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特定教育・保育施設の利用定員の設定について（認可保育所等）  

１．確認制度と利用定員について  

 ○  子ども・子育て支援制度では、給付の実施主体である市が、認可を受けた

教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）、地域型保育事業所（家庭

的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）に対して、その申請

に基づき各施設・事業の類型に従い、認定区分（１号認定、２号認定、３号

認定）ごとの利用定員を定めた上で、給付の対象となることを確認し、給付

費を支払うことになる。  

 ○  特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の受け入れや給付単価は、認可

定員ではなく利用定員を基に運用される。  

 

２．子ども・子育て会議の意見聴取  

 ○  子ども・子育て支援法（第３１条第２項、第４３条第３項）の規定により、

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするとき

は、子ども・子育て会議の意見を聴かなければならないとされている。  

  

３．利用定員の設定について  

 ○  「流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例」の規定に基づき、施設・事業所ごとに利用定員を定める。  

 ※小規模保育事業Ａ型の利用定員は６人以上１９人以下。  

   ※３号認定は０歳と１・２歳に区分して利用定員を定める。  

 ○  利用定員は認可定員の範囲内で設定（認可定員と一致することを基本）す

る。  

 ○  実利用人数が認可定員を下回っているとき、計画上の確保方策などを踏ま

えたうえで、認可定員を下回る利用定員とすることも可能。  

 ○  実利用人数が認可定員を上回っているとき、利用実態に応じて認可定員を

引き上げることを検討。  

※条例に規定するやむを得ない事情がある場合は、利用定員を超えて受け

入れ可能。  

   ※連続する過去２年度間常に実利用人数が利用定員を超えている、かつ、

年間の平均利用率が１２０％以上の場合で、利用定員の見直しが行われ

ない場合、給付費を減算する等の措置を講ずる予定。  
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４．令和３年４月開設予定の特定教育・保育施設の利用定員について  

（１）利用定員設定の考え方  

  令和３年４月１日入所児童について、例年より特に少ない状況となったこと

から、時限的特例措置（期間：令和３年４月１日から令和４年３月３１日）と

して、以下に基づき利用定員の設定を行うものとする。  

 

  ■令和３年４月１日開設予定  認可保育所について（以下、①～⑫対象）  

   ・４歳児の利用定員を認可定員のうち、５０％程度と設定する。  

   ・５歳児の利用定員を認可定員のうち、２５％程度と設定する。  

 

  ■令和２年４月１日開設  認可保育所について（以下、⑬～⑰対象）  

   ・５歳児の利用定員を認可定員のうち、５０％程度と設定する。  

    ただし、現設定の利用定員（５歳児）に対し、令和３年４月１日時点で

５０％を超える入所者数となる保育所については対象外とする。  

 

  ※  今後の入所申込状況により、上記期間中であっても、利用定員の増員を  

図ることについて了承することを条件とする。  

 

（２）保育所整備量等について  

■令和２年度保育所・小規模保育事業所整備数  

地  区  施設整備数  増加定員数①  整備計画数②  ①－②  

北  部  ０  ０  ７９  △７９  

中  部  ４（１）  ２３９（１９）  ５８９  △３５０  

東  部  ３（１）  １５４（１９）  ９０  ６４  

南  部  ８  ７５０   ７６９  △１９  

計  １５  １，１４３  １，５２７  △３８４  

    ※（  ）カッコは数字のうち、小規模保育事業所の数。  

    ※新設のみ。既存の定員変更等は除く。  

    ※整備計画数  第２期子どもをみんなで育てる計画４１ページ抜粋。  
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（３）利用定員の設定について  

 ①Ｎｅｓｔおおたかの森保育園  

所在地  おおたかの森北一丁目 6-1 果樹園 ST2 階  

事業者名称  株式会社キッズホーム欒  

代表者職・氏名  代表取締役  國澤  佳奈子  

区域区分  中部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  ２０人   ２０人   

（２号認定）３歳以上  ３６人   ２１人   

 計   ６２人   ４７人   

 
 

 

