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「幼児教育・保育の無償化に関する
実態調査」概要

１）調査対象
利用者 １８，９２２名
事業者 ８，５０２名

計 ２７，４２４名（全国）

２）調査期間
２０１９年１１月１１日～１２月２０日

３）調査方法
公明党議員２，９８２名による
調査票に基づく対面での聞き取り

４）施設区分：右表

施設区分 利用者 事業者
公立幼稚園 1,944 849
私立幼稚園 4,888 1,235
認可保育所 7,007 3,623
認定こども園 3,999 1,856
小規模保育 307 442
家庭的保育 247 64
事業所内保育 190 116
居宅訪問型保育 5 3
障がい児の発達支援 193 115
企業主導型保育 192 197
地方独自の保育施設 105 69
幼稚園類似施設 171 38
その他の認可外保育施設 533 275
※ 利用者が複数の施設を利用しているケースや、

　 事業者が複数の施設を運営しているケースもあるため、

　 施設種別の合計と調査対象の人数は一致しません。



実態調査の成果（１つ目）：利用者の9割が制度を評価していることが明らかになりました。

利用者に対し、「幼保無償化」の制度に対する評価をたずねたところ、「評価する」と答えた人が65．2％、「やや評価する」人（22.5％）を含めれば、利用者の約9割

（87.7%）が評価しています。また、保育料の負担について、「負担が減った」と回答した人が65.5%であったことからも、本制度の目的である「家庭の経済的負担の軽

減を図る少子化対策」は成果を出しているといえます。

【利用者】Q4
今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（単一回答）

【利用者】Q6
幼児教育・保育の無償化の前後で、利用者負担（保育料）は変わりましたか？（単一回答）

評価する計：87.7%

評価しない計：5.7％
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どちらとも言えない 6.6％

評価する
65.2％

評価しない 1.6％

あまり評価しない 4.1％

やや評価する
22.5％

負担が増えた
3.5％

分からない
9.1％

変わらない
21.9％ 負担が減った

65.5％

図表１ 図表２
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※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども） 【基数：全員】
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(18922) 36.6 50.1 13.0 38.8 30.9 27.4 23.9 5.4 7.3 2.28
※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども） 【基数：全員】
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• 一方で、今後取り組むべき課題も明らかになりました。利用者に「幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策」をたずねたところ、最も多かった回答は、複数

回答、単一回答ともに「保育の質の向上（複数回答50.1%/単一回答26.1%）」でした。次いで、「0～2歳児の無償化の対象拡大（複数回答38.8%/単一回答20.5%） 」、ほ

ぼ同率で「待機児童対策（複数回答36.6%/単一回答16.0%） 」を求める声も多い傾向にあったことから、今後取り組むべき課題が、「幼児教育・保育の質の向上」「幼児

教育・保育の受け皿整備」の二つの政策課題であることが明らかになりました。

実態調査の成果（２つ目）：今後取り組むべき課題が、「質の向上」と「受け皿整備」であることが明らかになりました。

【利用者】Q9
幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（複数回答）

【利用者】Q10
幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（単一回答）
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図表３ 図表４


重ね

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから









										n=		事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保
への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子どもの
教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする
子どもの受け入れに関する
支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      		平均反応数                                                  

						全体（MA） ゼンタイ				(8502)		61.9		87.8		60.7		12.8		23.9		51.2		22.2		0.8		5.2		3.3

						性別 セイベツ		男性 ダンセイ

								女性 ジョセイ

						性別×年代 セイベツ ネンダイ		男性20代 ダンセイ ダイ

								男性30代 ダンセイ ダイ

								男性40代 ダンセイ ダイ

								男性50代 ダンセイ ダイ

								女性20代 ジョセイ ダイ

								女性30代 ジョセイ ダイ

								女性40代 ジョセイ ダイ

								女性50代 ジョセイ ダイ

						全体（SA） ゼンタイ				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

																																【基数：全員】

																																		▲ここまで

												1		2		3		4		5		6		7		8		9		21		22

										【事業所】Ｑ１５　施設の安定的な経営を続ける上で、期待する政策を教えてください。（ＭＡ）



												総数		事務負担の軽減		人材の育成・確保への支援		運営費への補助		専門家による経営改善への相談支援		ＩＣＴ化への支援		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもの受け入れに関する支援の強化		特にない		その他		平均反応数

										全体		8502		61.9		87.8		60.7		12.8		23.9		51.2		22.2		0.8		5.2		3.26

										【事業所】Ｑ１６　施設の安定的な経営を続ける上で、最も期待する政策を教えてください。（ＳＡ）



												総数		事務負担の軽減		人材の育成・確保への支援		運営費への補助		専門家による経営改善への相談支援		ＩＣＴ化への支援		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもの受け入れに関する支援の強化		特にない		その他

										全体		8502		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3



&F	&A


全体（MA）	61.9	87.8	60.7	12.8	23.9	51.2	22.2	0.8	5.2	全体（SA）	10.4	55	23.7	0.6	1.1000000000000001	5	1	0.8	2.2999999999999998	



【事業】Q15Q16

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから



																												（%）





										n=		事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      		平均反応数

						全体（MA） ゼンタイ				(8502)		61.9		87.8		60.7		12.8		23.9		51.2		22.2		0.8		5.2		3.26

												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																		【基数：全員】



																												（%）





										n=		事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      

						全体（MA） ゼンタイ				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																【基数：全員】









																																		▲ここまで

												1		2		3		4		5		6		（）		8		9		21		22

								【利用者】Ｑ１６　幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（ＭＡ）

										【事業所】Ｑ１５　施設の安定的な経営を続ける上で、期待する政策を教えてください。（ＭＡ）



								全体				総数		事務負担の軽減		人材の育成・確保への支援		運営費への補助		専門家による経営改善への相談支援		ＩＣＴ化への支援		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもの受け入れに関する支援の強化		特にない		その他		平均反応数

										全体		8502		61.9		87.8		60.7		12.8		23.9		51.2		22.2		0.8		5.2		3.26

								【利用者】Ｑ１７　幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（ＳＡ）



										【事業所】Ｑ１６　施設の安定的な経営を続ける上で、最も期待する政策を教えてください。（ＳＡ）

								全体

												総数		事務負担の軽減		人材の育成・確保への支援		運営費への補助		専門家による経営改善への相談支援		ＩＣＴ化への支援		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもの受け入れに関する支援の強化		特にない		その他

				※その他の認可外保育施設はベビーホテルを含む フク						全体		8502		10.4		55		23.7		0.6		1.1		【基数：全体】 キスウ ゼンタイ		1		0.8		2.3



&F	&A


全体（MA）	

61.9	87.8	60.7	12.8	23.9	51.2	22.2	0.8	5.2	

全体（MA）	

10.4	55	23.7	0.6	1.1000000000000001	5	1	0.8	2.2999999999999998	



Sheet2

						【事業所】Ｑ１０　幼児教育・保育の無償化の前後で、事務負担は変化しましたか？（ＳＡ）

																								▼ここから

								総数		事務負担の軽減

																																n=

						全体		8076		62.7																		全体				(8076)

						私立幼稚園		1229		66.9																		施設別詳細		私立幼稚園		(1229)

						　　《関東》 カントウ		480		68.3																				　　《関東》		(480)

						　　《東京》 トウキョウ		155		68.4																				　　《東京》		(155)

						　　《神奈川》 カナガワ		76		65.8																				　　《神奈川》		(76)

						　　《埼玉》 サイタマ		106		67.9																				　　《埼玉》		(106)

						　　《千葉》 チバ		85		69.4																				　　《千葉》		(85)

						　　《茨城・群馬・栃木》 イバラキ グンマ トチギ		58		70.7																				　　《茨城・群馬・栃木》		(58)

						　　《大阪》 オオサカ		94		72.3																				　　《大阪》		(94)

						　　《兵庫》 ヒョウゴ		63		73.0																				　　《兵庫》		(63)

																																		※0.0%は非表示 ヒヒョウジ



																																														▲ここまで





事務負担の軽減	全体	私立幼稚園	　　《関東》	　　《東京》	　　《神奈川》	　　《埼玉》	　　《千葉》	　　《茨城・群馬・栃木》	　　《大阪》	　　《兵庫》	62.7	66.900000000000006	68.3	68.400000000000006	65.8	67.900000000000006	69.400000000000006	70.7	72.3	73	





【事業】Q16BD

				【事業所】Ｑ１６　施設の安定的な経営を続ける上で、最も期待する政策を教えてください。（ＳＡ）

										事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      

				全体（平均）				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

				施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)		10.7		71.1		7.5		0.5		0.6		5.4		1.2		0.8		2.1

						私立幼稚園		(1235)		14.5		46.4		29.8		0.6		1.1		4.2		0.6		0.7		2.2

						認可保育所		(3623)		9.2		58.8		21.9		0.6		1.2		4.6		0.9		0.8		2.0

						認定こども園		(1856)		11.0		54.7		23.3		0.7		1.1		5.3		0.8		0.6		2.4

						小規模保育		(442)		10.0		48.4		29.0		0.2		1.4		5.2		0.9		1.6		3.4

						家庭的保育		(64)		21.9		34.4		23.4		0.0		0.0		7.8		4.7		3.1		4.7

						事業所内保育		(116)		11.2		38.8		38.8		0.9		2.6		3.4		0.0		2.6		1.7

						居宅訪問型保育		(*3)		33.3		33.3		33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						障がい児の発達支援		(115)		6.1		35.7		24.3		0.9		0.9		19.1		8.7		0.0		4.3

						企業主導型保育		(197)		5.6		39.6		37.1		2.0		2.0		7.6		2.0		1.0		3.0

						地方独自の保育施設		(69)		10.1		50.7		30.4		1.4		1.4		4.3		0.0		0.0		1.4

						幼稚園類似施設		(38)		2.6		18.4		50.0		0.0		0.0		10.5		2.6		2.6		13.2

						その他の認可外保育施設		(275)		6.9		32.7		49.1		1.5		1.1		4.0		1.8		0.0		2.9



																										（%）

								n=		事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      

				全体（平均）				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

				施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)		10.7		71.1		7.5		0.5		0.6		5.4		1.2		0.8		2.1

						私立幼稚園		(1235)		14.5		46.4		29.8		0.6		1.1		4.2		0.6		0.7		2.2

						認可保育所		(3623)		9.2		58.8		21.9		0.6		1.2		4.6		0.9		0.8		2.0

						認定こども園		(1856)		11.0		54.7		23.3		0.7		1.1		5.3		0.8		0.6		2.4

						小規模保育		(442)		10.0		48.4		29.0		0.2		1.4		5.2		0.9		1.6		3.4

						家庭的保育		(64)		21.9		34.4		23.4		0.0		0.0		7.8		4.7		3.1		4.7

						事業所内保育		(116)		11.2		38.8		38.8		0.9		2.6		3.4		0.0		2.6		1.7

						居宅訪問型保育		(*3)		33.3		33.3		33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						障がい児の発達支援		(115)		6.1		35.7		24.3		0.9		0.9		19.1		8.7		0.0		4.3

						企業主導型保育		(197)		5.6		39.6		37.1		2.0		2.0		7.6		2.0		1.0		3.0

						地方独自の保育施設		(69)		10.1		50.7		30.4		1.4		1.4		4.3		0.0		0.0		1.4

						幼稚園類似施設		(38)		2.6		18.4		50.0		0.0		0.0		10.5		2.6		2.6		13.2

						その他の認可外保育施設		(275)		6.9		32.7		49.1		1.5		1.1		4.0		1.8		0.0		2.9

						※その他の認可外保育施設はベビーホテルを含む フク																				【基数：全体】 キスウ ゼンタイ





【事業】Q14表

				【事業所】Ｑ１４　保育の質の向上のために、何が最も必要だと考えられますか？（ＳＡ）



						総数		処遇改善		配置改善		スキルアップ		施設・設備の整備		その他

				全体		8502		46.0		15.9		27.3		5.4		5.4

				＜地方別＞

				北海道		545		49.0		15.4		25.9		5.7		4.0

				東北		572		51.7		15.4		24.7		3.5		4.7

				関東		2362		46.9		14.1		26.3		6.0		6.7

				東海		917		41.9		16.9		32.4		4.3		4.6

				甲信越・北陸		544		42.1		15.3		31.3		5.1		6.3

				近畿		1726		43.9		15.9		28.3		6.7		5.2

				中国・四国		858		44.6		18.9		28.1		4.3		4.1

				九州		839		48.0		18.1		23.2		4.3		6.3

				沖縄		139		61.9		13.7		18.0		6.5		0.0

				＜地方詳細＞

				東京		822		44.0		15.2		29.1		5.1		6.6

				神奈川		249		47.0		14.9		21.7		7.6		8.8

				埼玉		436		52.8		12.4		23.9		4.1		6.9

				千葉		364		48.6		11.5		23.1		10.7		6.0

				茨城・群馬・栃木		491		45.0		15.5		28.5		4.7		6.3

				大阪		657		41.7		17.5		29.5		5.9		5.3

				兵庫		526		47.5		16.7		23.0		8.4		4.4

				京都・奈良・和歌山・滋賀		543		43.1		13.3		31.9		6.1		5.7

				岡山		153		31.4		30.1		32.0		2.0		4.6

				＜政令市＞

				旧政令市		568		52.6		16.0		22.0		3.3		6.0

				新政令市		272		56.3		15.8		21.0		2.6		4.4

				＜施設別＞

				幼稚園		2075		46.9		10.5		31.2		6.3		5.1

				　公立幼稚園		849		33.8		16.4		39.2		6.8		3.8

				　私立幼稚園		1235		56.1		6.5		25.6		5.9		5.9

				保育園		3623		44.7		20.7		25.0		4.5		5.1

				こども園		1856		46.6		17.0		26.4		3.8		6.3

				その他		1225		48.8		8.8		27.6		8.6		6.2

				＜施設別詳細＞

				公立幼稚園		849		33.8		16.4		39.2		6.8		3.8

				私立幼稚園		1235		56.1		6.5		25.6		5.9		5.9

				認可保育所		3623		44.7		20.7		25.0		4.5		5.1

				認定こども園		1856		46.6		17.0		26.4		3.8		6.3

				小規模保育		442		50.0		10.4		27.6		5.7		6.3

				家庭的保育		64		46.9		4.7		35.9		9.4		3.1

				事業所内保育		116		53.4		8.6		22.4		12.1		3.4

				居宅訪問型保育		3		66.7		0.0		0.0		0.0		33.3

				障がい児の発達支援		115		43.5		8.7		35.7		7.0		5.2

				企業主導型保育		197		46.2		11.2		32.0		6.6		4.1

				地方独自の保育施設		69		44.9		7.2		33.3		10.1		4.3

				幼稚園類似施設		38		36.8		2.6		21.1		23.7		15.8

				その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		275		49.8		7.6		21.1		11.6		9.8





【事業】Q14

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		処遇改善		配置改善		スキルアップ		施設・設備の整備		その他

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8502)		46.0		15.9		27.3		5.4		5.4										全体（平均）				(8502)

						公立幼稚園		(849)		33.8		16.4		39.2		6.8		3.8										施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)

						私立幼稚園		(1235)		56.1		6.5		25.6		5.9		5.9												私立幼稚園		(1235)

						認可保育所		(3623)		44.7		20.7		25.0		4.5		5.1												認可保育所		(3623)

						認定こども園		(1856)		46.6		17.0		26.4		3.8		6.3												認定こども園		(1856)

						小規模保育		(442)		50.0		10.4		27.6		5.7		6.3												小規模保育		(442)

						家庭的保育		(64)		46.9		4.7		35.9		9.4		3.1												家庭的保育		(64)

						事業所内保育		(116)		53.4		8.6		22.4		12.1		3.4												事業所内保育		(116)

						居宅訪問型保育		(3)		66.7		0.0		0.0		0.0		33.3												居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(115)		43.5		8.7		35.7		7.0		5.2												障がい児の発達支援		(115)

						企業主導型保育		(197)		46.2		11.2		32.0		6.6		4.1												企業主導型保育		(197)

						地方独自の保育施設		(69)		44.9		7.2		33.3		10.1		4.3												地方独自の保育施設		(69)

						幼稚園類似施設		(38)		36.8		2.6		21.1		23.7		15.8												幼稚園類似施設		(38)

						その他の認可外保育施設		(275)		49.8		7.6		21.1		11.6		9.8												その他の認可外保育施設		(275)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで







































&F	&A


処遇改善	

46	33.799999999999997	56.1	44.7	46.6	50	46.9	53.4	66.7	43.5	46.2	44.9	36.799999999999997	49.8	配置改善	15.9	16.399999999999999	6.5	20.7	17	10.4	4.7	8.6	0	8.6999999999999993	11.2	7.2	2.6	7.6	スキルアップ	27.3	39.200000000000003	25.6	25	26.4	27.6	35.9	22.4	0	35.700000000000003	32	33.299999999999997	21.1	21.1	施設・設備の整備	5.4	6.8	5.9	4.5	3.8	5.7	9.4	12.1	0	7	6.6	10.1	23.7	11.6	その他	5.4	3.8	5.9	5.0999999999999996	6.3	6.3	3.1	3.4	33.299999999999997	5.2	4.0999999999999996	4.3	15.8	9.8000000000000007	







【事業】Q11

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		値上げした		変えていない		その他

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8502)		5.9		88.4		5.8														全体（平均）				(8502)

						公立幼稚園		(849)		2.4		94.9		2.7														施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)

						私立幼稚園		(1235)		26.1		66.1		7.9																私立幼稚園		(1235)

						認可保育所		(3623)		1.2		92.8		6.0																認可保育所		(3623)

						認定こども園		(1856)		4.1		91.0		4.8																認定こども園		(1856)

						小規模保育		(442)		0.9		93.4		5.7																小規模保育		(442)

						家庭的保育		(64)		1.6		90.6		7.8																家庭的保育		(64)

						事業所内保育		(116)		6.0		87.9		6.0																事業所内保育		(116)

						居宅訪問型保育		(3)		33.3		66.7		0.0																居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(115)		1.7		85.2		13.0																障がい児の発達支援		(115)

						企業主導型保育		(197)		4.6		91.4		4.1																企業主導型保育		(197)

						地方独自の保育施設		(69)		5.8		91.3		2.9																地方独自の保育施設		(69)

						幼稚園類似施設		(38)		23.7		71.1		5.3																幼稚園類似施設		(38)

						その他の認可外保育施設		(275)		11.3		81.5		7.3																その他の認可外保育施設		(275)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで







































&F	&A


値上げした	

5.9	2.4	26.1	1.2	4.0999999999999996	0.9	1.6	6	33.299999999999997	1.7	4.5999999999999996	5.8	23.7	11.3	変えていない	88.4	94.9	66.099999999999994	92.8	91	93.4	90.6	87.9	66.7	85.2	91.4	91.3	71.099999999999994	81.5	その他	5.8	2.7	7.9	6	4.8	5.7	7.8	6	0	13	4.0999999999999996	2.9	5.3	7.3	







【事業】Q13

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから









										n=		処遇改善		配置改善		スキルアップ		施設・設備の整備		その他		平均反応数

						全体 ゼンタイ				(8502)		83.9		51.6		74.1		50.2		10.8		2.71

						性別 セイベツ		男性 ダンセイ

								女性 ジョセイ

						性別×年代 セイベツ ネンダイ		男性20代 ダンセイ ダイ

								男性30代 ダンセイ ダイ

								男性40代 ダンセイ ダイ

								男性50代 ダンセイ ダイ

								女性20代 ジョセイ ダイ

								女性30代 ジョセイ ダイ

								女性40代 ジョセイ ダイ

								女性50代 ジョセイ ダイ

																								【基数：全員】

																										▲ここまで

												1		2		3		4		5		21		22





										【事業所】Ｑ１３　保育の質の向上のために、何が必要だと考えられますか？（ＭＡ）



												総数		処遇改善		配置改善		スキルアップ		施設・設備の整備		その他		平均反応数

										全体		8502		83.9		51.6		74.1		50.2		10.8		2.71



&F	&A


全体	83.9	51.6	74.099999999999994	50.2	10.8	



【事業】Q10

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		事務負担が増えた		ほぼ変わらない		事務負担が減った

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8076)		61.1		36.6		2.3														全体（平均）				(8076)

						公立幼稚園		(844)		43.7		51.3		5.0														施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(844)

						私立幼稚園		(1229)		87.9		11.6		0.5																私立幼稚園		(1229)

						認可保育所		(3552)		55.5		41.8		2.6																認可保育所		(3552)

						認定こども園		(1850)		68.9		30.0		1.1																認定こども園		(1850)

						小規模保育		(231)		51.9		47.6		0.4																小規模保育		(231)

						家庭的保育		(41)		31.7		61.0		7.3																家庭的保育		(41)

						事業所内保育		(77)		41.6		57.1		1.3																事業所内保育		(77)

						居宅訪問型保育		(3)		100.0		0.0		0.0																居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(106)		27.4		60.4		12.3																障がい児の発達支援		(106)

						企業主導型保育		(173)		59.0		41.0		0.0																企業主導型保育		(173)

						地方独自の保育施設		(66)		48.5		45.5		6.1																地方独自の保育施設		(66)

						幼稚園類似施設		(16)		62.5		37.5		0.0																幼稚園類似施設		(*16)

						その他の認可外保育施設		(237)		57.8		41.4		0.8																その他の認可外保育施設		(237)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで

						無償化限定 ムショウカ ゲンテイ

						【事業所】Ｑ１０　幼児教育・保育の無償化の前後で、事務負担は変化しましたか？（ＳＡ）



								総数		事務負担が増えた		ほぼ変わらない		事務負担が減った

						全体		8076		61.1		36.6		2.3

						公立幼稚園		844		43.7		51.3		5.0

						私立幼稚園		1229		87.9		11.6		0.5

						認可保育所		3552		55.5		41.8		2.6

						認定こども園		1850		68.9		30.0		1.1

						小規模保育		231		51.9		47.6		0.4

						家庭的保育		41		31.7		61.0		7.3

						事業所内保育		77		41.6		57.1		1.3

						居宅訪問型保育		3		100.0		0.0		0.0

						障がい児の発達支援		106		27.4		60.4		12.3

						企業主導型保育		173		59.0		41.0		0.0

						地方独自の保育施設		66		48.5		45.5		6.1

						幼稚園類似施設		16		62.5		37.5		0.0

						その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		237		57.8		41.4		0.8



						無償化限定 ムショウカ ゲンテイ

						【事業所】Ｑ１０　幼児教育・保育の無償化の前後で、事務負担は変化しましたか？（ＳＡ）

																								▼ここから

								総数		事務負担が増えた		ほぼ変わらない		事務負担が減った

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8076)		61.1		36.6		2.3														全体（平均）				(8076)

						私立幼稚園		(1229)		87.9		11.6		0.5																私立幼稚園		(1229)

						　　《関東》 カントウ		480		84.6		14.8		0.6																　　《関東》		(480)

						　　《東京》 トウキョウ		155		83.2		16.1		0.6																　　《東京》		(155)

						　　《神奈川》 カナガワ		76		76.3		22.4		1.3																　　《神奈川》		(76)

						　　《埼玉》 サイタマ		106		91.5		8.5		0.0																　　《埼玉》		(106)

						　　《千葉》 チバ		85		90.6		8.2		1.2																　　《千葉》		(85)

						　　《茨城・群馬・栃木》 イバラキ グンマ トチギ		58		77.6		22.4		0.0																　　《茨城・群馬・栃木》		(58)

						　　《大阪》 オオサカ		94		96.8		3.2		0.0																　　《大阪》		(94)

						　　《兵庫》 ヒョウゴ		63		87.3		12.7		0.0																　　《兵庫》		(63)

																																		※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで



&F	&A


事務負担が増えた	

61.1	43.7	87.9	55.5	68.900000000000006	51.9	31.7	41.6	100	27.4	59	48.5	62.5	57.8	ほぼ変わらない	36.6	51.3	11.6	41.8	30	47.6	61	57.1	0	60.4	41	45.5	37.5	41.4	事務負担が減った	2.2999999999999998	5	0.5	2.6	1.1000000000000001	0.4	7.3	1.3	0	12.3	0	6.1	0	0.8	





事務負担が増えた	全体（平均）	私立幼稚園	　　《関東》	　　《東京》	　　《神奈川》	　　《埼玉》	　　《千葉》	　　《茨城・群馬・栃木》	　　《大阪》	　　《兵庫》	61.1	87.9	84.6	83.2	76.3	91.5	90.6	77.599999999999994	96.8	87.3	ほぼ変わらない	全体（平均）	私立幼稚園	　　《関東》	　　《東京》	　　《神奈川》	　　《埼玉》	　　《千葉》	　　《茨城・群馬・栃木》	　　《大阪》	　　《兵庫》	36.6	11.6	14.8	16.100000000000001	22.4	8.5	8.1999999999999993	22.4	3.2	12.7	事務負担が減った	全体（平均）	私立幼稚園	　　《関東》	　　《東京》	　　《神奈川》	　　《埼玉》	　　《千葉》	　　《茨城・群馬・栃木》	　　《大阪》	　　《兵庫》	2.2999999999999998	0.5	0.6	0.6	1.3	0	1.2	0	0	0	







【事業】Q16

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		事務負担が増えた		ほぼ変わらない		事務負担が減った

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8502)		58.6		39.2		2.2														全体（平均）				(8502)

						公立幼稚園		(849)		43.6		51.5		4.9														施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)

						私立幼稚園		(1235)		87.8		11.7		0.5																私立幼稚園		(1235)

						認可保育所		(3623)		54.7		42.8		2.6																認可保育所		(3623)

						認定こども園		(1856)		68.8		30.1		1.1																認定こども園		(1856)

						小規模保育		(442)		30.8		69.0		0.2																小規模保育		(442)

						家庭的保育		(64)		20.3		75.0		4.7																家庭的保育		(64)

						事業所内保育		(116)		28.4		70.7		0.9																事業所内保育		(116)

						居宅訪問型保育		(3)		100.0		0.0		0.0																居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(115)		25.2		63.5		11.3																障がい児の発達支援		(115)

						企業主導型保育		(197)		53.8		46.2		0.0																企業主導型保育		(197)

						地方独自の保育施設		(69)		47.8		46.4		5.8																地方独自の保育施設		(69)

						幼稚園類似施設		(38)		47.4		52.6		0.0																幼稚園類似施設		(38)

						その他の認可外保育施設		(275)		53.5		45.8		0.7																その他の認可外保育施設		(275)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで

						【事業所】Ｑ１６　施設の安定的な経営を続ける上で、最も期待する政策を教えてください。（ＳＡ）





												事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      

						全体（平均）				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

						施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)		10.7		71.1		7.5		0.5		0.6		5.4		1.2		0.8		2.1

								私立幼稚園		(1235)		14.5		46.4		29.8		0.6		1.1		4.2		0.6		0.7		2.2

								認可保育所		(3623)		9.2		58.8		21.9		0.6		1.2		4.6		0.9		0.8		2.0

								認定こども園		(1856)		11.0		54.7		23.3		0.7		1.1		5.3		0.8		0.6		2.4

								小規模保育		(442)		10.0		48.4		29.0		0.2		1.4		5.2		0.9		1.6		3.4

								家庭的保育		(64)		21.9		34.4		23.4		0.0		0.0		7.8		4.7		3.1		4.7

								事業所内保育		(116)		11.2		38.8		38.8		0.9		2.6		3.4		0.0		2.6		1.7

								居宅訪問型保育		(*3)		33.3		33.3		33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								障がい児の発達支援		(115)		6.1		35.7		24.3		0.9		0.9		19.1		8.7		0.0		4.3

								企業主導型保育		(197)		5.6		39.6		37.1		2.0		2.0		7.6		2.0		1.0		3.0

								地方独自の保育施設		(69)		10.1		50.7		30.4		1.4		1.4		4.3		0.0		0.0		1.4

								幼稚園類似施設		(38)		2.6		18.4		50.0		0.0		0.0		10.5		2.6		2.6		13.2

								その他の認可外保育施設		(275)		6.9		32.7		49.1		1.5		1.1		4.0		1.8		0.0		2.9



&F	&A


事務負担が増えた	

58.6	43.6	87.8	54.7	68.8	30.8	20.3	28.4	100	25.2	53.8	47.8	47.4	53.5	ほぼ変わらない	39.200000000000003	51.5	11.7	42.8	30.1	69	75	70.7	0	63.5	46.2	46.4	52.6	45.8	事務負担が減った	2.2000000000000002	4.9000000000000004	0.5	2.6	1.1000000000000001	0.2	4.7	0.9	0	11.3	0	5.8	0	0.7	







【事業】Q8

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		対象になった		対象になっていない

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8502)		95.0		5.0		2.2														全体（平均）				(8502)

						公立幼稚園		(849)		99.4		0.6		50.0														施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)

						私立幼稚園		(1235)		99.5		0.5		0.5																私立幼稚園		(1235)

						認可保育所		(3623)		98.0		2.0		2.6																認可保育所		(3623)

						認定こども園		(1856)		99.7		0.3		1.1																認定こども園		(1856)

						小規模保育		(442)		52.3		47.7		0.2																小規模保育		(442)

						家庭的保育		(64)		64.1		35.9		4.7																家庭的保育		(64)

						事業所内保育		(116)		66.4		33.6		0.9																事業所内保育		(116)

						居宅訪問型保育		(3)		100.0		0.0		0.0																居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(115)		92.2		7.8		11.3																障がい児の発達支援		(115)

						企業主導型保育		(197)		87.8		12.2		0.0																企業主導型保育		(197)

						地方独自の保育施設		(69)		95.7		4.3		5.8																地方独自の保育施設		(69)

						幼稚園類似施設		(38)		42.1		57.9		0.0																幼稚園類似施設		(38)

						その他の認可外保育施設		(275)		86.2		13.8		0.7																その他の認可外保育施設		(275)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで

						【事業所】Ｑ８　今回、無償化の対象施設になりましたか？（ＳＡ）



								総数		対象になった		対象になっていない

						全体		8502		95.0		5.0

						公立幼稚園		849		99.4		0.6

						私立幼稚園		1235		99.5		0.5

						認可保育所		3623		98.0		2.0

						認定こども園		1856		99.7		0.3

						小規模保育		442		52.3		47.7

						家庭的保育		64		64.1		35.9

						事業所内保育		116		66.4		33.6

						居宅訪問型保育		3		100.0		0.0

						障がい児の発達支援		115		92.2		7.8

						企業主導型保育		197		87.8		12.2

						地方独自の保育施設		69		95.7		4.3

						幼稚園類似施設		38		42.1		57.9

						その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		275		86.2		13.8





&F	&A


対象になった	

95	99.4	99.5	98	99.7	52.3	64.099999999999994	66.400000000000006	100	92.2	87.8	95.7	42.1	86.2	対象になっていない	5	0.6	0.5	2	0.3	47.7	35.9	33.6	0	7.8	12.2	4.3	57.9	13.8	







【利用】Q11Q13

		【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）																						【利用者】Ｑ１３　幼児教育・保育の無償化の前後で、利用者負担（保育料）は変わりましたか？（ＳＡ）

				総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計								総数		負担が減った		変わらない		負担が増えた		分からない

		全体		18922		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7						全体		18922		65.5		21.9		3.5		9.1

																【基数：全員】 キスウ ゼンイン																						【基数：全員】 キスウ ゼンイン

														n=		18922																				n=		18922

















評価する	やや評価する	どちらとも言えない	あまり評価しない	評価しない	65.2	22.5	6.6	4.0999999999999996	1.6	







負担が減った	変わらない	負担が増えた	分からない	65.5	21.9	3.5	9.1	



【利用】Q16Q17

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから



																												（%）





										n=		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする
子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

						全体（MA） ゼンタイ				(18922)		36.6		50.1		13.0		38.8		30.9		27.4		23.9		5.4		7.3		2.28

												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																		【基数：全員】



																												（%）





										n=		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする
子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

						全体（MA） ゼンタイ				(18922)		16.0		26.1		3.3		20.5		12.0		8.1		4.8		5.4		3.9

												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																【基数：全員】









																																		▲ここまで

												1		2		3		4		5		6		7		8		9		21		22

								【利用者】Ｑ１６　幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（ＭＡ）



										総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

								全体		18922		36.6		50.1		13.0		38.8		30.9		27.4		23.9		5.4		7.3		2.28

								【利用者】Ｑ１７　幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（ＳＡ）



										総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他

								全体		18922		16.0		26.1		3.3		20.5		12.0		8.1		4.8		5.4		3.9



&F	&A


全体（MA）	

36.6	50.1	13	38.799999999999997	30.9	27.4	23.9	5.4	7.3	

全体（MA）	

16	26.1	3.3	20.5	12	8.1	4.8	5.4	3.9	



【利用】Q16Q17BD

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン																										基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから



																												（%）																														（%）





										n=		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子どもの
教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする
子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数										n=		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子どもの
教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他

						全体（MA） ゼンタイ				(18922)		36.6		50.1		13.0		38.8		30.9		27.4		23.9		5.4		7.3		2.28						全体（SA） ゼンタイ				(18922)		16.0		26.1		3.3		20.5		12.0		8.1		4.8		5.4		3.9

						施設別詳細		公立幼稚園		(1944)		34.0		53.4		12.2		31.3		30.3		26.7		23.9		5.9		6.2		2.18						施設別詳細		公立幼稚園		(1944)		15.3		29.1		3.0		16.0		13.1		9.0		5.1		5.9		3.6

								私立幼稚園		(4888)		32.8		51.4		15.9		30.4		34.9		28.6		23.4		6.5		7.1		2.25								私立幼稚園		(4888)		13.2		29.8		3.9		14.1		15.0		9.1		4.6		6.5		3.8

								認可保育所		(7007)		40.3		49.9		9.9		44.4		27.9		26.8		23.8		4.7		7.6		2.31								認可保育所		(7007)		18.5		24.4		1.7		24.6		10.0		7.5		4.7		4.7		3.9

								認定こども園		(3999)		33.2		49.3		11.2		39.4		34.5		27.6		24.9		6.0		7.3		2.27								認定こども園		(3999)		13.0		26.2		2.8		21.3		14.0		7.8		5.2		6.0		3.8

								小規模保育		(307)		54.7		46.9		13.0		55.0		24.4		21.5		17.9		2.0		6.8		2.40								小規模保育		(307)		27.4		18.9		2.6		33.2		4.6		3.3		4.6		2.0		3.6

								家庭的保育		(247)		45.7		51.0		19.4		56.3		30.8		21.9		21.9		1.6		5.7		2.53								家庭的保育		(247)		21.5		20.2		4.9		32.8		7.7		5.3		4.0		1.6		2.0

								事業所内保育		(190)		42.6		43.2		16.3		54.7		32.1		22.1		19.5		2.1		3.7		2.34								事業所内保育		(190)		23.2		18.4		3.7		31.6		8.9		4.7		5.3		2.1		2.1

								居宅訪問型保育		(*5)		40.0		60.0		20.0		80.0		40.0		40.0		20.0		0.0		0.0		3.00								居宅訪問型保育		(*5)		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0

								障がい児の発達支援		(193)		34.2		40.9		13.0		23.8		24.4		84.5		48.7		0.0		6.2		2.76								障がい児の発達支援		(193)		7.3		7.8		3.6		4.7		6.7		59.1		8.3		0.0		2.6

								企業主導型保育		(192)		59.4		44.8		10.4		60.9		21.9		24.0		22.9		1.0		8.9		2.53								企業主導型保育		(192)		30.7		18.8		2.1		30.2		5.2		3.6		2.6		1.0		5.7

								地方独自の保育施設		(105)		39.0		52.4		10.5		48.6		28.6		29.5		28.6		2.9		7.6		2.45								地方独自の保育施設		(105)		20.0		24.8		2.9		28.6		6.7		7.6		6.7		2.9		0.0

								幼稚園類似施設		(171)		24.0		43.3		66.7		21.6		17.0		30.4		31.6		2.3		10.5		2.45								幼稚園類似施設		(171)		6.4		12.9		54.4		5.3		3.5		3.5		4.1		2.3		7.6

								その他の認可外保育施設 シセツ		(533)		51.0		45.6		27.8		54.8		22.1		23.1		21.2		3.4		11.4		2.57								その他の認可外保育施設 シセツ		(533)		27.2		16.7		6.9		28.3		4.7		3.2		2.1		3.4		7.5

								※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																						【基数：全員】								※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																				【基数：全員】

















												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																		【基数：全員】												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）



&F	&A


全体（MA）	

36.6	50.1	13	38.799999999999997	30.9	27.4	23.9	5.4	7.3	

全体（MA）	

16	26.1	3.3	20.5	12	8.1	4.8	5.4	3.9	



【利用】Q12

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		高くなった		変わらない		安くなった		分からない

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(18922)		14.1		51.6		8.8		25.5												全体（平均）				(18922)

						公立幼稚園		(1944)		6.0		59.9		11.8		22.3												施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(1944)

						私立幼稚園		(4888)		12.8		62.4		8.2		16.6														私立幼稚園		(4888)

						認可保育所		(7007)		15.2		45.8		8.3		30.8														認可保育所		(7007)

						認定こども園		(3999)		21.7		45.6		11.6		21.1														認定こども園		(3999)

						小規模保育		(307)		9.1		52.4		4.9		33.6														小規模保育		(307)

						家庭的保育		(247)		4.5		21.9		3.2		70.4														家庭的保育		(247)

						事業所内保育		(190)		2.6		55.3		3.7		38.4														事業所内保育		(190)

						居宅訪問型保育		(5)		0.0		20.0		0.0		80.0														居宅訪問型保育		(*5)

						障がい児の発達支援		(193)		9.8		54.9		12.4		22.8														障がい児の発達支援		(193)

						企業主導型保育		(192)		6.8		56.3		2.6		34.4														企業主導型保育		(192)

						地方独自の保育施設		(105)		7.6		52.4		10.5		29.5														地方独自の保育施設		(105)

						幼稚園類似施設		(171)		2.9		66.1		2.3		28.7														幼稚園類似施設		(171)

						その他の認可外保育施設		(533)		5.6		47.8		5.8		40.7														その他の認可外保育施設		(533)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで



&F	&A


高くなった	

14.1	6	12.8	15.2	21.7	9.1	4.5	2.6	0	9.8000000000000007	6.8	7.6	2.9	5.6	変わらない	51.6	59.9	62.4	45.8	45.6	52.4	21.9	55.3	20	54.9	56.3	52.4	66.099999999999994	47.8	安くなった	8.8000000000000007	11.8	8.1999999999999993	8.3000000000000007	11.6	4.9000000000000004	3.2	3.7	0	12.4	2.6	10.5	2.2999999999999998	5.8	分からない	25.5	22.3	16.600000000000001	30.8	21.1	33.6	70.400000000000006	38.4	80	22.8	34.4	29.5	28.7	40.700000000000003	







【利用】Q11BD

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																										▼ここから

										評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない
・計																				評価する・計		評価しない
・計

								n=																								n=

						全体		(18922)		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7						全体				(18922)										87.7		5.7

						公立幼稚園		(1944)		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9						施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(1944)										91.6		3.9

						私立幼稚園		(4888)		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4								私立幼稚園		(4888)										92.0		3.4

						認可保育所		(7007)		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9								認可保育所		(7007)										86.6		5.9

						認定こども園		(3999)		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0								認定こども園		(3999)										87.1		6.0

						小規模保育		(307)		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8								小規模保育		(307)										77.5		9.8

						家庭的保育		(247)		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3								家庭的保育		(247)										85.4		5.3

						事業所内保育		(190)		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3								事業所内保育		(190)										84.2		6.3

						居宅訪問型保育		(5)		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0								居宅訪問型保育		(*5)										80.0		20.0

						障がい児の発達支援		(193)		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1								障がい児の発達支援		(193)										89.1		4.1

						企業主導型保育		(192)		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2								企業主導型保育		(192)										81.8		5.2

						地方独自の保育施設		(105)		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9								地方独自の保育施設		(105)										87.6		1.9

						幼稚園類似施設		(171)		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0								幼稚園類似施設		(171)										46.2		45.0

						その他の認可外保育施設		(533)		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8								その他の認可外保育施設		(533)										74.1		14.8

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】

																																																▲ここまで

						【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）



								総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計

						全体		18922		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7

						公立幼稚園		1944		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9

						私立幼稚園		4888		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4

						認可保育所		7007		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9						その他                                                      

						認定こども園		3999		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0						2.3

						小規模保育		307		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8						2.1

						家庭的保育		247		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3						2.2

						事業所内保育		190		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3						2.0

						居宅訪問型保育		5		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0						2.4

						障がい児の発達支援		193		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1						3.4

						企業主導型保育		192		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2						4.7

						地方独自の保育施設		105		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9						1.7

						幼稚園類似施設		171		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0						0.0

						その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8						4.3

																												3.0

																												1.4

																												13.2

																												2.9



&F	&A


評価する	

65.2	72.599999999999994	71.900000000000006	63.8	62.2	50.5	53.4	56.3	60	70.5	52.6	59	34.5	47.1	やや評価する	22.5	19	20.100000000000001	22.8	24.9	27	32	27.9	20	18.7	29.2	28.6	11.7	27	どちらとも言えない	6.6	4.5	4.5999999999999996	7.5	6.9	12.7	9.3000000000000007	9.5	0	6.7	13	10.5	8.8000000000000007	11.1	あまり評価しない	4.0999999999999996	3.1	2.6	4.4000000000000004	4.8	6.8	4	3.7	20	2.6	3.6	0	13.5	8.1	評価しない	1.6	0.7	0.7	1.5	1.2	2.9	1.2	2.6	0	1.6	1.6	1.9	31.6	6.8	







【利用】Q11BD (2)

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																										▼ここから

										評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない
・計																				評価する・計		評価しない
・計

								n=																								n=

						全体		(18922)		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7						全体				(18922)										87.7		5.7

						幼稚園全体 ゼンタイ		(6808)		72.1		19.8		4.6		2.8		0.7		91.9		3.5						施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		幼稚園全体		(6808)										91.9		3.5

						 公立幼稚園		(1944)		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9								 公立幼稚園		(1944)										91.6		3.9

						 私立幼稚園		(4888)		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4								 私立幼稚園		(4888)										92.0		3.4

						認可保育所		(7007)		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9								認可保育所		(7007)										86.6		5.9

						認定こども園		(3999)		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0								認定こども園		(3999)										87.1		6.0

						その他の小規模園 ショウキボ エン		(1900)		52.0		25.8		10.4		5.9		5.9		77.8		11.8								その他の小規模園		(1900)										77.8		11.8

						小規模保育		(307)		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8								小規模保育		(307)										77.5		9.8

						家庭的保育		(247)		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3								家庭的保育		(247)										85.4		5.3

						事業所内保育		(190)		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3								事業所内保育		(190)										84.2		6.3

						居宅訪問型保育		(5)		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0								居宅訪問型保育		(*5)										80.0		20.0

						障がい児の発達支援		(193)		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1								障がい児の発達支援		(193)										89.1		4.1

						企業主導型保育		(192)		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2								企業主導型保育		(192)										81.8		5.2

						地方独自の保育施設		(105)		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9								地方独自の保育施設		(105)										87.6		1.9

						幼稚園類似施設		(171)		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0								幼稚園類似施設		(171)										46.2		45.0

						その他の認可外保育施設		(533)		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8								その他の認可外保育施設		(533)										74.1		14.8

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】

																																																▲ここまで

						【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）



								総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計

						全体		18922		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7

						公立幼稚園		1944		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9

						私立幼稚園		4888		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4

						認可保育所		7007		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9						その他                                                      

						認定こども園		3999		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0						2.3

						小規模保育		307		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8						2.1

						家庭的保育		247		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3						2.2

						事業所内保育		190		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3						2.0

						居宅訪問型保育		5		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0						2.4

						障がい児の発達支援		193		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1						3.4

						企業主導型保育		192		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2						4.7

						地方独自の保育施設		105		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9						1.7

						幼稚園類似施設		171		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0						0.0

						その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8						4.3

																												3.0

																												1.4

																												13.2

																												2.9



&F	&A


評価する	

65.2	72.099999999999994	72.599999999999994	71.900000000000006	63.8	62.2	52	50.5	53.4	56.3	60	70.5	52.6	59	34.5	47.1	やや評価する	22.5	19.8	19	20.100000000000001	22.8	24.9	25.8	27	32	27.9	20	18.7	29.2	28.6	11.7	27	どちらとも言えない	6.6	4.5999999999999996	4.5	4.5999999999999996	7.5	6.9	10.4	12.7	9.3000000000000007	9.5	0	6.7	13	10.5	8.8000000000000007	11.1	あまり評価しない	4.0999999999999996	2.8	3.1	2.6	4.4000000000000004	4.8	5.9	6.8	4	3.7	20	2.6	3.6	0	13.5	8.1	評価しない	1.6	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	5.9	2.9	1.2	2.6	0	1.6	1.6	1.9	31.6	6.8	
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※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども） 【基数：全員】
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【事業者】Q9
施設の安定的な経営を続ける上で、期待する政策を教えてください。（複数回答）

P4

• 自由回答に多く寄せられた声のひとつが、「若い担い手不足」でした。

処遇の良い施設に流れる傾向が強いため、人材流動も激しく、若手の定着率が低い。また、研修に来ても保育士にならないといった声もあります。

保育者の専門学校や高等教育における専攻課程などの提言もあることから、「幼稚園教諭・保育士の人材確保」が急務といえます。

• 事業者に対し、「施設の安定的な経営を続ける上で、期待する政策」をたずねたところ、

圧倒的に「人材の育成・確保への支援（複数回答87.8%、単一回答55.0% ）」がトップスコアでした。

 人材が保育園に流れている、新卒も保育園に取られている。（幼稚園）

 実習に来ても資格を取るだけで仕事がきつい幼稚園より小学校に就職している。（幼稚園）

 正規職員が少なく雇用が安定しない。その為人材の長期的な育成が出来ない。育成しても安定した職場に

移ってしまう。（認可保育所）

 これからでもよいから、各県毎に保育士や幼児教育専門学校を作って欲しい。 （認可保育所）

 保育士不足を解決するためには、高等教育の無償化の中で保育士過程専攻を優先もしてらいたい。（認可

保育所）

 新卒者が、給与の高い都市部へ流れ、地元に残らない。 （認可保育所）

 若い人は長くこの仕事を続けようとする人が少ない。 （認可保育所）

 今は専門分野を出ても、独立志向も強いため、半数は一般企業、3割が保育所、2割が幼稚園へ進んでお

り、特に幼児教育分野の人材確保が難しくなっている。そのため処遇アップ等はもとより魅力ある職種との意

識啓発、誘導策も必要。（認定こども園）

図表５ 自由回答１

【事業者】自由回答 ※原文ママ（以降同様）



n=
(8502)

公立幼稚園 849
私立幼稚園 1235
認可保育所 3623
認定こども園 1856
小規模保育 442
家庭的保育 64
事業所内保育 116
居宅訪問型保育 3
障がい児の発達支援 115
企業主導型保育 197
地方独自の保育施設 69
幼稚園類似施設 38
その他の認可外保育施設 275

　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど） ※0.0%は非表示 【基数：全員】

施
設
別
詳
細

全体（平均） 46.0
33.8

56.1
44.7
46.6
50.0

46.9
53.4

66.7
43.5
46.2
44.9

36.8
49.8

15.9
16.4

6.5
20.7
17.0
10.4

4.7
8.6

8.7
11.2

7.2
2.6

7.6

27.3
39.2

25.6
25.0

26.4
27.6

35.9
22.4

35.7
32.0

33.3
21.1

21.1

5.4
6.8

5.9
4.5
3.8

5.7
9.4

12.1

7.0
6.6

10.1
23.7

11.6

5.4
3.8

5.9
5.1
6.3
6.3

3.1
3.4

33.3
5.2
4.1
4.3

15.8
9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

処遇改善 配置改善 スキルアップ 施設・設備の整備 その他

Ⅰ）質の向上 （2）任用と処遇の改善

【事業者】Q8
保育の質の向上のために、何が最も必要だと考えられますか？（単一回答）

89.2%

P5

 東京等、自治体による家賃補助、処遇改善で、人材が裕福な自治体に流れている。処遇

改善は、国主導で行なってほしい。保育士の処遇改善だけでなく、幼稚園教諭も、せめて

人事院勧告並みの給与アップを行うべき。（認定こども園）

 研修期間中の人員配置や保育士の補充が大変。（認可保育所）

 キャリアアップ研修も希望する研修は、すぐに定員に達して受講できない状況。受講しやす

い場所、日時の改善に加え、各自治体での開催、通信で受講等の仕組みを再構築願いた

い。（認可保育所）

 配置基準を充実させる方が先。配置基準が充実すれば子どもたちに対しても周囲の人に

対しても寛容になれ、研修にも出れる。（認可保育所）

 幼児教育・保育無償化は、保護者の負担軽減、労働人口を増やすことが目的であると同

時に、全てのお子さんが質の高い幼児教育・保育を受けられるようにすることがとても重要

なことと思います。そのようなねらいが本来あったにもかかわらず、質向上のための研修（保

育者の）がしにくくなるばかりです。人材確保やスキルアップのための支援を強く要望したい

です。（幼稚園）

自由回答２

【事業者】自由回答

図表６

• 自由回答では、給与体系や地域補助、キャリアアップ制度の拡充（技能・経験に着目した処遇改善）、配置基準・定員の見直し、スキルアップ・報奨制度（研修制度）の整備

などへの要望が多くみられました。

• 事業者に「保育の質の向上のために必要だと考えられること」をたずねると、複数回答の上位3項目は「処遇改善（83.9%）」「スキルアップ（74.1%）」「配置改善（51.6%）」となり、

また「最も必要だと考えられること（単一回答）」をたずねたところ、この3項目で約9割（89.2%）を占めたことから、「任用と処遇の改善」が強く求められていることがわかります。

また、回答には施設によってばらつきがみられ、公立幼稚園は「スキルアップ」、私立幼稚園は「処遇改善」、認可保育所は他の施設区分に比べて「配置改善」を求める声が

強い傾向にありました。



Ⅰ）質の向上 （3）遊び（学び）の質を高める条件整備

 本当に支援の必要な家庭、子どもに適切な支援が確実に、そして安定的に届けられるような、制度間の連携・調整をしっか
り図っていただきたいと思います。就学前教育・保育施設と学校（特に小学校）との接続・連携を制度として保証し、義務付
けていただきたいと願います。（認定こども園）

 幼児教育に対する意識（特に小学校との接続の部分で）高めていきたい。他県では、就学前から小学校卒業までの長いス
パンでの県としての取り組み（計画）を冊子などにまとめているところもあるので。（認定こども園）

 医療的ケアの子どもさんを見るために、看護師の配置をしてほしい。小学校に上がるときも、看護師を探さないといけない。
幼稚園保育園と小学校との連携で事前に確保できないか。（認定こども園）

 公立幼稚園として今回の無償化が始まったことで、次年度の園児希望数がこれまでにない約半分になるといった状況が起
きていることが、今後が心配である。今後、幼少中一貫教育としてのメリットをもっとアピールしていきたい。（幼稚園）

• 「小1プロブレム」等の課題を踏まえ、幼稚園、保育所及び認定こども園と小学校との連携を一層強化し、子どもの学びの連続性を確保することが重要とされ、

次期学習指導要領（小学校は2020年度から全面実施）と幼稚園教育要領（2018年度から全面実施）は、

幼児期と児童期の教育の連続性・一貫性を強調しており、幼稚園などでの教育と、小学校低学年での教育の目標を「学びの基礎力の育成」と位置付けています。

本調査においても、特に認定こども園を中心に、小学校との連携について高い意識を持つ声がみられました。

P6

• 事業者の約半数（50.2%）が、保育の質向上のために「施設・設備の整備」が必要と回答しています。自由回答のなかには、近年の自然災害を念頭に安全性の観点から

施設の老朽化に対応する必要性を訴える声が多くある一方で、特に小規模保育においては、遊ぶ場が不足していることを指摘する声がありました。

施設・設備の整備は、教育力の向上にもつながることから、対応が必要と考えられます。
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(8502) 83.9 51.6 74.1 50.2 10.8 2.71
【基数：全員】
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【事業者】Q7
保育の質の向上のために、何が必要だと考えられますか？（複数回答）

 公設民営の施設となるため、園庭がなく、子どもたちがのびのびと遊べる場所が少なくて困っています。（認可保育所）

 災害が多い中で、災害時に子どもの命を守ることが大きな課題となっている。災害対応の補助金を増額して欲しい。（家庭
的保育）

 自園に園庭がないので近くの公園を利用させていただいているが、整備の必要性を感じている。（小規模保育）

 施設が建築されて49年経っているが、耐震化されていない。（幼稚園）

図表７ 自由回答３
【事業者】自由回答

【事業者】自由回答 自由回答４



Ⅱ）受け皿整備 （1）0～2歳児の支援拡充と待機児童対策

利用者全体では、「0～2歳児の無償化の対象拡大」「待機児童対策」を求める声は、「保育の質の向上」に次いで多く、

回答母数の多い施設では、認可保育所でニーズが高いことがわかりました。また、母数は少ないものの、小規模保育園や事業所内保育、企業主導型保育、

その他の認可外保育所で割合が高い傾向がみられました。
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(18922) 36.6 50.1 13.0 38.8 30.9 27.4 23.9 5.4 7.3 2.28
公立幼稚園 (1944) 34.0 53.4 12.2 31.3 30.3 26.7 23.9 5.9 6.2 2.18
私立幼稚園 (4888) 32.8 51.4 15.9 30.4 34.9 28.6 23.4 6.5 7.1 2.25
認可保育所 (7007) 40.3 49.9 9.9 44.4 27.9 26.8 23.8 4.7 7.6 2.31
認定こども園 (3999) 33.2 49.3 11.2 39.4 34.5 27.6 24.9 6.0 7.3 2.27
小規模保育 (307) 54.7 46.9 13.0 55.0 24.4 21.5 17.9 2.0 6.8 2.40
家庭的保育 (247) 45.7 51.0 19.4 56.3 30.8 21.9 21.9 1.6 5.7 2.53
事業所内保育 (190) 42.6 43.2 16.3 54.7 32.1 22.1 19.5 2.1 3.7 2.34
居宅訪問型保育 (*5) 40.0 60.0 20.0 80.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 3.00
障がい児の発達支援 (193) 34.2 40.9 13.0 23.8 24.4 84.5 48.7 0.0 6.2 2.76
企業主導型保育 (192) 59.4 44.8 10.4 60.9 21.9 24.0 22.9 1.0 8.9 2.53
地方独自の保育施設 (105) 39.0 52.4 10.5 48.6 28.6 29.5 28.6 2.9 7.6 2.45
幼稚園類似施設 (171) 24.0 43.3 66.7 21.6 17.0 30.4 31.6 2.3 10.5 2.45
その他の認可外保育施設 (533) 51.0 45.6 27.8 54.8 22.1 23.1 21.2 3.4 11.4 2.57
※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども） 【基数：全員】
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(18922) 16.0 26.1 3.3 20.5 12.0 8.1 4.8 5.4 3.9
公立幼稚園 (1944) 15.3 29.1 3.0 16.0 13.1 9.0 5.1 5.9 3.6
私立幼稚園 (4888) 13.2 29.8 3.9 14.1 15.0 9.1 4.6 6.5 3.8
認可保育所 (7007) 18.5 24.4 1.7 24.6 10.0 7.5 4.7 4.7 3.9
認定こども園 (3999) 13.0 26.2 2.8 21.3 14.0 7.8 5.2 6.0 3.8
小規模保育 (307) 27.4 18.9 2.6 33.2 4.6 3.3 4.6 2.0 3.6
家庭的保育 (247) 21.5 20.2 4.9 32.8 7.7 5.3 4.0 1.6 2.0
事業所内保育 (190) 23.2 18.4 3.7 31.6 8.9 4.7 5.3 2.1 2.1
居宅訪問型保育 (*5) 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0
障がい児の発達支援 (193) 7.3 7.8 3.6 4.7 6.7 59.1 8.3 0.0 2.6
企業主導型保育 (192) 30.7 18.8 2.1 30.2 5.2 3.6 2.6 1.0 5.7
地方独自の保育施設 (105) 20.0 24.8 2.9 28.6 6.7 7.6 6.7 2.9 0.0
幼稚園類似施設 (171) 6.4 12.9 54.4 5.3 3.5 3.5 4.1 2.3 7.6
その他の認可外保育施設 (533) 27.2 16.7 6.9 28.3 4.7 3.2 2.1 3.4 7.5
※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども） 【基数：全員】
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【利用者】Q9
幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（複数回答）

【利用者】Q10
幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（単一回答）
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図表８ 図表９

※※

※「幼稚園全体」のn数は、「公立幼稚園」
または「私立幼稚園」利用者の数を表しており、
その中には、両方を利用する方も含まれるため、
各n数を合算した数とは一致しません。（以降同様）

*:n=30未満 *:n=30未満



n=
(8076)

公立幼稚園 844
私立幼稚園 1229
認可保育所 3552
認定こども園 1850
小規模保育 231
家庭的保育 41
事業所内保育 77
居宅訪問型保育 3
障がい児の発達支援 106
企業主導型保育 173
地方独自の保育施設 66
幼稚園類似施設 16
その他の認可外保育施設 237

　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど） ※0.0%は非表示 【基数：全員】
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事務負担が増えた ほぼ変わらない 事務負担が減った

Ⅱ）受け皿整備 （2）利用者・事業者と行政とが連携する仕組みの再構築

【事業者】Q4
幼児教育・保育の無償化の前後で、事務負担は変化しましたか？（単一回答）
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 幼稚園は、主食と副食を分けることなく、給食費として徴収してきたことから、無償化によりそれ

ぞれ分けて計算することは、事務負担増の大きな要因となっている。（幼稚園）

 市町村によって用紙様式や補助金額、支給要件、方法が異なる為、煩雑。（幼稚園）

 各市ごとにより、事務処理の仕方が違うので、統一してほしい。(書式、請求の時期のバラツキや

払い込みの時期）（幼稚園）

 市町村によって事務処理が違っており、金額や書類も統一されておらず困っている。国が書式

を統一して、書類提出をオンライン化してほしい。（幼稚園）

 園児数100名ですが、20以上の自治体から通園しています。自治体毎に手続きが違うので対

応に神経と労力を要します。格段に事務量がふえました。自治体で対応される方もかなり大変

だと思います。働き方改革に逆行していると思います。（幼稚園）

 所謂“新2号”を取るための手続きが大変でした。（認定こども園）

 2号の早朝や延長保育にかかる負担が増加し、事務量が増えている。（認定こども園）

 預り保育の場合、都度の報告が必要で、事務負担増になっている。（認定こども園）

図表１０
【事業者】自由回答

自由回答５

• 私立幼稚園の自由回答をみると、給食費の徴収、越境通園児における自治体ごとの書類作成などの対応による事務負担が、

事務負担増大の要因の多くを占めています。

特に首都圏部・都市部に多く、書式の統一化、オンライン処理などを望む声が多くみられます。

• 幼保無償化前後で「事務負担が増えた」とする割合は、全体の6割におよびました。

特に私立幼稚園では約9割（87.9%）が増えたと回答、認定こども園も約7割（68.9%）という結果でした。

私立幼稚園、認定こども園は、期待する政策（複数回答）の回答でも「事務負担の軽減」が母数の多い主要4施設のなかで最も高くなっています。
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18922 36.6 50.1 13.0 38.8 30.9 27.4 23.9 5.4 7.3 2.28
※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども） 【基数：全員】

36.6
50.1

13.0

38.8
30.9 27.4 23.9

5.4 7.3

0%

20%

40%

60%

発達障がい（およびその可能性）のある子どもが増えているという指摘は、多くの自由回答にみられました。

さらに、対応できる人材の不足、対応施設に対する補助の手薄さが指摘されています。

発達障がいは、早期発見による療育がカギを握ることから、家庭指導・啓発が重要という声も寄せられました。

Ⅱ）受け皿整備 （3）障がい児・病児を受け入れる施設への支援拡充

P9

【利用者】Q9
幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（複数回答） （%）

n=

事
務
負
担
の
軽
減

人
材
の
育
成
・
確
保
へ
の
支
援

運
営
費
へ
の
補
助

専
門
家
に
よ
る

経
営
改
善
へ
の
相
談
支
援

Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
へ
の
支
援

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
※

の
教
育
・
保
育
の
充
実

医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

の
受
け
入
れ
に
関
す
る
支
援
の
強
化

特
に
な
い

そ
の
他

平
均
反
応
数

(8502) 61.9 87.8 60.7 12.8 23.9 51.2 22.2 0.8 5.2 3.26
※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども） 【基数：全員】

61.9 87.8 60.7

12.8
23.9

51.2

22.2

0.8 5.2
0%

20%

40%

60%

80%

100%

【事業者】Q9
施設の安定的な経営を続ける上で、期待する政策を教えてください。（複数回答）

 障がいのある子ども（その可能性のある子ども）の支援やそれに付随する親との面接、療育訪問やカンファレンス、書類の作成等々仕事が増えることは必要なことだとは分かるが、支援を必要とする子
が増えている現在、担任が全て行うことはとても負担が多く困る。（幼稚園 事業者）

 発達障がいのグレーゾーンが多く保護者との認識にギャップがあり、そこに対する加配がなく自治体の裁量でグレーゾーンにも加配を認めてほしい。（幼稚園 事業者）

 昨今発達の障がいが多く見られます。当市は周辺市町村に比しても特に障碍への補助が薄い現状です。また、その認定を下す巡回体制が手薄で申し込んでから3～4ヶ月かかる状況です。公立の
空き教室を利用して、養育の受け入れをする等、発達障がいへの対応強化が喫緊の課題です。（認定こども園 事業者）

 病児保育の定員や利用時間を拡大してほしい。（認可保育所 利用者）

図表１１ 図表１２

自由回答６ 【事業者】自由回答 ／ 【利用者】自由回答



Ⅱ）受け皿整備 （4）多様な幼児教育・保育施設への支援拡充

【利用者】Q4
今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（単一回答）

n=
(18922) 87.7 5.7

公立幼稚園 (1944) 91.6 3.9

私立幼稚園 (4888) 92.0 3.4

認可保育所 (7007) 86.6 5.9

認定こども園 (3999) 87.1 6.0

小規模保育 (307) 77.5 9.8

家庭的保育 (247) 85.4 5.3

事業所内保育 (190) 84.2 6.3

居宅訪問型保育 (*5) 80.0 20.0

障がい児の発達支援 (193) 89.1 4.1

企業主導型保育 (192) 81.8 5.2

地方独自の保育施設 (105) 87.6 1.9

幼稚園類似施設 (171) 46.2 45.0

その他の認可外保育施設 (533) 74.1 14.8
　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど） ※0.0%は非表示 【基数：全員】

評価する・
計

評価しない
・計

全体

施
設
別
詳
細

65.2

72.6

71.9

63.8

62.2

50.5

53.4

56.3

60.0

70.5

52.6

59.0

34.5

47.1

22.5

19.0

20.1

22.8

24.9

27.0

32.0

27.9

20.0

18.7

29.2

28.6

11.7

27.0

6.6

4.5

4.6

7.5

6.9

12.7

9.3

9.5

6.7

13.0

10.5

8.8

11.1

4.1

3.1

2.6

4.4

4.8

6.8

4.0

3.7

20.0

2.6

3.6

13.5

8.1

1.6

0.7

0.7

1.5

1.2

2.9

1.2

2.6

1.6

1.6

1.9

31.6

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価する やや評価する どちらとも言えない

あまり評価しない 評価しない

※n=30以上の場合 [比率の差] 全体 +10pt以上 全体 +5pt以上 全体 -5pt以下 全体 -10pt以下

利用者側の幼保無償化制度に対する評価においても、無償化対象外が多い「幼稚園類似施設」で顕著に低い結果となりました。

また、「小規模保育」「その他の認可外保育施設」も低めの傾向となりました。
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 幼稚園類似施設が無償化の対象外になることで、独自のユニークな教育、先進的

な教育を受けることを選択したご家族、お子様に対して支援が届かなくなる不平等

について、深く議論していただきたいです。義務教育前の幼児期の教育は、自由に

選択できるようになっているのだから、実態を見て類似施設を早急に対象に含めて

いただきたいです。（幼稚園類似施設 事業者）

 類似施設を早く対象に含めて欲しい。（幼稚園類似施設 事業者）

 外国人の子ども達が急増している。（幼稚園類似施設 事業者）

 本園は、無償化の対象となる園から、入園を拒否された発達が心配なお子様や、

外国人のお子様などの受け入れなどしてきている。（幼稚園類似施設 事業者）

 野外保育であるため、運営への補助がない。（その他の認可外保育施設 事業者）

 今回の無償化の対象から各種学校が外されている。（その他の認可外保育施設

事業者）

 夜間保育を行っています。無償化になって、今後入園希望者も増えると考えます。

しかし、現状、保育士不足で受け入れたくても出来ずにいます。昼間保育ですら、保

育士不足と言われている中、夜間保育園ではなおさらです。長時間開園している我

が園では、困っている保護者の支援の為、人材確保と夜間保育独自の補助金を要

望します。（認可保育所 事業者）

 シングルマザーなので夜間、休日保育（認可保育所 利用者）

図表１３ 自由回答７

【事業者】自由回答 ／ 【利用者】自由回答



n=
(18922) 87.7 5.7

幼稚園全体 (6808) 91.9 3.5

 公立幼稚園 (1944) 91.6 3.9

 私立幼稚園 (4888) 92.0 3.4

認可保育所 (7007) 86.6 5.9

認定こども園 (3999) 87.1 6.0

その他の小規模園 (1900) 77.8 11.8

小規模保育 (307) 77.5 9.8

家庭的保育 (247) 85.4 5.3

事業所内保育 (190) 84.2 6.3

居宅訪問型保育 (*5) 80.0 20.0

障がい児の発達支援 (193) 89.1 4.1

企業主導型保育 (192) 81.8 5.2

地方独自の保育施設 (105) 87.6 1.9

幼稚園類似施設 (171) 46.2 45.0

その他の認可外保育施設 (533) 74.1 14.8
　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど） ※0.0%は非表示 【基数：全員】

評価する・
計

評価しない
・計

全体

施
設
別
詳
細

65.2

72.1 

72.6

71.9

63.8

62.2

52.0 

50.5

53.4

56.3

60.0

70.5

52.6

59.0

34.5

47.1

22.5

19.8 

19.0

20.1

22.8

24.9

25.8 

27.0

32.0

27.9

20.0

18.7

29.2

28.6

11.7

27.0

6.6

4.6 

4.5

4.6

7.5

6.9

10.4 

12.7

9.3

9.5

6.7

13.0

10.5

8.8

11.1

4.1

2.8 

3.1

2.6

4.4

4.8

5.9 

6.8

4.0

3.7

20.0

2.6

3.6

13.5

8.1

1.6

0.7 

0.7

0.7

1.5

1.2

5.9 

2.9

1.2

2.6

1.6

1.6

1.9

31.6

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価する やや評価する どちらとも言えない

あまり評価しない 評価しない

※n=30以上の場合 [比率の差] 全体 +10pt以上 全体 +5pt以上 全体 -5pt以下 全体 -10pt以下

Ⅱ）受け皿整備 （5）園と地域の特性に即したきめ細やかな支援の拡充

• 施設区分によって、無償化への評価に違いがあることがわかりました。

評価する声は、幼稚園で最も多く（72.1％）、認可保育所と認定こども園では10ポイント近く少なく（63.8％・62.2％）なっています。

これは、従来、応能負担であった保育料を一律無償化したことによる不公平感とともに、これまで保育料に含まれていた給食費（副食費）が新たに利用者負担となっ

たことに対する不満感があらわれた結果と考えられます。評価する声が最も少ないのは、企業主導型保育、幼稚園類似施設などを含む多様な小規模園（52.0％）で

した。これは無償化の対象とならなかった施設が含まれることや、対象となっても補助金額に差があり、部分的な補助に留まっていることへの不満感があらわれた結

果と考えられます。ただし、この点については、2020年度以降、幼稚園類似施設への支援拡充が見込まれています。
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• その他にも、事業者の自由回答から以下のような園ごとの特性がみられました。園児に関しては公立幼稚園離れが加速、存続を危ぶむ声がありました。

また、私立幼稚園も働く母親にとって利便性の高い保育所・認定こども園に流れている傾向もありました。一方で、事業者側は、3歳児の無償開始時期（いわゆる

「3歳児格差」）を指摘し、認定こども園では、幼稚園教諭の免許更新について負担軽減を求める声も寄せられています。

 認定こども園なので保育士と幼稚園教諭の免許が必要だが、保育士と違い、

幼稚園教諭は免許の更新が必要だ。経験値がある人は即戦力があるのに

免許更新しないと働けない。緩和策が必要ではないか。（認定こども園）

 幼稚園は満3歳で無償になるため、満3歳で保育園をやめて幼稚園に転園

する子が増え、園の空きが増えてしまった。（認可保育所）

【利用者】Q4 今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（単一回答）
■評価する ■やや評価する ■どちらとも言えない ■あまり評価しない ■評価しない

図表１４ 自由回答８

【事業者】自由回答

*:n=30未満

多様な小規模園


重ね

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから









										n=		事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保
への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子どもの
教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする
子どもの受け入れに関する
支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      		平均反応数                                                  

						全体（MA） ゼンタイ				(8502)		61.9		87.8		60.7		12.8		23.9		51.2		22.2		0.8		5.2		3.3

						性別 セイベツ		男性 ダンセイ

								女性 ジョセイ

						性別×年代 セイベツ ネンダイ		男性20代 ダンセイ ダイ

								男性30代 ダンセイ ダイ

								男性40代 ダンセイ ダイ

								男性50代 ダンセイ ダイ

								女性20代 ジョセイ ダイ

								女性30代 ジョセイ ダイ

								女性40代 ジョセイ ダイ

								女性50代 ジョセイ ダイ

						全体（SA） ゼンタイ				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

																																【基数：全員】

																																		▲ここまで

												1		2		3		4		5		6		7		8		9		21		22

										【事業所】Ｑ１５　施設の安定的な経営を続ける上で、期待する政策を教えてください。（ＭＡ）



												総数		事務負担の軽減		人材の育成・確保への支援		運営費への補助		専門家による経営改善への相談支援		ＩＣＴ化への支援		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもの受け入れに関する支援の強化		特にない		その他		平均反応数

										全体		8502		61.9		87.8		60.7		12.8		23.9		51.2		22.2		0.8		5.2		3.26

										【事業所】Ｑ１６　施設の安定的な経営を続ける上で、最も期待する政策を教えてください。（ＳＡ）



												総数		事務負担の軽減		人材の育成・確保への支援		運営費への補助		専門家による経営改善への相談支援		ＩＣＴ化への支援		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもの受け入れに関する支援の強化		特にない		その他

										全体		8502		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3



&F	&A


全体（MA）	61.9	87.8	60.7	12.8	23.9	51.2	22.2	0.8	5.2	全体（SA）	10.4	55	23.7	0.6	1.1000000000000001	5	1	0.8	2.2999999999999998	



【事業】Q15Q16

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから



																												（%）





										n=		事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      		平均反応数

						全体（MA） ゼンタイ				(8502)		61.9		87.8		60.7		12.8		23.9		51.2		22.2		0.8		5.2		3.26

												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																		【基数：全員】



																												（%）





										n=		事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      

						全体（MA） ゼンタイ				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																【基数：全員】









																																		▲ここまで

												1		2		3		4		5		6		（）		8		9		21		22

								【利用者】Ｑ１６　幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（ＭＡ）

										【事業所】Ｑ１５　施設の安定的な経営を続ける上で、期待する政策を教えてください。（ＭＡ）



								全体				総数		事務負担の軽減		人材の育成・確保への支援		運営費への補助		専門家による経営改善への相談支援		ＩＣＴ化への支援		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもの受け入れに関する支援の強化		特にない		その他		平均反応数

										全体		8502		61.9		87.8		60.7		12.8		23.9		51.2		22.2		0.8		5.2		3.26

								【利用者】Ｑ１７　幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（ＳＡ）



										【事業所】Ｑ１６　施設の安定的な経営を続ける上で、最も期待する政策を教えてください。（ＳＡ）

								全体

												総数		事務負担の軽減		人材の育成・確保への支援		運営費への補助		専門家による経営改善への相談支援		ＩＣＴ化への支援		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもの受け入れに関する支援の強化		特にない		その他

				※その他の認可外保育施設はベビーホテルを含む フク						全体		8502		10.4		55		23.7		0.6		1.1		【基数：全体】 キスウ ゼンタイ		1		0.8		2.3



&F	&A


全体（MA）	

61.9	87.8	60.7	12.8	23.9	51.2	22.2	0.8	5.2	

全体（MA）	

10.4	55	23.7	0.6	1.1000000000000001	5	1	0.8	2.2999999999999998	



【事業】Q16BD

				【事業所】Ｑ１６　施設の安定的な経営を続ける上で、最も期待する政策を教えてください。（ＳＡ）

										事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      

				全体（平均）				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

				施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)		10.7		71.1		7.5		0.5		0.6		5.4		1.2		0.8		2.1

						私立幼稚園		(1235)		14.5		46.4		29.8		0.6		1.1		4.2		0.6		0.7		2.2

						認可保育所		(3623)		9.2		58.8		21.9		0.6		1.2		4.6		0.9		0.8		2.0

						認定こども園		(1856)		11.0		54.7		23.3		0.7		1.1		5.3		0.8		0.6		2.4

						小規模保育		(442)		10.0		48.4		29.0		0.2		1.4		5.2		0.9		1.6		3.4

						家庭的保育		(64)		21.9		34.4		23.4		0.0		0.0		7.8		4.7		3.1		4.7

						事業所内保育		(116)		11.2		38.8		38.8		0.9		2.6		3.4		0.0		2.6		1.7

						居宅訪問型保育		(*3)		33.3		33.3		33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						障がい児の発達支援		(115)		6.1		35.7		24.3		0.9		0.9		19.1		8.7		0.0		4.3

						企業主導型保育		(197)		5.6		39.6		37.1		2.0		2.0		7.6		2.0		1.0		3.0

						地方独自の保育施設		(69)		10.1		50.7		30.4		1.4		1.4		4.3		0.0		0.0		1.4

						幼稚園類似施設		(38)		2.6		18.4		50.0		0.0		0.0		10.5		2.6		2.6		13.2

						その他の認可外保育施設		(275)		6.9		32.7		49.1		1.5		1.1		4.0		1.8		0.0		2.9



																										（%）

								n=		事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      

				全体（平均）				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

				施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)		10.7		71.1		7.5		0.5		0.6		5.4		1.2		0.8		2.1

						私立幼稚園		(1235)		14.5		46.4		29.8		0.6		1.1		4.2		0.6		0.7		2.2

						認可保育所		(3623)		9.2		58.8		21.9		0.6		1.2		4.6		0.9		0.8		2.0

						認定こども園		(1856)		11.0		54.7		23.3		0.7		1.1		5.3		0.8		0.6		2.4

						小規模保育		(442)		10.0		48.4		29.0		0.2		1.4		5.2		0.9		1.6		3.4

						家庭的保育		(64)		21.9		34.4		23.4		0.0		0.0		7.8		4.7		3.1		4.7

						事業所内保育		(116)		11.2		38.8		38.8		0.9		2.6		3.4		0.0		2.6		1.7

						居宅訪問型保育		(*3)		33.3		33.3		33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						障がい児の発達支援		(115)		6.1		35.7		24.3		0.9		0.9		19.1		8.7		0.0		4.3

						企業主導型保育		(197)		5.6		39.6		37.1		2.0		2.0		7.6		2.0		1.0		3.0

						地方独自の保育施設		(69)		10.1		50.7		30.4		1.4		1.4		4.3		0.0		0.0		1.4

						幼稚園類似施設		(38)		2.6		18.4		50.0		0.0		0.0		10.5		2.6		2.6		13.2

						その他の認可外保育施設		(275)		6.9		32.7		49.1		1.5		1.1		4.0		1.8		0.0		2.9

						※その他の認可外保育施設はベビーホテルを含む フク																				【基数：全体】 キスウ ゼンタイ





【事業】Q14表

				【事業所】Ｑ１４　保育の質の向上のために、何が最も必要だと考えられますか？（ＳＡ）



						総数		処遇改善		配置改善		スキルアップ		施設・設備の整備		その他

				全体		8502		46.0		15.9		27.3		5.4		5.4

				＜地方別＞

				北海道		545		49.0		15.4		25.9		5.7		4.0

				東北		572		51.7		15.4		24.7		3.5		4.7

				関東		2362		46.9		14.1		26.3		6.0		6.7

				東海		917		41.9		16.9		32.4		4.3		4.6

				甲信越・北陸		544		42.1		15.3		31.3		5.1		6.3

				近畿		1726		43.9		15.9		28.3		6.7		5.2

				中国・四国		858		44.6		18.9		28.1		4.3		4.1

				九州		839		48.0		18.1		23.2		4.3		6.3

				沖縄		139		61.9		13.7		18.0		6.5		0.0

				＜地方詳細＞

				東京		822		44.0		15.2		29.1		5.1		6.6

				神奈川		249		47.0		14.9		21.7		7.6		8.8

				埼玉		436		52.8		12.4		23.9		4.1		6.9

				千葉		364		48.6		11.5		23.1		10.7		6.0

				茨城・群馬・栃木		491		45.0		15.5		28.5		4.7		6.3

				大阪		657		41.7		17.5		29.5		5.9		5.3

				兵庫		526		47.5		16.7		23.0		8.4		4.4

				京都・奈良・和歌山・滋賀		543		43.1		13.3		31.9		6.1		5.7

				岡山		153		31.4		30.1		32.0		2.0		4.6

				＜政令市＞

				旧政令市		568		52.6		16.0		22.0		3.3		6.0

				新政令市		272		56.3		15.8		21.0		2.6		4.4

				＜施設別＞

				幼稚園		2075		46.9		10.5		31.2		6.3		5.1

				　公立幼稚園		849		33.8		16.4		39.2		6.8		3.8

				　私立幼稚園		1235		56.1		6.5		25.6		5.9		5.9

				保育園		3623		44.7		20.7		25.0		4.5		5.1

				こども園		1856		46.6		17.0		26.4		3.8		6.3

				その他		1225		48.8		8.8		27.6		8.6		6.2

				＜施設別詳細＞

				公立幼稚園		849		33.8		16.4		39.2		6.8		3.8

				私立幼稚園		1235		56.1		6.5		25.6		5.9		5.9

				認可保育所		3623		44.7		20.7		25.0		4.5		5.1

				認定こども園		1856		46.6		17.0		26.4		3.8		6.3

				小規模保育		442		50.0		10.4		27.6		5.7		6.3

				家庭的保育		64		46.9		4.7		35.9		9.4		3.1

				事業所内保育		116		53.4		8.6		22.4		12.1		3.4

				居宅訪問型保育		3		66.7		0.0		0.0		0.0		33.3

				障がい児の発達支援		115		43.5		8.7		35.7		7.0		5.2

				企業主導型保育		197		46.2		11.2		32.0		6.6		4.1

				地方独自の保育施設		69		44.9		7.2		33.3		10.1		4.3

				幼稚園類似施設		38		36.8		2.6		21.1		23.7		15.8

				その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		275		49.8		7.6		21.1		11.6		9.8





【事業】Q14

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		処遇改善		配置改善		スキルアップ		施設・設備の整備		その他

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8502)		46.0		15.9		27.3		5.4		5.4										全体（平均）				(8502)

						公立幼稚園		(849)		33.8		16.4		39.2		6.8		3.8										施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)

						私立幼稚園		(1235)		56.1		6.5		25.6		5.9		5.9												私立幼稚園		(1235)

						認可保育所		(3623)		44.7		20.7		25.0		4.5		5.1												認可保育所		(3623)

						認定こども園		(1856)		46.6		17.0		26.4		3.8		6.3												認定こども園		(1856)

						小規模保育		(442)		50.0		10.4		27.6		5.7		6.3												小規模保育		(442)

						家庭的保育		(64)		46.9		4.7		35.9		9.4		3.1												家庭的保育		(64)

						事業所内保育		(116)		53.4		8.6		22.4		12.1		3.4												事業所内保育		(116)

						居宅訪問型保育		(3)		66.7		0.0		0.0		0.0		33.3												居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(115)		43.5		8.7		35.7		7.0		5.2												障がい児の発達支援		(115)

						企業主導型保育		(197)		46.2		11.2		32.0		6.6		4.1												企業主導型保育		(197)

						地方独自の保育施設		(69)		44.9		7.2		33.3		10.1		4.3												地方独自の保育施設		(69)

						幼稚園類似施設		(38)		36.8		2.6		21.1		23.7		15.8												幼稚園類似施設		(38)

						その他の認可外保育施設		(275)		49.8		7.6		21.1		11.6		9.8												その他の認可外保育施設		(275)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで







































