますが、資料１は、流れについて先ほどご覧いただいた、フローチャート資料

２、資料３は、今お伝えした１５の支援事業が資料２、１３２の関連事業が資料３となっております。次の、

（４）の今後の流れについてはフローチャートに沿って説明しますので、併せてご覧ください。本日の会議が

Ｂ「子ども・子育て会議 進捗管理シートの説明等」にあたります。本日の説明や意見交換などを行いまして、

評価を実施していただくことにとなります。Ｃの質問がある場合は、提出物２の質問票を提出いただきます。

無ければ提出は結構です。また、担当課にインタビューを希望される場合は、８月上旬を目安に調整させてい

ただき、調整が難しいようであれば、事務局から、質問のあった委員に回答させていただきます。 

Ｄ、Ｅについては、各委員に評価をいただくものです。Ｄは１５の支援事業について、必ず御評価をいただき、

提出物１の提出が必須となります。Ｅの１３２の関連事業については、評価の提出は任意となっております。

関連事業の評価については、３つ考え方があります。一つ目は、委員の評価が、担当課の自己評価と一緒だが、

何かしらの指摘やコメントを加えたい場合は、提出物３「評価コメントシート」を提出ください。ない場合は、

提出は結構です。２つ目は、委員の評価が担当課の自己評価と違うという場合は、提出物４「評価検討シート」

を提出ください。ない場合、提出は結構です。３つ目は、委員の評価が担当課の自己評価と同じで、指摘やコ

メントがない場合です。その際は、なにも提出いただくものはございません。Ｆ評価シートの提出、提出物１、



３、４の提出期限は、８月１８日までとなりますので、ご協力お願いいたします。なお、メールで提出を希望

される方については、こども未来課にメールをいただければ、様式を返信させていただきます。 

次に、Ｇ以降ですが、第２回以降の会議の予定と報告書のまとめにとなっております。別紙１及び資料１の説

明は以上です。 

 続いて、別紙２ですが、別紙２は、皆様にお送りしました、印刷物の説明となっております。たくさんの種

類がありましたので、説明用に作成しております。事業の確認や評価をいただく際に、適宜、確認いただけれ

ばと思います。 

誠に恐縮ですが、こちらも、訂正がありますのでお願いします。２か所ございます。資料１の説明、２行目

の、「第５章」を第４章、そのうしろの方「第６章」を第５章に修正願います。裏面、提出物４の提出期限が７

月２８日となっておりますが、８月１８日です。大変失礼いたしました。 

説明は以上となります。 

 

【山田会長】 

では、ただいまの事務局からの説明について、何かご質問ありませんでしょうか。 

今回から委員に入ってくださった方、何かこれどういうことかしら、っていうふうなことがありましたら何

でも結構ですので、どうぞご質問ください。 

 

説明はだいたいおわかりいただけましたでしょうか。 

ではどうぞご不明な点が出てきたときには、何でも結構ですので、事務局の方にお問い合わせをお願いいた

します。それでは、１５の支援事業と１３２の関連事業というようなことですけれども、委員の皆様からの素

朴な疑問ですとか、お気づきの点、そういうものを出していただきたいと思います。 

まずは１５の支援事業の方をご覧ください。資料の２、２－１と２－２です。この１５の支援事業について、

何か質問がありましたらお願いいたします。事業名だけではなかなかイメージできないものもありますので、

この事業はどういう事業ですかっていうようなご質問も含めてお願いいたします。 

 

【甲斐委員】 

ちょっとデータで、よくわからないとこがあるのでいいですか。例えば５番ですね。支援事業の５番だけじ

ゃなくて他でもちょっとよくわからないのですけど、市の現状について、平成２７年から令和元年まで、デー

タが項目として２つ３つ項目がありますが、出ていますね。事業の見込みおよび実績というところは、３項目

あって実績と目標が書いてあるのですけど、これは同じそのデータでないとわからないじゃないのですか。何

でか項目が変わっているのですよ。例えば上の項目で、家庭保育室っていうのがだんだん減ってきていますよ

ね。令和元年が６になっているのだけど、じゃあ２年、３年度なんて全然わかんないですよね。この辺はデー

タを合わせなくてもいいのですか。ちょっとなんかデータが掴みづらくて、見ていてどう評価したらいいのか

なと、よくわからなかったというのがあります。それは他のシートでもやっぱり同じ項目がずれているという

か同じじゃないっていうのがいっぱいあります。これはどういうふうに見ればいいのかがちょっとよくわから

なくて、お伺いしたかったというのがあります。これはちょっと全体的なことなので、質問票の方がいいのか

なと思ったのですけど。それ以降ずっと資料を見ていて、去年もそうだったのですけどね。ちょっとそういう

疑問を感じたのでどうなのかなと思っております。 

 

