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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

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
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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　低年齢児（０歳、１歳、２歳）は入所していますか。
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表NO.11 所在地区分別　低年齢児（０歳、１歳、２歳）は入所していますか。

表NO.12 地域区分別　在園児童総数
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表NO.13 所在地区分別　在園児童総数

表NO.14 地域区分別　定員充足状況



― 126―

表NO.15 所在地区分別　定員充足状況

表NO.16 地域区分別　児童数（０歳児）
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表NO.17 所在地区分別　児童数（０歳児）

表NO.18 地域区分別　３歳未満比率
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表NO.19 所在地区分別　３歳未満比率

表NO.20 地域区分別　看護師は、いますか。
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表NO.21 所在地区分別　看護師は、いますか。

表NO.22 地域区分別　栄養士は、いますか。
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表NO.23 所在地区分別　栄養士は、いますか。

表NO.24 地域区分別　問1-1 生後何ヶ月から受け入れているか
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表NO.25 所在地区分別　問1-1 生後何ヶ月から受け入れているか

表NO.26 地域区分別　問1-2 乳児（０歳児）保育実践歴
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表NO.27 所在地区分別　問1-2 乳児（０歳児）保育実践歴

表NO.28 地域区分別　問1-3 乳児担当の職員体制
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表NO.29 所在地区分別　乳児担当の職員体制

表NO.30 地域区分別　問1-4 乳児保育の担当制
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表NO.31 所在地区分別　問1-4 乳児保育の担当制

表NO.32 地域区分別　問1-5 乳児の保育時間
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表NO.33 所在地区分別　問1-5 乳児の保育時間

表NO.34 地域区分別　問1-5-1 延長時間はどのくらいか
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表NO.35 所在地区分別　問1-5-1 延長時間はどのくらいか

表NO.36 地域区分別　問1-6 クラス編成
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表NO.37 所在地区分別　問1-6 クラス編成

表NO.38 地域区分別　問1-7 担当保育士
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表NO.39 所在地区分別　問1-7 担当保育士

表NO.40 地域区分別　問1-8 看護師は保育士要員にふくまれるか
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表NO.41 所在地区分別　問1-8 看護師は保育士要員にふくまれるか

表NO.42 地域区分別　問1-9 最新育児情報の入手先
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表NO.43 所在地区分別　問1-9 最新育児情報の入手先

表NO.44 地域区分別　問1-10 運営面からの低年齢児保育
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表NO.45 所在地区分別　問1-10 運営面からの低年齢児保育

表NO.46 地域区分別　問2-1 保育計画について
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表NO.47 所在地区分別　問2-1 保育計画について

表NO.48 地域区分別　問2-2 成長発達の記録方法
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表NO.49 所在地区分別　問2-2 成長発達の記録方法

表NO.50 地域区分別　問2-3 低年齢児の送迎者
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表NO.51 所在地区分別　問2-3 低年齢児の送迎者

表NO.52 地域区分別　問2-3-1 送迎者としているのは誰か
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表NO.53 所在地区分別　問2-3-1 送迎者としているのは誰か

表NO.54 地域区分別　問2-4 低年齢児の基本的生活習慣の形成
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表NO.55 所在地区分別　問2-4 低年齢児の基本的生活習慣の形成

表NO.56 地域区分別　問2-5 遊びの設定
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表NO.57 所在地区分別　問2-5 遊びの設定

表NO.58 地域区分別　問2-6 玩具の選択
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表NO.59 所在地区分別　問2-6 玩具の選択

表NO.60 地域区分別　問2-7 低年齢児の家庭連絡
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表NO.61 所在地区分別　問2-7 低年齢児の家庭連絡

表NO.62 地域区分別　問2-8 連絡帳で園から知らせている重点事項
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表NO.63 所在地区分別　問2-8 連絡帳で園から知らせている重点事項

表NO.64 地域区分別　問2-9 低年齢児を持つ親（家庭）への支援
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表NO.65 所在地区分別　問2-9 低年齢児を持つ親（家庭）への支援

表NO.66 地域区分別　問3-1 母乳・ミルクの飲ませ方
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表NO.67 所在地区分別　問3-1 母乳・ミルクの飲ませ方

