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表NO.1 地域区分別　所在地区分

表NO.2 地域区分別　回答者
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表NO.3 所在地区分別　回答者

表NO.4 地域区分別　経営主体
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表NO.5 所在地区分別　経営主体

表NO.6 地域区分別　施設認可年
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表NO.7 所在地区分別　施設認可年

表NO.8 地域区分別　定員規模
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表NO.9 所在地区分別　定員規模

表NO.10 地域区分別　在園児童総数
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表NO.11 所在地区分別　在園児童総数

表NO.12 地域区分別　定員充足状況
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表NO.13 所在地区分別　定員充足状況

表NO.14 地域区分別　児童数（０歳児）
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表NO.15 所在地区分別　児童数（０歳児）

表NO.16 地域区分別　３歳未満比率
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表NO.17 所在地区分別　３歳未満比率

表NO.18 地域区分別　問1-1 保育所の選択的利用



─ 140─

表NO.19 所在地区分別　問1-1 保育所の選択的利用

表NO.20 地域区分別　問1-2 保育所が入所申し込み手続きの代行
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表NO.21 所在地区分別　問1-2 保育所が入所申し込み手続きの代行

表NO.22 地域区分別　問1-3 保護者への情報提供
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表NO.23 所在地区分別　問1-3 保護者への情報提供

表NO.24 地域区分別　問2-1 保育行政の二重基準
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表NO.25 所在地区分別　問2-1 保育行政の二重基準

表NO.26 地域区分別　問2-2 公立保育所の民営化方式
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表NO.27 所在地区分別　問2-2 公立保育所の民営化方式

表NO.28 地域区分別　問2-3 保育行政の姿勢
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表NO.29 所在地区分別　問2-3 保育行政の姿勢

表NO.30 地域区分別　問3-1 特別保育の利用契約
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表NO.31 所在地区分別　問3-1 特別保育の利用契約

表NO.32 地域区分別　問4 構造改革特区
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表NO.33 所在地区分別　問4 構造改革特区

表NO.34 地域区分別　問4-1 認定申請（準備）の内容
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表NO.35 所在地区分別　問4-1 認定申請（準備）の内容

表NO.36 地域区分別　問5 公立保育所の一般財源化後の予算
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表NO.37 所在地区分別　問5 公立保育所の一般財源化後の予算

表NO.38 地域区分別　問6-1 市町村合併
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表NO.39 所在地区分別　問6-1 市町村合併

表NO.40 地域区分別　問6-1-1 保育所の統廃合
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表NO.41 所在地区分別　問6-1-1 保育所の統廃合

表NO.42 地域区分別　問7-1 調理業務の委託、調理員の必置規制解除に伴う緩和措置
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表NO.43 所在地区分別　問7-1 調理業務の委託、調理員の必置規制解除に伴う緩和措置

表NO.44 地域区分別　問7-2 短時間勤務の保母、保育士定数の規制撤廃に伴う緩和措置
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表NO.45 所在地区分別　問7-2 短時間勤務の保母、保育士定数の規制撤廃に伴う緩和措置

表NO.46 地域区分別　問7-3 乳児室及びほふく室の面積に関する規制緩和措置
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表NO.47 所在地区分別　問7-3 乳児室及びほふく室の面積に関する規制緩和措置

表NO.48 地域区分別　問7-4 「屋外遊戯場に代わるべき場所を明確化」に関する緩和措置
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表NO.49 所在地区分別　問7-4 「屋外遊戯場に代わるべき場所を明確化」に関する緩和措置

表NO.50 地域区分別　問8-1 保育士の資格区分を初級および上級にする
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表NO.51 所在地区分別　問8-1 保育士の資格区分を初級および上級にする

表NO.52 地域区分別　問8-2 保育士試験に研修を条件とする
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表NO.53 所在地区分別　問8-2 保育士試験に研修を条件とする

表NO.54 地域区分別　問8-3 総合施設の職員の資格
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表NO.55 所在地区分別　問8-3 総合施設の職員の資格

