
1 

平成３０年度特定教育・保育施設等の確認に係る利用定員の設定について 

１ 認可と確認、認可定員と利用定員の関係について 

 （１）認可と確認について 

子ども・子育て支援新制度で「施設型給付」あるいは「地域型保育給付」の対象となるた

めには、「認可」及び「確認」を受ける必要があります。 

（２）認可定員と利用定員について 

  ・認可定員～施設が認可基準を満たしていると認められた定員。 

  ・利用定員～子ども・子育て支援法第２７条第１項の確認において定め、公定価格の単価 

        水準を決めるもの。 

●認可定員と利用定員の比較 

認可定員 利用定員 

設定機会 

北海道の認可・認定手続きの際に設定 

（地域型保育は市の認可・認定手続きの際に

設定） 

市の確認手続きの際に設定 

設定する施設 認可・認定を受ける全ての施設 
認定こども園、保育所、新制度幼稚園、地域

型保育事業者 

目的 施設の最大受入能力の意味合いが強い 

・公定価格の算定に利用される 

・子ども・子育て支援事業計画での受入枠の

数値として使用する 

設定の区分 施設全体の合計定員を設定する 
１号、２号、３号（０歳）、３号（１、２歳）

の４区分で設定する 

大小の関係 認可定員≧利用定員 

２ 利用定員変更の手続きについて 

利用定員を定めようとするとき及び変更する場合において、あらかじめ子ども・子育て審

議会の意見を聞いて、その意見を踏まえて北海道と協議の上、確定します。 

●利用定員設定及び変更の手続き 

資料２

認可手続き 確認手続き 給付の対象

事業者から

利用定員申し出

審議会にて

意見聴取

北海道と

協議の上決定

認可

•施設が認可基準（施設の大きさ、給食設備、保育士等の配置、防火管
理、衛生管理等）を満たしていると認められること。

確認
•認可を受けた施設が給付の対象となることを確定する手続。
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３ 平成３０年度の利用定員（案）について 

認定こども園 新制度幼稚園 認可保育所 
小規模 

保育事業 
合計 

園数 園数 園数 園数 園数 

H29 年度 ６ ５ １８ ４ ３３ 

H30 年度 ９ ７ １８ ６ ４０ 

園数増減 ３ ２ ０ ２ ７ 

＜事由別異動内訳＞ 

認定こども園（５施設） 

☆新設（３施設） 

●利用定員３００名増員 

園名 認定こども園第２はくちょう幼稚園（幼保連携型認定こども園）  

運営者 学校法人 沼ノ端学園 

住所 北栄町４丁目１番９号 

変更事由等
・小規模保育事業所卒園児の受け皿確保のための２号（３～５歳）９０名定員増 

・私学幼稚園から認定こども園へ移行のため１号（３～５歳）２１０名定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 - - 90（+90） 210（+210） 300（+300） 300 

●利用定員９１名増員 

園名 認定こども園苫小牧聖ルカ幼稚園（幼保連携型認定こども園） 

運営者 学校法人 聖公会北海道学園 

住所 旭町２丁目６番１９号 

変更事由等

・待機児童対策のための３号（０歳）６名定員増、３号（１・２歳）１２名定員

増、２号（３～５歳）１８名定員増 

・新制度幼稚園から認定こども園へ移行のため１号（３～５歳）５５名定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 6（+6） 12（+12） 18（+18） 55（+55） 91（+91） 91 

●利用定員２３５名増員 

園名 認定こども園苫小牧あおば幼稚園（幼稚園型認定こども園） 

運営者 学校法人 北海道徳風学園 

住所 見山町４丁目６番４号 

変更事由等
・幼稚園舎の有効活用による２号（３～５歳）３０名定員増 

・私学幼稚園から認定こども園へ移行のため１号（３～５歳）２０５名定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 - - 30（+30） 205（+205） 235（+235） 260 
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☆利用定員変更（２施設） 

