
― 109―

表NO.1 地域区分別　所在地区分

表NO.2 地域区分別　回答者

集計表
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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



― 113―

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 知事部局より関係文書が送付されたか
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表NO.19 所在地区分別　問1-1 知事部局より関係文書が送付されたか

表NO.20 地域区分別　問1-2 こども園の４類型
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表NO.21 所在地区分別　問1-2 こども園の４類型

表NO.22 地域区分別　問1-3 認定制度（知事が認定）
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表NO.23 所在地区分別　問1-3 認定制度（知事が認定）

表NO.24 地域区分別　問2 認定制度の運用
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表NO.25 所在地区分別　問2 認定制度の運用

表NO.26 地域区分別　問2-1 どのような行政説明か
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表NO.27 所在地区分別　問2-1 どのような行政説明か

表NO.28 地域区分別　問2-2 県の認定の仕組み



― 123―

表NO.29 所在地区分別　問2-2 県の認定の仕組み

表NO.30 地域区分別　問2-2-1 制限的な枠付けの理由
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表NO.31 所在地区分別　問2-2-1 制限的な枠付けの理由

表NO.32 地域区分別　問3 幼児教育の実施を要件とすることへの印象
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表NO.33 所在地区分別　問3 幼児教育の実施を要件とすることへの印象

表NO.34 地域区分別　問3-1 保育所保育指針
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表NO.35 所在地区分別　問3-1 保育所保育指針

表NO.36 地域区分別　問3-2 幼稚園教育要領
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表NO.37 所在地区分別　問3-2 幼稚園教育要領

表NO.38 地域区分別　問4 子育て支援事業を認定要件とした方針への評価
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表NO.39 所在地区分別　問4 子育て支援事業を認定要件とした方針への評価

表NO.40 地域区分別　問4-1-1 貴園の自己評定〈母親の就労支援〉



― 129―

表NO.41 所在地区分別　問4-1-1 貴園の自己評定〈母親の就労支援〉

表NO.42 地域区分別　問4-1-2 貴園の自己評定〈仕事と子育ての両立支援〉
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表NO.43 所在地区分別　問4-1-2 貴園の自己評定〈仕事と子育ての両立支援〉

表NO.44 地域区分別　問4-1-3 貴園の自己評定〈地域の子育て支援〉
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表NO.45 所在地区分別　問4-1-3 貴園の自己評定〈地域の子育て支援〉

表NO.46 地域区分別　問4-1-4 貴園の自己評定〈子どもの発達支援〉
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表NO.47 所在地区分別　問4-1-4 貴園の自己評定〈子どもの発達支援〉

表NO.48 地域区分別　問5-1 公立保育所の民営化
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表NO.49 所在地区分別　問5-1 公立保育所の民営化

表NO.50 地域区分別　問5-2 民営化による保育の質の変化
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表NO.51 所在地区分別　問5-2 民営化による保育の質の変化

表NO.52 地域区分別　問5-3-1 民営化は家庭への個別援助が
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表NO.53 所在地区分別　問5-3-1 民営化は家庭への個別援助が

表NO.54 地域区分別　問5-3-2 民営化は地域子育て支援が



― 136―

表NO.55 所在地区分別　問5-3-2 民営化は地域子育て支援が

表NO.56 地域区分別　問5-3-3 民営化は子育て中の住民グループへの支援が
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表NO.57 所在地区分別　問5-3-3 民営化は子育て中の住民グループへの支援が

表NO.58 地域区分別　問5-3-4 他の組織との連携
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表NO.59 所在地区分別　問5-3-4 他の組織との連携

表NO.60 地域区分別　問5-3-5 多様な保育サービスの提供
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表NO.61 所在地区分別　問5-3-5 多様な保育サービスの提供

表NO.62 地域区分別　問5-3-6 児童福祉としての保育所運営には関係がない



― 140―

表NO.63 所在地区分別　問5-3-6 児童福祉としての保育所運営には関係がない

表NO.64 地域区分別　問6 民営化に必要と考えられるプロセス
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表NO.65 所在地区分別　問6 民営化に必要と考えられるプロセス

表NO.66 地域区分別　問7-1 市町村を通じての情報開示
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表NO.67 所在地区分別　問7-1 市町村を通じての情報開示

表NO.68 地域区分別　問7-2 情報開示の実態をどう考えるか
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表NO.69 所在地区分別　問7-2 情報開示の実態をどう考えるか

表NO.70 地域区分別　問8-1 第三者評価受審の進行状況
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表NO.71 所在地区分別　問8-1 第三者評価受審の進行状況

表NO.72 地域区分別　問8-2 第三者評価結果の公開の進行状況
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表NO.73 所在地区分別　問8-2 第三者評価結果の公開の進行状況

表NO.74 地域区分別　問8-3 第三者評価受審は、保育サービスの質の向上に役立つか
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表NO.75 所在地区分別　問8-3 第三者評価受審は、保育サービスの質の向上に役立つか