表NO.56 地域区分別　問9-1 貴園の長が有している資格
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表NO.57 所在地区分別　問9-1 貴園の長が有している資格

表NO.58 地域区分別　問9-2 保育所長の資格に関する法制化
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表NO.59 所在地区分別　問9-2 保育所長の資格に関する法制化

表NO.60 地域区分別　問9-2-1 保育所長はどのような資格を有するべきか
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表NO.61 所在地区分別　問9-2-1 保育所長はどのような資格を有するべきか

表NO.62 地域区分別　問9-2-2 保育士資格を有さない者が、所長の職に就くための研修・認定制度
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表NO.63 所在地区分別　問9-2-2 保育士資格を有さない者が、所長の職に就くための研修・認定制度

表NO.64 地域区分別　問10-1 貴園には屋外遊戯場がありますか
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表NO.65 所在地区分別　問10-1 貴園には屋外遊戯場がありますか

表NO.66 地域区分別　問10-2 貴園の給食の形態
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表NO.67 所在地区分別　問10-2 貴園の給食の形態

表NO.68 地域区分別　問10-3 短時間勤務保育士を導入しているか
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表NO.69 所在地区分別　問10-3 短時間勤務保育士を導入しているか

表NO.70 地域区分別　問10-3-1 短時間勤務保育士導入の割合
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表NO.71 所在地区分別　問10-3-1 短時間勤務保育士導入の割合

表NO.72 地域区分別　問11-1 障害児保育を実施しているか
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表NO.73 所在地区分別　問11-1 障害児保育を実施しているか

表NO.74 地域区分別　問11-2 休日保育を実施しているか
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表NO.75 所在地区分別　問11-2 休日保育を実施しているか

表NO.76 地域区分別　問11-3 子育て支援事業を実施しているか
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表NO.77 所在地区分別　問11-3 子育て支援事業を実施しているか

表NO.78 地域区分別　問11-3-1 子育て支援事業は次の内どれか
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表NO.79 所在地区分別　問11-3-1 子育て支援事業は次の内どれか

表NO.80 地域区分別　問12 運営費の一般財源化と三位一体改革
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表NO.81 所在地区分別　問12 運営費の一般財源化と三位一体改革

表NO.82 地域区分別　問13-A-1 一般財源化でどのような影響が出ているか（公営）
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表NO.83 所在地区分別　問13-A-1 一般財源化でどのような影響が出ているか（公営）

表NO.84 地域区分別　問13-A-2 今後、どのような影響が出ると思われるか（公営）
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表NO.85 所在地区分別　問13-A-2 今後、どのような影響が出ると思われるか（公営）

表NO.86 地域区分別　問13-B-1 公営保育所運営費の一般財源化による影響（民営）
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表NO.87 所在地区分別　問13-B-1 公営保育所運営費の一般財源化による影響（民営）

表NO.88 地域区分別　問13-B-2 民営保育所運営費が一般財源化された場合のマイナス面の影響（民営）
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表NO.89 所在地区分別　問13-B-2 民営保育所運営費が一般財源化された場合のマイナス面の影響（民営）

表NO.90 地域区分別　問13-B-3 民営保育所運営費が一般財源化された場合のプラス面の影響（民営）
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表NO.91 所在地区分別　問13-B-3 民営保育所運営費が一般財源化された場合のプラス面の影響（民営）

表NO.92 地域区分別　問14-1 次世代育成支援市町村行動計画の策定に関与する立場にあるか
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表NO.93 所在地区分別　問14-1 次世代育成支援市町村行動計画の策定に関与する立場にあるか

表NO.94 地域区分別　問14-2 市町村における行動計画について、内容を把握しているか
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表NO.95 所在地区分別　問14-2 市町村における行動計画について、内容を把握しているか

表NO.96-1 地域区分別　問14-3 市町村の次世代育成支援対策行動計画において保育所が関わる施策①
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表NO.96-2 地域区分別　問14-3 市町村の次世代育成支援対策行動計画において保育所が関わる施策②