【山田会長】 

ありがとうございます。事務局の方からよろしくお願いいたします。 



【麦田部長】 

はい。まずこの計画書の今回の事業番号５番で言えば８２ページになります。 

市の現状といいますのは、その事業ごとに幼稚園ですとか保育園ですとか、その事業ごとにその実績を記し

たもので、この計画書でいうと８２ページの上の表になります。量の見込みと言いますのは、結局、最初の事

業の見込み確保内容および実績っていうものの上には、幼児期の学校教育、これは幼稚園と認定こども園にな

るのですけども、これの今後の見込み、需要がどのぐらいであるかっていうのを記したのが、この１,６５０

人がずっと並んでいるものですね、これはこの計画書の表の真ん中、中段にあるものと同じになります。その

進捗管理シートのその下の表、幼児期の保育の数字っていうのがこれは保育園と認定こども園です。幼稚園以

外の部分、についての数字の今後の需要がどのぐらいであろうかというのをまとめたものが、この表になりま

すね。市の現状の方では、幼稚園、保育園認定こども園というその事業ごとで並べていますけども、その下の

表というのは、いわゆる保育が必要な方と保育が必要でない方に分けたものの需要がどのぐらいあるかってい

うのを書いてあるものです。おっしゃるように、確かにぱっと見、なかなかわかりづらいところもありますの

で、そこら辺のその書き方というのは、今後、わかりやすくしていくのは、ちょっと考えなければならないの

かもしれないですけども。結局これがその国が示している様式に則った数字の拾い出しをするとこういった形

に書かざるを得ないのが現状ですので、すいません皆様方にわかりやすくするのはちょっとこれから、ちょっ

と直すのは無理ですけども、今後の課題にさせていただければと思います。 

 

【一宮委員】 

最初から幼児期の学校教育と幼児期の保育を分けて書いておくことはできないのですか？ 

 

【麦田部長】 

計画の作り込みの中で、幼児期のその教育と保育っていう、その大くくりの項目になってしまっているがた

めにその一つのページに保育が必要な方とそうでない方の数字を、混在させているようなことになっているの

でそれが見にくいということになるかと思いますので、この計画自体の作り方はちょっと変えるのは難しいで

すけども。進捗管理シートに関して、もうちょっと見やすくする方法は考えさせてもらいたいと思います。 

 

【山田会長】 

今後の検討課題ということで、よろしくお願いいたします。他はいかがですか。 

 

【渡辺委員】 

渡辺と申します。今の関連ですけども、対象年齢、保育園なり幼稚園なり、その年齢中でこの範疇に入って

いる人がどのくらいの比率、両方とも行ってないお子さんっていうのはどのぐらいの比率でいるのかっていう

のは、事務方でわかってらっしゃるのでしょうか。 

多分その中のシェアっていうかな、状況によって、そっちがいろいろ移動するわけですよね。あの幼稚園だ

ったり保育園だったり、同じ対象年齢の人たちなので、それの総数の比率がこれだとよくわからないって感じ

がするのですけど。 

 

【麦田部長】 

はい。そうですねまず幼稚園の方について、これは３歳から５歳ということになりますので、これはこの事

業の見込みの表の上の方の１，６５０、これがこのぐらいの需要があるという市の見込みです。 

保育が必要な方はその下の表になるのですけども、２号というのが、これが３歳から５歳ですね。令和２年度



で言いますと２号というのがあって、量の見込みが２，２８０をこれが３歳から５歳で保育が必要な方がこの

ぐらいいるというような見込みです。３号の０歳が３８３で、１歳２歳が１，１２９ということで、年齢をち

ょっとある程度広くまとめてここには記載しておりますのでこの辺のその記載の仕方も、こちらの計画上の用

語でいう保育用語でいう２号ですとか３号ですとかっていう書き方をしてしまっていますので、その辺もわか

りやすく今後させてもらえればと思います。 

 

【渡辺委員】 

文科省や厚労省の基準に沿っているのでしょうけど、基準のルールの違いをこの表でまとめているから、そ

の辺がすごくわかりづらい感じがします。どのくらい必要なのか、如実にここに数字が出てこない感じがする

のですけど、 

 

【麦田部長】 

本当に平たく保育が必要な方の０歳がどのぐらい、１歳がどのぐらい、実際はどのぐらいかというような数

字はこちらでも持っていますので、それをわかりやすく表現できるような方法をちょっと考えてみたいと思い

ます。 

 

【山田会長】 

他はいかがですか。 

 

【本田委員】 

まず、様式というか書いてあることについての質問ですけど、全てのシートに子ども子育て計画の進捗状況

確認なんていうのが一番下にあって、令和３年度ってなっているのですけど、これは令和３年度の子ども子育

て会議でまとめた報告について書く欄だというふうに理解していいのか、なぜ書いてないのかっていうことを

ちょっと伺いたいと思います。 

あとですね、なぜ進捗管理シートを見て評価をしていくかっていうと、先ほど最初の方に説明があった、事

業のＰＤＣＡを回していくっていうことで担当課がチェックをして、新たに次どうしていこうかということを

考える。それと同時に、委員の皆さんと一緒に、皆さんからご意見を出していただいてチェックしてもらって、

新たなアクションを考えていくっていうことだと思いますね。担当の意見にも入ってくるかと思うのですけど

担当課の、推進に関する課題とか令和４年度の具体的な取り組みっていうのが、ちょっと書いてあるごとにば

らつきが大きすぎるかなって思うとこもあって、例えば事業番号で言うと６‐７‐①っていうところなんか

は、推進に関する課題は利用状況や利用方法などの周知って書いてあるだけで令和 4年度以降の具体的な取り

組みというと現行事業の継続ということしか書いてなくて、これじゃ何か担当課が、どんなことを考えたかな

っていうこととかがちょっとわからないなっていう感じがしているのですけど、このあたりは質問を入れたり

とかインタビューをしたりして聞いてくださいっていうことですかね、そういう理解でいいですかね。 

 