&F	&A


処遇改善	

46	33.799999999999997	56.1	44.7	46.6	50	46.9	53.4	66.7	43.5	46.2	44.9	36.799999999999997	49.8	配置改善	15.9	16.399999999999999	6.5	20.7	17	10.4	4.7	8.6	0	8.6999999999999993	11.2	7.2	2.6	7.6	スキルアップ	27.3	39.200000000000003	25.6	25	26.4	27.6	35.9	22.4	0	35.700000000000003	32	33.299999999999997	21.1	21.1	施設・設備の整備	5.4	6.8	5.9	4.5	3.8	5.7	9.4	12.1	0	7	6.6	10.1	23.7	11.6	その他	5.4	3.8	5.9	5.0999999999999996	6.3	6.3	3.1	3.4	33.299999999999997	5.2	4.0999999999999996	4.3	15.8	9.8000000000000007	







【事業】Q11

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		値上げした		変えていない		その他

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8502)		5.9		88.4		5.8														全体（平均）				(8502)

						公立幼稚園		(849)		2.4		94.9		2.7														施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)

						私立幼稚園		(1235)		26.1		66.1		7.9																私立幼稚園		(1235)

						認可保育所		(3623)		1.2		92.8		6.0																認可保育所		(3623)

						認定こども園		(1856)		4.1		91.0		4.8																認定こども園		(1856)

						小規模保育		(442)		0.9		93.4		5.7																小規模保育		(442)

						家庭的保育		(64)		1.6		90.6		7.8																家庭的保育		(64)

						事業所内保育		(116)		6.0		87.9		6.0																事業所内保育		(116)

						居宅訪問型保育		(3)		33.3		66.7		0.0																居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(115)		1.7		85.2		13.0																障がい児の発達支援		(115)

						企業主導型保育		(197)		4.6		91.4		4.1																企業主導型保育		(197)

						地方独自の保育施設		(69)		5.8		91.3		2.9																地方独自の保育施設		(69)

						幼稚園類似施設		(38)		23.7		71.1		5.3																幼稚園類似施設		(38)

						その他の認可外保育施設		(275)		11.3		81.5		7.3																その他の認可外保育施設		(275)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで







































&F	&A


値上げした	

5.9	2.4	26.1	1.2	4.0999999999999996	0.9	1.6	6	33.299999999999997	1.7	4.5999999999999996	5.8	23.7	11.3	変えていない	88.4	94.9	66.099999999999994	92.8	91	93.4	90.6	87.9	66.7	85.2	91.4	91.3	71.099999999999994	81.5	その他	5.8	2.7	7.9	6	4.8	5.7	7.8	6	0	13	4.0999999999999996	2.9	5.3	7.3	







【事業】Q13

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから









										n=		処遇改善		配置改善		スキルアップ		施設・設備の整備		その他		平均反応数

						全体 ゼンタイ				(8502)		83.9		51.6		74.1		50.2		10.8		2.71

						性別 セイベツ		男性 ダンセイ

								女性 ジョセイ

						性別×年代 セイベツ ネンダイ		男性20代 ダンセイ ダイ

								男性30代 ダンセイ ダイ

								男性40代 ダンセイ ダイ

								男性50代 ダンセイ ダイ

								女性20代 ジョセイ ダイ

								女性30代 ジョセイ ダイ

								女性40代 ジョセイ ダイ

								女性50代 ジョセイ ダイ

																								【基数：全員】

																										▲ここまで

												1		2		3		4		5		21		22





										【事業所】Ｑ１３　保育の質の向上のために、何が必要だと考えられますか？（ＭＡ）



												総数		処遇改善		配置改善		スキルアップ		施設・設備の整備		その他		平均反応数

										全体		8502		83.9		51.6		74.1		50.2		10.8		2.71



&F	&A


全体	83.9	51.6	74.099999999999994	50.2	10.8	



【事業】Q10

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		事務負担が増えた		ほぼ変わらない		事務負担が減った

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8076)		61.1		36.6		2.3														全体（平均）				(8076)

						公立幼稚園		(844)		43.7		51.3		5.0														施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(844)

						私立幼稚園		(1229)		87.9		11.6		0.5																私立幼稚園		(1229)

						認可保育所		(3552)		55.5		41.8		2.6																認可保育所		(3552)

						認定こども園		(1850)		68.9		30.0		1.1																認定こども園		(1850)

						小規模保育		(231)		51.9		47.6		0.4																小規模保育		(231)

						家庭的保育		(41)		31.7		61.0		7.3																家庭的保育		(41)

						事業所内保育		(77)		41.6		57.1		1.3																事業所内保育		(77)

						居宅訪問型保育		(3)		100.0		0.0		0.0																居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(106)		27.4		60.4		12.3																障がい児の発達支援		(106)

						企業主導型保育		(173)		59.0		41.0		0.0																企業主導型保育		(173)

						地方独自の保育施設		(66)		48.5		45.5		6.1																地方独自の保育施設		(66)

						幼稚園類似施設		(16)		62.5		37.5		0.0																幼稚園類似施設		(*16)

						その他の認可外保育施設		(237)		57.8		41.4		0.8																その他の認可外保育施設		(237)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで

						無償化限定 ムショウカ ゲンテイ

						【事業所】Ｑ１０　幼児教育・保育の無償化の前後で、事務負担は変化しましたか？（ＳＡ）



								総数		事務負担が増えた		ほぼ変わらない		事務負担が減った

						全体		8076		61.1		36.6		2.3

						公立幼稚園		844		43.7		51.3		5.0

						私立幼稚園		1229		87.9		11.6		0.5

						認可保育所		3552		55.5		41.8		2.6

						認定こども園		1850		68.9		30.0		1.1

						小規模保育		231		51.9		47.6		0.4

						家庭的保育		41		31.7		61.0		7.3

						事業所内保育		77		41.6		57.1		1.3

						居宅訪問型保育		3		100.0		0.0		0.0

						障がい児の発達支援		106		27.4		60.4		12.3

						企業主導型保育		173		59.0		41.0		0.0

						地方独自の保育施設		66		48.5		45.5		6.1

						幼稚園類似施設		16		62.5		37.5		0.0

						その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		237		57.8		41.4		0.8





&F	&A


事務負担が増えた	

61.1	43.7	87.9	55.5	68.900000000000006	51.9	31.7	41.6	100	27.4	59	48.5	62.5	57.8	ほぼ変わらない	36.6	51.3	11.6	41.8	30	47.6	61	57.1	0	60.4	41	45.5	37.5	41.4	事務負担が減った	2.2999999999999998	5	0.5	2.6	1.1000000000000001	0.4	7.3	1.3	0	12.3	0	6.1	0	0.8	







【事業】Q16

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		事務負担が増えた		ほぼ変わらない		事務負担が減った

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8502)		58.6		39.2		2.2														全体（平均）				(8502)

						公立幼稚園		(849)		43.6		51.5		4.9														施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)

						私立幼稚園		(1235)		87.8		11.7		0.5																私立幼稚園		(1235)

						認可保育所		(3623)		54.7		42.8		2.6																認可保育所		(3623)

						認定こども園		(1856)		68.8		30.1		1.1																認定こども園		(1856)

						小規模保育		(442)		30.8		69.0		0.2																小規模保育		(442)

						家庭的保育		(64)		20.3		75.0		4.7																家庭的保育		(64)

						事業所内保育		(116)		28.4		70.7		0.9																事業所内保育		(116)

						居宅訪問型保育		(3)		100.0		0.0		0.0																居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(115)		25.2		63.5		11.3																障がい児の発達支援		(115)

						企業主導型保育		(197)		53.8		46.2		0.0																企業主導型保育		(197)

						地方独自の保育施設		(69)		47.8		46.4		5.8																地方独自の保育施設		(69)

						幼稚園類似施設		(38)		47.4		52.6		0.0																幼稚園類似施設		(38)

						その他の認可外保育施設		(275)		53.5		45.8		0.7																その他の認可外保育施設		(275)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで

						【事業所】Ｑ１６　施設の安定的な経営を続ける上で、最も期待する政策を教えてください。（ＳＡ）





												事務負担の軽減                                              		人材の育成・確保への支援                                    		運営費への補助                                              		専門家による
経営改善への相談支援                            		ＩＣＴ化への支援                                            		障がいのある子ども※
の教育・保育の充実                                                    		医療的ケアを必要とする子ども
の受け入れに関する支援の強化    		特にない                                                    		その他                                                      

						全体（平均）				(8502)		10.4		55.0		23.7		0.6		1.1		5.0		1.0		0.8		2.3

						施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)		10.7		71.1		7.5		0.5		0.6		5.4		1.2		0.8		2.1

								私立幼稚園		(1235)		14.5		46.4		29.8		0.6		1.1		4.2		0.6		0.7		2.2

								認可保育所		(3623)		9.2		58.8		21.9		0.6		1.2		4.6		0.9		0.8		2.0

								認定こども園		(1856)		11.0		54.7		23.3		0.7		1.1		5.3		0.8		0.6		2.4

								小規模保育		(442)		10.0		48.4		29.0		0.2		1.4		5.2		0.9		1.6		3.4

								家庭的保育		(64)		21.9		34.4		23.4		0.0		0.0		7.8		4.7		3.1		4.7

								事業所内保育		(116)		11.2		38.8		38.8		0.9		2.6		3.4		0.0		2.6		1.7

								居宅訪問型保育		(*3)		33.3		33.3		33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								障がい児の発達支援		(115)		6.1		35.7		24.3		0.9		0.9		19.1		8.7		0.0		4.3

								企業主導型保育		(197)		5.6		39.6		37.1		2.0		2.0		7.6		2.0		1.0		3.0

								地方独自の保育施設		(69)		10.1		50.7		30.4		1.4		1.4		4.3		0.0		0.0		1.4

								幼稚園類似施設		(38)		2.6		18.4		50.0		0.0		0.0		10.5		2.6		2.6		13.2

								その他の認可外保育施設		(275)		6.9		32.7		49.1		1.5		1.1		4.0		1.8		0.0		2.9



&F	&A


事務負担が増えた	

58.6	43.6	87.8	54.7	68.8	30.8	20.3	28.4	100	25.2	53.8	47.8	47.4	53.5	ほぼ変わらない	39.200000000000003	51.5	11.7	42.8	30.1	69	75	70.7	0	63.5	46.2	46.4	52.6	45.8	事務負担が減った	2.2000000000000002	4.9000000000000004	0.5	2.6	1.1000000000000001	0.2	4.7	0.9	0	11.3	0	5.8	0	0.7	







【事業】Q8

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		対象になった		対象になっていない

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(8502)		95.0		5.0		2.2														全体（平均）				(8502)

						公立幼稚園		(849)		99.4		0.6		50.0														施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(849)

						私立幼稚園		(1235)		99.5		0.5		0.5																私立幼稚園		(1235)

						認可保育所		(3623)		98.0		2.0		2.6																認可保育所		(3623)

						認定こども園		(1856)		99.7		0.3		1.1																認定こども園		(1856)

						小規模保育		(442)		52.3		47.7		0.2																小規模保育		(442)

						家庭的保育		(64)		64.1		35.9		4.7																家庭的保育		(64)

						事業所内保育		(116)		66.4		33.6		0.9																事業所内保育		(116)

						居宅訪問型保育		(3)		100.0		0.0		0.0																居宅訪問型保育		(*3)

						障がい児の発達支援		(115)		92.2		7.8		11.3																障がい児の発達支援		(115)

						企業主導型保育		(197)		87.8		12.2		0.0																企業主導型保育		(197)

						地方独自の保育施設		(69)		95.7		4.3		5.8																地方独自の保育施設		(69)

						幼稚園類似施設		(38)		42.1		57.9		0.0																幼稚園類似施設		(38)

						その他の認可外保育施設		(275)		86.2		13.8		0.7																その他の認可外保育施設		(275)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで

						【事業所】Ｑ８　今回、無償化の対象施設になりましたか？（ＳＡ）



								総数		対象になった		対象になっていない

						全体		8502		95.0		5.0

						公立幼稚園		849		99.4		0.6

						私立幼稚園		1235		99.5		0.5

						認可保育所		3623		98.0		2.0

						認定こども園		1856		99.7		0.3

						小規模保育		442		52.3		47.7

						家庭的保育		64		64.1		35.9

						事業所内保育		116		66.4		33.6

						居宅訪問型保育		3		100.0		0.0

						障がい児の発達支援		115		92.2		7.8

						企業主導型保育		197		87.8		12.2

						地方独自の保育施設		69		95.7		4.3

						幼稚園類似施設		38		42.1		57.9

						その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		275		86.2		13.8





&F	&A


対象になった	

95	99.4	99.5	98	99.7	52.3	64.099999999999994	66.400000000000006	100	92.2	87.8	95.7	42.1	86.2	対象になっていない	5	0.6	0.5	2	0.3	47.7	35.9	33.6	0	7.8	12.2	4.3	57.9	13.8	







【利用】Q11Q13

		【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）																						【利用者】Ｑ１３　幼児教育・保育の無償化の前後で、利用者負担（保育料）は変わりましたか？（ＳＡ）

				総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計								総数		負担が減った		変わらない		負担が増えた		分からない

		全体		18922		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7						全体		18922		65.5		21.9		3.5		9.1

																【基数：全員】 キスウ ゼンイン																						【基数：全員】 キスウ ゼンイン

														n=		18922																				n=		18922

















評価する	やや評価する	どちらとも言えない	あまり評価しない	評価しない	65.2	22.5	6.6	4.0999999999999996	1.6	







負担が減った	変わらない	負担が増えた	分からない	65.5	21.9	3.5	9.1	



【利用】Q16Q17

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから



																												（%）





										n=		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子どもの
教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする
子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

						全体（MA） ゼンタイ				(18922)		36.6		50.1		13.0		38.8		30.9		27.4		23.9		5.4		7.3		2.28

												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																		【基数：全員】



																												（%）





										n=		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子どもの
教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする
子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

						全体（MA） ゼンタイ				(18922)		16.0		26.1		3.3		20.5		12.0		8.1		4.8		5.4		3.9

												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																【基数：全員】









																																		▲ここまで

												1		2		3		4		5		6		7		8		9		21		22

								【利用者】Ｑ１６　幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（ＭＡ）



										総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

								全体		18922		36.6		50.1		13.0		38.8		30.9		27.4		23.9		5.4		7.3		2.28

								【利用者】Ｑ１７　幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（ＳＡ）



										総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他

								全体		18922		16.0		26.1		3.3		20.5		12.0		8.1		4.8		5.4		3.9



&F	&A


全体（MA）	

36.6	50.1	13	38.799999999999997	30.9	27.4	23.9	5.4	7.3	

全体（MA）	

16	26.1	3.3	20.5	12	8.1	4.8	5.4	3.9	



【利用】Q16Q17BD

				基数→ キスウ				全員 ゼンイン																										基数→ キスウ				全員 ゼンイン



		▼ここから



																												（%）																														（%）





										n=		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子どもの
教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする
子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数										n=		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子どもの
教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他

						全体（MA） ゼンタイ				(18922)		36.6		50.1		13.0		38.8		30.9		27.4		23.9		5.4		7.3		2.28						全体（SA） ゼンタイ				(18922)		16.0		26.1		3.3		20.5		12.0		8.1		4.8		5.4		3.9

						施設別詳細		公立幼稚園		(1944)		34.0		53.4		12.2		31.3		30.3		26.7		23.9		5.9		6.2		2.18						施設別詳細		公立幼稚園		(1944)		15.3		29.1		3.0		16.0		13.1		9.0		5.1		5.9		3.6

								私立幼稚園		(4888)		32.8		51.4		15.9		30.4		34.9		28.6		23.4		6.5		7.1		2.25								私立幼稚園		(4888)		13.2		29.8		3.9		14.1		15.0		9.1		4.6		6.5		3.8

								認可保育所		(7007)		40.3		49.9		9.9		44.4		27.9		26.8		23.8		4.7		7.6		2.31								認可保育所		(7007)		18.5		24.4		1.7		24.6		10.0		7.5		4.7		4.7		3.9

								認定こども園		(3999)		33.2		49.3		11.2		39.4		34.5		27.6		24.9		6.0		7.3		2.27								認定こども園		(3999)		13.0		26.2		2.8		21.3		14.0		7.8		5.2		6.0		3.8

								小規模保育		(307)		54.7		46.9		13.0		55.0		24.4		21.5		17.9		2.0		6.8		2.40								小規模保育		(307)		27.4		18.9		2.6		33.2		4.6		3.3		4.6		2.0		3.6

								家庭的保育		(247)		45.7		51.0		19.4		56.3		30.8		21.9		21.9		1.6		5.7		2.53								家庭的保育		(247)		21.5		20.2		4.9		32.8		7.7		5.3		4.0		1.6		2.0

								事業所内保育		(190)		42.6		43.2		16.3		54.7		32.1		22.1		19.5		2.1		3.7		2.34								事業所内保育		(190)		23.2		18.4		3.7		31.6		8.9		4.7		5.3		2.1		2.1

								居宅訪問型保育		(*5)		40.0		60.0		20.0		80.0		40.0		40.0		20.0		0.0		0.0		3.00								居宅訪問型保育		(*5)		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0

								障がい児の発達支援		(193)		34.2		40.9		13.0		23.8		24.4		84.5		48.7		0.0		6.2		2.76								障がい児の発達支援		(193)		7.3		7.8		3.6		4.7		6.7		59.1		8.3		0.0		2.6

								企業主導型保育		(192)		59.4		44.8		10.4		60.9		21.9		24.0		22.9		1.0		8.9		2.53								企業主導型保育		(192)		30.7		18.8		2.1		30.2		5.2		3.6		2.6		1.0		5.7

								地方独自の保育施設		(105)		39.0		52.4		10.5		48.6		28.6		29.5		28.6		2.9		7.6		2.45								地方独自の保育施設		(105)		20.0		24.8		2.9		28.6		6.7		7.6		6.7		2.9		0.0

								幼稚園類似施設		(171)		24.0		43.3		66.7		21.6		17.0		30.4		31.6		2.3		10.5		2.45								幼稚園類似施設		(171)		6.4		12.9		54.4		5.3		3.5		3.5		4.1		2.3		7.6

								その他の認可外保育施設 シセツ		(533)		51.0		45.6		27.8		54.8		22.1		23.1		21.2		3.4		11.4		2.57								その他の認可外保育施設 シセツ		(533)		27.2		16.7		6.9		28.3		4.7		3.2		2.1		3.4		7.5

								※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																						【基数：全員】								※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																				【基数：全員】

















												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）																		【基数：全員】												※障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）



&F	&A


全体（MA）	

36.6	50.1	13	38.799999999999997	30.9	27.4	23.9	5.4	7.3	

全体（MA）	

16	26.1	3.3	20.5	12	8.1	4.8	5.4	3.9	



【利用】Q12

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																								▼ここから

								総数		高くなった		変わらない		安くなった		分からない

																																n=

						全体（平均） ゼンタイ ヘイキン		(18922)		14.1		51.6		8.8		25.5												全体（平均）				(18922)

						公立幼稚園		(1944)		6.0		59.9		11.8		22.3												施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(1944)

						私立幼稚園		(4888)		12.8		62.4		8.2		16.6														私立幼稚園		(4888)

						認可保育所		(7007)		15.2		45.8		8.3		30.8														認可保育所		(7007)

						認定こども園		(3999)		21.7		45.6		11.6		21.1														認定こども園		(3999)

						小規模保育		(307)		9.1		52.4		4.9		33.6														小規模保育		(307)

						家庭的保育		(247)		4.5		21.9		3.2		70.4														家庭的保育		(247)

						事業所内保育		(190)		2.6		55.3		3.7		38.4														事業所内保育		(190)

						居宅訪問型保育		(5)		0.0		20.0		0.0		80.0														居宅訪問型保育		(*5)

						障がい児の発達支援		(193)		9.8		54.9		12.4		22.8														障がい児の発達支援		(193)

						企業主導型保育		(192)		6.8		56.3		2.6		34.4														企業主導型保育		(192)

						地方独自の保育施設		(105)		7.6		52.4		10.5		29.5														地方独自の保育施設		(105)

						幼稚園類似施設		(171)		2.9		66.1		2.3		28.7														幼稚園類似施設		(171)

						その他の認可外保育施設		(533)		5.6		47.8		5.8		40.7														その他の認可外保育施設		(533)

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】



																																												▲ここまで



&F	&A


高くなった	

14.1	6	12.8	15.2	21.7	9.1	4.5	2.6	0	9.8000000000000007	6.8	7.6	2.9	5.6	変わらない	51.6	59.9	62.4	45.8	45.6	52.4	21.9	55.3	20	54.9	56.3	52.4	66.099999999999994	47.8	安くなった	8.8000000000000007	11.8	8.1999999999999993	8.3000000000000007	11.6	4.9000000000000004	3.2	3.7	0	12.4	2.6	10.5	2.2999999999999998	5.8	分からない	25.5	22.3	16.600000000000001	30.8	21.1	33.6	70.400000000000006	38.4	80	22.8	34.4	29.5	28.7	40.700000000000003	







【利用】Q11BD

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																										▼ここから

										評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない
・計																				評価する・計		評価しない
・計

								n=																								n=

						全体		(18922)		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7						全体				(18922)										87.7		5.7

						公立幼稚園		(1944)		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9						施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		公立幼稚園		(1944)										91.6		3.9

						私立幼稚園		(4888)		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4								私立幼稚園		(4888)										92.0		3.4

						認可保育所		(7007)		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9								認可保育所		(7007)										86.6		5.9

						認定こども園		(3999)		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0								認定こども園		(3999)										87.1		6.0

						小規模保育		(307)		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8								小規模保育		(307)										77.5		9.8

						家庭的保育		(247)		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3								家庭的保育		(247)										85.4		5.3

						事業所内保育		(190)		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3								事業所内保育		(190)										84.2		6.3

						居宅訪問型保育		(5)		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0								居宅訪問型保育		(*5)										80.0		20.0

						障がい児の発達支援		(193)		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1								障がい児の発達支援		(193)										89.1		4.1

						企業主導型保育		(192)		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2								企業主導型保育		(192)										81.8		5.2

						地方独自の保育施設		(105)		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9								地方独自の保育施設		(105)										87.6		1.9

						幼稚園類似施設		(171)		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0								幼稚園類似施設		(171)										46.2		45.0

						その他の認可外保育施設		(533)		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8								その他の認可外保育施設		(533)										74.1		14.8

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】

																																																▲ここまで

						【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）



								総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計

						全体		18922		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7

						公立幼稚園		1944		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9

						私立幼稚園		4888		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4

						認可保育所		7007		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9						その他                                                      

						認定こども園		3999		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0						2.3

						小規模保育		307		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8						2.1

						家庭的保育		247		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3						2.2

						事業所内保育		190		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3						2.0

						居宅訪問型保育		5		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0						2.4

						障がい児の発達支援		193		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1						3.4

						企業主導型保育		192		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2						4.7

						地方独自の保育施設		105		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9						1.7

						幼稚園類似施設		171		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0						0.0

						その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8						4.3

																												3.0

																												1.4

																												13.2

																												2.9



&F	&A


評価する	

65.2	72.599999999999994	71.900000000000006	63.8	62.2	50.5	53.4	56.3	60	70.5	52.6	59	34.5	47.1	やや評価する	22.5	19	20.100000000000001	22.8	24.9	27	32	27.9	20	18.7	29.2	28.6	11.7	27	どちらとも言えない	6.6	4.5	4.5999999999999996	7.5	6.9	12.7	9.3000000000000007	9.5	0	6.7	13	10.5	8.8000000000000007	11.1	あまり評価しない	4.0999999999999996	3.1	2.6	4.4000000000000004	4.8	6.8	4	3.7	20	2.6	3.6	0	13.5	8.1	評価しない	1.6	0.7	0.7	1.5	1.2	2.9	1.2	2.6	0	1.6	1.6	1.9	31.6	6.8	







【利用】Q11BD (2)

				基数→ キスウ		全員 ゼンイン







																										▼ここから

										評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない
・計																				評価する・計		評価しない
・計

								n=																								n=

						全体		(18922)		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7						全体				(18922)										87.7		5.7

						幼稚園全体 ゼンタイ		(6808)		72.1		19.8		4.6		2.8		0.7		91.9		3.5						施設別詳細 シセツ ベツ ショウサイ		幼稚園全体		(6808)										91.9		3.5

						 公立幼稚園		(1944)		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9								 公立幼稚園		(1944)										91.6		3.9

						 私立幼稚園		(4888)		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4								 私立幼稚園		(4888)										92.0		3.4

						認可保育所		(7007)		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9								認可保育所		(7007)										86.6		5.9

						認定こども園		(3999)		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0								認定こども園		(3999)										87.1		6.0

						その他の小規模園 ショウキボ エン		(1900)		52.0		25.8		10.4		5.9		5.9		77.8		11.8								その他の小規模園		(1900)										77.8		11.8

						小規模保育		(307)		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8								小規模保育		(307)										77.5		9.8

						家庭的保育		(247)		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3								家庭的保育		(247)										85.4		5.3

						事業所内保育		(190)		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3								事業所内保育		(190)										84.2		6.3

						居宅訪問型保育		(5)		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0								居宅訪問型保育		(*5)										80.0		20.0

						障がい児の発達支援		(193)		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1								障がい児の発達支援		(193)										89.1		4.1

						企業主導型保育		(192)		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2								企業主導型保育		(192)										81.8		5.2

						地方独自の保育施設		(105)		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9								地方独自の保育施設		(105)										87.6		1.9

						幼稚園類似施設		(171)		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0								幼稚園類似施設		(171)										46.2		45.0

						その他の認可外保育施設		(533)		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8								その他の認可外保育施設		(533)										74.1		14.8

																												　　　　　　※その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）						※0.0%は非表示 ヒヒョウジ						【基数：全員】

																																																▲ここまで

						【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）



								総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計

						全体		18922		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7

						公立幼稚園		1944		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9

						私立幼稚園		4888		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4

						認可保育所		7007		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9						その他                                                      

						認定こども園		3999		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0						2.3

						小規模保育		307		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8						2.1

						家庭的保育		247		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3						2.2

						事業所内保育		190		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3						2.0

						居宅訪問型保育		5		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0						2.4

						障がい児の発達支援		193		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1						3.4

						企業主導型保育		192		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2						4.7

						地方独自の保育施設		105		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9						1.7

						幼稚園類似施設		171		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0						0.0

						その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8						4.3

																												3.0

																												1.4

																												13.2

																												2.9



&F	&A


評価する	

65.2	72.099999999999994	72.599999999999994	71.900000000000006	63.8	62.2	52	50.5	53.4	56.3	60	70.5	52.6	59	34.5	47.1	やや評価する	22.5	19.8	19	20.100000000000001	22.8	24.9	25.8	27	32	27.9	20	18.7	29.2	28.6	11.7	27	どちらとも言えない	

6.6	4.5999999999999996	4.5	4.5999999999999996	7.5	6.9	10.4	12.7	9.3000000000000007	9.5	0	6.7	13	10.5	8.8000000000000007	11.1	あまり評価しない	

4.0999999999999996	2.8	3.1	2.6	4.4000000000000004	4.8	5.9	6.8	4	3.7	20	2.6	3.6	0	13.5	8.1	評価しない	

1.6	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	5.9	2.9	1.2	2.6	0	1.6	1.6	1.9	31.6	6.8	







image1.emf
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Ⅱ）受け皿整備 （5）園と地域の特性に即したきめ細やかな支援の拡充
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全体 18922 10.3 25.8 37.0 21.1 1.6 1.3 1.0 0.0 1.0 1.0 0.6 0.9 2.8
＜地方別＞
北海道 1330 7.0 29.6 30.6 27.7 2.2 0.5 1.2 0.1 2.0 0.8 1.6 0.4 1.6
東北 1155 7.4 18.0 39.6 31.9 2.2 1.6 1.2 0.0 0.5 0.5 0.6 0.1 2.3
関東 5663 7.1 36.4 35.1 13.1 1.8 1.5 1.1 0.0 0.9 0.5 0.7 2.2 3.5
東海 1780 11.3 23.8 42.4 18.4 0.8 0.8 1.3 0.0 1.2 0.7 0.4 0.6 1.6
甲信越・北陸 1111 9.9 13.1 47.1 25.6 0.6 1.5 1.4 0.0 0.5 0.8 0.9 0.5 1.4
近畿 3585 15.8 24.1 28.3 27.8 1.5 1.6 0.7 0.0 1.2 0.8 0.2 0.4 2.2
中国・四国 1998 16.2 19.2 41.4 21.6 0.9 1.0 1.1 0.0 1.1 1.3 0.2 0.2 1.6
九州 1940 7.4 20.6 43.3 21.9 2.3 1.2 0.6 0.1 0.8 3.5 0.3 0.1 3.2
沖縄 360 5.6 2.8 55.3 16.1 3.9 1.9 0.3 0.0 0.6 1.7 1.1 0.3 18.3

【利用者】Q2
幼児教育・保育を利用していますか？（複数回答）

図表１５

一方、地域性によっても幼児教育・保育の現場の実態は大きく異なることがわかりました。

大都市圏、地方中核都市、小規模都市で施設区分の分布に違いがあり、また地方区分（関東、近畿など）ごとによっても大きく差があります。
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		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.4		34.0		1.4		0.6		26.1		21.2		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		99.6		0.1		0.0		0.0

		岡山		279		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		98.6		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		24.0		0.0		0.1		6.3		0.0		0.1		0.0		0.2		0.0		0.0		0.2		0.1		0.4		11.6		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.0		6.3		0.1		0.0		5.2		10.9		9.3		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		6.8		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		17.2		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.3		24.0		6.5		12.5		6.5		0.2		25.7		7.0		17.3		0.3

		新政令市		604		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		9.1		12.3		0.3		9.6		8.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		23.3		0.2		0.0		0.0		0.0		10.9		0.2		0.2		0.2		0.0		0.3		13.1		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		31.5		23.5		8.8		11.4		13.7		10.9		0.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		7.2		0.4		0.3		2.0		0.2		0.4		1.1		2.3		1.0		1.3		5.0		8.2		13.1		4.6		0.4		0.2		0.3		0.2		0.9		1.8		1.5		1.4		5.6		0.9		1.0		2.1		9.7		5.1		2.0		1.1		0.4		0.5		1.4		2.5		1.8		0.6		1.2		1.3		0.5		4.7		0.6		0.4		0.5		0.9		0.3		0.6		0.5		7.2		4.3		35.5		9.3		3.8		21.0		10.4		8.0		0.5

		　公立幼稚園		1944		4.8		0.5		0.5		2.5		0.4		0.2		0.5		2.8		0.7		2.4		2.3		4.7		5.3		2.0		0.6		0.4		0.1		0.3		1.4		2.9		1.4		2.3		5.8		1.2		2.8		1.6		10.2		7.1		5.1		2.0		0.5		1.6		3.6		2.1		1.5		1.9		2.9		1.8		0.9		3.1		0.2		0.3		0.9		2.3		0.2		0.7		1.0		4.8		4.4		20.3		10.7		5.7		28.8		16.8		7.6		1.0

		　私立幼稚園		4888		8.2		0.4		0.2		1.7		0.1		0.4		1.4		2.1		1.1		0.9		6.0		9.6		16.2		5.7		0.3		0.1		0.4		0.2		0.8		1.3		1.5		1.1		5.5		0.7		0.2		2.3		9.5		4.3		0.8		0.8		0.4		0.1		0.6		2.7		2.0		0.1		0.6		1.1		0.4		5.3		0.7		0.5		0.3		0.4		0.4		0.5		0.3		8.2		4.3		41.6		8.8		3.0		17.9		7.8		8.2		0.3

		保育園		7007		5.9		1.5		0.6		1.3		1.7		0.9		0.4		2.5		1.4		1.1		3.6		4.4		11.1		3.9		0.9		0.4		0.4		0.7		1.4		3.8		1.2		1.7		7.0		0.9		0.9		2.0		5.2		3.6		1.4		1.5		1.0		0.9		1.8		2.4		1.2		0.7		0.7		1.4		1.8		5.9		0.8		0.9		1.3		1.1		0.7		1.2		2.9		5.9		6.5		28.0		10.9		7.5		14.6		11.8		12.0		2.9

		こども園		3999		9.2		4.3		0.6		0.7		2.1		0.8		0.8		2.7		2.7		3.2		1.7		3.3		2.9		2.1		1.2		0.5		1.7		1.2		0.9		1.5		1.4		3.9		2.4		0.8		1.1		1.7		11.6		8.2		1.2		1.2		0.9		0.5		1.3		3.0		0.4		1.1		1.6		1.8		0.4		2.8		0.8		1.9		1.1		1.1		2.4		0.5		1.5		9.2		9.3		18.4		8.4		6.9		24.9		10.9		10.6		1.5

		その他		1900		7.1		0.5		0.4		1.9		0.9		0.6		1.1		1.4		1.7		0.8		4.5		5.4		17.4		4.3		0.4		0.2		0.2		0.2		1.1		2.4		0.9		1.0		4.7		0.2		0.6		1.7		6.5		5.5		1.1		0.4		0.3		0.6		1.5		1.9		1.1		0.6		0.6		0.6		0.5		8.1		0.3		0.6		0.2		1.7		0.3		1.0		5.2		7.1		5.5		35.5		6.8		4.5		15.7		7.6		12.1		5.2

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		4.8		0.5		0.5		2.5		0.4		0.2		0.5		2.8		0.7		2.4		2.3		4.7		5.3		2.0		0.6		0.4		0.1		0.3		1.4		2.9		1.4		2.3		5.8		1.2		2.8		1.6		10.2		7.1		5.1		2.0		0.5		1.6		3.6		2.1		1.5		1.9		2.9		1.8		0.9		3.1		0.2		0.3		0.9		2.3		0.2		0.7		1.0		4.8		4.4		20.3		10.7		5.7		28.8		16.8		7.6		1.0

		私立幼稚園		4888		8.2		0.4		0.2		1.7		0.1		0.4		1.4		2.1		1.1		0.9		6.0		9.6		16.2		5.7		0.3		0.1		0.4		0.2		0.8		1.3		1.5		1.1		5.5		0.7		0.2		2.3		9.5		4.3		0.8		0.8		0.4		0.1		0.6		2.7		2.0		0.1		0.6		1.1		0.4		5.3		0.7		0.5		0.3		0.4		0.4		0.5		0.3		8.2		4.3		41.6		8.8		3.0		17.9		7.8		8.2		0.3

		認可保育所		7007		5.9		1.5		0.6		1.3		1.7		0.9		0.4		2.5		1.4		1.1		3.6		4.4		11.1		3.9		0.9		0.4		0.4		0.7		1.4		3.8		1.2		1.7		7.0		0.9		0.9		2.0		5.2		3.6		1.4		1.5		1.0		0.9		1.8		2.4		1.2		0.7		0.7		1.4		1.8		5.9		0.8		0.9		1.3		1.1		0.7		1.2		2.9		5.9		6.5		28.0		10.9		7.5		14.6		11.8		12.0		2.9

		認定こども園		3999		9.2		4.3		0.6		0.7		2.1		0.8		0.8		2.7		2.7		3.2		1.7		3.3		2.9		2.1		1.2		0.5		1.7		1.2		0.9		1.5		1.4		3.9		2.4		0.8		1.1		1.7		11.6		8.2		1.2		1.2		0.9		0.5		1.3		3.0		0.4		1.1		1.6		1.8		0.4		2.8		0.8		1.9		1.1		1.1		2.4		0.5		1.5		9.2		9.3		18.4		8.4		6.9		24.9		10.9		10.6		1.5

		小規模保育		307		9.8		0.7		0.7		5.2		0.0		0.7		1.3		2.0		1.0		1.0		5.5		5.2		11.1		7.2		0.7		0.0		0.0		0.0		0.7		1.0		1.0		1.3		2.3		0.0		0.7		1.6		9.8		4.2		1.3		0.0		0.3		0.0		0.0		1.0		0.3		0.3		1.0		1.3		1.6		5.5		0.3		0.3		0.3		5.5		0.0		2.0		4.6		9.8		8.5		32.9		4.6		2.3		17.6		5.9		14.0		4.6

		家庭的保育		247		2.8		1.2		0.4		1.2		2.0		0.8		1.6		2.8		0.4		0.0		2.0		7.7		17.8		4.0		0.0		0.4		0.4		0.0		1.2		4.9		1.2		1.6		2.4		0.0		0.4		1.2		11.3		8.1		1.2		0.4		0.0		0.4		2.0		3.6		0.4		0.4		0.0		0.4		0.8		7.7		0.0		0.4		0.4		0.8		0.0		0.0		2.8		2.8		7.3		34.8		5.3		6.9		22.7		8.1		9.3		2.8

		事業所内保育		190		8.4		0.0		1.1		3.2		2.1		0.5		0.5		0.5		2.6		0.0		7.9		15.8		3.7		2.1		1.6		0.0		0.5		0.5		1.6		4.2		1.1		2.1		8.4		0.5		1.6		1.1		3.7		4.2		1.6		1.1		0.0		1.6		2.1		0.5		1.6		1.6		3.2		0.5		0.0		3.7		0.0		0.0		0.0		2.1		0.0		0.5		0.5		8.4		7.4		32.6		12.1		8.4		13.2		11.1		6.3		0.5

		居宅訪問型保育		5		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		40.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.0		0.0		40.0		0.0		0.0		20.0		0.0		20.0		0.0

		障がい児の発達支援		193		13.5		0.5		0.0		0.0		1.0		1.0		0.5		2.6		1.0		0.0		6.2		2.6		10.4		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		1.6		2.1		0.5		9.3		0.5		1.0		2.1		9.8		5.2		3.1		1.6		0.0		0.5		4.1		3.1		2.6		0.5		0.5		0.0		0.0		4.7		0.0		2.1		0.5		1.0		0.0		0.0		1.0		13.5		3.1		24.9		12.4		2.6		22.8		11.4		8.3		1.0

		企業主導型保育		192		5.7		0.5		0.0		1.6		0.0		0.0		1.0		1.0		1.0		0.0		1.6		3.6		4.2		2.1		0.5		0.5		0.5		0.5		1.6		1.0		0.5		1.0		5.7		0.0		0.5		0.0		5.7		7.3		0.5		0.0		2.1		0.5		1.6		5.2		0.5		1.6		0.0		2.1		0.0		30.2		0.0		0.5		0.0		1.0		0.0		2.1		4.2		5.7		3.1		13.5		7.3		4.7		14.1		13.5		33.9		4.2

		地方独自の保育施設		105		20.0		0.0		1.9		1.0		0.0		1.9		1.9		1.0		2.9		3.8		6.7		1.0		21.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		2.9		6.7		0.0		1.9		4.8		0.0		0.0		1.9		1.0		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		1.9		1.0		0.0		0.0		0.0		2.9		0.0		3.8		20.0		6.7		36.2		6.7		10.5		6.7		3.8		5.7		3.8

		幼稚園類似施設		171		2.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.6		0.0		1.8		5.3		48.5		17.5		0.6		0.0		0.0		0.6		0.0		1.8		2.3		1.2		2.3		0.6		0.0		7.0		1.2		0.6		0.6		0.0		0.0		0.0		0.6		0.6		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.6		2.9		0.6		73.7		6.4		2.9		9.4		2.3		1.2		0.6

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		3.9		0.6		0.2		1.3		1.3		0.4		1.3		1.3		2.8		1.5		4.3		3.8		22.3		1.7		0.2		0.2		0.4		0.0		0.8		1.5		0.8		0.4		4.1		0.2		0.4		1.3		5.1		6.6		1.1		0.2		0.0		0.9		1.3		1.1		1.5		0.6		0.2		0.4		0.0		7.9		0.6		0.6		0.2		0.9		0.4		1.3		12.4		3.9		5.1		37.7		5.4		3.0		14.6		6.0		11.8		12.4

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		7.2		1.5		0.4		1.5		1.1		0.7		0.9		2.4		1.6		1.6		3.9		5.9		10.4		3.8		0.8		0.3		0.5		0.5		1.1		2.4		1.3		2.1		5.6		0.9		1.0		1.9		8.4		5.1		1.6		1.2		0.7		0.6		1.5		2.4		1.3		0.6		1.0		1.3		0.9		4.9		0.7		0.9		0.9		1.0		0.9		0.7		1.7		7.2		6.0		29.6		10.0		5.8		19.3		10.3		10.1		1.7

		対象になっていない		3079		6.3		1.4		0.8		1.5		1.6		0.6		0.6		2.1		1.3		1.6		3.3		4.4		13.0		4.0		0.4		0.3		1.0		0.8		1.0		2.9		1.1		1.6		4.1		0.6		0.5		2.2		7.1		5.3		1.0		1.3		1.0		1.0		1.1		3.1		1.1		1.0		1.0		1.6		1.6		5.5		0.6		0.8		0.8		1.1		0.9		1.1		3.0		6.3		6.5		29.7		7.3		6.4		17.4		12.4		11.0		3.0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0

		幼稚園		487		99.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0

		　公立幼稚園		93		98.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		98.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0

		　私立幼稚園		394		99.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0

		保育園		407		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0

		こども園		369		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0

		その他		134		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【東北】		1155		0.0		24.2		8.1		24.2		19.0		10.9		13.3		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.8		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		294		0.0		10.2		6.5		44.9		4.1		7.8		26.2		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.7		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		86		0.0		10.5		10.5		55.8		8.1		3.5		10.5		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		98.8		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		0.0		10.1		4.8		40.4		2.4		9.6		32.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		457		0.0		22.5		9.8		20.6		25.6		14.4		6.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.8		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		369		0.0		46.6		6.2		7.3		22.8		8.7		8.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		103		0.0		9.7		7.8		35.0		17.5		9.7		20.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【関東】		5663		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.9		5.2		5.2		12.5		18.8		35.9		12.7		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.2		0.1		0.0		0.0		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		98.3		0.4		0.1		0.4		0.1		0.3		0.0

		幼稚園		2454		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.2		2.8		3.7		13.7		22.7		36.3		12.8		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.2		0.1		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		98.2		0.4		0.1		0.4		0.1		0.3		0.0

		　公立幼稚園		402		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.4		3.2		11.7		11.2		22.6		25.6		9.5		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.7		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		97.3		1.5		0.2		0.0		0.0		0.7		0.0

		　私立幼稚園		2062		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.9		2.7		2.1		14.3		22.7		38.3		13.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		98.4		0.2		0.0		0.5		0.1		0.2		0.0

		保育園		1985		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.9		4.9		3.8		12.6		15.6		39.0		13.4		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.2		0.2		0.1		0.0		0.1		0.2		0.2		0.1		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.1		0.0		0.2		0.0		98.1		0.5		0.1		0.5		0.1		0.5		0.0

		こども園		740		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.1		14.5		17.2		8.6		17.3		15.3		11.5		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.4		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		98.4		0.3		0.3		0.7		0.0		0.1		0.0

		その他		677		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		4.0		4.7		2.2		12.4		15.2		48.6		12.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		99.3		0.3		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0

		【東海】		1780		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		13.8		21.0		56.0		8.5		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		99.2		0.1		0.2		0.1		0.1		0.0

		幼稚園		623		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.6		14.9		60.2		9.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		99.7		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0

		　公立幼稚園		202		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.9		20.3		54.5		11.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.5		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0

		　私立幼稚園		423		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.8		12.5		62.9		7.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		99.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		755		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.1		15.1		64.5		8.5		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		99.2		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0

		こども園		328		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.5		46.6		26.2		9.1		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		98.5		0.0		0.3		0.3		0.0		0.0

		その他		128		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.6		14.1		14.8		66.4		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		98.4		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		11.8		5.5		10.5		9.7		18.7		42.5		0.0		0.0		0.9		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		1.0		98.7		0.2		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		255		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.0		5.5		7.8		5.9		24.7		46.7		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		99.6		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		7.3		1.8		4.5		23.6		51.8		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		99.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		145		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.3		4.1		12.4		6.9		25.5		42.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		523		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.7		5.2		4.8		9.0		18.9		50.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.8		0.2		0.0		0.0		0.0

		こども園		284		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.8		6.7		24.3		16.2		12.7		20.8		0.0		0.0		2.8		0.4		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		96.5		0.4		0.0		0.0		0.0

		その他		85		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		9.4		4.7		4.7		2.4		23.5		51.8		0.0		0.0		2.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		2.4		96.5		0.0		0.0		0.0		0.0

		【近畿】		3585		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		4.9		10.3		42.8		26.8		8.0		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		0.1		99.3		0.2		0.0		0.0

		幼稚園		1425		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		4.6		10.0		45.9		24.1		9.7		5.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		99.4		0.1		0.0		0.0

		　公立幼稚園		565		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.6		5.7		35.0		24.4		17.7		6.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.2		99.1		0.4		0.0		0.0

		　私立幼稚園		864		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.2		1.3		12.7		52.9		24.1		4.4		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		99.7		0.0		0.0		0.0

		保育園		1014		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.3		13.9		35.3		24.1		9.5		10.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		99.0		0.4		0.0		0.0

		こども園		995		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		6.8		45.9		32.9		4.6		4.7		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		99.4		0.2		0.0		0.0

		その他		300		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.7		11.0		41.0		34.7		7.0		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		99.7		0.0		0.0		0.0

		【中国・四国】		1998		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		6.9		5.9		13.8		24.1		11.8		6.4		9.1		12.9		8.8		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.2		99.6		0.1		0.0

		幼稚園		702		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		4.1		4.8		13.7		24.5		17.7		5.7		12.0		12.3		4.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		99.6		0.0		0.0

		　公立幼稚園		323		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		9.6		21.7		12.7		9.0		11.1		17.6		10.2		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		383		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		5.0		0.8		6.8		34.2		25.1		1.6		7.0		14.1		4.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.3		0.0		0.0		0.3		99.2		0.0		0.0

		保育園		827		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0		0.0		8.2		7.1		15.0		20.2		9.8		6.2		6.0		11.5		15.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.4		99.3		0.1		0.0

		こども園		431		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		3.9		11.8		28.1		3.9		10.0		14.4		16.2		3.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		その他		144		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.5		7.6		19.4		25.0		13.9		8.3		6.9		8.3		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.3		0.0		0.0

		【九州】		1940		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		48.6		6.4		8.7		8.2		10.3		8.9		7.8		0.5		0.0		0.1		0.3		0.1		0.0		0.1		0.1		99.0		0.5

		幼稚園		539		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		58.4		7.1		5.0		5.8		11.9		3.9		7.2		0.6		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		99.3		0.6

		　公立幼稚園		143		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		42.7		2.1		2.8		9.8		30.8		2.1		9.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		　私立幼稚園		399		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		64.4		8.8		5.8		4.3		5.0		4.5		6.3		0.8		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		99.0		0.8

		保育園		840		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		49.0		6.9		7.9		10.4		8.9		6.2		9.5		0.7		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0		0.1		0.0		98.8		0.7

		こども園		425		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		26.1		7.8		17.4		9.9		10.6		22.6		4.7		0.0		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.2		0.2		99.1		0.0

		その他		232		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		65.5		2.2		4.7		1.7		13.8		2.2		8.2		0.9		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		98.3		0.9

		【沖縄】		360		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.7		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		99.7

		幼稚園		29		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		　公立幼稚園		20		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		10		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		保育園		199		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.5		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		99.5

		こども園		58		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		その他		97		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.8		0.5		95.0		0.7		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.4		0.2		0.0		0.0		0.5		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		97.4		0.8		0.1		0.8		0.1		0.4		0.0

		幼稚園		935		0.3		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.1		0.0		1.0		0.2		94.4		1.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.3		0.2		0.1		0.0		0.6		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.2		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		97.2		0.7		0.1		0.9		0.2		0.4		0.0

		　公立幼稚園		111		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		92.8		1.8		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		94.6		2.7		0.9		0.0		0.0		0.9		0.0

		　私立幼稚園		827		0.2		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.1		0.0		1.1		0.2		94.7		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.1		0.0		0.7		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.2		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		97.6		0.5		0.0		1.0		0.2		0.4		0.0

		保育園		812		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		1.2		0.6		94.8		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.4		0.2		0.0		0.1		0.4		0.2		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.2		0.0		97.4		0.9		0.0		0.7		0.1		0.6		0.0

		こども園		121		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		1.7		91.7		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		1.7		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		94.2		1.7		0.8		2.5		0.0		0.0		0.0

		その他		330		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		98.2		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		99.4		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【神奈川】		725		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.3		0.0		0.0		0.6		0.3		0.7		96.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		97.8		0.7		0.3		0.7		0.0		0.4		0.0

		幼稚園		311		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.3		0.6		96.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		98.1		0.6		0.0		0.6		0.0		0.3		0.0

		　公立幼稚園		38		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.6		0.0		0.0		94.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		97.4		2.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		273		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		0.7		96.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		98.2		0.4		0.0		0.7		0.0		0.4		0.0

		保育園		269		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.4		96.3		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		97.4		0.7		0.7		0.7		0.0		0.4		0.0

		こども園		89		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		1.1		95.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		98.9		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		0.0

		その他		85		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.4		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		94.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		97.6		1.2		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0

		【埼玉】		718		0.3		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.4		0.3		0.6		95.3		0.0		1.3		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		97.9		0.4		0.1		0.1		0.1		0.8		0.0

		幼稚園		338		0.3		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.3		95.9		0.0		0.9		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		97.9		0.6		0.0		0.3		0.0		0.6		0.0

		　公立幼稚園		49		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		2.0		0.0		87.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		91.8		4.1		0.0		0.0		0.0		4.1		0.0

		　私立幼稚園		291		0.3		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		97.3		0.0		1.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		99.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0

		保育園		250		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		1.2		94.8		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		97.2		0.4		0.0		0.0		0.4		1.6		0.0

		こども園		65		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		1.5		0.0		93.8		0.0		0.0		0.0		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		96.9		0.0		1.5		0.0		0.0		1.5		0.0

		その他		88		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		94.3		0.0		4.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		98.9		0.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0

		【千葉】		1070		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.2		0.0		0.1		98.3		0.4		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		99.4		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		561		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		98.6		0.4		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		99.3		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		90		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		473		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		98.3		0.4		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		99.2		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		312		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		0.3		0.0		0.3		97.4		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		99.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		125		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.2		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0

		その他		102		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		99.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		42.0		28.2		28.5		0.2		0.3		0.1		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		99.8		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		309		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		47.2		21.7		28.8		0.6		0.3		0.0		1.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		114		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		46.5		10.5		41.2		0.9		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		198		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		48.5		27.8		21.2		0.5		0.0		0.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		342		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		49.7		28.1		21.3		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.7		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0

		こども園		340		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		30.3		31.2		37.4		0.3		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		99.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		72		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		34.7		43.1		20.8		0.0		1.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【大阪】		1542		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.3		98.3		0.5		0.4		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		0.1		99.4		0.1		0.0		0.0

		幼稚園		658		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.3		99.1		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.2		99.5		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		197		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		462		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.4		98.7		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.2		99.4		0.0		0.0		0.0

		保育園		369		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.3		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		96.2		1.4		0.8		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		98.9		0.3		0.0		0.0

		こども園		452		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.1		0.0		0.4		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		99.6		0.2		0.0		0.0

		その他		121		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		98.3		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【兵庫】		965		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.3		98.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.2		98.8		0.5		0.0		0.0

		幼稚園		347		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		98.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.3		98.8		0.6		0.0		0.0

		　公立幼稚園		142		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		97.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.7		97.2		1.4		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		242		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		97.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.0		97.9		0.8		0.0		0.0

		こども園		330		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		98.8		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		99.4		0.3		0.0		0.0

		その他		102		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		0.0		98.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		99.0		0.0		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.4		34.0		1.4		0.6		26.1		21.2		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		99.6		0.1		0.0		0.0

		幼稚園		420		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.5		33.3		0.2		0.0		32.9		17.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		99.8		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		226		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		23.9		14.2		0.4		0.0		44.2		16.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		99.6		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		194		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.7		55.7		0.0		0.0		19.6		19.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		403		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.9		34.5		0.5		0.7		23.1		25.1		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.8		0.2		0.0		0.0

		こども園		213		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.7		31.9		3.8		0.5		20.2		22.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		99.1		0.0		0.0		0.0

		その他		77		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.3		41.6		5.2		3.9		26.0		9.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【岡山】		279		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		98.6		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		幼稚園		99		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		97.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		71		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.4		98.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		28		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		92.9		7.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		保育園		125		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.2		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		こども園		50		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		その他		30		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		93.3		6.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		24.0		0.0		0.1		6.3		0.0		0.1		0.0		0.2		0.0		0.0		0.2		0.1		0.4		11.6		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.0		6.3		0.1		0.0		5.2		10.9		9.3		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		6.8		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		17.2		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.3		24.0		6.5		12.5		6.5		0.2		25.7		7.0		17.3		0.3

		幼稚園		728		27.9		0.0		0.1		6.2		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		11.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		4.9		0.3		0.0		4.5		12.5		5.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		16.6		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.3		27.9		6.5		12.1		5.4		0.0		22.8		8.4		16.8		0.3

		　公立幼稚園		97		14.4		0.0		0.0		23.7		0.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		8.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.2		0.0		0.0		4.1		18.6		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.2		0.0		0.0		0.0		2.1		0.0		11.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.4		23.7		10.3		5.2		0.0		25.8		9.3		11.3		0.0

		　私立幼稚園		633		29.9		0.0		0.2		3.5		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		12.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		4.9		0.3		0.0		4.6		11.7		6.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.1		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		17.5		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.3		29.9		3.8		12.3		5.4		0.0		22.4		8.2		17.7		0.3

		保育園		656		21.6		0.0		0.0		7.0		0.0		0.2		0.0		0.2		0.0		0.0		0.3		0.0		0.8		12.5		0.0		0.2		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		8.7		0.0		0.0		5.8		10.1		5.5		0.5		0.2		0.0		0.0		0.0		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		21.6		7.2		13.7		8.7		0.3		22.0		6.3		20.0		0.3

		こども園		257		25.3		0.0		0.0		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		0.4		9.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.7		0.0		0.0		2.3		12.8		27.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		9.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		25.3		1.6		10.5		4.7		0.0		42.8		5.4		9.7		0.0

		その他		209		20.1		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.5		0.0		4.8		0.0		0.0		8.6		4.3		10.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		4.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		23.4		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		20.1		10.0		11.0		5.3		0.5		23.4		5.3		23.9		0.5

		【新政令市】		604		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		9.1		12.3		0.3		9.6		8.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		23.3		0.2		0.0		0.0		0.0		10.9		0.2		0.2		0.2		0.0		0.3		13.1		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		31.5		23.5		8.8		11.4		13.7		10.9		0.0

		幼稚園		160		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		11.9		23.8		0.0		13.1		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		0.6		0.0		0.0		0.0		13.1		0.0		0.0		0.6		0.0		0.6		10.6		1.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		49.4		7.5		6.9		13.8		12.5		9.4		0.0

		　公立幼稚園		30		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.7		16.7		0.0		3.3		6.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.3		0.0		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.3		33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		26.7		3.3		6.7		10.0		36.7		16.7		0.0

		　私立幼稚園		130		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		13.1		25.4		0.0		15.4		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.5		0.0		0.0		0.0		0.0		13.8		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		5.4		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		54.6		8.5		6.9		14.6		6.9		7.7		0.0

		保育園		164		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.4		13.4		0.0		11.0		9.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.1		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		30.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		37.8		6.1		9.1		4.3		30.5		12.2		0.0

		こども園		264		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.0		5.3		0.4		6.1		10.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		45.1		0.0		0.0		0.0		0.0		12.9		0.4		0.4		0.0		0.0		0.4		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.8		45.1		10.2		13.6		4.2		12.1		0.0

		その他		50		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		18.0		6.0		2.0		12.0		6.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		30.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		38.0		10.0		6.0		10.0		34.0		2.0		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0

		対象になった		1139		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0

		対象になっていない		191		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【東北】		1155		0.0		24.2		8.1		24.2		19.0		10.9		13.3		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.8		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になった		955		0.0		24.7		7.3		24.4		18.0		11.2		14.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.8		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		200		0.0		22.0		12.0		23.0		24.0		9.5		9.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【関東】		5663		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.9		5.2		5.2		12.5		18.8		35.9		12.7		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.2		0.1		0.0		0.0		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		98.3		0.4		0.1		0.4		0.1		0.3		0.0

		対象になった		4736		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.1		5.4		5.2		12.9		19.7		34.6		12.6		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		98.4		0.4		0.1		0.4		0.0		0.3		0.0

		対象になっていない		927		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		7.1		4.3		5.3		10.6		14.7		42.8		13.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.4		0.1		0.0		0.0		0.1		0.3		0.2		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		97.8		0.6		0.1		0.6		0.2		0.3		0.0

		【東海】		1780		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		13.8		21.0		56.0		8.5		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		99.2		0.1		0.2		0.1		0.1		0.0

		対象になった		1559		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.5		20.8		56.3		8.7		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		99.3		0.0		0.2		0.1		0.1		0.0

		対象になっていない		221		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		15.8		21.7		53.4		7.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		98.2		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		11.8		5.5		10.5		9.7		18.7		42.5		0.0		0.0		0.9		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		1.0		98.7		0.2		0.0		0.0		0.0

		対象になった		916		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.1		5.8		9.4		9.1		19.4		42.1		0.0		0.0		0.8		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		98.9		0.2		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		195		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		5.6		4.1		15.9		12.8		15.4		44.1		0.0		0.0		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		97.9		0.0		0.0		0.0		0.0

		【近畿】		3585		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		4.9		10.3		42.8		26.8		8.0		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		0.1		99.3		0.2		0.0		0.0

		対象になった		3049		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		5.3		9.9		43.2		26.3		8.5		6.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		0.0		99.4		0.2		0.0		0.0

		対象になっていない		536		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		3.0		12.7		40.3		29.7		5.6		7.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.4		98.7		0.6		0.0		0.0

		【中国・四国】		1998		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		6.9		5.9		13.8		24.1		11.8		6.4		9.1		12.9		8.8		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.2		99.6		0.1		0.0

		対象になった		1619		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		6.6		5.4		14.9		23.9		12.4		6.1		9.4		13.1		7.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.2		99.7		0.0		0.0

		対象になっていない		379		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		7.9		7.7		9.0		25.1		9.2		7.9		7.9		11.9		12.7		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		99.2		0.3		0.0

		【九州】		1940		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		48.6		6.4		8.7		8.2		10.3		8.9		7.8		0.5		0.0		0.1		0.3		0.1		0.0		0.1		0.1		99.0		0.5

		対象になった		1601		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		48.4		6.6		9.1		8.5		10.3		9.0		7.2		0.5		0.0		0.1		0.2		0.1		0.0		0.1		0.0		99.1		0.5

		対象になっていない		339		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		49.6		5.6		7.1		7.1		10.3		8.6		10.3		0.6		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.3		98.5		0.6

		【沖縄】		360		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.7		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		99.7

		対象になった		269		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.6		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		99.6

		対象になっていない		91		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.8		0.5		95.0		0.7		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.4		0.2		0.0		0.0		0.5		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		97.4		0.8		0.1		0.8		0.1		0.4		0.0

		対象になった		1708		0.3		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		0.0		1.0		0.4		95.0		0.8		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.2		0.3		0.2		0.1		0.1		0.6		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.2		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.3		0.1		97.5		0.7		0.1		0.8		0.1		0.4		0.0

		対象になっていない		413		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.5		0.0		0.0		0.2		0.7		94.9		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.7		0.2		0.0		0.0		0.2		0.5		0.2		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		96.6		1.2		0.0		1.0		0.2		0.5		0.0

		【神奈川】		725		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.3		0.0		0.0		0.6		0.3		0.7		96.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		97.8		0.7		0.3		0.7		0.0		0.4		0.0

		対象になった		599		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.7		96.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.3		0.2		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		97.8		0.7		0.2		0.7		0.0		0.5		0.0

		対象になっていない		126		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.6		0.0		0.0		1.6		0.0		0.8		93.7		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		97.6		0.8		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0

		【埼玉】		718		0.3		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.4		0.3		0.6		95.3		0.0		1.3		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		97.9		0.4		0.1		0.1		0.1		0.8		0.0

		対象になった		614		0.3		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.2		0.3		0.2		96.1		0.0		1.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.2		97.9		0.5		0.2		0.2		0.0		0.8		0.0

		対象になっていない		104		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		0.0		2.9		90.4		0.0		2.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		98.1		0.0		0.0		0.0		1.0		1.0		0.0

		【千葉】		1070		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.2		0.0		0.1		98.3		0.4		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		99.4		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0

		対象になった		931		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		98.7		0.3		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		99.4		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		139		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		1.4		0.0		0.0		95.7		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		42.0		28.2		28.5		0.2		0.3		0.1		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		99.8		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0

		対象になった		884		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		42.4		28.5		27.9		0.1		0.3		0.1		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		99.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		145		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		39.3		26.2		31.7		0.7		0.0		0.0		1.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		99.3		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0

		【大阪】		1542		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.3		98.3		0.5		0.4		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.1		0.1		99.4		0.1		0.0		0.0

		対象になった		1320		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.2		98.6		0.3		0.3		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.0		99.5		0.2		0.0		0.0

		対象になっていない		222		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		96.4		1.4		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.5		99.1		0.0		0.0		0.0

		【兵庫】		965		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.3		98.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.2		98.8		0.5		0.0		0.0

		対象になった		804		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.4		98.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.1		99.0		0.2		0.0		0.0

		対象になっていない		161		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		96.9		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		97.5		1.9		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.4		34.0		1.4		0.6		26.1		21.2		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		99.6		0.1		0.0		0.0

		対象になった		925		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		17.4		32.3		1.4		0.6		27.5		20.4		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		99.7		0.1		0.0		0.0

		対象になっていない		153		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.5		43.8		1.3		0.0		17.6		26.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		99.3		0.0		0.0		0.0

		【岡山】		279		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		98.6		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		対象になった		245		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		98.4		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		対象になっていない		34		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		24.0		0.0		0.1		6.3		0.0		0.1		0.0		0.2		0.0		0.0		0.2		0.1		0.4		11.6		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.0		6.3		0.1		0.0		5.2		10.9		9.3		0.2		0.1		0.0		0.0		0.0		6.8		0.0		0.0		0.0		0.2		0.1		17.2		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.3		24.0		6.5		12.5		6.5		0.2		25.7		7.0		17.3		0.3

		対象になった		1460		24.7		0.0		0.1		6.1		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.4		11.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		6.7		0.1		0.0		4.9		11.2		9.7		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		6.7		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		16.4		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.3		24.7		6.3		12.5		6.9		0.1		26.0		6.8		16.4		0.3

		対象になっていない		317		21.1		0.0		0.0		7.3		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.6		0.0		0.3		10.7		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.0		4.4		0.0		0.0		6.6		9.8		7.3		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		0.0		0.0		0.0		0.6		0.3		21.1		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		21.1		7.3		12.3		4.7		0.6		24.3		7.9		21.5		0.3

		【新政令市】		604		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		9.1		12.3		0.3		9.6		8.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		23.3		0.2		0.0		0.0		0.0		10.9		0.2		0.2		0.2		0.0		0.3		13.1		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		31.5		23.5		8.8		11.4		13.7		10.9		0.0

		対象になった		525		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		7.6		12.2		0.2		9.5		9.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		23.6		0.2		0.0		0.0		0.0		11.8		0.2		0.0		0.2		0.0		0.4		13.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		29.7		23.8		9.3		12.2		13.7		11.0		0.0

		対象になっていない		79		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		19.0		12.7		1.3		10.1		5.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		21.5		0.0		0.0		0.0		0.0		5.1		0.0		1.3		0.0		0.0		0.0		13.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		43.0		21.5		5.1		6.3		13.9		10.1		0.0

		【利用者】Ｑ５　調査対象都道府県（ＳＡ）

				総数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		北海道地方		東北地方		関東地方		東海地方		甲信越・北陸地方		近畿地方		中国・四国地方		九州地方		沖縄地方

		全体		18922		7.0		1.5		0.5		1.5		1.2		0.7		0.8		2.3		1.5		1.6		3.8		5.7		11.2		3.8		0.7		0.3		0.6		0.6		1.1		2.5		1.3		2.0		5.4		0.7		1.0		2.0		8.1		5.1		1.5		1.3		0.7		0.6		1.5		2.6		1.2		0.7		1.0		1.4		0.9		5.1		0.7		0.9		0.8		1.1		0.9		0.8		1.9		7.0		6.1		29.9		9.4		5.9		18.9		10.6		10.3		1.9

		＜地方別＞

		北海道		1330		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		東北		1155		0.0		24.2		8.1		24.4		19.0		10.9		13.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		関東		5663		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.8		5.1		5.2		12.7		18.9		37.5		12.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		東海		1780		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.5		21.2		57.4		7.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		甲信越・北陸		1111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.9		5.5		11.0		10.3		18.8		42.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		近畿		3585		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		10.5		43.0		26.9		7.8		6.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		中国・四国		1998		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		5.9		14.0		24.2		11.8		6.5		9.2		13.0		8.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		九州		1940		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		49.3		6.5		8.8		8.2		10.3		9.0		7.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		沖縄		360		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		神奈川		725		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		埼玉		718		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		千葉		1070		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		茨城・群馬・栃木		1029		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		43.0		28.2		28.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		大阪		1542		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		兵庫		965		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.7		35.0		0.0		0.0		25.9		22.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		岡山		279		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		24.0		0.0		0.0		6.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		6.6		0.0		0.0		5.6		11.5		8.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		17.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.0		6.5		12.4		6.6		0.1		26.0		6.9		17.6		0.0

		新政令市		604		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.8		12.1		0.0		10.1		8.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.4		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		13.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		31.0		24.0		8.8		11.6		13.4		11.3		0.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		7.2		0.4		0.3		2.0		0.2		0.3		1.1		2.2		1.0		1.3		5.0		8.2		13.7		4.6		0.3		0.2		0.3		0.2		0.9		1.7		1.4		1.4		5.7		0.7		1.0		2.1		9.7		5.1		2.0		1.1		0.4		0.5		1.5		2.5		1.8		0.6		1.2		1.3		0.5		4.7		0.6		0.4		0.4		0.9		0.3		0.6		0.4		7.2		4.3		36.0		9.2		3.7		20.9		10.3		7.9		0.4

		　公立幼稚園		1944		4.8		0.5		0.5		2.5		0.4		0.2		0.5		2.8		0.6		2.4		2.5		4.6		5.7		2.0		0.6		0.4		0.1		0.3		1.3		2.9		1.3		2.1		5.7		1.2		2.8		1.7		10.1		7.3		5.1		2.0		0.5		1.5		3.7		2.2		1.4		1.9		2.9		1.7		0.8		3.1		0.2		0.2		0.7		2.3		0.2		0.8		1.0		4.8		4.4		20.7		10.4		5.7		29.1		16.6		7.4		1.0

		　私立幼稚園		4888		8.1		0.4		0.2		1.7		0.1		0.4		1.4		2.0		1.1		0.9		6.0		9.7		16.9		5.6		0.2		0.1		0.4		0.2		0.8		1.3		1.4		1.1		5.7		0.4		0.2		2.2		9.5		4.3		0.8		0.8		0.4		0.1		0.6		2.7		2.0		0.1		0.6		1.1		0.4		5.3		0.8		0.5		0.3		0.4		0.4		0.5		0.2		8.1		4.3		42.2		8.7		3.0		17.7		7.8		8.2		0.2

		保育園		7007		5.8		1.5		0.6		1.4		1.7		0.9		0.4		2.4		1.4		1.1		3.6		4.5		11.6		3.8		0.9		0.4		0.4		0.7		1.4		3.8		1.2		1.6		7.1		0.9		0.9		2.0		5.3		3.5		1.3		1.5		1.0		0.9		1.8		2.4		1.2		0.7		0.7		1.4		1.8		6.0		0.8		1.0		1.2		1.1		0.8		1.1		2.8		5.8		6.5		28.3		10.8		7.5		14.5		11.8		12.0		2.8

		こども園		3999		9.2		4.3		0.6		0.7		2.1		0.8		0.8		2.7		2.6		3.2		1.6		3.1		3.0		2.2		1.1		0.5		1.9		1.3		0.9		1.5		1.4		3.9		2.2		0.8		1.1		1.8		11.3		8.3		1.0		1.4		0.9		0.4		1.3		3.1		0.4		1.1		1.6		1.8		0.3		2.8		0.8		1.9		1.1		1.1		2.4		0.5		1.5		9.2		9.2		18.5		8.2		7.1		24.9		10.8		10.6		1.5

		その他		1900		7.1		0.5		0.4		1.9		0.9		0.5		1.1		1.3		1.7		0.8		4.6		5.4		17.4		4.5		0.5		0.2		0.2		0.2		1.1		2.4		0.8		1.0		4.7		0.2		0.6		1.9		6.4		5.4		1.1		0.5		0.3		0.6		1.6		1.9		1.1		0.6		0.5		0.6		0.4		8.1		0.3		0.6		0.3		1.7		0.3		1.1		5.1		7.1		5.4		35.6		6.7		4.5		15.8		7.6		12.2		5.1

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		4.8		0.5		0.5		2.5		0.4		0.2		0.5		2.8		0.6		2.4		2.5		4.6		5.7		2.0		0.6		0.4		0.1		0.3		1.3		2.9		1.3		2.1		5.7		1.2		2.8		1.7		10.1		7.3		5.1		2.0		0.5		1.5		3.7		2.2		1.4		1.9		2.9		1.7		0.8		3.1		0.2		0.2		0.7		2.3		0.2		0.8		1.0		4.8		4.4		20.7		10.4		5.7		29.1		16.6		7.4		1.0

		私立幼稚園		4888		8.1		0.4		0.2		1.7		0.1		0.4		1.4		2.0		1.1		0.9		6.0		9.7		16.9		5.6		0.2		0.1		0.4		0.2		0.8		1.3		1.4		1.1		5.7		0.4		0.2		2.2		9.5		4.3		0.8		0.8		0.4		0.1		0.6		2.7		2.0		0.1		0.6		1.1		0.4		5.3		0.8		0.5		0.3		0.4		0.4		0.5		0.2		8.1		4.3		42.2		8.7		3.0		17.7		7.8		8.2		0.2

		認可保育所		7007		5.8		1.5		0.6		1.4		1.7		0.9		0.4		2.4		1.4		1.1		3.6		4.5		11.6		3.8		0.9		0.4		0.4		0.7		1.4		3.8		1.2		1.6		7.1		0.9		0.9		2.0		5.3		3.5		1.3		1.5		1.0		0.9		1.8		2.4		1.2		0.7		0.7		1.4		1.8		6.0		0.8		1.0		1.2		1.1		0.8		1.1		2.8		5.8		6.5		28.3		10.8		7.5		14.5		11.8		12.0		2.8

		認定こども園		3999		9.2		4.3		0.6		0.7		2.1		0.8		0.8		2.7		2.6		3.2		1.6		3.1		3.0		2.2		1.1		0.5		1.9		1.3		0.9		1.5		1.4		3.9		2.2		0.8		1.1		1.8		11.3		8.3		1.0		1.4		0.9		0.4		1.3		3.1		0.4		1.1		1.6		1.8		0.3		2.8		0.8		1.9		1.1		1.1		2.4		0.5		1.5		9.2		9.2		18.5		8.2		7.1		24.9		10.8		10.6		1.5

		小規模保育		307		9.4		0.7		0.7		5.2		0.0		0.3		1.3		1.6		1.0		1.0		5.5		5.2		11.4		7.5		0.7		0.0		0.0		0.0		0.7		1.0		0.7		1.3		2.6		0.0		0.7		1.3		10.1		4.6		1.0		0.0		0.3		0.0		0.0		1.3		0.3		0.3		0.7		1.3		1.6		5.5		0.3		0.3		0.7		5.5		0.0		2.0		4.6		9.4		8.1		33.2		4.6		2.3		17.6		5.9		14.3		4.6

		家庭的保育		247		2.8		1.2		0.4		1.2		2.0		0.8		1.6		2.4		0.4		0.0		2.0		7.7		17.8		4.0		0.4		0.4		0.4		0.0		1.2		4.5		1.2		1.6		2.8		0.0		0.4		1.2		11.7		7.7		1.2		0.4		0.0		0.4		2.0		4.0		0.4		0.4		0.0		0.4		0.4		7.7		0.0		0.4		0.4		0.8		0.0		0.0		2.8		2.8		7.3		34.4		5.7		6.9		22.7		8.1		9.3		2.8

		事業所内保育		190		8.4		0.0		1.1		3.2		2.1		0.5		0.5		0.5		3.2		0.0		7.9		15.3		3.7		2.1		1.6		0.0		0.5		0.5		1.6		4.2		1.1		2.1		8.4		0.5		1.6		1.1		2.6		4.2		1.6		2.1		0.0		1.6		2.1		0.5		1.6		1.6		3.2		0.5		0.0		3.2		0.0		0.5		0.0		2.1		0.0		0.5		0.5		8.4		7.4		32.6		12.1		8.4		13.2		11.1		6.3		0.5

		居宅訪問型保育		5		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.0		0.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.0		0.0		40.0		0.0		0.0		20.0		0.0		20.0		0.0

		障がい児の発達支援		193		13.5		0.5		0.0		0.0		1.0		1.0		0.5		2.6		1.0		0.0		6.2		2.6		10.9		2.1		0.0		0.0		0.0		0.5		1.0		1.6		2.1		0.5		8.3		0.5		1.0		1.6		9.3		5.7		3.1		2.1		0.0		0.5		4.1		3.1		2.6		0.5		0.5		0.0		0.0		4.7		0.0		2.1		0.5		1.0		0.0		0.0		1.0		13.5		3.1		25.4		11.4		3.1		22.8		11.4		8.3		1.0

		企業主導型保育		192		5.7		0.5		0.0		1.6		0.0		0.0		1.0		1.0		1.0		0.0		1.6		3.6		4.2		2.1		0.5		0.5		1.0		0.0		1.6		1.0		0.5		1.0		5.2		0.0		0.5		0.0		5.7		7.8		0.5		0.0		2.1		0.5		2.6		4.2		0.5		1.6		0.0		2.1		0.0		30.7		0.5		0.0		0.0		1.0		0.0		2.6		3.1		5.7		3.1		13.5		6.8		4.7		14.6		13.5		34.9		3.1

		地方独自の保育施設		105		20.0		0.0		1.9		1.0		0.0		1.9		1.9		1.0		2.9		3.8		6.7		1.0		21.0		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		2.9		5.7		0.0		1.9		4.8		0.0		0.0		1.9		1.0		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		1.9		1.0		0.0		0.0		0.0		2.9		0.0		3.8		20.0		6.7		37.1		6.7		9.5		6.7		3.8		5.7		3.8

		幼稚園類似施設		171		2.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.6		0.0		1.8		4.7		48.5		18.1		0.6		0.0		0.0		0.6		0.0		1.8		1.2		1.2		3.5		0.6		0.0		7.0		1.2		0.6		0.6		0.0		0.0		0.0		0.6		0.6		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.6		2.9		0.6		73.7		6.4		2.9		9.4		2.3		1.2		0.6

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		3.9		0.6		0.2		1.3		1.3		0.4		1.3		1.3		2.6		1.5		4.9		3.9		21.8		1.7		0.2		0.2		0.2		0.0		0.8		1.7		0.6		0.4		4.3		0.2		0.4		2.1		4.9		6.0		1.1		0.2		0.0		0.9		1.3		1.1		1.5		0.6		0.2		0.4		0.0		7.9		0.4		0.6		0.4		0.9		0.4		1.3		12.4		3.9		5.1		37.7		5.4		3.0		14.6		6.0		11.8		12.4

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		7.2		1.5		0.4		1.5		1.1		0.7		0.9		2.4		1.6		1.6		3.9		5.9		10.8		3.8		0.8		0.3		0.6		0.6		1.1		2.4		1.3		2.1		5.7		0.8		1.0		1.9		8.3		5.1		1.6		1.3		0.7		0.5		1.5		2.4		1.3		0.6		1.0		1.3		0.8		4.9		0.7		0.9		0.8		1.0		0.9		0.7		1.7		7.2		6.0		29.9		9.8		5.8		19.2		10.2		10.1		1.7

		対象になっていない		3079		6.2		1.4		0.8		1.5		1.6		0.6		0.6		1.9		1.2		1.6		3.4		4.5		13.4		4.1		0.4		0.3		1.1		0.8		1.0		2.8		1.0		1.6		4.0		0.5		0.5		2.2		7.2		5.2		0.9		1.3		0.9		1.0		1.1		3.2		1.1		1.0		1.0		1.5		1.5		5.6		0.6		0.7		0.8		1.1		0.9		1.1		3.0		6.2		6.5		30.1		7.2		6.3		17.4		12.3		11.0		3.0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		487		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		93		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		394		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		407		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		369		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		134		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【東北】		1155		0.0		24.2		8.1		24.4		19.0		10.9		13.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		294		0.0		10.2		6.1		45.6		4.1		7.8		26.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		86		0.0		10.5		10.5		57.0		8.1		3.5		10.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		0.0		10.1		4.3		40.9		2.4		9.6		32.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		457		0.0		22.5		9.8		20.8		25.6		14.4		6.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		369		0.0		46.6		6.2		7.3		22.8		8.7		8.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		103		0.0		9.7		7.8		35.0		17.5		9.7		20.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【関東】		5663		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.8		5.1		5.2		12.7		18.9		37.5		12.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		2454		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.2		2.7		3.7		13.8		22.9		38.1		12.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		402		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.7		3.0		11.7		12.2		22.4		27.6		9.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		2062		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.8		2.7		2.1		14.1		22.9		40.1		13.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		1985		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		4.9		3.7		12.6		15.7		40.9		13.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		740		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.3		14.2		17.4		8.8		16.9		16.4		12.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		677		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.7		4.7		2.2		13.0		15.1		48.7		12.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【東海】		1780		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.5		21.2		57.4		7.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		623		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.4		15.1		62.3		7.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		202		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.9		20.3		55.0		11.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		423		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.5		12.8		65.7		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		755		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.9		15.2		65.4		8.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		328		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		17.1		47.6		26.2		9.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		128		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.7		14.8		70.3		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.9		5.5		11.0		10.3		18.8		42.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		255		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.0		5.5		7.8		6.3		24.7		46.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		7.3		1.8		5.5		23.6		51.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		145		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.3		4.1		12.4		6.9		25.5		42.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		523		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.7		5.2		4.8		9.2		18.9		50.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		284		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.8		6.7		26.1		17.6		13.0		20.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		85		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.6		4.7		4.7		3.5		23.5		52.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【近畿】		3585		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		10.5		43.0		26.9		7.8		6.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		1425		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.6		9.9		46.2		24.4		9.7		5.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		565		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.7		5.8		34.9		25.1		17.7		6.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		864		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.3		12.5		53.5		24.1		4.4		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		1014		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		14.0		36.4		23.9		9.2		10.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		995		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.5		7.2		45.4		33.2		4.1		5.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		その他		300		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.7		12.0		40.3		34.0		6.7		3.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【中国・四国】		1998		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		5.9		14.0		24.2		11.8		6.5		9.2		13.0		8.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		幼稚園		702		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.1		4.7		14.1		24.5		17.7		5.7		12.0		12.3		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		323		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		9.3		22.0		13.0		8.7		11.1		17.6		10.2		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		383		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		0.8		7.3		33.9		25.3		1.6		7.0		14.1		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		保育園		827		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.2		7.3		15.1		20.3		9.8		6.3		6.2		11.7		15.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		こども園		431		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		3.9		11.6		28.3		3.9		10.0		14.4		16.2		3.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		その他		144		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.5		7.6		20.8		25.0		13.9		8.3		6.9		8.3		5.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		【九州】		1940		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		49.3		6.5		8.8		8.2		10.3		9.0		7.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		幼稚園		539		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		59.0		7.4		4.8		5.6		11.9		3.9		7.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		　公立幼稚園		143		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		42.7		2.1		2.1		9.8		30.8		2.1		10.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		　私立幼稚園		399		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		65.2		9.3		5.8		4.0		5.0		4.5		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		保育園		840		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.4		6.9		8.0		10.0		8.9		6.3		9.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		こども園		425		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		25.9		7.8		17.9		10.4		10.6		22.8		4.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		その他		232		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		65.9		2.2		4.7		2.6		13.8		2.2		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		【沖縄】		360		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		幼稚園		29		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		　公立幼稚園		20		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		10		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		保育園		199		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		こども園		58		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		その他		97		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		935		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		827		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		812		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		121		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		330		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【神奈川】		725		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		311		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		38		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		273		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		269		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		89		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		85		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【埼玉】		718		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		338		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		49		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		291		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		250		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		65		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		88		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【千葉】		1070		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		561		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		90		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		473		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		312		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		125		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		102		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		43.0		28.2		28.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		309		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		49.2		21.7		29.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		114		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		48.2		10.5		41.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		198		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.5		27.8		21.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		342		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		28.4		21.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		340		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		31.2		30.9		37.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		72		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		34.7		44.4		20.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【大阪】		1542		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		658		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		197		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		462		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		369		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		452		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		その他		121		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【兵庫】		965		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		347		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		142		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		242		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		330		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		その他		102		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.7		35.0		0.0		0.0		25.9		22.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		420		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.7		33.6		0.0		0.0		32.9		17.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		226		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.3		14.6		0.0		0.0		44.2		16.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		194		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.7		55.7		0.0		0.0		19.6		19.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		403		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.1		35.2		0.0		0.0		23.1		25.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		213		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		21.1		33.8		0.0		0.0		19.2		25.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		その他		77		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.3		46.8		0.0		0.0		26.0		13.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【岡山】		279		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		幼稚園		99		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		71		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		28		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		保育園		125		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		こども園		50		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		その他		30		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		24.0		0.0		0.0		6.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		6.6		0.0		0.0		5.6		11.5		8.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		17.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.0		6.5		12.4		6.6		0.1		26.0		6.9		17.6		0.0

