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平成３１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 認可と確認及び認可定員と利用定員の関係について 

（１）認可、確認について 

子ども・子育て支援新制度が開始された平成２７年４月以降、「施設型給付」や「地域型保

育給付」の対象となる施設となるためには、「認可」及び「確認」を受けなければならなく

なりました。 

（２）認可定員と利用定員について 

２ 各施設の認可、確認の手続きについて 

資料２

認定こども園 認可：道 確認：市

·新制度開始後は認可及び確認が必要。市から施設型給付を受ける。

幼稚園（新制度） 認可：道 確認：市

·新制度開始後は認可及び確認が必要。市から施設型給付を受ける。

幼稚園（私学助成·従来制度） 認可：道 確認：不要

·新制度開始後も認可のみ必要で確認は不要。市からの給付を受けずに道から私学助成を受ける。

認可保育所 認可：道 確認：市

·新制度開始後は認可及び確認が必要。市から施設型給付を受ける。

小規模保育施設 認可：市 確認：市

·新制度開始後に新しく創設された施設。認可及び確認が必要で市からの地域型保育給付を受ける。

認可定員とは

•施設が認可基準を満たしていると認められた定員。
•施設の最大受入能力の意味合いが強い。
•認可を受けるすべての施設で設定する。

利用定員とは
•確認の手続きの際に設定する定員。
•施設型給付及び地域型保育給付を受ける施設のみ設定する。
•公定価格の単価を設定する。（利用定員が大きくなると公定価格の単価が下がっていく）
•実態の園児数に合わせて設定する必要がある。

●認可

·施設が施設の大きさや給食設備等のハード面及び保育士等の配置等のソフト面について認可基準
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施設としてふさわしいと認められること。

給付の対象
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３ 平成３１年度の利用定員（案）について 

＜教育・保育施設数＞ 

＜事由別異動内訳＞ 

認定こども園（１施設） 

☆利用定員変更（１施設） 

●利用定員１０名増員（既存施設の増員） 

園名 認定こども園かおり幼稚園（幼保連携型認定こども園） 

運営者 学校法人 北海道キリスト教学園 

住所 弥生町２丁目８番２５号 

変更事由等 ・恒常的に利用定員を超えて受入れているため２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 

H31 6 18 36（+10） 75 135（+10） 140 

H30 6 18 26 75 125 140 

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（４施設） 

●利用定員１８０名増員 

園名 苫小牧いずみ幼稚園 

運営者 学校法人 小池学園 

住所 三光町５丁目７番２９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）１８０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 

H31 － － － 180（+180） 180（+180） 270 

●利用定員２００名増員 

園名 苫小牧のぞみ幼稚園 

運営者 学校法人 小池学園 

住所 拓勇東町８丁目１番７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）２００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 

H31 － － － 200（+200） 200（+200） 240 

認定 

こども園 

新制度 

幼稚園 

私学助成 

幼稚園 
認可保育所 

小規模 

保育施設 
合計 

H30 年度 ９ ７ ７ １８ ６ ４７ 

H31 年度 ９ １１ ３ １８ ９ ５０ 

園数増減 ０ ４ △４ ０ ３ ３ 

Ｈ31 目標 ９ ７ ７ １８ ８ ４９ 
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●利用定員１２０名増員 

園名 エンゼル幼稚園 

運営者 学校法人 坂本北海道学園 

住所 しらかば町５丁目６番６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 

H31 － － － 120（+120） 120（+120） 280 

●利用定員１２０名増員 

園名 ピノキオ苫小牧幼稚園 

運営者 学校法人 坂本北海道学園 

住所 日新町３丁目６番１０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 

H31 － － － 120（+120） 120（+120） 280 

認可保育所（２施設） 

☆利用定員変更（２施設） 

●利用定員２０名減員 

園名 すえひろ保育園 

運営者 苫小牧市福祉事業協会 

住所 末広町１丁目２番２２号 

変更事由等 ・恒常的に利用定員を割って受入れているため２号（３～５歳）２０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 

H31 6 24 40（△20） － 70（△20） 90 

H30 6 24 60 － 90 90 

●利用定員１０名減員 

園名 さくらぎ保育園 

運営者 苫小牧市福祉事業協会 

住所 桜木町３丁目２４番２３号 

変更事由等 ・恒常的に利用定員を割って受入れているため２号（３～５歳）１０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 

H31 3 27 50（△10） － 80（△10） 90 

H30 3 27 60 － 90 90 
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小規模保育事業（３施設） 

☆新設（３施設） 

●利用定員１９名増員 

園名 パンダ保育園 

運営者 学校法人 沼ノ端学園 

住所 沼ノ端中央３丁目 

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 

H31 6（+6） 13（+13） － － 19（+19） 19 

●利用定員１９名増員 

園名 青空にじいろ保育園 

運営者 学校法人 平舘学園 

住所 柏木町２丁目５番１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 

H31 6（+6） 13（+13） － － 19（+19） 19 

●利用定員１９名増員 

園名 ベビーエンゼル!! 

運営者 学校法人 坂本北海道学園 

住所 しらかば町５丁目５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）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 

H31 6（+6） 13（+13） － － 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）

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

H31 850 2,110 1,293 209 739 

増減 △1,070 +620 △20 +18 +39 

区分別 

増減 

幼稚園・１号認定 ２号・３号認定（保育認定） 

△450 +37 