【麦田部長】 

最初の質問ですけどもこの一番下にある子ども子育て会議進捗状況確認欄、令和３年度というのは、この令

和３年度中の事業に対して各皆さんの評価をいただきたいというものでございます。それを評価いただくため

にこの上の方に、令和３年度までの実績を載せさせていただいているというようなものでございます。 

その次のご質問をいただいた内容ですけども、今ご指摘をいただきまして、すいません改めて私の方でも感じ

たところですけども確かに委員のご指摘の通りの部分もあるかと思います。この辺、今この資料をすぐ修正っ



てことはちょっとできませんけども、そういった部分を含めて今委員がおっしゃられたように、今後の市の取

り組みがどうなっているかというようなこともご質問で入れていただければ、こちらの方でお答えをさせてい

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【本田委員】 

子ども子育て会議の進捗状況の確認欄のところはわかりました。これからここに書き入れていくためだとい

うことですよね。逆に昨年まとめた報告書の結果みたいなのは、これには入ってなくて、それはもういただい

ている報告書を自分で持ってきて、つけ合わせてねっていうことですかね。なんかそれが入っていると良かっ

たなと思っていて。ただでさえ複雑な資料で、でちょっと増やすと見るのがしんどいかなって、気もしなくは

ないのですけど。前までの評価っていうのは昨年度末にいただいた評価の方を見ながらチェックしてください

っていうことでよろしいですかね。 

 

【金子係長】 

本田委員がおっしゃった年度ごとに作成するちょっと厚め報告書をチェックいただくっていうのが一番詳

しいものとなります。昨年のＡＢＣの表記については、資料番号の２－１と３－１に一覧としてはまとめてご

ざいますので、委員もご理解いただいている通り、年度ごとの冊子を見ていただくというのが一番詳しいとい

うところでございます。以上です。 

 

【山田会長】 

本田委員、今の回答でよろしいですか。 

 

【本田委員】 

はい。 

 

【山田会長】 

他はいかがですか・・・。では、先に進めさせていただきます。 

次に１３２の関連事業についてです。この関連事業につきましても、ご質問や、気になる事業の内容とかあ

りましたら何でも結構ですので、どうぞ意見をお出しください。 

 

【本田委員】 

資料１のフローチャートによれば、支援事業の方がインタビューの希望者は質問票の提出物２を出して、イ

ンタビューができると。関連事業の方は質問があったり、内容の不明点について確認したい場合はどうしたら

いいのかっていうことをお聞きしたいと思います。 

関連事業は、こども・健康部だけの事業じゃないですよね。福祉相談課とか教育指導課とか、多岐にわたっ

ているので、そういう方々は、どんな対応をするつもりなのかなと。そのあたり、担当部署とどんな話をして

るのか、委員の方から質問があった場合どうするかとか、何か子ども子育てのこの評価に関してどんなふうに

関わるのかってという話を、どうしてるのかっていうのをちょっと伺いたいと思います。 

 

【金子係長】 

質問については支援事業と関連事業関係なく、提出物２の方で対応いたします。フローチャートは見た目の

問題がありますが、どちらの事業もご質問等はいただけるようになってございます。 



【山田会長】 

他はいかがですか。お願いします。 

 

【一宮委員】 

事業計画資料３－２のですね、事業番号９６番あるいは９７番、これは学校教育部あるいは市民環境部、そ

ちらの方で、計画して評価しているものだと思うのですね。そこの中でＤ評価ということで、自己評価の理由

ということで新型コロナウイルスによる事業実施できなかったため、ということでも、この辺って全て皆さん、

市民の方もわかっていると思うのですよね、当然できない。それだったら、むしろ評価せずの方がいいと思う

のですよ。無理に評価しなくても。実際に次の田植え、あるいはジャガイモ、これもやっぱり子どもさんの感

染防止のために、一切、実施できないわけですよね。そうした場合無理に評価するのではなくて、評価せずで、

我々委員も納得すると思うのです。その辺どうでしょうか。 

 

【高橋課長】 

ご意見ありがとうございます。このコロナ禍につきましては、昨年も、この同様の取り組みを行った中で、

そういった議論の方がございました。昨年におきましてももう既に事業の方を中止したという部分がございま

して、わかりやすいものとしまして資料３－１に、令和２年度、令和３年度っていうことで評価を明記してい

るのですけども、例えば１枚目の２４番ですか、社会体験チャレンジ事業ということで、教育指導課の方で行

った事業も、同じようにＤ評価ということになっておりまして、こちら５年間の継続の評価でどのように評価

が変わっていったかと、そういったことも検証する意味におきまして、お話いただいた通りわかっていること

ではあるのですが、できなかったという結果をもって、Ｄ評価というふうにしており、今年度その評価を変え

てしまいますと、途中から評価の方を変わってしまったということになりますので、担当課の方におきまして

も、そういった意味でＤ評価ということでつけている部分でございますのでご了承いただければと思っており

ます。以上でございます。 

 

【本田委員】 

私が先ほど二つ目にした質問が、私この会議に入って、昨年度末から入ったので、評価が確定してそれの説

明を受けながら、というところからだったと思うのですけど、こども・健康部の皆さんからご説明が聞けるの

だけど、関連事業で、こども・健康部以外のところからの話って聞けないじゃないですか。いつも会議にいら

っしゃらないから、確かに資料の方は質問があれば、所管から答えたものがもらえるのだけれども、やっぱり

こういうやりとりがなかなかできないから、せっかくだったらどこかで１回あったらいいなとか、やっぱり担

当のそれぞれの所管課も、委員さんと会ってみてね、やっぱりお話する機会って、本当にあった方がいいので

はと思うところなのだけれども。それぞれの部署とどんなやりとりをしていますかっていう、子ども・子育て

支援事業計画に載っていることは多分わかっていると思うのだけど、なんかやっぱり子どもに関わる事業って

これだけあって、子どもっていう視点で、皆さんがこんな意見を持っているよっていうことをこの場に出てこ

ない中でどこまで、担当課が共有できているだろうかっていう感じがしているので、そのあたり、担当課とど

んなやりとりしているか、改善の余地があるかっていうことをお聞きしたいなと思っています。 

 