		幼稚園		728		27.7		0.0		0.0		6.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.9		0.0		0.0		4.5		12.9		5.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		27.7		6.5		12.4		4.9		0.0		23.4		8.2		16.9		0.0

		　公立幼稚園		97		14.4		0.0		0.0		24.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.2		0.0		0.0		4.1		18.6		5.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.4		24.7		9.3		5.2		0.0		27.8		7.2		11.3		0.0

		　私立幼稚園		633		29.7		0.0		0.0		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.9		0.0		0.0		4.6		12.2		6.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		17.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		29.7		3.6		12.8		4.9		0.0		22.7		8.4		17.9		0.0

		保育園		656		21.5		0.0		0.0		7.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		9.1		0.0		0.0		6.3		11.3		4.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		21.5		7.2		13.3		9.1		0.2		22.1		6.3		20.4		0.0

		こども園		257		25.3		0.0		0.0		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.1		0.0		0.0		3.1		12.1		28.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		25.3		1.6		10.1		5.1		0.0		43.2		5.1		9.7		0.0

		その他		209		19.6		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.3		0.0		0.0		10.0		4.8		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		19.6		10.0		11.5		5.3		0.0		23.4		5.7		24.4		0.0

		【新政令市】		604		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.8		12.1		0.0		10.1		8.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.4		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		13.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		31.0		24.0		8.8		11.6		13.4		11.3		0.0

		幼稚園		160		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.5		24.4		0.0		13.8		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.5		0.0		0.0		0.0		0.0		13.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.6		7.5		6.9		13.1		12.5		9.4		0.0

		　公立幼稚園		30		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		16.7		0.0		3.3		6.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		36.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		30.0		0.0		6.7		10.0		36.7		16.7		0.0

		　私立幼稚園		130		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.1		26.2		0.0		16.2		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.2		0.0		0.0		0.0		0.0		13.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		55.4		9.2		6.9		13.8		6.9		7.7		0.0

		保育園		164		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.4		13.4		0.0		10.4		9.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.1		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		30.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		37.2		6.1		9.1		4.9		30.5		12.2		0.0

		こども園		264		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		4.5		0.0		6.8		10.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		46.2		0.0		0.0		0.0		0.0		14.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.6		46.2		10.2		14.0		3.4		12.5		0.0

		その他		50		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.0		6.0		0.0		14.0		6.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		34.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		34.0		10.0		6.0		10.0		34.0		6.0		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になった		1139		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		191		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【東北】		1155		0.0		24.2		8.1		24.4		19.0		10.9		13.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になった		955		0.0		24.7		7.2		24.7		18.0		11.2		14.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		200		0.0		22.0		12.0		23.0		24.0		9.5		9.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【関東】		5663		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.8		5.1		5.2		12.7		18.9		37.5		12.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になった		4736		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.1		5.3		5.2		13.0		19.7		36.1		12.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		927		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.3		4.1		5.3		11.2		15.0		44.6		13.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【東海】		1780		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.5		21.2		57.4		7.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になった		1559		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.5		21.0		57.5		8.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		221		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14.0		22.6		56.1		7.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.9		5.5		11.0		10.3		18.8		42.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になった		916		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.1		5.8		9.6		9.7		19.5		42.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		195		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.2		4.1		17.4		12.8		15.4		44.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【近畿】		3585		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		10.5		43.0		26.9		7.8		6.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		対象になった		3049		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.4		10.1		43.3		26.4		8.3		6.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		536		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.0		12.9		41.4		30.0		5.0		7.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【中国・四国】		1998		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		5.9		14.0		24.2		11.8		6.5		9.2		13.0		8.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		対象になった		1619		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.7		5.3		15.1		23.9		12.4		6.1		9.5		13.2		7.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		対象になっていない		379		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.7		8.2		9.0		25.6		9.2		8.2		7.9		12.1		12.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		【九州】		1940		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		49.3		6.5		8.8		8.2		10.3		9.0		7.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		対象になった		1601		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		49.0		6.7		9.2		8.3		10.3		9.1		7.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		対象になっていない		339		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.7		5.6		6.8		7.7		10.3		8.6		10.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		【沖縄】		360		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0
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		対象になった		245		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		対象になっていない		34		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		24.0		0.0		0.0		6.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		6.6		0.0		0.0		5.6		11.5		8.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		17.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.0		6.5		12.4		6.6		0.1		26.0		6.9		17.6		0.0

		対象になった		1460		24.7		0.0		0.0		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		7.0		0.0		0.0		5.3		11.6		9.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.7		6.3		12.4		7.0		0.1		26.2		6.7		16.7		0.0

		対象になっていない		317		20.8		0.0		0.0		7.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.7		0.0		0.0		6.9		10.7		7.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		21.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.8		7.3		12.6		4.7		0.0		25.2		7.6		21.8		0.0

		【新政令市】		604		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.8		12.1		0.0		10.1		8.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.4		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		13.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		31.0		24.0		8.8		11.6		13.4		11.3		0.0

		対象になった		525		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.8		12.2		0.0		9.7		9.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24.2		0.0		0.0		0.0		0.0		12.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		13.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		29.7		24.2		9.3		12.4		13.3		11.0		0.0

		対象になっていない		79		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.2		11.4		0.0		12.7		5.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		22.8		0.0		0.0		0.0		0.0		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		13.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		39.2		22.8		5.1		6.3		13.9		12.7		0.0

		【利用者】Ｑ７　０～２歳のお子さんの人数を教えてください。（２０１９年４月１日現在）（ＳＡ）

				総数		０～２歳のお子さんはいない		０～２歳のお子さんが１人		０～２歳のお子さんが２人		０～２歳のお子さんが３人		その他

		全体		18922		55.8		40.1		4.0		0.1		0.0

		＜地方別＞

		北海道		1330		58.0		38.3		3.5		0.1		0.1

		東北		1155		55.6		41.2		3.2		0.0		0.0

		関東		5663		57.0		38.9		4.1		0.1		0.0

		東海		1780		59.4		37.3		3.1		0.1		0.1

		甲信越・北陸		1111		53.1		42.7		4.0		0.3		0.0

		近畿		3585		56.3		40.1		3.4		0.2		0.0

		中国・四国		1998		54.5		41.1		4.3		0.2		0.0

		九州		1940		52.2		43.0		4.8		0.0		0.0

		沖縄		360		40.0		49.7		10.3		0.0		0.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		54.9		41.1		3.8		0.1		0.0

		神奈川		725		56.7		39.3		4.0		0.0		0.0

		埼玉		718		57.1		37.0		5.7		0.1		0.0

		千葉		1070		60.3		36.8		2.9		0.0		0.0

		茨城・群馬・栃木		1029		57.8		37.4		4.8		0.0		0.0

		大阪		1542		58.6		38.0		3.1		0.3		0.0

		兵庫		965		53.8		41.2		4.8		0.2		0.0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		55.3		41.9		2.7		0.1		0.0

		岡山		279		60.2		36.2		3.2		0.4		0.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		53.3		42.4		4.2		0.1		0.0

		新政令市		604		59.9		36.9		3.1		0.0		0.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		65.1		32.2		2.5		0.1		0.0

		　公立幼稚園		1944		62.8		34.3		2.7		0.2		0.1

		　私立幼稚園		4888		65.9		31.6		2.5		0.1		0.0

		保育園		7007		48.6		46.1		5.2		0.1		0.0

		こども園		3999		57.7		38.8		3.4		0.1		0.0

		その他		1900		34.4		57.8		7.4		0.3		0.1

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		62.8		34.3		2.7		0.2		0.1

		私立幼稚園		4888		65.9		31.6		2.5		0.1		0.0

		認可保育所		7007		48.6		46.1		5.2		0.1		0.0

		認定こども園		3999		57.7		38.8		3.4		0.1		0.0

		小規模保育		307		18.6		72.6		8.5		0.3		0.0

		家庭的保育		247		12.1		77.3		10.1		0.4		0.0

		事業所内保育		190		26.3		65.3		7.9		0.0		0.5

		居宅訪問型保育		5		20.0		40.0		40.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		193		63.7		33.2		3.1		0.0		0.0

		企業主導型保育		192		23.4		65.6		10.4		0.5		0.0

		地方独自の保育施設		105		44.8		49.5		4.8		1.0		0.0

		幼稚園類似施設		171		66.1		31.6		2.3		0.0		0.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		37.5		53.5		8.6		0.4		0.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		63.2		34.2		2.5		0.1		0.0

		対象になっていない		3079		17.5		70.5		11.8		0.2		0.0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		58.0		38.3		3.5		0.1		0.1

		幼稚園		487		66.5		29.8		3.5		0.2		0.0

		　公立幼稚園		93		60.2		35.5		3.2		1.1		0.0

		　私立幼稚園		394		68.0		28.4		3.6		0.0		0.0

		保育園		407		48.4		48.6		2.9		0.0		0.0

		こども園		369		60.4		36.6		2.7		0.0		0.3

		その他		134		35.1		56.0		8.2		0.0		0.7

		【東北】		1155		55.6		41.2		3.2		0.0		0.0

		幼稚園		294		66.3		32.3		1.4		0.0		0.0

		　公立幼稚園		86		64.0		36.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		67.3		30.8		1.9		0.0		0.0

		保育園		457		51.9		45.1		3.1		0.0		0.0

		こども園		369		56.4		38.8		4.9		0.0		0.0

		その他		103		34.0		61.2		4.9		0.0		0.0

		【関東】		5663		57.0		38.9		4.1		0.1		0.0

		幼稚園		2454		66.4		30.9		2.6		0.1		0.0

		　公立幼稚園		402		63.9		31.1		4.7		0.2		0.0

		　私立幼稚園		2062		66.7		30.9		2.3		0.0		0.0

		保育園		1985		47.1		47.2		5.7		0.1		0.0

		こども園		740		61.2		35.3		3.4		0.1		0.0

		その他		677		38.1		54.4		6.9		0.6		0.0

		【東海】		1780		59.4		37.3		3.1		0.1		0.1

		幼稚園		623		67.4		29.7		2.7		0.0		0.2

		　公立幼稚園		202		65.8		32.2		1.5		0.0		0.5

		　私立幼稚園		423		67.8		28.8		3.3		0.0		0.0

		保育園		755		53.0		43.7		3.3		0.0		0.0

		こども園		328		64.6		32.6		2.7		0.0		0.0

		その他		128		33.6		60.9		4.7		0.8		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		53.1		42.7		4.0		0.3		0.0

		幼稚園		255		60.8		35.7		3.1		0.4		0.0

		　公立幼稚園		110		59.1		36.4		4.5		0.0		0.0

		　私立幼稚園		145		62.1		35.2		2.1		0.7		0.0

		保育園		523		53.2		41.5		5.0		0.4		0.0

		こども園		284		50.7		46.1		3.2		0.0		0.0

		その他		85		27.1		68.2		4.7		0.0		0.0

		【近畿】		3585		56.3		40.1		3.4		0.2		0.0

		幼稚園		1425		64.8		33.2		2.0		0.1		0.0

		　公立幼稚園		565		62.8		35.2		1.8		0.2		0.0

		　私立幼稚園		864		65.7		32.2		2.1		0.0		0.0

		保育園		1014		47.1		47.6		4.9		0.3		0.0

		こども園		995		57.8		39.0		3.0		0.2		0.0

		その他		300		30.7		61.0		8.0		0.3		0.0

		【中国・四国】		1998		54.5		41.1		4.3		0.2		0.0

		幼稚園		702		62.0		35.0		2.6		0.4		0.0

		　公立幼稚園		323		61.6		35.0		3.1		0.3		0.0

		　私立幼稚園		383		62.1		35.2		2.1		0.5		0.0

		保育園		827		50.3		44.0		5.7		0.0		0.0

		こども園		431		53.4		42.2		4.4		0.0		0.0

		その他		144		29.2		63.9		6.9		0.0		0.0

		【九州】		1940		52.2		43.0		4.8		0.0		0.0

		幼稚園		539		62.7		34.9		2.4		0.0		0.0

		　公立幼稚園		143		62.9		35.7		1.4		0.0		0.0

		　私立幼稚園		399		62.4		34.8		2.8		0.0		0.0

		保育園		840		46.4		47.5		6.1		0.0		0.0

		こども園		425		54.8		41.9		3.3		0.0		0.0

		その他		232		37.5		53.0		9.5		0.0		0.0

		【沖縄】		360		40.0		49.7		10.3		0.0		0.0

		幼稚園		29		48.3		44.8		6.9		0.0		0.0

		　公立幼稚園		20		50.0		45.0		5.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		10		40.0		50.0		10.0		0.0		0.0

		保育園		199		39.2		49.2		11.6		0.0		0.0

		こども園		58		48.3		46.6		5.2		0.0		0.0

		その他		97		27.8		60.8		11.3		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		54.9		41.1		3.8		0.1		0.0

		幼稚園		935		68.8		28.8		2.2		0.2		0.0

		　公立幼稚園		111		66.7		27.9		4.5		0.9		0.0

		　私立幼稚園		827		68.9		28.9		2.1		0.1		0.0

		保育園		812		41.1		53.6		5.2		0.1		0.0

		こども園		121		60.3		35.5		3.3		0.8		0.0

		その他		330		38.8		55.2		5.2		0.9		0.0

		【神奈川】		725		56.7		39.3		4.0		0.0		0.0

		幼稚園		311		63.0		35.7		1.3		0.0		0.0

		　公立幼稚園		38		63.2		34.2		2.6		0.0		0.0

		　私立幼稚園		273		63.0		35.9		1.1		0.0		0.0

		保育園		269		49.1		45.0		5.9		0.0		0.0

		こども園		89		59.6		36.0		4.5		0.0		0.0

		その他		85		40.0		52.9		7.1		0.0		0.0

		【埼玉】		718		57.1		37.0		5.7		0.1		0.0

		幼稚園		338		64.5		30.5		5.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		49		61.2		28.6		10.2		0.0		0.0

		　私立幼稚園		291		64.6		30.9		4.5		0.0		0.0

		保育園		250		52.0		42.0		6.0		0.0		0.0

		こども園		65		63.1		30.8		6.2		0.0		0.0

		その他		88		30.7		58.0		10.2		1.1		0.0

		【千葉】		1070		60.3		36.8		2.9		0.0		0.0

		幼稚園		561		66.0		32.6		1.4		0.0		0.0

		　公立幼稚園		90		66.7		31.1		2.2		0.0		0.0

		　私立幼稚園		473		66.0		32.8		1.3		0.0		0.0

		保育園		312		53.2		41.7		5.1		0.0		0.0

		こども園		125		67.2		30.4		2.4		0.0		0.0

		その他		102		38.2		54.9		6.9		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		57.8		37.4		4.8		0.0		0.0

		幼稚園		309		65.7		30.1		4.2		0.0		0.0

		　公立幼稚園		114		60.5		34.2		5.3		0.0		0.0

		　私立幼稚園		198		67.7		28.3		4.0		0.0		0.0

		保育園		342		50.3		42.7		7.0		0.0		0.0

		こども園		340		59.4		37.6		2.9		0.0		0.0

		その他		72		41.7		47.2		11.1		0.0		0.0

		【大阪】		1542		58.6		38.0		3.1		0.3		0.0

		幼稚園		658		67.3		30.2		2.3		0.2		0.0

		　公立幼稚園		197		66.0		29.9		3.6		0.5		0.0

		　私立幼稚園		462		67.7		30.5		1.7		0.0		0.0

		保育園		369		49.1		47.4		3.0		0.5		0.0

		こども園		452		58.6		38.3		2.9		0.2		0.0

		その他		121		29.8		59.5		10.7		0.0		0.0

		【兵庫】		965		53.8		41.2		4.8		0.2		0.0

		幼稚園		347		62.5		35.2		2.3		0.0		0.0

		　公立幼稚園		142		57.0		42.3		0.7		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		65.4		31.3		3.4		0.0		0.0

		保育園		242		43.4		46.3		9.9		0.4		0.0

		こども園		330		54.8		41.5		3.3		0.3		0.0

		その他		102		31.4		62.7		5.9		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		55.3		41.9		2.7		0.1		0.0

		幼稚園		420		62.6		36.2		1.2		0.0		0.0

		　公立幼稚園		226		63.7		35.4		0.9		0.0		0.0

		　私立幼稚園		194		61.3		37.1		1.5		0.0		0.0

		保育園		403		47.6		48.6		3.7		0.0		0.0

		こども園		213		60.6		36.6		2.8		0.0		0.0

		その他		77		31.2		61.0		6.5		1.3		0.0

		【岡山】		279		60.2		36.2		3.2		0.4		0.0

		幼稚園		99		59.6		34.3		5.1		1.0		0.0

		　公立幼稚園		71		63.4		32.4		4.2		0.0		0.0

		　私立幼稚園		28		50.0		39.3		7.1		3.6		0.0

		保育園		125		61.6		36.8		1.6		0.0		0.0

		こども園		50		62.0		32.0		6.0		0.0		0.0

		その他		30		36.7		60.0		3.3		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		53.3		42.4		4.2		0.1		0.0

		幼稚園		728		64.8		32.8		2.3		0.0		0.0

		　公立幼稚園		97		58.8		40.2		1.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		633		65.6		31.9		2.5		0.0		0.0

		保育園		656		42.5		51.7		5.6		0.2		0.0

		こども園		257		59.1		36.2		4.3		0.4		0.0

		その他		209		30.6		62.2		7.2		0.0		0.0

		【新政令市】		604		59.9		36.9		3.1		0.0		0.0

		幼稚園		160		62.5		35.0		2.5		0.0		0.0

		　公立幼稚園		30		70.0		30.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		130		60.8		36.2		3.1		0.0		0.0

		保育園		164		51.8		43.3		4.9		0.0		0.0

		こども園		264		65.2		32.2		2.7		0.0		0.0

		その他		50		28.0		66.0		6.0		0.0		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		58.0		38.3		3.5		0.1		0.1

		対象になった		1139		64.3		32.7		2.9		0.1		0.1

		対象になっていない		191		20.4		72.3		7.3		0.0		0.0

		【東北】		1155		55.6		41.2		3.2		0.0		0.0

		対象になった		955		63.2		35.2		1.6		0.0		0.0

		対象になっていない		200		19.0		70.0		11.0		0.0		0.0

		【関東】		5663		57.0		38.9		4.1		0.1		0.0

		対象になった		4736		64.7		32.7		2.5		0.1		0.0

		対象になっていない		927		17.3		70.3		12.3		0.1		0.0

		【東海】		1780		59.4		37.3		3.1		0.1		0.1

		対象になった		1559		65.9		31.8		2.2		0.0		0.1

		対象になっていない		221		13.6		76.5		9.5		0.5		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		53.1		42.7		4.0		0.3		0.0

		対象になった		916		60.6		36.7		2.4		0.3		0.0

		対象になっていない		195		17.9		70.8		11.3		0.0		0.0

		【近畿】		3585		56.3		40.1		3.4		0.2		0.0

		対象になった		3049		62.9		34.8		2.2		0.2		0.0

		対象になっていない		536		19.0		70.0		10.6		0.4		0.0

		【中国・四国】		1998		54.5		41.1		4.3		0.2		0.0

		対象になった		1619		62.8		34.8		2.3		0.1		0.0

		対象になっていない		379		19.0		68.3		12.4		0.3		0.0

		【九州】		1940		52.2		43.0		4.8		0.0		0.0

		対象になった		1601		60.0		37.1		2.9		0.0		0.0

		対象になっていない		339		15.3		70.8		13.9		0.0		0.0

		【沖縄】		360		40.0		49.7		10.3		0.0		0.0

		対象になった		269		49.8		43.9		6.3		0.0		0.0

		対象になっていない		91		11.0		67.0		22.0		0.0		0.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		54.9		41.1		3.8		0.1		0.0

		対象になった		1708		63.6		34.1		2.1		0.2		0.0

		対象になっていない		413		19.1		70.0		10.9		0.0		0.0

		【神奈川】		725		56.7		39.3		4.0		0.0		0.0

		対象になった		599		64.6		33.2		2.2		0.0		0.0

		対象になっていない		126		19.0		68.3		12.7		0.0		0.0

		【埼玉】		718		57.1		37.0		5.7		0.1		0.0

		対象になった		614		65.3		30.8		3.9		0.0		0.0

		対象になっていない		104		8.7		74.0		16.3		1.0		0.0

		【千葉】		1070		60.3		36.8		2.9		0.0		0.0

		対象になった		931		66.6		32.2		1.2		0.0		0.0

		対象になっていない		139		18.0		67.6		14.4		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		57.8		37.4		4.8		0.0		0.0

		対象になった		884		64.7		31.6		3.7		0.0		0.0

		対象になっていない		145		15.9		73.1		11.0		0.0		0.0

		【大阪】		1542		58.6		38.0		3.1		0.3		0.0

		対象になった		1320		65.5		32.2		2.0		0.3		0.0

		対象になっていない		222		18.0		72.5		9.5		0.0		0.0

		【兵庫】		965		53.8		41.2		4.8		0.2		0.0

		対象になった		804		61.4		35.7		2.7		0.1		0.0

		対象になっていない		161		15.5		68.9		14.9		0.6		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		55.3		41.9		2.7		0.1		0.0

		対象になった		925		60.4		37.7		1.8		0.0		0.0

		対象になっていない		153		24.2		67.3		7.8		0.7		0.0

		【岡山】		279		60.2		36.2		3.2		0.4		0.0

		対象になった		245		66.1		31.4		2.0		0.4		0.0

		対象になっていない		34		17.6		70.6		11.8		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		53.3		42.4		4.2		0.1		0.0

		対象になった		1460		60.5		36.4		3.0		0.1		0.0

		対象になっていない		317		20.2		70.0		9.8		0.0		0.0

		【新政令市】		604		59.9		36.9		3.1		0.0		0.0

		対象になった		525		66.7		31.6		1.7		0.0		0.0

		対象になっていない		79		15.2		72.2		12.7		0.0		0.0

		【利用者】Ｑ８　３～５歳のお子さんの人数を教えてください。（２０１９年４月１日現在）（ＳＡ）

				総数		３～５歳のお子さんはいない		３～５歳のお子さんが１人		３～５歳のお子さんが２人		３～５歳のお子さんが３人		その他

		全体		18922		16.5		70.7		12.2		0.6		0.0

		＜地方別＞

		北海道		1330		15.5		72.7		10.9		0.8		0.2

		東北		1155		18.2		71.1		10.3		0.3		0.1

		関東		5663		16.8		71.1		11.5		0.5		0.0

		東海		1780		13.8		71.9		14.0		0.3		0.0

		甲信越・北陸		1111		16.7		69.8		12.8		0.7		0.0

		近畿		3585		15.2		71.3		12.9		0.5		0.0

		中国・四国		1998		17.4		69.0		13.0		0.7		0.0

		九州		1940		17.4		68.9		12.6		0.9		0.1

		沖縄		360		26.1		65.0		7.8		1.1		0.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		19.7		69.4		10.5		0.4		0.0

		神奈川		725		17.2		69.7		12.7		0.4		0.0

		埼玉		718		15.9		73.7		9.9		0.6		0.0

		千葉		1070		13.6		72.6		13.0		0.8		0.0

		茨城・群馬・栃木		1029		14.5		72.6		12.1		0.6		0.2

		大阪		1542		16.7		70.2		12.5		0.6		0.0

		兵庫		965		16.6		69.5		13.5		0.4		0.0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		11.8		74.6		13.1		0.5		0.1

		岡山		279		12.9		73.8		12.9		0.4		0.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		18.2		69.4		12.0		0.3		0.1

		新政令市		604		14.4		72.7		12.6		0.3		0.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		5.3		78.9		15.2		0.7		0.0

		　公立幼稚園		1944		6.1		77.6		15.6		0.6		0.1

		　私立幼稚園		4888		5.0		79.3		15.1		0.7		0.0

		保育園		7007		22.3		66.3		10.6		0.6		0.0

		こども園		3999		11.9		74.5		13.0		0.5		0.1

		その他		1900		40.7		50.6		8.3		0.3		0.1

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		6.1		77.6		15.6		0.6		0.1

		私立幼稚園		4888		5.0		79.3		15.1		0.7		0.0

		認可保育所		7007		22.3		66.3		10.6		0.6		0.0

		認定こども園		3999		11.9		74.5		13.0		0.5		0.1

		小規模保育		307		51.5		40.1		8.1		0.3		0.0

		家庭的保育		247		67.6		28.7		3.6		0.0		0.0

		事業所内保育		190		46.8		41.1		11.1		0.5		0.5

		居宅訪問型保育		5		60.0		20.0		20.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		193		7.8		74.1		17.6		0.5		0.0

		企業主導型保育		192		44.8		51.0		3.6		0.5		0.0

		地方独自の保育施設		105		28.6		59.0		12.4		0.0		0.0

		幼稚園類似施設		171		11.7		78.9		8.8		0.6		0.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		40.9		52.3		6.6		0.2		0.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		5.1		80.1		14.1		0.7		0.1

		対象になっていない		3079		75.1		22.5		2.1		0.3		0.0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		15.5		72.7		10.9		0.8		0.2

		幼稚園		487		2.7		86.2		10.5		0.4		0.2

		　公立幼稚園		93		2.2		86.0		11.8		0.0		0.0

		　私立幼稚園		394		2.8		86.3		10.2		0.5		0.3

		保育園		407		23.1		65.4		11.1		0.2		0.2

		こども園		369		12.7		72.6		13.0		1.4		0.3

		その他		134		39.6		50.7		7.5		1.5		0.7

		【東北】		1155		18.2		71.1		10.3		0.3		0.1

		幼稚園		294		7.1		79.6		12.6		0.3		0.3

		　公立幼稚園		86		10.5		74.4		14.0		0.0		1.2

		　私立幼稚園		208		5.8		81.7		12.0		0.5		0.0

		保育園		457		19.9		70.5		9.6		0.0		0.0

		こども園		369		14.6		75.3		9.5		0.5		0.0

		その他		103		47.6		39.8		11.7		1.0		0.0

		【関東】		5663		16.8		71.1		11.5		0.5		0.0

		幼稚園		2454		4.9		80.8		13.7		0.6		0.0

		　公立幼稚園		402		9.5		76.4		13.4		0.5		0.2

		　私立幼稚園		2062		4.1		81.6		13.7		0.6		0.0

		保育園		1985		25.6		64.0		9.6		0.8		0.1

		こども園		740		9.1		77.4		13.2		0.1		0.1

		その他		677		40.2		51.3		8.4		0.1		0.0

		【東海】		1780		13.8		71.9		14.0		0.3		0.0

		幼稚園		623		4.3		76.9		18.6		0.2		0.0

		　公立幼稚園		202		4.5		79.2		15.8		0.5		0.0

		　私立幼稚園		423		4.3		75.7		20.1		0.0		0.0

		保育園		755		17.1		69.8		12.5		0.7		0.0

		こども園		328		13.1		75.6		11.3		0.0		0.0

		その他		128		38.3		50.8		10.9		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		16.7		69.8		12.8		0.7		0.0

		幼稚園		255		9.8		71.4		18.4		0.4		0.0

		　公立幼稚園		110		13.6		65.5		20.0		0.9		0.0

		　私立幼稚園		145		6.9		75.9		17.2		0.0		0.0

		保育園		523		16.8		71.3		10.7		1.1		0.0

		こども園		284		13.7		72.5		13.0		0.7		0.0

		その他		85		43.5		43.5		12.9		0.0		0.0

		【近畿】		3585		15.2		71.3		12.9		0.5		0.0

		幼稚園		1425		5.1		78.5		15.6		0.8		0.0

		　公立幼稚園		565		4.1		80.9		14.5		0.5		0.0

		　私立幼稚園		864		5.7		77.0		16.3		1.0		0.0

		保育園		1014		24.0		64.4		11.1		0.4		0.1

		こども園		995		10.9		74.4		14.4		0.4		0.0

		その他		300		43.0		52.0		5.0		0.0		0.0

		【中国・四国】		1998		17.4		69.0		13.0		0.7		0.0

		幼稚園		702		7.5		73.8		17.5		1.1		0.0

		　公立幼稚園		323		5.3		77.7		16.7		0.3		0.0

		　私立幼稚園		383		9.4		70.5		18.3		1.8		0.0

		保育園		827		20.7		67.6		11.2		0.5		0.0

		こども園		431		15.1		73.5		11.1		0.2		0.0

		その他		144		43.8		45.8		9.7		0.7		0.0

		【九州】		1940		17.4		68.9		12.6		0.9		0.1

		幼稚園		539		5.0		77.0		17.1		0.9		0.0

		　公立幼稚園		143		3.5		74.1		20.3		2.1		0.0

		　私立幼稚園		399		5.5		77.7		16.3		0.5		0.0

		保育園		840		22.7		65.5		10.8		1.0		0.0

		こども園		425		10.6		72.7		15.3		0.9		0.5

		その他		232		35.8		53.9		9.9		0.4		0.0

		【沖縄】		360		26.1		65.0		7.8		1.1		0.0

		幼稚園		29		0.0		65.5		31.0		3.4		0.0

		　公立幼稚園		20		0.0		60.0		35.0		5.0		0.0

		　私立幼稚園		10		0.0		80.0		20.0		0.0		0.0

		保育園		199		25.6		64.8		9.0		0.5		0.0

		こども園		58		12.1		70.7		13.8		3.4		0.0

		その他		97		40.2		58.8		1.0		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		19.7		69.4		10.5		0.4		0.0

		幼稚園		935		4.6		81.0		14.0		0.4		0.0

		　公立幼稚園		111		11.7		71.2		16.2		0.9		0.0

		　私立幼稚園		827		3.7		82.1		13.8		0.4		0.0

		保育園		812		29.3		62.6		7.6		0.5		0.0

		こども園		121		13.2		72.7		14.0		0.0		0.0

		その他		330		38.2		54.5		7.0		0.3		0.0

		【神奈川】		725		17.2		69.7		12.7		0.4		0.0

		幼稚園		311		4.8		79.4		15.4		0.3		0.0

		　公立幼稚園		38		7.9		73.7		18.4		0.0		0.0

		　私立幼稚園		273		4.4		80.2		15.0		0.4		0.0

		保育園		269		25.3		62.8		11.2		0.7		0.0

		こども園		89		13.5		77.5		9.0		0.0		0.0

		その他		85		43.5		43.5		12.9		0.0		0.0

		【埼玉】		718		15.9		73.7		9.9		0.6		0.0

		幼稚園		338		5.9		84.0		9.5		0.6		0.0

		　公立幼稚園		49		10.2		83.7		6.1		0.0		0.0

		　私立幼稚園		291		5.5		83.8		10.0		0.7		0.0

		保育園		250		20.4		69.2		9.6		0.8		0.0

		こども園		65		4.6		76.9		18.5		0.0		0.0

		その他		88		47.7		43.2		9.1		0.0		0.0

		【千葉】		1070		13.6		72.6		13.0		0.8		0.0

		幼稚園		561		5.3		78.8		14.6		1.2		0.0

		　公立幼稚園		90		12.2		74.4		12.2		1.1		0.0

		　私立幼稚園		473		4.0		79.7		15.0		1.3		0.0

		保育園		312		21.2		66.3		11.5		1.0		0.0

		こども園		125		5.6		80.0		14.4		0.0		0.0

		その他		102		41.2		48.0		10.8		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		14.5		72.6		12.1		0.6		0.2

		幼稚園		309		3.9		81.9		13.6		0.3		0.3

		　公立幼稚園		114		5.3		80.7		13.2		0.0		0.9

		　私立幼稚園		198		3.0		82.3		14.1		0.5		0.0

		保育園		342		24.9		62.3		11.4		1.2		0.3

		こども園		340		8.5		78.2		12.6		0.3		0.3

		その他		72		34.7		59.7		5.6		0.0		0.0

		【大阪】		1542		16.7		70.2		12.5		0.6		0.0

		幼稚園		658		5.9		78.3		14.7		1.1		0.0

		　公立幼稚園		197		6.6		80.2		12.7		0.5		0.0

		　私立幼稚園		462		5.6		77.5		15.6		1.3		0.0

		保育園		369		27.9		62.3		9.2		0.5		0.0

		こども園		452		13.1		71.9		14.6		0.4		0.0

		その他		121		49.6		45.5		5.0		0.0		0.0

		【兵庫】		965		16.6		69.5		13.5		0.4		0.0

		幼稚園		347		4.9		76.7		18.2		0.3		0.0

		　公立幼稚園		142		2.1		80.3		17.6		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		6.7		74.0		18.8		0.5		0.0

		保育園		242		30.6		60.3		8.3		0.8		0.0

		こども園		330		9.1		73.9		16.7		0.3		0.0

		その他		102		41.2		54.9		3.9		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		11.8		74.6		13.1		0.5		0.1

		幼稚園		420		3.8		80.5		14.8		1.0		0.0

		　公立幼稚園		226		3.1		81.9		14.2		0.9		0.0

		　私立幼稚園		194		4.6		78.9		15.5		1.0		0.0

		保育園		403		16.4		68.7		14.6		0.0		0.2

		こども園		213		8.9		80.3		10.3		0.5		0.0

		その他		77		35.1		58.4		6.5		0.0		0.0

		【岡山】		279		12.9		73.8		12.9		0.4		0.0

		幼稚園		99		10.1		73.7		15.2		1.0		0.0

		　公立幼稚園		71		5.6		76.1		18.3		0.0		0.0

		　私立幼稚園		28		21.4		67.9		7.1		3.6		0.0

		保育園		125		10.4		77.6		12.0		0.0		0.0

		こども園		50		10.0		78.0		12.0		0.0		0.0

		その他		30		30.0		53.3		16.7		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		18.2		69.4		12.0		0.3		0.1

		幼稚園		728		4.3		79.9		15.0		0.7		0.1

		　公立幼稚園		97		11.3		68.0		19.6		1.0		0.0

		　私立幼稚園		633		3.2		81.7		14.4		0.6		0.2

		保育園		656		27.7		63.1		9.0		0.0		0.2

		こども園		257		10.5		74.3		15.2		0.0		0.0

		その他		209		44.5		45.5		9.6		0.5		0.0

		【新政令市】		604		14.4		72.7		12.6		0.3		0.0

		幼稚園		160		7.5		75.6		15.6		1.3		0.0

		　公立幼稚園		30		10.0		80.0		10.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		130		6.9		74.6		16.9		1.5		0.0

		保育園		164		17.7		73.8		8.5		0.0		0.0

		こども園		264		12.1		74.2		13.6		0.0		0.0

		その他		50		42.0		46.0		12.0		0.0		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		15.5		72.7		10.9		0.8		0.2

		対象になった		1139		6.0		80.6		12.5		0.8		0.2

		対象になっていない		191		72.3		25.7		1.6		0.5		0.0

		【東北】		1155		18.2		71.1		10.3		0.3		0.1

		対象になった		955		6.0		81.4		12.3		0.3		0.1

		対象になっていない		200		76.5		22.0		1.0		0.5		0.0

		【関東】		5663		16.8		71.1		11.5		0.5		0.0

		対象になった		4736		5.2		80.9		13.3		0.6		0.0

		対象になっていない		927		75.9		21.5		2.4		0.2		0.0

		【東海】		1780		13.8		71.9		14.0		0.3		0.0

		対象になった		1559		4.2		79.7		15.8		0.4		0.0

		対象になっていない		221		81.4		17.2		1.4		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		16.7		69.8		12.8		0.7		0.0

		対象になった		916		4.7		79.4		15.2		0.8		0.0

		対象になっていない		195		72.8		25.1		1.5		0.5		0.0

		【近畿】		3585		15.2		71.3		12.9		0.5		0.0

		対象になった		3049		5.2		79.4		14.7		0.6		0.0

		対象になっていない		536		71.8		25.6		2.6		0.0		0.0

		【中国・四国】		1998		17.4		69.0		13.0		0.7		0.0

		対象になった		1619		4.7		79.2		15.5		0.6		0.0

		対象になっていない		379		71.5		25.3		2.1		1.1		0.0

		【九州】		1940		17.4		68.9		12.6		0.9		0.1

		対象になった		1601		4.4		79.6		14.7		1.1		0.1

		対象になっていない		339		78.8		18.6		2.7		0.0		0.0

		【沖縄】		360		26.1		65.0		7.8		1.1		0.0

		対象になった		269		7.8		80.7		10.4		1.1		0.0

		対象になっていない		91		80.2		18.7		0.0		1.1		0.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		19.7		69.4		10.5		0.4		0.0

		対象になった		1708		6.4		80.4		12.6		0.5		0.0

		対象になっていない		413		74.6		23.5		1.9		0.0		0.0

		【神奈川】		725		17.2		69.7		12.7		0.4		0.0

		対象になった		599		5.2		79.8		14.5		0.5		0.0

		対象になっていない		126		74.6		21.4		4.0		0.0		0.0

		【埼玉】		718		15.9		73.7		9.9		0.6		0.0

		対象になった		614		4.7		83.2		11.4		0.7		0.0

		対象になっていない		104		81.7		17.3		1.0		0.0		0.0

		【千葉】		1070		13.6		72.6		13.0		0.8		0.0

		対象になった		931		4.3		80.6		14.2		1.0		0.0

		対象になっていない		139		75.5		19.4		5.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		14.5		72.6		12.1		0.6		0.2

		対象になった		884		4.2		81.1		14.0		0.5		0.2

		対象になっていない		145		77.2		20.7		0.7		1.4		0.0

		【大阪】		1542		16.7		70.2		12.5		0.6		0.0

		対象になった		1320		6.7		78.3		14.2		0.8		0.0

		対象になっていない		222		76.1		21.6		2.3		0.0		0.0

		【兵庫】		965		16.6		69.5		13.5		0.4		0.0

		対象になった		804		4.5		79.0		16.0		0.5		0.0

		対象になっていない		161		77.0		22.4		0.6		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		11.8		74.6		13.1		0.5		0.1

		対象になった		925		3.8		81.2		14.4		0.5		0.1

		対象になっていない		153		60.1		34.6		5.2		0.0		0.0

		【岡山】		279		12.9		73.8		12.9		0.4		0.0

		対象になった		245		4.9		80.8		13.9		0.4		0.0

		対象になっていない		34		70.6		23.5		5.9		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		18.2		69.4		12.0		0.3		0.1

		対象になった		1460		6.9		78.6		14.0		0.4		0.1

		対象になっていない		317		70.3		26.8		2.8		0.0		0.0

		【新政令市】		604		14.4		72.7		12.6		0.3		0.0

		対象になった		525		5.1		80.4		14.1		0.4		0.0

		対象になっていない		79		75.9		21.5		2.5		0.0		0.0

		【利用者】Ｑ９　幼児教育・保育を利用していますか？（ＭＡ）

				総数		公立幼稚園		私立幼稚園		認可保育所		認定こども園		小規模保育		家庭的保育		事業所内保育		居宅訪問型保育		障がい児の発達支援		企業主導型保育		地方独自の保育施設		幼稚園類似施設		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		幼稚園・計		平均反応数

		全体		18922		10.3		25.8		37.0		21.1		1.6		1.3		1.0		0.0		1.0		1.0		0.6		0.9		2.8		36.0		1.05

		＜地方別＞

		北海道		1330		7.0		29.6		30.6		27.7		2.2		0.5		1.2		0.1		2.0		0.8		1.6		0.4		1.6		36.6		1.05

		東北		1155		7.4		18.0		39.6		31.9		2.2		1.6		1.2		0.0		0.5		0.5		0.6		0.1		2.3		25.5		1.06

		関東		5663		7.1		36.4		35.1		13.1		1.8		1.5		1.1		0.0		0.9		0.5		0.7		2.2		3.5		43.3		1.04

		東海		1780		11.3		23.8		42.4		18.4		0.8		0.8		1.3		0.0		1.2		0.7		0.4		0.6		1.6		35.0		1.03

		甲信越・北陸		1111		9.9		13.1		47.1		25.6		0.6		1.5		1.4		0.0		0.5		0.8		0.9		0.5		1.4		23.0		1.03

		近畿		3585		15.8		24.1		28.3		27.8		1.5		1.6		0.7		0.0		1.2		0.8		0.2		0.4		2.2		39.7		1.05

		中国・四国		1998		16.2		19.2		41.4		21.6		0.9		1.0		1.1		0.0		1.1		1.3		0.2		0.2		1.6		35.1		1.06

		九州		1940		7.4		20.6		43.3		21.9		2.3		1.2		0.6		0.1		0.8		3.5		0.3		0.1		3.2		27.8		1.05

		沖縄		360		5.6		2.8		55.3		16.1		3.9		1.9		0.3		0.0		0.6		1.7		1.1		0.3		18.3		8.1		1.08

		＜地方詳細＞

		東京		2121		5.2		39.0		38.3		5.7		1.7		2.1		0.3		0.0		1.0		0.4		1.0		3.9		5.5		44.1		1.04

		神奈川		725		5.2		37.7		37.1		12.3		3.2		1.4		0.6		0.0		0.6		0.6		0.1		4.3		1.2		42.9		1.04

		埼玉		718		6.8		40.5		34.8		9.1		2.4		0.7		2.1		0.1		1.7		0.4		1.0		0.4		3.6		47.1		1.04

		千葉		1070		8.4		44.2		29.2		11.7		1.5		1.8		2.7		0.0		0.5		0.7		0.1		0.7		2.0		52.4		1.03

		茨城・群馬・栃木		1029		11.1		19.2		33.2		33.0		1.1		0.7		0.7		0.0		0.7		0.4		0.8		0.1		2.8		30.0		1.04

		大阪		1542		12.8		30.0		23.9		29.3		2.0		1.9		0.3		0.0		1.2		0.7		0.1		0.1		1.7		42.7		1.04

		兵庫		965		14.7		21.6		25.1		34.2		1.5		2.0		0.8		0.0		1.1		1.6		0.4		0.1		3.3		36.0		1.06

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		21.0		18.0		37.4		19.8		0.8		0.7		1.1		0.1		1.4		0.2		0.2		1.2		1.9		39.0		1.04

		岡山		279		25.4		10.0		44.8		17.9		0.0		1.8		1.4		0.0		2.9		1.8		0.0		0.4		2.5		35.5		1.09

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		5.5		35.6		36.9		14.5		3.4		1.9		0.6		0.0		1.1		1.3		0.2		0.9		2.6		41.0		1.04

		新政令市		604		5.0		21.5		27.2		43.7		1.8		0.7		0.7		0.0		1.0		0.7		0.0		0.8		2.6		26.5		1.06

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		28.6		71.8		3.1		1.6		0.5		0.4		0.2		0.0		0.8		0.3		0.1		0.0		0.2		100.0		1.08

		　公立幼稚園		1944		100.0		1.2		4.8		2.0		0.6		0.7		0.3		0.0		1.1		0.3		0.2		0.1		0.1		100.0		1.11

		　私立幼稚園		4888		0.5		100.0		2.5		1.6		0.4		0.3		0.2		0.0		0.7		0.3		0.0		0.0		0.2		100.0		1.07

		保育園		7007		1.3		1.7		100.0		1.4		0.7		0.4		0.3		0.0		0.5		0.2		0.0		0.0		0.3		3.0		1.07

		こども園		3999		1.0		1.9		2.5		100.0		0.5		0.1		0.3		0.0		0.6		0.1		0.0		0.1		0.2		2.8		1.07

		その他		1900		3.2		5.5		8.4		3.6		16.2		13.0		10.0		0.3		10.2		10.1		5.5		9.0		28.1		8.5		1.23

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		100.0		1.2		4.8		2.0		0.6		0.7		0.3		0.0		1.1		0.3		0.2		0.1		0.1		100.0		1.11

		私立幼稚園		4888		0.5		100.0		2.5		1.6		0.4		0.3		0.2		0.0		0.7		0.3		0.0		0.0		0.2		100.0		1.07

		認可保育所		7007		1.3		1.7		100.0		1.4		0.7		0.4		0.3		0.0		0.5		0.2		0.0		0.0		0.3		3.0		1.07

		認定こども園		3999		1.0		1.9		2.5		100.0		0.5		0.1		0.3		0.0		0.6		0.1		0.0		0.1		0.2		2.8		1.07

		小規模保育		307		3.9		6.8		15.6		6.5		100.0		1.6		0.0		0.0		1.6		0.0		0.0		0.0		0.7		10.7		1.37

		家庭的保育		247		5.3		5.7		10.1		1.2		2.0		100.0		1.6		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		2.0		9.7		1.29

		事業所内保育		190		2.6		5.8		9.5		6.3		0.0		2.1		100.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		0.5		7.9		1.28

		居宅訪問型保育		5		0.0		0.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.40

		障がい児の発達支援		193		10.9		17.6		17.6		11.4		2.6		0.5		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		1.0		2.6		28.5		1.64

		企業主導型保育		192		3.1		7.3		6.8		1.6		0.0		0.5		1.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		1.6		10.4		1.22

		地方独自の保育施設		105		2.9		1.9		2.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.0		1.0		4.8		1.10

		幼稚園類似施設		171		0.6		0.0		0.6		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.6		100.0		2.9		0.6		1.07

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		0.4		2.3		3.9		1.3		0.4		0.9		0.2		0.0		0.9		0.6		0.2		0.9		100.0		2.6		1.12

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		11.5		29.8		34.8		22.2		1.0		0.6		0.6		0.0		1.1		0.7		0.5		0.5		1.7		41.2		1.05

		対象になっていない		3079		3.8		5.6		48.7		15.7		4.7		5.0		3.2		0.1		0.7		2.8		0.9		2.9		8.5		9.4		1.03

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		7.0		29.6		30.6		27.7		2.2		0.5		1.2		0.1		2.0		0.8		1.6		0.4		1.6		36.6		1.05

		幼稚園		487		19.1		80.9		3.7		3.1		0.6		0.2		0.0		0.0		2.1		0.4		0.0		0.0		0.2		100.0		1.10

		　公立幼稚園		93		100.0		0.0		3.2		2.2		2.2		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.09

		　私立幼稚園		394		0.0		100.0		3.8		3.3		0.3		0.0		0.0		0.0		2.5		0.5		0.0		0.0		0.3		100.0		1.11

		保育園		407		0.7		3.7		100.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		1.07

		こども園		369		0.5		3.5		1.4		100.0		0.3		0.0		0.8		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.3		4.1		1.08

		その他		134		2.2		10.4		3.7		6.0		21.6		5.2		11.9		0.7		19.4		8.2		15.7		3.7		15.7		12.7		1.25

		【東北】		1155		7.4		18.0		39.6		31.9		2.2		1.6		1.2		0.0		0.5		0.5		0.6		0.1		2.3		25.5		1.06

		幼稚園		294		29.3		70.7		3.1		0.7		0.7		0.0		0.3		0.0		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		　公立幼稚園		86		100.0		0.0		4.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　私立幼稚園		208		0.0		100.0		2.4		1.0		1.0		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		保育園		457		0.9		1.1		100.0		8.1		0.7		0.7		0.2		0.0		0.4		0.2		0.2		0.0		0.2		2.0		1.13

		こども園		369		0.0		0.5		10.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.3		0.0		0.0		0.0		0.5		1.11

		その他		103		1.0		3.9		11.7		2.9		24.3		17.5		13.6		0.0		5.8		5.8		6.8		1.0		26.2		4.9		1.20

		【関東】		5663		7.1		36.4		35.1		13.1		1.8		1.5		1.1		0.0		0.9		0.5		0.7		2.2		3.5		43.3		1.04

		幼稚園		2454		16.4		84.0		2.2		0.7		0.7		0.5		0.2		0.0		0.5		0.1		0.0		0.0		0.3		100.0		1.06

		　公立幼稚園		402		100.0		2.5		4.0		0.7		1.2		1.7		0.2		0.0		1.7		0.0		0.0		0.2		0.2		100.0		1.13

		　私立幼稚園		2062		0.5		100.0		1.9		0.7		0.5		0.3		0.2		0.0		0.3		0.1		0.0		0.0		0.3		100.0		1.05

		保育園		1985		0.8		2.0		100.0		0.8		0.8		0.5		0.3		0.1		0.4		0.2		0.0		0.0		0.6		2.7		1.06

		こども園		740		0.4		2.0		2.2		100.0		0.5		0.1		0.4		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.3		2.4		1.06

		その他		677		2.8		5.0		7.5		1.8		15.1		12.6		9.2		0.3		7.2		3.8		5.8		18.6		29.7		7.5		1.19

		【東海】		1780		11.3		23.8		42.4		18.4		0.8		0.8		1.3		0.0		1.2		0.7		0.4		0.6		1.6		35.0		1.03

		幼稚園		623		32.4		67.9		1.1		0.8		0.3		0.2		0.6		0.0		0.6		0.3		0.0		0.0		0.5		100.0		1.05

		　公立幼稚園		202		100.0		1.0		0.0		0.5		1.0		0.0		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.04

		　私立幼稚園		423		0.5		100.0		1.7		0.9		0.0		0.2		0.2		0.0		0.9		0.5		0.0		0.0		0.7		100.0		1.06

		保育園		755		0.0		0.9		100.0		0.4		0.5		0.0		0.7		0.0		0.8		0.1		0.1		0.0		0.4		0.9		1.04

		こども園		328		0.3		1.2		0.9		100.0		0.6		0.0		0.3		0.0		0.6		0.0		0.0		0.3		0.0		1.5		1.04

		その他		128		3.9		8.6		14.8		4.7		10.9		10.9		18.0		0.0		17.2		10.2		5.5		8.6		22.7		12.5		1.36

		【甲信越・北陸】		1111		9.9		13.1		47.1		25.6		0.6		1.5		1.4		0.0		0.5		0.8		0.9		0.5		1.4		23.0		1.03

		幼稚園		255		43.1		56.9		3.1		0.8		0.8		0.0		0.4		0.0		0.4		0.4		0.4		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		110		100.0		0.0		3.6		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		　私立幼稚園		145		0.0		100.0		2.8		0.7		1.4		0.0		0.7		0.0		0.0		0.7		0.7		0.0		0.0		100.0		1.07

		保育園		523		0.8		0.8		100.0		1.1		0.6		0.4		0.2		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		1.04

		こども園		284		0.4		0.4		2.1		100.0		0.4		0.4		1.1		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		1.05

		その他		85		1.2		5.9		10.6		7.1		8.2		20.0		18.8		0.0		7.1		10.6		11.8		5.9		18.8		7.1		1.26

		【近畿】		3585		15.8		24.1		28.3		27.8		1.5		1.6		0.7		0.0		1.2		0.8		0.2		0.4		2.2		39.7		1.05

		幼稚園		1425		39.6		60.6		2.9		2.0		0.3		0.3		0.2		0.0		1.1		0.3		0.2		0.0		0.1		100.0		1.08

		　公立幼稚園		565		100.0		0.7		3.5		1.6		0.2		0.2		0.0		0.0		1.4		0.4		0.5		0.0		0.2		100.0		1.09

		　私立幼稚園		864		0.5		100.0		2.4		2.2		0.3		0.3		0.3		0.0		0.9		0.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.07

		保育園		1014		2.0		2.1		100.0		1.3		0.4		0.1		0.2		0.0		0.1		0.2		0.0		0.0		0.3		4.0		1.07

		こども園		995		0.9		1.9		1.3		100.0		0.4		0.1		0.1		0.0		1.0		0.2		0.0		0.1		0.2		2.8		1.06

		その他		300		5.3		6.3		4.3		6.7		18.0		18.7		8.3		0.3		14.7		9.3		2.3		5.3		26.0		11.7		1.26

		【中国・四国】		1998		16.2		19.2		41.4		21.6		0.9		1.0		1.1		0.0		1.1		1.3		0.2		0.2		1.6		35.1		1.06

		幼稚園		702		46.0		54.6		4.7		4.1		0.3		0.3		0.1		0.0		1.1		0.6		0.0		0.0		0.0		100.0		1.12

		　公立幼稚園		323		100.0		1.2		7.7		5.9		0.0		0.3		0.3		0.0		1.5		0.6		0.0		0.0		0.0		100.0		1.18

		　私立幼稚園		383		1.0		100.0		2.3		3.4		0.5		0.3		0.0		0.0		0.8		0.5		0.0		0.0		0.0		100.0		1.09

		保育園		827		3.0		1.1		100.0		1.1		0.6		0.4		0.2		0.0		0.5		0.2		0.1		0.0		0.1		4.0		1.07

		こども園		431		4.4		3.0		2.1		100.0		1.2		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.7		1.11

		その他		144		6.3		5.6		12.5		4.2		12.5		13.9		14.6		0.0		15.3		18.1		2.8		2.8		22.2		11.8		1.31

		【九州】		1940		7.4		20.6		43.3		21.9		2.3		1.2		0.6		0.1		0.8		3.5		0.3		0.1		3.2		27.8		1.05

		幼稚園		539		26.5		74.0		6.3		2.0		0.2		0.7		0.0		0.0		0.4		0.6		0.2		0.0		0.4		100.0		1.11

		　公立幼稚園		143		100.0		2.1		11.2		0.7		0.7		2.1		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		100.0		1.17

		　私立幼稚園		399		0.8		100.0		4.5		2.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.5		0.5		0.3		0.0		0.5		100.0		1.10

		保育園		840		1.9		2.1		100.0		1.1		1.2		0.6		0.1		0.0		0.6		0.4		0.0		0.1		0.0		4.0		1.08

		こども園		425		0.2		2.4		2.1		100.0		0.5		0.0		0.0		0.2		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		2.6		1.06

		その他		232		2.2		3.9		10.8		2.2		19.0		9.9		5.2		0.4		6.9		28.9		2.6		0.9		27.2		5.6		1.20

		【沖縄】		360		5.6		2.8		55.3		16.1		3.9		1.9		0.3		0.0		0.6		1.7		1.1		0.3		18.3		8.1		1.08

		幼稚園		29		69.0		34.5		31.0		6.9		3.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.45

		　公立幼稚園		20		100.0		5.0		30.0		10.0		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.50

		　私立幼稚園		10		10.0		100.0		30.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.40

		保育園		199		3.0		1.5		100.0		1.5		2.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		4.5		1.10

		こども園		58		3.4		0.0		5.2		100.0		1.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.4		3.4		1.14

		その他		97		1.0		0.0		7.2		3.1		14.4		7.2		1.0		0.0		2.1		6.2		4.1		1.0		68.0		1.0		1.15

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		5.2		39.0		38.3		5.7		1.7		2.1		0.3		0.0		1.0		0.4		1.0		3.9		5.5		44.1		1.04

		幼稚園		935		11.9		88.4		1.9		0.4		0.7		0.6		0.1		0.0		0.5		0.1		0.0		0.1		0.4		100.0		1.05

		　公立幼稚園		111		100.0		2.7		4.5		0.9		1.8		1.8		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.9		0.9		100.0		1.14

		　私立幼稚園		827		0.4		100.0		1.7		0.4		0.6		0.5		0.1		0.0		0.5		0.1		0.0		0.0		0.4		100.0		1.05

		保育園		812		0.6		1.7		100.0		0.6		0.9		0.6		0.1		0.1		0.5		0.5		0.0		0.0		1.0		2.2		1.07

		こども園		121		0.8		2.5		4.1		100.0		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		3.3		1.10

		その他		330		1.8		5.2		8.8		0.9		10.6		13.3		2.1		0.3		6.4		2.4		6.7		25.2		35.2		7.0		1.19

		【神奈川】		725		5.2		37.7		37.1		12.3		3.2		1.4		0.6		0.0		0.6		0.6		0.1		4.3		1.2		42.9		1.04

		幼稚園		311		12.2		87.8		3.5		1.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		38		100.0		0.0		2.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.6		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		　私立幼稚園		273		0.0		100.0		3.7		1.1		0.7		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		保育園		269		0.4		3.7		100.0		1.5		1.9		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.1		1.08

		こども園		89		0.0		3.4		4.5		100.0		3.4		0.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.4		1.12

		その他		85		1.2		3.5		7.1		4.7		27.1		11.8		4.7		0.0		4.7		4.7		1.2		36.5		10.6		4.7		1.18

		【埼玉】		718		6.8		40.5		34.8		9.1		2.4		0.7		2.1		0.1		1.7		0.4		1.0		0.4		3.6		47.1		1.04

		幼稚園		338		14.5		86.1		1.5		0.3		1.5		0.3		0.0		0.0		1.2		0.3		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		49		100.0		4.1		2.0		0.0		4.1		2.0		0.0		0.0		6.1		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.18

		　私立幼稚園		291		0.7		100.0		1.4		0.3		1.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		100.0		1.04

		保育園		250		0.4		1.6		100.0		0.4		0.4		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		2.0		1.05

		こども園		65		0.0		1.5		1.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		1.03

		その他		88		6.8		4.5		6.8		0.0		19.3		5.7		17.0		1.1		13.6		3.4		8.0		3.4		29.5		11.4		1.19

		【千葉】		1070		8.4		44.2		29.2		11.7		1.5		1.8		2.7		0.0		0.5		0.7		0.1		0.7		2.0		52.4		1.03

		幼稚園		561		16.0		84.3		1.6		0.7		0.4		0.7		0.7		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		　公立幼稚園		90		100.0		2.2		4.4		1.1		1.1		4.4		1.1		0.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.16

		　私立幼稚園		473		0.4		100.0		1.3		0.6		0.2		0.4		0.8		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.04

		保育園		312		1.3		1.9		100.0		0.0		0.3		0.3		0.3		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.3		2.9		1.05

		こども園		125		0.8		2.4		0.0		100.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		1.05

		その他		102		4.9		6.9		5.9		2.0		15.7		18.6		28.4		0.0		4.9		6.9		1.0		7.8		20.6		9.8		1.24

		【茨城・群馬・栃木】		1029		11.1		19.2		33.2		33.0		1.1		0.7		0.7		0.0		0.7		0.4		0.8		0.1		2.8		30.0		1.04

		幼稚園		309		36.9		64.1		3.6		1.9		0.0		0.3		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		1.0		100.0		1.08

		　公立幼稚園		114		100.0		2.6		4.4		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.09

		　私立幼稚園		198		1.5		100.0		3.0		2.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		100.0		1.09

		保育園		342		1.5		1.8		100.0		1.8		0.3		0.3		0.3		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		1.06

		こども園		340		0.3		1.5		1.8		100.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.3		1.8		1.04

		その他		72		1.4		4.2		5.6		4.2		15.3		9.7		9.7		0.0		9.7		5.6		11.1		1.4		40.3		5.6		1.18

		【大阪】		1542		12.8		30.0		23.9		29.3		2.0		1.9		0.3		0.0		1.2		0.7		0.1		0.1		1.7		42.7		1.04

		幼稚園		658		29.9		70.2		1.5		2.1		0.3		0.5		0.0		0.0		0.6		0.5		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		197		100.0		0.5		3.0		1.0		0.5		0.0		0.0		0.0		1.0		0.5		0.0		0.0		0.0		100.0		1.07

		　私立幼稚園		462		0.2		100.0		0.9		2.6		0.2		0.6		0.0		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		保育園		369		1.6		1.1		100.0		1.9		0.3		0.0		0.3		0.0		0.3		0.5		0.0		0.0		0.3		2.7		1.06

		こども園		452		0.4		2.7		1.5		100.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.9		0.2		0.0		0.0		0.0		3.1		1.07

		その他		121		3.3		6.6		5.0		7.4		25.6		24.0		4.1		0.0		14.9		9.1		0.8		1.7		21.5		9.9		1.24

		【兵庫】		965		14.7		21.6		25.1		34.2		1.5		2.0		0.8		0.0		1.1		1.6		0.4		0.1		3.3		36.0		1.06

		幼稚園		347		40.9		59.9		3.7		4.0		0.3		0.3		0.6		0.0		2.0		0.0		0.9		0.0		0.3		100.0		1.13

		　公立幼稚園		142		100.0		2.1		3.5		4.9		0.0		0.7		0.0		0.0		1.4		0.0		2.1		0.0		0.7		100.0		1.15

		　私立幼稚園		208		1.4		100.0		3.8		3.4		0.5		0.0		1.0		0.0		2.4		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.13

		保育園		242		2.1		3.3		100.0		2.5		0.8		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		5.4		1.10

		こども園		330		2.1		2.1		1.8		100.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.6		0.3		0.0		0.0		0.3		4.2		1.08

		その他		102		6.9		7.8		3.9		4.9		13.7		18.6		7.8		0.0		10.8		14.7		3.9		1.0		31.4		14.7		1.25

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		21.0		18.0		37.4		19.8		0.8		0.7		1.1		0.1		1.4		0.2		0.2		1.2		1.9		39.0		1.04

		幼稚園		420		53.8		46.2		4.3		0.0		0.2		0.0		0.2		0.0		1.2		0.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		226		100.0		0.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.8		0.4		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　私立幼稚園		194		0.0		100.0		4.6		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		保育園		403		2.2		2.2		100.0		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		4.5		1.05

		こども園		213		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.5		0.0		1.9		0.0		0.0		0.5		0.5		0.0		1.03

		その他		77		6.5		3.9		3.9		7.8		11.7		10.4		15.6		1.3		19.5		2.6		2.6		16.9		26.0		10.4		1.29

		【岡山】		279		25.4		10.0		44.8		17.9		0.0		1.8		1.4		0.0		2.9		1.8		0.0		0.4		2.5		35.5		1.09

		幼稚園		99		71.7		28.3		8.1		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		5.1		3.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.18

		　公立幼稚園		71		100.0		0.0		5.6		0.0		0.0		1.4		0.0		0.0		5.6		1.4		0.0		0.0		0.0		100.0		1.14

		　私立幼稚園		28		0.0		100.0		14.3		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		3.6		7.1		0.0		0.0		0.0		100.0		1.29

		保育園		125		3.2		3.2		100.0		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		1.6		0.8		0.0		0.0		0.8		6.4		1.11

		こども園		50		0.0		2.0		0.0		100.0		0.0		0.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		1.04

		その他		30		20.0		10.0		20.0		3.3		0.0		16.7		13.3		0.0		26.7		16.7		0.0		3.3		23.3		30.0		1.53

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		5.5		35.6		36.9		14.5		3.4		1.9		0.6		0.0		1.1		1.3		0.2		0.9		2.6		41.0		1.04

		幼稚園		728		13.3		87.0		2.3		1.2		0.3		0.7		0.1		0.0		1.2		0.1		0.0		0.0		0.1		100.0		1.06

		　公立幼稚園		97		100.0		2.1		3.1		1.0		0.0		2.1		0.0		0.0		1.0		1.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.10

		　私立幼稚園		633		0.3		100.0		2.2		1.3		0.3		0.6		0.2		0.0		1.3		0.0		0.0		0.0		0.2		100.0		1.06

		保育園		656		0.5		2.1		100.0		0.3		2.0		0.3		0.2		0.0		0.5		0.3		0.2		0.2		0.2		2.6		1.07

		こども園		257		0.4		3.1		0.8		100.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		3.5		1.05

		その他		209		1.9		7.7		11.5		1.4		28.7		15.8		4.8		0.0		9.6		11.0		1.9		7.7		22.0		9.1		1.24

		【新政令市】		604		5.0		21.5		27.2		43.7		1.8		0.7		0.7		0.0		1.0		0.7		0.0		0.8		2.6		26.5		1.06

		幼稚園		160		18.8		81.3		5.0		1.9		0.6		1.3		0.0		0.0		1.9		1.3		0.0		0.0		0.0		100.0		1.12

		　公立幼稚園		30		100.0		0.0		6.7		3.3		0.0		3.3		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.23

		　私立幼稚園		130		0.0		100.0		4.6		1.5		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		1.5		0.0		0.0		0.0		100.0		1.09

		保育園		164		1.2		3.7		100.0		1.8		1.2		0.6		0.6		0.0		1.2		0.6		0.0		0.0		0.6		4.9		1.12

		こども園		264		0.4		0.8		1.1		100.0		0.8		0.0		0.4		0.0		0.4		0.0		0.0		0.4		0.0		1.1		1.04

		その他		50		8.0		8.0		16.0		10.0		22.0		8.0		8.0		0.0		12.0		8.0		0.0		10.0		32.0		16.0		1.42

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		7.0		29.6		30.6		27.7		2.2		0.5		1.2		0.1		2.0		0.8		1.6		0.4		1.6		36.6		1.05

		対象になった		1139		8.0		33.8		27.7		28.9		1.3		0.2		0.5		0.0		2.1		0.5		1.4		0.1		1.5		41.8		1.06

		対象になっていない		191		1.0		4.7		48.2		20.9		7.3		2.6		5.2		0.5		1.0		2.6		2.6		2.1		2.1		5.8		1.01

		【東北】		1155		7.4		18.0		39.6		31.9		2.2		1.6		1.2		0.0		0.5		0.5		0.6		0.1		2.3		25.5		1.06

		対象になった		955		8.1		20.9		37.4		33.2		1.5		0.9		0.4		0.0		0.5		0.5		0.6		0.1		2.3		29.0		1.06

		対象になっていない		200		4.5		4.0		50.0		26.0		5.5		4.5		5.0		0.0		0.5		0.5		0.5		0.0		2.5		8.5		1.04

		【関東】		5663		7.1		36.4		35.1		13.1		1.8		1.5		1.1		0.0		0.9		0.5		0.7		2.2		3.5		43.3		1.04

		対象になった		4736		7.9		42.4		31.9		14.3		0.9		0.7		0.8		0.0		0.9		0.3		0.6		1.3		2.0		50.2		1.04

		対象になっていない		927		2.8		5.7		51.0		7.0		6.4		5.4		2.6		0.1		0.5		1.3		1.0		6.8		11.7		8.4		1.02

		【東海】		1780		11.3		23.8		42.4		18.4		0.8		0.8		1.3		0.0		1.2		0.7		0.4		0.6		1.6		35.0		1.03

		対象になった		1559		12.5		26.6		41.1		18.7		0.6		0.3		0.8		0.0		1.3		0.3		0.4		0.3		0.7		38.9		1.04

		対象になっていない		221		3.2		4.1		52.0		16.3		1.8		4.5		4.5		0.0		0.5		3.6		0.5		2.7		8.1		7.2		1.02

		【甲信越・北陸】		1111		9.9		13.1		47.1		25.6		0.6		1.5		1.4		0.0		0.5		0.8		0.9		0.5		1.4		23.0		1.03

		対象になった		916		10.3		14.6		48.1		26.2		0.7		0.5		0.7		0.0		0.5		0.2		0.8		0.1		0.8		24.9		1.03

		対象になっていない		195		8.2		5.6		42.1		22.6		0.5		6.2		5.1		0.0		0.5		3.6		1.5		2.1		4.6		13.8		1.03

		【近畿】		3585		15.8		24.1		28.3		27.8		1.5		1.6		0.7		0.0		1.2		0.8		0.2		0.4		2.2		39.7		1.05

		対象になった		3049		17.6		27.3		26.1		28.9		1.0		0.5		0.4		0.0		1.2		0.6		0.1		0.2		1.1		44.7		1.05

		対象になっていない		536		5.4		6.0		40.9		21.1		4.7		7.8		2.6		0.2		1.1		1.9		0.6		2.1		8.4		11.4		1.03

		【中国・四国】		1998		16.2		19.2		41.4		21.6		0.9		1.0		1.1		0.0		1.1		1.3		0.2		0.2		1.6		35.1		1.06

		対象になった		1619		18.7		21.8		39.4		21.8		0.6		0.6		0.5		0.0		1.2		0.7		0.2		0.2		0.7		40.3		1.06

		対象になっていない		379		5.3		7.9		49.9		20.6		2.4		2.9		3.4		0.0		0.5		4.0		0.3		0.3		5.5		13.2		1.03

		【九州】		1940		7.4		20.6		43.3		21.9		2.3		1.2		0.6		0.1		0.8		3.5		0.3		0.1		3.2		27.8		1.05

		対象になった		1601		8.4		23.8		41.2		23.6		1.7		0.7		0.4		0.1		0.8		2.4		0.1		0.1		2.5		32.0		1.06

		対象になっていない		339		2.7		5.3		53.1		13.9		5.0		3.2		1.8		0.0		0.9		8.3		1.2		0.0		6.8		8.0		1.02

		【沖縄】		360		5.6		2.8		55.3		16.1		3.9		1.9		0.3		0.0		0.6		1.7		1.1		0.3		18.3		8.1		1.08

		対象になった		269		7.4		3.3		55.8		19.0		3.0		0.7		0.4		0.0		0.7		1.9		1.5		0.4		14.1		10.4		1.08

		対象になっていない		91		0.0		1.1		53.8		7.7		6.6		5.5		0.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		30.8		1.1		1.07

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		5.2		39.0		38.3		5.7		1.7		2.1		0.3		0.0		1.0		0.4		1.0		3.9		5.5		44.1		1.04

		対象になった		1708		6.0		47.2		34.7		6.4		0.9		1.1		0.2		0.1		0.9		0.3		1.0		2.7		3.0		53.0		1.05

		対象になっていない		413		1.9		5.1		53.0		2.7		4.8		6.1		0.7		0.0		1.2		0.7		1.2		9.0		15.7		7.0		1.02

		【神奈川】		725		5.2		37.7		37.1		12.3		3.2		1.4		0.6		0.0		0.6		0.6		0.1		4.3		1.2		42.9		1.04

		対象になった		599		6.0		44.2		34.6		13.2		1.2		0.5		0.5		0.0		0.7		0.0		0.2		2.3		0.5		50.3		1.04

		対象になっていない		126		1.6		6.3		49.2		7.9		12.7		5.6		0.8		0.0		0.0		3.2		0.0		13.5		4.8		7.9		1.06

		【埼玉】		718		6.8		40.5		34.8		9.1		2.4		0.7		2.1		0.1		1.7		0.4		1.0		0.4		3.6		47.1		1.04

		対象になった		614		7.2		46.1		32.6		10.3		1.3		0.3		1.3		0.0		2.0		0.5		0.7		0.2		1.3		53.1		1.04

		対象になっていない		104		4.8		7.7		48.1		1.9		8.7		2.9		6.7		1.0		0.0		0.0		2.9		1.9		17.3		11.5		1.04

		【千葉】		1070		8.4		44.2		29.2		11.7		1.5		1.8		2.7		0.0		0.5		0.7		0.1		0.7		2.0		52.4		1.03

		対象になった		931		8.9		49.6		26.7		12.7		0.8		0.6		2.0		0.0		0.5		0.3		0.1		0.1		1.3		58.3		1.04

		対象になっていない		139		5.0		7.9		45.3		5.0		6.5		9.4		7.2		0.0		0.0		2.9		0.0		5.0		6.5		12.9		1.01

		【茨城・群馬・栃木】		1029		11.1		19.2		33.2		33.0		1.1		0.7		0.7		0.0		0.7		0.4		0.8		0.1		2.8		30.0		1.04

		対象になった		884		12.4		21.8		29.8		34.5		0.7		0.6		0.5		0.0		0.8		0.3		0.8		0.1		2.1		33.9		1.04

		対象になっていない		145		2.8		3.4		54.5		24.1		3.4		1.4		2.1		0.0		0.0		0.7		0.7		0.0		6.9		6.2		1.00

		【大阪】		1542		12.8		30.0		23.9		29.3		2.0		1.9		0.3		0.0		1.2		0.7		0.1		0.1		1.7		42.7		1.04

		対象になった		1320		14.0		34.0		21.7		30.0		1.3		0.5		0.2		0.0		1.1		0.7		0.0		0.2		0.6		48.0		1.04

		対象になっていない		222		5.4		5.9		36.9		25.2		6.3		10.4		0.9		0.0		1.8		0.9		0.5		0.0		8.1		11.3		1.02

		【兵庫】		965		14.7		21.6		25.1		34.2		1.5		2.0		0.8		0.0		1.1		1.6		0.4		0.1		3.3		36.0		1.06

		対象になった		804		16.8		24.4		22.1		36.9		0.7		0.7		0.4		0.0		1.2		1.0		0.2		0.1		2.2		40.8		1.07

		対象になっていない		161		4.3		7.5		39.8		20.5		5.0		8.1		3.1		0.0		0.6		4.3		1.2		0.0		8.7		11.8		1.03

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		21.0		18.0		37.4		19.8		0.8		0.7		1.1		0.1		1.4		0.2		0.2		1.2		1.9		39.0		1.04

		対象になった		925		23.4		20.2		35.7		20.4		0.6		0.2		0.5		0.0		1.5		0.1		0.2		0.2		0.8		43.6		1.04

		対象になっていない		153		6.5		4.6		47.7		15.7		2.0		3.9		4.6		0.7		0.7		0.7		0.0		7.2		8.5		11.1		1.03

		【岡山】		279		25.4		10.0		44.8		17.9		0.0		1.8		1.4		0.0		2.9		1.8		0.0		0.4		2.5		35.5		1.09

		対象になった		245		27.8		9.8		46.5		17.6		0.0		1.2		1.2		0.0		2.9		1.6		0.0		0.4		0.8		37.6		1.10

		対象になっていない		34		8.8		11.8		32.4		20.6		0.0		5.9		2.9		0.0		2.9		2.9		0.0		0.0		14.7		20.6		1.03

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		5.5		35.6		36.9		14.5		3.4		1.9		0.6		0.0		1.1		1.3		0.2		0.9		2.6		41.0		1.04

		対象になった		1460		6.1		41.9		33.5		16.3		1.8		0.9		0.3		0.0		1.2		0.8		0.2		0.3		1.6		47.9		1.05

		対象になっていない		317		2.5		6.6		52.7		6.0		10.4		6.3		1.9		0.0		0.9		3.8		0.3		3.8		7.3		9.1		1.03

		【新政令市】		604		5.0		21.5		27.2		43.7		1.8		0.7		0.7		0.0		1.0		0.7		0.0		0.8		2.6		26.5		1.06

		対象になった		525		5.0		23.2		26.5		45.1		1.3		0.4		0.6		0.0		1.1		0.6		0.0		0.4		1.1		28.2		1.05

		対象になっていない		79		5.1		10.1		31.6		34.2		5.1		2.5		1.3		0.0		0.0		1.3		0.0		3.8		12.7		15.2		1.08

		【利用者】Ｑ１０　今回、無償化の対象になったお子さんはいらっしゃいますか？（ＳＡ）

				総数		いる		いない

		全体		18922		83.7		16.3

		＜地方別＞

		北海道		1330		85.6		14.4

		東北		1155		82.7		17.3

		関東		5663		83.6		16.4

		東海		1780		87.6		12.4

		甲信越・北陸		1111		82.4		17.6

		近畿		3585		85.0		15.0

		中国・四国		1998		81.0		19.0

		九州		1940		82.5		17.5

		沖縄		360		74.7		25.3

		＜地方詳細＞

		東京		2121		80.5		19.5

		神奈川		725		82.6		17.4

		埼玉		718		85.5		14.5

		千葉		1070		87.0		13.0

		茨城・群馬・栃木		1029		85.9		14.1

		大阪		1542		85.6		14.4

		兵庫		965		83.3		16.7

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		85.8		14.2

		岡山		279		87.8		12.2

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		82.2		17.8

		新政令市		604		86.9		13.1

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		95.8		4.2

		　公立幼稚園		1944		93.9		6.1

		　私立幼稚園		4888		96.5		3.5

		保育園		7007		78.6		21.4

		こども園		3999		87.9		12.1

		その他		1900		54.3		45.7

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		93.9		6.1

		私立幼稚園		4888		96.5		3.5

		認可保育所		7007		78.6		21.4

		認定こども園		3999		87.9		12.1

		小規模保育		307		52.4		47.6

		家庭的保育		247		37.2		62.8

		事業所内保育		190		48.9		51.1

		居宅訪問型保育		5		40.0		60.0

		障がい児の発達支援		193		89.1		10.9

		企業主導型保育		192		54.7		45.3

		地方独自の保育施設		105		74.3		25.7

		幼稚園類似施設		171		48.0		52.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		51.0		49.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		100.0		0.0

		対象になっていない		3079		0.0		100.0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		85.6		14.4

		幼稚園		487		97.7		2.3

		　公立幼稚園		93		97.8		2.2

		　私立幼稚園		394		97.7		2.3

		保育園		407		77.4		22.6

		こども園		369		89.2		10.8

		その他		134		63.4		36.6

		【東北】		1155		82.7		17.3

		幼稚園		294		94.2		5.8

		　公立幼稚園		86		89.5		10.5

		　私立幼稚園		208		96.2		3.8

		保育園		457		78.1		21.9

		こども園		369		85.9		14.1

		その他		103		63.1		36.9

		【関東】		5663		83.6		16.4

		幼稚園		2454		96.8		3.2

		　公立幼稚園		402		93.5		6.5

		　私立幼稚園		2062		97.4		2.6

		保育園		1985		76.2		23.8

		こども園		740		91.2		8.8

		その他		677		51.7		48.3

		【東海】		1780		87.6		12.4

		幼稚園		623		97.4		2.6

		　公立幼稚園		202		96.5		3.5

		　私立幼稚園		423		97.9		2.1

		保育園		755		84.8		15.2

		こども園		328		89.0		11.0

		その他		128		56.3		43.8

		【甲信越・北陸】		1111		82.4		17.6

		幼稚園		255		89.4		10.6

		　公立幼稚園		110		85.5		14.5

		　私立幼稚園		145		92.4		7.6

		保育園		523		84.3		15.7

		こども園		284		84.5		15.5

		その他		85		44.7		55.3

		【近畿】		3585		85.0		15.0

		幼稚園		1425		95.7		4.3

		　公立幼稚園		565		94.9		5.1

		　私立幼稚園		864		96.3		3.7

		保育園		1014		78.4		21.6

		こども園		995		88.6		11.4

		その他		300		49.3		50.7

		【中国・四国】		1998		81.0		19.0

		幼稚園		702		92.9		7.1

		　公立幼稚園		323		93.8		6.2

		　私立幼稚園		383		92.2		7.8

		保育園		827		77.1		22.9

		こども園		431		81.9		18.1

		その他		144		50.7		49.3

		【九州】		1940		82.5		17.5

		幼稚園		539		95.0		5.0

		　公立幼稚園		143		93.7		6.3

		　私立幼稚園		399		95.5		4.5

		保育園		840		78.6		21.4

		こども園		425		88.9		11.1

		その他		232		60.8		39.2

		【沖縄】		360		74.7		25.3

		幼稚園		29		96.6		3.4

		　公立幼稚園		20		100.0		0.0

		　私立幼稚園		10		90.0		10.0

		保育園		199		75.4		24.6

		こども園		58		87.9		12.1

		その他		97		61.9		38.1

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		80.5		19.5

		幼稚園		935		96.9		3.1

		　公立幼稚園		111		92.8		7.2

		　私立幼稚園		827		97.5		2.5

		保育園		812		73.0		27.0

		こども園		121		90.9		9.1

		その他		330		51.2		48.8

		【神奈川】		725		82.6		17.4

		幼稚園		311		96.8		3.2

		　公立幼稚園		38		94.7		5.3

		　私立幼稚園		273		97.1		2.9

		保育園		269		77.0		23.0

		こども園		89		88.8		11.2

		その他		85		41.2		58.8

		【埼玉】		718		85.5		14.5

		幼稚園		338		96.4		3.6

		　公立幼稚園		49		89.8		10.2

		　私立幼稚園		291		97.3		2.7

		保育園		250		80.0		20.0

		こども園		65		96.9		3.1

		その他		88		51.1		48.9

		【千葉】		1070		87.0		13.0

		幼稚園		561		96.8		3.2

		　公立幼稚園		90		92.2		7.8

		　私立幼稚園		473		97.7		2.3

		保育園		312		79.8		20.2

		こども園		125		94.4		5.6

		その他		102		50.0		50.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		85.9		14.1

		幼稚園		309		97.1		2.9

		　公立幼稚園		114		96.5		3.5

		　私立幼稚園		198		97.5		2.5

		保育園		342		76.9		23.1

		こども園		340		89.7		10.3

		その他		72		69.4		30.6

		【大阪】		1542		85.6		14.4

		幼稚園		658		96.2		3.8

		　公立幼稚園		197		93.9		6.1

		　私立幼稚園		462		97.2		2.8

		保育園		369		77.8		22.2

		こども園		452		87.6		12.4

		その他		121		47.9		52.1

		【兵庫】		965		83.3		16.7

		幼稚園		347		94.5		5.5

		　公立幼稚園		142		95.1		4.9

		　私立幼稚園		208		94.2		5.8

		保育園		242		73.6		26.4

		こども園		330		90.0		10.0

		その他		102		52.0		48.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		85.8		14.2