表NO.68 地域区分別　問3-2 手づかみ食べ
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表NO.69 所在地区分別　問3-2 手づかみ食べ

表NO.70 地域区分別　問3-3 箸について



― 154―

表NO.71 所在地区分別　問3-3 箸について

表NO.72 地域区分別　問3-4 食育計画
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表NO.73 所在地区分別　問3-4 食育計画

表NO.74 地域区分別　問3-5 食育の内容
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表NO.75 所在地区分別　問3-5 食育の内容

表NO.76 地域区分別　問3-6 アレルギー疾患の個別メニュー
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表NO.77 所在地区分別　問3-6 アレルギー疾患の個別メニュー

表NO.78 地域区分別　問3-6-1 対応の仕方
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表NO.79 所在地区分別　問3-6-1 対応の仕方

表NO.80 地域区分別　問3-7 栄養士、調理員と連携はとれているか
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表NO.81 所在地区分別　問3-7 栄養士、調理員と連携はとれているか

表NO.82 地域区分別　問3-7-1 連携の具体的方法（自由記述）
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表NO.83 所在地区分別　問3-7-1 連携の具体的方法（自由記述）

表NO.84 地域区分別　問4-1-1 入園の受け入れ準備〈入園時面接の内容〉
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表NO.85 所在地区分別　問4-1-1 入園の受け入れ準備〈入園時面接の内容〉

表NO.86 地域区分別　問4-1-2 入園の受け入れ準備〈特に注意して聞く項目〉
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表NO.87 所在地区分別　問4-1-2 入園の受け入れ準備〈特に注意して聞く項目〉

表NO.88 地域区分別　問4-2-1 嘱託医の位置づけと定期健康診断〈嘱託医の専門科目〉
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表NO.89 所在地区分別　問4-2-1 嘱託医の位置づけと定期健康診断〈嘱託医の専門科目〉

表NO.90 地域区分別　問4-2-2 嘱託医の位置づけと定期健康診断〈定期健康診断〉



― 164―

表NO.91 所在地区分別　問4-2-2 嘱託医の位置づけと定期健康診断〈定期健康診断〉

表NO.92 地域区分別　問4-3 嘱託医は保育園に何回来るか
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表NO.93 所在地区分別　問4-3 嘱託医は保育園に何回来るか

表NO.94 地域区分別　問4-4-1 保護者に対する安全・保健指導〈統一された保健指導年間計画書〉



― 166―

表NO.95 所在地区分別　問4-4-1 保護者に対する安全・保健指導〈統一された保健指導年間計画書〉

表NO.96 地域区分別　問4-4-2 保護者に対する安全・保健指導〈保健指導できる職員がいるか〉
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表NO.97 所在地区分別　問4-4-2 保護者に対する安全・保健指導〈保健指導できる職員がいるか〉

表NO.98 地域区分別　問4-4-3 保護者に対する安全・保健指導〈家庭向け保健便り〉
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表NO.99 所在地区分別　問4-4-3 保護者に対する安全・保健指導〈家庭向け保健便り〉

表NO.100 地域区分別　問4-4-4 保護者に対する安全・保健指導〈保健便りの主な内容〉
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表NO.101 所在地区分別　問4-4-4 保護者に対する安全・保健指導〈保健便りの主な内容〉

表NO.102 地域区分別　問4-5-1 日常の安全管理〈安全保育管理規定〉
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表NO.103 所在地区分別　問4-5-1 日常の安全管理〈安全保育管理規定〉

表NO.104 地域区分別　問4-5-2 日常の安全管理〈遊具別の安全点検表〉
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表NO.105 所在地区分別　問4-5-2 日常の安全管理〈遊具別の安全点検表〉

表NO.106 地域区分別　問4-5-3 日常の安全管理〈固定遊具等の点検担当〉
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表NO.107 所在地区分別　問4-5-3 日常の安全管理〈固定遊具等の点検担当〉

表NO.108 地域区分別　問4-5-4 日常の安全管理〈記録をとっているか〉
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表NO.109 所在地区分別　問4-5-4 日常の安全管理〈記録をとっているか〉

表NO.110 地域区分別　問4-6 予防接種の保護者への勧奨
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表NO.111 所在地区分別　問4-6 予防接種の保護者への勧奨