表NO.76 地域区分別　問8-4 第三者評価結果の公開は、保育サービスの質の向上に役立つか
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表NO.77 所在地区分別　問8-4 第三者評価結果の公開は、保育サービスの質の向上に役立つか

表NO.78 地域区分別　問9 貴園の市町村では合併が行われたか
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表NO.79 所在地区分別　問9 貴園の市町村では合併が行われたか

表NO.80 地域区分別　問10-1 延長保育事業（ソフト交付金）による変化
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表NO.81 所在地区分別　問10-1 延長保育事業（ソフト交付金）による変化

表NO.82 地域区分別　問10-2 施設整備（ハード交付金）による変化
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表NO.83 所在地区分別　問10-2 施設整備（ハード交付金）による変化

表NO.84 地域区分別　問11-1 保育所の統廃合
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表NO.85 所在地区分別　問11-1 保育所の統廃合

表NO.86 地域区分別　問11-2 社会福祉法人以外の保育所の設置
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表NO.87 所在地区分別　問11-2 社会福祉法人以外の保育所の設置

表NO.88 地域区分別　問11-3 公立保育所の民営化①
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表NO.88-2 地域区分別　問11-3 公立保育所の民営化②

表NO.89 所在地区分別　問11-3 公立保育所の民営化①
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表NO.89-2 所在地区分別　問11-3 公立保育所の民営化②

表NO.90 地域区分別　問12-1 交付金化の補助事業への影響
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表NO.91 所在地区分別　問12-1 交付金化の補助事業への影響

表NO.92 地域区分別　問12-2 実施している交付金対象事業①
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表NO.92-2 地域区分別　問12-2 実施している交付金対象事業②

表NO.93 所在地区分別　問12-2 実施している交付金対象事業①
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表NO.93-2 所在地区分別　問12-2 実施している交付金対象事業②

表NO.94 地域区分別　問12-2-1 実施している保育所地域活動事業の内容
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表NO.95 所在地区分別　問12-2-1 実施している保育所地域活動事業の内容

表NO.96 地域区分別　問13-1 定員の弾力的運用（貴園の在籍児童数）
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表NO.97 所在地区分別　問13-1 定員の弾力的運用（貴園の在籍児童数）

表NO.98 地域区分別　問13-2 定員の弾力的運用の影響
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表NO.99 所在地区分別　問13-2 定員の弾力的運用の影響

表NO.100 地域区分別　問14-1 短時間保育士を採用しているか
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表NO.101 所在地区分別　問14-1 短時間保育士を採用しているか

表NO.102 地域区分別　問14-1-1 短時間保育士を採用した理由
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表NO.103 所在地区分別　問14-1-1 短時間保育士を採用した理由

表NO.104 地域区分別　問14-1-2 短時間保育士採用による変化
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表NO.105 所在地区分別　問14-1-2 短時間保育士採用による変化

表NO.106 地域区分別　問15-1 園庭の状況



― 164―

表NO.107 所在地区分別　問15-1 園庭の状況

表NO.108 地域区分別　問15-2 乳幼児にとって園庭とはどのようなものか



― 165―

表NO.109 所在地区分別　問15-2 乳幼児にとって園庭とはどのようなものか

表NO.110 地域区分別　問16-1 給食業務を委託しているか
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表NO.111 所在地区分別　問16-1 給食業務を委託しているか

表NO.112 地域区分別　問16-1-1 どのような方法で行っているか
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表NO.113 所在地区分別　問16-1-1 どのような方法で行っているか

表NO.114 地域区分別　問16-2 給食業務を委託する予定
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表NO.115 所在地区分別　問16-2 給食業務を委託する予定

表NO.116 地域区分別　問17-1 地域子育て支援センターを併設・運営しているか



― 169―

表NO.117 所在地区分別　問17-1 地域子育て支援センターを併設・運営しているか

表NO.118 地域区分別　問17-1-1 方式─区分はどのようになっているか
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表NO.119 所在地区分別　問17-1-1 方式─区分はどのようになっているか

表NO.120 地域区分別　問17-1-2 運営上の困難性・課題
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表NO.121 所在地区分別　問17-1-2 運営上の困難性・課題

表NO.122 地域区分別　問17-1-3 併設・運営していない理由
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表NO.123 所在地区分別　問17-1-3 併設・運営していない理由

表NO.124 地域区分別　問18-1 地域でニーズがある事業
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表NO.125 所在地区分別　問18-1 地域でニーズがある事業

表NO.126 地域区分別　問18-2 実施している事業
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表NO.127 所在地区分別　問18-2 実施している事業

表NO.128 地域区分別　問18-3 児童福祉施設併設型民間児童館を設置する上での問題点
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表NO.129 所在地区分別　問18-3 児童福祉施設併設型民間児童館を設置する上での問題点

表NO.130 地域区分別　問19 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.131 所在地区分別　問19 保育制度または保育所運営についての意見