		幼稚園		420		96.0		4.0

		　公立幼稚園		226		95.6		4.4

		　私立幼稚園		194		96.4		3.6

		保育園		403		81.9		18.1

		こども園		213		88.7		11.3

		その他		77		48.1		51.9

		【岡山】		279		87.8		12.2

		幼稚園		99		92.9		7.1

		　公立幼稚園		71		95.8		4.2

		　私立幼稚園		28		85.7		14.3

		保育園		125		91.2		8.8

		こども園		50		86.0		14.0

		その他		30		66.7		33.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		82.2		17.8

		幼稚園		728		96.0		4.0

		　公立幼稚園		97		91.8		8.2

		　私立幼稚園		633		96.7		3.3

		保育園		656		74.5		25.5

		こども園		257		92.6		7.4

		その他		209		48.8		51.2

		【新政令市】		604		86.9		13.1

		幼稚園		160		92.5		7.5

		　公立幼稚園		30		86.7		13.3

		　私立幼稚園		130		93.8		6.2

		保育園		164		84.8		15.2

		こども園		264		89.8		10.2

		その他		50		58.0		42.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		85.6		14.4

		対象になった		1139		100.0		0.0

		対象になっていない		191		0.0		100.0

		【東北】		1155		82.7		17.3

		対象になった		955		100.0		0.0

		対象になっていない		200		0.0		100.0

		【関東】		5663		83.6		16.4

		対象になった		4736		100.0		0.0

		対象になっていない		927		0.0		100.0

		【東海】		1780		87.6		12.4

		対象になった		1559		100.0		0.0

		対象になっていない		221		0.0		100.0

		【甲信越・北陸】		1111		82.4		17.6

		対象になった		916		100.0		0.0

		対象になっていない		195		0.0		100.0

		【近畿】		3585		85.0		15.0

		対象になった		3049		100.0		0.0

		対象になっていない		536		0.0		100.0

		【中国・四国】		1998		81.0		19.0

		対象になった		1619		100.0		0.0

		対象になっていない		379		0.0		100.0

		【九州】		1940		82.5		17.5

		対象になった		1601		100.0		0.0

		対象になっていない		339		0.0		100.0

		【沖縄】		360		74.7		25.3

		対象になった		269		100.0		0.0

		対象になっていない		91		0.0		100.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		80.5		19.5

		対象になった		1708		100.0		0.0

		対象になっていない		413		0.0		100.0

		【神奈川】		725		82.6		17.4

		対象になった		599		100.0		0.0

		対象になっていない		126		0.0		100.0

		【埼玉】		718		85.5		14.5

		対象になった		614		100.0		0.0

		対象になっていない		104		0.0		100.0

		【千葉】		1070		87.0		13.0

		対象になった		931		100.0		0.0

		対象になっていない		139		0.0		100.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		85.9		14.1

		対象になった		884		100.0		0.0

		対象になっていない		145		0.0		100.0

		【大阪】		1542		85.6		14.4

		対象になった		1320		100.0		0.0

		対象になっていない		222		0.0		100.0

		【兵庫】		965		83.3		16.7

		対象になった		804		100.0		0.0

		対象になっていない		161		0.0		100.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		85.8		14.2

		対象になった		925		100.0		0.0

		対象になっていない		153		0.0		100.0

		【岡山】		279		87.8		12.2

		対象になった		245		100.0		0.0

		対象になっていない		34		0.0		100.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		82.2		17.8

		対象になった		1460		100.0		0.0

		対象になっていない		317		0.0		100.0

		【新政令市】		604		86.9		13.1

		対象になった		525		100.0		0.0

		対象になっていない		79		0.0		100.0

		【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）

				総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計

		全体		18922		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7

		＜地方別＞

		北海道		1330		62.7		22.8		8.1		5.1		1.3		85.5		6.4

		東北		1155		62.1		25.4		7.9		3.8		0.9		87.4		4.7

		関東		5663		67.6		21.1		6.0		3.6		1.7		88.7		5.3

		東海		1780		63.8		23.9		6.5		4.4		1.4		87.7		5.8

		甲信越・北陸		1111		66.5		22.0		6.6		3.9		1.1		88.5		5.0

		近畿		3585		66.2		22.7		5.8		3.6		1.7		88.9		5.3

		中国・四国		1998		62.1		24.7		7.0		4.4		1.9		86.7		6.3

		九州		1940		64.7		20.9		7.7		4.6		2.1		85.6		6.6

		沖縄		360		61.9		20.8		8.1		6.9		2.2		82.8		9.2

		＜地方詳細＞

		東京		2121		64.1		23.1		6.7		3.9		2.3		87.1		6.2

		神奈川		725		64.7		21.2		5.9		4.7		3.4		85.9		8.1

		埼玉		718		71.7		20.6		5.7		1.5		0.4		92.3		1.9

		千葉		1070		73.6		18.0		4.2		3.1		1.1		91.6		4.2

		茨城・群馬・栃木		1029		67.8		20.7		6.6		4.3		0.6		88.5		4.9

		大阪		1542		65.8		23.9		5.0		4.3		1.0		89.7		5.3

		兵庫		965		68.4		21.0		6.7		2.9		0.9		89.4		3.8

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		64.7		22.4		6.2		3.3		3.2		87.2		6.6

		岡山		279		60.9		24.7		7.2		5.0		2.2		85.7		7.2

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		66.1		22.2		5.5		3.9		2.3		88.4		6.2

		新政令市		604		62.7		24.5		6.3		4.8		1.7		87.3		6.5

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		72.1		19.8		4.6		2.8		0.7		91.9		3.5

		　公立幼稚園		1944		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9

		　私立幼稚園		4888		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4

		保育園		7007		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9

		こども園		3999		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0

		その他		1900		52.0		25.8		10.4		5.9		5.9		77.8		11.8

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9

		私立幼稚園		4888		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4

		認可保育所		7007		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9

		認定こども園		3999		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0

		小規模保育		307		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8

		家庭的保育		247		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3

		事業所内保育		190		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3

		居宅訪問型保育		5		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0

		障がい児の発達支援		193		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1

		企業主導型保育		192		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2

		地方独自の保育施設		105		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9

		幼稚園類似施設		171		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		69.2		21.4		5.1		3.4		0.9		90.6		4.3

		対象になっていない		3079		44.7		27.9		14.6		7.5		5.4		72.6		12.9

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		62.7		22.8		8.1		5.1		1.3		85.5		6.4

		幼稚園		487		69.6		22.0		4.7		3.1		0.6		91.6		3.7

		　公立幼稚園		93		67.7		21.5		4.3		5.4		1.1		89.2		6.5

		　私立幼稚園		394		70.1		22.1		4.8		2.5		0.5		92.1		3.0

		保育園		407		60.0		22.1		8.1		8.1		1.7		82.1		9.8

		こども園		369		57.2		25.5		10.0		6.0		1.4		82.7		7.3

		その他		134		59.0		21.6		14.2		3.7		1.5		80.6		5.2

		【東北】		1155		62.1		25.4		7.9		3.8		0.9		87.4		4.7

		幼稚園		294		70.1		22.1		4.8		1.7		1.4		92.2		3.1

		　公立幼稚園		86		65.1		26.7		5.8		2.3		0.0		91.9		2.3

		　私立幼稚園		208		72.1		20.2		4.3		1.4		1.9		92.3		3.4

		保育園		457		58.6		24.9		10.7		4.6		1.1		83.6		5.7

		こども園		369		59.1		28.5		7.3		4.6		0.5		87.5		5.1

		その他		103		65.0		25.2		6.8		1.9		1.0		90.3		2.9

		【関東】		5663		67.6		21.1		6.0		3.6		1.7		88.7		5.3

		幼稚園		2454		73.1		18.9		4.6		2.8		0.6		92.1		3.3

		　公立幼稚園		402		74.9		18.7		4.0		2.2		0.2		93.5		2.5

		　私立幼稚園		2062		72.8		19.0		4.7		2.9		0.6		91.8		3.5

		保育園		1985		67.1		22.2		6.2		3.5		1.1		89.2		4.5

		こども園		740		66.2		22.8		6.8		3.6		0.5		89.1		4.2

		その他		677		50.5		24.5		9.5		6.9		8.6		75.0		15.5

		【東海】		1780		63.8		23.9		6.5		4.4		1.4		87.7		5.8

		幼稚園		623		72.4		19.4		4.0		3.9		0.3		91.8		4.2

		　公立幼稚園		202		68.3		20.8		5.0		5.9		0.0		89.1		5.9

		　私立幼稚園		423		74.5		18.7		3.5		2.8		0.5		93.1		3.3

		保育園		755		61.7		24.6		8.5		3.3		1.9		86.4		5.2

		こども園		328		54.6		29.6		7.0		7.0		1.8		84.1		8.8

		その他		128		58.6		28.1		3.9		6.3		3.1		86.7		9.4

		【甲信越・北陸】		1111		66.5		22.0		6.6		3.9		1.1		88.5		5.0

		幼稚園		255		74.1		17.6		4.7		2.7		0.8		91.8		3.5

		　公立幼稚園		110		76.4		16.4		2.7		3.6		0.9		92.7		4.5

		　私立幼稚園		145		72.4		18.6		6.2		2.1		0.7		91.0		2.8

		保育園		523		70.0		19.9		5.5		3.4		1.1		89.9		4.6

		こども園		284		58.1		28.9		7.4		4.6		1.1		87.0		5.6

		その他		85		55.3		21.2		15.3		5.9		2.4		76.5		8.2

		【近畿】		3585		66.2		22.7		5.8		3.6		1.7		88.9		5.3

		幼稚園		1425		71.6		21.1		4.4		2.3		0.7		92.6		3.0

		　公立幼稚園		565		73.6		19.8		3.9		1.8		0.9		93.5		2.7

		　私立幼稚園		864		70.3		21.9		4.6		2.7		0.6		92.1		3.2

		保育園		1014		61.0		23.8		8.0		5.3		1.9		84.8		7.2

		こども園		995		66.9		22.8		4.9		4.1		1.2		89.7		5.3

		その他		300		52.7		28.0		10.3		2.3		6.7		80.7		9.0

		【中国・四国】		1998		62.1		24.7		7.0		4.4		1.9		86.7		6.3

		幼稚園		702		69.7		20.4		4.7		4.0		1.3		90.0		5.3

		　公立幼稚園		323		72.8		15.5		5.6		4.6		1.5		88.2		6.2

		　私立幼稚園		383		67.4		24.3		3.9		3.4		1.0		91.6		4.4

		保育園		827		59.9		26.4		7.6		4.1		2.1		86.2		6.2

		こども園		431		57.5		28.3		7.4		4.9		1.9		85.8		6.7

		その他		144		58.3		20.1		13.2		4.9		3.5		78.5		8.3

		【九州】		1940		64.7		20.9		7.7		4.6		2.1		85.6		6.6

		幼稚園		539		73.7		18.2		5.8		1.7		0.7		91.8		2.4

		　公立幼稚園		143		71.3		18.9		7.0		2.8		0.0		90.2		2.8

		　私立幼稚園		399		74.2		18.3		5.3		1.3		1.0		92.5		2.3

		保育園		840		66.1		19.0		8.0		5.2		1.7		85.1		6.9

		こども園		425		63.8		21.9		7.1		5.4		1.9		85.6		7.3

		その他		232		38.8		32.8		13.4		8.6		6.5		71.6		15.1

		【沖縄】		360		61.9		20.8		8.1		6.9		2.2		82.8		9.2

		幼稚園		29		72.4		20.7		0.0		3.4		3.4		93.1		6.9

		　公立幼稚園		20		80.0		15.0		0.0		0.0		5.0		95.0		5.0

		　私立幼稚園		10		60.0		30.0		0.0		10.0		0.0		90.0		10.0

		保育園		199		63.8		21.1		7.5		6.5		1.0		84.9		7.5

		こども園		58		69.0		12.1		13.8		5.2		0.0		81.0		5.2

		その他		97		47.4		27.8		8.2		11.3		5.2		75.3		16.5

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		64.1		23.1		6.7		3.9		2.3		87.1		6.2

		幼稚園		935		67.0		23.3		5.9		3.3		0.5		90.3		3.9

		　公立幼稚園		111		76.6		19.8		0.0		3.6		0.0		96.4		3.6

		　私立幼稚園		827		65.5		23.9		6.7		3.3		0.6		89.5		3.9

		保育園		812		68.1		21.8		6.0		3.2		0.9		89.9		4.1

		こども園		121		64.5		24.0		5.8		4.1		1.7		88.4		5.8

		その他		330		46.7		24.5		10.6		7.6		10.6		71.2		18.2

		【神奈川】		725		64.7		21.2		5.9		4.7		3.4		85.9		8.1

		幼稚園		311		74.9		17.7		4.2		2.3		1.0		92.6		3.2

		　公立幼稚園		38		55.3		36.8		7.9		0.0		0.0		92.1		0.0

		　私立幼稚園		273		77.7		15.0		3.7		2.6		1.1		92.7		3.7

		保育園		269		60.2		24.5		7.4		5.6		2.2		84.8		7.8

		こども園		89		62.9		27.0		5.6		4.5		0.0		89.9		4.5

		その他		85		38.8		23.5		7.1		10.6		20.0		62.4		30.6

		【埼玉】		718		71.7		20.6		5.7		1.5		0.4		92.3		1.9

		幼稚園		338		80.2		15.7		3.0		0.9		0.3		95.9		1.2

		　公立幼稚園		49		77.6		16.3		6.1		0.0		0.0		93.9		0.0

		　私立幼稚園		291		80.8		15.5		2.4		1.0		0.3		96.2		1.4

		保育園		250		66.4		24.4		7.2		1.6		0.4		90.8		2.0

		こども園		65		78.5		13.8		6.2		1.5		0.0		92.3		1.5

		その他		88		53.4		30.7		11.4		3.4		1.1		84.1		4.5

		【千葉】		1070		73.6		18.0		4.2		3.1		1.1		91.6		4.2

		幼稚園		561		77.0		15.3		3.2		3.9		0.5		92.3		4.5

		　公立幼稚園		90		75.6		17.8		4.4		2.2		0.0		93.3		2.2

		　私立幼稚園		473		77.4		14.8		3.0		4.2		0.6		92.2		4.9

		保育園		312		71.5		20.8		4.8		1.9		1.0		92.3		2.9

		こども園		125		75.2		19.2		4.0		0.8		0.8		94.4		1.6

		その他		102		57.8		23.5		9.8		3.9		4.9		81.4		8.8

		【茨城・群馬・栃木】		1029		67.8		20.7		6.6		4.3		0.6		88.5		4.9

		幼稚園		309		75.4		16.8		5.5		1.6		0.6		92.2		2.3

		　公立幼稚園		114		78.1		13.2		5.3		2.6		0.9		91.2		3.5

		　私立幼稚園		198		74.2		18.7		5.6		1.0		0.5		92.9		1.5

		保育園		342		66.4		20.8		6.4		5.3		1.2		87.1		6.4

		こども園		340		62.1		24.4		8.5		4.7		0.3		86.5		5.0

		その他		72		68.1		19.4		4.2		8.3		0.0		87.5		8.3

		【大阪】		1542		65.8		23.9		5.0		4.3		1.0		89.7		5.3

		幼稚園		658		69.8		23.1		3.5		3.0		0.6		92.9		3.6

		　公立幼稚園		197		74.6		20.8		2.5		1.5		0.5		95.4		2.0

		　私立幼稚園		462		67.5		24.2		3.9		3.7		0.6		91.8		4.3

		保育園		369		60.7		24.4		6.8		6.8		1.4		85.1		8.1

		こども園		452		66.8		21.9		5.5		4.4		1.3		88.7		5.8

		その他		121		57.9		32.2		7.4		1.7		0.8		90.1		2.5

		【兵庫】		965		68.4		21.0		6.7		2.9		0.9		89.4		3.8

		幼稚園		347		77.2		17.6		3.5		1.4		0.3		94.8		1.7

		　公立幼稚園		142		79.6		15.5		4.2		0.7		0.0		95.1		0.7

		　私立幼稚園		208		76.0		18.8		2.9		1.9		0.5		94.7		2.4

		保育園		242		62.4		21.1		9.9		5.0		1.7		83.5		6.6

		こども園		330		66.7		23.9		5.2		3.3		0.9		90.6		4.2

		その他		102		53.9		26.5		15.7		2.9		1.0		80.4		3.9

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		64.7		22.4		6.2		3.3		3.2		87.2		6.6

		幼稚園		420		69.8		20.7		6.4		1.9		1.2		90.5		3.1

		　公立幼稚園		226		69.0		21.7		4.9		2.7		1.8		90.7		4.4

		　私立幼稚園		194		70.6		19.6		8.2		1.0		0.5		90.2		1.5

		保育園		403		60.5		24.8		7.9		4.2		2.5		85.4		6.7

		こども園		213		67.6		23.0		3.3		4.7		1.4		90.6		6.1

		その他		77		42.9		23.4		7.8		2.6		23.4		66.2		26.0

		【岡山】		279		60.9		24.7		7.2		5.0		2.2		85.7		7.2

		幼稚園		99		72.7		18.2		2.0		6.1		1.0		90.9		7.1

		　公立幼稚園		71		77.5		14.1		1.4		5.6		1.4		91.5		7.0

		　私立幼稚園		28		60.7		28.6		3.6		7.1		0.0		89.3		7.1

		保育園		125		58.4		24.8		8.8		4.8		3.2		83.2		8.0

		こども園		50		56.0		34.0		4.0		4.0		2.0		90.0		6.0

		その他		30		53.3		23.3		23.3		0.0		0.0		76.7		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		66.1		22.2		5.5		3.9		2.3		88.4		6.2

		幼稚園		728		72.8		20.2		3.3		2.9		0.8		93.0		3.7

		　公立幼稚園		97		59.8		29.9		6.2		4.1		0.0		89.7		4.1

		　私立幼稚園		633		74.6		19.0		2.8		2.7		0.9		93.5		3.6

		保育園		656		65.2		23.5		6.7		3.8		0.8		88.7		4.6

		こども園		257		62.6		24.1		5.1		5.4		2.7		86.8		8.2

		その他		209		45.9		26.3		9.6		6.7		11.5		72.2		18.2

		【新政令市】		604		62.7		24.5		6.3		4.8		1.7		87.3		6.5

		幼稚園		160		75.6		18.8		3.8		1.3		0.6		94.4		1.9

		　公立幼稚園		30		83.3		13.3		3.3		0.0		0.0		96.7		0.0

		　私立幼稚園		130		73.8		20.0		3.8		1.5		0.8		93.8		2.3

		保育園		164		67.7		21.3		6.1		3.0		1.8		89.0		4.9

		こども園		264		54.5		29.5		6.1		8.0		1.9		84.1		9.8

		その他		50		50.0		30.0		14.0		2.0		4.0		80.0		6.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		62.7		22.8		8.1		5.1		1.3		85.5		6.4

		対象になった		1139		67.3		22.0		6.2		3.7		0.7		89.4		4.4

		対象になっていない		191		35.1		27.2		19.4		13.6		4.7		62.3		18.3

		【東北】		1155		62.1		25.4		7.9		3.8		0.9		87.4		4.7

		対象になった		955		66.1		24.6		6.1		2.8		0.4		90.7		3.2

		対象になっていない		200		43.0		29.0		16.5		8.5		3.0		72.0		11.5

		【関東】		5663		67.6		21.1		6.0		3.6		1.7		88.7		5.3

		対象になった		4736		71.5		20.2		4.5		3.0		0.7		91.8		3.7

		対象になっていない		927		47.5		25.8		13.4		6.9		6.5		73.2		13.4

		【東海】		1780		63.8		23.9		6.5		4.4		1.4		87.7		5.8

		対象になった		1559		65.7		23.0		5.8		4.4		1.0		88.7		5.5

		対象になっていない		221		50.2		30.3		10.9		4.5		4.1		80.5		8.6

		【甲信越・北陸】		1111		66.5		22.0		6.6		3.9		1.1		88.5		5.0

		対象になった		916		70.2		21.2		4.6		3.2		0.9		91.4		4.0

		対象になっていない		195		49.2		25.6		15.9		7.2		2.1		74.9		9.2

		【近畿】		3585		66.2		22.7		5.8		3.6		1.7		88.9		5.3

		対象になった		3049		70.2		21.6		4.1		3.1		1.0		91.8		4.1

		対象になっていない		536		43.7		28.7		15.7		6.3		5.6		72.4		11.9

		【中国・四国】		1998		62.1		24.7		7.0		4.4		1.9		86.7		6.3

		対象になった		1619		66.0		23.3		5.6		3.9		1.2		89.3		5.1

		対象になっていない		379		45.4		30.3		13.2		6.3		4.7		75.7		11.1

		【九州】		1940		64.7		20.9		7.7		4.6		2.1		85.6		6.6

		対象になった		1601		70.0		19.2		6.0		3.9		0.9		89.1		4.9

		対象になっていない		339		39.8		29.2		15.9		7.7		7.4		69.0		15.0

		【沖縄】		360		61.9		20.8		8.1		6.9		2.2		82.8		9.2

		対象になった		269		69.9		19.0		6.3		3.7		1.1		88.8		4.8

		対象になっていない		91		38.5		26.4		13.2		16.5		5.5		64.8		22.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		64.1		23.1		6.7		3.9		2.3		87.1		6.2

		対象になった		1708		68.3		22.8		4.9		3.2		0.7		91.2		3.9

		対象になっていない		413		46.5		24.0		14.0		6.5		9.0		70.5		15.5

		【神奈川】		725		64.7		21.2		5.9		4.7		3.4		85.9		8.1

		対象になった		599		70.1		20.2		4.3		3.3		2.0		90.3		5.3

		対象になっていない		126		38.9		26.2		13.5		11.1		10.3		65.1		21.4

		【埼玉】		718		71.7		20.6		5.7		1.5		0.4		92.3		1.9

		対象になった		614		75.4		18.9		4.2		1.1		0.3		94.3		1.5

		対象になっていない		104		50.0		30.8		14.4		3.8		1.0		80.8		4.8

		【千葉】		1070		73.6		18.0		4.2		3.1		1.1		91.6		4.2

		対象になった		931		77.3		16.4		3.0		2.7		0.5		93.8		3.2

		対象になっていない		139		48.2		28.8		12.2		5.8		5.0		77.0		10.8

		【茨城・群馬・栃木】		1029		67.8		20.7		6.6		4.3		0.6		88.5		4.9

		対象になった		884		69.9		20.1		5.8		3.7		0.5		90.0		4.2

		対象になっていない		145		55.2		24.1		11.7		7.6		1.4		79.3		9.0

		【大阪】		1542		65.8		23.9		5.0		4.3		1.0		89.7		5.3

		対象になった		1320		69.1		22.2		4.2		3.6		0.8		91.3		4.5

		対象になっていない		222		46.4		33.8		9.5		8.1		2.3		80.2		10.4

		【兵庫】		965		68.4		21.0		6.7		2.9		0.9		89.4		3.8

		対象になった		804		73.0		19.9		3.6		2.7		0.7		92.9		3.5

		対象になっていない		161		45.3		26.7		22.4		3.7		1.9		72.0		5.6

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		64.7		22.4		6.2		3.3		3.2		87.2		6.6

		対象になった		925		69.2		22.3		4.3		2.8		1.4		91.5		4.2

		対象になっていない		153		37.9		23.5		17.6		6.5		14.4		61.4		20.9

		【岡山】		279		60.9		24.7		7.2		5.0		2.2		85.7		7.2

		対象になった		245		63.3		24.9		4.9		4.9		2.0		88.2		6.9

		対象になっていない		34		44.1		23.5		23.5		5.9		2.9		67.6		8.8

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		66.1		22.2		5.5		3.9		2.3		88.4		6.2

		対象になった		1460		70.8		21.0		4.4		3.2		0.6		91.8		3.8

		対象になっていない		317		44.8		27.8		10.4		6.9		10.1		72.6		17.0

		【新政令市】		604		62.7		24.5		6.3		4.8		1.7		87.3		6.5

		対象になった		525		65.5		23.8		5.1		4.6		1.0		89.3		5.5

		対象になっていない		79		44.3		29.1		13.9		6.3		6.3		73.4		12.7

		【利用者】Ｑ１２　幼児教育・保育の無償化の前後で、給食費は変化しましたか？（ＳＡ）

				総数		高くなった		変わらない		安くなった		分からない

		全体		18922		14.1		51.6		8.8		25.5

		＜地方別＞

		北海道		1330		14.6		49.4		12.4		23.6

		東北		1155		14.2		45.9		9.3		30.6

		関東		5663		12.9		56.2		7.3		23.5

		東海		1780		18.2		49.0		7.0		25.7

		甲信越・北陸		1111		10.2		49.1		10.1		30.6

		近畿		3585		18.2		51.4		7.4		22.9

		中国・四国		1998		9.6		50.1		11.0		29.4

		九州		1940		13.1		50.5		11.1		25.4

		沖縄		360		10.8		42.2		11.9		35.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		6.1		56.6		8.8		28.5

		神奈川		725		18.1		54.2		3.3		24.4

		埼玉		718		15.2		59.1		5.0		20.8

		千葉		1070		9.3		65.0		6.0		19.7

		茨城・群馬・栃木		1029		25.7		45.8		9.9		18.7

		大阪		1542		20.2		49.9		7.7		22.2

		兵庫		965		17.3		53.7		7.8		21.2

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		16.3		51.4		6.9		25.4

		岡山		279		10.4		55.9		7.9		25.8

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		19.4		52.6		5.6		22.5

		新政令市		604		17.2		49.3		7.3		26.2

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		10.9		61.6		9.2		18.2

		　公立幼稚園		1944		6.0		59.9		11.8		22.3

		　私立幼稚園		4888		12.8		62.4		8.2		16.6

		保育園		7007		15.2		45.8		8.3		30.8

		こども園		3999		21.7		45.6		11.6		21.1

		その他		1900		6.1		49.2		5.4		39.3

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		6.0		59.9		11.8		22.3

		私立幼稚園		4888		12.8		62.4		8.2		16.6

		認可保育所		7007		15.2		45.8		8.3		30.8

		認定こども園		3999		21.7		45.6		11.6		21.1

		小規模保育		307		9.1		52.4		4.9		33.6

		家庭的保育		247		4.5		21.9		3.2		70.4

		事業所内保育		190		2.6		55.3		3.7		38.4

		居宅訪問型保育		5		0.0		20.0		0.0		80.0

		障がい児の発達支援		193		9.8		54.9		12.4		22.8

		企業主導型保育		192		6.8		56.3		2.6		34.4

		地方独自の保育施設		105		7.6		52.4		10.5		29.5

		幼稚園類似施設		171		2.9		66.1		2.3		28.7

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		5.6		47.8		5.8		40.7

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		16.1		51.4		10.3		22.2

		対象になっていない		3079		3.8		52.4		1.3		42.6

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		14.6		49.4		12.4		23.6

		幼稚園		487		10.7		52.2		18.5		18.7

		　公立幼稚園		93		8.6		47.3		22.6		21.5

		　私立幼稚園		394		11.2		53.3		17.5		18.0

		保育園		407		13.5		45.0		9.3		32.2

		こども園		369		23.3		48.8		10.6		17.3

		その他		134		11.2		52.2		8.2		28.4

		【東北】		1155		14.2		45.9		9.3		30.6

		幼稚園		294		12.2		57.1		11.6		19.0

		　公立幼稚園		86		14.0		47.7		11.6		26.7

		　私立幼稚園		208		11.5		61.1		11.5		15.9

		保育園		457		12.9		44.6		4.8		37.6

		こども園		369		18.7		37.9		13.6		29.8

		その他		103		7.8		43.7		6.8		41.7

		【関東】		5663		12.9		56.2		7.3		23.5

		幼稚園		2454		10.1		67.0		6.7		16.2

		　公立幼稚園		402		7.5		61.9		10.2		20.4

		　私立幼稚園		2062		10.5		67.9		6.1		15.4

		保育園		1985		15.4		46.7		7.9		30.1

		こども園		740		23.9		47.7		12.0		16.4

		その他		677		3.7		54.5		4.6		37.2

		【東海】		1780		18.2		49.0		7.0		25.7

		幼稚園		623		16.1		58.7		8.7		16.5

		　公立幼稚園		202		10.9		57.9		11.4		19.8

		　私立幼稚園		423		18.4		59.3		7.3		14.9

		保育園		755		20.1		44.2		6.1		29.5

		こども園		328		22.6		44.2		7.9		25.3

		その他		128		10.2		42.2		2.3		45.3

		【甲信越・北陸】		1111		10.2		49.1		10.1		30.6

		幼稚園		255		6.7		54.5		14.5		24.3

		　公立幼稚園		110		1.8		44.5		17.3		36.4

		　私立幼稚園		145		10.3		62.1		12.4		15.2

		保育園		523		8.0		47.0		9.8		35.2

		こども園		284		19.4		45.8		7.4		27.5

		その他		85		2.4		57.6		7.1		32.9

		【近畿】		3585		18.2		51.4		7.4		22.9

		幼稚園		1425		12.1		60.3		7.2		20.4

		　公立幼稚園		565		4.2		65.8		6.2		23.7

		　私立幼稚園		864		17.1		56.8		7.9		18.2

		保育園		1014		23.2		47.4		4.7		24.7

		こども園		995		26.1		44.3		12.4		17.2

		その他		300		6.0		44.7		4.7		44.7

		【中国・四国】		1998		9.6		50.1		11.0		29.4

		幼稚園		702		7.3		59.7		10.8		22.2

		　公立幼稚園		323		3.1		61.3		13.6		22.0

		　私立幼稚園		383		10.7		58.5		8.4		22.5

		保育園		827		11.0		43.7		12.0		33.4

		こども園		431		12.5		48.5		12.3		26.7

		その他		144		2.8		50.0		6.3		41.0

		【九州】		1940		13.1		50.5		11.1		25.4

		幼稚園		539		11.5		62.3		12.1		14.1

		　公立幼稚園		143		3.5		60.8		23.1		12.6

		　私立幼稚園		399		14.3		62.7		8.5		14.5

		保育園		840		11.5		46.5		10.8		31.1

		こども園		425		20.2		46.4		13.4		20.0

		その他		232		11.2		45.3		6.9		36.6

		【沖縄】		360		10.8		42.2		11.9		35.0

		幼稚園		29		20.7		37.9		13.8		27.6

		　公立幼稚園		20		20.0		35.0		15.0		30.0

		　私立幼稚園		10		20.0		50.0		10.0		20.0

		保育園		199		13.6		41.7		14.1		30.7

		こども園		58		10.3		51.7		10.3		27.6

		その他		97		5.2		38.1		6.2		50.5

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		6.1		56.6		8.8		28.5

		幼稚園		935		8.4		63.7		7.1		20.7

		　公立幼稚園		111		3.6		52.3		9.9		34.2

		　私立幼稚園		827		9.1		65.1		6.9		19.0

		保育園		812		4.1		49.8		11.7		34.5

		こども園		121		11.6		47.9		19.0		21.5

		その他		330		2.1		57.0		5.2		35.8

		【神奈川】		725		18.1		54.2		3.3		24.4

		幼稚園		311		13.2		62.7		3.5		20.6

		　公立幼稚園		38		5.3		52.6		10.5		31.6

		　私立幼稚園		273		14.3		64.1		2.6		19.0

		保育園		269		25.7		45.0		2.2		27.1

		こども園		89		23.6		53.9		6.7		15.7

		その他		85		4.7		55.3		1.2		38.8

		【埼玉】		718		15.2		59.1		5.0		20.8

		幼稚園		338		5.0		74.6		6.8		13.6

		　公立幼稚園		49		4.1		71.4		4.1		20.4

		　私立幼稚園		291		5.2		74.9		7.2		12.7

		保育園		250		24.4		46.8		2.8		26.0

		こども園		65		40.0		35.4		9.2		15.4

		その他		88		5.7		53.4		2.3		38.6

		【千葉】		1070		9.3		65.0		6.0		19.7

		幼稚園		561		8.7		75.0		4.5		11.8

		　公立幼稚園		90		5.6		72.2		5.6		16.7

		　私立幼稚園		473		9.3		75.5		4.4		10.8

		保育園		312		12.5		50.3		8.7		28.5

		こども園		125		10.4		64.8		9.6		15.2

		その他		102		2.0		52.0		2.9		43.1

		【茨城・群馬・栃木】		1029		25.7		45.8		9.9		18.7

		幼稚園		309		19.7		58.6		12.6		9.1

		　公立幼稚園		114		14.9		62.3		16.7		6.1

		　私立幼稚園		198		22.2		57.1		10.1		10.6

		保育園		342		30.1		37.4		6.1		26.3

		こども園		340		30.3		42.1		12.4		15.3

		その他		72		9.7		47.2		11.1		31.9

		【大阪】		1542		20.2		49.9		7.7		22.2

		幼稚園		658		14.4		57.6		7.1		20.8

		　公立幼稚園		197		2.5		65.5		6.1		25.9

		　私立幼稚園		462		19.5		54.3		7.6		18.6

		保育園		369		24.4		50.1		4.1		21.4

		こども園		452		29.4		41.6		12.4		16.6

		その他		121		5.8		37.2		4.1		52.9

		【兵庫】		965		17.3		53.7		7.8		21.2

		幼稚園		347		10.7		62.0		7.2		20.2

		　公立幼稚園		142		0.7		73.2		4.2		21.8

		　私立幼稚園		208		17.3		54.8		9.1		18.8

		保育園		242		27.3		45.0		3.7		24.0

		こども園		330		21.8		51.2		13.3		13.6

		その他		102		5.9		47.1		7.8		39.2

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		16.3		51.4		6.9		25.4

		幼稚園		420		9.5		63.1		7.4		20.0

		　公立幼稚園		226		8.0		61.5		7.5		23.0

		　私立幼稚園		194		11.3		64.9		7.2		16.5

		保育園		403		19.6		46.4		6.0		28.0

		こども園		213		25.8		39.4		10.8		23.9

		その他		77		6.5		53.2		1.3		39.0

		【岡山】		279		10.4		55.9		7.9		25.8

		幼稚園		99		9.1		62.6		5.1		23.2

		　公立幼稚園		71		5.6		66.2		7.0		21.1

		　私立幼稚園		28		17.9		53.6		0.0		28.6

		保育園		125		14.4		47.2		10.4		28.0

		こども園		50		8.0		66.0		12.0		14.0

		その他		30		3.3		53.3		6.7		36.7

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		19.4		52.6		5.6		22.5

		幼稚園		728		14.6		58.8		7.4		19.2

		　公立幼稚園		97		7.2		57.7		9.3		25.8

		　私立幼稚園		633		15.6		58.9		7.3		18.2

		保育園		656		22.7		47.9		4.0		25.5

		こども園		257		35.0		44.4		8.2		12.5

		その他		209		6.2		55.5		3.8		34.4

		【新政令市】		604		17.2		49.3		7.3		26.2

		幼稚園		160		8.8		63.1		6.3		21.9

		　公立幼稚園		30		3.3		63.3		6.7		26.7

		　私立幼稚園		130		10.0		63.1		6.2		20.8

		保育園		164		15.9		54.3		2.4		27.4

		こども園		264		24.2		38.3		11.0		26.5

		その他		50		10.0		58.0		6.0		26.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		14.6		49.4		12.4		23.6

		対象になった		1139		16.6		48.6		14.0		20.8

		対象になっていない		191		2.6		54.5		2.6		40.3

		【東北】		1155		14.2		45.9		9.3		30.6

		対象になった		955		16.1		44.5		11.0		28.4

		対象になっていない		200		5.0		52.5		1.0		41.5

		【関東】		5663		12.9		56.2		7.3		23.5

		対象になった		4736		14.7		57.2		8.5		19.5

		対象になっていない		927		3.9		51.0		1.1		44.0

		【東海】		1780		18.2		49.0		7.0		25.7

		対象になった		1559		20.3		48.7		7.9		23.1

		対象になっていない		221		3.6		51.1		0.9		44.3

		【甲信越・北陸】		1111		10.2		49.1		10.1		30.6

		対象になった		916		11.2		46.7		12.2		29.8

		対象になっていない		195		5.1		60.5		0.0		34.4

		【近畿】		3585		18.2		51.4		7.4		22.9

		対象になった		3049		20.8		51.3		8.5		19.4

		対象になっていない		536		3.7		51.7		1.3		43.3

		【中国・四国】		1998		9.6		50.1		11.0		29.4

		対象になった		1619		11.1		49.8		13.2		25.9

		対象になっていない		379		3.2		51.2		1.6		44.1

		【九州】		1940		13.1		50.5		11.1		25.4

		対象になった		1601		15.1		50.2		13.0		21.7

		対象になっていない		339		3.8		51.6		2.1		42.5

		【沖縄】		360		10.8		42.2		11.9		35.0

		対象になった		269		13.4		36.8		16.0		33.8

		対象になっていない		91		3.3		58.2		0.0		38.5

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		6.1		56.6		8.8		28.5

		対象になった		1708		7.3		57.1		10.7		24.9

		対象になっていない		413		1.2		54.5		1.0		43.3

		【神奈川】		725		18.1		54.2		3.3		24.4

		対象になった		599		21.2		55.3		4.0		19.5

		対象になっていない		126		3.2		49.2		0.0		47.6

		【埼玉】		718		15.2		59.1		5.0		20.8

		対象になった		614		16.3		62.1		5.9		15.8

		対象になっていない		104		8.7		41.3		0.0		50.0

		【千葉】		1070		9.3		65.0		6.0		19.7

		対象になった		931		10.0		66.6		6.7		16.8

		対象になっていない		139		5.0		54.0		1.4		39.6

		【茨城・群馬・栃木】		1029		25.7		45.8		9.9		18.7

		対象になった		884		28.6		45.6		11.1		14.7

		対象になっていない		145		7.6		46.9		2.8		42.8

		【大阪】		1542		20.2		49.9		7.7		22.2

		対象になった		1320		22.9		49.8		8.8		18.6

		対象になっていない		222		4.1		50.9		0.9		44.1

		【兵庫】		965		17.3		53.7		7.8		21.2

		対象になった		804		20.1		54.2		9.1		16.5

		対象になっていない		161		3.1		50.9		1.2		44.7

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		16.3		51.4		6.9		25.4

		対象になった		925		18.4		51.0		7.7		22.9

		対象になっていない		153		3.9		53.6		2.0		40.5

		【岡山】		279		10.4		55.9		7.9		25.8

		対象になった		245		11.0		56.7		8.6		23.7

		対象になっていない		34		5.9		50.0		2.9		41.2

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		19.4		52.6		5.6		22.5

		対象になった		1460		22.7		52.6		6.5		18.2

		対象になっていない		317		4.1		52.4		1.6		42.0

		【新政令市】		604		17.2		49.3		7.3		26.2

		対象になった		525		18.3		48.4		8.4		25.0

		対象になっていない		79		10.1		55.7		0.0		34.2

		【利用者】Ｑ１３　幼児教育・保育の無償化の前後で、利用者負担（保育料）は変わりましたか？（ＳＡ）

				総数		負担が減った		変わらない		負担が増えた		分からない

		全体		18922		65.5		21.9		3.5		9.1

		＜地方別＞

		北海道		1330		68.5		20.8		2.7		8.0

		東北		1155		65.7		22.1		3.1		9.1

		関東		5663		65.2		21.8		3.6		9.4

		東海		1780		66.7		21.6		3.7		8.1

		甲信越・北陸		1111		68.8		22.1		2.6		6.6

		近畿		3585		64.2		22.7		4.0		9.1

		中国・四国		1998		65.4		20.2		2.7		11.8

		九州		1940		65.4		22.2		3.9		8.5

		沖縄		360		58.6		28.1		3.3		10.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		60.7		23.4		3.9		12.0

		神奈川		725		66.6		19.3		5.2		8.8

		埼玉		718		70.6		18.7		1.7		9.1

		千葉		1070		67.2		21.9		4.3		6.6

		茨城・群馬・栃木		1029		67.6		22.2		2.6		7.6

		大阪		1542		61.9		23.0		6.0		9.1

		兵庫		965		65.5		22.3		3.2		9.0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		66.2		22.5		2.0		9.2

		岡山		279		69.9		17.2		2.5		10.4

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		61.9		23.5		5.2		9.4

		新政令市		604		68.9		18.2		6.0		7.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		74.8		15.1		4.0		6.1

		　公立幼稚園		1944		75.6		16.6		1.5		6.3

		　私立幼稚園		4888		74.5		14.5		5.0		6.1

		保育園		7007		61.9		26.3		3.1		8.7

		こども園		3999		70.1		19.9		3.7		6.3

		その他		1900		40.2		31.6		2.9		25.3

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		75.6		16.6		1.5		6.3

		私立幼稚園		4888		74.5		14.5		5.0		6.1

		認可保育所		7007		61.9		26.3		3.1		8.7

		認定こども園		3999		70.1		19.9		3.7		6.3

		小規模保育		307		40.7		37.8		4.2		17.3

		家庭的保育		247		20.6		19.8		0.8		58.7

		事業所内保育		190		34.2		39.5		2.1		24.2

		居宅訪問型保育		5		40.0		0.0		0.0		60.0

		障がい児の発達支援		193		70.5		16.6		2.6		10.4

		企業主導型保育		192		42.2		38.5		2.6		16.7

		地方独自の保育施設		105		56.2		27.6		1.9		14.3

		幼稚園類似施設		171		33.9		47.4		5.8		12.9

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		38.3		30.6		2.8		28.3

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		77.0		14.5		3.3		5.1

		対象になっていない		3079		6.3		59.7		4.2		29.8

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		68.5		20.8		2.7		8.0

		幼稚園		487		80.5		11.5		3.1		4.9

		　公立幼稚園		93		76.3		12.9		4.3		6.5

		　私立幼稚園		394		81.5		11.2		2.8		4.6

		保育園		407		62.4		25.3		2.7		9.6

		こども園		369		68.8		23.6		2.4		5.1

		その他		134		47.8		29.9		3.0		19.4

		【東北】		1155		65.7		22.1		3.1		9.1

		幼稚園		294		75.5		16.3		3.4		4.8

		　公立幼稚園		86		70.9		18.6		0.0		10.5

		　私立幼稚園		208		77.4		15.4		4.8		2.4

		保育園		457		62.1		24.7		3.9		9.2

		こども園		369		72.1		19.0		2.2		6.8

		その他		103		36.9		35.0		1.0		27.2

		【関東】		5663		65.2		21.8		3.6		9.4

		幼稚園		2454		73.4		15.7		4.8		6.0

		　公立幼稚園		402		74.1		17.2		1.7		7.0

		　私立幼稚園		2062		73.3		15.4		5.4		5.9

		保育園		1985		61.8		26.7		2.6		8.9

		こども園		740		73.1		16.8		3.2		6.9

		その他		677		40.0		33.2		3.1		23.6

		【東海】		1780		66.7		21.6		3.7		8.1

		幼稚園		623		74.2		15.7		4.0		6.1

		　公立幼稚園		202		75.7		15.8		3.0		5.4

		　私立幼稚園		423		73.5		15.6		4.5		6.4

		保育園		755		63.8		26.1		2.8		7.3

		こども園		328		70.1		19.5		5.5		4.9

		その他		128		40.6		27.3		3.9		28.1

		【甲信越・北陸】		1111		68.8		22.1		2.6		6.6

		幼稚園		255		78.8		15.7		1.2		4.3

		　公立幼稚園		110		78.2		17.3		0.0		4.5

		　私立幼稚園		145		79.3		14.5		2.1		4.1

		保育園		523		69.2		21.8		2.5		6.5

		こども園		284		68.7		21.8		3.9		5.6

		その他		85		36.5		41.2		2.4		20.0

		【近畿】		3585		64.2		22.7		4.0		9.1

		幼稚園		1425		73.4		16.1		3.8		6.7

		　公立幼稚園		565		75.6		17.3		0.9		6.2

		　私立幼稚園		864		72.0		15.2		5.8		7.1

		保育園		1014		57.5		30.4		3.8		8.3

		こども園		995		68.3		21.0		4.9		5.7

		その他		300		33.3		30.7		3.0		33.0

		【中国・四国】		1998		65.4		20.2		2.7		11.8

		幼稚園		702		74.4		13.5		3.3		8.8

		　公立幼稚園		323		76.2		14.9		1.5		7.4

		　私立幼稚園		383		73.1		12.3		4.7		9.9

		保育園		827		62.9		23.9		2.7		10.5

		こども園		431		68.0		19.5		2.6		10.0

		その他		144		33.3		31.3		1.4		34.0

		【九州】		1940		65.4		22.2		3.9		8.5

		幼稚園		539		77.6		14.1		3.7		4.6

		　公立幼稚園		143		76.9		18.9		0.7		3.5

		　私立幼稚園		399		77.9		12.3		4.8		5.0

		保育園		840		61.0		26.5		3.8		8.7

		こども園		425		71.1		20.2		3.8		4.9

		その他		232		47.8		26.3		3.4		22.4

		【沖縄】		360		58.6		28.1		3.3		10.0

		幼稚園		29		82.8		10.3		6.9		0.0

		　公立幼稚園		20		90.0		5.0		5.0		0.0

		　私立幼稚園		10		70.0		20.0		10.0		0.0

		保育園		199		57.3		29.1		4.0		9.5

		こども園		58		74.1		19.0		0.0		6.9

		その他		97		49.5		33.0		3.1		14.4

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		60.7		23.4		3.9		12.0

		幼稚園		935		68.7		16.5		5.5		9.4

		　公立幼稚園		111		74.8		11.7		0.0		13.5

		　私立幼稚園		827		67.8		17.0		6.2		8.9

		保育園		812		59.6		27.7		2.1		10.6

		こども園		121		73.6		12.4		5.8		8.3

		その他		330		40.6		34.8		2.7		21.8

		【神奈川】		725		66.6		19.3		5.2		8.8

		幼稚園		311		79.1		8.7		7.4		4.8

		　公立幼稚園		38		68.4		15.8		2.6		13.2

		　私立幼稚園		273		80.6		7.7		8.1		3.7

		保育園		269		63.9		24.9		3.3		7.8

		こども園		89		65.2		22.5		5.6		6.7

		その他		85		30.6		36.5		7.1		25.9

		【埼玉】		718		70.6		18.7		1.7		9.1

		幼稚園		338		77.8		16.0		1.2		5.0

		　公立幼稚園		49		87.8		6.1		0.0		6.1

		　私立幼稚園		291		76.3		17.5		1.4		4.8

		保育園		250		68.8		20.0		2.4		8.8

		こども園		65		83.1		13.8		1.5		1.5

		その他		88		42.0		28.4		1.1		28.4

		【千葉】		1070		67.2		21.9		4.3		6.6

		幼稚園		561		72.7		18.0		5.7		3.6

		　公立幼稚園		90		63.3		31.1		4.4		1.1

		　私立幼稚園		473		74.4		15.6		5.9		4.0

		保育園		312		63.1		27.9		2.9		6.1

		こども園		125		79.2		14.4		0.8		5.6

		その他		102		38.2		33.3		3.9		24.5

		【茨城・群馬・栃木】		1029		67.6		22.2		2.6		7.6

		幼稚園		309		78.6		16.2		2.6		2.6

		　公立幼稚園		114		78.1		16.7		1.8		3.5

		　私立幼稚園		198		79.3		15.7		3.0		2.0

		保育園		342		58.8		29.5		3.2		8.5

		こども園		340		70.9		18.2		2.9		7.9

		その他		72		48.6		27.8		1.4		22.2

		【大阪】		1542		61.9		23.0		6.0		9.1

		幼稚園		658		71.4		16.7		5.9		5.9

		　公立幼稚園		197		74.1		19.8		2.0		4.1

		　私立幼稚園		462		70.1		15.4		7.8		6.7

		保育園		369		54.5		33.3		5.4		6.8

		こども園		452		63.7		22.8		7.1		6.4

		その他		121		26.4		26.4		3.3		43.8

		【兵庫】		965		65.5		22.3		3.2		9.0

		幼稚園		347		74.4		15.3		2.3		8.1

		　公立幼稚園		142		72.5		19.7		0.0		7.7

		　私立幼稚園		208		76.0		12.0		3.8		8.2

		保育園		242		56.2		30.2		4.5		9.1

		こども園		330		72.4		19.1		3.3		5.2

		その他		102		40.2		33.3		3.9		22.5

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		66.2		22.5		2.0		9.2

		幼稚園		420		75.7		15.7		1.7		6.9

		　公立幼稚園		226		78.8		13.7		0.4		7.1

		　私立幼稚園		194		72.2		18.0		3.1		6.7

		保育園		403		61.0		27.8		2.0		9.2

		こども園		213		71.8		20.2		2.8		5.2

		その他		77		35.1		33.8		1.3		29.9

		【岡山】		279		69.9		17.2		2.5		10.4

		幼稚園		99		69.7		11.1		5.1		14.1

		　公立幼稚園		71		76.1		12.7		5.6		5.6

		　私立幼稚園		28		53.6		7.1		3.6		35.7

		保育園		125		76.8		17.6		0.8		4.8

		こども園		50		72.0		20.0		2.0		6.0

		その他		30		50.0		26.7		0.0		23.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		61.9		23.5		5.2		9.4

		幼稚園		728		72.5		16.3		5.4		5.8

		　公立幼稚園		97		66.0		21.6		2.1		10.3

		　私立幼稚園		633		73.5		15.5		6.0		5.1

		保育園		656		57.2		28.5		4.6		9.8

		こども園		257		67.7		20.6		7.4		4.3

		その他		209		35.4		34.9		3.8		25.8

		【新政令市】		604		68.9		18.2		6.0		7.0

		幼稚園		160		74.4		10.0		6.9		8.8

		　公立幼稚園		30		80.0		10.0		0.0		10.0

		　私立幼稚園		130		73.1		10.0		8.5		8.5

		保育園		164		67.1		23.2		3.7		6.1

		こども園		264		70.8		17.8		6.8		4.5

		その他		50		48.0		28.0		6.0		18.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		68.5		20.8		2.7		8.0

		対象になった		1139		79.2		14.1		2.5		4.2

		対象になっていない		191		4.7		60.7		4.2		30.4

		【東北】		1155		65.7		22.1		3.1		9.1

		対象になった		955		78.3		13.8		2.8		5.0

		対象になっていない		200		5.5		61.5		4.5		28.5

		【関東】		5663		65.2		21.8		3.6		9.4

		対象になった		4736		76.5		14.8		3.6		5.2

		対象になっていない		927		7.8		57.4		3.8		31.1

		【東海】		1780		66.7		21.6		3.7		8.1

		対象になった		1559		74.9		16.4		3.5		5.2

		対象になっていない		221		9.0		57.9		4.5		28.5

		【甲信越・北陸】		1111		68.8		22.1		2.6		6.6

		対象になった		916		82.6		11.4		2.0		4.0

		対象になっていない		195		3.6		72.3		5.6		18.5

		【近畿】		3585		64.2		22.7		4.0		9.1

		対象になった		3049		74.4		16.0		4.1		5.5

		対象になっていない		536		6.3		60.4		3.7		29.5

		【中国・四国】		1998		65.4		20.2		2.7		11.8

		対象になった		1619		79.4		11.6		2.6		6.4

		対象になっていない		379		5.5		56.7		3.2		34.6

		【九州】		1940		65.4		22.2		3.9		8.5

		対象になった		1601		78.4		14.2		3.3		4.1

		対象になっていない		339		4.1		60.2		6.5		29.2

		【沖縄】		360		58.6		28.1		3.3		10.0

		対象になった		269		76.2		17.1		3.7		3.0

		対象になっていない		91		6.6		60.4		2.2		30.8

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		60.7		23.4		3.9		12.0

		対象になった		1708		73.4		15.2		4.0		7.5

		対象になっていない		413		8.5		57.4		3.6		30.5

		【神奈川】		725		66.6		19.3		5.2		8.8

		対象になった		599		79.6		11.2		5.3		3.8

		対象になっていない		126		4.8		57.9		4.8		32.5

		【埼玉】		718		70.6		18.7		1.7		9.1

		対象になった		614		81.1		13.4		1.1		4.4

		対象になっていない		104		8.7		50.0		4.8		36.5

		【千葉】		1070		67.2		21.9		4.3		6.6

		対象になった		931		76.4		15.4		4.5		3.8

		対象になっていない		139		5.8		65.5		2.9		25.9

		【茨城・群馬・栃木】		1029		67.6		22.2		2.6		7.6

		対象になった		884		77.1		16.9		2.5		3.5

		対象になっていない		145		9.7		54.5		3.4		32.4

		【大阪】		1542		61.9		23.0		6.0		9.1

		対象になった		1320		71.3		17.3		6.1		5.3

		対象になっていない		222		6.3		56.8		5.4		31.5

		【兵庫】		965		65.5		22.3		3.2		9.0

		対象になった		804		77.0		14.9		3.4		4.7

		対象になっていない		161		8.1		59.0		2.5		30.4

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		66.2		22.5		2.0		9.2

		対象になった		925		76.4		15.1		1.9		6.5

		対象になっていない		153		4.6		67.3		2.6		25.5

		【岡山】		279		69.9		17.2		2.5		10.4

		対象になった		245		78.4		11.8		2.9		6.9

		対象になっていない		34		8.8		55.9		0.0		35.3

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		61.9		23.5		5.2		9.4

		対象になった		1460		74.3		15.9		5.2		4.6

		対象になっていない		317		4.7		58.7		5.0		31.5

		【新政令市】		604		68.9		18.2		6.0		7.0

		対象になった		525		77.7		12.4		5.7		4.2

		対象になっていない		79		10.1		57.0		7.6		25.3

		【利用者】Ｑ１４　負担が「減った」とご回答の方は、その分のお金を何に使いますか？（ＳＡ）

				総数		貯蓄		習い事など子どもの教育		旅行など		生活費		その他		無回答

		全体		12401		29.7		31.5		1.0		35.1		2.0		0.7

		＜地方別＞

		北海道		911		26.1		28.6		0.7		40.4		3.2		1.0

		東北		759		34.5		24.1		0.4		37.7		2.4		0.9

		関東		3693		28.1		35.0		1.1		33.4		1.7		0.6

		東海		1187		33.7		29.8		1.2		32.7		2.1		0.5

		甲信越・北陸		764		34.4		25.0		1.2		36.9		2.2		0.3

		近畿		2301		26.2		36.2		1.0		33.8		2.2		0.7

		中国・四国		1306		32.2		29.1		1.0		35.5		1.5		0.8

		九州		1269		31.5		27.4		0.9		37.6		1.5		1.0

		沖縄		211		29.9		30.3		0.9		37.0		1.4		0.5

		＜地方詳細＞

		東京		1288		29.2		39.7		0.8		27.7		1.7		0.9

		神奈川		483		25.7		33.5		1.2		36.9		2.5		0.2

		埼玉		507		28.6		32.3		1.4		35.7		2.0		0.0

		千葉		719		27.5		35.6		1.0		34.5		0.8		0.6

		茨城・群馬・栃木		696		28.2		28.9		1.3		38.9		1.9		0.9

		大阪		955		25.1		37.4		0.9		33.9		2.0		0.6

		兵庫		632		27.4		35.9		1.6		32.6		1.6		0.9

		京都・奈良・和歌山・滋賀		714		26.5		34.7		0.7		34.6		3.1		0.4

		岡山		195		33.3		32.8		1.5		29.2		2.1		1.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1100		25.9		34.3		1.6		34.8		2.5		0.8

		新政令市		416		35.3		29.6		0.5		32.2		1.9		0.5

		＜施設別＞

		幼稚園		5089		27.0		36.2		0.9		33.6		1.9		0.5

		　公立幼稚園		1470		26.8		29.7		0.7		40.4		1.8		0.5

		　私立幼稚園		3640		27.1		38.7		1.0		30.9		1.9		0.5

		保育園		4337		32.6		26.1		1.0		37.5		2.0		0.8

		こども園		2804		30.5		31.5		1.1		34.1		2.3		0.6

		その他		763		29.2		29.0		1.4		37.2		1.6		1.6

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1470		26.8		29.7		0.7		40.4		1.8		0.5

		私立幼稚園		3640		27.1		38.7		1.0		30.9		1.9		0.5

		認可保育所		4337		32.6		26.1		1.0		37.5		2.0		0.8

		認定こども園		2804		30.5		31.5		1.1		34.1		2.3		0.6

		小規模保育		125		24.0		28.8		2.4		44.8		0.0		0.0

		家庭的保育		51		25.5		35.3		0.0		37.3		2.0		0.0

		事業所内保育		65		30.8		21.5		1.5		40.0		1.5		4.6

		居宅訪問型保育		2		50.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		136		22.1		29.4		0.7		41.9		3.7		2.2

		企業主導型保育		81		34.6		28.4		0.0		33.3		2.5		1.2

		地方独自の保育施設		59		25.4		28.8		1.7		42.4		0.0		1.7

		幼稚園類似施設		58		36.2		34.5		1.7		24.1		3.4		0.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		204		33.3		27.5		2.0		34.3		1.0		2.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		12207		29.7		31.6		1.0		35.1		2.0		0.6

		対象になっていない		194		30.9		23.7		1.0		37.6		2.1		4.6

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		911		26.1		28.6		0.7		40.4		3.2		1.0

		幼稚園		392		26.0		34.9		0.8		34.9		2.8		0.5

		　公立幼稚園		71		26.8		28.2		1.4		40.8		2.8		0.0

		　私立幼稚園		321		25.9		36.4		0.6		33.6		2.8		0.6

		保育園		254		26.0		18.9		0.0		50.0		3.9		1.2

		こども園		254		26.0		28.7		1.2		39.4		3.5		1.2

		その他		64		25.0		26.6		1.6		43.8		1.6		1.6

		【東北】		759		34.5		24.1		0.4		37.7		2.4		0.9

		幼稚園		222		28.8		38.3		0.0		30.2		2.3		0.5

		　公立幼稚園		61		26.2		34.4		0.0		39.3		0.0		0.0

		　私立幼稚園		161		29.8		39.8		0.0		26.7		3.1		0.6

		保育園		284		38.0		16.5		0.4		41.9		2.5		0.7

		こども園		266		35.0		19.5		0.4		40.2		3.4		1.5

		その他		38		36.8		21.1		2.6		39.5		0.0		0.0

		【関東】		3693		28.1		35.0		1.1		33.4		1.7		0.6

		幼稚園		1802		25.3		40.1		0.9		31.7		1.6		0.3

		　公立幼稚園		298		23.5		31.9		1.3		41.3		1.0		1.0

		　私立幼稚園		1512		25.7		41.5		0.9		30.0		1.7		0.2

		保育園		1226		30.8		30.1		1.5		35.2		1.9		0.7

		こども園		541		30.7		32.0		0.9		33.8		2.0		0.6

		その他		271		31.7		30.3		0.7		33.2		1.5		2.6

		【東海】		1187		33.7		29.8		1.2		32.7		2.1		0.5

		幼稚園		462		30.1		30.7		1.3		34.6		2.4		0.9

		　公立幼稚園		153		29.4		24.8		0.0		42.5		2.6		0.7

		　私立幼稚園		311		30.9		33.4		1.9		30.5		2.3		1.0

		保育園		482		35.9		29.0		1.7		31.1		1.9		0.4

		こども園		230		37.8		29.1		0.0		30.9		2.2		0.0

		その他		52		28.8		28.8		1.9		40.4		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		764		34.4		25.0		1.2		36.9		2.2		0.3

		幼稚園		201		32.3		29.9		1.0		33.8		2.5		0.5

		　公立幼稚園		86		33.7		18.6		0.0		44.2		3.5		0.0

		　私立幼稚園		115		31.3		38.3		1.7		26.1		1.7		0.9

		保育園		362		36.2		20.2		1.1		40.1		2.2		0.3

		こども園		195		33.8		28.2		1.5		34.4		2.1		0.0

		その他		31		25.8		29.0		3.2		41.9		0.0		0.0

		【近畿】		2301		26.2		36.2		1.0		33.8		2.2		0.7

		幼稚園		1046		24.1		37.6		0.6		35.0		2.1		0.7

		　公立幼稚園		427		24.6		33.7		0.9		38.4		1.9		0.5

		　私立幼稚園		622		23.6		40.2		0.3		32.8		2.3		0.8

		保育園		583		31.9		31.2		0.9		33.4		1.9		0.7

		こども園		680		24.1		39.3		1.6		32.1		2.6		0.3

		その他		100		26.0		35.0		2.0		33.0		2.0		2.0

		【中国・四国】		1306		32.2		29.1		1.0		35.5		1.5		0.8

		幼稚園		522		30.5		33.5		0.8		33.5		1.3		0.4

		　公立幼稚園		246		31.7		30.1		0.4		36.2		1.6		0.0

		　私立幼稚園		280		29.6		36.4		1.1		31.1		1.1		0.7

		保育園		520		35.0		22.1		0.6		39.2		1.7		1.3

		こども園		293		33.8		31.4		2.4		30.7		1.0		0.7

		その他		48		25.0		22.9		0.0		47.9		2.1		2.1

		【九州】		1269		31.5		27.4		0.9		37.6		1.5		1.0

		幼稚園		418		30.4		28.5		1.4		37.3		1.4		1.0

		　公立幼稚園		110		26.4		20.9		0.0		49.1		1.8		1.8

		　私立幼稚園		311		31.8		31.2		1.9		33.1		1.3		0.6

		保育園		512		31.3		24.4		0.8		41.2		1.4		1.0

		こども園		302		32.5		29.1		0.3		35.4		1.7		1.0

		その他		111		27.9		29.7		1.8		36.9		2.7		0.9

		【沖縄】		211		29.9		30.3		0.9		37.0		1.4		0.5

		幼稚園		24		33.3		29.2		4.2		33.3		0.0		0.0

		　公立幼稚園		18		16.7		33.3		5.6		44.4		0.0		0.0

		　私立幼稚園		7		71.4		14.3		0.0		14.3		0.0		0.0

		保育園		114		28.1		29.8		0.0		39.5		1.8		0.9

		こども園		43		37.2		34.9		0.0		27.9		0.0		0.0

		その他		48		31.3		22.9		2.1		41.7		2.1		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		1288		29.2		39.7		0.8		27.7		1.7		0.9

		幼稚園		642		27.6		45.3		0.6		24.6		1.4		0.5

		　公立幼稚園		83		18.1		47.0		1.2		31.3		1.2		1.2

		　私立幼稚園		561		28.9		44.9		0.7		23.7		1.4		0.4

		保育園		484		31.2		32.9		1.4		31.4		1.9		1.2

		こども園		89		27.0		38.2		0.0		29.2		5.6		0.0

		その他		134		32.8		33.6		0.0		29.9		1.5		2.2

		【神奈川】		483		25.7		33.5		1.2		36.9		2.5		0.2

		幼稚園		246		19.5		36.2		0.4		41.1		2.8		0.0

		　公立幼稚園		26		34.6		15.4		0.0		46.2		3.8		0.0

		　私立幼稚園		220		17.7		38.6		0.5		40.5		2.7		0.0

		保育園		172		34.3		29.1		2.3		32.6		1.7		0.0

		こども園		58		25.9		37.9		0.0		32.8		1.7		1.7

		その他		26		19.2		38.5		3.8		30.8		3.8		3.8

		【埼玉】		507		28.6		32.3		1.4		35.7		2.0		0.0

		幼稚園		263		29.3		36.1		1.9		31.2		1.5		0.0

		　公立幼稚園		43		25.6		34.9		7.0		32.6		0.0		0.0

		　私立幼稚園		222		30.2		36.0		0.9		31.1		1.8		0.0

		保育園		172		26.2		27.3		1.2		42.4		2.9		0.0

		こども園		54		29.6		33.3		0.0		37.0		0.0		0.0

		その他		37		32.4		24.3		2.7		37.8		2.7		0.0

		【千葉】		719		27.5		35.6		1.0		34.5		0.8		0.6

		幼稚園		408		24.3		41.4		1.0		31.9		1.2		0.2

		　公立幼稚園		57		21.1		29.8		0.0		47.4		0.0		1.8

		　私立幼稚園		352		24.7		43.5		1.1		29.3		1.4		0.0

		保育園		197		32.5		27.9		1.5		37.1		0.5		0.5

		こども園		99		32.3		32.3		0.0		34.3		0.0		1.0

		その他		39		28.2		25.6		0.0		43.6		0.0		2.6

		【茨城・群馬・栃木】		696		28.2		28.9		1.3		38.9		1.9		0.9

		幼稚園		243		22.6		32.1		1.2		41.6		1.6		0.8

		　公立幼稚園		89		25.8		22.5		0.0		49.4		1.1		1.1

		　私立幼稚園		157		21.0		36.9		1.9		37.6		1.9		0.6

		保育園		201		28.9		28.9		1.0		38.3		2.5		0.5

		こども園		241		32.8		27.8		2.1		34.9		2.1		0.4

		その他		35		40.0		22.9		0.0		31.4		0.0		5.7

		【大阪】		955		25.1		37.4		0.9		33.9		2.0		0.6

		幼稚園		470		23.2		39.1		0.2		34.7		1.9		0.9

		　公立幼稚園		146		24.7		32.9		0.7		40.4		0.7		0.7

		　私立幼稚園		324		22.5		42.0		0.0		32.1		2.5		0.9

		保育園		201		35.8		32.3		0.5		29.4		2.0		0.0

		こども園		288		22.2		38.5		2.4		34.4		2.1		0.3

		その他		32		9.4		40.6		0.0		46.9		0.0		3.1

		【兵庫】		632		27.4		35.9		1.6		32.6		1.6		0.9

		幼稚園		258		21.7		39.5		1.2		36.0		1.2		0.4

		　公立幼稚園		103		24.3		35.9		1.0		38.8		0.0		0.0

		　私立幼稚園		158		19.6		41.8		1.3		34.8		1.9		0.6

		保育園		136		35.3		27.9		0.7		32.4		1.5		2.2

		こども園		239		26.8		39.3		1.7		29.7		2.1		0.4

		その他		41		39.0		34.1		4.9		19.5		0.0		2.4

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		714		26.5		34.7		0.7		34.6		3.1		0.4

		幼稚園		318		27.4		33.6		0.6		34.6		3.1		0.6

		　公立幼稚園		178		24.7		33.1		1.1		36.5		3.9		0.6

		　私立幼稚園		140		30.7		34.3		0.0		32.1		2.1		0.7

		保育園		246		26.8		32.1		1.2		37.4		2.0		0.4

		こども園		153		23.5		40.5		0.0		31.4		4.6		0.0

		その他		27		25.9		29.6		0.0		37.0		7.4		0.0

		【岡山】		195		33.3		32.8		1.5		29.2		2.1		1.0

		幼稚園		69		26.1		37.7		1.4		30.4		2.9		1.4

		　公立幼稚園		54		25.9		37.0		0.0		33.3		3.7		0.0

		　私立幼稚園		15		26.7		40.0		6.7		20.0		0.0		6.7

		保育園		96		38.5		28.1		1.0		30.2		1.0		1.0

		こども園		36		33.3		33.3		5.6		25.0		2.8		0.0

		その他		15		33.3		6.7		0.0		46.7		6.7		6.7

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1100		25.9		34.3		1.6		34.8		2.5		0.8

		幼稚園		528		23.7		38.6		1.3		33.5		2.3		0.6

		　公立幼稚園		64		21.9		35.9		0.0		40.6		1.6		0.0

		　私立幼稚園		465		24.1		38.9		1.5		32.5		2.4		0.6

		保育園		375		29.6		26.1		1.1		38.4		4.0		0.8

		こども園		174		24.7		37.9		2.9		31.6		1.7		1.1

		その他		74		24.3		28.4		4.1		41.9		0.0		1.4

		【新政令市】		416		35.3		29.6		0.5		32.2		1.9		0.5

		幼稚園		119		26.1		37.8		0.8		29.4		5.0		0.8

		　公立幼稚園		24		29.2		25.0		0.0		29.2		12.5		4.2

		　私立幼稚園		95		25.3		41.1		1.1		29.5		3.2		0.0

		保育園		110		35.5		24.5		1.8		36.4		0.9		0.9

		こども園		187		42.8		26.7		0.0		29.9		0.5		0.0

		その他		24		25.0		29.2		0.0		37.5		4.2		4.2

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		911		26.1		28.6		0.7		40.4		3.2		1.0

		対象になった		902		26.2		28.7		0.7		40.5		3.2		0.8

		対象になっていない		9		22.2		22.2		0.0		33.3		0.0		22.2

		【東北】		759		34.5		24.1		0.4		37.7		2.4		0.9

		対象になった		748		34.8		24.3		0.4		37.2		2.4		0.9

		対象になっていない		11		18.2		9.1		0.0		72.7		0.0		0.0

		【関東】		3693		28.1		35.0		1.1		33.4		1.7		0.6

		対象になった		3621		28.3		35.0		1.1		33.4		1.7		0.6

		対象になっていない		72		22.2		34.7		0.0		37.5		1.4		4.2

		【東海】		1187		33.7		29.8		1.2		32.7		2.1		0.5

		対象になった		1167		33.4		30.2		1.2		32.6		2.1		0.5

		対象になっていない		20		50.0		10.0		0.0		40.0		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		764		34.4		25.0		1.2		36.9		2.2		0.3

		対象になった		757		34.2		25.2		1.2		36.9		2.2		0.3

		対象になっていない		7		57.1		0.0		0.0		42.9		0.0		0.0

		【近畿】		2301		26.2		36.2		1.0		33.8		2.2		0.7

		対象になった		2267		26.2		36.3		1.0		33.7		2.2		0.7

		対象になっていない		34		23.5		26.5		5.9		41.2		2.9		0.0

		【中国・四国】		1306		32.2		29.1		1.0		35.5		1.5		0.8

		対象になった		1285		31.8		29.3		1.0		35.7		1.4		0.7

		対象になっていない		21		52.4		14.3		0.0		19.0		4.8		9.5

		【九州】		1269		31.5		27.4		0.9		37.6		1.5		1.0

		対象になった		1255		31.5		27.5		1.0		37.7		1.4		1.0

		対象になっていない		14		35.7		21.4		0.0		28.6		7.1		7.1

		【沖縄】		211		29.9		30.3		0.9		37.0		1.4		0.5

		対象になった		205		29.8		30.7		1.0		37.1		1.5		0.0

		対象になっていない		6		33.3		16.7		0.0		33.3		0.0		16.7

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		1288		29.2		39.7		0.8		27.7		1.7		0.9

		対象になった		1253		29.4		39.6		0.8		27.8		1.7		0.8

		対象になっていない		35		22.9		42.9		0.0		25.7		2.9		5.7

		【神奈川】		483		25.7		33.5		1.2		36.9		2.5		0.2

		対象になった		477		25.6		33.5		1.3		36.9		2.5		0.2

		対象になっていない		6		33.3		33.3		0.0		33.3		0.0		0.0

		【埼玉】		507		28.6		32.3		1.4		35.7		2.0		0.0

		対象になった		498		28.7		32.3		1.4		35.5		2.0		0.0

		対象になっていない		9		22.2		33.3		0.0		44.4		0.0		0.0

		【千葉】		719		27.5		35.6		1.0		34.5		0.8		0.6

		対象になった		711		27.7		35.6		1.0		34.5		0.8		0.4

		対象になっていない		8		12.5		37.5		0.0		37.5		0.0		12.5

		【茨城・群馬・栃木】		696		28.2		28.9		1.3		38.9		1.9		0.9

		対象になった		682		28.3		29.2		1.3		38.4		1.9		0.9

		対象になっていない		14		21.4		14.3		0.0		64.3		0.0		0.0

		【大阪】		955		25.1		37.4		0.9		33.9		2.0		0.6

		対象になった		941		25.3		37.6		0.7		33.7		2.0		0.6

		対象になっていない		14		14.3		21.4		14.3		50.0		0.0		0.0

		【兵庫】		632		27.4		35.9		1.6		32.6		1.6		0.9

		対象になった		619		27.5		35.9		1.6		32.6		1.5		1.0

		対象になっていない		13		23.1		38.5		0.0		30.8		7.7		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		714		26.5		34.7		0.7		34.6		3.1		0.4

		対象になった		707		26.3		34.9		0.7		34.5		3.1		0.4

		対象になっていない		7		42.9		14.3		0.0		42.9		0.0		0.0

		【岡山】		195		33.3		32.8		1.5		29.2		2.1		1.0

		対象になった		192		33.3		32.8		1.6		29.2		2.1		1.0

		対象になっていない		3		33.3		33.3		0.0		33.3		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1100		25.9		34.3		1.6		34.8		2.5		0.8

		対象になった		1085		25.6		34.4		1.7		35.1		2.6		0.6

		対象になっていない		15		46.7		26.7		0.0		13.3		0.0		13.3

		【新政令市】		416		35.3		29.6		0.5		32.2		1.9		0.5

		対象になった		408		35.3		29.9		0.5		31.9		2.0		0.5

		対象になっていない		8		37.5		12.5		0.0		50.0		0.0		0.0

		【利用者】Ｑ１５　負担が「増えた」とご回答の方へのご質問です。　負担が増えることについて、施設から納得できる説明はありましたか？（ＳＡ）

				総数		説明があり納得した		説明はあったが納得できない		説明がない		その他		無回答

		全体		658		34.5		31.5		18.2		9.7		6.1

		＜地方別＞

		北海道		36		13.9		38.9		11.1		25.0		11.1

		東北		36		47.2		25.0		11.1		8.3		8.3

		関東		206		33.5		34.5		22.3		5.3		4.4

		東海		65		33.8		24.6		21.5		16.9		3.1

		甲信越・北陸		29		27.6		31.0		24.1		10.3		6.9

		近畿		145		30.3		35.2		16.6		14.5		3.4

		中国・四国		54		44.4		22.2		16.7		7.4		9.3

		九州		75		46.7		29.3		13.3		2.7		8.0

		沖縄		12		25.0		25.0		16.7		0.0		33.3

		＜地方詳細＞

		東京		83		26.5		36.1		22.9		8.4		6.0

		神奈川		38		26.3		44.7		23.7		0.0		5.3

		埼玉		12		25.0		33.3		25.0		16.7		0.0

		千葉		46		41.3		26.1		26.1		4.3		2.2

		茨城・群馬・栃木		27		55.6		29.6		11.1		0.0		3.7

		大阪		92		35.9		35.9		16.3		10.9		1.1

		兵庫		31		25.8		41.9		6.5		16.1		9.7

		京都・奈良・和歌山・滋賀		22		13.6		22.7		31.8		27.3		4.5

		岡山		7		57.1		42.9		0.0		0.0		0.0

		＜政令市＞

		旧政令市		92		31.5		37.0		16.3		12.0		3.3

		新政令市		36		38.9		36.1		5.6		16.7		2.8

		＜施設別＞

		幼稚園		270		40.7		31.9		15.9		7.0		4.4

		　公立幼稚園		29		55.2		24.1		10.3		3.4		6.9

		　私立幼稚園		242		38.8		33.1		16.5		7.4		4.1

		保育園		216		27.3		29.6		23.6		12.5		6.9

		こども園		146		30.8		33.6		16.4		11.6		7.5

		その他		55		30.9		41.8		14.5		7.3		5.5

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		29		55.2		24.1		10.3		3.4		6.9

		私立幼稚園		242		38.8		33.1		16.5		7.4		4.1

		認可保育所		216		27.3		29.6		23.6		12.5		6.9

		認定こども園		146		30.8		33.6		16.4		11.6		7.5

		小規模保育		13		15.4		46.2		23.1		7.7		7.7

		家庭的保育		2		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		事業所内保育		4		25.0		50.0		0.0		0.0		25.0

		居宅訪問型保育		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		5		20.0		60.0		0.0		20.0		0.0

		企業主導型保育		5		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0

		地方独自の保育施設		2		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		幼稚園類似施設		10		60.0		20.0		10.0		10.0		0.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		15		46.7		46.7		6.7		0.0		0.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		529		36.3		32.7		16.1		9.3		5.7

		対象になっていない		129		27.1		26.4		27.1		11.6		7.8

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		36		13.9		38.9		11.1		25.0		11.1

		幼稚園		15		20.0		40.0		6.7		20.0		13.3

		　公立幼稚園		4		50.0		0.0		0.0		25.0		25.0

		　私立幼稚園		11		9.1		54.5		9.1		18.2		9.1

		保育園		11		18.2		36.4		18.2		18.2		9.1

		こども園		9		0.0		22.2		33.3		33.3		11.1

		その他		4		0.0		50.0		0.0		50.0		0.0

		【東北】		36		47.2		25.0		11.1		8.3		8.3

		幼稚園		10		50.0		20.0		0.0		10.0		20.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		10		50.0		20.0		0.0		10.0		20.0

		保育園		18		38.9		27.8		16.7		11.1		5.6

		こども園		8		62.5		25.0		12.5		0.0		0.0

		その他		1		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		【関東】		206		33.5		34.5		22.3		5.3		4.4

		幼稚園		118		36.4		31.4		23.7		5.9		2.5

		　公立幼稚園		7		28.6		42.9		28.6		0.0		0.0

		　私立幼稚園		111		36.9		30.6		23.4		6.3		2.7

		保育園		52		19.2		36.5		30.8		7.7		5.8

		こども園		24		33.3		50.0		4.2		0.0		12.5

		その他		21		42.9		42.9		14.3		0.0		0.0

		【東海】		65		33.8		24.6		21.5		16.9		3.1

		幼稚園		25		48.0		24.0		20.0		4.0		4.0

		　公立幼稚園		6		66.7		16.7		16.7		0.0		0.0

		　私立幼稚園		19		42.1		26.3		21.1		5.3		5.3

		保育園		21		28.6		14.3		33.3		23.8		0.0

		こども園		18		22.2		33.3		11.1		27.8		5.6

		その他		5		0.0		60.0		20.0		20.0		0.0

		【甲信越・北陸】		29		27.6		31.0		24.1		10.3		6.9

		幼稚園		3		66.7		33.3		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		3		66.7		33.3		0.0		0.0		0.0

		保育園		13		23.1		38.5		15.4		15.4		7.7

		こども園		11		27.3		18.2		36.4		9.1		9.1

		その他		2		0.0		50.0		50.0		0.0		0.0

		【近畿】		145		30.3		35.2		16.6		14.5		3.4

		幼稚園		54		40.7		38.9		9.3		11.1		0.0

		　公立幼稚園		5		80.0		20.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		50		36.0		42.0		10.0		12.0		0.0

		保育園		39		23.1		25.6		25.6		23.1		2.6

		こども園		49		26.5		38.8		18.4		10.2		6.1

		その他		9		0.0		66.7		11.1		11.1		11.1

		【中国・四国】		54		44.4		22.2		16.7		7.4		9.3

		幼稚園		23		60.9		21.7		8.7		4.3		4.3

		　公立幼稚園		5		60.0		40.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		18		61.1		16.7		11.1		5.6		5.6

		保育園		22		27.3		31.8		22.7		9.1		9.1

		こども園		11		45.5		0.0		18.2		18.2		18.2

		その他		2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【九州】		75		46.7		29.3		13.3		2.7		8.0

		幼稚園		20		45.0		35.0		10.0		0.0		10.0

		　公立幼稚園		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		19		42.1		36.8		10.5		0.0		10.5

		保育園		32		46.9		25.0		12.5		3.1		12.5

		こども園		16		43.8		37.5		12.5		6.3		0.0

		その他		8		50.0		25.0		25.0		0.0		0.0

		【沖縄】		12		25.0		25.0		16.7		0.0		33.3

		幼稚園		2		0.0		50.0		0.0		0.0		50.0

		　公立幼稚園		1		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		8		12.5		37.5		25.0		0.0		25.0

		こども園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		3		66.7		0.0		0.0		0.0		33.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		83		26.5		36.1		22.9		8.4		6.0

		幼稚園		51		31.4		29.4		25.5		9.8		3.9

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		51		31.4		29.4		25.5		9.8		3.9

		保育園		17		17.6		35.3		29.4		11.8		5.9

		こども園		7		0.0		71.4		0.0		0.0		28.6

		その他		9		33.3		55.6		11.1		0.0		0.0

		【神奈川】		38		26.3		44.7		23.7		0.0		5.3

		幼稚園		23		30.4		52.2		13.0		0.0		4.3

		　公立幼稚園		1		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		22		31.8		54.5		9.1		0.0		4.5

		保育園		9		0.0		22.2		66.7		0.0		11.1

		こども園		5		20.0		80.0		0.0		0.0		0.0

		その他		6		50.0		16.7		33.3		0.0		0.0

		【埼玉】		12		25.0		33.3		25.0		16.7		0.0

		幼稚園		4		25.0		25.0		25.0		25.0		0.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		4		25.0		25.0		25.0		25.0		0.0