 ②きゃんばす流山おおたかの森保育園  

所在地  おおたかの森南二丁目 30 番 2 

事業者名称  株式会社ナーサリープラットフォーム  

代表者職・氏名  代表取締役  金子  洋文  

区域区分  中部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ９人   ９人   

（３号認定）１・２歳  ２４人   ２４人   

（２号認定）３歳以上  ４７人   ２７人   

 計   ８０人   ６０人   
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 ③スターリーフ  

所在地  市野谷 441 番地の 3（運 A85 街区 6）  

事業者名称  グッドスターキッズハウス株式会社  

代表者職・氏名  代表取締役  飯干  健太郎  

区域区分  東部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ３人   ３人   

（３号認定）１・２歳  ２４人   ２４人   

（２号認定）３歳以上  ４８人   ２８人   

 計   ７５人   ５５人   

 

 

 ④ちゃいれっく初石保育園  

所在地  西初石 2-930 クレフィール流山  

事業者名称  株式会社プロケア  

代表者職・氏名  代表取締役  秋山  登史子  

区域区分  中部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ９人   ９人   

（３号認定）１・２歳  ２４人   ２４人   

（２号認定）３歳以上  ４５人   ２７人   

 計   ７８人   ６０人   
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 ⑤ありす南流山保育園  

所在地  大字流山 2505 番地（木 B88 街区 6）  

事業者名称  株式会社Ｍｏｎｂｅｂｅ  

代表者職・氏名  代表取締役  齋藤  真樹  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  １６人   １６人   

（２号認定）３歳以上  ４８人   ２８人   

 計   ７０人   ５０人   

 

 

 ⑥キッズラボ南流山園  

所在地  流山市大字木 18 番地（木 A51 街区 4）  

事業者名称  キッズラボ株式会社  

代表者職・氏名  代表取締役  西原  優博  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  ２４人   ２４人   

（２号認定）３歳以上  ５０人   ２８人   

 計   ８０人   ５８人   
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 ⑦森のまちあおば保育園  

所在地  大字流山 2525 番地の 1（木 B85-1 街区 3）  

事業者名称  社会福祉法人ラウレア会  

代表者職・氏名  理事長  佐藤  憲司  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  ３０人   ３０人   

（２号認定）３歳以上  ５４人   ３２人   

 計   ９０人   ６８人   

 

 

 ⑧コビープリスクールみなみながれやま  

所在地  思井 644-1（鰭ヶ崎・思井地区 4-2 街区）  

事業者名称  株式会社コビーアンドアソシエイツ  

代表者職・氏名  代表取締役  小林  照男  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  ２４人   ２４人   

（２号認定）３歳以上  ４５人   ２７人   

 計   ７５人   ５７人   
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 ⑨流山さんぴこ第３保育園  

所在地  西平井 2-22-5、 22-8 

事業者名称  社会福祉法人花幸福祉会  

代表者職・氏名  理事長  美田  智幸  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  ３０人   ３０人   

（２号認定）３歳以上  ５４人   ３２人   

 計   ９０人   ６８人   

 

 

 ⑩城の星第２保育園  

所在地  流山九丁目 500 番 31 

事業者名称  社会福祉法人あかぎ万葉  

代表者職・氏名  理事長  中  登  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ９人   ９人   

（３号認定）１・２歳  ３８人   ３８人   

（２号認定）３歳以上  ７３人   ４２人   

 計   １２０人   ８９人   
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 ⑪エンゼルあいりす保育園南流山  

所在地  南流山 1-10-8 ロッシェル南流山 1-2Ｆ  

事業者名称  有限会社キリオン  

代表者職・氏名  代表取締役  岡本  聡子  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ９人   ９人   

（３号認定）１・２歳  ３６人   ３６人   

（２号認定）３歳以上  ９０人   ５３人   

 計   １３５人   ９８人   

 

 

 ⑫あい・あい保育園第二流山おおたかの森園  

所在地  市野谷 204 番地 2（運 A5 街区 3）  

事業者名称  株式会社 global child care 

代表者職・氏名  代表取締役  貞松  成  

区域区分  東部地区  

認定区分  認可定員（予定）  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  ２１人   ２１人   

（２号認定）３歳以上  ３３人   ２０人   

 計   ６０人   ４７人   
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 ⑬Ｎｅｓｔ南流山保育園  