【麦田部長】 

この計画は、今、後期計画なのですけども、前期でも既に５年やっていまして、当初からインタビューとい

う形式を取り入れていまして、初めの頃はかなり活発にインタビューの申請をいただいていました。それはこ

ども・健康部だけではなくて、他の部署でも調整をさせていただいて、インタビューはしていただいておりま



す。ただ、ここ数年そのインタビューをご希望される委員さんがちょっと少なくなっているので、各課と事前

の調整はできてないですけども、そういった申し出をいただければ、都度調整をさせていただきたいと考えて

おります。 

 

【山田会長】 

他はいかがですか・・・。 

先ほどのインタビューの件ですけれども、なかなかこちらに出向いてインタビューをするっていうのが難し

い場合っていうのは、電話でお話を伺ったこともあったかと思います。なので、やはり直接お会いして、いろ

いろ試してみるといいのかなっていうふうに思っております。１３２もありますので、ここで今見ていただい

て、どこを出していこうかっていうのを本当に思いあぐねるって言いますか、そういうところがありますので、

一度このあたりでこの件につきましては終わりにさせていただいてよろしいでしょうか。 

先ほども申し上げましたけれども、気になる点とかありましたら、ぜひ事務局の方にお問い合わせをお願い

いたします。では、次に移らせていただきます。 

議題の（２）、その他について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

【高橋課長】 

計画の中間見直しについて、ご説明をさせていただきたいと存じます。 

特に資料の方はございませんが、子ども子育て支援事業計画の中間見直しにつきましては、国の指針におきま

して、計画策定時と比較をいたしまして、人数ですとか状況について量の見込みと大きく乖離をしている場合

には、計画期間の中間年を目安として、必要であれば計画の見直しを行うこととなっておるものでございます。 

今回、第二期朝霞市子ども子育て支援事業計画におきましては、令和２年度から令和６年度までが計画期間

となっており、今年度が中間年に当たるものでございます。見直しの目安といたしまして、実績値と、量の見

込みを比較いたしまして、１０％以上の乖離が生じる場合におきましては、原則として見直しが必要とされて

おります。 

こちらこれは、大規模な市街の開発ですとか、人口動態に変化が、変更があった場合などですね、実情に合

わせまして見直すものとなっているものでございます。量の見込みを算定する基準といたしまして、計画書の

８０ページにございます、本市の子ども子育て支援事業に係る対象人口、人口の状況について申し上げますと、

０歳から１１歳までの計画策定時の推計値におきましては、令和４年度が１万５，５８５人でございました。

本年４月１日時点の同対象年齢の人口数は、１万５，５２０人となっており、ほとんどこの数値に乖離がない

こと、また０歳、１歳から２歳、３歳から５歳、６歳から８歳、９歳から１１歳の各区分につきましても、１

０％以上の乖離がございませんでしたので、現時点での計画の見直しの必要はないものと考えているものでご

ざいます。 

次に、提供体制の確保の方策につきましても検証を事務局の方で行いましたが、実情と照らし合わせまして、

確保の方策に大きく変更は生じないものと考えているところでございます。なお、新型コロナウイルス感染症

の影響等も含め、まだ収束に向かっていない状況等もございますが、今年度に、見直しの判断が難しい場合は、

次年度以降、またはこちら５年ごとの計画でございますが、次期、第三期計画等により、必要に応じて見直し

を実施することも可能であると、国から通知が来ております。また、直ちに見直しを図らなければならない内

容がございました場合は、改めて皆様にご審議いただくよう考えておりますが、検証の結果、現時点では計画

の数値等の見直しはないということで、ご報告させていただきたいと存じます。以上でございます。 

 

 



【山田会長】 

ただいまの計画の中間見直しについて、ご意見ご質問がありましたら、お願いいたします。 

 

【本田委員】 

令和２年から令和６年までの計画っていうことなのですが、このコロナの影響がどうこれに影響しているの

かなっていう感じもしていて、数値では今のところ乖離がないっていうことなんですけれども。国の方がコロ

ナの影響を、中間見直しのときに加えていった方がいいって言っているのかとか、あるいはそれを考えなくて、

とにかく数ベースで見直していけばいいですよっていうことになってるのか。あとは数ベースで確保するとか

見込みとかっていうことができる、例えば保育だったり学童や放課後児童クラブの需要だったりとかっていう

ところは、数ベースかなとは思うんですけれども、やっぱり昨年度からもずっと上がっているこの計画の評価

とか内容って、やっぱり質的なものをどう入れていくかっていうところが課題になっていると思うんですね。

その辺りは見直しを入れていったりとか、どうやってコロナの中で子どもたちと子育て家庭を支援していくの

かっていうことの、その質の向上みたいなもので、少し見直したりこういう文言を入れたりするっていうよう

なことを考えていなかったかということを伺います。 

 