		保育園		6		16.7		33.3		33.3		16.7		0.0

		こども園		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		その他		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【千葉】		46		41.3		26.1		26.1		4.3		2.2

		幼稚園		32		46.9		15.6		34.4		3.1		0.0

		　公立幼稚園		4		25.0		50.0		25.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		28		50.0		10.7		35.7		3.6		0.0

		保育園		9		22.2		44.4		11.1		11.1		11.1

		こども園		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		その他		4		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		27		55.6		29.6		11.1		0.0		3.7

		幼稚園		8		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		2		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		6		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		11		36.4		45.5		18.2		0.0		0.0

		こども園		10		70.0		10.0		10.0		0.0		10.0

		その他		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【大阪】		92		35.9		35.9		16.3		10.9		1.1

		幼稚園		39		38.5		41.0		10.3		10.3		0.0

		　公立幼稚園		4		75.0		25.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		36		33.3		44.4		11.1		11.1		0.0

		保育園		20		30.0		20.0		25.0		20.0		5.0

		こども園		32		37.5		37.5		18.8		6.3		0.0

		その他		4		0.0		75.0		25.0		0.0		0.0

		【兵庫】		31		25.8		41.9		6.5		16.1		9.7

		幼稚園		8		62.5		25.0		0.0		12.5		0.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		8		62.5		25.0		0.0		12.5		0.0

		保育園		11		18.2		54.5		18.2		9.1		0.0

		こども園		11		9.1		54.5		0.0		18.2		18.2

		その他		4		0.0		50.0		0.0		25.0		25.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		22		13.6		22.7		31.8		27.3		4.5

		幼稚園		7		28.6		42.9		14.3		14.3		0.0

		　公立幼稚園		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		6		16.7		50.0		16.7		16.7		0.0

		保育園		8		12.5		0.0		37.5		50.0		0.0

		こども園		6		0.0		16.7		50.0		16.7		16.7

		その他		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【岡山】		7		57.1		42.9		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		5		60.0		40.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		4		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		92		31.5		37.0		16.3		12.0		3.3

		幼稚園		39		33.3		41.0		12.8		10.3		2.6

		　公立幼稚園		2		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		38		31.6		42.1		13.2		10.5		2.6

		保育園		30		33.3		16.7		30.0		13.3		6.7

		こども園		19		31.6		57.9		5.3		5.3		0.0

		その他		8		0.0		50.0		25.0		25.0		0.0

		【新政令市】		36		38.9		36.1		5.6		16.7		2.8

		幼稚園		11		45.5		36.4		9.1		9.1		0.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		11		45.5		36.4		9.1		9.1		0.0

		保育園		6		50.0		33.3		0.0		16.7		0.0

		こども園		18		33.3		33.3		5.6		22.2		5.6

		その他		3		0.0		66.7		0.0		33.3		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		36		13.9		38.9		11.1		25.0		11.1

		対象になった		28		14.3		39.3		10.7		25.0		10.7

		対象になっていない		8		12.5		37.5		12.5		25.0		12.5

		【東北】		36		47.2		25.0		11.1		8.3		8.3

		対象になった		27		51.9		22.2		7.4		7.4		11.1

		対象になっていない		9		33.3		33.3		22.2		11.1		0.0

		【関東】		206		33.5		34.5		22.3		5.3		4.4

		対象になった		171		34.5		35.7		19.9		5.3		4.7

		対象になっていない		35		28.6		28.6		34.3		5.7		2.9

		【東海】		65		33.8		24.6		21.5		16.9		3.1

		対象になった		55		34.5		25.5		20.0		16.4		3.6

		対象になっていない		10		30.0		20.0		30.0		20.0		0.0

		【甲信越・北陸】		29		27.6		31.0		24.1		10.3		6.9

		対象になった		18		22.2		33.3		27.8		11.1		5.6

		対象になっていない		11		36.4		27.3		18.2		9.1		9.1

		【近畿】		145		30.3		35.2		16.6		14.5		3.4

		対象になった		125		32.8		36.8		13.6		12.8		4.0

		対象になっていない		20		15.0		25.0		35.0		25.0		0.0

		【中国・四国】		54		44.4		22.2		16.7		7.4		9.3

		対象になった		42		47.6		23.8		16.7		7.1		4.8

		対象になっていない		12		33.3		16.7		16.7		8.3		25.0

		【九州】		75		46.7		29.3		13.3		2.7		8.0

		対象になった		53		52.8		32.1		7.5		1.9		5.7

		対象になっていない		22		31.8		22.7		27.3		4.5		13.6

		【沖縄】		12		25.0		25.0		16.7		0.0		33.3

		対象になった		10		30.0		20.0		20.0		0.0		30.0

		対象になっていない		2		0.0		50.0		0.0		0.0		50.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		83		26.5		36.1		22.9		8.4		6.0

		対象になった		68		29.4		36.8		19.1		8.8		5.9

		対象になっていない		15		13.3		33.3		40.0		6.7		6.7

		【神奈川】		38		26.3		44.7		23.7		0.0		5.3

		対象になった		32		25.0		50.0		18.8		0.0		6.3

		対象になっていない		6		33.3		16.7		50.0		0.0		0.0

		【埼玉】		12		25.0		33.3		25.0		16.7		0.0

		対象になった		7		28.6		28.6		28.6		14.3		0.0

		対象になっていない		5		20.0		40.0		20.0		20.0		0.0

		【千葉】		46		41.3		26.1		26.1		4.3		2.2

		対象になった		42		40.5		26.2		26.2		4.8		2.4

		対象になっていない		4		50.0		25.0		25.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		27		55.6		29.6		11.1		0.0		3.7

		対象になった		22		54.5		31.8		9.1		0.0		4.5

		対象になっていない		5		60.0		20.0		20.0		0.0		0.0

		【大阪】		92		35.9		35.9		16.3		10.9		1.1

		対象になった		80		37.5		38.8		11.3		11.3		1.3

		対象になっていない		12		25.0		16.7		50.0		8.3		0.0

		【兵庫】		31		25.8		41.9		6.5		16.1		9.7

		対象になった		27		29.6		44.4		7.4		7.4		11.1

		対象になっていない		4		0.0		25.0		0.0		75.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		22		13.6		22.7		31.8		27.3		4.5

		対象になった		18		16.7		16.7		33.3		27.8		5.6

		対象になっていない		4		0.0		50.0		25.0		25.0		0.0

		【岡山】		7		57.1		42.9		0.0		0.0		0.0

		対象になった		7		57.1		42.9		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		92		31.5		37.0		16.3		12.0		3.3

		対象になった		76		32.9		36.8		13.2		14.5		2.6

		対象になっていない		16		25.0		37.5		31.3		0.0		6.3

		【新政令市】		36		38.9		36.1		5.6		16.7		2.8

		対象になった		30		33.3		40.0		3.3		20.0		3.3

		対象になっていない		6		66.7		16.7		16.7		0.0		0.0

		【利用者】Ｑ１６　幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（ＭＡ）

				総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

		全体		18922		36.6		50.1		13.0		38.8		30.9		27.4		23.9		5.4		7.3		2.28

		＜地方別＞

		北海道		1330		33.9		43.2		13.6		39.5		34.1		31.5		27.4		6.3		7.0		2.30

		東北		1155		32.6		43.7		13.2		45.3		27.2		26.5		25.0		6.1		7.9		2.21

		関東		5663		38.3		53.0		15.6		36.4		30.7		26.8		24.1		5.6		7.6		2.33

		東海		1780		31.7		48.7		11.3		36.7		30.0		31.0		25.3		6.2		9.3		2.24

		甲信越・北陸		1111		26.6		49.7		10.8		41.3		30.1		28.2		24.5		5.3		7.3		2.18

		近畿		3585		37.0		55.3		12.5		36.7		34.8		24.7		20.9		4.0		6.6		2.29

		中国・四国		1998		38.3		47.9		10.7		38.8		25.7		27.8		23.1		6.2		7.6		2.20

		九州		1940		39.1		45.4		10.7		42.5		30.3		27.5		24.2		5.3		6.1		2.26

		沖縄		360		60.0		44.4		15.6		55.0		34.7		30.6		26.1		3.1		6.4		2.73

		＜地方詳細＞

		東京		2121		41.6		58.8		20.0		35.0		23.8		30.6		25.7		4.6		10.4		2.46

		神奈川		725		40.1		51.9		16.8		31.6		30.9		26.1		24.4		6.3		8.1		2.30

		埼玉		718		37.5		48.7		10.2		35.1		30.8		25.9		22.6		6.5		6.5		2.17

		千葉		1070		37.1		48.7		14.3		39.0		36.4		22.3		20.6		6.8		4.9		2.23

		茨城・群馬・栃木		1029		32.2		49.4		10.5		41.1		39.1		24.9		25.5		5.3		5.0		2.28

		大阪		1542		38.1		56.5		12.8		33.1		34.4		24.8		20.2		3.7		6.9		2.27

		兵庫		965		44.0		55.0		12.7		38.9		35.5		21.9		20.4		3.8		5.4		2.34

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		29.3		53.8		12.0		40.0		34.6		27.0		22.4		4.6		7.3		2.26

		岡山		279		44.1		55.2		7.9		32.3		31.2		26.5		21.5		5.4		5.0		2.24

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		42.3		51.1		15.5		39.4		31.9		27.2		23.0		3.9		7.5		2.38

		新政令市		604		42.2		55.3		11.4		38.9		34.8		28.6		21.4		5.3		7.1		2.40

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		33.0		51.9		14.8		30.6		33.6		28.1		23.5		6.4		6.9		2.22

		　公立幼稚園		1944		34.0		53.4		12.2		31.3		30.3		26.7		23.9		5.9		6.2		2.18

		　私立幼稚園		4888		32.8		51.4		15.9		30.4		34.9		28.6		23.4		6.5		7.1		2.25

		保育園		7007		40.3		49.9		9.9		44.4		27.9		26.8		23.8		4.7		7.6		2.31

		こども園		3999		33.2		49.3		11.2		39.4		34.5		27.6		24.9		6.0		7.3		2.27

		その他		1900		46.0		46.0		22.4		49.4		24.7		29.6		24.6		2.2		8.2		2.51

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		34.0		53.4		12.2		31.3		30.3		26.7		23.9		5.9		6.2		2.18

		私立幼稚園		4888		32.8		51.4		15.9		30.4		34.9		28.6		23.4		6.5		7.1		2.25

		認可保育所		7007		40.3		49.9		9.9		44.4		27.9		26.8		23.8		4.7		7.6		2.31

		認定こども園		3999		33.2		49.3		11.2		39.4		34.5		27.6		24.9		6.0		7.3		2.27

		小規模保育		307		54.7		46.9		13.0		55.0		24.4		21.5		17.9		2.0		6.8		2.40

		家庭的保育		247		45.7		51.0		19.4		56.3		30.8		21.9		21.9		1.6		5.7		2.53

		事業所内保育		190		42.6		43.2		16.3		54.7		32.1		22.1		19.5		2.1		3.7		2.34

		居宅訪問型保育		5		40.0		60.0		20.0		80.0		40.0		40.0		20.0		0.0		0.0		3.00

		障がい児の発達支援		193		34.2		40.9		13.0		23.8		24.4		84.5		48.7		0.0		6.2		2.76

		企業主導型保育		192		59.4		44.8		10.4		60.9		21.9		24.0		22.9		1.0		8.9		2.53

		地方独自の保育施設		105		39.0		52.4		10.5		48.6		28.6		29.5		28.6		2.9		7.6		2.45

		幼稚園類似施設		171		24.0		43.3		66.7		21.6		17.0		30.4		31.6		2.3		10.5		2.45

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		51.0		45.6		27.8		54.8		22.1		23.1		21.2		3.4		11.4		2.57

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		34.9		51.5		12.5		34.5		32.6		28.5		24.4		5.8		7.2		2.26

		対象になっていない		3079		45.6		43.1		15.8		60.8		22.1		21.9		21.0		3.6		7.9		2.38

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		33.9		43.2		13.6		39.5		34.1		31.5		27.4		6.3		7.0		2.30

		幼稚園		487		32.2		43.3		15.8		31.2		36.1		34.3		29.8		6.4		8.2		2.31

		　公立幼稚園		93		21.5		38.7		21.5		38.7		32.3		24.7		21.5		9.7		10.8		2.10

		　私立幼稚園		394		34.8		44.4		14.5		29.4		37.1		36.5		31.7		5.6		7.6		2.36

		保育園		407		38.1		45.2		12.5		46.4		30.2		27.8		24.8		6.9		4.4		2.29

		こども園		369		28.2		41.7		10.8		36.3		38.5		30.4		26.3		6.8		8.7		2.21

		その他		134		44.0		44.0		15.7		54.5		28.4		40.3		32.8		2.2		7.5		2.67

		【東北】		1155		32.6		43.7		13.2		45.3		27.2		26.5		25.0		6.1		7.9		2.21

		幼稚園		294		29.3		51.0		16.7		38.4		28.9		25.5		22.4		5.8		5.8		2.18

		　公立幼稚園		86		38.4		45.3		10.5		45.3		25.6		26.7		30.2		2.3		2.3		2.24

		　私立幼稚園		208		25.5		53.4		19.2		35.6		30.3		25.0		19.2		7.2		7.2		2.15

		保育園		457		36.1		42.9		13.3		46.8		23.9		28.2		28.2		6.6		8.1		2.28

		こども園		369		29.0		39.6		8.4		46.9		28.5		25.5		25.5		5.4		9.5		2.13

		その他		103		42.7		35.0		15.5		54.4		28.2		24.3		21.4		7.8		8.7		2.30

		【関東】		5663		38.3		53.0		15.6		36.4		30.7		26.8		24.1		5.6		7.6		2.33

		幼稚園		2454		33.8		51.8		16.5		28.8		33.1		28.2		23.3		8.0		6.9		2.22

		　公立幼稚園		402		33.1		52.7		14.2		29.1		31.8		25.1		22.1		7.0		5.0		2.13

		　私立幼稚園		2062		34.2		51.7		17.0		28.8		33.5		28.8		23.5		8.1		7.2		2.25

		保育園		1985		44.3		56.2		10.4		43.6		26.6		24.8		23.9		3.5		8.4		2.38

		こども園		740		33.8		51.2		13.0		41.5		40.1		27.2		26.9		6.4		6.6		2.40

		その他		677		43.7		50.1		30.6		42.1		22.6		28.2		25.4		1.8		8.6		2.51

		【東海】		1780		31.7		48.7		11.3		36.7		30.0		31.0		25.3		6.2		9.3		2.24

		幼稚園		623		26.0		48.3		12.5		30.3		35.8		28.6		23.6		7.1		7.2		2.12

		　公立幼稚園		202		27.7		51.0		11.9		30.2		28.2		32.7		29.2		6.4		6.9		2.18

		　私立幼稚園		423		25.1		47.0		13.0		30.7		39.2		26.5		20.8		7.3		7.3		2.10

		保育園		755		37.1		47.9		9.4		41.1		25.8		31.4		26.0		5.6		11.4		2.30

		こども園		328		30.8		52.4		13.4		35.7		29.9		35.4		27.4		6.7		8.2		2.33

		その他		128		30.5		42.2		9.4		51.6		28.9		30.5		20.3		1.6		9.4		2.23

		【甲信越・北陸】		1111		26.6		49.7		10.8		41.3		30.1		28.2		24.5		5.3		7.3		2.18

		幼稚園		255		25.9		53.3		9.4		38.4		31.8		27.5		22.7		3.5		6.3		2.15

		　公立幼稚園		110		22.7		56.4		5.5		36.4		32.7		22.7		23.6		3.6		5.5		2.05

		　私立幼稚園		145		28.3		51.0		12.4		40.0		31.0		31.0		22.1		3.4		6.9		2.23

		保育園		523		24.3		50.5		9.6		42.8		28.5		27.9		24.9		4.2		6.3		2.15

		こども園		284		28.9		46.5		10.6		37.7		34.2		28.5		25.0		9.9		9.5		2.21

		その他		85		31.8		50.6		22.4		52.9		18.8		34.1		23.5		2.4		9.4		2.44

		【近畿】		3585		37.0		55.3		12.5		36.7		34.8		24.7		20.9		4.0		6.6		2.29

		幼稚園		1425		34.4		58.3		15.3		28.6		36.7		25.7		22.8		5.1		6.7		2.29

		　公立幼稚園		565		37.9		60.0		12.0		28.3		29.0		26.5		24.2		6.0		7.1		2.25

		　私立幼稚園		864		32.2		57.3		17.5		28.8		41.8		25.1		21.9		4.4		6.5		2.31

		保育園		1014		42.1		53.2		9.6		45.1		32.3		25.0		20.5		3.7		6.5		2.34

		こども園		995		34.5		55.6		11.0		36.2		36.8		23.2		18.5		3.4		6.1		2.22

		その他		300		45.0		48.3		15.7		49.7		29.0		28.7		23.3		1.3		7.0		2.47

		【中国・四国】		1998		38.3		47.9		10.7		38.8		25.7		27.8		23.1		6.2		7.6		2.20

		幼稚園		702		35.9		48.4		11.3		31.3		27.9		29.8		22.2		5.0		6.8		2.14

		　公立幼稚園		323		38.4		50.5		8.7		31.6		28.2		26.9		20.7		4.6		6.5		2.11

		　私立幼稚園		383		34.5		47.0		13.6		31.6		27.7		32.1		23.8		5.2		7.0		2.17

		保育園		827		41.2		48.4		9.3		44.4		26.2		27.4		24.7		6.3		8.3		2.30

		こども園		431		36.9		50.3		11.4		38.7		21.6		26.2		24.1		8.4		7.4		2.17

		その他		144		50.0		39.6		14.6		52.1		20.8		27.1		17.4		0.0		6.9		2.28

		【九州】		1940		39.1		45.4		10.7		42.5		30.3		27.5		24.2		5.3		6.1		2.26

		幼稚園		539		34.7		51.2		12.8		34.0		33.2		26.7		22.4		5.4		6.5		2.22

		　公立幼稚園		143		30.1		49.7		12.6		30.1		38.5		25.2		23.8		5.6		3.5		2.13

		　私立幼稚園		399		36.3		51.9		13.0		35.3		31.8		27.1		22.1		5.3		7.5		2.25

		保育園		840		40.1		43.0		7.7		45.1		27.7		27.0		21.9		5.4		6.0		2.19

		こども園		425		36.2		45.4		10.1		43.5		37.2		32.2		32.7		5.4		6.1		2.44

		その他		232		54.7		39.7		22.4		52.6		22.8		27.2		24.1		3.0		6.5		2.50

		【沖縄】		360		60.0		44.4		15.6		55.0		34.7		30.6		26.1		3.1		6.4		2.73

		幼稚園		29		62.1		65.5		27.6		44.8		34.5		41.4		34.5		3.4		6.9		3.17

		　公立幼稚園		20		65.0		65.0		35.0		50.0		35.0		40.0		35.0		5.0		10.0		3.35

		　私立幼稚園		10		60.0		60.0		10.0		40.0		30.0		50.0		40.0		0.0		0.0		2.90

		保育園		199		56.3		38.2		8.0		52.3		36.7		25.6		20.1		1.5		4.5		2.42

		こども園		58		44.8		41.4		10.3		46.6		37.9		29.3		32.8		8.6		1.7		2.45

		その他		97		77.3		50.5		32.0		69.1		26.8		38.1		34.0		3.1		12.4		3.40

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		41.6		58.8		20.0		35.0		23.8		30.6		25.7		4.6		10.4		2.46

		幼稚園		935		35.8		56.3		21.0		27.3		31.3		31.6		24.6		6.4		9.1		2.37

		　公立幼稚園		111		41.4		58.6		22.5		24.3		24.3		33.3		28.8		4.5		9.0		2.42

		　私立幼稚園		827		35.3		56.0		20.8		27.7		32.4		31.3		24.1		6.7		9.1		2.37

		保育園		812		48.6		61.7		13.3		44.5		17.7		29.8		26.4		3.0		11.3		2.53

		こども園		121		46.3		62.0		18.2		37.2		25.6		33.9		30.6		6.6		11.6		2.65

		その他		330		40.9		57.6		34.8		38.2		15.8		29.1		26.7		1.5		10.0		2.53

		【神奈川】		725		40.1		51.9		16.8		31.6		30.9		26.1		24.4		6.3		8.1		2.30

		幼稚園		311		36.0		46.0		15.4		24.4		30.2		25.7		22.5		11.9		6.4		2.07

		　公立幼稚園		38		28.9		50.0		2.6		10.5		21.1		18.4		7.9		7.9		7.9		1.47

		　私立幼稚園		273		37.0		45.4		17.2		26.4		31.5		26.7		24.5		12.5		6.2		2.15

		保育園		269		45.7		55.0		9.3		38.7		29.4		24.2		23.4		3.7		8.6		2.34

		こども園		89		31.5		60.7		14.6		34.8		47.2		24.7		25.8		1.1		10.1		2.49

		その他		85		43.5		55.3		47.1		37.6		21.2		35.3		32.9		1.2		10.6		2.84

		【埼玉】		718		37.5		48.7		10.2		35.1		30.8		25.9		22.6		6.5		6.5		2.17

		幼稚園		338		32.2		45.9		10.7		28.1		28.1		28.7		22.5		8.3		7.1		2.03

		　公立幼稚園		49		34.7		40.8		8.2		28.6		26.5		26.5		32.7		8.2		4.1		2.02

		　私立幼稚園		291		32.0		47.1		11.0		28.2		28.2		28.9		20.6		8.2		7.6		2.03

		保育園		250		40.4		56.8		8.0		40.4		32.4		22.0		21.6		6.0		5.6		2.27

		こども園		65		33.8		46.2		6.2		40.0		49.2		21.5		26.2		6.2		7.7		2.31

		その他		88		55.7		35.2		17.0		47.7		21.6		28.4		21.6		2.3		6.8		2.34

		【千葉】		1070		37.1		48.7		14.3		39.0		36.4		22.3		20.6		6.8		4.9		2.23

		幼稚園		561		32.4		49.2		16.2		32.8		36.7		24.1		21.4		9.4		3.9		2.17

		　公立幼稚園		90		34.4		52.2		17.8		41.1		40.0		14.4		15.6		8.9		0.0		2.16

		　私立幼稚園		473		32.3		48.8		16.1		31.3		36.4		26.0		22.4		9.5		4.7		2.18

		保育園		312		43.9		51.0		9.6		48.1		31.7		18.9		19.2		2.9		5.8		2.28

		こども園		125		33.6		44.8		8.8		40.8		43.2		28.0		26.4		8.8		6.4		2.32

		その他		102		48.0		42.2		24.5		45.1		40.2		19.6		13.7		1.0		6.9		2.40

		【茨城・群馬・栃木】		1029		32.2		49.4		10.5		41.1		39.1		24.9		25.5		5.3		5.0		2.28

		幼稚園		309		29.4		55.0		10.7		31.1		40.5		27.5		24.9		5.8		5.8		2.25

		　公立幼稚園		114		24.6		53.5		9.6		30.7		38.6		27.2		21.1		7.0		4.4		2.10

		　私立幼稚園		198		33.3		56.6		11.6		31.3		41.4		27.8		26.8		5.1		6.6		2.35

		保育園		342		36.0		48.5		6.7		43.6		36.8		20.8		24.3		3.5		5.6		2.22

		こども園		340		30.0		48.2		13.5		45.3		40.6		26.2		26.2		6.8		3.8		2.34

		その他		72		36.1		38.9		16.7		54.2		31.9		27.8		31.9		4.2		4.2		2.42

		【大阪】		1542		38.1		56.5		12.8		33.1		34.4		24.8		20.2		3.7		6.9		2.27

		幼稚園		658		36.8		58.2		14.6		25.5		35.9		25.8		23.1		5.3		7.9		2.28

		　公立幼稚園		197		42.6		57.9		10.7		28.4		25.4		28.9		24.9		7.6		7.1		2.26

		　私立幼稚園		462		34.4		58.4		16.5		24.5		40.3		24.5		22.3		4.3		8.2		2.29

		保育園		369		44.2		53.7		11.1		40.4		29.3		23.6		19.5		2.4		7.6		2.29

		こども園		452		34.3		57.1		11.5		34.7		38.5		24.6		17.0		2.7		4.6		2.22

		その他		121		43.0		57.0		12.4		47.9		24.0		31.4		20.7		1.7		7.4		2.44

		【兵庫】		965		44.0		55.0		12.7		38.9		35.5		21.9		20.4		3.8		5.4		2.34

		幼稚園		347		40.6		59.4		16.7		29.4		39.8		24.2		22.8		4.9		4.0		2.37

		　公立幼稚園		142		47.2		66.9		12.7		30.3		31.7		23.9		26.1		3.5		2.8		2.42

		　私立幼稚園		208		36.1		54.3		19.2		28.4		45.7		24.5		20.7		5.8		4.8		2.34

		保育園		242		53.7		53.7		9.5		47.5		30.6		21.9		20.7		5.0		5.4		2.43

		こども園		330		39.4		53.6		12.1		37.3		37.0		20.6		18.5		3.3		6.7		2.25

		その他		102		52.9		47.1		8.8		53.9		34.3		22.5		21.6		0.0		2.9		2.44

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		29.3		53.8		12.0		40.0		34.6		27.0		22.4		4.6		7.3		2.26

		幼稚園		420		25.5		57.6		15.2		32.9		35.5		26.7		22.4		4.8		7.1		2.23

		　公立幼稚園		226		27.9		57.5		12.8		27.0		30.5		26.1		22.6		6.2		9.7		2.14

		　私立幼稚園		194		22.7		57.7		18.0		39.7		41.2		27.3		22.2		3.1		4.1		2.33

		保育園		403		33.3		52.4		8.2		47.9		36.2		28.0		21.3		4.2		6.2		2.33

		こども園		213		27.2		55.4		8.0		37.6		32.9		24.4		21.6		5.2		8.5		2.15

		その他		77		37.7		36.4		29.9		46.8		29.9		32.5		29.9		2.6		11.7		2.55

		【岡山】		279		44.1		55.2		7.9		32.3		31.2		26.5		21.5		5.4		5.0		2.24

		幼稚園		99		39.4		56.6		11.1		28.3		38.4		29.3		20.2		2.0		5.1		2.28

		　公立幼稚園		71		39.4		49.3		12.7		26.8		38.0		29.6		22.5		2.8		7.0		2.25

		　私立幼稚園		28		39.3		75.0		7.1		32.1		39.3		28.6		14.3		0.0		0.0		2.36

		保育園		125		48.8		59.2		4.0		36.0		26.4		26.4		24.8		5.6		5.6		2.31

		こども園		50		38.0		52.0		8.0		30.0		36.0		24.0		22.0		12.0		2.0		2.12

		その他		30		70.0		33.3		10.0		50.0		13.3		23.3		6.7		0.0		6.7		2.13

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		42.3		51.1		15.5		39.4		31.9		27.2		23.0		3.9		7.5		2.38

		幼稚園		728		35.9		53.3		17.0		31.2		34.3		31.3		25.8		5.4		7.8		2.37

		　公立幼稚園		97		42.3		60.8		19.6		27.8		30.9		24.7		25.8		7.2		5.2		2.37

		　私立幼稚園		633		34.9		52.3		16.9		31.8		34.9		32.2		25.8		5.1		8.2		2.37

		保育園		656		48.9		52.1		12.8		47.6		28.5		24.5		19.1		2.4		5.8		2.39

		こども園		257		38.9		46.7		13.6		35.0		42.8		23.7		22.6		4.7		9.7		2.33

		その他		209		49.8		47.4		24.4		52.6		22.5		27.3		24.4		2.4		9.1		2.57

		【新政令市】		604		42.2		55.3		11.4		38.9		34.8		28.6		21.4		5.3		7.1		2.40

		幼稚園		160		35.6		57.5		16.9		28.1		39.4		22.5		15.6		6.3		5.6		2.21

		　公立幼稚園		30		50.0		50.0		6.7		26.7		46.7		23.3		20.0		6.7		16.7		2.40

		　私立幼稚園		130		32.3		59.2		19.2		28.5		37.7		22.3		14.6		6.2		3.1		2.17

		保育園		164		57.3		56.7		6.7		46.3		32.9		29.3		21.3		2.4		5.5		2.56

		こども園		264		36.4		54.9		8.7		38.3		33.0		33.3		24.2		6.8		8.7		2.38

		その他		50		58.0		46.0		16.0		64.0		32.0		20.0		18.0		0.0		10.0		2.64

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		33.9		43.2		13.6		39.5		34.1		31.5		27.4		6.3		7.0		2.30

		対象になった		1139		32.1		43.5		13.5		35.3		36.2		32.7		28.3		6.7		7.0		2.29

		対象になっていない		191		44.5		40.8		14.1		64.9		22.0		24.6		22.5		4.2		6.8		2.40

		【東北】		1155		32.6		43.7		13.2		45.3		27.2		26.5		25.0		6.1		7.9		2.21

		対象になった		955		31.5		44.6		13.0		40.0		28.8		26.4		24.9		6.8		8.2		2.17

		対象になっていない		200		38.0		39.5		14.0		70.5		19.5		27.0		25.5		3.0		6.5		2.41

		【関東】		5663		38.3		53.0		15.6		36.4		30.7		26.8		24.1		5.6		7.6		2.33

		対象になった		4736		36.3		54.1		14.6		32.7		32.6		28.1		25.1		6.2		7.2		2.31

		対象になっていない		927		48.4		47.7		20.6		55.7		21.5		20.2		19.2		2.8		9.4		2.43

		【東海】		1780		31.7		48.7		11.3		36.7		30.0		31.0		25.3		6.2		9.3		2.24

		対象になった		1559		30.4		50.0		11.1		32.8		30.9		32.5		25.9		6.5		8.9		2.23

		対象になっていない		221		41.2		39.4		12.7		64.3		23.5		20.4		20.8		3.6		11.8		2.34

		【甲信越・北陸】		1111		26.6		49.7		10.8		41.3		30.1		28.2		24.5		5.3		7.3		2.18

		対象になった		916		25.9		52.3		9.5		36.8		32.1		30.1		25.2		5.8		7.2		2.19

		対象になっていない		195		30.3		37.4		16.9		62.6		20.5		19.0		21.0		3.1		7.7		2.15

		【近畿】		3585		37.0		55.3		12.5		36.7		34.8		24.7		20.9		4.0		6.6		2.29

		対象になった		3049		35.6		56.9		12.4		32.3		36.4		25.4		21.3		4.0		6.5		2.27

		対象になっていない		536		45.1		46.3		13.1		61.6		25.2		20.5		18.7		4.3		7.3		2.38

		【中国・四国】		1998		38.3		47.9		10.7		38.8		25.7		27.8		23.1		6.2		7.6		2.20

		対象になった		1619		37.0		49.5		10.4		34.3		27.0		28.9		23.9		6.3		7.8		2.19

		対象になっていない		379		44.1		41.4		11.6		58.0		20.1		23.0		19.8		5.5		6.6		2.25

		【九州】		1940		39.1		45.4		10.7		42.5		30.3		27.5		24.2		5.3		6.1		2.26

		対象になった		1601		36.8		47.4		10.0		38.2		32.2		28.4		23.9		5.6		6.1		2.23

		対象になっていない		339		50.1		35.7		13.9		62.8		20.9		23.0		25.7		3.5		5.9		2.38

		【沖縄】		360		60.0		44.4		15.6		55.0		34.7		30.6		26.1		3.1		6.4		2.73

		対象になった		269		56.1		43.5		13.8		50.2		36.8		30.1		25.7		4.1		7.1		2.63

		対象になっていない		91		71.4		47.3		20.9		69.2		28.6		31.9		27.5		0.0		4.4		3.01

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		41.6		58.8		20.0		35.0		23.8		30.6		25.7		4.6		10.4		2.46

		対象になった		1708		40.0		60.1		18.9		31.7		25.6		32.7		27.4		5.0		9.9		2.46

		対象になっていない		413		48.2		53.5		24.9		48.9		16.0		22.0		18.9		2.9		12.6		2.45

		【神奈川】		725		40.1		51.9		16.8		31.6		30.9		26.1		24.4		6.3		8.1		2.30

		対象になった		599		36.9		51.1		14.5		27.9		33.9		26.2		23.9		7.3		7.7		2.22

		対象になっていない		126		55.6		55.6		27.8		49.2		16.7		25.4		27.0		1.6		10.3		2.67

		【埼玉】		718		37.5		48.7		10.2		35.1		30.8		25.9		22.6		6.5		6.5		2.17

		対象になった		614		34.0		49.2		9.3		30.3		31.6		27.5		23.5		7.2		6.5		2.12

		対象になっていない		104		57.7		46.2		15.4		63.5		26.0		16.3		17.3		2.9		6.7		2.49

		【千葉】		1070		37.1		48.7		14.3		39.0		36.4		22.3		20.6		6.8		4.9		2.23

		対象になった		931		35.1		50.6		13.3		34.9		36.9		23.7		21.5		7.5		4.7		2.21

		対象になっていない		139		50.4		36.0		20.9		66.2		33.1		12.9		14.4		2.2		5.8		2.40

		【茨城・群馬・栃木】		1029		32.2		49.4		10.5		41.1		39.1		24.9		25.5		5.3		5.0		2.28

		対象になった		884		31.8		51.5		11.3		37.2		41.1		25.7		26.5		5.5		5.0		2.30

		対象になっていない		145		34.5		36.6		5.5		64.8		26.9		20.0		19.3		4.1		4.8		2.12

		【大阪】		1542		38.1		56.5		12.8		33.1		34.4		24.8		20.2		3.7		6.9		2.27

		対象になった		1320		36.9		57.5		12.7		28.0		36.4		26.0		20.7		3.9		6.7		2.25

		対象になっていない		222		45.0		50.5		13.1		63.1		22.1		18.0		17.6		2.3		8.1		2.37

		【兵庫】		965		44.0		55.0		12.7		38.9		35.5		21.9		20.4		3.8		5.4		2.34

		対象になった		804		41.8		55.6		12.7		34.2		36.9		22.5		21.0		3.9		5.5		2.30

		対象になっていない		161		55.3		52.2		13.0		62.1		28.6		18.6		17.4		3.7		5.0		2.52

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		29.3		53.8		12.0		40.0		34.6		27.0		22.4		4.6		7.3		2.26

		対象になった		925		28.4		57.1		11.8		36.9		36.0		27.1		22.5		4.1		7.1		2.27

		対象になっていない		153		34.6		34.0		13.1		58.8		26.1		26.1		21.6		7.8		8.5		2.23

		【岡山】		279		44.1		55.2		7.9		32.3		31.2		26.5		21.5		5.4		5.0		2.24

		対象になった		245		42.0		56.3		7.3		29.4		31.4		29.4		22.9		4.9		4.9		2.24

		対象になっていない		34		58.8		47.1		11.8		52.9		29.4		5.9		11.8		8.8		5.9		2.24

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		42.3		51.1		15.5		39.4		31.9		27.2		23.0		3.9		7.5		2.38

		対象になった		1460		39.5		52.7		15.0		35.1		34.7		28.4		23.7		4.3		7.2		2.36

		対象になっていない		317		55.5		43.8		17.7		59.6		18.9		21.8		19.6		2.2		9.1		2.46

		【新政令市】		604		42.2		55.3		11.4		38.9		34.8		28.6		21.4		5.3		7.1		2.40

		対象になった		525		40.6		56.4		11.0		36.0		36.0		29.7		21.7		5.7		6.7		2.38

		対象になっていない		79		53.2		48.1		13.9		58.2		26.6		21.5		19.0		2.5		10.1		2.51

		【利用者】Ｑ１７　幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（ＳＡ）

				総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他

		全体		18922		16.0		26.1		3.3		20.5		12.0		8.1		4.8		5.4		3.9

		＜地方別＞

		北海道		1330		14.5		19.4		3.5		22.0		14.1		10.2		6.2		6.3		3.8

		東北		1155		12.9		19.2		2.7		30.5		10.0		8.0		6.2		6.1		4.4

		関東		5663		16.6		28.1		4.2		17.7		11.8		7.5		4.6		5.6		3.8

		東海		1780		13.3		28.3		2.6		17.9		11.7		10.6		4.6		6.2		4.9

		甲信越・北陸		1111		12.2		27.3		2.7		23.2		13.6		6.8		5.0		5.3		3.9

		近畿		3585		15.5		29.8		3.2		18.7		13.7		6.8		4.6		4.0		3.7

		中国・四国		1998		17.8		25.4		3.0		21.5		9.0		9.1		4.1		6.2		4.1

		九州		1940		18.8		21.9		2.5		23.0		11.6		8.4		5.2		5.3		3.5

		沖縄		360		28.6		17.2		1.4		27.8		10.8		5.8		2.8		3.1		2.5

		＜地方詳細＞

		東京		2121		17.4		31.8		5.8		15.8		7.6		7.9		3.8		4.6		5.3

		神奈川		725		19.6		26.5		6.6		14.5		11.4		5.9		4.6		6.3		4.6

		埼玉		718		17.7		25.9		1.9		18.4		10.4		9.9		5.7		6.5		3.5

		千葉		1070		16.3		24.6		3.5		20.6		15.3		7.1		4.1		6.8		1.8

		茨城・群馬・栃木		1029		12.5		26.8		1.7		20.5		17.8		6.8		5.9		5.3		2.5

		大阪		1542		15.6		32.7		3.2		16.8		13.4		6.7		4.0		3.7		3.8

		兵庫		965		19.5		26.2		2.9		19.0		14.8		5.6		5.7		3.8		2.5

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		11.9		28.8		3.5		21.3		13.0		7.9		4.5		4.6		4.5

		岡山		279		21.9		27.2		2.9		16.8		10.4		9.0		3.6		5.4		2.9

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		19.8		24.6		4.4		19.8		11.6		7.5		4.2		3.9		4.1

		新政令市		604		17.5		29.0		2.2		16.9		14.7		8.3		1.8		5.3		4.3

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		13.8		29.6		3.6		14.6		14.4		9.0		4.8		6.4		3.7

		　公立幼稚園		1944		15.3		29.1		3.0		16.0		13.1		9.0		5.1		5.9		3.6

		　私立幼稚園		4888		13.2		29.8		3.9		14.1		15.0		9.1		4.6		6.5		3.8

		保育園		7007		18.5		24.4		1.7		24.6		10.0		7.5		4.7		4.7		3.9

		こども園		3999		13.0		26.2		2.8		21.3		14.0		7.8		5.2		6.0		3.8

		その他		1900		22.1		17.3		8.7		25.9		5.8		9.4		4.1		2.2		4.6

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		15.3		29.1		3.0		16.0		13.1		9.0		5.1		5.9		3.6

		私立幼稚園		4888		13.2		29.8		3.9		14.1		15.0		9.1		4.6		6.5		3.8

		認可保育所		7007		18.5		24.4		1.7		24.6		10.0		7.5		4.7		4.7		3.9

		認定こども園		3999		13.0		26.2		2.8		21.3		14.0		7.8		5.2		6.0		3.8

		小規模保育		307		27.4		18.9		2.6		33.2		4.6		3.3		4.6		2.0		3.6

		家庭的保育		247		21.5		20.2		4.9		32.8		7.7		5.3		4.0		1.6		2.0

		事業所内保育		190		23.2		18.4		3.7		31.6		8.9		4.7		5.3		2.1		2.1

		居宅訪問型保育		5		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		193		7.3		7.8		3.6		4.7		6.7		59.1		8.3		0.0		2.6

		企業主導型保育		192		30.7		18.8		2.1		30.2		5.2		3.6		2.6		1.0		5.7

		地方独自の保育施設		105		20.0		24.8		2.9		28.6		6.7		7.6		6.7		2.9		0.0

		幼稚園類似施設		171		6.4		12.9		54.4		5.3		3.5		3.5		4.1		2.3		7.6

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		27.2		16.7		6.9		28.3		4.7		3.2		2.1		3.4		7.5

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		15.3		27.8		2.9		16.9		13.5		8.8		5.1		5.8		3.9

		対象になっていない		3079		19.9		17.2		5.0		38.7		4.1		4.5		3.3		3.6		3.8

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		14.5		19.4		3.5		22.0		14.1		10.2		6.2		6.3		3.8

		幼稚園		487		13.6		20.1		3.3		16.0		16.0		12.5		7.8		6.4		4.3

		　公立幼稚園		93		7.5		15.1		5.4		23.7		16.1		7.5		7.5		9.7		7.5

		　私立幼稚園		394		15.0		21.3		2.8		14.2		16.0		13.7		7.9		5.6		3.6

		保育園		407		19.4		17.9		3.2		26.3		11.1		7.9		4.7		6.9		2.7

		こども園		369		10.0		20.9		1.9		22.5		17.9		8.7		6.8		6.8		4.6

		その他		134		17.9		14.9		8.2		26.9		6.7		17.2		3.0		2.2		3.0

		【東北】		1155		12.9		19.2		2.7		30.5		10.0		8.0		6.2		6.1		4.4

		幼稚園		294		12.9		26.9		3.7		23.8		13.3		7.1		3.7		5.8		2.7

		　公立幼稚園		86		19.8		20.9		1.2		31.4		10.5		7.0		7.0		2.3		0.0

		　私立幼稚園		208		10.1		29.3		4.8		20.7		14.4		7.2		2.4		7.2		3.8

		保育園		457		13.8		17.7		2.2		32.4		7.2		9.0		6.6		6.6		4.6

		こども園		369		11.4		16.0		1.9		31.4		10.8		8.4		8.7		5.4		6.0

		その他		103		19.4		11.7		4.9		39.8		6.8		2.9		2.9		7.8		3.9

		【関東】		5663		16.6		28.1		4.2		17.7		11.8		7.5		4.6		5.6		3.8

		幼稚園		2454		14.4		30.6		3.7		12.0		14.3		8.9		4.5		8.0		3.6

		　公立幼稚園		402		16.4		29.6		2.5		12.2		13.7		10.2		6.0		7.0		2.5

		　私立幼稚園		2062		14.2		30.7		3.9		11.9		14.5		8.7		4.2		8.1		3.8

		保育園		1985		20.4		28.2		1.5		22.8		8.4		7.0		4.3		3.5		4.0

		こども園		740		11.5		26.9		3.1		21.1		17.3		6.1		5.3		6.4		2.4

		その他		677		19.4		18.5		15.8		21.9		5.0		7.8		4.3		1.8		5.6

		【東海】		1780		13.3		28.3		2.6		17.9		11.7		10.6		4.6		6.2		4.9

		幼稚園		623		10.4		30.8		3.0		14.8		14.4		11.7		4.0		7.1		3.7

		　公立幼稚園		202		11.9		31.7		3.0		14.4		9.9		12.4		6.4		6.4		4.0

		　私立幼稚園		423		9.7		30.5		3.1		15.1		16.5		11.3		2.8		7.3		3.5

		保育園		755		15.2		27.7		2.3		20.4		9.3		8.6		5.3		5.6		5.7

		こども園		328		11.9		28.7		2.4		16.2		14.0		11.9		3.4		6.7		4.9

		その他		128		17.2		17.2		1.6		28.9		7.8		14.8		5.5		1.6		5.5

		【甲信越・北陸】		1111		12.2		27.3		2.7		23.2		13.6		6.8		5.0		5.3		3.9

		幼稚園		255		11.0		29.8		2.7		20.0		17.3		7.5		5.1		3.5		3.1

		　公立幼稚園		110		9.1		32.7		0.0		20.0		18.2		8.2		5.5		3.6		2.7

		　私立幼稚園		145		12.4		27.6		4.8		20.0		16.6		6.9		4.8		3.4		3.4

		保育園		523		12.2		27.7		1.7		24.5		12.8		7.8		6.3		4.2		2.7

		こども園		284		10.9		24.3		3.9		23.6		14.8		4.2		2.8		9.9		5.6

		その他		85		17.6		23.5		3.5		28.2		1.2		11.8		4.7		2.4		7.1

		【近畿】		3585		15.5		29.8		3.2		18.7		13.7		6.8		4.6		4.0		3.7

		幼稚園		1425		13.8		31.8		3.9		13.3		16.3		7.2		4.8		5.1		4.0

		　公立幼稚園		565		16.3		32.4		3.0		14.3		12.0		7.6		4.1		6.0		4.2

		　私立幼稚園		864		12.2		31.3		4.5		12.5		19.2		6.8		5.3		4.4		3.8

		保育園		1014		18.3		26.3		1.7		24.5		11.3		6.0		4.4		3.7		3.6

		こども園		995		13.5		33.1		3.2		18.8		14.4		6.5		4.6		3.4		2.5

		その他		300		22.0		18.7		4.3		25.7		8.0		10.7		4.7		1.3		4.7

		【中国・四国】		1998		17.8		25.4		3.0		21.5		9.0		9.1		4.1		6.2		4.1

		幼稚園		702		15.8		28.9		3.8		17.5		10.4		10.3		4.6		5.0		3.7

		　公立幼稚園		323		17.3		29.4		3.1		17.3		11.1		9.6		3.4		4.6		4.0

		　私立幼稚園		383		14.4		28.7		4.4		17.8		9.7		10.7		5.7		5.2		3.4

		保育園		827		18.1		22.6		1.8		25.3		9.3		8.2		4.0		6.3		4.4

		こども園		431		17.2		26.9		3.2		20.6		7.2		8.1		3.5		8.4		4.9

		その他		144		29.9		18.1		4.2		24.3		5.6		13.2		2.1		0.0		2.8

		【九州】		1940		18.8		21.9		2.5		23.0		11.6		8.4		5.2		5.3		3.5

		幼稚園		539		13.7		28.9		3.7		17.6		13.5		8.3		4.6		5.4		4.1

		　公立幼稚園		143		14.7		20.3		5.6		15.4		21.7		7.7		6.3		5.6		2.8

		　私立幼稚園		399		13.3		31.8		3.3		18.5		10.8		8.5		4.0		5.3		4.5

		保育園		840		21.1		18.9		0.8		26.9		11.3		7.9		4.9		5.4		2.9

		こども園		425		15.5		22.1		1.9		20.9		13.2		11.1		6.4		5.4		3.5

		その他		232		27.6		13.4		7.8		26.7		6.0		7.3		4.3		3.0		3.9

		【沖縄】		360		28.6		17.2		1.4		27.8		10.8		5.8		2.8		3.1		2.5

		幼稚園		29		24.1		31.0		3.4		17.2		3.4		13.8		0.0		3.4		3.4

		　公立幼稚園		20		20.0		40.0		5.0		15.0		5.0		5.0		0.0		5.0		5.0

		　私立幼稚園		10		30.0		10.0		0.0		20.0		0.0		40.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		199		29.1		16.1		1.5		26.6		14.6		5.5		2.0		1.5		3.0

		こども園		58		19.0		19.0		1.7		22.4		12.1		6.9		8.6		8.6		1.7

		その他		97		36.1		16.5		1.0		33.0		3.1		3.1		3.1		3.1		1.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		17.4		31.8		5.8		15.8		7.6		7.9		3.8		4.6		5.3

		幼稚園		935		13.9		33.4		5.6		9.8		13.4		9.5		3.5		6.4		4.5

		　公立幼稚園		111		24.3		31.5		2.7		7.2		5.4		13.5		6.3		4.5		4.5

		　私立幼稚園		827		12.7		33.5		5.9		10.2		14.5		8.9		3.1		6.7		4.5

		保育園		812		21.3		33.0		1.6		22.3		3.0		7.1		3.4		3.0		5.3

		こども園		121		16.5		29.8		4.1		19.0		3.3		9.9		6.6		6.6		4.1

		その他		330		18.2		22.7		17.6		18.2		3.6		6.4		4.2		1.5		7.6

		【神奈川】		725		19.6		26.5		6.6		14.5		11.4		5.9		4.6		6.3		4.6

		幼稚園		311		21.2		25.1		3.2		11.6		10.9		6.1		5.1		11.9		4.8

		　公立幼稚園		38		21.1		36.8		2.6		7.9		7.9		10.5		2.6		7.9		2.6

		　私立幼稚園		273		21.2		23.4		3.3		12.1		11.4		5.5		5.5		12.5		5.1

		保育園		269		22.7		29.7		1.9		18.2		9.7		4.8		4.1		3.7		5.2

		こども園		89		5.6		34.8		6.7		15.7		23.6		6.7		4.5		1.1		1.1

		その他		85		16.5		10.6		32.9		16.5		5.9		8.2		3.5		1.2		4.7

		【埼玉】		718		17.7		25.9		1.9		18.4		10.4		9.9		5.7		6.5		3.5

		幼稚園		338		13.9		28.4		2.4		11.8		12.7		12.7		5.9		8.3		3.8

		　公立幼稚園		49		20.4		26.5		6.1		8.2		8.2		10.2		10.2		8.2		2.0

		　私立幼稚園		291		12.7		29.2		1.7		12.4		13.4		13.1		5.2		8.2		4.1

		保育園		250		19.2		24.4		0.8		24.8		9.2		7.2		6.0		6.0		2.4

		こども園		65		13.8		27.7		3.1		21.5		13.8		3.1		6.2		6.2		4.6

		その他		88		30.7		19.3		3.4		21.6		2.3		12.5		3.4		2.3		4.5

		【千葉】		1070		16.3		24.6		3.5		20.6		15.3		7.1		4.1		6.8		1.8

		幼稚園		561		14.3		28.5		3.2		15.9		15.7		7.3		4.5		9.4		1.2

		　公立幼稚園		90		8.9		24.4		2.2		23.3		21.1		5.6		5.6		8.9		0.0

		　私立幼稚園		473		15.2		29.2		3.4		14.4		14.8		7.8		4.2		9.5		1.5

		保育園		312		21.2		21.2		1.3		26.6		12.2		8.3		3.5		2.9		2.9

		こども園		125		12.0		21.6		2.4		18.4		24.0		6.4		4.8		8.8		1.6

		その他		102		19.6		13.7		12.7		28.4		10.8		7.8		2.0		1.0		3.9

		【茨城・群馬・栃木】		1029		12.5		26.8		1.7		20.5		17.8		6.8		5.9		5.3		2.5

		幼稚園		309		10.0		33.7		0.6		12.0		20.1		8.7		5.5		5.8		3.6

		　公立幼稚園		114		11.4		30.7		0.9		11.4		20.2		10.5		5.3		7.0		2.6

		　私立幼稚園		198		10.1		35.4		0.5		12.1		19.7		7.6		5.6		5.1		4.0

		保育園		342		16.4		24.6		1.8		22.5		16.4		7.0		5.8		3.5		2.0

		こども園		340		10.6		25.6		2.1		24.1		18.8		5.0		5.0		6.8		2.1

		その他		72		13.9		13.9		6.9		36.1		5.6		8.3		9.7		4.2		1.4

		【大阪】		1542		15.6		32.7		3.2		16.8		13.4		6.7		4.0		3.7		3.8

		幼稚園		658		13.8		34.5		3.6		11.2		16.7		6.8		3.2		5.3		4.7

		　公立幼稚園		197		18.3		34.0		3.0		11.7		11.7		8.1		1.5		7.6		4.1

		　私立幼稚園		462		11.9		34.6		4.1		11.0		18.8		6.3		3.9		4.3		5.0

		保育園		369		20.9		29.8		1.4		21.7		8.9		5.1		5.4		2.4		4.3

		こども園		452		12.6		35.4		4.0		18.1		13.3		7.5		4.2		2.7		2.2

		その他		121		22.3		22.3		1.7		26.4		7.4		12.4		3.3		1.7		2.5

		【兵庫】		965		19.5		26.2		2.9		19.0		14.8		5.6		5.7		3.8		2.5

		幼稚園		347		18.2		28.0		4.3		11.5		17.6		6.6		6.9		4.9		2.0

		　公立幼稚園		142		20.4		27.5		2.8		15.5		15.5		5.6		7.7		3.5		1.4

		　私立幼稚園		208		16.8		27.9		5.3		8.7		19.7		7.2		6.3		5.8		2.4

		保育園		242		22.7		22.7		1.2		25.2		11.2		4.1		4.5		5.0		3.3

		こども園		330		17.6		27.3		2.7		19.4		16.4		5.2		6.1		3.3		2.1

		その他		102		22.5		22.5		2.0		27.5		10.8		7.8		4.9		0.0		2.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		11.9		28.8		3.5		21.3		13.0		7.9		4.5		4.6		4.5

		幼稚園		420		10.0		30.7		3.8		17.9		14.5		8.1		5.7		4.8		4.5

		　公立幼稚園		226		11.9		34.1		3.1		15.9		10.2		8.4		4.0		6.2		6.2

		　私立幼稚園		194		7.7		26.8		4.6		20.1		19.6		7.7		7.7		3.1		2.6

		保育園		403		13.4		25.3		2.2		26.6		13.6		7.9		3.5		4.2		3.2

		こども園		213		8.9		37.1		2.3		19.2		13.6		6.6		3.3		5.2		3.8

		その他		77		20.8		7.8		11.7		22.1		5.2		11.7		6.5		2.6		11.7

		【岡山】		279		21.9		27.2		2.9		16.8		10.4		9.0		3.6		5.4		2.9

		幼稚園		99		18.2		31.3		6.1		16.2		14.1		7.1		2.0		2.0		3.0

		　公立幼稚園		71		18.3		25.4		7.0		15.5		16.9		7.0		2.8		2.8		4.2

		　私立幼稚園		28		17.9		46.4		3.6		17.9		7.1		7.1		0.0		0.0		0.0

		保育園		125		21.6		28.0		1.6		20.0		6.4		9.6		4.0		5.6		3.2

		こども園		50		22.0		24.0		0.0		12.0		14.0		8.0		6.0		12.0		2.0

		その他		30		46.7		6.7		3.3		16.7		6.7		16.7		0.0		0.0		3.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		19.8		24.6		4.4		19.8		11.6		7.5		4.2		3.9		4.1

		幼稚園		728		15.4		26.6		4.1		14.4		14.0		9.9		5.5		5.4		4.7

		　公立幼稚園		97		18.6		27.8		6.2		11.3		10.3		9.3		6.2		7.2		3.1

		　私立幼稚園		633		14.8		26.4		4.1		14.8		14.5		10.0		5.4		5.1		4.9

		保育園		656		25.5		24.5		3.0		25.6		7.9		5.8		2.6		2.4		2.6

		こども園		257		16.3		23.0		5.1		16.7		19.1		6.6		4.3		4.7		4.3

		その他		209		22.5		16.3		9.6		25.4		5.7		7.7		4.8		2.4		5.7

		【新政令市】		604		17.5		29.0		2.2		16.9		14.7		8.3		1.8		5.3		4.3

		幼稚園		160		13.1		34.4		2.5		11.3		18.1		8.1		2.5		6.3		3.8

		　公立幼稚園		30		16.7		26.7		0.0		10.0		20.0		10.0		0.0		6.7		10.0

		　私立幼稚園		130		12.3		36.2		3.1		11.5		17.7		7.7		3.1		6.2		2.3

		保育園		164		25.0		25.0		0.0		22.0		12.8		8.5		0.6		2.4		3.7

		こども園		264		13.6		29.2		2.7		17.8		14.8		8.3		2.3		6.8		4.5

		その他		50		32.0		16.0		4.0		20.0		8.0		10.0		0.0		0.0		10.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		14.5		19.4		3.5		22.0		14.1		10.2		6.2		6.3		3.8

		対象になった		1139		13.9		20.5		3.2		18.7		16.0		10.7		6.6		6.7		3.7

		対象になっていない		191		18.3		12.6		5.2		41.9		2.6		6.8		4.2		4.2		4.2

		【東北】		1155		12.9		19.2		2.7		30.5		10.0		8.0		6.2		6.1		4.4

		対象になった		955		12.8		20.4		2.8		25.5		11.6		8.6		6.5		6.8		4.9

		対象になっていない		200		13.5		13.5		2.0		54.0		2.0		5.0		5.0		3.0		2.0

		【関東】		5663		16.6		28.1		4.2		17.7		11.8		7.5		4.6		5.6		3.8

		対象になった		4736		15.9		30.0		3.2		14.6		13.3		8.2		4.9		6.2		3.8

		対象になっていない		927		20.3		18.2		9.5		33.7		4.2		4.1		3.1		2.8		4.1

		【東海】		1780		13.3		28.3		2.6		17.9		11.7		10.6		4.6		6.2		4.9

		対象になった		1559		12.7		29.8		2.8		14.8		12.5		11.6		4.6		6.5		4.7

		対象になっていない		221		17.6		17.6		1.4		39.4		6.3		3.6		4.5		3.6		5.9

		【甲信越・北陸】		1111		12.2		27.3		2.7		23.2		13.6		6.8		5.0		5.3		3.9

		対象になった		916		11.9		29.0		2.4		18.2		16.0		7.3		5.2		5.8		4.0

		対象になっていない		195		13.3		19.0		4.1		46.7		2.1		4.6		4.1		3.1		3.1

		【近畿】		3585		15.5		29.8		3.2		18.7		13.7		6.8		4.6		4.0		3.7

		対象になった		3049		14.9		31.6		3.1		15.2		15.2		7.4		5.0		4.0		3.6

		対象になっていない		536		19.4		19.4		3.9		39.0		5.0		3.0		2.2		4.3		3.7

		【中国・四国】		1998		17.8		25.4		3.0		21.5		9.0		9.1		4.1		6.2		4.1

		対象になった		1619		17.4		26.8		3.2		18.0		10.2		9.4		4.5		6.3		4.3

		対象になっていない		379		19.5		19.5		2.1		36.4		3.7		7.7		2.4		5.5		3.2

		【九州】		1940		18.8		21.9		2.5		23.0		11.6		8.4		5.2		5.3		3.5

		対象になった		1601		17.3		24.0		2.2		19.6		13.1		9.3		5.4		5.6		3.4

		対象になっていない		339		25.7		11.8		3.5		38.9		4.7		3.8		4.1		3.5		3.8

		【沖縄】		360		28.6		17.2		1.4		27.8		10.8		5.8		2.8		3.1		2.5

		対象になった		269		26.4		17.5		1.9		24.2		13.8		7.1		2.6		4.1		2.6

		対象になっていない		91		35.2		16.5		0.0		38.5		2.2		2.2		3.3		0.0		2.2

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		17.4		31.8		5.8		15.8		7.6		7.9		3.8		4.6		5.3

		対象になった		1708		16.4		34.3		4.6		12.6		9.0		9.0		4.0		5.0		5.3

		対象になっていない		413		21.8		21.3		10.9		29.1		2.2		3.4		2.9		2.9		5.6

		【神奈川】		725		19.6		26.5		6.6		14.5		11.4		5.9		4.6		6.3		4.6

		対象になった		599		18.2		28.4		4.8		12.5		13.0		6.7		4.5		7.3		4.5

		対象になっていない		126		26.2		17.5		15.1		23.8		4.0		2.4		4.8		1.6		4.8

		【埼玉】		718		17.7		25.9		1.9		18.4		10.4		9.9		5.7		6.5		3.5

		対象になった		614		16.4		27.5		1.6		15.1		11.7		10.6		6.4		7.2		3.4

		対象になっていない		104		25.0		16.3		3.8		37.5		2.9		5.8		1.9		2.9		3.8

		【千葉】		1070		16.3		24.6		3.5		20.6		15.3		7.1		4.1		6.8		1.8

		対象になった		931		16.5		26.4		2.0		17.2		16.5		7.5		4.3		7.5		1.9

		対象になっていない		139		14.4		12.2		12.9		43.2		7.2		4.3		2.9		2.2		0.7

		【茨城・群馬・栃木】		1029		12.5		26.8		1.7		20.5		17.8		6.8		5.9		5.3		2.5

		対象になった		884		12.4		28.4		1.8		16.7		19.3		6.9		6.3		5.5		2.5

		対象になっていない		145		13.1		17.2		1.4		43.4		8.3		6.2		3.4		4.1		2.8

		【大阪】		1542		15.6		32.7		3.2		16.8		13.4		6.7		4.0		3.7		3.8

		対象になった		1320		14.8		34.9		3.2		12.2		15.2		7.1		4.6		3.9		4.0

		対象になっていない		222		20.3		19.4		3.2		44.1		3.2		4.5		0.5		2.3		2.7

		【兵庫】		965		19.5		26.2		2.9		19.0		14.8		5.6		5.7		3.8		2.5

		対象になった		804		19.0		27.1		2.9		15.9		16.5		6.1		6.1		3.9		2.5

		対象になっていない		161		21.7		21.7		3.1		34.2		6.2		3.1		3.7		3.7		2.5

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		11.9		28.8		3.5		21.3		13.0		7.9		4.5		4.6		4.5

		対象になった		925		11.2		30.8		3.1		18.8		14.1		9.1		4.6		4.1		4.1

		対象になっていない		153		15.7		17.0		5.9		36.6		6.5		0.7		3.3		7.8		6.5

		【岡山】		279		21.9		27.2		2.9		16.8		10.4		9.0		3.6		5.4		2.9

		対象になった		245		20.8		29.0		2.9		14.7		11.0		9.8		3.7		4.9		3.3

		対象になっていない		34		29.4		14.7		2.9		32.4		5.9		2.9		2.9		8.8		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		19.8		24.6		4.4		19.8		11.6		7.5		4.2		3.9		4.1

		対象になった		1460		18.8		26.4		3.8		16.2		13.6		8.5		4.6		4.3		3.8

		対象になっていない		317		24.0		16.4		7.6		36.3		2.5		3.2		2.5		2.2		5.4

		【新政令市】		604		17.5		29.0		2.2		16.9		14.7		8.3		1.8		5.3		4.3

		対象になった		525		17.5		29.9		2.1		14.9		15.4		8.2		2.1		5.7		4.2

		対象になっていない		79		17.7		22.8		2.5		30.4		10.1		8.9		0.0		2.5		5.1

		■　政令市（新・旧）（ＳＡ）

				総数		旧政令市		新政令市		政令市以外

		全体		18922		9.4		3.2		87.4

		＜地方別＞

		北海道		1330		32.0		0.0		68.0

		東北		1155		10.0		0.0		90.0

		関東		5663		3.9		3.3		92.8

		東海		1780		6.6		8.1		85.3

		甲信越・北陸		1111		0.1		4.8		95.1

		近畿		3585		12.9		2.0		85.2

		中国・四国		1998		6.1		4.1		89.8

		九州		1940		16.1		3.5		80.4

		沖縄		360		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		0.0		0.0		100.0

		神奈川		725		30.5		8.4		61.1

		埼玉		718		0.0		7.4		92.6

		千葉		1070		0.0		6.8		93.2

		茨城・群馬・栃木		1029		0.0		0.0		100.0

		大阪		1542		13.2		4.5		82.3

		兵庫		965		16.5		0.1		83.4

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		9.2		0.0		90.8

		岡山		279		0.0		29.0		71.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		100.0		0.0		0.0

		新政令市		604		0.0		100.0		0.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		10.7		2.4		87.0

		　公立幼稚園		1944		5.0		1.5		93.5

		　私立幼稚園		4888		13.0		2.7		84.4

		保育園		7007		9.4		2.3		88.3

		こども園		3999		6.4		6.6		87.0

		その他		1900		11.0		2.6		86.4

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		5.0		1.5		93.5

		私立幼稚園		4888		13.0		2.7		84.4

		認可保育所		7007		9.4		2.3		88.3

		認定こども園		3999		6.4		6.6		87.0

		小規模保育		307		19.5		3.6		76.9

		家庭的保育		247		13.4		1.6		85.0

		事業所内保育		190		5.3		2.1		92.6

		居宅訪問型保育		5		0.0		0.0		100.0

		障がい児の発達支援		193		10.4		3.1		86.5

		企業主導型保育		192		12.0		2.1		85.9

		地方独自の保育施設		105		3.8		0.0		96.2

		幼稚園類似施設		171		9.4		2.9		87.7

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		8.6		3.0		88.4

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		9.2		3.3		87.5

		対象になっていない		3079		10.3		2.6		87.1

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		32.0		0.0		68.0

		幼稚園		487		41.5		0.0		58.5

		　公立幼稚園		93		15.1		0.0		84.9

		　私立幼稚園		394		47.7		0.0		52.3

		保育園		407		34.6		0.0		65.4

		こども園		369		17.6		0.0		82.4

		その他		134		30.6		0.0		69.4

		【東北】		1155		10.0		0.0		90.0

		幼稚園		294		16.0		0.0		84.0

		　公立幼稚園		86		27.9		0.0		72.1

		　私立幼稚園		208		11.1		0.0		88.9

		保育園		457		10.3		0.0		89.7

		こども園		369		1.1		0.0		98.9

		その他		103		20.4		0.0		79.6

		【関東】		5663		3.9		3.3		92.8

		幼稚園		2454		3.7		3.3		93.0

		　公立幼稚園		402		2.2		2.2		95.5

		　私立幼稚園		2062		3.9		3.5		92.6

		保育園		1985		4.4		3.1		92.5

		こども園		740		3.5		4.9		91.6

		その他		677		3.5		2.5		93.9

		【東海】		1780		6.6		8.1		85.3

		幼稚園		623		5.8		1.9		92.3

		　公立幼稚園		202		2.5		0.0		97.5

		　私立幼稚園		423		7.3		2.8		89.8

		保育園		755		7.9		1.3		90.7

		こども園		328		4.0		37.2		58.8

		その他		128		8.6		3.9		87.5

		【甲信越・北陸】		1111		0.1		4.8		95.1

		幼稚園		255		0.0		4.3		95.7

		　公立幼稚園		110		0.0		1.8		98.2

		　私立幼稚園		145		0.0		6.2		93.8

		保育園		523		0.2		2.9		96.9

		こども園		284		0.0		9.5		90.5

		その他		85		0.0		3.5		96.5

		【近畿】		3585		12.9		2.0		85.2

		幼稚園		1425		11.9		1.5		86.6

		　公立幼稚園		565		4.8		0.5		94.7

		　私立幼稚園		864		16.7		2.1		81.3

		保育園		1014		14.3		0.8		84.9

		こども園		995		11.2		3.7		85.1

		その他		300		16.3		1.7		82.0

		【中国・四国】		1998		6.1		4.1		89.8

		幼稚園		702		8.5		2.8		88.6

		　公立幼稚園		323		2.2		3.4		94.4

		　私立幼稚園		383		13.8		2.3		83.8

		保育園		827		5.0		6.0		89.0

		こども園		431		3.0		2.1		94.9

		その他		144		8.3		11.8		79.9

		【九州】		1940		16.1		3.5		80.4

		幼稚園		539		22.8		2.8		74.4

		　公立幼稚園		143		7.7		3.5		88.8

		　私立幼稚園		399		28.3		2.5		69.2

		保育園		840		16.0		2.4		81.7

		こども園		425		5.9		7.8		86.4

		その他		232		22.0		1.3		76.7

		【沖縄】		360		0.0		0.0		100.0

		幼稚園		29		0.0		0.0		100.0

		　公立幼稚園		20		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		10		0.0		0.0		100.0

		保育園		199		0.0		0.0		100.0

		こども園		58		0.0		0.0		100.0

		その他		97		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		0.0		0.0		100.0

		幼稚園		935		0.0		0.0		100.0

		　公立幼稚園		111		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		827		0.0		0.0		100.0

		保育園		812		0.0		0.0		100.0

		こども園		121		0.0		0.0		100.0

		その他		330		0.0		0.0		100.0

		【神奈川】		725		30.5		8.4		61.1

		幼稚園		311		28.9		7.1		64.0

		　公立幼稚園		38		23.7		2.6		73.7

		　私立幼稚園		273		29.7		7.7		62.6

		保育園		269		32.3		6.3		61.3

		こども園		89		29.2		20.2		50.6

		その他		85		28.2		8.2		63.5

		【埼玉】		718		0.0		7.4		92.6

		幼稚園		338		0.0		5.9		94.1

		　公立幼稚園		49		0.0		6.1		93.9

		　私立幼稚園		291		0.0		5.8		94.2

		保育園		250		0.0		8.8		91.2

		こども園		65		0.0		9.2		90.8

		その他		88		0.0		8.0		92.0

		【千葉】		1070		0.0		6.8		93.2

		幼稚園		561		0.0		7.0		93.0

		　公立幼稚園		90		0.0		5.6		94.4

		　私立幼稚園		473		0.0		7.2		92.8

		保育園		312		0.0		7.1		92.9

		こども園		125		0.0		9.6		90.4

		その他		102		0.0		2.9		97.1

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0.0		0.0		100.0

		幼稚園		309		0.0		0.0		100.0

		　公立幼稚園		114		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		198		0.0		0.0		100.0

		保育園		342		0.0		0.0		100.0

		こども園		340		0.0		0.0		100.0

		その他		72		0.0		0.0		100.0

		【大阪】		1542		13.2		4.5		82.3

		幼稚園		658		14.3		3.2		82.5

		　公立幼稚園		197		9.1		1.5		89.3

		　私立幼稚園		462		16.7		3.9		79.4

		保育園		369		20.1		1.9		78.0

		こども園		452		6.9		8.2		85.0

		その他		121		8.3		4.1		87.6

		【兵庫】		965		16.5		0.1		83.4

		幼稚園		347		12.4		0.0		87.6

		　公立幼稚園		142		3.5		0.0		96.5

		　私立幼稚園		208		18.3		0.0		81.7

		保育園		242		12.4		0.4		87.2

		こども園		330		21.8		0.0		78.2

		その他		102		17.6		0.0		82.4

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		9.2		0.0		90.8

		幼稚園		420		7.9		0.0		92.1

		　公立幼稚園		226		1.8		0.0		98.2

		　私立幼稚園		194		14.9		0.0		85.1

		保育園		403		10.2		0.0		89.8

		こども園		213		3.8		0.0		96.2

		その他		77		27.3		0.0		72.7

		【岡山】		279		0.0		29.0		71.0

		幼稚園		99		0.0		20.2		79.8

		　公立幼稚園		71		0.0		15.5		84.5

		　私立幼稚園		28		0.0		32.1		67.9

		保育園		125		0.0		40.0		60.0

		こども園		50		0.0		18.0		82.0

		その他		30		0.0		56.7		43.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		100.0		0.0		0.0

		幼稚園		728		100.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		97		100.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		633		100.0		0.0		0.0

		保育園		656		100.0		0.0		0.0

		こども園		257		100.0		0.0		0.0

		その他		209		100.0		0.0		0.0

		【新政令市】		604		0.0		100.0		0.0

		幼稚園		160		0.0		100.0		0.0

		　公立幼稚園		30		0.0		100.0		0.0

		　私立幼稚園		130		0.0		100.0		0.0

		保育園		164		0.0		100.0		0.0

		こども園		264		0.0		100.0		0.0

		その他		50		0.0		100.0		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		32.0		0.0		68.0

		対象になった		1139		31.6		0.0		68.4

		対象になっていない		191		34.6		0.0		65.4

		【東北】		1155		10.0		0.0		90.0

		対象になった		955		9.6		0.0		90.4

		対象になっていない		200		11.5		0.0		88.5

		【関東】		5663		3.9		3.3		92.8

		対象になった		4736		3.8		3.3		92.9

		対象になっていない		927		4.3		3.3		92.3

		【東海】		1780		6.6		8.1		85.3

		対象になった		1559		6.5		8.1		85.3

		対象になっていない		221		6.8		8.1		85.1

		【甲信越・北陸】		1111		0.1		4.8		95.1

		対象になった		916		0.1		5.3		94.5

		対象になっていない		195		0.0		2.1		97.9

		【近畿】		3585		12.9		2.0		85.2

		対象になった		3049		12.5		2.1		85.3

		対象になっていない		536		14.9		0.9		84.1

		【中国・四国】		1998		6.1		4.1		89.8

		対象になった		1619		6.1		4.3		89.6

		対象になっていない		379		6.3		2.9		90.8

		【九州】		1940		16.1		3.5		80.4

		対象になった		1601		15.2		3.6		81.1

		対象になっていない		339		20.4		2.9		76.7

		【沖縄】		360		0.0		0.0		100.0

		対象になった		269		0.0		0.0		100.0

		対象になっていない		91		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		0.0		0.0		100.0

		対象になった		1708		0.0		0.0		100.0

		対象になっていない		413		0.0		0.0		100.0

		【神奈川】		725		30.5		8.4		61.1

		対象になった		599		30.2		8.5		61.3

		対象になっていない		126		31.7		7.9		60.3

		【埼玉】		718		0.0		7.4		92.6

		対象になった		614		0.0		6.7		93.3

		対象になっていない		104		0.0		11.5		88.5

		【千葉】		1070		0.0		6.8		93.2

		対象になった		931		0.0		6.9		93.1

		対象になっていない		139		0.0		6.5		93.5

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0.0		0.0		100.0

		対象になった		884		0.0		0.0		100.0

		対象になっていない		145		0.0		0.0		100.0

		【大阪】		1542		13.2		4.5		82.3

		対象になった		1320		12.9		4.8		82.3

		対象になっていない		222		15.3		2.3		82.4

		【兵庫】		965		16.5		0.1		83.4

		対象になった		804		16.8		0.1		83.1

		対象になっていない		161		14.9		0.0		85.1

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		9.2		0.0		90.8

		対象になった		925		8.3		0.0		91.7

		対象になっていない		153		14.4		0.0		85.6

		【岡山】		279		0.0		29.0		71.0

		対象になった		245		0.0		28.6		71.4

		対象になっていない		34		0.0		32.4		67.6

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		100.0		0.0		0.0

		対象になった		1460		100.0		0.0		0.0

		対象になっていない		317		100.0		0.0		0.0

		【新政令市】		604		0.0		100.0		0.0

		対象になった		525		0.0		100.0		0.0

		対象になっていない		79		0.0		100.0		0.0





N

		【利用者】Ｑ１　議員所属都道府県（ＳＡ）

				総数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		北海道地方		東北地方		関東地方		東海地方		甲信越・北陸地方		近畿地方		中国・四国地方		九州地方		沖縄地方

		全体		18922		1338		280		95		280		220		128		155		453		295		297		716		1071		2043		723		135		62		117		109		209		476		248		382		1017		158		179		373		1553		969		291		231		137		119		280		483		236		128		183		261		183		951		124		171		169		200		173		152		369		1338		1158		5598		1805		1108		3596		2010		1940		369

		＜地方別＞

		北海道		1330		1324		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		1324		0		0		0		0		0		6		0		0

		東北		1155		0		280		94		279		220		126		154		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1153		2		0		0		0		0		0		0

		関東		5663		13		0		1		1		0		2		0		448		295		297		709		1067		2034		718		4		1		0		0		0		1		3		7		11		4		1		1		14		4		3		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		7		0		1		9		0		0		1		0		13		4		5568		25		6		25		4		18		0

		東海		1780		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		4		1		0		0		0		0		0		2		245		373		996		151		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		8		1765		2		3		1		1		0

		甲信越・北陸		1111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		131		61		117		108		208		472		0		0		10		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		11		1097		2		0		0		0

		近畿		3585		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		3		2		3		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		2		177		371		1534		961		288		229		0		1		1		1		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		2		3		3560		8		0		0

		中国・四国		1998		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		0		137		117		276		482		236		128		182		257		175		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		4		1990		1		0

		九州		1940		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		943		124		169		160		200		173		151		10		0		1		5		1		0		2		1		1920		10

		沖縄		360		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		359		0		0		0		1		0		0		0		0		359

		＜地方詳細＞

		東京		2121		6		0		1		0		0		1		0		7		1		0		18		10		2015		14		2		0		0		0		0		0		1		4		8		4		1		1		11		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		5		0		1		2		0		0		1		0		6		2		2065		17		2		17		3		9		0

		神奈川		725		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		4		2		5		696		0		1		0		0		0		1		1		2		2		0		0		0		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		0		1		709		5		2		5		0		3		0

		埼玉		718		2		0		0		1		0		0		0		3		2		4		684		0		9		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		2		1		703		3		1		1		1		6		0

		千葉		1070		4		0		0		0		0		0		0		4		2		0		1		1052		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		1064		0		1		1		0		0		0

		茨城・群馬・栃木		1029		1		0		0		0		0		0		0		432		290		293		2		3		1		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1027		0		0		1		0		0		0

		大阪		1542		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0		4		1516		7		6		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		2		1		1533		2		0		0

		兵庫		965		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		3		948		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		2		953		5		0		0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		177		366		15		6		281		229		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		1074		1		0		0

		岡山		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		275		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		427		0		1		112		0		2		0		4		0		0		4		1		7		206		0		1		0		0		1		1		2		0		112		2		0		92		194		165		4		1		0		0		0		120		0		0		0		3		2		306		0		1		1		0		0		0		5		427		115		222		116		3		456		125		308		5

		新政令市		604		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		55		74		2		58		53		0		0		0		0		0		0		141		1		0		0		0		66		1		1		1		0		2		79		2		0		0		0		0		0		0		0		0		66		0		0		0		0		1		0		190		142		53		69		83		66		0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		493		30		20		133		12		24		77		154		69		90		338		559		892		315		25		14		20		15		64		120		99		96		380		60		66		142		662		344		139		76		29		34		97		172		124		40		84		89		36		318		38		29		34		64		21		39		32		493		296		2417		635		258		1429		705		543		32

		　公立幼稚園		1944		93		9		9		48		7		3		9		55		13		47		45		92		104		38		12		8		2		5		27		57		27		44		113		24		54		32		198		138		100		38		10		31		70		41		29		36		57		35		17		61		3		5		17		44		3		14		20		93		85		394		208		111		560		326		147		20

		　私立幼稚園		4888		400		21		11		85		5		21		68		102		56		43		295		469		791		277		13		6		18		10		37		63		72		53		268		36		12		110		465		209		39		38		19		3		27		131		96		6		27		55		19		260		35		24		17		20		18		25		13		400		211		2033		429		147		873		383		399		13

		保育園		7007		410		103		45		94		117		66		31		178		97		76		252		309		780		270		61		28		25		47		99		264		85		119		491		66		65		143		364		249		97		102		68		60		125		168		81		51		51		96		129		416		58		66		93		75		52		81		204		410		456		1962		761		524		1020		829		841		204

		こども園		3999		369		172		23		27		84		32		32		106		107		127		67		130		114		85		47		19		69		46		36		59		54		154		95		31		44		68		462		329		47		47		37		18		53		121		17		43		62		70		16		111		33		74		43		45		96		20		58		369		370		736		334		276		997		437		422		58

		その他		1900		135		10		8		36		18		11		21		27		32		15		86		103		330		82		8		4		4		3		20		46		18		19		89		4		11		33		123		104		21		7		5		11		28		36		20		12		11		12		9		153		5		11		4		32		5		19		99		135		104		675		130		85		299		144		229		99

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		93		9		9		48		7		3		9		55		13		47		45		92		104		38		12		8		2		5		27		57		27		44		113		24		54		32		198		138		100		38		10		31		70		41		29		36		57		35		17		61		3		5		17		44		3		14		20		93		85		394		208		111		560		326		147		20

		私立幼稚園		4888		400		21		11		85		5		21		68		102		56		43		295		469		791		277		13		6		18		10		37		63		72		53		268		36		12		110		465		209		39		38		19		3		27		131		96		6		27		55		19		260		35		24		17		20		18		25		13		400		211		2033		429		147		873		383		399		13

		認可保育所		7007		410		103		45		94		117		66		31		178		97		76		252		309		780		270		61		28		25		47		99		264		85		119		491		66		65		143		364		249		97		102		68		60		125		168		81		51		51		96		129		416		58		66		93		75		52		81		204		410		456		1962		761		524		1020		829		841		204

		認定こども園		3999		369		172		23		27		84		32		32		106		107		127		67		130		114		85		47		19		69		46		36		59		54		154		95		31		44		68		462		329		47		47		37		18		53		121		17		43		62		70		16		111		33		74		43		45		96		20		58		369		370		736		334		276		997		437		422		58

		小規模保育		307		30		2		2		16		0		2		4		6		3		3		17		16		34		22		2		0		0		0		2		3		3		4		7		0		2		5		30		13		4		0		1		0		0		3		1		1		3		4		5		17		1		1		1		17		0		6		14		30		26		101		14		7		54		18		43		14

		家庭的保育		247		7		3		1		3		5		2		4		7		1		0		5		19		44		10		0		1		1		0		3		12		3		4		6		0		1		3		28		20		3		1		0		1		5		9		1		1		0		1		2		19		0		1		1		2		0		0		7		7		18		86		13		17		56		20		23		7

		事業所内保育		190		16		0		2		6		4		1		1		1		5		0		15		30		7		4		3		0		1		1		3		8		2		4		16		1		3		2		7		8		3		2		0		3		4		1		3		3		6		1		0		7		0		0		0		4		0		1		1		16		14		62		23		16		25		21		12		1

		居宅訪問型保育		5		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		1		0		1		0

		障がい児の発達支援		193		26		1		0		0		2		2		1		5		2		0		12		5		20		4		0		0		0		0		2		3		4		1		18		1		2		4		19		10		6		3		0		1		8		6		5		1		1		0		0		9		0		4		1		2		0		0		2		26		6		48		24		5		44		22		16		2