所在地  流山市南流山二丁目４番地１ザ・サバービア２階  

事業者名称  株式会社キッズホーム欒  

代表者職・氏名  代表取締役  國澤  佳奈子  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ５人   ５人   

（３号認定）１・２歳  １６人   １６人   

（２号認定）３歳以上  ２４人   ２０人   

 計   ４５人   ４１人   

 

 

 ⑭ことのは保育園  

所在地  おおたかの森西４－２０－１  

事業者名称  社会福祉法人あかぎ万葉  

代表者職・氏名  理事長  中  登  

区域区分  中部地区  

認定区分  認可定員  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ９人   ９人   

（３号認定）１・２歳  ３０人   ３０人   

（２号認定）３歳以上  ８１人   ６８人   

 計   １２０人   １０７人   
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 ⑮オハナゆめ保育園  

所在地  中 116 番地の１（運 B186-2 街区 4）  

事業者名称  株式会社マザープラネット  

代表者職・氏名  代表取締役  藪本  敦弘  

区域区分  東部地区  

認定区分  認可定員  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  ４０人   ４０人   

（２号認定）３歳以上  ７４人   ６２人   

 計   １２０人   １０８人   

 

 

 ⑯チャレンジキッズ第二おおたかの森園  

所在地  おおたかの森西一丁目２２番５  

事業者名称  株式会社Ｃ・Ｂ・Ｈ  

代表者職・氏名  代表取締役  早川  和宏  

区域区分  中部地区  

認定区分  認可定員  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ９人   ９人   

（３号認定）１・２歳  ２４人   ２４人   

（２号認定）３歳以上  ４５人   ３８人   

 計   ７８人   ７１人   
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 ⑰森のまちはやて保育園  

所在地  大字木 513 番地の 1（木 A29 街区 2）  

事業者名称  社会福祉法人徳心会  

代表者職・氏名  理事長  徳山  伸一  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員  利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ６人   ６人   

（３号認定）１・２歳  ２１人   ２１人   

（２号認定）３歳以上  ３３人   ２８人   

 計   ６０人   ５５人   

 

 ⑱南流山そらいろ保育園  

所在地  流山市南流山７丁目５－１  

事業者名称  社会福祉法人幌北学園  

代表者職・氏名  理事長  對
つい

木
き

 克彦  

区域区分  南部地区  

認定区分  認可定員 <令 和 3 年 3 月 ま で > 利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ９人（９人）   

同左  

（３号認定）１・２歳  ３２人（３６人）   

（２号認定）３歳以上  ４９人（６３人）   

 計   ９０人（１０８人）   
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 ⑲たかさごスクールセントラル（認定こども園）  

所在地  西平井三丁目２番地の９  

事業者名称  社会福祉法人高砂福祉会  

代表者職・氏名  理事長  篠塚  弘子  

区域区分  南部地区  

認定区分  利用定員（同認可定員）  利用定員（予定）  

（１号認定）３歳以上  ９人   １５人   

（３号認定）０歳  ２１人   １８人   

（３号認定）１・２歳  ５５人   ５５人   

（２号認定）３歳以上  ７３人   ７３人   

 計   １５８人   １６１人   

５．令和３年４月開設予定の特定教育・保育施設の利用定員について  

①Ｎｅｓｔ松ケ丘保育室（小規模保育事業所）  

事業所名称  Ｎｅｓｔ松ケ丘保育室  

事業所所在地  松ケ丘 5-692-36,-28 

事業者名称  株式会社キッズホーム欒  

代表者職・氏名  代表取締役  國澤  佳奈子  

区域区分  東部地区  

認可定員（変更前） １９人   

利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ３人   

（３号認定）１・２歳  １６人   

（２号認定）３歳以上  ０人   
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②エンゼルつばさ保育室おおたかの森（小規模保育事業所）  

事業所名称  エンゼルつばさ保育室おおたかの森  

事業所所在地  おおたかの森北一丁目９番地１０号  

事業者名称  有限会社キリオン  

代表者職・氏名  代表取締役  岡本  聡子  

区域区分  中部地区  

認可定員（変更前） １９人   

利用定員（予定）  

（３号認定）０歳  ２人   

（３号認定）１・２歳  １７人   

（２号認定）３歳以上  ０人   

 