【麦田部長】 

まずコロナの影響ですけども、他の影響によってその数値を見直すか見直さないかっていうことは国からは

特に言われておりません。確かにおっしゃる通り、まず数値的なものでいうと保育園の入園希望等については、

実際に例えば０歳児の申し込みが減っていたりですとか、そういった傾向はあります。ただそれがコロナの影

響なのかどうかっていうのは、私達もちょっとまだ捉えきれてない部分がございますので、これはやはり、も

うちょっとコロナが収束し、その後の需要がどうなっていくかっていうことを見極めていく必要があるのかな

と思います。また、ご質問いただいた、いわゆる質的な部分に関しては、やはりこういった計画での数値をも

とにした評価をしているところでは、その質的な部分っていうのはなかなか評価しづらいところです。ただ、

そういった所も含めまして、こういった皆様方にお集まりいただいておりますので、皆様方からそういうご意

見、例えば今やっているこの事業のこういった部分が足りてない、とかっていうようなことをご意見としてい

ただければ、そういったことは私達もそれを捉えまして、事業に反映していくってことは可能でございます。

ただ、それをこの計画上にどう反映していくかということは、それを中間年での見直しにとは、ちょっと現在

のところ考えておりませんので、そうするとその次の計画があと２年後ですか、策定になりますので、来年か

らその策定業務に入ってまいりますので、その折に、そういった様々なご意見をいただいて、この計画を作り

込んでいくっていうようなことを考えていきたいと思っております。 

 

【山田会長】 

他はいかがですか。では、事務局の方、その他のところで、他に議題がありますでしょうか。 

 

【平岡係長】 

保育課の平岡といいます。よろしくお願いします保育課の方より２点ご報告をさせていただきたいと思って

おります。先ほどの追加で配付いたしました、待機児童数基準表の見直しについてという左上にホチキス止め

をした２枚組の資料をご覧いただきたいと思います。 

まず報告の１点目なんですけれども、令和４年度４月における待機児童数についてご報告いたします。上段

の表が令和４年度の状況となりまして、申請総数が１，１９２件ございました。入園選考の結果、２段目の２

６５名が入所保留となり、国の待機児童の定義により精査した結果、１歳児で１１名、２歳児で６名、３歳児



で４名の合計２１名が、令和４年度の待機児童となりました。昨年度の４３名より２２名の減少となりました

が、今週の月曜日、７月１１日に発表されました埼玉県内の待機児童数の調査によりますと埼玉県内では 4番

目に多いというような結果となりました。実際に２２名の待機児童が減ったわけですけれども、待機児童が減

少した主な理由といたしましては、施設整備を継続したという点が一つ。あとはその実際、入園選考が１次選

考、２次選考と２回に分けて行いますので、１次選考の結果を見まして、特に需要の高いクラスへの柔軟な定

員配置と言いますか、受け入れの変更ですね、その多い年齢を少し増やせる分は増やして対応するというよう

なものを行いましたので、そういったものであります。あとは最近、育児休暇の充実によりまして、育児休暇

の延長を希望する方が多いというようなことで待機児童数から減少するということになりますので、育休延長

の希望者が多かったという点が挙げられると考えております。 

しかしながら、県内で４番目ということで、まだ待機児童の解消には至っておりませんので、引き続きこの

資料の中段より下に書いてあります、令和５年４月１日の解消に向けまして、けやき保育園、こちらが朝霞駅

方面、よつばゆりかご保育園、こちらが朝霞台方面というような形で保育園の整備を継続しまして、待機児童

の解消に向けてまいりたいと考えております。 

なお、昨年度、こちらの子ども子育て会議においてご審議いただきました公立保育園０歳児の受け入れ人数

を２６名減少した影響でございますけれども、こちらについては入園選考の結果、０歳児の空き状況が２２名

まだあることから大きな影響は生じていないものと認識しております。 

次に２点目のご報告になりますけれども、利用調整基準表の見直しについてのご報告です。この資料の２枚

目をご覧いただきたいと思います。こちらが、入園選考を行う際に利用する指数という点数をつける表になっ

ております。保育園の入園選考におきましては、家庭の状況を指数として数値化し、指数の高いご家庭から希

望の施設への入園を決定・内定いたしております。この指数を決定する上で活用しているものが、今ご覧いた

だいている利用調整基準表となっており、この基準表の中に加点項目としまして太枠で囲っております前年度

保留というものがございます。この度、この前年保留の取り扱い方法についての見直しを現在検討しておりま

して、今後こちらの子ども子育て会議の方の保育園等運営検討部会において細かくご検討いただきまして、次

回の全体会で改めてご審議いただくという予定がございますので、その流れで今考えているというところのご

報告になります。 

この後、本日の会議が終わったときに、冒頭で配られております委員名簿の、保育園等運営検討部会に該当

されている委員の皆様には、ちょっと残っていただきまして、開催の日程についてお話をさせていただきたい

と思っております。よろしくお願いします。保育課からの報告は以上となります。 

 

【山田会長】 

では、ただいまの報告についてのご質問、ご意見をお願いいたします。 

 

【渋谷委員】 

非常にお恥ずかしいことかもわからないのですけど、待機児童という言葉が出てきて、この言葉から察する

ところ、行きたいのだけども行けなくて、じっとしているのだと。いうふうに読めるんですよね。今日いただ

いた資料の中で、２－２の資料の中に、進捗管理シートっていうのがあって、要は令和４年４月１日で受け入

れ定員が３，９２５人いると。それに対して入所児童が３，６９８人。素人目に見て足りている。なんで、こ

こで待機が出るのかなっていうのがわからなくて。その待機の説明をされましたところ、減ったということな

のですけども、これをまた埼玉県の中では多いから減らしていきたいのだということで、また新しく来年の４

月に２ヶ所、開園するということですね。これを見ているとどうも、定員の受け入れは足りているのだけど、

待機児童は出る。その原因は、行きたいところに行けないから待機しているのだと、こういうことになるので



はないかと思うのですよね。にもかかわらず、新しいところを作るということをやろうとしているわけですよ

ね。これって、ざっと見て、あれって、私思っちゃったのですけど。 

もう皆さんね、ずっと委員の方は、こういうものだっていうことかもわかりませんけど、物量的にはどうも

足りているように思っていて。さらにそれをまた新しく、待機児童をなくすために作るんだという御説明がご

ざいましたのでね。よくなんか自分の中で、すいません、わからなくなってきちゃって、それでそこのところ

をちょっと私が何て言うんですか、そうかっていうふうに説明していただければありがたいなと思います。ち

ょっとずれた質問かもわかりませんけど。 

 