		企業主導型保育		192		11		1		0		3		0		0		2		2		2		0		3		7		8		4		1		1		1		1		3		2		1		2		11		0		1		0		11		14		1		0		4		1		3		10		1		3		0		4		0		58		0		1		0		2		0		4		8		11		6		26		14		9		27		26		65		8

		地方独自の保育施設		105		21		0		2		1		0		2		2		1		3		4		7		1		22		0		0		1		0		0		3		7		0		2		5		0		0		2		1		4		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		2		2		1		0		0		0		3		0		4		21		7		38		7		11		7		4		6		4

		幼稚園類似施設		171		5		0		0		0		0		1		0		0		1		0		3		9		83		30		1		0		0		1		0		3		4		2		4		1		0		12		2		1		1		0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		5		1		126		11		5		16		4		2		1

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		21		3		1		7		7		2		7		7		15		8		23		20		119		9		1		1		2		0		4		8		4		2		22		1		2		7		27		35		6		1		0		5		7		6		8		3		1		2		0		42		3		3		1		5		2		7		66		21		27		201		29		16		78		32		63		66

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		1145		236		71		234		172		108		136		387		255		248		615		934		1644		601		124		53		86		83		179		387		213		333		892		141		163		305		1335		807		259		191		107		89		245		388		201		98		152		213		135		781		105		147		143		165		144		117		276		1145		957		4684		1579		912		3060		1628		1602		276

		対象になっていない		3079		193		44		24		46		48		20		19		66		40		49		101		137		399		122		11		9		31		26		30		89		35		49		125		17		16		68		218		162		32		40		30		30		35		95		35		30		31		48		48		170		19		24		26		35		29		35		93		193		201		914		226		196		536		382		338		93

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		1324		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		1324		0		0		0		0		0		6		0		0

		幼稚園		487		485		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		485		0		0		0		0		0		2		0		0

		　公立幼稚園		93		92		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		92		0		0		0		0		0		1		0		0

		　私立幼稚園		394		393		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		393		0		0		0		0		0		1		0		0

		保育園		407		405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		405		0		0		0		0		0		2		0		0

		こども園		369		367		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		367		0		0		0		0		0		2		0		0

		その他		134		134		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		134		0		0		0		0		0		0		0		0

		【東北】		1155		0		280		94		279		220		126		154		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1153		2		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		294		0		30		19		132		12		23		77		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		293		1		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		86		0		9		9		48		7		3		9		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85		1		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		208		0		21		10		84		5		20		68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		208		0		0		0		0		0		0		0

		保育園		457		0		103		45		94		117		66		31		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		456		1		0		0		0		0		0		0

		こども園		369		0		172		23		27		84		32		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		369		0		0		0		0		0		0		0

		その他		103		0		10		8		36		18		10		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		103		0		0		0		0		0		0		0

		【関東】		5663		13		0		1		1		0		2		0		448		295		297		709		1067		2034		718		4		1		0		0		0		1		3		7		11		4		1		1		14		4		3		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		7		0		1		9		0		0		1		0		13		4		5568		25		6		25		4		18		0

		幼稚園		2454		7		0		1		1		0		1		0		153		69		90		337		557		890		315		2		0		0		0		0		0		2		3		4		2		1		0		8		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		3		0		1		3		0		0		0		0		7		3		2411		11		2		11		2		7		0

		　公立幼稚園		402		1		0		0		0		0		0		0		54		13		47		45		91		103		38		1		0		0		0		0		0		1		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		1		0		391		6		1		0		0		3		0

		　私立幼稚園		2062		6		0		1		1		0		1		0		102		56		43		294		468		790		277		1		0		0		0		0		0		1		0		2		2		1		0		8		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		3		0		1		0		0		0		0		0		6		3		2030		5		1		11		2		4		0

		保育園		1985		4		0		0		0		0		0		0		176		97		76		250		309		775		265		0		1		0		0		0		1		1		3		4		2		0		1		3		3		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		3		0		0		6		0		0		1		0		4		0		1948		10		2		9		2		10		0

		こども園		740		2		0		0		0		0		0		0		104		107		127		64		128		113		85		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		3		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		0		728		2		2		5		0		1		0

		その他		677		0		0		0		0		0		1		0		27		32		15		84		103		329		82		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		672		2		0		0		1		1		0

		【東海】		1780		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		4		1		0		0		0		0		0		2		245		373		996		151		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		8		1765		2		3		1		1		0

		幼稚園		623		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		97		93		375		56		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		621		0		0		0		1		0

		　公立幼稚園		202		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26		41		110		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		201		0		0		0		1		0

		　私立幼稚園		423		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		71		53		266		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		422		0		0		0		0		0

		保育園		755		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		84		114		487		64		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		749		0		2		0		0		0

		こども園		328		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		54		153		86		30		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		323		0		1		1		0		0

		その他		128		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		18		19		85		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		126		2		0		0		0		0

		【甲信越・北陸】		1111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		131		61		117		108		208		472		0		0		10		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		11		1097		2		0		0		0

		幼稚園		255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23		14		20		15		63		119		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		254		0		0		0		0

		　公立幼稚園		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		8		2		5		26		57		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		109		0		0		0		0

		　私立幼稚園		145		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		6		18		10		37		62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		145		0		0		0		0

		保育園		523		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		61		27		25		47		99		263		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		522		1		0		0		0

		こども園		284		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		19		69		46		36		59		0		0		8		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		274		1		0		0		0

		その他		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		8		4		4		2		20		44		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		82		0		0		0		0

		【近畿】		3585		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		3		2		3		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		2		177		371		1534		961		288		229		0		1		1		1		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		2		3		3560		8		0		0

		幼稚園		1425		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		2		65		142		654		343		138		75		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		1417		2		0		0

		　公立幼稚園		565		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		54		32		198		138		100		38		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		560		2		0		0

		　私立幼稚園		864		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		11		110		457		208		38		37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		861		0		0		0

		保育園		1014		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		64		141		358		244		96		101		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		1004		4		0		0

		こども園		995		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		44		68		457		327		46		47		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		989		2		0		0

		その他		300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		11		33		123		104		21		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		299		0		0		0

		【中国・四国】		1998		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		0		137		117		276		482		236		128		182		257		175		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		4		1990		1		0

		幼稚園		702		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		29		34		96		172		124		40		84		86		34		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		699		0		0

		　公立幼稚園		323		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		31		70		41		29		36		57		33		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		323		0		0

		　私立幼稚園		383		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		19		3		26		131		96		6		27		54		18		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		380		0		0

		保育園		827		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		68		59		124		167		81		51		50		95		126		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		3		821		1		0

		こども園		431		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37		17		51		121		17		43		62		70		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		431		0		0

		その他		144		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		11		28		36		20		12		10		12		9		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		143		0		0

		【九州】		1940		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		943		124		169		160		200		173		151		10		0		1		5		1		0		2		1		1920		10

		幼稚園		539		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		315		38		27		31		64		21		39		3		0		0		1		0		0		0		0		535		3

		　公立幼稚園		143		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		61		3		4		14		44		3		14		0		0		0		0		0		0		0		0		143		0

		　私立幼稚園		399		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		257		35		23		17		20		18		25		3		0		0		1		0		0		0		0		395		3

		保育園		840		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		412		58		66		87		75		52		80		6		0		0		2		1		0		1		0		830		6

		こども園		425		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		111		33		74		42		45		96		20		0		0		1		1		0		0		1		1		421		0

		その他		232		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		152		5		11		4		32		5		19		2		0		0		2		0		0		0		0		228		2

		【沖縄】		360		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		359		0		0		0		1		0		0		0		0		359

		幼稚園		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		29

		　公立幼稚園		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		20

		　私立幼稚園		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		10

		保育園		199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		198		0		0		0		1		0		0		0		0		198

		こども園		58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		0		0		0		0		0		0		0		0		58

		その他		97		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		97		0		0		0		0		0		0		0		0		97

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		6		0		1		0		0		1		0		7		1		0		18		10		2015		14		2		0		0		0		0		0		1		4		8		4		1		1		11		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		5		0		1		2		0		0		1		0		6		2		2065		17		2		17		3		9		0

		幼稚園		935		3		0		1		0		0		0		0		5		1		0		9		2		883		9		1		0		0		0		0		0		1		1		3		2		1		0		6		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		2		0		1		1		0		0		0		0		3		1		909		7		1		8		2		4		0

		　公立幼稚園		111		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		103		2		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		105		3		1		0		0		1		0

		　私立幼稚園		827		2		0		1		0		0		0		0		5		1		0		9		2		783		7		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		1		0		6		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		2		0		1		0		0		0		0		0		2		1		807		4		0		8		2		3		0

		保育園		812		2		0		0		0		0		0		0		2		0		0		10		5		770		4		0		0		0		0		0		0		0		2		3		2		0		1		3		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		1		0		0		1		0		2		0		791		7		0		6		1		5		0

		こども園		121		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		111		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		114		2		1		3		0		0		0

		その他		330		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		324		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		328		1		0		0		0		0		0

		【神奈川】		725		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		4		2		5		696		0		1		0		0		0		1		1		2		2		0		0		0		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		0		1		709		5		2		5		0		3		0

		幼稚園		311		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		1		2		300		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		305		2		0		2		0		1		0

		　公立幼稚園		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		36		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37		1		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		273		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		2		264		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		268		1		0		2		0		1		0

		保育園		269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		259		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		262		2		2		2		0		1		0

		こども園		89		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		88		0		0		1		0		0		0

		その他		85		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		1		80		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		83		1		0		0		0		1		0

		【埼玉】		718		2		0		0		1		0		0		0		3		2		4		684		0		9		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		2		1		703		3		1		1		1		6		0

		幼稚園		338		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		324		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		1		1		331		2		0		1		0		2		0

		　公立幼稚園		49		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		45		2		0		0		0		2		0

		　私立幼稚園		291		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		283		0		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		288		0		0		1		0		0		0

		保育園		250		1		0		0		0		0		0		0		1		0		3		237		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		1		0		243		1		0		0		1		4		0

		こども園		65		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		61		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		63		0		1		0		0		1		0

		その他		88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		83		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		87		0		0		0		1		0		0

		【千葉】		1070		4		0		0		0		0		0		0		4		2		0		1		1052		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		1064		0		1		1		0		0		0

		幼稚園		561		3		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		553		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		557		0		1		0		0		0		0

		　公立幼稚園		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		473		3		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		465		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		469		0		1		0		0		0		0

		保育園		312		1		0		0		0		0		0		0		3		1		0		1		304		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		311		0		0		0		0		0		0

		こども園		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		124		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		124		0		0		1		0		0		0

		その他		102		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		102		0		0		0		0		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		1		0		0		0		0		0		0		432		290		293		2		3		1		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1027		0		0		1		0		0		0

		幼稚園		309		0		0		0		0		0		0		0		146		67		89		2		1		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		309		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		114		0		0		0		0		0		0		0		53		12		47		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		114		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		198		0		0		0		0		0		0		0		96		55		42		1		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		198		0		0		0		0		0		0

		保育園		342		0		0		0		0		0		0		0		170		96		73		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		341		0		0		1		0		0		0

		こども園		340		1		0		0		0		0		0		0		103		106		127		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		339		0		0		0		0		0		0

		その他		72		0		0		0		0		0		0		0		25		31		15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72		0		0		0		0		0		0

		【大阪】		1542		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0		4		1516		7		6		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		2		1		1533		2		0		0

		幼稚園		658		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0		2		652		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		655		0		0		0

		　公立幼稚園		197		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		197		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		197		0		0		0

		　私立幼稚園		462		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0		2		456		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		459		0		0		0

		保育園		369		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		355		5		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		365		1		0		0

		こども園		452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		448		0		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		450		1		0		0

		その他		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		119		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0

		【兵庫】		965		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		3		948		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		2		953		5		0		0

		幼稚園		347		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		342		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		343		2		0		0

		　公立幼稚園		142		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		138		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		138		2		0		0

		　私立幼稚園		208		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		207		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		208		0		0		0

		保育園		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		236		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		237		2		0		0

		こども園		330		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		326		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		328		1		0		0

		その他		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		101		0		0		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		177		366		15		6		281		229		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		1074		1		0		0

		幼稚園		420		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65		140		1		0		138		75		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		419		0		0		0

		　公立幼稚園		226		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		54		32		1		0		100		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		225		0		0		0

		　私立幼稚園		194		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		108		0		0		38		37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		194		0		0		0

		保育園		403		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		64		139		2		3		93		101		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		402		1		0		0

		こども園		213		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		44		68		8		1		43		47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		211		0		0		0

		その他		77		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		32		4		3		20		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		77		0		0		0

		【岡山】		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		275		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0

		幼稚園		99		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		96		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99		0		0

		　公立幼稚園		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		71		0		0

		　私立幼稚園		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		0

		保育園		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		124		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		125		0		0

		こども園		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0		0

		その他		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		427		0		1		112		0		2		0		4		0		0		4		1		7		206		0		1		0		0		1		1		2		0		112		2		0		92		194		165		4		1		0		0		0		120		0		0		0		3		2		306		0		1		1		0		0		0		5		427		115		222		116		3		456		125		308		5

		幼稚園		728		203		0		1		45		0		1		0		1		0		0		1		0		1		85		0		0		0		0		0		0		1		0		36		2		0		33		91		42		0		0		0		0		0		58		0		0		0		3		0		121		0		0		1		0		0		0		2		203		47		88		39		0		166		61		122		2

		　公立幼稚園		97		14		0		0		23		0		0		0		1		0		0		1		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		4		18		3		0		0		0		0		0		7		0		0		0		2		0		11		0		0		0		0		0		0		0		14		23		10		5		0		25		9		11		0

		　私立幼稚園		633		189		0		1		22		0		1		0		0		0		0		0		0		1		77		0		0		0		0		0		0		1		0		31		2		0		29		74		39		0		0		0		0		0		51		0		0		0		1		0		111		0		0		1		0		0		0		2		189		24		78		34		0		142		52		112		2

		保育園		656		142		0		0		46		0		1		0		1		0		0		2		0		5		82		0		1		0		0		1		0		0		0		57		0		0		38		66		36		3		1		0		0		0		41		0		0		0		0		0		131		0		0		0		0		0		0		2		142		47		90		57		2		144		41		131		2

		こども園		257		65		0		0		4		0		0		0		0		0		0		1		1		1		24		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		6		33		71		0		0		0		0		0		13		0		0		0		0		1		25		0		0		0		0		0		0		0		65		4		27		12		0		110		14		25		0

		その他		209		42		0		0		21		0		0		0		2		0		0		0		0		0		21		0		0		0		0		0		1		1		0		10		0		0		18		9		21		1		0		0		0		0		10		0		0		0		0		1		49		0		1		0		0		0		0		1		42		21		23		11		1		49		11		50		1

		【新政令市】		604		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		55		74		2		58		53		0		0		0		0		0		0		141		1		0		0		0		66		1		1		1		0		2		79		2		0		0		0		0		0		0		0		0		66		0		0		0		0		1		0		190		142		53		69		83		66		0

		幼稚園		160		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19		38		0		21		11		0		0		0		0		0		0		11		1		0		0		0		21		0		0		1		0		1		17		2		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		1		0		79		12		11		22		20		15		0

		　公立幼稚園		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		5		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		3		0		0		0		0		1		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		8		1		2		3		11		5		0

		　私立幼稚園		130		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		17		33		0		20		9		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		18		0		0		1		0		0		7		2		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		1		0		71		11		9		19		9		10		0

		保育園		164		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22		22		0		18		15		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		62		10		15		7		50		20		0

		こども園		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		14		1		16		27		0		0		0		0		0		0		119		0		0		0		0		34		1		1		0		0		1		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		0		0		0		0		0		39		119		27		36		11		32		0

		その他		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		3		1		6		3		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		15		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		19		5		3		5		17		1		0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		1324		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		1324		0		0		0		0		0		6		0		0

		対象になった		1139		1133		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		1133		0		0		0		0		0		6		0		0

		対象になっていない		191		191		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		191		0		0		0		0		0		0		0		0

		【東北】		1155		0		280		94		279		220		126		154		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1153		2		0		0		0		0		0		0

		対象になった		955		0		236		70		233		172		107		135		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		953		2		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		200		0		44		24		46		48		19		19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		0		0		0		0		0		0		0

		【関東】		5663		13		0		1		1		0		2		0		448		295		297		709		1067		2034		718		4		1		0		0		0		1		3		7		11		4		1		1		14		4		3		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		7		0		1		9		0		0		1		0		13		4		5568		25		6		25		4		18		0

		対象になった		4736		12		0		1		1		0		1		0		382		255		248		611		931		1637		597		4		0		0		0		0		1		3		6		7		3		1		1		13		1		1		2		0		0		1		0		0		0		0		1		0		6		0		1		7		0		0		1		0		12		3		4661		19		5		19		2		15		0

		対象になっていない		927		1		0		0		0		0		1		0		66		40		49		98		136		397		121		0		1		0		0		0		0		0		1		4		1		0		0		1		3		2		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		1		1		907		6		1		6		2		3		0

		【東海】		1780		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		4		1		0		0		0		0		0		2		245		373		996		151		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		8		1765		2		3		1		1		0

		対象になった		1559		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		4		0		0		0		0		0		0		0		210		325		878		135		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6		1548		0		3		1		1		0

		対象になっていない		221		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		2		35		48		118		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		217		2		0		0		0		0

		【甲信越・北陸】		1111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		131		61		117		108		208		472		0		0		10		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		11		1097		2		0		0		0

		対象になった		916		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		120		53		86		83		178		386		0		0		7		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		906		2		0		0		0

		対象になっていない		195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		11		8		31		25		30		86		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3		191		0		0		0		0

		【近畿】		3585		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		3		2		3		2		0		0		0		1		1		1		0		0		0		2		177		371		1534		961		288		229		0		1		1		1		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		2		3		3560		8		0		0

		対象になった		3049		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		2		2		2		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		161		303		1318		802		258		189		0		1		1		1		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		2		1		3031		5		0		0

		対象になっていない		536		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		16		68		216		159		30		40		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		529		3		0		0

		【中国・四国】		1998		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		0		137		117		276		482		236		128		182		257		175		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		4		1990		1		0

		対象になった		1619		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		107		88		242		387		201		98		152		212		127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		3		1614		0		0

		対象になっていない		379		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		30		29		34		95		35		30		30		45		48		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		376		1		0

		【九州】		1940		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		943		124		169		160		200		173		151		10		0		1		5		1		0		2		1		1920		10

		対象になった		1601		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		775		105		145		136		165		144		116		8		0		1		3		1		0		2		0		1586		8

		対象になっていない		339		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		168		19		24		24		35		29		35		2		0		0		2		0		0		0		1		334		2

		【沖縄】		360		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		359		0		0		0		1		0		0		0		0		359

		対象になった		269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		268		0		0		0		1		0		0		0		0		268

		対象になっていない		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		91		0		0		0		0		0		0		0		0		91

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		6		0		1		0		0		1		0		7		1		0		18		10		2015		14		2		0		0		0		0		0		1		4		8		4		1		1		11		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		5		0		1		2		0		0		1		0		6		2		2065		17		2		17		3		9		0

		対象になった		1708		5		0		1		0		0		0		0		5		1		0		17		7		1623		13		2		0		0		0		0		0		1		3		5		3		1		1		10		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		4		0		1		1		0		0		1		0		5		1		1666		12		2		13		2		7		0

		対象になっていない		413		1		0		0		0		0		1		0		2		0		0		1		3		392		1		0		0		0		0		0		0		0		1		3		1		0		0		1		2		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		399		5		0		4		1		2		0

		【神奈川】		725		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		4		2		5		696		0		1		0		0		0		1		1		2		2		0		0		0		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		0		1		709		5		2		5		0		3		0

		対象になった		599		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		2		4		578		0		0		0		0		0		1		1		2		1		0		0		0		1		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		0		1		586		4		1		4		0		3		0

		対象になっていない		126		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		2		0		1		118		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		123		1		1		1		0		0		0

		【埼玉】		718		2		0		0		1		0		0		0		3		2		4		684		0		9		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		2		1		703		3		1		1		1		6		0

		対象になった		614		2		0		0		1		0		0		0		1		2		1		590		0		6		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		2		1		601		3		1		1		0		5		0

		対象になっていない		104		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		94		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		102		0		0		0		1		1		0

		【千葉】		1070		4		0		0		0		0		0		0		4		2		0		1		1052		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		1064		0		1		1		0		0		0

		対象になった		931		4		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		919		3		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		925		0		1		1		0		0		0

		対象になっていない		139		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		133		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		139		0		0		0		0		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		1		0		0		0		0		0		0		432		290		293		2		3		1		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1027		0		0		1		0		0		0

		対象になった		884		1		0		0		0		0		0		0		375		252		247		1		3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		883		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		145		0		0		0		0		0		0		0		57		38		46		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		144		0		0		1		0		0		0

		【大阪】		1542		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2		0		4		1516		7		6		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		2		1		1533		2		0		0

		対象になった		1320		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		3		1302		4		4		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		1313		2		0		0

		対象になっていない		222		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		214		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		220		0		0		0

		【兵庫】		965		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		3		948		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		2		953		5		0		0

		対象になった		804		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		3		792		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		1		796		2		0		0

		対象になっていない		161		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		156		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		157		3		0		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		177		366		15		6		281		229		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		1074		1		0		0

		対象になった		925		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		161		299		13		6		254		189		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		922		1		0		0

		対象になっていない		153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16		67		2		0		27		40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		152		0		0		0

		【岡山】		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		275		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0

		対象になった		245		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		241		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		245		0		0

		対象になっていない		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34		0		0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		427		0		1		112		0		2		0		4		0		0		4		1		7		206		0		1		0		0		1		1		2		0		112		2		0		92		194		165		4		1		0		0		0		120		0		0		0		3		2		306		0		1		1		0		0		0		5		427		115		222		116		3		456		125		308		5

		対象になった		1460		360		0		1		89		0		2		0		2		0		0		2		1		6		172		0		0		0		0		1		0		1		0		98		2		0		71		163		142		2		1		0		0		0		98		0		0		0		1		1		239		0		0		1		0		0		0		4		360		92		183		101		1		379		100		240		4

		対象になっていない		317		67		0		0		23		0		0		0		2		0		0		2		0		1		34		0		1		0		0		0		1		1		0		14		0		0		21		31		23		2		0		0		0		0		22		0		0		0		2		1		67		0		1		0		0		0		0		1		67		23		39		15		2		77		25		68		1

		【新政令市】		604		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		55		74		2		58		53		0		0		0		0		0		0		141		1		0		0		0		66		1		1		1		0		2		79		2		0		0		0		0		0		0		0		0		66		0		0		0		0		1		0		190		142		53		69		83		66		0

		対象になった		525		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		40		64		1		50		49		0		0		0		0		0		0		124		1		0		0		0		62		1		0		1		0		2		68		2		0		0		0		0		0		0		0		0		58		0		0		0		0		1		0		156		125		49		64		72		58		0

		対象になっていない		79		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		10		1		8		4		0		0		0		0		0		0		17		0		0		0		0		4		0		1		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		34		17		4		5		11		8		0

		【利用者】Ｑ５　調査対象都道府県（ＳＡ）

				総数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		北海道地方		東北地方		関東地方		東海地方		甲信越・北陸地方		近畿地方		中国・四国地方		九州地方		沖縄地方

		全体		18922		1330		280		93		282		220		126		154		442		290		297		718		1070		2121		725		132		61		122		114		209		473		241		378		1021		140		180		377		1542		965		279		242		137		117		279		484		236		129		183		259		174		956		126		171		159		200		175		153		360		1330		1155		5663		1780		1111		3585		1998		1940		360

		＜地方別＞

		北海道		1330		1330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1330		0		0		0		0		0		0		0		0

		東北		1155		0		280		93		282		220		126		154		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1155		0		0		0		0		0		0		0

		関東		5663		0		0		0		0		0		0		0		442		290		297		718		1070		2121		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5663		0		0		0		0		0		0

		東海		1780		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		241		378		1021		140		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1780		0		0		0		0		0

		甲信越・北陸		1111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		61		122		114		209		473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1111		0		0		0		0

		近畿		3585		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		180		377		1542		965		279		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3585		0		0		0

		中国・四国		1998		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		117		279		484		236		129		183		259		174		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1998		0		0

		九州		1940		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		956		126		171		159		200		175		153		0		0		0		0		0		0		0		0		1940		0

		沖縄		360		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		360		0		0		0		0		0		0		0		0		360

		＜地方詳細＞

		東京		2121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2121		0		0		0		0		0		0

		神奈川		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		725		0		0		0		0		0		0

		埼玉		718		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		718		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		718		0		0		0		0		0		0

		千葉		1070		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1070		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1070		0		0		0		0		0		0

		茨城・群馬・栃木		1029		0		0		0		0		0		0		0		442		290		297		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1029		0		0		0		0		0		0

		大阪		1542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1542		0		0		0

		兵庫		965		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		965		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		965		0		0		0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		180		377		0		0		279		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1078		0		0		0

		岡山		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		426		0		0		115		0		0		0		0		0		0		0		0		0		221		0		0		0		0		1		0		0		0		117		0		0		99		204		159		0		0		0		0		0		122		0		0		0		0		0		313		0		0		0		0		0		0		0		426		115		221		117		1		462		122		313		0

		新政令市		604		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		53		73		0		61		53		0		0		0		0		0		0		145		0		0		0		0		69		1		0		0		0		0		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		68		0		0		0		0		0		0		187		145		53		70		81		68		0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		487		30		18		134		12		23		77		152		67		90		338		561		935		311		23		14		20		16		63		119		96		94		388		45		66		141		658		347		138		75		29		33		99		172		124		40		84		86		35		318		40		26		30		64		21		40		29		487		294		2454		623		255		1425		702		539		29

		　公立幼稚園		1944		93		9		9		49		7		3		9		55		12		47		49		90		111		38		11		8		2		6		26		57		26		41		111		24		55		33		197		142		100		38		10		30		71		42		28		36		57		33		16		61		3		3		14		44		3		15		20		93		86		402		202		110		565		323		143		20

		　私立幼稚園		4888		394		21		9		85		5		20		68		100		55		43		291		473		827		273		12		6		18		10		37		62		70		54		278		21		11		108		462		208		38		37		19		3		28		130		97		6		27		54		19		260		37		23		16		20		18		25		10		394		208		2062		423		145		864		383		399		10

		保育園		7007		407		103		45		95		117		66		31		171		97		74		250		312		812		269		61		27		25		48		99		263		82		115		494		64		65		142		369		242		93		103		68		60		125		168		81		52		51		97		125		423		58		67		84		75		53		80		199		407		457		1985		755		523		1014		827		840		199

		こども園		3999		369		172		23		27		84		32		31		106		105		129		65		125		121		89		45		19		74		50		37		59		56		156		86		30		45		72		452		330		41		55		37		17		50		122		17		43		62		70		13		110		33		76		44		45		97		20		58		369		369		740		328		284		995		431		425		58

		その他		1900		134		10		8		36		18		10		21		25		32		15		88		102		330		85		9		4		4		3		20		45		15		19		90		4		11		36		121		102		20		10		5		11		30		36		20		12		10		12		8		153		5		11		6		32		5		20		97		134		103		677		128		85		300		144		232		97

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		93		9		9		49		7		3		9		55		12		47		49		90		111		38		11		8		2		6		26		57		26		41		111		24		55		33		197		142		100		38		10		30		71		42		28		36		57		33		16		61		3		3		14		44		3		15		20		93		86		402		202		110		565		323		143		20

		私立幼稚園		4888		394		21		9		85		5		20		68		100		55		43		291		473		827		273		12		6		18		10		37		62		70		54		278		21		11		108		462		208		38		37		19		3		28		130		97		6		27		54		19		260		37		23		16		20		18		25		10		394		208		2062		423		145		864		383		399		10

		認可保育所		7007		407		103		45		95		117		66		31		171		97		74		250		312		812		269		61		27		25		48		99		263		82		115		494		64		65		142		369		242		93		103		68		60		125		168		81		52		51		97		125		423		58		67		84		75		53		80		199		407		457		1985		755		523		1014		827		840		199

		認定こども園		3999		369		172		23		27		84		32		31		106		105		129		65		125		121		89		45		19		74		50		37		59		56		156		86		30		45		72		452		330		41		55		37		17		50		122		17		43		62		70		13		110		33		76		44		45		97		20		58		369		369		740		328		284		995		431		425		58

		小規模保育		307		29		2		2		16		0		1		4		5		3		3		17		16		35		23		2		0		0		0		2		3		2		4		8		0		2		4		31		14		3		0		1		0		0		4		1		1		2		4		5		17		1		1		2		17		0		6		14		29		25		102		14		7		54		18		44		14

		家庭的保育		247		7		3		1		3		5		2		4		6		1		0		5		19		44		10		1		1		1		0		3		11		3		4		7		0		1		3		29		19		3		1		0		1		5		10		1		1		0		1		1		19		0		1		1		2		0		0		7		7		18		85		14		17		56		20		23		7

		事業所内保育		190		16		0		2		6		4		1		1		1		6		0		15		29		7		4		3		0		1		1		3		8		2		4		16		1		3		2		5		8		3		4		0		3		4		1		3		3		6		1		0		6		0		1		0		4		0		1		1		16		14		62		23		16		25		21		12		1

		居宅訪問型保育		5		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		2		0		0		1		0		1		0

		障がい児の発達支援		193		26		1		0		0		2		2		1		5		2		0		12		5		21		4		0		0		0		1		2		3		4		1		16		1		2		3		18		11		6		4		0		1		8		6		5		1		1		0		0		9		0		4		1		2		0		0		2		26		6		49		22		6		44		22		16		2

		企業主導型保育		192		11		1		0		3		0		0		2		2		2		0		3		7		8		4		1		1		2		0		3		2		1		2		10		0		1		0		11		15		1		0		4		1		5		8		1		3		0		4		0		59		1		0		0		2		0		5		6		11		6		26		13		9		28		26		67		6

		地方独自の保育施設		105		21		0		2		1		0		2		2		1		3		4		7		1		22		1		0		1		0		0		3		6		0		2		5		0		0		2		1		4		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		2		2		1		0		0		0		3		0		4		21		7		39		7		10		7		4		6		4

		幼稚園類似施設		171		5		0		0		0		0		1		0		0		1		0		3		8		83		31		1		0		0		1		0		3		2		2		6		1		0		12		2		1		1		0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		5		1		126		11		5		16		4		2		1

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		21		3		1		7		7		2		7		7		14		8		26		21		116		9		1		1		1		0		4		9		3		2		23		1		2		11		26		32		6		1		0		5		7		6		8		3		1		2		0		42		2		3		2		5		2		7		66		21		27		201		29		16		78		32		63		66

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		1139		236		69		236		172		107		135		384		252		248		614		931		1708		599		120		53		88		89		179		387		210		328		897		124		164		308		1320		804		252		201		108		86		245		387		201		98		153		213		128		784		107		148		133		165		146		118		269		1139		955		4736		1559		916		3049		1619		1601		269

		対象になっていない		3079		191		44		24		46		48		19		19		58		38		49		104		139		413		126		12		8		34		25		30		86		31		50		124		16		16		69		222		161		27		41		29		31		34		97		35		31		30		46		46		172		19		23		26		35		29		35		91		191		200		927		221		195		536		379		339		91

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		1330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1330		0		0		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		487		487		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		487		0		0		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		93		93		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		93		0		0		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		394		394		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		394		0		0		0		0		0		0		0		0

		保育園		407		407		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		407		0		0		0		0		0		0		0		0

		こども園		369		369		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		369		0		0		0		0		0		0		0		0

		その他		134		134		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		134		0		0		0		0		0		0		0		0

		【東北】		1155		0		280		93		282		220		126		154		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1155		0		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		294		0		30		18		134		12		23		77		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		294		0		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		86		0		9		9		49		7		3		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		86		0		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		208		0		21		9		85		5		20		68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		208		0		0		0		0		0		0		0

		保育園		457		0		103		45		95		117		66		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		457		0		0		0		0		0		0		0

		こども園		369		0		172		23		27		84		32		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		369		0		0		0		0		0		0		0

		その他		103		0		10		8		36		18		10		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		103		0		0		0		0		0		0		0

		【関東】		5663		0		0		0		0		0		0		0		442		290		297		718		1070		2121		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5663		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		2454		0		0		0		0		0		0		0		152		67		90		338		561		935		311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2454		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		402		0		0		0		0		0		0		0		55		12		47		49		90		111		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		402		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		2062		0		0		0		0		0		0		0		100		55		43		291		473		827		273		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2062		0		0		0		0		0		0

		保育園		1985		0		0		0		0		0		0		0		171		97		74		250		312		812		269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1985		0		0		0		0		0		0

		こども園		740		0		0		0		0		0		0		0		106		105		129		65		125		121		89		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		740		0		0		0		0		0		0

		その他		677		0		0		0		0		0		0		0		25		32		15		88		102		330		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		677		0		0		0		0		0		0

		【東海】		1780		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		241		378		1021		140		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1780		0		0		0		0		0

		幼稚園		623		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		96		94		388		45		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		623		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		202		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26		41		111		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		202		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		423		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		70		54		278		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		423		0		0		0		0		0

		保育園		755		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		82		115		494		64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		755		0		0		0		0		0

		こども園		328		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56		156		86		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		328		0		0		0		0		0

		その他		128		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		19		90		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		128		0		0		0		0		0

		【甲信越・北陸】		1111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		61		122		114		209		473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1111		0		0		0		0

		幼稚園		255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23		14		20		16		63		119		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		255		0		0		0		0

		　公立幼稚園		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		8		2		6		26		57		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0		0		0		0

		　私立幼稚園		145		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		6		18		10		37		62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		145		0		0		0		0

		保育園		523		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		61		27		25		48		99		263		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		523		0		0		0		0

		こども園		284		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		19		74		50		37		59		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		284		0		0		0		0

		その他		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		4		4		3		20		45		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85		0		0		0		0

		【近畿】		3585		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		180		377		1542		965		279		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3585		0		0		0

		幼稚園		1425		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		66		141		658		347		138		75		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1425		0		0		0

		　公立幼稚園		565		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55		33		197		142		100		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		565		0		0		0

		　私立幼稚園		864		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		108		462		208		38		37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		864		0		0		0

		保育園		1014		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65		142		369		242		93		103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1014		0		0		0

		こども園		995		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		72		452		330		41		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		995		0		0		0

		その他		300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		36		121		102		20		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		300		0		0		0

		【中国・四国】		1998		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		117		279		484		236		129		183		259		174		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1998		0		0

		幼稚園		702		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		33		99		172		124		40		84		86		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		702		0		0

		　公立幼稚園		323		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		30		71		42		28		36		57		33		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		323		0		0

		　私立幼稚園		383		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19		3		28		130		97		6		27		54		19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		383		0		0

		保育園		827		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		68		60		125		168		81		52		51		97		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		827		0		0

		こども園		431		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37		17		50		122		17		43		62		70		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		431		0		0

		その他		144		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		11		30		36		20		12		10		12		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		144		0		0

		【九州】		1940		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		956		126		171		159		200		175		153		0		0		0		0		0		0		0		0		1940		0

		幼稚園		539		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		318		40		26		30		64		21		40		0		0		0		0		0		0		0		0		539		0

		　公立幼稚園		143		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		61		3		3		14		44		3		15		0		0		0		0		0		0		0		0		143		0

		　私立幼稚園		399		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		260		37		23		16		20		18		25		0		0		0		0		0		0		0		0		399		0

		保育園		840		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		423		58		67		84		75		53		80		0		0		0		0		0		0		0		0		840		0

		こども園		425		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		33		76		44		45		97		20		0		0		0		0		0		0		0		0		425		0

		その他		232		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		153		5		11		6		32		5		20		0		0		0		0		0		0		0		0		232		0

		【沖縄】		360		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		360		0		0		0		0		0		0		0		0		360

		幼稚園		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		29

		　公立幼稚園		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		20

		　私立幼稚園		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		10

		保育園		199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		199		0		0		0		0		0		0		0		0		199

		こども園		58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		0		0		0		0		0		0		0		0		58

		その他		97		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		97		0		0		0		0		0		0		0		0		97

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2121		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		935		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		935		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		935		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		111		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		827		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		827		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		827		0		0		0		0		0		0

		保育園		812		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		812		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		812		0		0		0		0		0		0

		こども園		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0

		その他		330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		330		0		0		0		0		0		0

		【神奈川】		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		725		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		311		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		273		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		273		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		273		0		0		0		0		0		0

		保育園		269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		269		0		0		0		0		0		0

		こども園		89		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		89		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		89		0		0		0		0		0		0

		その他		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85		0		0		0		0		0		0

		【埼玉】		718		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		718		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		718		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		338		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		338		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		338		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		291		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		291		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		291		0		0		0		0		0		0

		保育園		250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		250		0		0		0		0		0		0

		こども園		65		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65		0		0		0		0		0		0

		その他		88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		88		0		0		0		0		0		0

		【千葉】		1070		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1070		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1070		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		561		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		561		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		561		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		473		0		0		0		0		0		0

		保育園		312		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		312		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		312		0		0		0		0		0		0

		こども園		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		125		0		0		0		0		0		0

		その他		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		102		0		0		0		0		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0		0		0		0		0		0		0		442		290		297		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1029		0		0		0		0		0		0

		幼稚園		309		0		0		0		0		0		0		0		152		67		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		309		0		0		0		0		0		0

		　公立幼稚園		114		0		0		0		0		0		0		0		55		12		47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		114		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		198		0		0		0		0		0		0		0		100		55		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		198		0		0		0		0		0		0

		保育園		342		0		0		0		0		0		0		0		171		97		74		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		342		0		0		0		0		0		0

		こども園		340		0		0		0		0		0		0		0		106		105		129		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		340		0		0		0		0		0		0

		その他		72		0		0		0		0		0		0		0		25		32		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72		0		0		0		0		0		0

		【大阪】		1542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1542		0		0		0

		幼稚園		658		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		658		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		658		0		0		0

		　公立幼稚園		197		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		197		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		197		0		0		0

		　私立幼稚園		462		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		462		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		462		0		0		0

		保育園		369		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		369		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		369		0		0		0

		こども園		452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		452		0		0		0

		その他		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		121		0		0		0

		【兵庫】		965		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		965		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		965		0		0		0

		幼稚園		347		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		347		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		347		0		0		0

		　公立幼稚園		142		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		142		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		142		0		0		0

		　私立幼稚園		208		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		208		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		208		0		0		0

		保育園		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		242		0		0		0

		こども園		330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		330		0		0		0

		その他		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		102		0		0		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		180		377		0		0		279		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1078		0		0		0

		幼稚園		420		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		66		141		0		0		138		75		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		420		0		0		0

		　公立幼稚園		226		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55		33		0		0		100		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		226		0		0		0

		　私立幼稚園		194		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		108		0		0		38		37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		194		0		0		0

		保育園		403		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65		142		0		0		93		103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		403		0		0		0

		こども園		213		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		72		0		0		41		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		213		0		0		0

		その他		77		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		36		0		0		20		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		77		0		0		0

		【岡山】		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0

		幼稚園		99		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99		0		0

		　公立幼稚園		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		71		0		0

		　私立幼稚園		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		0

		保育園		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		125		0		0

		こども園		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0		0

		その他		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		426		0		0		115		0		0		0		0		0		0		0		0		0		221		0		0		0		0		1		0		0		0		117		0		0		99		204		159		0		0		0		0		0		122		0		0		0		0		0		313		0		0		0		0		0		0		0		426		115		221		117		1		462		122		313		0

		幼稚園		728		202		0		0		47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		0		0		0		0		0		0		0		0		36		0		0		33		94		43		0		0		0		0		0		60		0		0		0		0		0		123		0		0		0		0		0		0		0		202		47		90		36		0		170		60		123		0

		　公立幼稚園		97		14		0		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		4		18		5		0		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		14		24		9		5		0		27		7		11		0

		　私立幼稚園		633		188		0		0		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		81		0		0		0		0		0		0		0		0		31		0		0		29		77		38		0		0		0		0		0		53		0		0		0		0		0		113		0		0		0		0		0		0		0		188		23		81		31		0		144		53		113		0

		保育園		656		141		0		0		47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		87		0		0		0		0		1		0		0		0		60		0		0		41		74		30		0		0		0		0		0		41		0		0		0		0		0		134		0		0		0		0		0		0		0		141		47		87		60		1		145		41		134		0

		こども園		257		65		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0		13		0		0		8		31		72		0		0		0		0		0		13		0		0		0		0		0		25		0		0		0		0		0		0		0		65		4		26		13		0		111		13		25		0

		その他		209		41		0		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		21		10		18		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		51		0		0		0		0		0		0		0		41		21		24		11		0		49		12		51		0

		【新政令市】		604		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		53		73		0		61		53		0		0		0		0		0		0		145		0		0		0		0		69		1		0		0		0		0		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		68		0		0		0		0		0		0		187		145		53		70		81		68		0

		幼稚園		160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		39		0		22		11		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		21		0		0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		0		81		12		11		21		20		15		0

		　公立幼稚園		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		5		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		9		0		2		3		11		5		0

		　私立幼稚園		130		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		34		0		21		9		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		18		0		0		0		0		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		72		12		9		18		9		10		0

		保育園		164		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22		22		0		17		15		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		7		1		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		61		10		15		8		50		20		0

		こども園		264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		12		0		18		27		0		0		0		0		0		0		122		0		0		0		0		37		0		0		0		0		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33		0		0		0		0		0		0		36		122		27		37		9		33		0

		その他		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		3		0		7		3		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		17		5		3		5		17		3		0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		1330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1330		0		0		0		0		0		0		0		0

		対象になった		1139		1139		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1139		0		0		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		191		191		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		191		0		0		0		0		0		0		0		0

		【東北】		1155		0		280		93		282		220		126		154		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1155		0		0		0		0		0		0		0

		対象になった		955		0		236		69		236		172		107		135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		955		0		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		200		0		44		24		46		48		19		19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		0		0		0		0		0		0		0

		【関東】		5663		0		0		0		0		0		0		0		442		290		297		718		1070		2121		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5663		0		0		0		0		0		0

		対象になった		4736		0		0		0		0		0		0		0		384		252		248		614		931		1708		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4736		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		927		0		0		0		0		0		0		0		58		38		49		104		139		413		126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		927		0		0		0		0		0		0

		【東海】		1780		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		241		378		1021		140		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1780		0		0		0		0		0

		対象になった		1559		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		210		328		897		124		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1559		0		0		0		0		0

		対象になっていない		221		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31		50		124		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		221		0		0		0		0		0

		【甲信越・北陸】		1111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		61		122		114		209		473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1111		0		0		0		0

		対象になった		916		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		120		53		88		89		179		387		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		916		0		0		0		0

		対象になっていない		195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		8		34		25		30		86		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		195		0		0		0		0

		【近畿】		3585		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		180		377		1542		965		279		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3585		0		0		0

		対象になった		3049		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		164		308		1320		804		252		201		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3049		0		0		0

		対象になっていない		536		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16		69		222		161		27		41		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		536		0		0		0

		【中国・四国】		1998		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		117		279		484		236		129		183		259		174		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1998		0		0

		対象になった		1619		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		108		86		245		387		201		98		153		213		128		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1619		0		0

		対象になっていない		379		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		31		34		97		35		31		30		46		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379		0		0

		【九州】		1940		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		956		126		171		159		200		175		153		0		0		0		0		0		0		0		0		1940		0

		対象になった		1601		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		784		107		148		133		165		146		118		0		0		0		0		0		0		0		0		1601		0

		対象になっていない		339		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		172		19		23		26		35		29		35		0		0		0		0		0		0		0		0		339		0

		【沖縄】		360		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		360		0		0		0		0		0		0		0		0		360

		対象になった		269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		269		0		0		0		0		0		0		0		0		269

		対象になっていない		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		91		0		0		0		0		0		0		0		0		91

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2121		0		0		0		0		0		0

		対象になった		1708		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1708		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1708		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		413		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		413		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		413		0		0		0		0		0		0

		【神奈川】		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		725		0		0		0		0		0		0

		対象になった		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		126		0		0		0		0		0		0

		【埼玉】		718		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		718		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		718		0		0		0		0		0		0

		対象になった		614		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		614		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		614		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		104		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		104		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		104		0		0		0		0		0		0

		【千葉】		1070		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1070		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1070		0		0		0		0		0		0

		対象になった		931		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		931		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		931		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		139		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		139		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		139		0		0		0		0		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0		0		0		0		0		0		0		442		290		297		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1029		0		0		0		0		0		0

		対象になった		884		0		0		0		0		0		0		0		384		252		248		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		884		0		0		0		0		0		0

		対象になっていない		145		0		0		0		0		0		0		0		58		38		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		145		0		0		0		0		0		0

		【大阪】		1542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1542		0		0		0

		対象になった		1320		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1320		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1320		0		0		0

		対象になっていない		222		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		222		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		222		0		0		0

		【兵庫】		965		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		965		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		965		0		0		0

		対象になった		804		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		804		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		804		0		0		0

		対象になっていない		161		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		161		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		161		0		0		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		180		377		0		0		279		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1078		0		0		0

		対象になった		925		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		164		308		0		0		252		201		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		925		0		0		0

		対象になっていない		153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16		69		0		0		27		41		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		153		0		0		0

		【岡山】		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		279		0		0

		対象になった		245		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		245		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		245		0		0

		対象になっていない		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34		0		0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		426		0		0		115		0		0		0		0		0		0		0		0		0		221		0		0		0		0		1		0		0		0		117		0		0		99		204		159		0		0		0		0		0		122		0		0		0		0		0		313		0		0		0		0		0		0		0		426		115		221		117		1		462		122		313		0

		対象になった		1460		360		0		0		92		0		0		0		0		0		0		0		0		0		181		0		0		0		0		1		0		0		0		102		0		0		77		170		135		0		0		0		0		0		98		0		0		0		0		0		244		0		0		0		0		0		0		0		360		92		181		102		1		382		98		244		0

		対象になっていない		317		66		0		0		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		0		0		0		15		0		0		22		34		24		0		0		0		0		0		24		0		0		0		0		0		69		0		0		0		0		0		0		0		66		23		40		15		0		80		24		69		0

		【新政令市】		604		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		53		73		0		61		53		0		0		0		0		0		0		145		0		0		0		0		69		1		0		0		0		0		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		68		0		0		0		0		0		0		187		145		53		70		81		68		0

		対象になった		525		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41		64		0		51		49		0		0		0		0		0		0		127		0		0		0		0		64		1		0		0		0		0		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58		0		0		0		0		0		0		156		127		49		65		70		58		0

		対象になっていない		79		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		9		0		10		4		0		0		0		0		0		0		18		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		31		18		4		5		11		10		0

		【利用者】Ｑ７　０～２歳のお子さんの人数を教えてください。（２０１９年４月１日現在）（ＳＡ）

				総数		０～２歳のお子さんはいない		０～２歳のお子さんが１人		０～２歳のお子さんが２人		０～２歳のお子さんが３人		その他

		全体		18922		10550		7597		754		19		2

		＜地方別＞

		北海道		1330		771		510		47		1		1

		東北		1155		642		476		37		0		0

		関東		5663		3226		2202		231		4		0

		東海		1780		1058		664		56		1		1

		甲信越・北陸		1111		590		474		44		3		0

		近畿		3585		2019		1436		123		7		0

		中国・四国		1998		1088		822		85		3		0

		九州		1940		1012		834		94		0		0

		沖縄		360		144		179		37		0		0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		1165		872		81		3		0

		神奈川		725		411		285		29		0		0

		埼玉		718		410		266		41		1		0

		千葉		1070		645		394		31		0		0

		茨城・群馬・栃木		1029		595		385		49		0		0

		大阪		1542		904		586		48		4		0

		兵庫		965		519		398		46		2		0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		596		452		29		1		0

		岡山		279		168		101		9		1		0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		947		753		75		2		0

		新政令市		604		362		223		19		0		0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		4434		2195		170		8		1

		　公立幼稚園		1944		1220		666		53		4		1

		　私立幼稚園		4888		3220		1544		120		4		0

		保育園		7007		3408		3232		361		6		0

		こども園		3999		2306		1552		137		3		1

		その他		1900		654		1099		140		6		1

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		1220		666		53		4		1

		私立幼稚園		4888		3220		1544		120		4		0

		認可保育所		7007		3408		3232		361		6		0

		認定こども園		3999		2306		1552		137		3		1

		小規模保育		307		57		223		26		1		0

		家庭的保育		247		30		191		25		1		0

		事業所内保育		190		50		124		15		0		1

		居宅訪問型保育		5		1		2		2		0		0

		障がい児の発達支援		193		123		64		6		0		0

		企業主導型保育		192		45		126		20		1		0

		地方独自の保育施設		105		47		52		5		1		0

		幼稚園類似施設		171		113		54		4		0		0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		200		285		46		2		0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		10012		5425		390		14		2

		対象になっていない		3079		538		2172		364		5		0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		771		510		47		1		1

		幼稚園		487		324		145		17		1		0

		　公立幼稚園		93		56		33		3		1		0

		　私立幼稚園		394		268		112		14		0		0

		保育園		407		197		198		12		0		0

		こども園		369		223		135		10		0		1

		その他		134		47		75		11		0		1

		【東北】		1155		642		476		37		0		0

		幼稚園		294		195		95		4		0		0

		　公立幼稚園		86		55		31		0		0		0

		　私立幼稚園		208		140		64		4		0		0

		保育園		457		237		206		14		0		0

		こども園		369		208		143		18		0		0

		その他		103		35		63		5		0		0

		【関東】		5663		3226		2202		231		4		0

		幼稚園		2454		1630		759		63		2		0

		　公立幼稚園		402		257		125		19		1		0

		　私立幼稚園		2062		1376		638		47		1		0

		保育園		1985		934		937		113		1		0

		こども園		740		453		261		25		1		0

		その他		677		258		368		47		4		0

		【東海】		1780		1058		664		56		1		1

		幼稚園		623		420		185		17		0		1

		　公立幼稚園		202		133		65		3		0		1

		　私立幼稚園		423		287		122		14		0		0

		保育園		755		400		330		25		0		0

		こども園		328		212		107		9		0		0

		その他		128		43		78		6		1		0

		【甲信越・北陸】		1111		590		474		44		3		0

		幼稚園		255		155		91		8		1		0

		　公立幼稚園		110		65		40		5		0		0

		　私立幼稚園		145		90		51		3		1		0

		保育園		523		278		217		26		2		0

		こども園		284		144		131		9		0		0

		その他		85		23		58		4		0		0

		【近畿】		3585		2019		1436		123		7		0

		幼稚園		1425		923		473		28		1		0

		　公立幼稚園		565		355		199		10		1		0

		　私立幼稚園		864		568		278		18		0		0

		保育園		1014		478		483		50		3		0

		こども園		995		575		388		30		2		0

		その他		300		92		183		24		1		0

		【中国・四国】		1998		1088		822		85		3		0

		幼稚園		702		435		246		18		3		0

		　公立幼稚園		323		199		113		10		1		0

		　私立幼稚園		383		238		135		8		2		0

		保育園		827		416		364		47		0		0

		こども園		431		230		182		19		0		0

		その他		144		42		92		10		0		0

		【九州】		1940		1012		834		94		0		0

		幼稚園		539		338		188		13		0		0

		　公立幼稚園		143		90		51		2		0		0

		　私立幼稚園		399		249		139		11		0		0

		保育園		840		390		399		51		0		0

		こども園		425		233		178		14		0		0

		その他		232		87		123		22		0		0

		【沖縄】		360		144		179		37		0		0

		幼稚園		29		14		13		2		0		0

		　公立幼稚園		20		10		9		1		0		0

		　私立幼稚園		10		4		5		1		0		0

		保育園		199		78		98		23		0		0

		こども園		58		28		27		3		0		0

		その他		97		27		59		11		0		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		1165		872		81		3		0

		幼稚園		935		643		269		21		2		0

		　公立幼稚園		111		74		31		5		1		0

		　私立幼稚園		827		570		239		17		1		0

		保育園		812		334		435		42		1		0

		こども園		121		73		43		4		1		0

		その他		330		128		182		17		3		0

		【神奈川】		725		411		285		29		0		0

		幼稚園		311		196		111		4		0		0

		　公立幼稚園		38		24		13		1		0		0

		　私立幼稚園		273		172		98		3		0		0

		保育園		269		132		121		16		0		0

		こども園		89		53		32		4		0		0

		その他		85		34		45		6		0		0

		【埼玉】		718		410		266		41		1		0

		幼稚園		338		218		103		17		0		0

		　公立幼稚園		49		30		14		5		0		0

		　私立幼稚園		291		188		90		13		0		0

		保育園		250		130		105		15		0		0

		こども園		65		41		20		4		0		0

		その他		88		27		51		9		1		0

		【千葉】		1070		645		394		31		0		0

		幼稚園		561		370		183		8		0		0

		　公立幼稚園		90		60		28		2		0		0

		　私立幼稚園		473		312		155		6		0		0

		保育園		312		166		130		16		0		0

		こども園		125		84		38		3		0		0

		その他		102		39		56		7		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		595		385		49		0		0

		幼稚園		309		203		93		13		0		0

		　公立幼稚園		114		69		39		6		0		0

		　私立幼稚園		198		134		56		8		0		0

		保育園		342		172		146		24		0		0

		こども園		340		202		128		10		0		0

		その他		72		30		34		8		0		0

		【大阪】		1542		904		586		48		4		0

		幼稚園		658		443		199		15		1		0

		　公立幼稚園		197		130		59		7		1		0

		　私立幼稚園		462		313		141		8		0		0

		保育園		369		181		175		11		2		0

		こども園		452		265		173		13		1		0

		その他		121		36		72		13		0		0

		【兵庫】		965		519		398		46		2		0

		幼稚園		347		217		122		8		0		0

		　公立幼稚園		142		81		60		1		0		0

		　私立幼稚園		208		136		65		7		0		0

		保育園		242		105		112		24		1		0

		こども園		330		181		137		11		1		0

		その他		102		32		64		6		0		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		596		452		29		1		0

		幼稚園		420		263		152		5		0		0

		　公立幼稚園		226		144		80		2		0		0

		　私立幼稚園		194		119		72		3		0		0

		保育園		403		192		196		15		0		0

		こども園		213		129		78		6		0		0

		その他		77		24		47		5		1		0

		【岡山】		279		168		101		9		1		0

		幼稚園		99		59		34		5		1		0

		　公立幼稚園		71		45		23		3		0		0

		　私立幼稚園		28		14		11		2		1		0

		保育園		125		77		46		2		0		0

		こども園		50		31		16		3		0		0

		その他		30		11		18		1		0		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		947		753		75		2		0

		幼稚園		728		472		239		17		0		0

		　公立幼稚園		97		57		39		1		0		0

		　私立幼稚園		633		415		202		16		0		0

		保育園		656		279		339		37		1		0

		こども園		257		152		93		11		1		0

		その他		209		64		130		15		0		0

		【新政令市】		604		362		223		19		0		0

		幼稚園		160		100		56		4		0		0

		　公立幼稚園		30		21		9		0		0		0

		　私立幼稚園		130		79		47		4		0		0

		保育園		164		85		71		8		0		0

		こども園		264		172		85		7		0		0

		その他		50		14		33		3		0		0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		771		510		47		1		1

		対象になった		1139		732		372		33		1		1

		対象になっていない		191		39		138		14		0		0

		【東北】		1155		642		476		37		0		0

		対象になった		955		604		336		15		0		0

		対象になっていない		200		38		140		22		0		0

		【関東】		5663		3226		2202		231		4		0

		対象になった		4736		3066		1550		117		3		0

		対象になっていない		927		160		652		114		1		0

		【東海】		1780		1058		664		56		1		1

		対象になった		1559		1028		495		35		0		1

		対象になっていない		221		30		169		21		1		0

		【甲信越・北陸】		1111		590		474		44		3		0

		対象になった		916		555		336		22		3		0

		対象になっていない		195		35		138		22		0		0

		【近畿】		3585		2019		1436		123		7		0

		対象になった		3049		1917		1061		66		5		0

		対象になっていない		536		102		375		57		2		0

		【中国・四国】		1998		1088		822		85		3		0

		対象になった		1619		1016		563		38		2		0

		対象になっていない		379		72		259		47		1		0

		【九州】		1940		1012		834		94		0		0

		対象になった		1601		960		594		47		0		0

		対象になっていない		339		52		240		47		0		0

		【沖縄】		360		144		179		37		0		0

		対象になった		269		134		118		17		0		0

		対象になっていない		91		10		61		20		0		0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		1165		872		81		3		0

		対象になった		1708		1086		583		36		3		0

		対象になっていない		413		79		289		45		0		0

		【神奈川】		725		411		285		29		0		0

		対象になった		599		387		199		13		0		0

		対象になっていない		126		24		86		16		0		0

		【埼玉】		718		410		266		41		1		0

		対象になった		614		401		189		24		0		0

		対象になっていない		104		9		77		17		1		0

		【千葉】		1070		645		394		31		0		0

		対象になった		931		620		300		11		0		0

		対象になっていない		139		25		94		20		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		595		385		49		0		0

		対象になった		884		572		279		33		0		0

		対象になっていない		145		23		106		16		0		0

		【大阪】		1542		904		586		48		4		0

		対象になった		1320		864		425		27		4		0

		対象になっていない		222		40		161		21		0		0

		【兵庫】		965		519		398		46		2		0

		対象になった		804		494		287		22		1		0

		対象になっていない		161		25		111		24		1		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		596		452		29		1		0

		対象になった		925		559		349		17		0		0

		対象になっていない		153		37		103		12		1		0

		【岡山】		279		168		101		9		1		0

		対象になった		245		162		77		5		1		0

		対象になっていない		34		6		24		4		0		0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		947		753		75		2		0

		対象になった		1460		883		531		44		2		0

		対象になっていない		317		64		222		31		0		0

		【新政令市】		604		362		223		19		0		0

		対象になった		525		350		166		9		0		0

		対象になっていない		79		12		57		10		0		0

		【利用者】Ｑ８　３～５歳のお子さんの人数を教えてください。（２０１９年４月１日現在）（ＳＡ）

				総数		３～５歳のお子さんはいない		３～５歳のお子さんが１人		３～５歳のお子さんが２人		３～５歳のお子さんが３人		その他

		全体		18922		3121		13379		2300		114		8

		＜地方別＞

		北海道		1330		206		967		145		10		2

		東北		1155		210		821		119		4		1

		関東		5663		951		4029		650		31		2

		東海		1780		245		1280		249		6		0

		甲信越・北陸		1111		185		776		142		8		0

		近畿		3585		545		2557		463		19		1

		中国・四国		1998		347		1378		259		14		0

		九州		1940		338		1337		245		18		2

		沖縄		360		94		234		28		4		0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		418		1471		223		9		0

		神奈川		725		125		505		92		3		0

		埼玉		718		114		529		71		4		0

		千葉		1070		145		777		139		9		0

		茨城・群馬・栃木		1029		149		747		125		6		2

		大阪		1542		258		1082		192		10		0

		兵庫		965		160		671		130		4		0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		127		804		141		5		1

		岡山		279		36		206		36		1		0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		324		1233		213		6		1

		新政令市		604		87		439		76		2		0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		358		5369		1032		46		3

		　公立幼稚園		1944		118		1509		303		12		2

		　私立幼稚園		4888		242		3875		736		34		1

		保育園		7007		1566		4649		745		44		3

		こども園		3999		475		2980		519		21		4

		その他		1900		774		962		157		6		1

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		118		1509		303		12		2

		私立幼稚園		4888		242		3875		736		34		1

		認可保育所		7007		1566		4649		745		44		3

		認定こども園		3999		475		2980		519		21		4

		小規模保育		307		158		123		25		1		0

		家庭的保育		247		167		71		9		0		0

		事業所内保育		190		89		78		21		1		1

		居宅訪問型保育		5		3		1		1		0		0

		障がい児の発達支援		193		15		143		34		1		0

		企業主導型保育		192		86		98		7		1		0

		地方独自の保育施設		105		30		62		13		0		0

		幼稚園類似施設		171		20		135		15		1		0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		218		279		35		1		0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		808		12687		2236		104		8

		対象になっていない		3079		2313		692		64		10		0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		206		967		145		10		2

		幼稚園		487		13		420		51		2		1

		　公立幼稚園		93		2		80		11		0		0

		　私立幼稚園		394		11		340		40		2		1

		保育園		407		94		266		45		1		1

		こども園		369		47		268		48		5		1

		その他		134		53		68		10		2		1

		【東北】		1155		210		821		119		4		1

		幼稚園		294		21		234		37		1		1

		　公立幼稚園		86		9		64		12		0		1

		　私立幼稚園		208		12		170		25		1		0

		保育園		457		91		322		44		0		0

		こども園		369		54		278		35		2		0

		その他		103		49		41		12		1		0

		【関東】		5663		951		4029		650		31		2

		幼稚園		2454		120		1983		335		15		1

		　公立幼稚園		402		38		307		54		2		1

		　私立幼稚園		2062		84		1682		283		13		0

		保育園		1985		508		1270		191		15		1

		こども園		740		67		573		98		1		1

		その他		677		272		347		57		1		0

		【東海】		1780		245		1280		249		6		0

		幼稚園		623		27		479		116		1		0

		　公立幼稚園		202		9		160		32		1		0

		　私立幼稚園		423		18		320		85		0		0

		保育園		755		129		527		94		5		0

		こども園		328		43		248		37		0		0

		その他		128		49		65		14		0		0

		【甲信越・北陸】		1111		185		776		142		8		0

		幼稚園		255		25		182		47		1		0

		　公立幼稚園		110		15		72		22		1		0

		　私立幼稚園		145		10		110		25		0		0

		保育園		523		88		373		56		6		0

		こども園		284		39		206		37		2		0

		その他		85		37		37		11		0		0

		【近畿】		3585		545		2557		463		19		1

		幼稚園		1425		72		1119		222		12		0

		　公立幼稚園		565		23		457		82		3		0

		　私立幼稚園		864		49		665		141		9		0

		保育園		1014		243		653		113		4		1

		こども園		995		108		740		143		4		0

		その他		300		129		156		15		0		0

		【中国・四国】		1998		347		1378		259		14		0

		幼稚園		702		53		518		123		8		0

		　公立幼稚園		323		17		251		54		1		0

		　私立幼稚園		383		36		270		70		7		0

		保育園		827		171		559		93		4		0

		こども園		431		65		317		48		1		0

		その他		144		63		66		14		1		0

		【九州】		1940		338		1337		245		18		2

		幼稚園		539		27		415		92		5		0

		　公立幼稚園		143		5		106		29		3		0

		　私立幼稚園		399		22		310		65		2		0

		保育園		840		191		550		91		8		0

		こども園		425		45		309		65		4		2

		その他		232		83		125		23		1		0

		【沖縄】		360		94		234		28		4		0

		幼稚園		29		0		19		9		1		0

		　公立幼稚園		20		0		12		7		1		0

		　私立幼稚園		10		0		8		2		0		0

		保育園		199		51		129		18		1		0

		こども園		58		7		41		8		2		0

		その他		97		39		57		1		0		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		418		1471		223		9		0

		幼稚園		935		43		757		131		4		0

		　公立幼稚園		111		13		79		18		1		0

		　私立幼稚園		827		31		679		114		3		0

		保育園		812		238		508		62		4		0

		こども園		121		16		88		17		0		0

		その他		330		126		180		23		1		0

		【神奈川】		725		125		505		92		3		0

		幼稚園		311		15		247		48		1		0

		　公立幼稚園		38		3		28		7		0		0

		　私立幼稚園		273		12		219		41		1		0

		保育園		269		68		169		30		2		0

		こども園		89		12		69		8		0		0

		その他		85		37		37		11		0		0

		【埼玉】		718		114		529		71		4		0

		幼稚園		338		20		284		32		2		0

		　公立幼稚園		49		5		41		3		0		0

		　私立幼稚園		291		16		244		29		2		0

		保育園		250		51		173		24		2		0

		こども園		65		3		50		12		0		0

		その他		88		42		38		8		0		0

		【千葉】		1070		145		777		139		9		0

		幼稚園		561		30		442		82		7		0

		　公立幼稚園		90		11		67		11		1		0

		　私立幼稚園		473		19		377		71		6		0

		保育園		312		66		207		36		3		0

		こども園		125		7		100		18		0		0

		その他		102		42		49		11		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		149		747		125		6		2

		幼稚園		309		12		253		42		1		1

		　公立幼稚園		114		6		92		15		0		1

		　私立幼稚園		198		6		163		28		1		0

		保育園		342		85		213		39		4		1

		こども園		340		29		266		43		1		1

		その他		72		25		43		4		0		0

		【大阪】		1542		258		1082		192		10		0

		幼稚園		658		39		515		97		7		0

		　公立幼稚園		197		13		158		25		1		0

		　私立幼稚園		462		26		358		72		6		0

		保育園		369		103		230		34		2		0

		こども園		452		59		325		66		2		0

		その他		121		60		55		6		0		0

		【兵庫】		965		160		671		130		4		0

		幼稚園		347		17		266		63		1		0

		　公立幼稚園		142		3		114		25		0		0

		　私立幼稚園		208		14		154		39		1		0

		保育園		242		74		146		20		2		0

		こども園		330		30		244		55		1		0

		その他		102		42		56		4		0		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		127		804		141		5		1

		幼稚園		420		16		338		62		4		0

		　公立幼稚園		226		7		185		32		2		0

		　私立幼稚園		194		9		153		30		2		0

		保育園		403		66		277		59		0		1

		こども園		213		19		171		22		1		0

		その他		77		27		45		5		0		0

		【岡山】		279		36		206		36		1		0

		幼稚園		99		10		73		15		1		0

		　公立幼稚園		71		4		54		13		0		0

		　私立幼稚園		28		6		19		2		1		0

		保育園		125		13		97		15		0		0

		こども園		50		5		39		6		0		0

		その他		30		9		16		5		0		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		324		1233		213		6		1

		幼稚園		728		31		582		109		5		1

		　公立幼稚園		97		11		66		19		1		0

		　私立幼稚園		633		20		517		91		4		1

		保育園		656		182		414		59		0		1

		こども園		257		27		191		39		0		0

		その他		209		93		95		20		1		0

		【新政令市】		604		87		439		76		2		0

		幼稚園		160		12		121		25		2		0

		　公立幼稚園		30		3		24		3		0		0

		　私立幼稚園		130		9		97		22		2		0

		保育園		164		29		121		14		0		0

		こども園		264		32		196		36		0		0

		その他		50		21		23		6		0		0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		206		967		145		10		2

		対象になった		1139		68		918		142		9		2

		対象になっていない		191		138		49		3		1		0

		【東北】		1155		210		821		119		4		1

		対象になった		955		57		777		117		3		1

		対象になっていない		200		153		44		2		1		0

		【関東】		5663		951		4029		650		31		2

		対象になった		4736		247		3830		628		29		2

		対象になっていない		927		704		199		22		2		0

		【東海】		1780		245		1280		249		6		0

		対象になった		1559		65		1242		246		6		0

		対象になっていない		221		180		38		3		0		0

		【甲信越・北陸】		1111		185		776		142		8		0

		対象になった		916		43		727		139		7		0

		対象になっていない		195		142		49		3		1		0

		【近畿】		3585		545		2557		463		19		1

		対象になった		3049		160		2420		449		19		1

		対象になっていない		536		385		137		14		0		0

		【中国・四国】		1998		347		1378		259		14		0

		対象になった		1619		76		1282		251		10		0

		対象になっていない		379		271		96		8		4		0

		【九州】		1940		338		1337		245		18		2

		対象になった		1601		71		1274		236		18		2

		対象になっていない		339		267		63		9		0		0

		【沖縄】		360		94		234		28		4		0

		対象になった		269		21		217		28		3		0

		対象になっていない		91		73		17		0		1		0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		418		1471		223		9		0

		対象になった		1708		110		1374		215		9		0

		対象になっていない		413		308		97		8		0		0

		【神奈川】		725		125		505		92		3		0

		対象になった		599		31		478		87		3		0

		対象になっていない		126		94		27		5		0		0

		【埼玉】		718		114		529		71		4		0

		対象になった		614		29		511		70		4		0

		対象になっていない		104		85		18		1		0		0

		【千葉】		1070		145		777		139		9		0

		対象になった		931		40		750		132		9		0

		対象になっていない		139		105		27		7		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		149		747		125		6		2

		対象になった		884		37		717		124		4		2

		対象になっていない		145		112		30		1		2		0

		【大阪】		1542		258		1082		192		10		0

		対象になった		1320		89		1034		187		10		0

		対象になっていない		222		169		48		5		0		0

		【兵庫】		965		160		671		130		4		0

		対象になった		804		36		635		129		4		0

		対象になっていない		161		124		36		1		0		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		127		804		141		5		1

		対象になった		925		35		751		133		5		1

		対象になっていない		153		92		53		8		0		0

		【岡山】		279		36		206		36		1		0

		対象になった		245		12		198		34		1		0

		対象になっていない		34		24		8		2		0		0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		324		1233		213		6		1

		対象になった		1460		101		1148		204		6		1

		対象になっていない		317		223		85		9		0		0

		【新政令市】		604		87		439		76		2		0

		対象になった		525		27		422		74		2		0

		対象になっていない		79		60		17		2		0		0

		【利用者】Ｑ９　幼児教育・保育を利用していますか？（ＭＡ）

				総数		公立幼稚園		私立幼稚園		認可保育所		認定こども園		小規模保育		家庭的保育		事業所内保育		居宅訪問型保育		障がい児の発達支援		企業主導型保育		地方独自の保育施設		幼稚園類似施設		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		幼稚園・計		平均反応数

		全体		18922		1944		4888		7007		3999		307		247		190		5		193		192		105		171		533		6808		1.05

		＜地方別＞

		北海道		1330		93		394		407		369		29		7		16		1		26		11		21		5		21		487		1.05

		東北		1155		86		208		457		369		25		18		14		0		6		6		7		1		27		294		1.06

		関東		5663		402		2062		1985		740		102		85		62		2		49		26		39		126		201		2454		1.04

		東海		1780		202		423		755		328		14		14		23		0		22		13		7		11		29		623		1.03

		甲信越・北陸		1111		110		145		523		284		7		17		16		0		6		9		10		5		16		255		1.03

		近畿		3585		565		864		1014		995		54		56		25		1		44		28		7		16		78		1425		1.05

		中国・四国		1998		323		383		827		431		18		20		21		0		22		26		4		4		32		702		1.06

		九州		1940		143		399		840		425		44		23		12		1		16		67		6		2		63		539		1.05

		沖縄		360		20		10		199		58		14		7		1		0		2		6		4		1		66		29		1.08

		＜地方詳細＞

		東京		2121		111		827		812		121		35		44		7		1		21		8		22		83		116		935		1.04

		神奈川		725		38		273		269		89		23		10		4		0		4		4		1		31		9		311		1.04

		埼玉		718		49		291		250		65		17		5		15		1		12		3		7		3		26		338		1.04

		千葉		1070		90		473		312		125		16		19		29		0		5		7		1		8		21		561		1.03

		茨城・群馬・栃木		1029		114		198		342		340		11		7		7		0		7		4		8		1		29		309		1.04

		大阪		1542		197		462		369		452		31		29		5		0		18		11		1		2		26		658		1.04

		兵庫		965		142		208		242		330		14		19		8		0		11		15		4		1		32		347		1.06

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		226		194		403		213		9		8		12		1		15		2		2		13		20		420		1.04

		岡山		279		71		28		125		50		0		5		4		0		8		5		0		1		7		99		1.09

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		97		633		656		257		60		33		10		0		20		23		4		16		46		728		1.04

		新政令市		604		30		130		164		264		11		4		4		0		6		4		0		5		16		160		1.06

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		1944		4888		213		112		33		24		15		0		55		20		5		1		14		6808		1.08

		　公立幼稚園		1944		1944		24		94		38		12		13		5		0		21		6		3		1		2		1944		1.11

		　私立幼稚園		4888		24		4888		122		77		21		14		11		0		34		14		2		0		12		4888		1.07

		保育園		7007		94		122		7007		101		48		25		18		1		34		13		3		1		21		213		1.07

		こども園		3999		38		77		101		3999		20		3		12		1		22		3		0		2		7		112		1.07

		その他		1900		60		104		159		69		307		247		190		5		193		192		105		171		533		161		1.23

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		1944		24		94		38		12		13		5		0		21		6		3		1		2		1944		1.11

		私立幼稚園		4888		24		4888		122		77		21		14		11		0		34		14		2		0		12		4888		1.07

		認可保育所		7007		94		122		7007		101		48		25		18		1		34		13		3		1		21		213		1.07

		認定こども園		3999		38		77		101		3999		20		3		12		1		22		3		0		2		7		112		1.07

		小規模保育		307		12		21		48		20		307		5		0		0		5		0		0		0		2		33		1.37

		家庭的保育		247		13		14		25		3		5		247		4		0		1		1		0		0		5		24		1.29

		事業所内保育		190		5		11		18		12		0		4		190		0		0		2		0		0		1		15		1.28

		居宅訪問型保育		5		0		0		1		1		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		1.40

		障がい児の発達支援		193		21		34		34		22		5		1		0		0		193		0		0		2		5		55		1.64

		企業主導型保育		192		6		14		13		3		0		1		2		0		0		192		0		0		3		20		1.22

		地方独自の保育施設		105		3		2		3		0		0		0		0		0		0		0		105		1		1		5		1.10

		幼稚園類似施設		171		1		0		1		2		0		0		0		0		2		0		1		171		5		1		1.07

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		2		12		21		7		2		5		1		0		5		3		1		5		533		14		1.12

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		1826		4717		5508		3517		161		92		93		2		172		105		78		82		272		6520		1.05

		対象になっていない		3079		118		171		1499		482		146		155		97		3		21		87		27		89		261		288		1.03

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		93		394		407		369		29		7		16		1		26		11		21		5		21		487		1.05

		幼稚園		487		93		394		18		15		3		1		0		0		10		2		0		0		1		487		1.10

		　公立幼稚園		93		93		0		3		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		93		1.09

		　私立幼稚園		394		0		394		15		13		1		0		0		0		10		2		0		0		1		394		1.11

		保育園		407		3		15		407		5		0		0		0		0		5		0		0		0		0		18		1.07

		こども園		369		2		13		5		369		1		0		3		0		3		0		0		0		1		15		1.08

		その他		134		3		14		5		8		29		7		16		1		26		11		21		5		21		17		1.25

		【東北】		1155		86		208		457		369		25		18		14		0		6		6		7		1		27		294		1.06

		幼稚園		294		86		208		9		2		2		0		1		0		1		1		0		0		0		294		1.05

		　公立幼稚園		86		86		0		4		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		86		1.06

		　私立幼稚園		208		0		208		5		2		2		0		1		0		1		0		0		0		0		208		1.05

		保育園		457		4		5		457		37		3		3		1		0		2		1		1		0		1		9		1.13

		こども園		369		0		2		37		369		0		0		0		0		2		1		0		0		0		2		1.11

		その他		103		1		4		12		3		25		18		14		0		6		6		7		1		27		5		1.20

		【関東】		5663		402		2062		1985		740		102		85		62		2		49		26		39		126		201		2454		1.04

		幼稚園		2454		402		2062		54		18		16		12		5		0		13		3		0		1		7		2454		1.06

		　公立幼稚園		402		402		10		16		3		5		7		1		0		7		0		0		1		1		402		1.13

		　私立幼稚園		2062		10		2062		40		15		11		7		5		0		6		3		0		0		6		2062		1.05

		保育園		1985		16		40		1985		16		15		9		6		1		8		4		0		0		11		54		1.06

		こども園		740		3		15		16		740		4		1		3		0		2		0		0		0		2		18		1.06

		その他		677		19		34		51		12		102		85		62		2		49		26		39		126		201		51		1.19

		【東海】		1780		202		423		755		328		14		14		23		0		22		13		7		11		29		623		1.03

		幼稚園		623		202		423		7		5		2		1		4		0		4		2		0		0		3		623		1.05

		　公立幼稚園		202		202		2		0		1		2		0		3		0		0		0		0		0		0		202		1.04

		　私立幼稚園		423		2		423		7		4		0		1		1		0		4		2		0		0		3		423		1.06

		保育園		755		0		7		755		3		4		0		5		0		6		1		1		0		3		7		1.04

		こども園		328		1		4		3		328		2		0		1		0		2		0		0		1		0		5		1.04

		その他		128		5		11		19		6		14		14		23		0		22		13		7		11		29		16		1.36

		【甲信越・北陸】		1111		110		145		523		284		7		17		16		0		6		9		10		5		16		255		1.03

		幼稚園		255		110		145		8		2		2		0		1		0		1		1		1		0		0		255		1.06

		　公立幼稚園		110		110		0		4		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		110		1.05

		　私立幼稚園		145		0		145		4		1		2		0		1		0		0		1		1		0		0		145		1.07

		保育園		523		4		4		523		6		3		2		1		0		3		0		0		0		0		8		1.04

		こども園		284		1		1		6		284		1		1		3		0		1		0		0		0		0		2		1.05

		その他		85		1		5		9		6		7		17		16		0		6		9		10		5		16		6		1.26

		【近畿】		3585		565		864		1014		995		54		56		25		1		44		28		7		16		78		1425		1.05

		幼稚園		1425		565		864		41		28		4		4		3		0		16		4		3		0		1		1425		1.08

		　公立幼稚園		565		565		4		20		9		1		1		0		0		8		2		3		0		1		565		1.09

		　私立幼稚園		864		4		864		21		19		3		3		3		0		8		2		0		0		0		864		1.07

		保育園		1014		20		21		1014		13		4		1		2		0		1		2		0		0		3		41		1.07

		こども園		995		9		19		13		995		4		1		1		0		10		2		0		1		2		28		1.06

		その他		300		16		19		13		20		54		56		25		1		44		28		7		16		78		35		1.26

		【中国・四国】		1998		323		383		827		431		18		20		21		0		22		26		4		4		32		702		1.06

		幼稚園		702		323		383		33		29		2		2		1		0		8		4		0		0		0		702		1.12

		　公立幼稚園		323		323		4		25		19		0		1		1		0		5		2		0		0		0		323		1.18

		　私立幼稚園		383		4		383		9		13		2		1		0		0		3		2		0		0		0		383		1.09

		保育園		827		25		9		827		9		5		3		2		0		4		2		1		0		1		33		1.07

		こども園		431		19		13		9		431		5		0		1		0		0		0		0		0		0		29		1.11

		その他		144		9		8		18		6		18		20		21		0		22		26		4		4		32		17		1.31

		【九州】		1940		143		399		840		425		44		23		12		1		16		67		6		2		63		539		1.05

		幼稚園		539		143		399		34		11		1		4		0		0		2		3		1		0		2		539		1.11

		　公立幼稚園		143		143		3		16		1		1		3		0		0		0		1		0		0		0		143		1.17

		　私立幼稚園		399		3		399		18		10		0		2		0		0		2		2		1		0		2		399		1.10

		保育園		840		16		18		840		9		10		5		1		0		5		3		0		1		0		34		1.08

		こども園		425		1		10		9		425		2		0		0		1		2		0		0		0		0		11		1.06

		その他		232		5		9		25		5		44		23		12		1		16		67		6		2		63		13		1.20

		【沖縄】		360		20		10		199		58		14		7		1		0		2		6		4		1		66		29		1.08

		幼稚園		29		20		10		9		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		29		1.45

		　公立幼稚園		20		20		1		6		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		20		1.50

		　私立幼稚園		10		1		10		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		1.40

		保育園		199		6		3		199		3		4		2		0		0		0		0		0		0		2		9		1.10

		こども園		58		2		0		3		58		1		0		0		0		0		0		0		0		2		2		1.14

		その他		97		1		0		7		3		14		7		1		0		2		6		4		1		66		1		1.15

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		111		827		812		121		35		44		7		1		21		8		22		83		116		935		1.04