●利用定員２０名増員（既存施設の増員） 

園名 認定こども園苫小牧中央幼稚園（幼保連携型認定こども園） 

運営者 学校法人 苫小牧中央学園 

住所 新中野町３丁目１６番４号 

変更事由等
・待機児童対策のための３号（０歳）６名定員増、３号（１・２歳）４名定員増 

・入園者増のための１号（３～５歳）１０名定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 9（+6） 21（+4） 30 60（+10） 120（+20） 120 

●利用定員１０名増員（既存施設の建替） 

園名 認定こども園幼稚舎あいか（保育所型認定こども園） 

運営者 社会福祉法人 百合愛会 

住所 柳町４丁目９番１７号 

変更事由等

・園舎建替えに伴う待機児童対策のための３号（０歳）６名定員増、３号 

（１歳）６名定員増 

・小規模保育事業所卒園児の受け皿確保のための２号（３歳）２名定員増 

・２号（４歳、５歳）４名定員減 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 12（+6） 36（+6） 62（△2） 20 130（+10） 130 

新制度幼稚園（４施設） 

☆私学幼稚園から新制度幼稚園へ移行（３施設） 

●利用定員１２０名増員 

園名 ひかり幼稚園 

運営者 学校法人 原学園 

住所 光洋町３丁目１３番２号 

変更事由等 ・私学幼稚園から新制度幼稚園へ移行のため１号（３～５歳）１２０名定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 - - - 120（+120） 120（+120） 170 

●利用定員２１０名増員 

園名 ひかりの国幼稚園 

運営者 学校法人 原学園 

住所 字糸井３５３番地の１ 

変更事由等 ・私学幼稚園から新制度幼稚園へ移行のため１号（３～５歳）２１０名定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 - - - 210（+210） 210（+210） 250 
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●利用定員１００名増員 

園名 苫小牧ふたば幼稚園 

運営者 学校法人 ふたば学園 

住所 王子町１丁目２番１８号 

変更事由等 ・私学幼稚園から新制度幼稚園へ移行のため１号（３～５歳）１００名定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 - - - 100（+100） 100（+100） 100 

☆新制度幼稚園廃園（１施設） 

●利用定員７０名減員 

園名 苫小牧聖ルカ幼稚園 

運営者 学校法人 聖公会北海道学園 

住所 旭町２丁目６番１９号 

変更事由等
・新制度幼稚園から認定こども園へ移行するため幼稚園廃園。１号（３～５歳）

７０名定員減 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 - - - 0（△70） 0（△70） 70 

認可保育所（１施設） 

☆利用定員変更（１施設） 

●利用定員６名増員（既存施設の建替） 

園名 ひよし保育園 

運営者 社会福祉法人 苫小牧市福祉事業協会

住所 日吉町２丁目９番２５号 

変更事由等
・園舎建替えに伴う待機児童対策のための３号（１歳・２歳）１２名定員増 

・２号（３歳～５歳）６名定員減 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 6 24（+12） 36（△6） - 66（+6） 66 

小規模保育事業（２施設） 

☆新設（２施設） 

●利用定員１９名増員 

園名 コアラ保育園 

運営者 学校法人 沼ノ端学園 

住所 北栄町２丁目２１番４号 

変更事由等
・待機児童対策のための３号（０歳）６名定員増、３号（１・２歳）１３名 

定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 6（+6） 13（+13） - - 19（+19） 19 
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●利用定員１９名増員 

園名 ひかりチャイルドケアセンター 

運営者 学校法人 原学園 

住所 光洋町３丁目１３番２号 

変更事由等
・待機児童対策のための３号（０歳）３名定員増、３号（１・２歳）１６名 

定員増 

年度 
利用定員（案） 

認可定員 
３号（0 歳） ３号（1・2 歳） 2 号（3～5 歳） 1 号（3～5 歳） 合計 

H30 3（+3） 16（+16） - - 19（+19） 19 

＜認定区分毎の増減＞ 

年度 
認可定員（案） 利用定員（案） 

私学幼稚園 1 号（3～5歳） 2 号（3～5歳） ３号（0歳） ３号（1・2歳）

H29 2,900 650 1,183 164 637

H30 1,920 1,490 1,313 191 700

増減 △980 +840 +130 +27 +63

区分別 

増減 

幼稚園・１号認定 ２号・３号認定（保育認定） 

△140 +220