【平岡係長】 

ちょっとうまく説明できるかなんですけれど、保育園の受け入れについては、各年齢、例えば０歳児クラス、

１歳児クラス、２歳児クラスというように、年齢ごとに定員がまず設定されます。また年齢ごとに例えば０歳

児であれば３人に対して１人保育士が必要ですとか、３歳だったら国の基準だと２０人に対して１人必要です

とかっていうことで、全体数としては今、委員がおっしゃる通り、希望者の数の総量と、こちらの市の方で供

給できている総量で見ると、必要な需要の方が少ないので、保育園が余っているように見えるというのは、そ

の通りだと思うんですね。ただ年齢ごとに見ていきますと、例えば今日お配りしました、待機児童数基準表の

見直しについてという表で見ていただくと、この令和４年度で見ても、例えば４歳児、５歳児のところの一番

下の段の空き状況というところに、４歳児で７１名、５歳児で７８名分の保育園の空きが出ているというよう

な状況があるんですね。一方で例えば１歳児２歳児３歳児のところはほとんど空いていないと。申し込みの年

齢というのは１、２、３歳児のところが多くなっておりますので、全体量は足りているものの定員のバランス

が悪いっていうと、ちょっと語弊があるんですけれども、どうしても下の１歳児、２歳児、３歳児のボリュー

ムを増やすと、４歳児､５歳児のボリュームはそれ以上に増えてしまう。結果的になんですけど、保育園を作

るときに部屋の面積だったり、保育士の数だったりっていうところがありまして、そういったこともありまし

て、まず、全体量より申し込みだったりとか利用希望者が少ないのに、待機児童が出るっていうのは、年齢ご

との受け入れの数と、提供できている受け入れの数と申し込みの数のバランスの問題が一つあります。それと、

待機児童数自体は、今委員がおっしゃられた、行きたい保育園に行かれない子がいるのでというのもあるんで

すが、まず保育園に入れなかった人が１００人いたとして、その１００人が全員待機児童ではないんですね。

例えばその育児休暇を延長することを希望していて、保育園を申し込んでいる人は待機児童に含まれないとか

っていうその国の定義が、ありまして、そこに合致しない人が待機児童になります。 

待機児童数については、例えば、１ヶ所ここの園じゃないとどうしても行きたくないですっていうような方に

ついても待機児童に含まれない。だけれどもやっぱりその地域のバランスですとかそういったところでどうし

ても、例えば北朝霞方面で申し込みが多くて、そちらで入れない人は待機児童になってしまいました。でも例

えば朝霞駅方面では空きが出ているというようなケースも待機児童としてカウントされてきますので、どうし

てもまだ整備の必要性というのは、出てくるという。すいませんちょっと説明が難しくて。 

 

【渋谷委員】 

新しくまた作るってことですよね。これを見ると、来年度１５０名の施設をつくるわけですよね。何か要は

何だろう、入れ物は足りて、今はあれかもしれないですけど、入れ物ばっかり余っちゃうんじゃないかなって

いう気がどうも。 

もう一つお話があった、場所によってという話、朝霞も広いですから、人が混んだところとそうじゃないと

こがあるんでしょうけど、その辺のバランスを今後ね、どういうふうに市が推移して、人口推移していくか、

あるいは年齢がどう推移するかわかりませんけど、そういうものも加味しながら、子どもを支援していく。な



んか、これ見てると、待機児童をなくすために、埼玉県で悪い方だから、それをなくすために良くしようとい

う動きにしかちょっと見えなくてね、ごめんなさいね一生懸命やられているのに。保育士さんが小さい子ども

には分かるけど、大きくなるとかからない。何かこれ引っ張られちゃって、人の動きをね、そのように、そう

じゃないんないんだろうけど、ちょっとこれから勉強をさせていただきますけど、なんか作りすぎなければい

いなっていうふうにちょっと思っただけなんで。 

 