		幼稚園		935		111		827		18		4		7		6		1		0		5		1		0		1		4		935		1.05

		　公立幼稚園		111		111		3		5		1		2		2		0		0		1		0		0		1		1		111		1.14

		　私立幼稚園		827		3		827		14		3		5		4		1		0		4		1		0		0		3		827		1.05

		保育園		812		5		14		812		5		7		5		1		1		4		4		0		0		8		18		1.07

		こども園		121		1		3		5		121		1		1		0		0		0		0		0		0		1		4		1.10

		その他		330		6		17		29		3		35		44		7		1		21		8		22		83		116		23		1.19

		【神奈川】		725		38		273		269		89		23		10		4		0		4		4		1		31		9		311		1.04

		幼稚園		311		38		273		11		3		2		0		0		0		2		0		0		0		0		311		1.06

		　公立幼稚園		38		38		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		38		1.05

		　私立幼稚園		273		0		273		10		3		2		0		0		0		1		0		0		0		0		273		1.06

		保育園		269		1		10		269		4		5		2		0		0		0		0		0		0		0		11		1.08

		こども園		89		0		3		4		89		3		0		1		0		0		0		0		0		0		3		1.12

		その他		85		1		3		6		4		23		10		4		0		4		4		1		31		9		4		1.18

		【埼玉】		718		49		291		250		65		17		5		15		1		12		3		7		3		26		338		1.04

		幼稚園		338		49		291		5		1		5		1		0		0		4		1		0		0		0		338		1.06

		　公立幼稚園		49		49		2		1		0		2		1		0		0		3		0		0		0		0		49		1.18

		　私立幼稚園		291		2		291		4		1		3		0		0		0		1		1		0		0		0		291		1.04

		保育園		250		1		4		250		1		1		0		3		0		0		0		0		0		2		5		1.05

		こども園		65		0		1		1		65		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1.03

		その他		88		6		4		6		0		17		5		15		1		12		3		7		3		26		10		1.19

		【千葉】		1070		90		473		312		125		16		19		29		0		5		7		1		8		21		561		1.03

		幼稚園		561		90		473		9		4		2		4		4		0		1		1		0		0		0		561		1.05

		　公立幼稚園		90		90		2		4		1		1		4		1		0		1		0		0		0		0		90		1.16

		　私立幼稚園		473		2		473		6		3		1		2		4		0		0		1		0		0		0		473		1.04

		保育園		312		4		6		312		0		1		1		1		0		2		0		0		0		1		9		1.05

		こども園		125		1		3		0		125		0		0		1		0		1		0		0		0		0		4		1.05

		その他		102		5		7		6		2		16		19		29		0		5		7		1		8		21		10		1.24

		【茨城・群馬・栃木】		1029		114		198		342		340		11		7		7		0		7		4		8		1		29		309		1.04

		幼稚園		309		114		198		11		6		0		1		0		0		1		0		0		0		3		309		1.08

		　公立幼稚園		114		114		3		5		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		114		1.09

		　私立幼稚園		198		3		198		6		5		0		1		0		0		0		0		0		0		3		198		1.09

		保育園		342		5		6		342		6		1		1		1		0		2		0		0		0		0		11		1.06

		こども園		340		1		5		6		340		0		0		1		0		1		0		0		0		1		6		1.04

		その他		72		1		3		4		3		11		7		7		0		7		4		8		1		29		4		1.18

		【大阪】		1542		197		462		369		452		31		29		5		0		18		11		1		2		26		658		1.04

		幼稚園		658		197		462		10		14		2		3		0		0		4		3		0		0		0		658		1.06

		　公立幼稚園		197		197		1		6		2		1		0		0		0		2		1		0		0		0		197		1.07

		　私立幼稚園		462		1		462		4		12		1		3		0		0		2		2		0		0		0		462		1.05

		保育園		369		6		4		369		7		1		0		1		0		1		2		0		0		1		10		1.06

		こども園		452		2		12		7		452		4		0		0		0		4		1		0		0		0		14		1.07

		その他		121		4		8		6		9		31		29		5		0		18		11		1		2		26		12		1.24

		【兵庫】		965		142		208		242		330		14		19		8		0		11		15		4		1		32		347		1.06

		幼稚園		347		142		208		13		14		1		1		2		0		7		0		3		0		1		347		1.13

		　公立幼稚園		142		142		3		5		7		0		1		0		0		2		0		3		0		1		142		1.15

		　私立幼稚園		208		3		208		8		7		1		0		2		0		5		0		0		0		0		208		1.13

		保育園		242		5		8		242		6		2		0		1		0		0		0		0		0		1		13		1.10

		こども園		330		7		7		6		330		0		1		0		0		2		1		0		0		1		14		1.08

		その他		102		7		8		4		5		14		19		8		0		11		15		4		1		32		15		1.25

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		226		194		403		213		9		8		12		1		15		2		2		13		20		420		1.04

		幼稚園		420		226		194		18		0		1		0		1		0		5		1		0		0		0		420		1.06

		　公立幼稚園		226		226		0		9		0		0		0		0		0		4		1		0		0		0		226		1.06

		　私立幼稚園		194		0		194		9		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		194		1.06

		保育園		403		9		9		403		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		18		1.05

		こども園		213		0		0		0		213		0		0		1		0		4		0		0		1		1		0		1.03

		その他		77		5		3		3		6		9		8		12		1		15		2		2		13		20		8		1.29

		【岡山】		279		71		28		125		50		0		5		4		0		8		5		0		1		7		99		1.09

		幼稚園		99		71		28		8		1		0		1		0		0		5		3		0		0		0		99		1.18

		　公立幼稚園		71		71		0		4		0		0		1		0		0		4		1		0		0		0		71		1.14

		　私立幼稚園		28		0		28		4		1		0		0		0		0		1		2		0		0		0		28		1.29

		保育園		125		4		4		125		0		0		1		1		0		2		1		0		0		1		8		1.11

		こども園		50		0		1		0		50		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1.04

		その他		30		6		3		6		1		0		5		4		0		8		5		0		1		7		9		1.53

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		97		633		656		257		60		33		10		0		20		23		4		16		46		728		1.04

		幼稚園		728		97		633		17		9		2		5		1		0		9		1		0		0		1		728		1.06

		　公立幼稚園		97		97		2		3		1		0		2		0		0		1		1		0		0		0		97		1.10

		　私立幼稚園		633		2		633		14		8		2		4		1		0		8		0		0		0		1		633		1.06

		保育園		656		3		14		656		2		13		2		1		0		3		2		1		1		1		17		1.07

		こども園		257		1		8		2		257		1		0		0		0		0		0		0		1		1		9		1.05

		その他		209		4		16		24		3		60		33		10		0		20		23		4		16		46		19		1.24

		【新政令市】		604		30		130		164		264		11		4		4		0		6		4		0		5		16		160		1.06

		幼稚園		160		30		130		8		3		1		2		0		0		3		2		0		0		0		160		1.12

		　公立幼稚園		30		30		0		2		1		0		1		0		0		3		0		0		0		0		30		1.23

		　私立幼稚園		130		0		130		6		2		1		1		0		0		0		2		0		0		0		130		1.09

		保育園		164		2		6		164		3		2		1		1		0		2		1		0		0		1		8		1.12

		こども園		264		1		2		3		264		2		0		1		0		1		0		0		1		0		3		1.04

		その他		50		4		4		8		5		11		4		4		0		6		4		0		5		16		8		1.42

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		93		394		407		369		29		7		16		1		26		11		21		5		21		487		1.05

		対象になった		1139		91		385		315		329		15		2		6		0		24		6		16		1		17		476		1.06

		対象になっていない		191		2		9		92		40		14		5		10		1		2		5		5		4		4		11		1.01

		【東北】		1155		86		208		457		369		25		18		14		0		6		6		7		1		27		294		1.06

		対象になった		955		77		200		357		317		14		9		4		0		5		5		6		1		22		277		1.06

		対象になっていない		200		9		8		100		52		11		9		10		0		1		1		1		0		5		17		1.04

		【関東】		5663		402		2062		1985		740		102		85		62		2		49		26		39		126		201		2454		1.04

		対象になった		4736		376		2009		1512		675		43		35		38		1		44		14		30		63		93		2376		1.04

		対象になっていない		927		26		53		473		65		59		50		24		1		5		12		9		63		108		78		1.02

		【東海】		1780		202		423		755		328		14		14		23		0		22		13		7		11		29		623		1.03

		対象になった		1559		195		414		640		292		10		4		13		0		21		5		6		5		11		607		1.04

		対象になっていない		221		7		9		115		36		4		10		10		0		1		8		1		6		18		16		1.02

		【甲信越・北陸】		1111		110		145		523		284		7		17		16		0		6		9		10		5		16		255		1.03

		対象になった		916		94		134		441		240		6		5		6		0		5		2		7		1		7		228		1.03

		対象になっていない		195		16		11		82		44		1		12		10		0		1		7		3		4		9		27		1.03

		【近畿】		3585		565		864		1014		995		54		56		25		1		44		28		7		16		78		1425		1.05

		対象になった		3049		536		832		795		882		29		14		11		0		38		18		4		5		33		1364		1.05

		対象になっていない		536		29		32		219		113		25		42		14		1		6		10		3		11		45		61		1.03

		【中国・四国】		1998		323		383		827		431		18		20		21		0		22		26		4		4		32		702		1.06

		対象になった		1619		303		353		638		353		9		9		8		0		20		11		3		3		11		652		1.06

		対象になっていない		379		20		30		189		78		9		11		13		0		2		15		1		1		21		50		1.03

		【九州】		1940		143		399		840		425		44		23		12		1		16		67		6		2		63		539		1.05

		対象になった		1601		134		381		660		378		27		12		6		1		13		39		2		2		40		512		1.06

		対象になっていない		339		9		18		180		47		17		11		6		0		3		28		4		0		23		27		1.02

		【沖縄】		360		20		10		199		58		14		7		1		0		2		6		4		1		66		29		1.08

		対象になった		269		20		9		150		51		8		2		1		0		2		5		4		1		38		28		1.08

		対象になっていない		91		0		1		49		7		6		5		0		0		0		1		0		0		28		1		1.07

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		111		827		812		121		35		44		7		1		21		8		22		83		116		935		1.04

		対象になった		1708		103		806		593		110		15		19		4		1		16		5		17		46		51		906		1.05

		対象になっていない		413		8		21		219		11		20		25		3		0		5		3		5		37		65		29		1.02

		【神奈川】		725		38		273		269		89		23		10		4		0		4		4		1		31		9		311		1.04

		対象になった		599		36		265		207		79		7		3		3		0		4		0		1		14		3		301		1.04

		対象になっていない		126		2		8		62		10		16		7		1		0		0		4		0		17		6		10		1.06

		【埼玉】		718		49		291		250		65		17		5		15		1		12		3		7		3		26		338		1.04

		対象になった		614		44		283		200		63		8		2		8		0		12		3		4		1		8		326		1.04

		対象になっていない		104		5		8		50		2		9		3		7		1		0		0		3		2		18		12		1.04

		【千葉】		1070		90		473		312		125		16		19		29		0		5		7		1		8		21		561		1.03

		対象になった		931		83		462		249		118		7		6		19		0		5		3		1		1		12		543		1.04

		対象になっていない		139		7		11		63		7		9		13		10		0		0		4		0		7		9		18		1.01

		【茨城・群馬・栃木】		1029		114		198		342		340		11		7		7		0		7		4		8		1		29		309		1.04

		対象になった		884		110		193		263		305		6		5		4		0		7		3		7		1		19		300		1.04

		対象になっていない		145		4		5		79		35		5		2		3		0		0		1		1		0		10		9		1.00

		【大阪】		1542		197		462		369		452		31		29		5		0		18		11		1		2		26		658		1.04

		対象になった		1320		185		449		287		396		17		6		3		0		14		9		0		2		8		633		1.04

		対象になっていない		222		12		13		82		56		14		23		2		0		4		2		1		0		18		25		1.02

		【兵庫】		965		142		208		242		330		14		19		8		0		11		15		4		1		32		347		1.06

		対象になった		804		135		196		178		297		6		6		3		0		10		8		2		1		18		328		1.07

		対象になっていない		161		7		12		64		33		8		13		5		0		1		7		2		0		14		19		1.03

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		226		194		403		213		9		8		12		1		15		2		2		13		20		420		1.04

		対象になった		925		216		187		330		189		6		2		5		0		14		1		2		2		7		403		1.04

		対象になっていない		153		10		7		73		24		3		6		7		1		1		1		0		11		13		17		1.03

		【岡山】		279		71		28		125		50		0		5		4		0		8		5		0		1		7		99		1.09

		対象になった		245		68		24		114		43		0		3		3		0		7		4		0		1		2		92		1.10

		対象になっていない		34		3		4		11		7		0		2		1		0		1		1		0		0		5		7		1.03

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		97		633		656		257		60		33		10		0		20		23		4		16		46		728		1.04

		対象になった		1460		89		612		489		238		27		13		4		0		17		11		3		4		23		699		1.05

		対象になっていない		317		8		21		167		19		33		20		6		0		3		12		1		12		23		29		1.03

		【新政令市】		604		30		130		164		264		11		4		4		0		6		4		0		5		16		160		1.06

		対象になった		525		26		122		139		237		7		2		3		0		6		3		0		2		6		148		1.05

		対象になっていない		79		4		8		25		27		4		2		1		0		0		1		0		3		10		12		1.08

		【利用者】Ｑ１０　今回、無償化の対象になったお子さんはいらっしゃいますか？（ＳＡ）

				総数		いる		いない

		全体		18922		15843		3079

		＜地方別＞

		北海道		1330		1139		191

		東北		1155		955		200

		関東		5663		4736		927

		東海		1780		1559		221

		甲信越・北陸		1111		916		195

		近畿		3585		3049		536

		中国・四国		1998		1619		379

		九州		1940		1601		339

		沖縄		360		269		91

		＜地方詳細＞

		東京		2121		1708		413

		神奈川		725		599		126

		埼玉		718		614		104

		千葉		1070		931		139

		茨城・群馬・栃木		1029		884		145

		大阪		1542		1320		222

		兵庫		965		804		161

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		925		153

		岡山		279		245		34

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		1460		317

		新政令市		604		525		79

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		6520		288

		　公立幼稚園		1944		1826		118

		　私立幼稚園		4888		4717		171

		保育園		7007		5508		1499

		こども園		3999		3517		482

		その他		1900		1032		868

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		1826		118

		私立幼稚園		4888		4717		171

		認可保育所		7007		5508		1499

		認定こども園		3999		3517		482

		小規模保育		307		161		146

		家庭的保育		247		92		155

		事業所内保育		190		93		97

		居宅訪問型保育		5		2		3

		障がい児の発達支援		193		172		21

		企業主導型保育		192		105		87

		地方独自の保育施設		105		78		27

		幼稚園類似施設		171		82		89

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		272		261

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		15843		0

		対象になっていない		3079		0		3079

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		1139		191

		幼稚園		487		476		11

		　公立幼稚園		93		91		2

		　私立幼稚園		394		385		9

		保育園		407		315		92

		こども園		369		329		40

		その他		134		85		49

		【東北】		1155		955		200

		幼稚園		294		277		17

		　公立幼稚園		86		77		9

		　私立幼稚園		208		200		8

		保育園		457		357		100

		こども園		369		317		52

		その他		103		65		38

		【関東】		5663		4736		927

		幼稚園		2454		2376		78

		　公立幼稚園		402		376		26

		　私立幼稚園		2062		2009		53

		保育園		1985		1512		473

		こども園		740		675		65

		その他		677		350		327

		【東海】		1780		1559		221

		幼稚園		623		607		16

		　公立幼稚園		202		195		7

		　私立幼稚園		423		414		9

		保育園		755		640		115

		こども園		328		292		36

		その他		128		72		56

		【甲信越・北陸】		1111		916		195

		幼稚園		255		228		27

		　公立幼稚園		110		94		16

		　私立幼稚園		145		134		11

		保育園		523		441		82

		こども園		284		240		44

		その他		85		38		47

		【近畿】		3585		3049		536

		幼稚園		1425		1364		61

		　公立幼稚園		565		536		29

		　私立幼稚園		864		832		32

		保育園		1014		795		219

		こども園		995		882		113

		その他		300		148		152

		【中国・四国】		1998		1619		379

		幼稚園		702		652		50

		　公立幼稚園		323		303		20

		　私立幼稚園		383		353		30

		保育園		827		638		189

		こども園		431		353		78

		その他		144		73		71

		【九州】		1940		1601		339

		幼稚園		539		512		27

		　公立幼稚園		143		134		9

		　私立幼稚園		399		381		18

		保育園		840		660		180

		こども園		425		378		47

		その他		232		141		91

		【沖縄】		360		269		91

		幼稚園		29		28		1

		　公立幼稚園		20		20		0

		　私立幼稚園		10		9		1

		保育園		199		150		49

		こども園		58		51		7

		その他		97		60		37

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		1708		413

		幼稚園		935		906		29

		　公立幼稚園		111		103		8

		　私立幼稚園		827		806		21

		保育園		812		593		219

		こども園		121		110		11

		その他		330		169		161

		【神奈川】		725		599		126

		幼稚園		311		301		10

		　公立幼稚園		38		36		2

		　私立幼稚園		273		265		8

		保育園		269		207		62

		こども園		89		79		10

		その他		85		35		50

		【埼玉】		718		614		104

		幼稚園		338		326		12

		　公立幼稚園		49		44		5

		　私立幼稚園		291		283		8

		保育園		250		200		50

		こども園		65		63		2

		その他		88		45		43

		【千葉】		1070		931		139

		幼稚園		561		543		18

		　公立幼稚園		90		83		7

		　私立幼稚園		473		462		11

		保育園		312		249		63

		こども園		125		118		7

		その他		102		51		51

		【茨城・群馬・栃木】		1029		884		145

		幼稚園		309		300		9

		　公立幼稚園		114		110		4

		　私立幼稚園		198		193		5

		保育園		342		263		79

		こども園		340		305		35

		その他		72		50		22

		【大阪】		1542		1320		222

		幼稚園		658		633		25

		　公立幼稚園		197		185		12

		　私立幼稚園		462		449		13

		保育園		369		287		82

		こども園		452		396		56

		その他		121		58		63

		【兵庫】		965		804		161

		幼稚園		347		328		19

		　公立幼稚園		142		135		7

		　私立幼稚園		208		196		12

		保育園		242		178		64

		こども園		330		297		33

		その他		102		53		49

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		925		153

		幼稚園		420		403		17

		　公立幼稚園		226		216		10

		　私立幼稚園		194		187		7

		保育園		403		330		73

		こども園		213		189		24

		その他		77		37		40

		【岡山】		279		245		34

		幼稚園		99		92		7

		　公立幼稚園		71		68		3

		　私立幼稚園		28		24		4

		保育園		125		114		11

		こども園		50		43		7

		その他		30		20		10

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		1460		317

		幼稚園		728		699		29

		　公立幼稚園		97		89		8

		　私立幼稚園		633		612		21

		保育園		656		489		167

		こども園		257		238		19

		その他		209		102		107

		【新政令市】		604		525		79

		幼稚園		160		148		12

		　公立幼稚園		30		26		4

		　私立幼稚園		130		122		8

		保育園		164		139		25

		こども園		264		237		27

		その他		50		29		21

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		1139		191

		対象になった		1139		1139		0

		対象になっていない		191		0		191

		【東北】		1155		955		200

		対象になった		955		955		0

		対象になっていない		200		0		200

		【関東】		5663		4736		927

		対象になった		4736		4736		0

		対象になっていない		927		0		927

		【東海】		1780		1559		221

		対象になった		1559		1559		0

		対象になっていない		221		0		221

		【甲信越・北陸】		1111		916		195

		対象になった		916		916		0

		対象になっていない		195		0		195

		【近畿】		3585		3049		536

		対象になった		3049		3049		0

		対象になっていない		536		0		536

		【中国・四国】		1998		1619		379

		対象になった		1619		1619		0

		対象になっていない		379		0		379

		【九州】		1940		1601		339

		対象になった		1601		1601		0

		対象になっていない		339		0		339

		【沖縄】		360		269		91

		対象になった		269		269		0

		対象になっていない		91		0		91

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		1708		413

		対象になった		1708		1708		0

		対象になっていない		413		0		413

		【神奈川】		725		599		126

		対象になった		599		599		0

		対象になっていない		126		0		126

		【埼玉】		718		614		104

		対象になった		614		614		0

		対象になっていない		104		0		104

		【千葉】		1070		931		139

		対象になった		931		931		0

		対象になっていない		139		0		139

		【茨城・群馬・栃木】		1029		884		145

		対象になった		884		884		0

		対象になっていない		145		0		145

		【大阪】		1542		1320		222

		対象になった		1320		1320		0

		対象になっていない		222		0		222

		【兵庫】		965		804		161

		対象になった		804		804		0

		対象になっていない		161		0		161

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		925		153

		対象になった		925		925		0

		対象になっていない		153		0		153

		【岡山】		279		245		34

		対象になった		245		245		0

		対象になっていない		34		0		34

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		1460		317

		対象になった		1460		1460		0

		対象になっていない		317		0		317

		【新政令市】		604		525		79

		対象になった		525		525		0

		対象になっていない		79		0		79

		【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）

				総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計

		全体		18922		12345		4249		1254		769		305		16594		1074

		＜地方別＞

		北海道		1330		834		303		108		68		17		1137		85

		東北		1155		717		293		91		44		10		1010		54

		関東		5663		3828		1197		339		204		95		5025		299

		東海		1780		1136		425		115		79		25		1561		104

		甲信越・北陸		1111		739		244		73		43		12		983		55

		近畿		3585		2373		813		209		130		60		3186		190

		中国・四国		1998		1240		493		140		87		38		1733		125

		九州		1940		1255		406		150		89		40		1661		129

		沖縄		360		223		75		29		25		8		298		33

		＜地方詳細＞

		東京		2121		1359		489		142		82		49		1848		131

		神奈川		725		469		154		43		34		25		623		59

		埼玉		718		515		148		41		11		3		663		14

		千葉		1070		787		193		45		33		12		980		45

		茨城・群馬・栃木		1029		698		213		68		44		6		911		50

		大阪		1542		1015		368		77		66		16		1383		82

		兵庫		965		660		203		65		28		9		863		37

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		698		242		67		36		35		940		71

		岡山		279		170		69		20		14		6		239		20

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		1175		395		97		69		41		1570		110

		新政令市		604		379		148		38		29		10		527		39

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		4907		1349		313		190		49		6256		239

		　公立幼稚園		1944		1411		370		88		61		14		1781		75

		　私立幼稚園		4888		3515		984		225		129		35		4499		164

		保育園		7007		4471		1595		525		311		105		6066		416

		こども園		3999		2488		996		277		190		48		3484		238

		その他		1900		988		491		197		112		112		1479		224

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		1411		370		88		61		14		1781		75

		私立幼稚園		4888		3515		984		225		129		35		4499		164

		認可保育所		7007		4471		1595		525		311		105		6066		416

		認定こども園		3999		2488		996		277		190		48		3484		238

		小規模保育		307		155		83		39		21		9		238		30

		家庭的保育		247		132		79		23		10		3		211		13

		事業所内保育		190		107		53		18		7		5		160		12

		居宅訪問型保育		5		3		1		0		1		0		4		1

		障がい児の発達支援		193		136		36		13		5		3		172		8

		企業主導型保育		192		101		56		25		7		3		157		10

		地方独自の保育施設		105		62		30		11		0		2		92		2

		幼稚園類似施設		171		59		20		15		23		54		79		77

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		251		144		59		43		36		395		79

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		10969		3391		805		539		139		14360		678

		対象になっていない		3079		1376		858		449		230		166		2234		396

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		834		303		108		68		17		1137		85

		幼稚園		487		339		107		23		15		3		446		18

		　公立幼稚園		93		63		20		4		5		1		83		6

		　私立幼稚園		394		276		87		19		10		2		363		12

		保育園		407		244		90		33		33		7		334		40

		こども園		369		211		94		37		22		5		305		27

		その他		134		79		29		19		5		2		108		7

		【東北】		1155		717		293		91		44		10		1010		54

		幼稚園		294		206		65		14		5		4		271		9

		　公立幼稚園		86		56		23		5		2		0		79		2

		　私立幼稚園		208		150		42		9		3		4		192		7

		保育園		457		268		114		49		21		5		382		26

		こども園		369		218		105		27		17		2		323		19

		その他		103		67		26		7		2		1		93		3

		【関東】		5663		3828		1197		339		204		95		5025		299

		幼稚園		2454		1795		464		113		68		14		2259		82

		　公立幼稚園		402		301		75		16		9		1		376		10

		　私立幼稚園		2062		1502		391		97		59		13		1893		72

		保育園		1985		1331		440		124		69		21		1771		90

		こども園		740		490		169		50		27		4		659		31

		その他		677		342		166		64		47		58		508		105

		【東海】		1780		1136		425		115		79		25		1561		104

		幼稚園		623		451		121		25		24		2		572		26

		　公立幼稚園		202		138		42		10		12		0		180		12

		　私立幼稚園		423		315		79		15		12		2		394		14

		保育園		755		466		186		64		25		14		652		39

		こども園		328		179		97		23		23		6		276		29

		その他		128		75		36		5		8		4		111		12

		【甲信越・北陸】		1111		739		244		73		43		12		983		55

		幼稚園		255		189		45		12		7		2		234		9

		　公立幼稚園		110		84		18		3		4		1		102		5

		　私立幼稚園		145		105		27		9		3		1		132		4

		保育園		523		366		104		29		18		6		470		24

		こども園		284		165		82		21		13		3		247		16

		その他		85		47		18		13		5		2		65		7

		【近畿】		3585		2373		813		209		130		60		3186		190

		幼稚園		1425		1020		300		62		33		10		1320		43

		　公立幼稚園		565		416		112		22		10		5		528		15

		　私立幼稚園		864		607		189		40		23		5		796		28

		保育園		1014		619		241		81		54		19		860		73

		こども園		995		666		227		49		41		12		893		53

		その他		300		158		84		31		7		20		242		27

		【中国・四国】		1998		1240		493		140		87		38		1733		125

		幼稚園		702		489		143		33		28		9		632		37

		　公立幼稚園		323		235		50		18		15		5		285		20

		　私立幼稚園		383		258		93		15		13		4		351		17

		保育園		827		495		218		63		34		17		713		51

		こども園		431		248		122		32		21		8		370		29

		その他		144		84		29		19		7		5		113		12

		【九州】		1940		1255		406		150		89		40		1661		129

		幼稚園		539		397		98		31		9		4		495		13

		　公立幼稚園		143		102		27		10		4		0		129		4

		　私立幼稚園		399		296		73		21		5		4		369		9

		保育園		840		555		160		67		44		14		715		58

		こども園		425		271		93		30		23		8		364		31

		その他		232		90		76		31		20		15		166		35

		【沖縄】		360		223		75		29		25		8		298		33

		幼稚園		29		21		6		0		1		1		27		2

		　公立幼稚園		20		16		3		0		0		1		19		1

		　私立幼稚園		10		6		3		0		1		0		9		1

		保育園		199		127		42		15		13		2		169		15

		こども園		58		40		7		8		3		0		47		3

		その他		97		46		27		8		11		5		73		16

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		1359		489		142		82		49		1848		131

		幼稚園		935		626		218		55		31		5		844		36

		　公立幼稚園		111		85		22		0		4		0		107		4

		　私立幼稚園		827		542		198		55		27		5		740		32

		保育園		812		553		177		49		26		7		730		33

		こども園		121		78		29		7		5		2		107		7

		その他		330		154		81		35		25		35		235		60

		【神奈川】		725		469		154		43		34		25		623		59

		幼稚園		311		233		55		13		7		3		288		10

		　公立幼稚園		38		21		14		3		0		0		35		0

		　私立幼稚園		273		212		41		10		7		3		253		10

		保育園		269		162		66		20		15		6		228		21

		こども園		89		56		24		5		4		0		80		4

		その他		85		33		20		6		9		17		53		26

		【埼玉】		718		515		148		41		11		3		663		14

		幼稚園		338		271		53		10		3		1		324		4

		　公立幼稚園		49		38		8		3		0		0		46		0

		　私立幼稚園		291		235		45		7		3		1		280		4

		保育園		250		166		61		18		4		1		227		5

		こども園		65		51		9		4		1		0		60		1

		その他		88		47		27		10		3		1		74		4

		【千葉】		1070		787		193		45		33		12		980		45

		幼稚園		561		432		86		18		22		3		518		25

		　公立幼稚園		90		68		16		4		2		0		84		2

		　私立幼稚園		473		366		70		14		20		3		436		23

		保育園		312		223		65		15		6		3		288		9

		こども園		125		94		24		5		1		1		118		2

		その他		102		59		24		10		4		5		83		9

		【茨城・群馬・栃木】		1029		698		213		68		44		6		911		50

		幼稚園		309		233		52		17		5		2		285		7

		　公立幼稚園		114		89		15		6		3		1		104		4

		　私立幼稚園		198		147		37		11		2		1		184		3

		保育園		342		227		71		22		18		4		298		22

		こども園		340		211		83		29		16		1		294		17

		その他		72		49		14		3		6		0		63		6

		【大阪】		1542		1015		368		77		66		16		1383		82

		幼稚園		658		459		152		23		20		4		611		24

		　公立幼稚園		197		147		41		5		3		1		188		4

		　私立幼稚園		462		312		112		18		17		3		424		20

		保育園		369		224		90		25		25		5		314		30

		こども園		452		302		99		25		20		6		401		26

		その他		121		70		39		9		2		1		109		3

		【兵庫】		965		660		203		65		28		9		863		37

		幼稚園		347		268		61		12		5		1		329		6

		　公立幼稚園		142		113		22		6		1		0		135		1

		　私立幼稚園		208		158		39		6		4		1		197		5

		保育園		242		151		51		24		12		4		202		16

		こども園		330		220		79		17		11		3		299		14

		その他		102		55		27		16		3		1		82		4

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		698		242		67		36		35		940		71

		幼稚園		420		293		87		27		8		5		380		13

		　公立幼稚園		226		156		49		11		6		4		205		10

		　私立幼稚園		194		137		38		16		2		1		175		3

		保育園		403		244		100		32		17		10		344		27

		こども園		213		144		49		7		10		3		193		13

		その他		77		33		18		6		2		18		51		20

		【岡山】		279		170		69		20		14		6		239		20

		幼稚園		99		72		18		2		6		1		90		7

		　公立幼稚園		71		55		10		1		4		1		65		5

		　私立幼稚園		28		17		8		1		2		0		25		2

		保育園		125		73		31		11		6		4		104		10

		こども園		50		28		17		2		2		1		45		3

		その他		30		16		7		7		0		0		23		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		1175		395		97		69		41		1570		110

		幼稚園		728		530		147		24		21		6		677		27

		　公立幼稚園		97		58		29		6		4		0		87		4

		　私立幼稚園		633		472		120		18		17		6		592		23

		保育園		656		428		154		44		25		5		582		30

		こども園		257		161		62		13		14		7		223		21

		その他		209		96		55		20		14		24		151		38

		【新政令市】		604		379		148		38		29		10		527		39

		幼稚園		160		121		30		6		2		1		151		3

		　公立幼稚園		30		25		4		1		0		0		29		0

		　私立幼稚園		130		96		26		5		2		1		122		3

		保育園		164		111		35		10		5		3		146		8

		こども園		264		144		78		16		21		5		222		26

		その他		50		25		15		7		1		2		40		3

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		834		303		108		68		17		1137		85

		対象になった		1139		767		251		71		42		8		1018		50

		対象になっていない		191		67		52		37		26		9		119		35

		【東北】		1155		717		293		91		44		10		1010		54

		対象になった		955		631		235		58		27		4		866		31

		対象になっていない		200		86		58		33		17		6		144		23

		【関東】		5663		3828		1197		339		204		95		5025		299

		対象になった		4736		3388		958		215		140		35		4346		175

		対象になっていない		927		440		239		124		64		60		679		124

		【東海】		1780		1136		425		115		79		25		1561		104

		対象になった		1559		1025		358		91		69		16		1383		85

		対象になっていない		221		111		67		24		10		9		178		19

		【甲信越・北陸】		1111		739		244		73		43		12		983		55

		対象になった		916		643		194		42		29		8		837		37

		対象になっていない		195		96		50		31		14		4		146		18

		【近畿】		3585		2373		813		209		130		60		3186		190

		対象になった		3049		2139		659		125		96		30		2798		126

		対象になっていない		536		234		154		84		34		30		388		64

		【中国・四国】		1998		1240		493		140		87		38		1733		125

		対象になった		1619		1068		378		90		63		20		1446		83

		対象になっていない		379		172		115		50		24		18		287		42

		【九州】		1940		1255		406		150		89		40		1661		129

		対象になった		1601		1120		307		96		63		15		1427		78

		対象になっていない		339		135		99		54		26		25		234		51

		【沖縄】		360		223		75		29		25		8		298		33

		対象になった		269		188		51		17		10		3		239		13

		対象になっていない		91		35		24		12		15		5		59		20

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		1359		489		142		82		49		1848		131

		対象になった		1708		1167		390		84		55		12		1557		67

		対象になっていない		413		192		99		58		27		37		291		64

		【神奈川】		725		469		154		43		34		25		623		59

		対象になった		599		420		121		26		20		12		541		32

		対象になっていない		126		49		33		17		14		13		82		27

		【埼玉】		718		515		148		41		11		3		663		14

		対象になった		614		463		116		26		7		2		579		9

		対象になっていない		104		52		32		15		4		1		84		5

		【千葉】		1070		787		193		45		33		12		980		45

		対象になった		931		720		153		28		25		5		873		30

		対象になっていない		139		67		40		17		8		7		107		15

		【茨城・群馬・栃木】		1029		698		213		68		44		6		911		50

		対象になった		884		618		178		51		33		4		796		37

		対象になっていない		145		80		35		17		11		2		115		13

		【大阪】		1542		1015		368		77		66		16		1383		82

		対象になった		1320		912		293		56		48		11		1205		59

		対象になっていない		222		103		75		21		18		5		178		23

		【兵庫】		965		660		203		65		28		9		863		37

		対象になった		804		587		160		29		22		6		747		28

		対象になっていない		161		73		43		36		6		3		116		9

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		698		242		67		36		35		940		71

		対象になった		925		640		206		40		26		13		846		39

		対象になっていない		153		58		36		27		10		22		94		32

		【岡山】		279		170		69		20		14		6		239		20

		対象になった		245		155		61		12		12		5		216		17

		対象になっていない		34		15		8		8		2		1		23		3

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		1175		395		97		69		41		1570		110

		対象になった		1460		1033		307		64		47		9		1340		56

		対象になっていない		317		142		88		33		22		32		230		54

		【新政令市】		604		379		148		38		29		10		527		39

		対象になった		525		344		125		27		24		5		469		29

		対象になっていない		79		35		23		11		5		5		58		10

		【利用者】Ｑ１２　幼児教育・保育の無償化の前後で、給食費は変化しましたか？（ＳＡ）

				総数		高くなった		変わらない		安くなった		分からない

		全体		18922		2667		9763		1666		4826

		＜地方別＞

		北海道		1330		194		657		165		314

		東北		1155		164		530		107		354

		関東		5663		733		3184		413		1333

		東海		1780		324		873		125		458

		甲信越・北陸		1111		113		546		112		340

		近畿		3585		654		1842		267		822

		中国・四国		1998		192		1000		219		587

		九州		1940		254		979		215		492

		沖縄		360		39		152		43		126

		＜地方詳細＞

		東京		2121		129		1201		187		604

		神奈川		725		131		393		24		177

		埼玉		718		109		424		36		149

		千葉		1070		100		695		64		211

		茨城・群馬・栃木		1029		264		471		102		192

		大阪		1542		311		770		118		343

		兵庫		965		167		518		75		205

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		176		554		74		274

		岡山		279		29		156		22		72

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		344		934		100		399

		新政令市		604		104		298		44		158

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		743		4197		627		1241

		　公立幼稚園		1944		117		1164		229		434

		　私立幼稚園		4888		626		3049		403		810

		保育園		7007		1063		3210		579		2155

		こども園		3999		867		1825		464		843

		その他		1900		116		935		103		746

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		117		1164		229		434

		私立幼稚園		4888		626		3049		403		810

		認可保育所		7007		1063		3210		579		2155

		認定こども園		3999		867		1825		464		843

		小規模保育		307		28		161		15		103

		家庭的保育		247		11		54		8		174

		事業所内保育		190		5		105		7		73

		居宅訪問型保育		5		0		1		0		4

		障がい児の発達支援		193		19		106		24		44

		企業主導型保育		192		13		108		5		66

		地方独自の保育施設		105		8		55		11		31

		幼稚園類似施設		171		5		113		4		49

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		30		255		31		217

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		2550		8151		1627		3515

		対象になっていない		3079		117		1612		39		1311

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		194		657		165		314

		幼稚園		487		52		254		90		91

		　公立幼稚園		93		8		44		21		20

		　私立幼稚園		394		44		210		69		71

		保育園		407		55		183		38		131

		こども園		369		86		180		39		64

		その他		134		15		70		11		38

		【東北】		1155		164		530		107		354

		幼稚園		294		36		168		34		56

		　公立幼稚園		86		12		41		10		23

		　私立幼稚園		208		24		127		24		33

		保育園		457		59		204		22		172

		こども園		369		69		140		50		110

		その他		103		8		45		7		43

		【関東】		5663		733		3184		413		1333

		幼稚園		2454		247		1645		164		398

		　公立幼稚園		402		30		249		41		82

		　私立幼稚園		2062		217		1401		126		318

		保育園		1985		305		927		156		597

		こども園		740		177		353		89		121

		その他		677		25		369		31		252

		【東海】		1780		324		873		125		458

		幼稚園		623		100		366		54		103

		　公立幼稚園		202		22		117		23		40

		　私立幼稚園		423		78		251		31		63

		保育園		755		152		334		46		223

		こども園		328		74		145		26		83

		その他		128		13		54		3		58

		【甲信越・北陸】		1111		113		546		112		340

		幼稚園		255		17		139		37		62

		　公立幼稚園		110		2		49		19		40

		　私立幼稚園		145		15		90		18		22

		保育園		523		42		246		51		184

		こども園		284		55		130		21		78

		その他		85		2		49		6		28

		【近畿】		3585		654		1842		267		822

		幼稚園		1425		172		859		103		291

		　公立幼稚園		565		24		372		35		134

		　私立幼稚園		864		148		491		68		157

		保育園		1014		235		481		48		250

		こども園		995		260		441		123		171

		その他		300		18		134		14		134

		【中国・四国】		1998		192		1000		219		587

		幼稚園		702		51		419		76		156

		　公立幼稚園		323		10		198		44		71

		　私立幼稚園		383		41		224		32		86

		保育園		827		91		361		99		276

		こども園		431		54		209		53		115

		その他		144		4		72		9		59

		【九州】		1940		254		979		215		492

		幼稚園		539		62		336		65		76

		　公立幼稚園		143		5		87		33		18

		　私立幼稚園		399		57		250		34		58

		保育園		840		97		391		91		261

		こども園		425		86		197		57		85

		その他		232		26		105		16		85

		【沖縄】		360		39		152		43		126

		幼稚園		29		6		11		4		8

		　公立幼稚園		20		4		7		3		6

		　私立幼稚園		10		2		5		1		2

		保育園		199		27		83		28		61

		こども園		58		6		30		6		16

		その他		97		5		37		6		49

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		129		1201		187		604

		幼稚園		935		79		596		66		194

		　公立幼稚園		111		4		58		11		38

		　私立幼稚園		827		75		538		57		157

		保育園		812		33		404		95		280

		こども園		121		14		58		23		26

		その他		330		7		188		17		118

		【神奈川】		725		131		393		24		177

		幼稚園		311		41		195		11		64

		　公立幼稚園		38		2		20		4		12

		　私立幼稚園		273		39		175		7		52

		保育園		269		69		121		6		73

		こども園		89		21		48		6		14

		その他		85		4		47		1		33

		【埼玉】		718		109		424		36		149

		幼稚園		338		17		252		23		46

		　公立幼稚園		49		2		35		2		10

		　私立幼稚園		291		15		218		21		37

		保育園		250		61		117		7		65

		こども園		65		26		23		6		10

		その他		88		5		47		2		34

		【千葉】		1070		100		695		64		211

		幼稚園		561		49		421		25		66

		　公立幼稚園		90		5		65		5		15

		　私立幼稚園		473		44		357		21		51

		保育園		312		39		157		27		89

		こども園		125		13		81		12		19

		その他		102		2		53		3		44

		【茨城・群馬・栃木】		1029		264		471		102		192

		幼稚園		309		61		181		39		28

		　公立幼稚園		114		17		71		19		7

		　私立幼稚園		198		44		113		20		21

		保育園		342		103		128		21		90

		こども園		340		103		143		42		52

		その他		72		7		34		8		23

		【大阪】		1542		311		770		118		343

		幼稚園		658		95		379		47		137

		　公立幼稚園		197		5		129		12		51

		　私立幼稚園		462		90		251		35		86

		保育園		369		90		185		15		79

		こども園		452		133		188		56		75

		その他		121		7		45		5		64

		【兵庫】		965		167		518		75		205

		幼稚園		347		37		215		25		70

		　公立幼稚園		142		1		104		6		31

		　私立幼稚園		208		36		114		19		39

		保育園		242		66		109		9		58

		こども園		330		72		169		44		45

		その他		102		6		48		8		40

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		176		554		74		274

		幼稚園		420		40		265		31		84

		　公立幼稚園		226		18		139		17		52

		　私立幼稚園		194		22		126		14		32

		保育園		403		79		187		24		113

		こども園		213		55		84		23		51

		その他		77		5		41		1		30

		【岡山】		279		29		156		22		72

		幼稚園		99		9		62		5		23

		　公立幼稚園		71		4		47		5		15

		　私立幼稚園		28		5		15		0		8

		保育園		125		18		59		13		35

		こども園		50		4		33		6		7

		その他		30		1		16		2		11

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		344		934		100		399

		幼稚園		728		106		428		54		140

		　公立幼稚園		97		7		56		9		25

		　私立幼稚園		633		99		373		46		115

		保育園		656		149		314		26		167

		こども園		257		90		114		21		32

		その他		209		13		116		8		72

		【新政令市】		604		104		298		44		158

		幼稚園		160		14		101		10		35

		　公立幼稚園		30		1		19		2		8

		　私立幼稚園		130		13		82		8		27

		保育園		164		26		89		4		45

		こども園		264		64		101		29		70

		その他		50		5		29		3		13

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		194		657		165		314

		対象になった		1139		189		553		160		237

		対象になっていない		191		5		104		5		77

		【東北】		1155		164		530		107		354

		対象になった		955		154		425		105		271

		対象になっていない		200		10		105		2		83

		【関東】		5663		733		3184		413		1333

		対象になった		4736		697		2711		403		925

		対象になっていない		927		36		473		10		408

		【東海】		1780		324		873		125		458

		対象になった		1559		316		760		123		360

		対象になっていない		221		8		113		2		98

		【甲信越・北陸】		1111		113		546		112		340

		対象になった		916		103		428		112		273

		対象になっていない		195		10		118		0		67

		【近畿】		3585		654		1842		267		822

		対象になった		3049		634		1565		260		590

		対象になっていない		536		20		277		7		232

		【中国・四国】		1998		192		1000		219		587

		対象になった		1619		180		806		213		420

		対象になっていない		379		12		194		6		167

		【九州】		1940		254		979		215		492

		対象になった		1601		241		804		208		348

		対象になっていない		339		13		175		7		144

		【沖縄】		360		39		152		43		126

		対象になった		269		36		99		43		91

		対象になっていない		91		3		53		0		35

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		129		1201		187		604

		対象になった		1708		124		976		183		425

		対象になっていない		413		5		225		4		179

		【神奈川】		725		131		393		24		177

		対象になった		599		127		331		24		117

		対象になっていない		126		4		62		0		60

		【埼玉】		718		109		424		36		149

		対象になった		614		100		381		36		97

		対象になっていない		104		9		43		0		52

		【千葉】		1070		100		695		64		211

		対象になった		931		93		620		62		156

		対象になっていない		139		7		75		2		55

		【茨城・群馬・栃木】		1029		264		471		102		192

		対象になった		884		253		403		98		130

		対象になっていない		145		11		68		4		62

		【大阪】		1542		311		770		118		343

		対象になった		1320		302		657		116		245

		対象になっていない		222		9		113		2		98

		【兵庫】		965		167		518		75		205

		対象になった		804		162		436		73		133

		対象になっていない		161		5		82		2		72

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		176		554		74		274

		対象になった		925		170		472		71		212

		対象になっていない		153		6		82		3		62

		【岡山】		279		29		156		22		72

		対象になった		245		27		139		21		58

		対象になっていない		34		2		17		1		14

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		344		934		100		399

		対象になった		1460		331		768		95		266

		対象になっていない		317		13		166		5		133

		【新政令市】		604		104		298		44		158

		対象になった		525		96		254		44		131

		対象になっていない		79		8		44		0		27

		【利用者】Ｑ１３　幼児教育・保育の無償化の前後で、利用者負担（保育料）は変わりましたか？（ＳＡ）

				総数		負担が減った		変わらない		負担が増えた		分からない

		全体		18922		12401		4141		658		1722

		＜地方別＞

		北海道		1330		911		277		36		106

		東北		1155		759		255		36		105

		関東		5663		3693		1232		206		532

		東海		1780		1187		384		65		144

		甲信越・北陸		1111		764		245		29		73

		近畿		3585		2301		813		145		326

		中国・四国		1998		1306		403		54		235

		九州		1940		1269		431		75		165

		沖縄		360		211		101		12		36

		＜地方詳細＞

		東京		2121		1288		496		83		254

		神奈川		725		483		140		38		64

		埼玉		718		507		134		12		65

		千葉		1070		719		234		46		71

		茨城・群馬・栃木		1029		696		228		27		78

		大阪		1542		955		355		92		140

		兵庫		965		632		215		31		87

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		714		243		22		99

		岡山		279		195		48		7		29

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		1100		418		92		167

		新政令市		604		416		110		36		42

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		5089		1031		270		418

		　公立幼稚園		1944		1470		322		29		123

		　私立幼稚園		4888		3640		710		242		296

		保育園		7007		4337		1844		216		610

		こども園		3999		2804		797		146		252

		その他		1900		763		601		55		481

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		1470		322		29		123

		私立幼稚園		4888		3640		710		242		296

		認可保育所		7007		4337		1844		216		610

		認定こども園		3999		2804		797		146		252

		小規模保育		307		125		116		13		53

		家庭的保育		247		51		49		2		145

		事業所内保育		190		65		75		4		46

		居宅訪問型保育		5		2		0		0		3

		障がい児の発達支援		193		136		32		5		20

		企業主導型保育		192		81		74		5		32

		地方独自の保育施設		105		59		29		2		15

		幼稚園類似施設		171		58		81		10		22

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		204		163		15		151

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		12207		2303		529		804

		対象になっていない		3079		194		1838		129		918

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		911		277		36		106

		幼稚園		487		392		56		15		24

		　公立幼稚園		93		71		12		4		6

		　私立幼稚園		394		321		44		11		18

		保育園		407		254		103		11		39

		こども園		369		254		87		9		19

		その他		134		64		40		4		26

		【東北】		1155		759		255		36		105

		幼稚園		294		222		48		10		14

		　公立幼稚園		86		61		16		0		9

		　私立幼稚園		208		161		32		10		5

		保育園		457		284		113		18		42

		こども園		369		266		70		8		25

		その他		103		38		36		1		28

		【関東】		5663		3693		1232		206		532

		幼稚園		2454		1802		386		118		148

		　公立幼稚園		402		298		69		7		28

		　私立幼稚園		2062		1512		318		111		121

		保育園		1985		1226		530		52		177

		こども園		740		541		124		24		51

		その他		677		271		225		21		160

		【東海】		1780		1187		384		65		144

		幼稚園		623		462		98		25		38

		　公立幼稚園		202		153		32		6		11

		　私立幼稚園		423		311		66		19		27

		保育園		755		482		197		21		55

		こども園		328		230		64		18		16

		その他		128		52		35		5		36

		【甲信越・北陸】		1111		764		245		29		73

		幼稚園		255		201		40		3		11

		　公立幼稚園		110		86		19		0		5

		　私立幼稚園		145		115		21		3		6

		保育園		523		362		114		13		34

		こども園		284		195		62		11		16

		その他		85		31		35		2		17

		【近畿】		3585		2301		813		145		326

		幼稚園		1425		1046		229		54		96

		　公立幼稚園		565		427		98		5		35

		　私立幼稚園		864		622		131		50		61

		保育園		1014		583		308		39		84

		こども園		995		680		209		49		57

		その他		300		100		92		9		99

		【中国・四国】		1998		1306		403		54		235

		幼稚園		702		522		95		23		62

		　公立幼稚園		323		246		48		5		24

		　私立幼稚園		383		280		47		18		38

		保育園		827		520		198		22		87

		こども園		431		293		84		11		43

		その他		144		48		45		2		49

		【九州】		1940		1269		431		75		165

		幼稚園		539		418		76		20		25

		　公立幼稚園		143		110		27		1		5

		　私立幼稚園		399		311		49		19		20

		保育園		840		512		223		32		73

		こども園		425		302		86		16		21

		その他		232		111		61		8		52

		【沖縄】		360		211		101		12		36

		幼稚園		29		24		3		2		0

		　公立幼稚園		20		18		1		1		0

		　私立幼稚園		10		7		2		1		0

		保育園		199		114		58		8		19

		こども園		58		43		11		0		4

		その他		97		48		32		3		14

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		1288		496		83		254

		幼稚園		935		642		154		51		88

		　公立幼稚園		111		83		13		0		15

		　私立幼稚園		827		561		141		51		74

		保育園		812		484		225		17		86

		こども園		121		89		15		7		10

		その他		330		134		115		9		72

		【神奈川】		725		483		140		38		64

		幼稚園		311		246		27		23		15

		　公立幼稚園		38		26		6		1		5

		　私立幼稚園		273		220		21		22		10

		保育園		269		172		67		9		21

		こども園		89		58		20		5		6

		その他		85		26		31		6		22

		【埼玉】		718		507		134		12		65

		幼稚園		338		263		54		4		17

		　公立幼稚園		49		43		3		0		3

		　私立幼稚園		291		222		51		4		14

		保育園		250		172		50		6		22

		こども園		65		54		9		1		1

		その他		88		37		25		1		25

		【千葉】		1070		719		234		46		71

		幼稚園		561		408		101		32		20

		　公立幼稚園		90		57		28		4		1

		　私立幼稚園		473		352		74		28		19

		保育園		312		197		87		9		19

		こども園		125		99		18		1		7

		その他		102		39		34		4		25

		【茨城・群馬・栃木】		1029		696		228		27		78

		幼稚園		309		243		50		8		8

		　公立幼稚園		114		89		19		2		4

		　私立幼稚園		198		157		31		6		4

		保育園		342		201		101		11		29

		こども園		340		241		62		10		27

		その他		72		35		20		1		16

		【大阪】		1542		955		355		92		140

		幼稚園		658		470		110		39		39

		　公立幼稚園		197		146		39		4		8

		　私立幼稚園		462		324		71		36		31

		保育園		369		201		123		20		25

		こども園		452		288		103		32		29

		その他		121		32		32		4		53

		【兵庫】		965		632		215		31		87

		幼稚園		347		258		53		8		28

		　公立幼稚園		142		103		28		0		11

		　私立幼稚園		208		158		25		8		17

		保育園		242		136		73		11		22

		こども園		330		239		63		11		17

		その他		102		41		34		4		23

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		714		243		22		99

		幼稚園		420		318		66		7		29

		　公立幼稚園		226		178		31		1		16

		　私立幼稚園		194		140		35		6		13

		保育園		403		246		112		8		37

		こども園		213		153		43		6		11

		その他		77		27		26		1		23

		【岡山】		279		195		48		7		29

		幼稚園		99		69		11		5		14

		　公立幼稚園		71		54		9		4		4

		　私立幼稚園		28		15		2		1		10

		保育園		125		96		22		1		6

		こども園		50		36		10		1		3

		その他		30		15		8		0		7

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		1100		418		92		167

		幼稚園		728		528		119		39		42

		　公立幼稚園		97		64		21		2		10

		　私立幼稚園		633		465		98		38		32

		保育園		656		375		187		30		64

		こども園		257		174		53		19		11

		その他		209		74		73		8		54

		【新政令市】		604		416		110		36		42

		幼稚園		160		119		16		11		14

		　公立幼稚園		30		24		3		0		3

		　私立幼稚園		130		95		13		11		11

		保育園		164		110		38		6		10

		こども園		264		187		47		18		12

		その他		50		24		14		3		9

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		911		277		36		106

		対象になった		1139		902		161		28		48

		対象になっていない		191		9		116		8		58

		【東北】		1155		759		255		36		105

		対象になった		955		748		132		27		48

		対象になっていない		200		11		123		9		57

		【関東】		5663		3693		1232		206		532

		対象になった		4736		3621		700		171		244

		対象になっていない		927		72		532		35		288

		【東海】		1780		1187		384		65		144

		対象になった		1559		1167		256		55		81

		対象になっていない		221		20		128		10		63

		【甲信越・北陸】		1111		764		245		29		73

		対象になった		916		757		104		18		37

		対象になっていない		195		7		141		11		36

		【近畿】		3585		2301		813		145		326

		対象になった		3049		2267		489		125		168

		対象になっていない		536		34		324		20		158

		【中国・四国】		1998		1306		403		54		235

		対象になった		1619		1285		188		42		104

		対象になっていない		379		21		215		12		131

		【九州】		1940		1269		431		75		165

		対象になった		1601		1255		227		53		66

		対象になっていない		339		14		204		22		99

		【沖縄】		360		211		101		12		36

		対象になった		269		205		46		10		8

		対象になっていない		91		6		55		2		28

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		1288		496		83		254

		対象になった		1708		1253		259		68		128

		対象になっていない		413		35		237		15		126

		【神奈川】		725		483		140		38		64

		対象になった		599		477		67		32		23

		対象になっていない		126		6		73		6		41

		【埼玉】		718		507		134		12		65

		対象になった		614		498		82		7		27

		対象になっていない		104		9		52		5		38

		【千葉】		1070		719		234		46		71

		対象になった		931		711		143		42		35

		対象になっていない		139		8		91		4		36

		【茨城・群馬・栃木】		1029		696		228		27		78

		対象になった		884		682		149		22		31

		対象になっていない		145		14		79		5		47

		【大阪】		1542		955		355		92		140

		対象になった		1320		941		229		80		70

		対象になっていない		222		14		126		12		70

		【兵庫】		965		632		215		31		87

		対象になった		804		619		120		27		38

		対象になっていない		161		13		95		4		49

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		714		243		22		99

		対象になった		925		707		140		18		60

		対象になっていない		153		7		103		4		39

		【岡山】		279		195		48		7		29

		対象になった		245		192		29		7		17

		対象になっていない		34		3		19		0		12

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		1100		418		92		167

		対象になった		1460		1085		232		76		67

		対象になっていない		317		15		186		16		100

		【新政令市】		604		416		110		36		42

		対象になった		525		408		65		30		22

		対象になっていない		79		8		45		6		20

		【利用者】Ｑ１４　負担が「減った」とご回答の方は、その分のお金を何に使いますか？（ＳＡ）

				総数		貯蓄		習い事など子どもの教育		旅行など		生活費		その他		無回答

		全体		12401		3687		3907		122		4354		244		87

		＜地方別＞

		北海道		911		238		261		6		368		29		9

		東北		759		262		183		3		286		18		7

		関東		3693		1039		1294		39		1235		63		23

		東海		1187		400		354		14		388		25		6

		甲信越・北陸		764		263		191		9		282		17		2

		近畿		2301		602		832		24		777		51		15

		中国・四国		1306		420		380		13		463		19		11

		九州		1269		400		348		12		477		19		13

		沖縄		211		63		64		2		78		3		1

		＜地方詳細＞

		東京		1288		376		511		10		357		22		12

		神奈川		483		124		162		6		178		12		1

		埼玉		507		145		164		7		181		10		0

		千葉		719		198		256		7		248		6		4

		茨城・群馬・栃木		696		196		201		9		271		13		6

		大阪		955		240		357		9		324		19		6

		兵庫		632		173		227		10		206		10		6

		京都・奈良・和歌山・滋賀		714		189		248		5		247		22		3

		岡山		195		65		64		3		57		4		2

		＜政令市＞

		旧政令市		1100		285		377		18		383		28		9

		新政令市		416		147		123		2		134		8		2

		＜施設別＞

		幼稚園		5089		1372		1840		45		1709		96		27

		　公立幼稚園		1470		394		437		11		594		26		8

		　私立幼稚園		3640		985		1407		35		1124		70		19

		保育園		4337		1415		1133		43		1627		86		33

		こども園		2804		855		882		31		955		64		17

		その他		763		223		221		11		284		12		12

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1470		394		437		11		594		26		8

		私立幼稚園		3640		985		1407		35		1124		70		19

		認可保育所		4337		1415		1133		43		1627		86		33

		認定こども園		2804		855		882		31		955		64		17

		小規模保育		125		30		36		3		56		0		0

		家庭的保育		51		13		18		0		19		1		0

		事業所内保育		65		20		14		1		26		1		3

		居宅訪問型保育		2		1		0		0		1		0		0

		障がい児の発達支援		136		30		40		1		57		5		3

		企業主導型保育		81		28		23		0		27		2		1

		地方独自の保育施設		59		15		17		1		25		0		1

		幼稚園類似施設		58		21		20		1		14		2		0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		204		68		56		4		70		2		4

		＜無償化対象別＞

		対象になった		12207		3627		3861		120		4281		240		78

		対象になっていない		194		60		46		2		73		4		9

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		911		238		261		6		368		29		9

		幼稚園		392		102		137		3		137		11		2

		　公立幼稚園		71		19		20		1		29		2		0

		　私立幼稚園		321		83		117		2		108		9		2

		保育園		254		66		48		0		127		10		3

		こども園		254		66		73		3		100		9		3

		その他		64		16		17		1		28		1		1

		【東北】		759		262		183		3		286		18		7

		幼稚園		222		64		85		0		67		5		1

		　公立幼稚園		61		16		21		0		24		0		0

		　私立幼稚園		161		48		64		0		43		5		1

		保育園		284		108		47		1		119		7		2

		こども園		266		93		52		1		107		9		4

		その他		38		14		8		1		15		0		0

		【関東】		3693		1039		1294		39		1235		63		23

		幼稚園		1802		456		722		17		572		29		6

		　公立幼稚園		298		70		95		4		123		3		3

		　私立幼稚園		1512		388		628		14		453		26		3

		保育園		1226		377		369		18		431		23		8

		こども園		541		166		173		5		183		11		3

		その他		271		86		82		2		90		4		7

		【東海】		1187		400		354		14		388		25		6

		幼稚園		462		139		142		6		160		11		4

		　公立幼稚園		153		45		38		0		65		4		1

		　私立幼稚園		311		96		104		6		95		7		3

		保育園		482		173		140		8		150		9		2

		こども園		230		87		67		0		71		5		0

		その他		52		15		15		1		21		0		0

		【甲信越・北陸】		764		263		191		9		282		17		2

		幼稚園		201		65		60		2		68		5		1

		　公立幼稚園		86		29		16		0		38		3		0

		　私立幼稚園		115		36		44		2		30		2		1

		保育園		362		131		73		4		145		8		1

		こども園		195		66		55		3		67		4		0

		その他		31		8		9		1		13		0		0

		【近畿】		2301		602		832		24		777		51		15

		幼稚園		1046		252		393		6		366		22		7

		　公立幼稚園		427		105		144		4		164		8		2

		　私立幼稚園		622		147		250		2		204		14		5

		保育園		583		186		182		5		195		11		4

		こども園		680		164		267		11		218		18		2

		その他		100		26		35		2		33		2		2

		【中国・四国】		1306		420		380		13		463		19		11

		幼稚園		522		159		175		4		175		7		2

		　公立幼稚園		246		78		74		1		89		4		0

		　私立幼稚園		280		83		102		3		87		3		2

		保育園		520		182		115		3		204		9		7

		こども園		293		99		92		7		90		3		2

		その他		48		12		11		0		23		1		1

		【九州】		1269		400		348		12		477		19		13

		幼稚園		418		127		119		6		156		6		4

		　公立幼稚園		110		29		23		0		54		2		2

		　私立幼稚園		311		99		97		6		103		4		2

		保育園		512		160		125		4		211		7		5

		こども園		302		98		88		1		107		5		3

		その他		111		31		33		2		41		3		1

		【沖縄】		211		63		64		2		78		3		1

		幼稚園		24		8		7		1		8		0		0

		　公立幼稚園		18		3		6		1		8		0		0

		　私立幼稚園		7		5		1		0		1		0		0

		保育園		114		32		34		0		45		2		1

		こども園		43		16		15		0		12		0		0

		その他		48		15		11		1		20		1		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		1288		376		511		10		357		22		12

		幼稚園		642		177		291		4		158		9		3

		　公立幼稚園		83		15		39		1		26		1		1

		　私立幼稚園		561		162		252		4		133		8		2

		保育園		484		151		159		7		152		9		6

		こども園		89		24		34		0		26		5		0

		その他		134		44		45		0		40		2		3

		【神奈川】		483		124		162		6		178		12		1

		幼稚園		246		48		89		1		101		7		0

		　公立幼稚園		26		9		4		0		12		1		0

		　私立幼稚園		220		39		85		1		89		6		0

		保育園		172		59		50		4		56		3		0

		こども園		58		15		22		0		19		1		1

		その他		26		5		10		1		8		1		1

		【埼玉】		507		145		164		7		181		10		0

		幼稚園		263		77		95		5		82		4		0

		　公立幼稚園		43		11		15		3		14		0		0

		　私立幼稚園		222		67		80		2		69		4		0

		保育園		172		45		47		2		73		5		0

		こども園		54		16		18		0		20		0		0

		その他		37		12		9		1		14		1		0

		【千葉】		719		198		256		7		248		6		4

		幼稚園		408		99		169		4		130		5		1

		　公立幼稚園		57		12		17		0		27		0		1

		　私立幼稚園		352		87		153		4		103		5		0

		保育園		197		64		55		3		73		1		1

		こども園		99		32		32		0		34		0		1

		その他		39		11		10		0		17		0		1

		【茨城・群馬・栃木】		696		196		201		9		271		13		6

		幼稚園		243		55		78		3		101		4		2

		　公立幼稚園		89		23		20		0		44		1		1

		　私立幼稚園		157		33		58		3		59		3		1

		保育園		201		58		58		2		77		5		1

		こども園		241		79		67		5		84		5		1

		その他		35		14		8		0		11		0		2

		【大阪】		955		240		357		9		324		19		6

		幼稚園		470		109		184		1		163		9		4

		　公立幼稚園		146		36		48		1		59		1		1

		　私立幼稚園		324		73		136		0		104		8		3

		保育園		201		72		65		1		59		4		0

		こども園		288		64		111		7		99		6		1

		その他		32		3		13		0		15		0		1

		【兵庫】		632		173		227		10		206		10		6

		幼稚園		258		56		102		3		93		3		1

		　公立幼稚園		103		25		37		1		40		0		0

		　私立幼稚園		158		31		66		2		55		3		1

		保育園		136		48		38		1		44		2		3

		こども園		239		64		94		4		71		5		1

		その他		41		16		14		2		8		0		1

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		714		189		248		5		247		22		3

		幼稚園		318		87		107		2		110		10		2

		　公立幼稚園		178		44		59		2		65		7		1

		　私立幼稚園		140		43		48		0		45		3		1

		保育園		246		66		79		3		92		5		1

		こども園		153		36		62		0		48		7		0

		その他		27		7		8		0		10		2		0

		【岡山】		195		65		64		3		57		4		2

		幼稚園		69		18		26		1		21		2		1

		　公立幼稚園		54		14		20		0		18		2		0

		　私立幼稚園		15		4		6		1		3		0		1

		保育園		96		37		27		1		29		1		1

		こども園		36		12		12		2		9		1		0

		その他		15		5		1		0		7		1		1

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1100		285		377		18		383		28		9

		幼稚園		528		125		204		7		177		12		3

		　公立幼稚園		64		14		23		0		26		1		0

		　私立幼稚園		465		112		181		7		151		11		3

		保育園		375		111		98		4		144		15		3

		こども園		174		43		66		5		55		3		2

		その他		74		18		21		3		31		0		1

		【新政令市】		416		147		123		2		134		8		2

		幼稚園		119		31		45		1		35		6		1

		　公立幼稚園		24		7		6		0		7		3		1

		　私立幼稚園		95		24		39		1		28		3		0

		保育園		110		39		27		2		40		1		1

		こども園		187		80		50		0		56		1		0

		その他		24		6		7		0		9		1		1

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		911		238		261		6		368		29		9

		対象になった		902		236		259		6		365		29		7

		対象になっていない		9		2		2		0		3		0		2

		【東北】		759		262		183		3		286		18		7

		対象になった		748		260		182		3		278		18		7

		対象になっていない		11		2		1		0		8		0		0

		【関東】		3693		1039		1294		39		1235		63		23

		対象になった		3621		1023		1269		39		1208		62		20

		対象になっていない		72		16		25		0		27		1		3

		【東海】		1187		400		354		14		388		25		6

		対象になった		1167		390		352		14		380		25		6

		対象になっていない		20		10		2		0		8		0		0

		【甲信越・北陸】		764		263		191		9		282		17		2

		対象になった		757		259		191		9		279		17		2

		対象になっていない		7		4		0		0		3		0		0

		【近畿】		2301		602		832		24		777		51		15

		対象になった		2267		594		823		22		763		50		15

		対象になっていない		34		8		9		2		14		1		0

		【中国・四国】		1306		420		380		13		463		19		11

		対象になった		1285		409		377		13		459		18		9

		対象になっていない		21		11		3		0		4		1		2

		【九州】		1269		400		348		12		477		19		13

		対象になった		1255		395		345		12		473		18		12

		対象になっていない		14		5		3		0		4		1		1

		【沖縄】		211		63		64		2		78		3		1

		対象になった		205		61		63		2		76		3		0

		対象になっていない		6		2		1		0		2		0		1

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		1288		376		511		10		357		22		12

		対象になった		1253		368		496		10		348		21		10

		対象になっていない		35		8		15		0		9		1		2

		【神奈川】		483		124		162		6		178		12		1

		対象になった		477		122		160		6		176		12		1

		対象になっていない		6		2		2		0		2		0		0

		【埼玉】		507		145		164		7		181		10		0

		対象になった		498		143		161		7		177		10		0

		対象になっていない		9		2		3		0		4		0		0

		【千葉】		719		198		256		7		248		6		4

		対象になった		711		197		253		7		245		6		3

		対象になっていない		8		1		3		0		3		0		1

		【茨城・群馬・栃木】		696		196		201		9		271		13		6

		対象になった		682		193		199		9		262		13		6

		対象になっていない		14		3		2		0		9		0		0

		【大阪】		955		240		357		9		324		19		6

		対象になった		941		238		354		7		317		19		6

		対象になっていない		14		2		3		2		7		0		0

		【兵庫】		632		173		227		10		206		10		6

		対象になった		619		170		222		10		202		9		6

		対象になっていない		13		3		5		0		4		1		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		714		189		248		5		247		22		3

		対象になった		707		186		247		5		244		22		3

		対象になっていない		7		3		1		0		3		0		0

		【岡山】		195		65		64		3		57		4		2

		対象になった		192		64		63		3		56		4		2

		対象になっていない		3		1		1		0		1		0		0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1100		285		377		18		383		28		9

		対象になった		1085		278		373		18		381		28		7

		対象になっていない		15		7		4		0		2		0		2

		【新政令市】		416		147		123		2		134		8		2

		対象になった		408		144		122		2		130		8		2

		対象になっていない		8		3		1		0		4		0		0

		【利用者】Ｑ１５　負担が「増えた」とご回答の方へのご質問です。　負担が増えることについて、施設から納得できる説明はありましたか？（ＳＡ）

				総数		説明があり納得した		説明はあったが納得できない		説明がない		その他		無回答

		全体		658		227		207		120		64		40

		＜地方別＞

		北海道		36		5		14		4		9		4

		東北		36		17		9		4		3		3

		関東		206		69		71		46		11		9

		東海		65		22		16		14		11		2

		甲信越・北陸		29		8		9		7		3		2

		近畿		145		44		51		24		21		5

		中国・四国		54		24		12		9		4		5

		九州		75		35		22		10		2		6

		沖縄		12		3		3		2		0		4

		＜地方詳細＞

		東京		83		22		30		19		7		5

		神奈川		38		10		17		9		0		2

		埼玉		12		3		4		3		2		0

		千葉		46		19		12		12		2		1

		茨城・群馬・栃木		27		15		8		3		0		1

		大阪		92		33		33		15		10		1

		兵庫		31		8		13		2		5		3

		京都・奈良・和歌山・滋賀		22		3		5		7		6		1

		岡山		7		4		3		0		0		0

		＜政令市＞

		旧政令市		92		29		34		15		11		3

		新政令市		36		14		13		2		6		1

		＜施設別＞

		幼稚園		270		110		86		43		19		12

		　公立幼稚園		29		16		7		3		1		2

		　私立幼稚園		242		94		80		40		18		10

		保育園		216		59		64		51		27		15

		こども園		146		45		49		24		17		11

		その他		55		17		23		8		4		3

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		29		16		7		3		1		2

		私立幼稚園		242		94		80		40		18		10

		認可保育所		216		59		64		51		27		15

		認定こども園		146		45		49		24		17		11

		小規模保育		13		2		6		3		1		1

		家庭的保育		2		0		2		0		0		0

		事業所内保育		4		1		2		0		0		1

		居宅訪問型保育		0		0		0		0		0		0

		障がい児の発達支援		5		1		3		0		1		0

		企業主導型保育		5		1		1		1		1		1

		地方独自の保育施設		2		0		0		2		0		0

		幼稚園類似施設		10		6		2		1		1		0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		15		7		7		1		0		0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		529		192		173		85		49		30

		対象になっていない		129		35		34		35		15		10

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		36		5		14		4		9		4

		幼稚園		15		3		6		1		3		2

		　公立幼稚園		4		2		0		0		1		1

		　私立幼稚園		11		1		6		1		2		1

		保育園		11		2		4		2		2		1

		こども園		9		0		2		3		3		1

		その他		4		0		2		0		2		0

		【東北】		36		17		9		4		3		3

		幼稚園		10		5		2		0		1		2

		　公立幼稚園		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		10		5		2		0		1		2

		保育園		18		7		5		3		2		1

		こども園		8		5		2		1		0		0

		その他		1		0		0		0		0		1

		【関東】		206		69		71		46		11		9

		幼稚園		118		43		37		28		7		3

		　公立幼稚園		7		2		3		2		0		0

		　私立幼稚園		111		41		34		26		7		3

		保育園		52		10		19		16		4		3

		こども園		24		8		12		1		0		3

		その他		21		9		9		3		0		0

		【東海】		65		22		16		14		11		2

		幼稚園		25		12		6		5		1		1

		　公立幼稚園		6		4		1		1		0		0

		　私立幼稚園		19		8		5		4		1		1

		保育園		21		6		3		7		5		0

		こども園		18		4		6		2		5		1

		その他		5		0		3		1		1		0

		【甲信越・北陸】		29		8		9		7		3		2

		幼稚園		3		2		1		0		0		0

		　公立幼稚園		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		3		2		1		0		0		0

		保育園		13		3		5		2		2		1

		こども園		11		3		2		4		1		1

		その他		2		0		1		1		0		0

		【近畿】		145		44		51		24		21		5

		幼稚園		54		22		21		5		6		0

		　公立幼稚園		5		4		1		0		0		0

		　私立幼稚園		50		18		21		5		6		0

		保育園		39		9		10		10		9		1

		こども園		49		13		19		9		5		3

		その他		9		0		6		1		1		1

		【中国・四国】		54		24		12		9		4		5

		幼稚園		23		14		5		2		1		1

		　公立幼稚園		5		3		2		0		0		0

		　私立幼稚園		18		11		3		2		1		1

		保育園		22		6		7		5		2		2

		こども園		11		5		0		2		2		2

		その他		2		2		0		0		0		0

		【九州】		75		35		22		10		2		6

		幼稚園		20		9		7		2		0		2

		　公立幼稚園		1		1		0		0		0		0

		　私立幼稚園		19		8		7		2		0		2

		保育園		32		15		8		4		1		4

		こども園		16		7		6		2		1		0

		その他		8		4		2		2		0		0

		【沖縄】		12		3		3		2		0		4

		幼稚園		2		0		1		0		0		1

		　公立幼稚園		1		0		0		0		0		1

		　私立幼稚園		1		0		1		0		0		0

		保育園		8		1		3		2		0		2

		こども園		0		0		0		0		0		0

		その他		3		2		0		0		0		1

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		83		22		30		19		7		5

		幼稚園		51		16		15		13		5		2

		　公立幼稚園		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		51		16		15		13		5		2

		保育園		17		3		6		5		2		1

		こども園		7		0		5		0		0		2

		その他		9		3		5		1		0		0

		【神奈川】		38		10		17		9		0		2

		幼稚園		23		7		12		3		0		1

		　公立幼稚園		1		0		0		1		0		0

		　私立幼稚園		22		7		12		2		0		1

		保育園		9		0		2		6		0		1

		こども園		5		1		4		0		0		0

		その他		6		3		1		2		0		0

		【埼玉】		12		3		4		3		2		0

		幼稚園		4		1		1		1		1		0

		　公立幼稚園		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		4		1		1		1		1		0

		保育園		6		1		2		2		1		0

		こども園		1		0		1		0		0		0

		その他		1		1		0		0		0		0

		【千葉】		46		19		12		12		2		1

		幼稚園		32		15		5		11		1		0

		　公立幼稚園		4		1		2		1		0		0

		　私立幼稚園		28		14		3		10		1		0

		保育園		9		2		4		1		1		1

		こども園		1		0		1		0		0		0

		その他		4		2		2		0		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		27		15		8		3		0		1

		幼稚園		8		4		4		0		0		0

		　公立幼稚園		2		1		1		0		0		0

		　私立幼稚園		6		3		3		0		0		0

		保育園		11		4		5		2		0		0

		こども園		10		7		1		1		0		1

		その他		1		0		1		0		0		0

		【大阪】		92		33		33		15		10		1

		幼稚園		39		15		16		4		4		0

		　公立幼稚園		4		3		1		0		0		0

		　私立幼稚園		36		12		16		4		4		0

		保育園		20		6		4		5		4		1

		こども園		32		12		12		6		2		0

		その他		4		0		3		1		0		0

		【兵庫】		31		8		13		2		5		3

		幼稚園		8		5		2		0		1		0

		　公立幼稚園		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		8		5		2		0		1		0

		保育園		11		2		6		2		1		0

		こども園		11		1		6		0		2		2

		その他		4		0		2		0		1		1

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		22		3		5		7		6		1

		幼稚園		7		2		3		1		1		0

		　公立幼稚園		1		1		0		0		0		0

		　私立幼稚園		6		1		3		1		1		0

		保育園		8		1		0		3		4		0

		こども園		6		0		1		3		1		1

		その他		1		0		1		0		0		0

		【岡山】		7		4		3		0		0		0

		幼稚園		5		3		2		0		0		0

		　公立幼稚園		4		2		2		0		0		0

		　私立幼稚園		1		1		0		0		0		0

		保育園		1		0		1		0		0		0

		こども園		1		1		0		0		0		0

		その他		0		0		0		0		0		0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		92		29		34		15		11		3

		幼稚園		39		13		16		5		4		1

		　公立幼稚園		2		1		1		0		0		0

		　私立幼稚園		38		12		16		5		4		1

		保育園		30		10		5		9		4		2

		こども園		19		6		11		1		1		0

		その他		8		0		4		2		2		0

		【新政令市】		36		14		13		2		6		1

		幼稚園		11		5		4		1		1		0

		　公立幼稚園		0		0		0		0		0		0

		　私立幼稚園		11		5		4		1		1		0

		保育園		6		3		2		0		1		0

		こども園		18		6		6		1		4		1

		その他		3		0		2		0		1		0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		36		5		14		4		9		4

		対象になった		28		4		11		3		7		3

		対象になっていない		8		1		3		1		2		1

		【東北】		36		17		9		4		3		3

		対象になった		27		14		6		2		2		3

		対象になっていない		9		3		3		2		1		0

		【関東】		206		69		71		46		11		9

		対象になった		171		59		61		34		9		8

		対象になっていない		35		10		10		12		2		1

		【東海】		65		22		16		14		11		2

		対象になった		55		19		14		11		9		2

		対象になっていない		10		3		2		3		2		0

		【甲信越・北陸】		29		8		9		7		3		2

		対象になった		18		4		6		5		2		1

		対象になっていない		11		4		3		2		1		1

		【近畿】		145		44		51		24		21		5

		対象になった		125		41		46		17		16		5

		対象になっていない		20		3		5		7		5		0

		【中国・四国】		54		24		12		9		4		5

		対象になった		42		20		10		7		3		2

		対象になっていない		12		4		2		2		1		3

		【九州】		75		35		22		10		2		6

		対象になった		53		28		17		4		1		3

		対象になっていない		22		7		5		6		1		3

		【沖縄】		12		3		3		2		0		4

		対象になった		10		3		2		2		0		3

		対象になっていない		2		0		1		0		0		1

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		83		22		30		19		7		5

		対象になった		68		20		25		13		6		4

		対象になっていない		15		2		5		6		1		1

		【神奈川】		38		10		17		9		0		2

		対象になった		32		8		16		6		0		2

		対象になっていない		6		2		1		3		0		0

		【埼玉】		12		3		4		3		2		0

		対象になった		7		2		2		2		1		0

		対象になっていない		5		1		2		1		1		0

		【千葉】		46		19		12		12		2		1

		対象になった		42		17		11		11		2		1

		対象になっていない		4		2		1		1		0		0

		【茨城・群馬・栃木】		27		15		8		3		0		1

		対象になった		22		12		7		2		0		1

		対象になっていない		5		3		1		1		0		0

		【大阪】		92		33		33		15		10		1

		対象になった		80		30		31		9		9		1

		対象になっていない		12		3		2		6		1		0

		【兵庫】		31		8		13		2		5		3

		対象になった		27		8		12		2		2		3

		対象になっていない		4		0		1		0		3		0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		22		3		5		7		6		1

		対象になった		18		3		3		6		5		1

		対象になっていない		4		0		2		1		1		0

		【岡山】		7		4		3		0		0		0

		対象になった		7		4		3		0		0		0

		対象になっていない		0		0		0		0		0		0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		92		29		34		15		11		3

		対象になった		76		25		28		10		11		2

		対象になっていない		16		4		6		5		0		1

		【新政令市】		36		14		13		2		6		1

		対象になった		30		10		12		1		6		1

		対象になっていない		6		4		1		1		0		0

		【利用者】Ｑ１６　幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（ＭＡ）

				総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

		全体		18922		6928		9481		2460		7339		5848		5192		4519		1022		1390		2.28

		＜地方別＞

		北海道		1330		451		574		181		526		454		419		365		84		93		2.30

		東北		1155		377		505		152		523		314		306		289		71		91		2.21

		関東		5663		2170		3003		881		2064		1741		1519		1367		318		430		2.33

		東海		1780		565		867		201		653		534		552		450		110		165		2.24

		甲信越・北陸		1111		296		552		120		459		334		313		272		59		81		2.18

		近畿		3585		1328		1982		449		1316		1246		885		750		144		238		2.29

		中国・四国		1998		766		958		213		775		513		555		462		123		151		2.20

		九州		1940		759		880		207		825		587		533		470		102		118		2.26

		沖縄		360		216		160		56		198		125		110		94		11		23		2.73

		＜地方詳細＞

		東京		2121		882		1248		425		743		504		649		546		97		221		2.46

		神奈川		725		291		376		122		229		224		189		177		46		59		2.30

		埼玉		718		269		350		73		252		221		186		162		47		47		2.17

		千葉		1070		397		521		153		417		390		239		220		73		52		2.23

		茨城・群馬・栃木		1029		331		508		108		423		402		256		262		55		51		2.28

		大阪		1542		587		871		197		510		530		383		312		57		107		2.27

		兵庫		965		425		531		123		375		343		211		197		37		52		2.34

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		316		580		129		431		373		291		241		50		79		2.26

		岡山		279		123		154		22		90		87		74		60		15		14		2.24

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		752		908		275		701		567		483		408		70		134		2.38

		新政令市		604		255		334		69		235		210		173		129		32		43		2.40

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		2247		3534		1006		2082		2286		1913		1601		434		468		2.22

		　公立幼稚園		1944		661		1038		237		608		590		519		465		114		120		2.18

		　私立幼稚園		4888		1603		2514		776		1486		1707		1400		1142		320		348		2.25

		保育園		7007		2823		3498		694		3109		1956		1875		1666		330		534		2.31

		こども園		3999		1326		1970		448		1577		1378		1102		997		240		290		2.27

		その他		1900		874		874		426		938		469		563		468		41		155		2.51

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		661		1038		237		608		590		519		465		114		120		2.18

		私立幼稚園		4888		1603		2514		776		1486		1707		1400		1142		320		348		2.25

		認可保育所		7007		2823		3498		694		3109		1956		1875		1666		330		534		2.31

		認定こども園		3999		1326		1970		448		1577		1378		1102		997		240		290		2.27

		小規模保育		307		168		144		40		169		75		66		55		6		21		2.40

		家庭的保育		247		113		126		48		139		76		54		54		4		14		2.53

		事業所内保育		190		81		82		31		104		61		42		37		4		7		2.34

		居宅訪問型保育		5		2		3		1		4		2		2		1		0		0		3.00

		障がい児の発達支援		193		66		79		25		46		47		163		94		0		12		2.76

		企業主導型保育		192		114		86		20		117		42		46		44		2		17		2.53

		地方独自の保育施設		105		41		55		11		51		30		31		30		3		8		2.45

		幼稚園類似施設		171		41		74		114		37		29		52		54		4		18		2.45

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		272		243		148		292		118		123		113		18		61		2.57