表NO.112 地域区分別　問4-7 保育園での与薬
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表NO.113 所在地区分別　問4-7 保育園での与薬

表NO.114 地域区分別　問4-7-1 与薬について（自由記述）
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表NO.115 所在地区分別　問4-7-1 与薬について（自由記述）

表NO.116 地域区分別　問4-8-1 体調不良や事故による怪我の対応〈発熱して登園した時〉
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表NO.117 所在地区分別　問4-8-1 体調不良や事故による怪我の対応〈発熱して登園した時〉

表NO.118 地域区分別　問4-8-2 体調不良や事故による怪我の対応〈体調に異変が生じた時の対応〉
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表NO.119 所在地区分別　問4-8-2 体調不良や事故による怪我の対応〈体調に異変が生じた時の対応〉

表NO.120 地域区分別　問4-8-3 体調不良や事故による怪我の対応〈体調を崩し保護者が来られない時の対応〉
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表NO.121 所在地区分別　問4-8-3 体調不良や事故による怪我の対応〈体調を崩し保護者が来られない時の対応〉

表NO.122 地域区分別　問4-8-4 体調不良や事故による怪我の対応〈感染症の時に隔離室（観察室）があるか〉
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表NO.123 所在地区分別　問4-8-4 体調不良や事故による怪我の対応〈感染症の時に隔離室（観察室）があるか〉

表NO.124 地域区分別　問4-8-5 体調不良や事故による怪我の対応〈骨折事故を想定した保護者への対応〉
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表NO.125 所在地区分別　問4-8-5 体調不良や事故による怪我の対応〈骨折事故を想定した保護者への対応〉

表NO.126 地域区分別　問4-9 心肺蘇生術の経験
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表NO.127 所在地区分別　問4-9 心肺蘇生術の経験

表NO.128 地域区分別　問4-9-2 その状況・処置・結果等
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表NO.129 所在地区分別　問4-9-2 その状況・処置・結果等

表NO.130 地域区分別　問4-10 保護者の育児参観・育児参加
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表NO.131 所在地区分別　問4-10 保護者の育児参観・育児参加

表NO.132 地域区分別　問4-11-1 家庭における子どもへの不適切な対応〈虐待の事例数〉
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表NO.133 所在地区分別　問4-11-1 家庭における子どもへの不適切な対応〈虐待の事例数〉

表NO.134 地域区分別　問4-12-1 積極的な健康づくり〈薄着を心がけているか〉
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表NO.135 所在地区分別　問4-12-1 積極的な健康づくり〈薄着を心がけているか〉

表NO.136 地域区分別　問4-12-2 積極的な健康づくり〈乾布まさつ等を取り入れているか〉
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表NO.137 所在地区分別　問4-12-2 積極的な健康づくり〈乾布まさつ等を取り入れているか〉

表NO.138 地域区分別　問4-12-3 積極的な健康づくり〈外気にふれる機会を多くしているか〉
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表NO.139 所在地区分別　問4-12-3 積極的な健康づくり〈外気にふれる機会を多くしているか〉

表NO.140 地域区分別　問4-12-4 積極的な健康づくり〈特に実施していること〉
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表NO.141 所在地区分別　問4-12-4 積極的な健康づくり〈特に実施していること〉

表NO.142 地域区分別　問5-1〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈低年齢児保育について（全般）〉
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表NO.143 所在地区分別　問5-1〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈低年齢児保育について（全般）〉

表NO.144 地域区分別　問5-2〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈長時間保育について〉
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表NO.145 所在地区分別　問5-2〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈長時間保育について〉

表NO.146 地域区分別　問5-3〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈保育園内の騒音について〉
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表NO.147 所在地区分別　問5-3〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈保育園内の騒音について〉

表NO.148 地域区分別　問5-4〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈午後（昼寝）について〉



― 193―

表NO.149 所在地区分別　問5-4〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈午後（昼寝）について〉

表NO.150 地域区分別　問5-5〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈病児・病後児保育について〉
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表NO.151 所在地区分別　問5-5〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈病児・病後児保育について〉

表NO.152 地域区分別　問5-6〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈最近の親子関係について〉



― 195―

表NO.153 所在地区分別　問5-6〈自由記述〉低年齢児（０～２歳）の保育について〈最近の親子関係について〉
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