【麦田部長】 

保育園は、どうしても申し込みが多いのは１歳ですとか２歳の方です。子どもが生まれて例えば０歳のうち

は育休を取って、１歳から預けようという方がかなり多いで、もう１年取って２歳から預けるっていう方もい

らっしゃる。そうするとやっぱり１歳、２歳がどうしても足りなくなりまして、保育園は５歳までを作るんで

すけども、そうすると需要というのは１歳、２歳にかたまってますので、初めに１歳、２歳が埋まるんですね。

今、毎年毎年、保育園を作ってるので、どうしても４歳、５歳っていうのは、空きがあるんですけど、今後、

１歳、２歳で、入ってくる方がどんどん繰り上がっていけば、そこは埋まってくる。というふうに見てるんで

すね。 

ですので、どこかでやっぱり作りのあの止めなければいけないと私達も考えているところでして、数年前は

１００人ぐらいの待機児童があったところを、やっとここで２０人代に抑えられました。来年に施設作ります

ので、このぐらいでおそらく待機児童をかなり減らせるであろうと思っておりますので、今後の整備について

は、よくよく慎重にいかなきゃいけないっていうのは私達も今思っているところです。このまま、毎年どんど

ん、どんどん作っていこうとは何も思ってるところではなくて、このぐらいでそろそろ待機児童もかなりのい

い数字に解消できるのかなっていうふうには思っております。 

ただ、今保育の需要っていうのは、全体の子どもたちの、１歳児はだいたい６割ぐらいの方が今保育園に入

りたいって言ってるんですね。だからそのぐらいはやっぱり作りなきゃいけないであろう。ただ、それを作り

始めていくと一方で、３歳以降は幼稚園がありますので、幼稚園とのバランスを考えていかなきゃいけないっ

ていうとこもございますので、その辺を今考えながら、毎年の整備をどのぐらいの量でいけばいいのかってい

うのを考えながらやっておりますので、ご心配いただいてる部分は私達もすごく、心配というかかなり気を使

いながらやっているところですので、今おっしゃっていただいたようなご意見も言っていただきながら、この

会議の中でそういった部分についても議論させてもらえばいいかなというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 

【金子委員】 

今のご説明はよくわかるんですけども、やはり小さい子から１歳、２歳児と埋まってくればだんだん上の方

に行くっておっしゃいましたけども、やはり３歳、４歳、５歳になって幼稚園もありますよね。そして結局、

例えば３歳、４歳でも各園が受け入れの人数分は、もしそこに入園がなくて、例えばあの３歳児が３０名の受

け入れでも２０名であったとしても、３０名分の保育士を確保しとかなきゃいけないわけですよね。 

ですから、各園がその園児が集まらないのに保育士の確保となったら、もうお給料とか出費だけで大変になっ

てしまうので、そういうことを考えると、やはりもうこれ以上、今１５０名ぐらいの来年度に保育園ができる

とおっしゃってましたけど、これで結構、市の民生費っていうのが、市の予算でもかなりかかっていますので、

やはりもう、そろそろもうこの新しい園を作るのもストップしていただかないと、各園が最後には共倒れして

しまうっていうことも、考えているんですね。 

 

 



【麦田部長】 

おっしゃるところもよくわかります。私達いわゆるこども健康部が保育園を所管してる部でして、もう毎年

のように予算をかなり使わさせていただいておりますので、財政部局からもおそらく目をつけられているじゃ

ないかなと思いますけども。そういった意味でも経費はいくらでも使えるものではないということを私達はも

ちろん了解していますし、おっしゃられたような懸念、４歳、５歳の空ということがなるべく生じないように

しなきゃいけないっていうのも私達も承知しておりますので、その辺をうまくバランスをとりながらやってい

きたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

【本田委員】 

今、お話があった通りで、待機児童っていうのは入れなかったお子さんなんだけど、あの一方でその保留者

っていうのがあるじゃないですか。この保留者っていうのが自分の家の近くの園には入れなかったから、空き

はあるんだけれどもちょっと一旦今は入らないで育休延ばしますとか、自分の家の近くの園が空くのを待って

ますっていう、方達なんだと思うんですよね。それ以外の理由もあるとは思うんだけれども。ここの人数は結

構大事だと思うところがあるんですね。 

地域の偏りって一概には言えないと思うんですけれども、担当部局として今把握している中で、けやきさん

とよつばゆりかごさんができることで、ある程度、ニーズが高いところにちゃんと園ができるっていうことな

のか、逆にどこで住宅開発がされるかとかマンションが建つかで本当に変わっちゃうんで、その影響があると

は思うんですけれども、地域のバランスとかはどんなふうに調整していこうと考えているのか。保留をやっぱ

り減らさないと、最終的にはっていう感じはするんですよ。待機は減っても、結局、保留の人は通えていない

わけなんで、そのあたりの解消策としてどんなことを考えているか伺います。 

 

【麦田部長】 

まず地域的な部分ですけども、毎年申請をいただいてその中でどの部、どの地域にどのぐらいの需要がある

かっていうのは毎年こちらで把握をしております。やはりどうしても朝霞駅と朝霞台駅の近隣っていうのが需

要が高いんですね。ですので、今回整備するのも、朝霞駅近辺と朝霞台駅近辺の方に整備をさしていただいて

おります。その地域的なバランスはこれまでも、過去からずっと積み上げてきまして、足りないところになる

べく誘致できるようにというようなことで、こちらの方でも調整はしているところですので、今後作る場合が

あったとしてもそういったところは見据えていかなきゃいけないと思っております。 

保留者ですね。おっしゃる通り、待機児童というのはあくまでも国が決めた定義に基づいて出した数字です。

保留者の方にも目を向けていかなきゃいけないっていうのは私達も心得ております。ただ、保留者の中でも最

近よくあるのが育休延長したいから、その保留、いわゆる入所不承諾の紙が欲しいから、申し込むっていう方

もいらっしゃったりですとか、なかなかその個々の実情をつかむっていうことは、いろいろ調整はしています

けど難しい部分もあるんですね。ですから本当の需要がどこにあるかっていうことを見極めるのはやはり難し

いとこもありますけども、その辺を、単に保留者だからいいんだ、ではなくて本当の需要を見極めながら調整

をしていかなきゃいけないとは考えております。 

 

【山田会長】 

いや難しい問題ですね・・・。私、自転車に保護者の方が子どもさんを乗せて保育所に送っている姿を結構

よく見かけます。そういうときに、その子どもの家庭の場所等、それから保育所の場所、そして保護者の職場、

この３つの地点で何とかその子どもに無理をさせない範囲で、というように考えていくと、本当に難しいなっ

ていうことがあったりして・・・。待機児童のことを考えるときに、一番子どもにしわ寄せがいってるんじゃ



ないかっていうのは、常々この会議でも話し合っていることで。やはり、こうやっていろいろ問題があって、

完璧な解決策はなかなか見つからないとは思うんですが、やはり中心に、子どもに負担をかけないっていうか、

そこのところを一番に据えながら、私達は検討していかなければいけないっていうふうに今日も話し合いをし

ながら考えたところでした。この件につきましては、これでよろしいでしょうか。 

 