表NO.97-1 所在地区分別　問14-3 市町村の次世代育成支援対策行動計画において保育所が関わる施策①
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表NO.97-2 所在地区分別　問14-3 市町村の次世代育成支援対策行動計画において保育所が関わる施策②

表NO.98 地域区分別　問15-1 市町村における事業主行動計画の具体的内容の把握
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表NO.99 所在地区分別　問15-1 市町村における事業主行動計画の具体的内容の把握

表NO.100 地域区分別　問15-2 貴園は事業主行動計画の実施にかかわっているか
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表NO.101 所在地区分別　問15-2 貴園は事業主行動計画の実施にかかわっているか

表NO.102 地域区分別　問15-2-1 どのようなかかわり方をしているか
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表NO.103 所在地区分別　問15-2-1 どのようなかかわり方をしているか

表NO.104 地域区分別　問15-3 市町村に次世代育成支援対策推進センターは設置されているか
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表NO.105 所在地区分別　問15-3 市町村に次世代育成支援対策推進センターは設置されているか

表NO.106 地域区分別　問15-3-1 貴園は、次世代育成支援対策推進センターにかかわっているか
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表NO.107 所在地区分別　問15-3-1 貴園は、次世代育成支援対策推進センターにかかわっているか

表NO.108-1 地域区分別　問16-1 市町村で取り組んでいる法定子育て支援事業①
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表NO.108-2 地域区分別　問16-1 市町村で取り組んでいる法定子育て支援事業②

表NO.109-1 所在地区分別　問16-1 市町村で取り組んでいる法定子育て支援事業①
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表NO.109-2 所在地区分別　問16-1 市町村で取り組んでいる法定子育て支援事業②

表NO.110 地域区分別　問16-2-1 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈１．乳幼児健康支援（産褥期ヘルパー）〉
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表NO.111 所在地区分別　問16-2-1 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈１．乳幼児健康支援（産褥期ヘルパー）〉

表NO.112 地域区分別　問16-2-1 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈２．乳幼児健康支援（訪問型一時保育）〉
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表NO.113 所在地区分別　問16-2-2 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈２．乳幼児健康支援（訪問型一時保育）〉

表NO.114 地域区分別　問16-2-3 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈３．家庭訪問支援事業〉
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表NO.115 所在地区分別　問16-2-3 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈３．家庭訪問支援事業〉

表NO.116 地域区分別　問16-2-4 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈４．乳幼児健康支援（病児・病後児保育）〉
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表NO.117 所在地区分別　問16-2-4 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈４．乳幼児健康支援（病児・病後児保育）〉

表NO.118 地域区分別　問16-2-5 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈５．家庭的保育事業〉
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表NO.119 所在地区分別　問16-2-5 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈５．家庭的保育事業〉

表NO.120 地域区分別　問16-2-6 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈６．一時保育事業〉
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表NO.121 所在地区分別　問16-2-6 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈６．一時保育事業〉

表NO.122 地域区分別　問16-2-7 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈７．特定保育事業〉
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表NO.123 所在地区分別　問16-2-7 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈７．特定保育事業〉

表NO.124 地域区分別　問16-2-8 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈８．ファミリーサポートセンター事業〉
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表NO.125 所在地区分別　問16-2-8 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈８．ファミリーサポートセンター事業〉

表NO.126 地域区分別　問16-2-9 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈９．集いの広場事業〉
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表NO.127 所在地区分別　問16-2-9 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈９．集いの広場事業〉

表NO.128 地域区分別　問16-2-10 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈10．地域子育て支援センター事業〉
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表NO.129 所在地区分別　問16-2-10 貴園が取り組んでいる事業、または今後取り組もうと考えている事業
〈10．地域子育て支援センター事業〉

表NO.130 地域区分別　問16-3 法定子育て支援事業を進めるに当たっての重要課題
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表NO.131 所在地区分別　問16-3 法定子育て支援事業を進めるに当たっての重要課題

表NO.132-1 地域区分別　問16-4-a-1 居宅における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉①
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表NO.132-2 地域区分別　問16-4-a-1 居宅における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉②

表NO.132-3 地域区分別　問16-4-a-1 居宅における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉③
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表NO.133-2 所在地区分別　問16-4-a-1 居宅における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉②