【本田委員】 

実際の保護者の委員からの意見とか伺えたらと思うのですが。 

 

【染谷委員】 

今回から初めて参加する染谷と申します。私、子どもが３人いまして、今下の２人が保育園に通っている状

態です。保育園に入れた人も、今増えている状況なんですけれども、１ヶ所に子ども２人を預けている人は、

最近増えてはいるんですけれども、私が最初朝霞市に引っ越して来たときは上の子と下の真ん中の子が別の保

育園に通っていて、その時３人目を妊娠していたので、お腹に子どもがいる中、自転車で２ヶ所っていうこと

もありました。なので保育園に入れているからといって１ヶ所ではない２ヶ所、３ヶ所通っている方もいるっ

ていうことをちょっと知っていただきたいなと思います。ただ、兄弟で同じ園に入っている方が最近増えてい

るので、そういう意味では大分、市役所の方が考慮していただけているんだなっていうことは感じているので。

以上になります。 

 

【金子委員】 

待機児童が、合計で２１名って書かれていますよね。令和４年度ね。この待機児童が朝霞市内で近い遠いの、

場所は関係なくて、どこかの園でこの１歳、２歳、３歳、４歳という待機児童がどこかの園で、空いているっ

てことはないんですか。全部の園がふさがっているんですか。 

 

【平岡係長】 

その待機児童の数字のある１個下の段を見ていただくと、各年齢の空き状況が載っていると思うんですね。

これだけの数の空き状況が今あるっていうと、この４月１日の入園選考後の状況としては、こういった空き状

況になっています。 

 

【金子委員】 

それで私思うんですけどもね。だいたい、待機児童がだんだん減ってきていますけども、やはり先ほどおっ

しゃったように、あの近くの保育園に入れない、お母様も車もなければ、あの遠い保育園に行けないって方も

いらっしゃると思うんですね。ですから、保育園を一つ作ると、すごいお金とか毎年経費がかかりますよね。

ですから逆に朝霞の駅とか朝霞台の駅に保育ステーションみたいなのを作っていただいて、市の方で保育ステ

ーションのところにお子さんを置いて、市の方で運んでいただければ、待機児童がゼロになると思うんですね。

お母さんがやはりもう連れて行くのが大変で、近くじゃなきゃ無理だから、だからそれでこの保留とか、あの

待機しますよっていうんであれば、保育園を作るよりはお安くできるんじゃないかと思うんですけども、市役

所のところに一つお部屋を作っていただいて、そこにお母さんがお子さん連れてきて、どこかの空いている保

育園に連れて行っていただくっていう、そういう考えも一つあるんじゃないかなと感じました。 

 

【麦田部長】 

先ほど保護者の方からいただいたご意見なんですけども、お子さんが２人、３人いて、違う保育園に通わざ



るを得ない状況があるということ私達もよく認識しております、兄弟で同じ保育園に行きたい方っていうの

は、一応加点制度はまずありますが、ただ、それもそんなに大きな加点では現状ではないですね。 

といいますのは、やはりお子さんが１人しかいない方と、複数いらっしゃる方で、公平性も保たなきゃいけな

い反面、やはり一緒の保育園に行っていただいた方がいいというような考えもありますので、その辺の加点の

仕方っていうのはとても難しいと思っております。 

数年前から取り入れたのが、別々の園になったとしても転園を申請したときには、さらに加点をさしていた

だくっていうようなことも、手段としては講じさせていただいておりますので、おそらくそれも私達がこうす

れば同じ保育園に行けるのかなと思ってやっていること等でして、皆さんの方から、こういう方法がいいんじ

ゃないかとかっていうようなことがもしご意見としてあれば、そういったことはぜひ私どもでも検討はしてい

きたいと思っております。 

あと、今おっしゃられたステーションの関係ですけども、いわゆる駅から遠いところから比較的需要が少な

いっていうのが現状です。ただそれでも、やはり１歳、２歳ってなると空きがもうほぼない状況ですので、例

えばですけども、こういったことはないようにしたいですけど、作り過ぎてしまって、空が遠隔地で起きてし

まって、そこにもうどうしても子どもを持って行きたいというときには、そういったステーションっていうの

は有効かと思いますけども、今の現状の朝霞市の中で、ステーションを作ってまでも、そういった送迎をする

っていうことは、考えてはおりません。ただ、そういったことも保護者の皆さんですとか市民の皆さんの中か

ら声が上がってくれば検討しなきゃいけないのかなっていう考えでおりますが、今私が考える限りでは、そこ

まで有効な手立てではないのかなというふうには認識しているところです。 

 

【山田会長】 

貴重なご意見をありがとうございました。いくつも委員の方から出していただいて、やはり待機児童に関し

てはしっかりとこれからも取り組んでいかなければいけない課題ですね。 

では、議題（２）に関しましてはこれで終了とさせていただきたいと思いますがよろしいですか。 

 

以上で本日の議題は全て終了いたしました。 

最後に本会議の議事録等の手続きにつきましては、会長および副会長にご一任いただきたいと存じますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。以上で、議長の座を下ろさせていただきます。ご協力ありがとうござ

いました。 

 

【新井補佐】 

山田会長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、長時間のご審議ありがとうございま

した。 

以上で朝霞市子ども・子育て会議を終了いたします。 

 

 