表NO.133-1 所在地区分別　問16-4-a-1 居宅における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉①
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表NO.133-3 所在地区分別　問16-4-a-1 居宅における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉③

表NO.134-1 地域区分別　問16-4-a-2 居宅における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉①
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表NO.134-2 地域区分別　問16-4-a-2 居宅における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉②

表NO.134-3 地域区分別　問16-4-a-2 居宅における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉③
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表NO.135-1 所在地区分別　問16-4-a-2 居宅における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉①

表NO.135-2 所在地区分別　問16-4-a-2 居宅における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉②
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表NO.135-3 所在地区分別　問16-4-a-2 居宅における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉③

表NO.136 地域区分別　問16-4-a-3 居宅における養育支援事業
〈３．連携の具体例、連携により行われた援助例〉
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表NO.137 所在地区分別　問16-4-a-3 居宅における養育支援事業
〈３．連携の具体例、連携により行われた援助例〉

表NO.138-1 地域区分別　問16-4-b-1 保育施設における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉①
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表NO.138-2 地域区分別　問16-4-b-1 保育施設における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉②

表NO.138-3 地域区分別　問16-4-b-1 保育施設における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉③
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表NO.139-1 所在地区分別　問16-4-b-1 保育施設における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉①

表NO.139-2 所在地区分別　問16-4-b-1 保育施設における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉②
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表NO.139-3 所在地区分別　問16-4-b-1 保育施設における養育支援事業〈１．現在連携している機関〉③

表NO.140-1 地域区分別　問16-4-b-2 保育施設における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉①
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表NO.140-2 地域区分別　問16-4-b-2 保育施設における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉②

表NO.140-3 地域区分別　問16-4-b-2 保育施設における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉③
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表NO.141-1 所在地区分別　問16-4-b-2 保育施設における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉①

表NO.141-2 所在地区分別　問16-4-b-2 保育施設における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉②



─ 211─

表NO.141-3 所在地区分別　問16-4-b-2 保育施設における養育支援事業〈２．今後連携を考えている機関〉③

表NO.142 地域区分別　問16-4-b-3 保育施設における養育支援事業
〈３．連携の具体例、連携により行われた援助例〉
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表NO.143 所在地区分別　問16-4-b-3 保育施設における養育支援事業
〈３．連携の具体例、連携により行われた援助例〉

表NO.144-1 地域区分別　問16-4-c-1 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈１．現在連携している機関〉①
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表NO.144-3 地域区分別　問16-4-c-1 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈１．現在連携している機関〉③

表NO.144-2 地域区分別　問16-4-c-1 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈１．現在連携している機関〉②
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表NO.145-1 所在地区分別　問16-4-c-1 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈１．現在連携している機関〉①

表NO.145-2 所在地区分別　問16-4-c-1 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈１．現在連携している機関〉②
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表NO.146-1 地域区分別　問16-4-c-2 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈２．今後連携を考えている機関〉①

表NO.145-3 所在地区分別　問16-4-c-1 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈１．現在連携している機関〉③
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表NO.146-2 地域区分別　問16-4-c-2 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈２．今後連携を考えている機関〉②

表NO.146-3 地域区分別　問16-4-c-2 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈２．今後連携を考えている機関〉③
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表NO.147-2 所在地区分別　問16-4-c-2 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈２．今後連携を考えている機関〉②

表NO.147-1 所在地区分別　問16-4-c-2 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈２．今後連携を考えている機関〉①
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表NO.147-3 所在地区分別　問16-4-c-2 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈２．今後連携を考えている機関〉③

表NO.148 地域区分別　問16-4-c-3 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈３．連携の具体例、連携により行われた援助例〉
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表NO.149 所在地区分別　問16-4-c-3 地域における養育支援並びに地域児童の養育支援事業
〈３．連携の具体例、連携により行われた援助例〉

表NO.150 地域区分別　問17 保育制度または保育所運営についての意見
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表NO.151 所在地区分別　問17 保育制度または保育所運営についての意見
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