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		5524		8153		1973		5468		5168		4518		3873		912		1148		2.26

		対象になっていない		3079		1404		1328		487		1871		680		674		646		110		242		2.38

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		451		574		181		526		454		419		365		84		93		2.30

		幼稚園		487		157		211		77		152		176		167		145		31		40		2.31

		　公立幼稚園		93		20		36		20		36		30		23		20		9		10		2.10

		　私立幼稚園		394		137		175		57		116		146		144		125		22		30		2.36

		保育園		407		155		184		51		189		123		113		101		28		18		2.29

		こども園		369		104		154		40		134		142		112		97		25		32		2.21

		その他		134		59		59		21		73		38		54		44		3		10		2.67

		【東北】		1155		377		505		152		523		314		306		289		71		91		2.21

		幼稚園		294		86		150		49		113		85		75		66		17		17		2.18

		　公立幼稚園		86		33		39		9		39		22		23		26		2		2		2.24

		　私立幼稚園		208		53		111		40		74		63		52		40		15		15		2.15

		保育園		457		165		196		61		214		109		129		129		30		37		2.28

		こども園		369		107		146		31		173		105		94		94		20		35		2.13

		その他		103		44		36		16		56		29		25		22		8		9		2.30

		【関東】		5663		2170		3003		881		2064		1741		1519		1367		318		430		2.33

		幼稚園		2454		829		1270		404		706		813		692		573		196		169		2.22

		　公立幼稚園		402		133		212		57		117		128		101		89		28		20		2.13

		　私立幼稚園		2062		705		1067		350		593		690		594		485		168		149		2.25

		保育園		1985		879		1116		206		865		529		492		474		70		166		2.38

		こども園		740		250		379		96		307		297		201		199		47		49		2.40

		その他		677		296		339		207		285		153		191		172		12		58		2.51

		【東海】		1780		565		867		201		653		534		552		450		110		165		2.24

		幼稚園		623		162		301		78		189		223		178		147		44		45		2.12

		　公立幼稚園		202		56		103		24		61		57		66		59		13		14		2.18

		　私立幼稚園		423		106		199		55		130		166		112		88		31		31		2.10

		保育園		755		280		362		71		310		195		237		196		42		86		2.30

		こども園		328		101		172		44		117		98		116		90		22		27		2.33

		その他		128		39		54		12		66		37		39		26		2		12		2.23

		【甲信越・北陸】		1111		296		552		120		459		334		313		272		59		81		2.18

		幼稚園		255		66		136		24		98		81		70		58		9		16		2.15

		　公立幼稚園		110		25		62		6		40		36		25		26		4		6		2.05

		　私立幼稚園		145		41		74		18		58		45		45		32		5		10		2.23

		保育園		523		127		264		50		224		149		146		130		22		33		2.15

		こども園		284		82		132		30		107		97		81		71		28		27		2.21

		その他		85		27		43		19		45		16		29		20		2		8		2.44

		【近畿】		3585		1328		1982		449		1316		1246		885		750		144		238		2.29

		幼稚園		1425		490		831		218		408		523		366		325		72		96		2.29

		　公立幼稚園		565		214		339		68		160		164		150		137		34		40		2.25

		　私立幼稚園		864		278		495		151		249		361		217		189		38		56		2.31

		保育園		1014		427		539		97		457		328		253		208		38		66		2.34

		こども園		995		343		553		109		360		366		231		184		34		61		2.22

		その他		300		135		145		47		149		87		86		70		4		21		2.47

		【中国・四国】		1998		766		958		213		775		513		555		462		123		151		2.20

		幼稚園		702		252		340		79		220		196		209		156		35		48		2.14

		　公立幼稚園		323		124		163		28		102		91		87		67		15		21		2.11

		　私立幼稚園		383		132		180		52		121		106		123		91		20		27		2.17

		保育園		827		341		400		77		367		217		227		204		52		69		2.30

		こども園		431		159		217		49		167		93		113		104		36		32		2.17

		その他		144		72		57		21		75		30		39		25		0		10		2.28

		【九州】		1940		759		880		207		825		587		533		470		102		118		2.26

		幼稚園		539		187		276		69		183		179		144		121		29		35		2.22

		　公立幼稚園		143		43		71		18		43		55		36		34		8		5		2.13

		　私立幼稚園		399		145		207		52		141		127		108		88		21		30		2.25

		保育園		840		337		361		65		379		233		227		184		45		50		2.19

		こども園		425		154		193		43		185		158		137		139		23		26		2.44

		その他		232		127		92		52		122		53		63		56		7		15		2.50

		【沖縄】		360		216		160		56		198		125		110		94		11		23		2.73

		幼稚園		29		18		19		8		13		10		12		10		1		2		3.17

		　公立幼稚園		20		13		13		7		10		7		8		7		1		2		3.35

		　私立幼稚園		10		6		6		1		4		3		5		4		0		0		2.90

		保育園		199		112		76		16		104		73		51		40		3		9		2.42

		こども園		58		26		24		6		27		22		17		19		5		1		2.45

		その他		97		75		49		31		67		26		37		33		3		12		3.40

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		882		1248		425		743		504		649		546		97		221		2.46

		幼稚園		935		335		526		196		255		293		295		230		60		85		2.37

		　公立幼稚園		111		46		65		25		27		27		37		32		5		10		2.42

		　私立幼稚園		827		292		463		172		229		268		259		199		55		75		2.37

		保育園		812		395		501		108		361		144		242		214		24		92		2.53

		こども園		121		56		75		22		45		31		41		37		8		14		2.65

		その他		330		135		190		115		126		52		96		88		5		33		2.53

		【神奈川】		725		291		376		122		229		224		189		177		46		59		2.30

		幼稚園		311		112		143		48		76		94		80		70		37		20		2.07

		　公立幼稚園		38		11		19		1		4		8		7		3		3		3		1.47

		　私立幼稚園		273		101		124		47		72		86		73		67		34		17		2.15

		保育園		269		123		148		25		104		79		65		63		10		23		2.34

		こども園		89		28		54		13		31		42		22		23		1		9		2.49

		その他		85		37		47		40		32		18		30		28		1		9		2.84

		【埼玉】		718		269		350		73		252		221		186		162		47		47		2.17

		幼稚園		338		109		155		36		95		95		97		76		28		24		2.03

		　公立幼稚園		49		17		20		4		14		13		13		16		4		2		2.02

		　私立幼稚園		291		93		137		32		82		82		84		60		24		22		2.03

		保育園		250		101		142		20		101		81		55		54		15		14		2.27

		こども園		65		22		30		4		26		32		14		17		4		5		2.31

		その他		88		49		31		15		42		19		25		19		2		6		2.34

		【千葉】		1070		397		521		153		417		390		239		220		73		52		2.23

		幼稚園		561		182		276		91		184		206		135		120		53		22		2.17

		　公立幼稚園		90		31		47		16		37		36		13		14		8		0		2.16

		　私立幼稚園		473		153		231		76		148		172		123		106		45		22		2.18

		保育園		312		137		159		30		150		99		59		60		9		18		2.28

		こども園		125		42		56		11		51		54		35		33		11		8		2.32

		その他		102		49		43		25		46		41		20		14		1		7		2.40

		【茨城・群馬・栃木】		1029		331		508		108		423		402		256		262		55		51		2.28

		幼稚園		309		91		170		33		96		125		85		77		18		18		2.25

		　公立幼稚園		114		28		61		11		35		44		31		24		8		5		2.10

		　私立幼稚園		198		66		112		23		62		82		55		53		10		13		2.35

		保育園		342		123		166		23		149		126		71		83		12		19		2.22

		こども園		340		102		164		46		154		138		89		89		23		13		2.34

		その他		72		26		28		12		39		23		20		23		3		3		2.42

		【大阪】		1542		587		871		197		510		530		383		312		57		107		2.27

		幼稚園		658		242		383		96		168		236		170		152		35		52		2.28

		　公立幼稚園		197		84		114		21		56		50		57		49		15		14		2.26

		　私立幼稚園		462		159		270		76		113		186		113		103		20		38		2.29

		保育園		369		163		198		41		149		108		87		72		9		28		2.29

		こども園		452		155		258		52		157		174		111		77		12		21		2.22

		その他		121		52		69		15		58		29		38		25		2		9		2.44

		【兵庫】		965		425		531		123		375		343		211		197		37		52		2.34

		幼稚園		347		141		206		58		102		138		84		79		17		14		2.37

		　公立幼稚園		142		67		95		18		43		45		34		37		5		4		2.42

		　私立幼稚園		208		75		113		40		59		95		51		43		12		10		2.34

		保育園		242		130		130		23		115		74		53		50		12		13		2.43

		こども園		330		130		177		40		123		122		68		61		11		22		2.25

		その他		102		54		48		9		55		35		23		22		0		3		2.44

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		316		580		129		431		373		291		241		50		79		2.26

		幼稚園		420		107		242		64		138		149		112		94		20		30		2.23

		　公立幼稚園		226		63		130		29		61		69		59		51		14		22		2.14

		　私立幼稚園		194		44		112		35		77		80		53		43		6		8		2.33

		保育園		403		134		211		33		193		146		113		86		17		25		2.33

		こども園		213		58		118		17		80		70		52		46		11		18		2.15

		その他		77		29		28		23		36		23		25		23		2		9		2.55

		【岡山】		279		123		154		22		90		87		74		60		15		14		2.24

		幼稚園		99		39		56		11		28		38		29		20		2		5		2.28

		　公立幼稚園		71		28		35		9		19		27		21		16		2		5		2.25

		　私立幼稚園		28		11		21		2		9		11		8		4		0		0		2.36

		保育園		125		61		74		5		45		33		33		31		7		7		2.31

		こども園		50		19		26		4		15		18		12		11		6		1		2.12

		その他		30		21		10		3		15		4		7		2		0		2		2.13

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		752		908		275		701		567		483		408		70		134		2.38

		幼稚園		728		261		388		124		227		250		228		188		39		57		2.37

		　公立幼稚園		97		41		59		19		27		30		24		25		7		5		2.37

		　私立幼稚園		633		221		331		107		201		221		204		163		32		52		2.37

		保育園		656		321		342		84		312		187		161		125		16		38		2.39

		こども園		257		100		120		35		90		110		61		58		12		25		2.33

		その他		209		104		99		51		110		47		57		51		5		19		2.57

		【新政令市】		604		255		334		69		235		210		173		129		32		43		2.40

		幼稚園		160		57		92		27		45		63		36		25		10		9		2.21

		　公立幼稚園		30		15		15		2		8		14		7		6		2		5		2.40

		　私立幼稚園		130		42		77		25		37		49		29		19		8		4		2.17

		保育園		164		94		93		11		76		54		48		35		4		9		2.56

		こども園		264		96		145		23		101		87		88		64		18		23		2.38

		その他		50		29		23		8		32		16		10		9		0		5		2.64

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		451		574		181		526		454		419		365		84		93		2.30

		対象になった		1139		366		496		154		402		412		372		322		76		80		2.29

		対象になっていない		191		85		78		27		124		42		47		43		8		13		2.40

		【東北】		1155		377		505		152		523		314		306		289		71		91		2.21

		対象になった		955		301		426		124		382		275		252		238		65		78		2.17

		対象になっていない		200		76		79		28		141		39		54		51		6		13		2.41

		【関東】		5663		2170		3003		881		2064		1741		1519		1367		318		430		2.33

		対象になった		4736		1721		2561		690		1548		1542		1332		1189		292		343		2.31

		対象になっていない		927		449		442		191		516		199		187		178		26		87		2.43

		【東海】		1780		565		867		201		653		534		552		450		110		165		2.24

		対象になった		1559		474		780		173		511		482		507		404		102		139		2.23

		対象になっていない		221		91		87		28		142		52		45		46		8		26		2.34

		【甲信越・北陸】		1111		296		552		120		459		334		313		272		59		81		2.18

		対象になった		916		237		479		87		337		294		276		231		53		66		2.19

		対象になっていない		195		59		73		33		122		40		37		41		6		15		2.15

		【近畿】		3585		1328		1982		449		1316		1246		885		750		144		238		2.29

		対象になった		3049		1086		1734		379		986		1111		775		650		121		199		2.27

		対象になっていない		536		242		248		70		330		135		110		100		23		39		2.38

		【中国・四国】		1998		766		958		213		775		513		555		462		123		151		2.20

		対象になった		1619		599		801		169		555		437		468		387		102		126		2.19

		対象になっていない		379		167		157		44		220		76		87		75		21		25		2.25

		【九州】		1940		759		880		207		825		587		533		470		102		118		2.26

		対象になった		1601		589		759		160		612		516		455		383		90		98		2.23

		対象になっていない		339		170		121		47		213		71		78		87		12		20		2.38

		【沖縄】		360		216		160		56		198		125		110		94		11		23		2.73

		対象になった		269		151		117		37		135		99		81		69		11		19		2.63

		対象になっていない		91		65		43		19		63		26		29		25		0		4		3.01

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		882		1248		425		743		504		649		546		97		221		2.46

		対象になった		1708		683		1027		322		541		438		558		468		85		169		2.46

		対象になっていない		413		199		221		103		202		66		91		78		12		52		2.45

		【神奈川】		725		291		376		122		229		224		189		177		46		59		2.30

		対象になった		599		221		306		87		167		203		157		143		44		46		2.22

		対象になっていない		126		70		70		35		62		21		32		34		2		13		2.67

		【埼玉】		718		269		350		73		252		221		186		162		47		47		2.17

		対象になった		614		209		302		57		186		194		169		144		44		40		2.12

		対象になっていない		104		60		48		16		66		27		17		18		3		7		2.49

		【千葉】		1070		397		521		153		417		390		239		220		73		52		2.23

		対象になった		931		327		471		124		325		344		221		200		70		44		2.21

		対象になっていない		139		70		50		29		92		46		18		20		3		8		2.40

		【茨城・群馬・栃木】		1029		331		508		108		423		402		256		262		55		51		2.28

		対象になった		884		281		455		100		329		363		227		234		49		44		2.30

		対象になっていない		145		50		53		8		94		39		29		28		6		7		2.12

		【大阪】		1542		587		871		197		510		530		383		312		57		107		2.27

		対象になった		1320		487		759		168		370		481		343		273		52		89		2.25

		対象になっていない		222		100		112		29		140		49		40		39		5		18		2.37

		【兵庫】		965		425		531		123		375		343		211		197		37		52		2.34

		対象になった		804		336		447		102		275		297		181		169		31		44		2.30

		対象になっていない		161		89		84		21		100		46		30		28		6		8		2.52

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		316		580		129		431		373		291		241		50		79		2.26

		対象になった		925		263		528		109		341		333		251		208		38		66		2.27

		対象になっていない		153		53		52		20		90		40		40		33		12		13		2.23

		【岡山】		279		123		154		22		90		87		74		60		15		14		2.24

		対象になった		245		103		138		18		72		77		72		56		12		12		2.24

		対象になっていない		34		20		16		4		18		10		2		4		3		2		2.24

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		752		908		275		701		567		483		408		70		134		2.38

		対象になった		1460		576		769		219		512		507		414		346		63		105		2.36

		対象になっていない		317		176		139		56		189		60		69		62		7		29		2.46

		【新政令市】		604		255		334		69		235		210		173		129		32		43		2.40

		対象になった		525		213		296		58		189		189		156		114		30		35		2.38

		対象になっていない		79		42		38		11		46		21		17		15		2		8		2.51

		【利用者】Ｑ１７　幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（ＳＡ）

				総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他

		全体		18922		3035		4940		621		3872		2262		1526		909		1022		735

		＜地方別＞

		北海道		1330		193		258		47		293		187		135		83		84		50

		東北		1155		149		222		31		352		115		92		72		71		51

		関東		5663		942		1591		240		1003		667		427		259		318		216

		東海		1780		237		503		46		318		209		189		81		110		87

		甲信越・北陸		1111		135		303		30		258		151		76		56		59		43

		近畿		3585		557		1068		115		672		490		243		165		144		131

		中国・四国		1998		355		508		59		430		179		181		82		123		81

		九州		1940		364		425		48		446		225		162		101		102		67

		沖縄		360		103		62		5		100		39		21		10		11		9

		＜地方詳細＞

		東京		2121		370		674		123		335		162		167		80		97		113

		神奈川		725		142		192		48		105		83		43		33		46		33

		埼玉		718		127		186		14		132		75		71		41		47		25

		千葉		1070		174		263		37		220		164		76		44		73		19

		茨城・群馬・栃木		1029		129		276		18		211		183		70		61		55		26

		大阪		1542		241		504		49		259		207		104		62		57		59

		兵庫		965		188		253		28		183		143		54		55		37		24

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		128		311		38		230		140		85		48		50		48

		岡山		279		61		76		8		47		29		25		10		15		8

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		351		437		79		352		207		134		75		70		72

		新政令市		604		106		175		13		102		89		50		11		32		26

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		939		2016		246		997		982		616		324		434		254

		　公立幼稚園		1944		297		566		58		311		255		174		99		114		70

		　私立幼稚園		4888		647		1456		190		689		732		444		226		320		184

		保育園		7007		1296		1712		121		1725		698		524		330		330		271

		こども園		3999		519		1048		111		853		559		310		208		240		151

		その他		1900		420		328		166		492		110		179		77		41		87

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		297		566		58		311		255		174		99		114		70

		私立幼稚園		4888		647		1456		190		689		732		444		226		320		184

		認可保育所		7007		1296		1712		121		1725		698		524		330		330		271

		認定こども園		3999		519		1048		111		853		559		310		208		240		151

		小規模保育		307		84		58		8		102		14		10		14		6		11

		家庭的保育		247		53		50		12		81		19		13		10		4		5

		事業所内保育		190		44		35		7		60		17		9		10		4		4

		居宅訪問型保育		5		0		1		1		1		1		1		0		0		0

		障がい児の発達支援		193		14		15		7		9		13		114		16		0		5

		企業主導型保育		192		59		36		4		58		10		7		5		2		11

		地方独自の保育施設		105		21		26		3		30		7		8		7		3		0

		幼稚園類似施設		171		11		22		93		9		6		6		7		4		13

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		145		89		37		151		25		17		11		18		40

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		2423		4411		467		2680		2137		1388		806		912		619

		対象になっていない		3079		612		529		154		1192		125		138		103		110		116

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		193		258		47		293		187		135		83		84		50

		幼稚園		487		66		98		16		78		78		61		38		31		21

		　公立幼稚園		93		7		14		5		22		15		7		7		9		7

		　私立幼稚園		394		59		84		11		56		63		54		31		22		14

		保育園		407		79		73		13		107		45		32		19		28		11

		こども園		369		37		77		7		83		66		32		25		25		17

		その他		134		24		20		11		36		9		23		4		3		4

		【東北】		1155		149		222		31		352		115		92		72		71		51

		幼稚園		294		38		79		11		70		39		21		11		17		8

		　公立幼稚園		86		17		18		1		27		9		6		6		2		0

		　私立幼稚園		208		21		61		10		43		30		15		5		15		8

		保育園		457		63		81		10		148		33		41		30		30		21

		こども園		369		42		59		7		116		40		31		32		20		22

		その他		103		20		12		5		41		7		3		3		8		4

		【関東】		5663		942		1591		240		1003		667		427		259		318		216

		幼稚園		2454		354		750		90		294		352		219		111		196		88

		　公立幼稚園		402		66		119		10		49		55		41		24		28		10

		　私立幼稚園		2062		292		634		80		245		299		179		87		168		78

		保育園		1985		404		559		30		452		167		139		85		70		79

		こども園		740		85		199		23		156		128		45		39		47		18

		その他		677		131		125		107		148		34		53		29		12		38

		【東海】		1780		237		503		46		318		209		189		81		110		87

		幼稚園		623		65		192		19		92		90		73		25		44		23

		　公立幼稚園		202		24		64		6		29		20		25		13		13		8

		　私立幼稚園		423		41		129		13		64		70		48		12		31		15

		保育園		755		115		209		17		154		70		65		40		42		43

		こども園		328		39		94		8		53		46		39		11		22		16

		その他		128		22		22		2		37		10		19		7		2		7

		【甲信越・北陸】		1111		135		303		30		258		151		76		56		59		43

		幼稚園		255		28		76		7		51		44		19		13		9		8

		　公立幼稚園		110		10		36		0		22		20		9		6		4		3

		　私立幼稚園		145		18		40		7		29		24		10		7		5		5

		保育園		523		64		145		9		128		67		41		33		22		14

		こども園		284		31		69		11		67		42		12		8		28		16

		その他		85		15		20		3		24		1		10		4		2		6

		【近畿】		3585		557		1068		115		672		490		243		165		144		131

		幼稚園		1425		196		453		55		189		232		102		69		72		57

		　公立幼稚園		565		92		183		17		81		68		43		23		34		24

		　私立幼稚園		864		105		270		39		108		166		59		46		38		33

		保育園		1014		186		267		17		248		115		61		45		38		37

		こども園		995		134		329		32		187		143		65		46		34		25

		その他		300		66		56		13		77		24		32		14		4		14

		【中国・四国】		1998		355		508		59		430		179		181		82		123		81

		幼稚園		702		111		203		27		123		73		72		32		35		26

		　公立幼稚園		323		56		95		10		56		36		31		11		15		13

		　私立幼稚園		383		55		110		17		68		37		41		22		20		13

		保育園		827		150		187		15		209		77		68		33		52		36

		こども園		431		74		116		14		89		31		35		15		36		21

		その他		144		43		26		6		35		8		19		3		0		4

		【九州】		1940		364		425		48		446		225		162		101		102		67

		幼稚園		539		74		156		20		95		73		45		25		29		22

		　公立幼稚園		143		21		29		8		22		31		11		9		8		4

		　私立幼稚園		399		53		127		13		74		43		34		16		21		18

		保育園		840		177		159		7		226		95		66		41		45		24

		こども園		425		66		94		8		89		56		47		27		23		15

		その他		232		64		31		18		62		14		17		10		7		9

		【沖縄】		360		103		62		5		100		39		21		10		11		9

		幼稚園		29		7		9		1		5		1		4		0		1		1

		　公立幼稚園		20		4		8		1		3		1		1		0		1		1

		　私立幼稚園		10		3		1		0		2		0		4		0		0		0

		保育園		199		58		32		3		53		29		11		4		3		6

		こども園		58		11		11		1		13		7		4		5		5		1

		その他		97		35		16		1		32		3		3		3		3		1

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		370		674		123		335		162		167		80		97		113

		幼稚園		935		130		312		52		92		125		89		33		60		42

		　公立幼稚園		111		27		35		3		8		6		15		7		5		5

		　私立幼稚園		827		105		277		49		84		120		74		26		55		37

		保育園		812		173		268		13		181		24		58		28		24		43

		こども園		121		20		36		5		23		4		12		8		8		5

		その他		330		60		75		58		60		12		21		14		5		25

		【神奈川】		725		142		192		48		105		83		43		33		46		33

		幼稚園		311		66		78		10		36		34		19		16		37		15

		　公立幼稚園		38		8		14		1		3		3		4		1		3		1

		　私立幼稚園		273		58		64		9		33		31		15		15		34		14

		保育園		269		61		80		5		49		26		13		11		10		14

		こども園		89		5		31		6		14		21		6		4		1		1

		その他		85		14		9		28		14		5		7		3		1		4

		【埼玉】		718		127		186		14		132		75		71		41		47		25

		幼稚園		338		47		96		8		40		43		43		20		28		13

		　公立幼稚園		49		10		13		3		4		4		5		5		4		1

		　私立幼稚園		291		37		85		5		36		39		38		15		24		12

		保育園		250		48		61		2		62		23		18		15		15		6

		こども園		65		9		18		2		14		9		2		4		4		3

		その他		88		27		17		3		19		2		11		3		2		4

		【千葉】		1070		174		263		37		220		164		76		44		73		19

		幼稚園		561		80		160		18		89		88		41		25		53		7

		　公立幼稚園		90		8		22		2		21		19		5		5		8		0

		　私立幼稚園		473		72		138		16		68		70		37		20		45		7

		保育園		312		66		66		4		83		38		26		11		9		9

		こども園		125		15		27		3		23		30		8		6		11		2

		その他		102		20		14		13		29		11		8		2		1		4

		【茨城・群馬・栃木】		1029		129		276		18		211		183		70		61		55		26

		幼稚園		309		31		104		2		37		62		27		17		18		11

		　公立幼稚園		114		13		35		1		13		23		12		6		8		3

		　私立幼稚園		198		20		70		1		24		39		15		11		10		8

		保育園		342		56		84		6		77		56		24		20		12		7

		こども園		340		36		87		7		82		64		17		17		23		7

		その他		72		10		10		5		26		4		6		7		3		1

		【大阪】		1542		241		504		49		259		207		104		62		57		59

		幼稚園		658		91		227		24		74		110		45		21		35		31

		　公立幼稚園		197		36		67		6		23		23		16		3		15		8

		　私立幼稚園		462		55		160		19		51		87		29		18		20		23

		保育園		369		77		110		5		80		33		19		20		9		16

		こども園		452		57		160		18		82		60		34		19		12		10

		その他		121		27		27		2		32		9		15		4		2		3

		【兵庫】		965		188		253		28		183		143		54		55		37		24

		幼稚園		347		63		97		15		40		61		23		24		17		7

		　公立幼稚園		142		29		39		4		22		22		8		11		5		2

		　私立幼稚園		208		35		58		11		18		41		15		13		12		5

		保育園		242		55		55		3		61		27		10		11		12		8

		こども園		330		58		90		9		64		54		17		20		11		7

		その他		102		23		23		2		28		11		8		5		0		2

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		128		311		38		230		140		85		48		50		48

		幼稚園		420		42		129		16		75		61		34		24		20		19

		　公立幼稚園		226		27		77		7		36		23		19		9		14		14

		　私立幼稚園		194		15		52		9		39		38		15		15		6		5

		保育園		403		54		102		9		107		55		32		14		17		13

		こども園		213		19		79		5		41		29		14		7		11		8

		その他		77		16		6		9		17		4		9		5		2		9

		【岡山】		279		61		76		8		47		29		25		10		15		8

		幼稚園		99		18		31		6		16		14		7		2		2		3

		　公立幼稚園		71		13		18		5		11		12		5		2		2		3

		　私立幼稚園		28		5		13		1		5		2		2		0		0		0

		保育園		125		27		35		2		25		8		12		5		7		4

		こども園		50		11		12		0		6		7		4		3		6		1

		その他		30		14		2		1		5		2		5		0		0		1

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		351		437		79		352		207		134		75		70		72

		幼稚園		728		112		194		30		105		102		72		40		39		34

		　公立幼稚園		97		18		27		6		11		10		9		6		7		3

		　私立幼稚園		633		94		167		26		94		92		63		34		32		31

		保育園		656		167		161		20		168		52		38		17		16		17

		こども園		257		42		59		13		43		49		17		11		12		11

		その他		209		47		34		20		53		12		16		10		5		12

		【新政令市】		604		106		175		13		102		89		50		11		32		26

		幼稚園		160		21		55		4		18		29		13		4		10		6

		　公立幼稚園		30		5		8		0		3		6		3		0		2		3

		　私立幼稚園		130		16		47		4		15		23		10		4		8		3

		保育園		164		41		41		0		36		21		14		1		4		6

		こども園		264		36		77		7		47		39		22		6		18		12

		その他		50		16		8		2		10		4		5		0		0		5

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		193		258		47		293		187		135		83		84		50

		対象になった		1139		158		234		37		213		182		122		75		76		42

		対象になっていない		191		35		24		10		80		5		13		8		8		8

		【東北】		1155		149		222		31		352		115		92		72		71		51

		対象になった		955		122		195		27		244		111		82		62		65		47

		対象になっていない		200		27		27		4		108		4		10		10		6		4

		【関東】		5663		942		1591		240		1003		667		427		259		318		216

		対象になった		4736		754		1422		152		691		628		389		230		292		178

		対象になっていない		927		188		169		88		312		39		38		29		26		38

		【東海】		1780		237		503		46		318		209		189		81		110		87

		対象になった		1559		198		464		43		231		195		181		71		102		74

		対象になっていない		221		39		39		3		87		14		8		10		8		13

		【甲信越・北陸】		1111		135		303		30		258		151		76		56		59		43

		対象になった		916		109		266		22		167		147		67		48		53		37

		対象になっていない		195		26		37		8		91		4		9		8		6		6

		【近畿】		3585		557		1068		115		672		490		243		165		144		131

		対象になった		3049		453		964		94		463		463		227		153		121		111

		対象になっていない		536		104		104		21		209		27		16		12		23		20

		【中国・四国】		1998		355		508		59		430		179		181		82		123		81

		対象になった		1619		281		434		51		292		165		152		73		102		69

		対象になっていない		379		74		74		8		138		14		29		9		21		12

		【九州】		1940		364		425		48		446		225		162		101		102		67

		対象になった		1601		277		385		36		314		209		149		87		90		54

		対象になっていない		339		87		40		12		132		16		13		14		12		13

		【沖縄】		360		103		62		5		100		39		21		10		11		9

		対象になった		269		71		47		5		65		37		19		7		11		7

		対象になっていない		91		32		15		0		35		2		2		3		0		2

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		370		674		123		335		162		167		80		97		113

		対象になった		1708		280		586		78		215		153		153		68		85		90

		対象になっていない		413		90		88		45		120		9		14		12		12		23

		【神奈川】		725		142		192		48		105		83		43		33		46		33

		対象になった		599		109		170		29		75		78		40		27		44		27

		対象になっていない		126		33		22		19		30		5		3		6		2		6

		【埼玉】		718		127		186		14		132		75		71		41		47		25

		対象になった		614		101		169		10		93		72		65		39		44		21

		対象になっていない		104		26		17		4		39		3		6		2		3		4

		【千葉】		1070		174		263		37		220		164		76		44		73		19

		対象になった		931		154		246		19		160		154		70		40		70		18

		対象になっていない		139		20		17		18		60		10		6		4		3		1

		【茨城・群馬・栃木】		1029		129		276		18		211		183		70		61		55		26

		対象になった		884		110		251		16		148		171		61		56		49		22

		対象になっていない		145		19		25		2		63		12		9		5		6		4

		【大阪】		1542		241		504		49		259		207		104		62		57		59

		対象になった		1320		196		461		42		161		200		94		61		52		53

		対象になっていない		222		45		43		7		98		7		10		1		5		6

		【兵庫】		965		188		253		28		183		143		54		55		37		24

		対象になった		804		153		218		23		128		133		49		49		31		20

		対象になっていない		161		35		35		5		55		10		5		6		6		4

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		128		311		38		230		140		85		48		50		48

		対象になった		925		104		285		29		174		130		84		43		38		38

		対象になっていない		153		24		26		9		56		10		1		5		12		10

		【岡山】		279		61		76		8		47		29		25		10		15		8

		対象になった		245		51		71		7		36		27		24		9		12		8

		対象になっていない		34		10		5		1		11		2		1		1		3		0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		351		437		79		352		207		134		75		70		72

		対象になった		1460		275		385		55		237		199		124		67		63		55

		対象になっていない		317		76		52		24		115		8		10		8		7		17

		【新政令市】		604		106		175		13		102		89		50		11		32		26

		対象になった		525		92		157		11		78		81		43		11		30		22

		対象になっていない		79		14		18		2		24		8		7		0		2		4

		■　政令市（新・旧）（ＳＡ）

				総数		旧政令市		新政令市		政令市以外

		全体		18922		1777		604		16541

		＜地方別＞

		北海道		1330		426		0		904

		東北		1155		115		0		1040

		関東		5663		221		187		5255

		東海		1780		117		145		1518

		甲信越・北陸		1111		1		53		1057

		近畿		3585		462		70		3053

		中国・四国		1998		122		81		1795

		九州		1940		313		68		1559

		沖縄		360		0		0		360

		＜地方詳細＞

		東京		2121		0		0		2121

		神奈川		725		221		61		443

		埼玉		718		0		53		665

		千葉		1070		0		73		997

		茨城・群馬・栃木		1029		0		0		1029

		大阪		1542		204		69		1269

		兵庫		965		159		1		805

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		99		0		979

		岡山		279		0		81		198

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		1777		0		0

		新政令市		604		0		604		0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		728		160		5920

		　公立幼稚園		1944		97		30		1817

		　私立幼稚園		4888		633		130		4125

		保育園		7007		656		164		6187

		こども園		3999		257		264		3478

		その他		1900		209		50		1641

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		97		30		1817

		私立幼稚園		4888		633		130		4125

		認可保育所		7007		656		164		6187

		認定こども園		3999		257		264		3478

		小規模保育		307		60		11		236

		家庭的保育		247		33		4		210

		事業所内保育		190		10		4		176

		居宅訪問型保育		5		0		0		5

		障がい児の発達支援		193		20		6		167

		企業主導型保育		192		23		4		165

		地方独自の保育施設		105		4		0		101

		幼稚園類似施設		171		16		5		150

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		46		16		471

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		1460		525		13858

		対象になっていない		3079		317		79		2683

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		426		0		904

		幼稚園		487		202		0		285

		　公立幼稚園		93		14		0		79

		　私立幼稚園		394		188		0		206

		保育園		407		141		0		266

		こども園		369		65		0		304

		その他		134		41		0		93

		【東北】		1155		115		0		1040

		幼稚園		294		47		0		247

		　公立幼稚園		86		24		0		62

		　私立幼稚園		208		23		0		185

		保育園		457		47		0		410

		こども園		369		4		0		365

		その他		103		21		0		82

		【関東】		5663		221		187		5255

		幼稚園		2454		90		81		2283

		　公立幼稚園		402		9		9		384

		　私立幼稚園		2062		81		72		1909

		保育園		1985		87		61		1837

		こども園		740		26		36		678

		その他		677		24		17		636

		【東海】		1780		117		145		1518

		幼稚園		623		36		12		575

		　公立幼稚園		202		5		0		197

		　私立幼稚園		423		31		12		380

		保育園		755		60		10		685

		こども園		328		13		122		193

		その他		128		11		5		112

		【甲信越・北陸】		1111		1		53		1057

		幼稚園		255		0		11		244

		　公立幼稚園		110		0		2		108

		　私立幼稚園		145		0		9		136

		保育園		523		1		15		507

		こども園		284		0		27		257

		その他		85		0		3		82

		【近畿】		3585		462		70		3053

		幼稚園		1425		170		21		1234

		　公立幼稚園		565		27		3		535

		　私立幼稚園		864		144		18		702

		保育園		1014		145		8		861

		こども園		995		111		37		847

		その他		300		49		5		246

		【中国・四国】		1998		122		81		1795

		幼稚園		702		60		20		622

		　公立幼稚園		323		7		11		305

		　私立幼稚園		383		53		9		321

		保育園		827		41		50		736

		こども園		431		13		9		409

		その他		144		12		17		115

		【九州】		1940		313		68		1559

		幼稚園		539		123		15		401

		　公立幼稚園		143		11		5		127

		　私立幼稚園		399		113		10		276

		保育園		840		134		20		686

		こども園		425		25		33		367

		その他		232		51		3		178

		【沖縄】		360		0		0		360

		幼稚園		29		0		0		29

		　公立幼稚園		20		0		0		20

		　私立幼稚園		10		0		0		10

		保育園		199		0		0		199

		こども園		58		0		0		58

		その他		97		0		0		97

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		0		0		2121

		幼稚園		935		0		0		935

		　公立幼稚園		111		0		0		111

		　私立幼稚園		827		0		0		827

		保育園		812		0		0		812

		こども園		121		0		0		121

		その他		330		0		0		330

		【神奈川】		725		221		61		443

		幼稚園		311		90		22		199

		　公立幼稚園		38		9		1		28

		　私立幼稚園		273		81		21		171

		保育園		269		87		17		165

		こども園		89		26		18		45

		その他		85		24		7		54

		【埼玉】		718		0		53		665

		幼稚園		338		0		20		318

		　公立幼稚園		49		0		3		46

		　私立幼稚園		291		0		17		274

		保育園		250		0		22		228

		こども園		65		0		6		59

		その他		88		0		7		81

		【千葉】		1070		0		73		997

		幼稚園		561		0		39		522

		　公立幼稚園		90		0		5		85

		　私立幼稚園		473		0		34		439

		保育園		312		0		22		290

		こども園		125		0		12		113

		その他		102		0		3		99

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0		0		1029

		幼稚園		309		0		0		309

		　公立幼稚園		114		0		0		114

		　私立幼稚園		198		0		0		198

		保育園		342		0		0		342

		こども園		340		0		0		340

		その他		72		0		0		72

		【大阪】		1542		204		69		1269

		幼稚園		658		94		21		543

		　公立幼稚園		197		18		3		176

		　私立幼稚園		462		77		18		367

		保育園		369		74		7		288

		こども園		452		31		37		384

		その他		121		10		5		106

		【兵庫】		965		159		1		805

		幼稚園		347		43		0		304

		　公立幼稚園		142		5		0		137

		　私立幼稚園		208		38		0		170

		保育園		242		30		1		211

		こども園		330		72		0		258

		その他		102		18		0		84

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		99		0		979

		幼稚園		420		33		0		387

		　公立幼稚園		226		4		0		222

		　私立幼稚園		194		29		0		165

		保育園		403		41		0		362

		こども園		213		8		0		205

		その他		77		21		0		56

		【岡山】		279		0		81		198

		幼稚園		99		0		20		79

		　公立幼稚園		71		0		11		60

		　私立幼稚園		28		0		9		19

		保育園		125		0		50		75

		こども園		50		0		9		41

		その他		30		0		17		13

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		1777		0		0

		幼稚園		728		728		0		0

		　公立幼稚園		97		97		0		0

		　私立幼稚園		633		633		0		0

		保育園		656		656		0		0

		こども園		257		257		0		0

		その他		209		209		0		0

		【新政令市】		604		0		604		0

		幼稚園		160		0		160		0

		　公立幼稚園		30		0		30		0

		　私立幼稚園		130		0		130		0

		保育園		164		0		164		0

		こども園		264		0		264		0

		その他		50		0		50		0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		426		0		904

		対象になった		1139		360		0		779

		対象になっていない		191		66		0		125

		【東北】		1155		115		0		1040

		対象になった		955		92		0		863

		対象になっていない		200		23		0		177

		【関東】		5663		221		187		5255

		対象になった		4736		181		156		4399

		対象になっていない		927		40		31		856

		【東海】		1780		117		145		1518

		対象になった		1559		102		127		1330

		対象になっていない		221		15		18		188

		【甲信越・北陸】		1111		1		53		1057

		対象になった		916		1		49		866

		対象になっていない		195		0		4		191

		【近畿】		3585		462		70		3053

		対象になった		3049		382		65		2602

		対象になっていない		536		80		5		451

		【中国・四国】		1998		122		81		1795

		対象になった		1619		98		70		1451

		対象になっていない		379		24		11		344

		【九州】		1940		313		68		1559

		対象になった		1601		244		58		1299

		対象になっていない		339		69		10		260

		【沖縄】		360		0		0		360

		対象になった		269		0		0		269

		対象になっていない		91		0		0		91

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		0		0		2121

		対象になった		1708		0		0		1708

		対象になっていない		413		0		0		413

		【神奈川】		725		221		61		443

		対象になった		599		181		51		367

		対象になっていない		126		40		10		76

		【埼玉】		718		0		53		665

		対象になった		614		0		41		573

		対象になっていない		104		0		12		92

		【千葉】		1070		0		73		997

		対象になった		931		0		64		867

		対象になっていない		139		0		9		130

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0		0		1029

		対象になった		884		0		0		884

		対象になっていない		145		0		0		145

		【大阪】		1542		204		69		1269

		対象になった		1320		170		64		1086

		対象になっていない		222		34		5		183

		【兵庫】		965		159		1		805

		対象になった		804		135		1		668

		対象になっていない		161		24		0		137

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		99		0		979

		対象になった		925		77		0		848

		対象になっていない		153		22		0		131

		【岡山】		279		0		81		198

		対象になった		245		0		70		175

		対象になっていない		34		0		11		23

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		1777		0		0

		対象になった		1460		1460		0		0

		対象になっていない		317		317		0		0

		【新政令市】		604		0		604		0

		対象になった		525		0		525		0

		対象になっていない		79		0		79		0





色説明

		全体からの差分 ゼンタイ サブン						カラー＆フォント

		上幅2 ウエ ハバ		10.0%		以上 イジョウ		数値(%) スウチ

		上幅1 ウエ ハバ		5.0%		以上 イジョウ		数値(%) スウチ

				5～-5%未満 ミマン				色なし イロ

		下幅1 シタ ハバ		-5.0%		以下 イカ		数値(%) スウチ

		下幅2 シタ ハバ		-10.0%		以下 イカ		数値（%） スウチ

		＜判定外ｎ値＞ ハンテイ ガイ アタイ		30未満 ミマン





【印刷用】% 

		【利用者】Ｑ７　０～２歳のお子さんの人数を教えてください。（２０１９年４月１日現在）（ＳＡ）

				総数		０～２歳のお子さんはいない		０～２歳のお子さんが１人		０～２歳のお子さんが２人		０～２歳のお子さんが３人		その他

		全体		18922		55.8		40.1		4.0		0.1		0.0

		＜地方別＞

		北海道		1330		58.0		38.3		3.5		0.1		0.1

		東北		1155		55.6		41.2		3.2		0.0		0.0

		関東		5663		57.0		38.9		4.1		0.1		0.0

		東海		1780		59.4		37.3		3.1		0.1		0.1

		甲信越・北陸		1111		53.1		42.7		4.0		0.3		0.0

		近畿		3585		56.3		40.1		3.4		0.2		0.0

		中国・四国		1998		54.5		41.1		4.3		0.2		0.0

		九州		1940		52.2		43.0		4.8		0.0		0.0

		沖縄		360		40.0		49.7		10.3		0.0		0.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		54.9		41.1		3.8		0.1		0.0

		神奈川		725		56.7		39.3		4.0		0.0		0.0

		埼玉		718		57.1		37.0		5.7		0.1		0.0

		千葉		1070		60.3		36.8		2.9		0.0		0.0

		茨城・群馬・栃木		1029		57.8		37.4		4.8		0.0		0.0

		大阪		1542		58.6		38.0		3.1		0.3		0.0

		兵庫		965		53.8		41.2		4.8		0.2		0.0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		55.3		41.9		2.7		0.1		0.0

		岡山		279		60.2		36.2		3.2		0.4		0.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		53.3		42.4		4.2		0.1		0.0

		新政令市		604		59.9		36.9		3.1		0.0		0.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		65.1		32.2		2.5		0.1		0.0

		　公立幼稚園		1944		62.8		34.3		2.7		0.2		0.1

		　私立幼稚園		4888		65.9		31.6		2.5		0.1		0.0

		保育園		7007		48.6		46.1		5.2		0.1		0.0

		こども園		3999		57.7		38.8		3.4		0.1		0.0

		その他		1900		34.4		57.8		7.4		0.3		0.1

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		62.8		34.3		2.7		0.2		0.1

		私立幼稚園		4888		65.9		31.6		2.5		0.1		0.0

		認可保育所		7007		48.6		46.1		5.2		0.1		0.0

		認定こども園		3999		57.7		38.8		3.4		0.1		0.0

		小規模保育		307		18.6		72.6		8.5		0.3		0.0

		家庭的保育		247		12.1		77.3		10.1		0.4		0.0

		事業所内保育		190		26.3		65.3		7.9		0.0		0.5

		居宅訪問型保育		5		20.0		40.0		40.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		193		63.7		33.2		3.1		0.0		0.0

		企業主導型保育		192		23.4		65.6		10.4		0.5		0.0

		地方独自の保育施設		105		44.8		49.5		4.8		1.0		0.0

		幼稚園類似施設		171		66.1		31.6		2.3		0.0		0.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		37.5		53.5		8.6		0.4		0.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		63.2		34.2		2.5		0.1		0.0

		対象になっていない		3079		17.5		70.5		11.8		0.2		0.0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		58.0		38.3		3.5		0.1		0.1

		幼稚園		487		66.5		29.8		3.5		0.2		0.0

		　公立幼稚園		93		60.2		35.5		3.2		1.1		0.0

		　私立幼稚園		394		68.0		28.4		3.6		0.0		0.0

		保育園		407		48.4		48.6		2.9		0.0		0.0

		こども園		369		60.4		36.6		2.7		0.0		0.3

		その他		134		35.1		56.0		8.2		0.0		0.7

		【東北】		1155		55.6		41.2		3.2		0.0		0.0

		幼稚園		294		66.3		32.3		1.4		0.0		0.0

		　公立幼稚園		86		64.0		36.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		67.3		30.8		1.9		0.0		0.0

		保育園		457		51.9		45.1		3.1		0.0		0.0

		こども園		369		56.4		38.8		4.9		0.0		0.0

		その他		103		34.0		61.2		4.9		0.0		0.0

		【関東】		5663		57.0		38.9		4.1		0.1		0.0

		幼稚園		2454		66.4		30.9		2.6		0.1		0.0

		　公立幼稚園		402		63.9		31.1		4.7		0.2		0.0

		　私立幼稚園		2062		66.7		30.9		2.3		0.0		0.0

		保育園		1985		47.1		47.2		5.7		0.1		0.0

		こども園		740		61.2		35.3		3.4		0.1		0.0

		その他		677		38.1		54.4		6.9		0.6		0.0

		【東海】		1780		59.4		37.3		3.1		0.1		0.1

		幼稚園		623		67.4		29.7		2.7		0.0		0.2

		　公立幼稚園		202		65.8		32.2		1.5		0.0		0.5

		　私立幼稚園		423		67.8		28.8		3.3		0.0		0.0

		保育園		755		53.0		43.7		3.3		0.0		0.0

		こども園		328		64.6		32.6		2.7		0.0		0.0

		その他		128		33.6		60.9		4.7		0.8		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		53.1		42.7		4.0		0.3		0.0

		幼稚園		255		60.8		35.7		3.1		0.4		0.0

		　公立幼稚園		110		59.1		36.4		4.5		0.0		0.0

		　私立幼稚園		145		62.1		35.2		2.1		0.7		0.0

		保育園		523		53.2		41.5		5.0		0.4		0.0

		こども園		284		50.7		46.1		3.2		0.0		0.0

		その他		85		27.1		68.2		4.7		0.0		0.0

		【近畿】		3585		56.3		40.1		3.4		0.2		0.0

		幼稚園		1425		64.8		33.2		2.0		0.1		0.0

		　公立幼稚園		565		62.8		35.2		1.8		0.2		0.0

		　私立幼稚園		864		65.7		32.2		2.1		0.0		0.0

		保育園		1014		47.1		47.6		4.9		0.3		0.0

		こども園		995		57.8		39.0		3.0		0.2		0.0

		その他		300		30.7		61.0		8.0		0.3		0.0

		【中国・四国】		1998		54.5		41.1		4.3		0.2		0.0

		幼稚園		702		62.0		35.0		2.6		0.4		0.0

		　公立幼稚園		323		61.6		35.0		3.1		0.3		0.0

		　私立幼稚園		383		62.1		35.2		2.1		0.5		0.0

		保育園		827		50.3		44.0		5.7		0.0		0.0

		こども園		431		53.4		42.2		4.4		0.0		0.0

		その他		144		29.2		63.9		6.9		0.0		0.0

		【九州】		1940		52.2		43.0		4.8		0.0		0.0

		幼稚園		539		62.7		34.9		2.4		0.0		0.0

		　公立幼稚園		143		62.9		35.7		1.4		0.0		0.0

		　私立幼稚園		399		62.4		34.8		2.8		0.0		0.0

		保育園		840		46.4		47.5		6.1		0.0		0.0

		こども園		425		54.8		41.9		3.3		0.0		0.0

		その他		232		37.5		53.0		9.5		0.0		0.0

		【沖縄】		360		40.0		49.7		10.3		0.0		0.0

		幼稚園		29		48.3		44.8		6.9		0.0		0.0

		　公立幼稚園		20		50.0		45.0		5.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		10		40.0		50.0		10.0		0.0		0.0

		保育園		199		39.2		49.2		11.6		0.0		0.0

		こども園		58		48.3		46.6		5.2		0.0		0.0

		その他		97		27.8		60.8		11.3		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		54.9		41.1		3.8		0.1		0.0

		幼稚園		935		68.8		28.8		2.2		0.2		0.0

		　公立幼稚園		111		66.7		27.9		4.5		0.9		0.0

		　私立幼稚園		827		68.9		28.9		2.1		0.1		0.0

		保育園		812		41.1		53.6		5.2		0.1		0.0

		こども園		121		60.3		35.5		3.3		0.8		0.0

		その他		330		38.8		55.2		5.2		0.9		0.0

		【神奈川】		725		56.7		39.3		4.0		0.0		0.0

		幼稚園		311		63.0		35.7		1.3		0.0		0.0

		　公立幼稚園		38		63.2		34.2		2.6		0.0		0.0

		　私立幼稚園		273		63.0		35.9		1.1		0.0		0.0

		保育園		269		49.1		45.0		5.9		0.0		0.0

		こども園		89		59.6		36.0		4.5		0.0		0.0

		その他		85		40.0		52.9		7.1		0.0		0.0

		【埼玉】		718		57.1		37.0		5.7		0.1		0.0

		幼稚園		338		64.5		30.5		5.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		49		61.2		28.6		10.2		0.0		0.0

		　私立幼稚園		291		64.6		30.9		4.5		0.0		0.0

		保育園		250		52.0		42.0		6.0		0.0		0.0

		こども園		65		63.1		30.8		6.2		0.0		0.0

		その他		88		30.7		58.0		10.2		1.1		0.0

		【千葉】		1070		60.3		36.8		2.9		0.0		0.0

		幼稚園		561		66.0		32.6		1.4		0.0		0.0

		　公立幼稚園		90		66.7		31.1		2.2		0.0		0.0

		　私立幼稚園		473		66.0		32.8		1.3		0.0		0.0

		保育園		312		53.2		41.7		5.1		0.0		0.0

		こども園		125		67.2		30.4		2.4		0.0		0.0

		その他		102		38.2		54.9		6.9		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		57.8		37.4		4.8		0.0		0.0

		幼稚園		309		65.7		30.1		4.2		0.0		0.0

		　公立幼稚園		114		60.5		34.2		5.3		0.0		0.0

		　私立幼稚園		198		67.7		28.3		4.0		0.0		0.0

		保育園		342		50.3		42.7		7.0		0.0		0.0

		こども園		340		59.4		37.6		2.9		0.0		0.0

		その他		72		41.7		47.2		11.1		0.0		0.0

		【大阪】		1542		58.6		38.0		3.1		0.3		0.0

		幼稚園		658		67.3		30.2		2.3		0.2		0.0

		　公立幼稚園		197		66.0		29.9		3.6		0.5		0.0

		　私立幼稚園		462		67.7		30.5		1.7		0.0		0.0

		保育園		369		49.1		47.4		3.0		0.5		0.0

		こども園		452		58.6		38.3		2.9		0.2		0.0

		その他		121		29.8		59.5		10.7		0.0		0.0

		【兵庫】		965		53.8		41.2		4.8		0.2		0.0

		幼稚園		347		62.5		35.2		2.3		0.0		0.0

		　公立幼稚園		142		57.0		42.3		0.7		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		65.4		31.3		3.4		0.0		0.0

		保育園		242		43.4		46.3		9.9		0.4		0.0

		こども園		330		54.8		41.5		3.3		0.3		0.0

		その他		102		31.4		62.7		5.9		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		55.3		41.9		2.7		0.1		0.0

		幼稚園		420		62.6		36.2		1.2		0.0		0.0

		　公立幼稚園		226		63.7		35.4		0.9		0.0		0.0

		　私立幼稚園		194		61.3		37.1		1.5		0.0		0.0

		保育園		403		47.6		48.6		3.7		0.0		0.0

		こども園		213		60.6		36.6		2.8		0.0		0.0

		その他		77		31.2		61.0		6.5		1.3		0.0

		【岡山】		279		60.2		36.2		3.2		0.4		0.0

		幼稚園		99		59.6		34.3		5.1		1.0		0.0

		　公立幼稚園		71		63.4		32.4		4.2		0.0		0.0

		　私立幼稚園		28		50.0		39.3		7.1		3.6		0.0

		保育園		125		61.6		36.8		1.6		0.0		0.0

		こども園		50		62.0		32.0		6.0		0.0		0.0

		その他		30		36.7		60.0		3.3		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		53.3		42.4		4.2		0.1		0.0

		幼稚園		728		64.8		32.8		2.3		0.0		0.0

		　公立幼稚園		97		58.8		40.2		1.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		633		65.6		31.9		2.5		0.0		0.0

		保育園		656		42.5		51.7		5.6		0.2		0.0

		こども園		257		59.1		36.2		4.3		0.4		0.0

		その他		209		30.6		62.2		7.2		0.0		0.0

		【新政令市】		604		59.9		36.9		3.1		0.0		0.0

		幼稚園		160		62.5		35.0		2.5		0.0		0.0

		　公立幼稚園		30		70.0		30.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		130		60.8		36.2		3.1		0.0		0.0

		保育園		164		51.8		43.3		4.9		0.0		0.0

		こども園		264		65.2		32.2		2.7		0.0		0.0

		その他		50		28.0		66.0		6.0		0.0		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		58.0		38.3		3.5		0.1		0.1

		対象になった		1139		64.3		32.7		2.9		0.1		0.1

		対象になっていない		191		20.4		72.3		7.3		0.0		0.0

		【東北】		1155		55.6		41.2		3.2		0.0		0.0

		対象になった		955		63.2		35.2		1.6		0.0		0.0

		対象になっていない		200		19.0		70.0		11.0		0.0		0.0

		【関東】		5663		57.0		38.9		4.1		0.1		0.0

		対象になった		4736		64.7		32.7		2.5		0.1		0.0

		対象になっていない		927		17.3		70.3		12.3		0.1		0.0

		【東海】		1780		59.4		37.3		3.1		0.1		0.1

		対象になった		1559		65.9		31.8		2.2		0.0		0.1

		対象になっていない		221		13.6		76.5		9.5		0.5		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		53.1		42.7		4.0		0.3		0.0

		対象になった		916		60.6		36.7		2.4		0.3		0.0

		対象になっていない		195		17.9		70.8		11.3		0.0		0.0

		【近畿】		3585		56.3		40.1		3.4		0.2		0.0

		対象になった		3049		62.9		34.8		2.2		0.2		0.0

		対象になっていない		536		19.0		70.0		10.6		0.4		0.0

		【中国・四国】		1998		54.5		41.1		4.3		0.2		0.0

		対象になった		1619		62.8		34.8		2.3		0.1		0.0

		対象になっていない		379		19.0		68.3		12.4		0.3		0.0

		【九州】		1940		52.2		43.0		4.8		0.0		0.0

		対象になった		1601		60.0		37.1		2.9		0.0		0.0

		対象になっていない		339		15.3		70.8		13.9		0.0		0.0

		【沖縄】		360		40.0		49.7		10.3		0.0		0.0

		対象になった		269		49.8		43.9		6.3		0.0		0.0

		対象になっていない		91		11.0		67.0		22.0		0.0		0.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		54.9		41.1		3.8		0.1		0.0

		対象になった		1708		63.6		34.1		2.1		0.2		0.0

		対象になっていない		413		19.1		70.0		10.9		0.0		0.0

		【神奈川】		725		56.7		39.3		4.0		0.0		0.0

		対象になった		599		64.6		33.2		2.2		0.0		0.0

		対象になっていない		126		19.0		68.3		12.7		0.0		0.0

		【埼玉】		718		57.1		37.0		5.7		0.1		0.0

		対象になった		614		65.3		30.8		3.9		0.0		0.0

		対象になっていない		104		8.7		74.0		16.3		1.0		0.0

		【千葉】		1070		60.3		36.8		2.9		0.0		0.0

		対象になった		931		66.6		32.2		1.2		0.0		0.0

		対象になっていない		139		18.0		67.6		14.4		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		57.8		37.4		4.8		0.0		0.0

		対象になった		884		64.7		31.6		3.7		0.0		0.0

		対象になっていない		145		15.9		73.1		11.0		0.0		0.0

		【大阪】		1542		58.6		38.0		3.1		0.3		0.0

		対象になった		1320		65.5		32.2		2.0		0.3		0.0

		対象になっていない		222		18.0		72.5		9.5		0.0		0.0

		【兵庫】		965		53.8		41.2		4.8		0.2		0.0

		対象になった		804		61.4		35.7		2.7		0.1		0.0

		対象になっていない		161		15.5		68.9		14.9		0.6		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		55.3		41.9		2.7		0.1		0.0

		対象になった		925		60.4		37.7		1.8		0.0		0.0

		対象になっていない		153		24.2		67.3		7.8		0.7		0.0

		【岡山】		279		60.2		36.2		3.2		0.4		0.0

		対象になった		245		66.1		31.4		2.0		0.4		0.0

		対象になっていない		34		17.6		70.6		11.8		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		53.3		42.4		4.2		0.1		0.0

		対象になった		1460		60.5		36.4		3.0		0.1		0.0

		対象になっていない		317		20.2		70.0		9.8		0.0		0.0

		【新政令市】		604		59.9		36.9		3.1		0.0		0.0

		対象になった		525		66.7		31.6		1.7		0.0		0.0

		対象になっていない		79		15.2		72.2		12.7		0.0		0.0

		【利用者】Ｑ８　３～５歳のお子さんの人数を教えてください。（２０１９年４月１日現在）（ＳＡ）

				総数		３～５歳のお子さんはいない		３～５歳のお子さんが１人		３～５歳のお子さんが２人		３～５歳のお子さんが３人		その他

		全体		18922		16.5		70.7		12.2		0.6		0.0

		＜地方別＞

		北海道		1330		15.5		72.7		10.9		0.8		0.2

		東北		1155		18.2		71.1		10.3		0.3		0.1

		関東		5663		16.8		71.1		11.5		0.5		0.0

		東海		1780		13.8		71.9		14.0		0.3		0.0

		甲信越・北陸		1111		16.7		69.8		12.8		0.7		0.0

		近畿		3585		15.2		71.3		12.9		0.5		0.0

		中国・四国		1998		17.4		69.0		13.0		0.7		0.0

		九州		1940		17.4		68.9		12.6		0.9		0.1

		沖縄		360		26.1		65.0		7.8		1.1		0.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		19.7		69.4		10.5		0.4		0.0

		神奈川		725		17.2		69.7		12.7		0.4		0.0

		埼玉		718		15.9		73.7		9.9		0.6		0.0

		千葉		1070		13.6		72.6		13.0		0.8		0.0

		茨城・群馬・栃木		1029		14.5		72.6		12.1		0.6		0.2

		大阪		1542		16.7		70.2		12.5		0.6		0.0

		兵庫		965		16.6		69.5		13.5		0.4		0.0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		11.8		74.6		13.1		0.5		0.1

		岡山		279		12.9		73.8		12.9		0.4		0.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		18.2		69.4		12.0		0.3		0.1

		新政令市		604		14.4		72.7		12.6		0.3		0.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		5.3		78.9		15.2		0.7		0.0

		　公立幼稚園		1944		6.1		77.6		15.6		0.6		0.1

		　私立幼稚園		4888		5.0		79.3		15.1		0.7		0.0

		保育園		7007		22.3		66.3		10.6		0.6		0.0

		こども園		3999		11.9		74.5		13.0		0.5		0.1

		その他		1900		40.7		50.6		8.3		0.3		0.1

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		6.1		77.6		15.6		0.6		0.1

		私立幼稚園		4888		5.0		79.3		15.1		0.7		0.0

		認可保育所		7007		22.3		66.3		10.6		0.6		0.0

		認定こども園		3999		11.9		74.5		13.0		0.5		0.1

		小規模保育		307		51.5		40.1		8.1		0.3		0.0

		家庭的保育		247		67.6		28.7		3.6		0.0		0.0

		事業所内保育		190		46.8		41.1		11.1		0.5		0.5

		居宅訪問型保育		5		60.0		20.0		20.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		193		7.8		74.1		17.6		0.5		0.0

		企業主導型保育		192		44.8		51.0		3.6		0.5		0.0

		地方独自の保育施設		105		28.6		59.0		12.4		0.0		0.0

		幼稚園類似施設		171		11.7		78.9		8.8		0.6		0.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		40.9		52.3		6.6		0.2		0.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		5.1		80.1		14.1		0.7		0.1

		対象になっていない		3079		75.1		22.5		2.1		0.3		0.0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		15.5		72.7		10.9		0.8		0.2

		幼稚園		487		2.7		86.2		10.5		0.4		0.2

		　公立幼稚園		93		2.2		86.0		11.8		0.0		0.0

		　私立幼稚園		394		2.8		86.3		10.2		0.5		0.3

		保育園		407		23.1		65.4		11.1		0.2		0.2

		こども園		369		12.7		72.6		13.0		1.4		0.3

		その他		134		39.6		50.7		7.5		1.5		0.7

		【東北】		1155		18.2		71.1		10.3		0.3		0.1

		幼稚園		294		7.1		79.6		12.6		0.3		0.3

		　公立幼稚園		86		10.5		74.4		14.0		0.0		1.2

		　私立幼稚園		208		5.8		81.7		12.0		0.5		0.0

		保育園		457		19.9		70.5		9.6		0.0		0.0

		こども園		369		14.6		75.3		9.5		0.5		0.0

		その他		103		47.6		39.8		11.7		1.0		0.0

		【関東】		5663		16.8		71.1		11.5		0.5		0.0

		幼稚園		2454		4.9		80.8		13.7		0.6		0.0

		　公立幼稚園		402		9.5		76.4		13.4		0.5		0.2

		　私立幼稚園		2062		4.1		81.6		13.7		0.6		0.0

		保育園		1985		25.6		64.0		9.6		0.8		0.1

		こども園		740		9.1		77.4		13.2		0.1		0.1

		その他		677		40.2		51.3		8.4		0.1		0.0

		【東海】		1780		13.8		71.9		14.0		0.3		0.0

		幼稚園		623		4.3		76.9		18.6		0.2		0.0

		　公立幼稚園		202		4.5		79.2		15.8		0.5		0.0

		　私立幼稚園		423		4.3		75.7		20.1		0.0		0.0

		保育園		755		17.1		69.8		12.5		0.7		0.0

		こども園		328		13.1		75.6		11.3		0.0		0.0

		その他		128		38.3		50.8		10.9		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		16.7		69.8		12.8		0.7		0.0

		幼稚園		255		9.8		71.4		18.4		0.4		0.0

		　公立幼稚園		110		13.6		65.5		20.0		0.9		0.0

		　私立幼稚園		145		6.9		75.9		17.2		0.0		0.0

		保育園		523		16.8		71.3		10.7		1.1		0.0

		こども園		284		13.7		72.5		13.0		0.7		0.0

		その他		85		43.5		43.5		12.9		0.0		0.0

		【近畿】		3585		15.2		71.3		12.9		0.5		0.0

		幼稚園		1425		5.1		78.5		15.6		0.8		0.0

		　公立幼稚園		565		4.1		80.9		14.5		0.5		0.0

		　私立幼稚園		864		5.7		77.0		16.3		1.0		0.0

		保育園		1014		24.0		64.4		11.1		0.4		0.1

		こども園		995		10.9		74.4		14.4		0.4		0.0

		その他		300		43.0		52.0		5.0		0.0		0.0

		【中国・四国】		1998		17.4		69.0		13.0		0.7		0.0

		幼稚園		702		7.5		73.8		17.5		1.1		0.0

		　公立幼稚園		323		5.3		77.7		16.7		0.3		0.0

		　私立幼稚園		383		9.4		70.5		18.3		1.8		0.0

		保育園		827		20.7		67.6		11.2		0.5		0.0

		こども園		431		15.1		73.5		11.1		0.2		0.0

		その他		144		43.8		45.8		9.7		0.7		0.0

		【九州】		1940		17.4		68.9		12.6		0.9		0.1

		幼稚園		539		5.0		77.0		17.1		0.9		0.0

		　公立幼稚園		143		3.5		74.1		20.3		2.1		0.0

		　私立幼稚園		399		5.5		77.7		16.3		0.5		0.0

		保育園		840		22.7		65.5		10.8		1.0		0.0

		こども園		425		10.6		72.7		15.3		0.9		0.5

		その他		232		35.8		53.9		9.9		0.4		0.0

		【沖縄】		360		26.1		65.0		7.8		1.1		0.0

		幼稚園		29		0.0		65.5		31.0		3.4		0.0

		　公立幼稚園		20		0.0		60.0		35.0		5.0		0.0

		　私立幼稚園		10		0.0		80.0		20.0		0.0		0.0

		保育園		199		25.6		64.8		9.0		0.5		0.0

		こども園		58		12.1		70.7		13.8		3.4		0.0

		その他		97		40.2		58.8		1.0		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		19.7		69.4		10.5		0.4		0.0

		幼稚園		935		4.6		81.0		14.0		0.4		0.0

		　公立幼稚園		111		11.7		71.2		16.2		0.9		0.0

		　私立幼稚園		827		3.7		82.1		13.8		0.4		0.0

		保育園		812		29.3		62.6		7.6		0.5		0.0

		こども園		121		13.2		72.7		14.0		0.0		0.0

		その他		330		38.2		54.5		7.0		0.3		0.0

		【神奈川】		725		17.2		69.7		12.7		0.4		0.0

		幼稚園		311		4.8		79.4		15.4		0.3		0.0

		　公立幼稚園		38		7.9		73.7		18.4		0.0		0.0

		　私立幼稚園		273		4.4		80.2		15.0		0.4		0.0

		保育園		269		25.3		62.8		11.2		0.7		0.0

		こども園		89		13.5		77.5		9.0		0.0		0.0

		その他		85		43.5		43.5		12.9		0.0		0.0

		【埼玉】		718		15.9		73.7		9.9		0.6		0.0

		幼稚園		338		5.9		84.0		9.5		0.6		0.0

		　公立幼稚園		49		10.2		83.7		6.1		0.0		0.0

		　私立幼稚園		291		5.5		83.8		10.0		0.7		0.0

		保育園		250		20.4		69.2		9.6		0.8		0.0

		こども園		65		4.6		76.9		18.5		0.0		0.0

		その他		88		47.7		43.2		9.1		0.0		0.0

		【千葉】		1070		13.6		72.6		13.0		0.8		0.0

		幼稚園		561		5.3		78.8		14.6		1.2		0.0

		　公立幼稚園		90		12.2		74.4		12.2		1.1		0.0

		　私立幼稚園		473		4.0		79.7		15.0		1.3		0.0

		保育園		312		21.2		66.3		11.5		1.0		0.0

		こども園		125		5.6		80.0		14.4		0.0		0.0

		その他		102		41.2		48.0		10.8		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		14.5		72.6		12.1		0.6		0.2

		幼稚園		309		3.9		81.9		13.6		0.3		0.3

		　公立幼稚園		114		5.3		80.7		13.2		0.0		0.9

		　私立幼稚園		198		3.0		82.3		14.1		0.5		0.0

		保育園		342		24.9		62.3		11.4		1.2		0.3

		こども園		340		8.5		78.2		12.6		0.3		0.3

		その他		72		34.7		59.7		5.6		0.0		0.0

		【大阪】		1542		16.7		70.2		12.5		0.6		0.0

		幼稚園		658		5.9		78.3		14.7		1.1		0.0

		　公立幼稚園		197		6.6		80.2		12.7		0.5		0.0

		　私立幼稚園		462		5.6		77.5		15.6		1.3		0.0

		保育園		369		27.9		62.3		9.2		0.5		0.0

		こども園		452		13.1		71.9		14.6		0.4		0.0

		その他		121		49.6		45.5		5.0		0.0		0.0

		【兵庫】		965		16.6		69.5		13.5		0.4		0.0

		幼稚園		347		4.9		76.7		18.2		0.3		0.0

		　公立幼稚園		142		2.1		80.3		17.6		0.0		0.0

		　私立幼稚園		208		6.7		74.0		18.8		0.5		0.0

		保育園		242		30.6		60.3		8.3		0.8		0.0

		こども園		330		9.1		73.9		16.7		0.3		0.0

		その他		102		41.2		54.9		3.9		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		11.8		74.6		13.1		0.5		0.1

		幼稚園		420		3.8		80.5		14.8		1.0		0.0

		　公立幼稚園		226		3.1		81.9		14.2		0.9		0.0

		　私立幼稚園		194		4.6		78.9		15.5		1.0		0.0

		保育園		403		16.4		68.7		14.6		0.0		0.2

		こども園		213		8.9		80.3		10.3		0.5		0.0

		その他		77		35.1		58.4		6.5		0.0		0.0

		【岡山】		279		12.9		73.8		12.9		0.4		0.0

		幼稚園		99		10.1		73.7		15.2		1.0		0.0

		　公立幼稚園		71		5.6		76.1		18.3		0.0		0.0

		　私立幼稚園		28		21.4		67.9		7.1		3.6		0.0

		保育園		125		10.4		77.6		12.0		0.0		0.0

		こども園		50		10.0		78.0		12.0		0.0		0.0

		その他		30		30.0		53.3		16.7		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		18.2		69.4		12.0		0.3		0.1

		幼稚園		728		4.3		79.9		15.0		0.7		0.1

		　公立幼稚園		97		11.3		68.0		19.6		1.0		0.0

		　私立幼稚園		633		3.2		81.7		14.4		0.6		0.2

		保育園		656		27.7		63.1		9.0		0.0		0.2

		こども園		257		10.5		74.3		15.2		0.0		0.0

		その他		209		44.5		45.5		9.6		0.5		0.0

		【新政令市】		604		14.4		72.7		12.6		0.3		0.0

		幼稚園		160		7.5		75.6		15.6		1.3		0.0

		　公立幼稚園		30		10.0		80.0		10.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		130		6.9		74.6		16.9		1.5		0.0

		保育園		164		17.7		73.8		8.5		0.0		0.0

		こども園		264		12.1		74.2		13.6		0.0		0.0

		その他		50		42.0		46.0		12.0		0.0		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		15.5		72.7		10.9		0.8		0.2

		対象になった		1139		6.0		80.6		12.5		0.8		0.2

		対象になっていない		191		72.3		25.7		1.6		0.5		0.0

		【東北】		1155		18.2		71.1		10.3		0.3		0.1

		対象になった		955		6.0		81.4		12.3		0.3		0.1

		対象になっていない		200		76.5		22.0		1.0		0.5		0.0

		【関東】		5663		16.8		71.1		11.5		0.5		0.0

		対象になった		4736		5.2		80.9		13.3		0.6		0.0

		対象になっていない		927		75.9		21.5		2.4		0.2		0.0

		【東海】		1780		13.8		71.9		14.0		0.3		0.0

		対象になった		1559		4.2		79.7		15.8		0.4		0.0

		対象になっていない		221		81.4		17.2		1.4		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		1111		16.7		69.8		12.8		0.7		0.0

		対象になった		916		4.7		79.4		15.2		0.8		0.0

		対象になっていない		195		72.8		25.1		1.5		0.5		0.0

		【近畿】		3585		15.2		71.3		12.9		0.5		0.0

		対象になった		3049		5.2		79.4		14.7		0.6		0.0

		対象になっていない		536		71.8		25.6		2.6		0.0		0.0

		【中国・四国】		1998		17.4		69.0		13.0		0.7		0.0

		対象になった		1619		4.7		79.2		15.5		0.6		0.0

		対象になっていない		379		71.5		25.3		2.1		1.1		0.0

		【九州】		1940		17.4		68.9		12.6		0.9		0.1

		対象になった		1601		4.4		79.6		14.7		1.1		0.1

		対象になっていない		339		78.8		18.6		2.7		0.0		0.0

		【沖縄】		360		26.1		65.0		7.8		1.1		0.0

		対象になった		269		7.8		80.7		10.4		1.1		0.0

		対象になっていない		91		80.2		18.7		0.0		1.1		0.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		19.7		69.4		10.5		0.4		0.0

		対象になった		1708		6.4		80.4		12.6		0.5		0.0

		対象になっていない		413		74.6		23.5		1.9		0.0		0.0

		【神奈川】		725		17.2		69.7		12.7		0.4		0.0

		対象になった		599		5.2		79.8		14.5		0.5		0.0

		対象になっていない		126		74.6		21.4		4.0		0.0		0.0

		【埼玉】		718		15.9		73.7		9.9		0.6		0.0

		対象になった		614		4.7		83.2		11.4		0.7		0.0

		対象になっていない		104		81.7		17.3		1.0		0.0		0.0

		【千葉】		1070		13.6		72.6		13.0		0.8		0.0

		対象になった		931		4.3		80.6		14.2		1.0		0.0

		対象になっていない		139		75.5		19.4		5.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		14.5		72.6		12.1		0.6		0.2

		対象になった		884		4.2		81.1		14.0		0.5		0.2

		対象になっていない		145		77.2		20.7		0.7		1.4		0.0

		【大阪】		1542		16.7		70.2		12.5		0.6		0.0

		対象になった		1320		6.7		78.3		14.2		0.8		0.0

		対象になっていない		222		76.1		21.6		2.3		0.0		0.0

		【兵庫】		965		16.6		69.5		13.5		0.4		0.0

		対象になった		804		4.5		79.0		16.0		0.5		0.0

		対象になっていない		161		77.0		22.4		0.6		0.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		11.8		74.6		13.1		0.5		0.1

		対象になった		925		3.8		81.2		14.4		0.5		0.1

		対象になっていない		153		60.1		34.6		5.2		0.0		0.0

		【岡山】		279		12.9		73.8		12.9		0.4		0.0

		対象になった		245		4.9		80.8		13.9		0.4		0.0

		対象になっていない		34		70.6		23.5		5.9		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		18.2		69.4		12.0		0.3		0.1

		対象になった		1460		6.9		78.6		14.0		0.4		0.1

		対象になっていない		317		70.3		26.8		2.8		0.0		0.0

		【新政令市】		604		14.4		72.7		12.6		0.3		0.0

		対象になった		525		5.1		80.4		14.1		0.4		0.0

		対象になっていない		79		75.9		21.5		2.5		0.0		0.0

		【利用者】Ｑ９　幼児教育・保育を利用していますか？（ＭＡ）

				総数		公立幼稚園		私立幼稚園		認可保育所		認定こども園		小規模保育		家庭的保育		事業所内保育		居宅訪問型保育		障がい児の発達支援		企業主導型保育		地方独自の保育施設		幼稚園類似施設		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		幼稚園・計		平均反応数

		全体		18922		10.3		25.8		37.0		21.1		1.6		1.3		1.0		0.0		1.0		1.0		0.6		0.9		2.8		36.0		1.05

		＜地方別＞

		北海道		1330		7.0		29.6		30.6		27.7		2.2		0.5		1.2		0.1		2.0		0.8		1.6		0.4		1.6		36.6		1.05

		東北		1155		7.4		18.0		39.6		31.9		2.2		1.6		1.2		0.0		0.5		0.5		0.6		0.1		2.3		25.5		1.06

		関東		5663		7.1		36.4		35.1		13.1		1.8		1.5		1.1		0.0		0.9		0.5		0.7		2.2		3.5		43.3		1.04

		東海		1780		11.3		23.8		42.4		18.4		0.8		0.8		1.3		0.0		1.2		0.7		0.4		0.6		1.6		35.0		1.03

		甲信越・北陸		1111		9.9		13.1		47.1		25.6		0.6		1.5		1.4		0.0		0.5		0.8		0.9		0.5		1.4		23.0		1.03

		近畿		3585		15.8		24.1		28.3		27.8		1.5		1.6		0.7		0.0		1.2		0.8		0.2		0.4		2.2		39.7		1.05

		中国・四国		1998		16.2		19.2		41.4		21.6		0.9		1.0		1.1		0.0		1.1		1.3		0.2		0.2		1.6		35.1		1.06

		九州		1940		7.4		20.6		43.3		21.9		2.3		1.2		0.6		0.1		0.8		3.5		0.3		0.1		3.2		27.8		1.05

		沖縄		360		5.6		2.8		55.3		16.1		3.9		1.9		0.3		0.0		0.6		1.7		1.1		0.3		18.3		8.1		1.08

		＜地方詳細＞

		東京		2121		5.2		39.0		38.3		5.7		1.7		2.1		0.3		0.0		1.0		0.4		1.0		3.9		5.5		44.1		1.04

		神奈川		725		5.2		37.7		37.1		12.3		3.2		1.4		0.6		0.0		0.6		0.6		0.1		4.3		1.2		42.9		1.04

		埼玉		718		6.8		40.5		34.8		9.1		2.4		0.7		2.1		0.1		1.7		0.4		1.0		0.4		3.6		47.1		1.04

		千葉		1070		8.4		44.2		29.2		11.7		1.5		1.8		2.7		0.0		0.5		0.7		0.1		0.7		2.0		52.4		1.03

		茨城・群馬・栃木		1029		11.1		19.2		33.2		33.0		1.1		0.7		0.7		0.0		0.7		0.4		0.8		0.1		2.8		30.0		1.04

		大阪		1542		12.8		30.0		23.9		29.3		2.0		1.9		0.3		0.0		1.2		0.7		0.1		0.1		1.7		42.7		1.04

		兵庫		965		14.7		21.6		25.1		34.2		1.5		2.0		0.8		0.0		1.1		1.6		0.4		0.1		3.3		36.0		1.06

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		21.0		18.0		37.4		19.8		0.8		0.7		1.1		0.1		1.4		0.2		0.2		1.2		1.9		39.0		1.04

		岡山		279		25.4		10.0		44.8		17.9		0.0		1.8		1.4		0.0		2.9		1.8		0.0		0.4		2.5		35.5		1.09

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		5.5		35.6		36.9		14.5		3.4		1.9		0.6		0.0		1.1		1.3		0.2		0.9		2.6		41.0		1.04

		新政令市		604		5.0		21.5		27.2		43.7		1.8		0.7		0.7		0.0		1.0		0.7		0.0		0.8		2.6		26.5		1.06

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		28.6		71.8		3.1		1.6		0.5		0.4		0.2		0.0		0.8		0.3		0.1		0.0		0.2		100.0		1.08

		　公立幼稚園		1944		100.0		1.2		4.8		2.0		0.6		0.7		0.3		0.0		1.1		0.3		0.2		0.1		0.1		100.0		1.11

		　私立幼稚園		4888		0.5		100.0		2.5		1.6		0.4		0.3		0.2		0.0		0.7		0.3		0.0		0.0		0.2		100.0		1.07

		保育園		7007		1.3		1.7		100.0		1.4		0.7		0.4		0.3		0.0		0.5		0.2		0.0		0.0		0.3		3.0		1.07

		こども園		3999		1.0		1.9		2.5		100.0		0.5		0.1		0.3		0.0		0.6		0.1		0.0		0.1		0.2		2.8		1.07

		その他		1900		3.2		5.5		8.4		3.6		16.2		13.0		10.0		0.3		10.2		10.1		5.5		9.0		28.1		8.5		1.23

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		100.0		1.2		4.8		2.0		0.6		0.7		0.3		0.0		1.1		0.3		0.2		0.1		0.1		100.0		1.11

		私立幼稚園		4888		0.5		100.0		2.5		1.6		0.4		0.3		0.2		0.0		0.7		0.3		0.0		0.0		0.2		100.0		1.07

		認可保育所		7007		1.3		1.7		100.0		1.4		0.7		0.4		0.3		0.0		0.5		0.2		0.0		0.0		0.3		3.0		1.07

		認定こども園		3999		1.0		1.9		2.5		100.0		0.5		0.1		0.3		0.0		0.6		0.1		0.0		0.1		0.2		2.8		1.07

		小規模保育		307		3.9		6.8		15.6		6.5		100.0		1.6		0.0		0.0		1.6		0.0		0.0		0.0		0.7		10.7		1.37

		家庭的保育		247		5.3		5.7		10.1		1.2		2.0		100.0		1.6		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		2.0		9.7		1.29

		事業所内保育		190		2.6		5.8		9.5		6.3		0.0		2.1		100.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		0.5		7.9		1.28

		居宅訪問型保育		5		0.0		0.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.40

		障がい児の発達支援		193		10.9		17.6		17.6		11.4		2.6		0.5		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		1.0		2.6		28.5		1.64

		企業主導型保育		192		3.1		7.3		6.8		1.6		0.0		0.5		1.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		1.6		10.4		1.22

		地方独自の保育施設		105		2.9		1.9		2.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.0		1.0		4.8		1.10

		幼稚園類似施設		171		0.6		0.0		0.6		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.6		100.0		2.9		0.6		1.07

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		0.4		2.3		3.9		1.3		0.4		0.9		0.2		0.0		0.9		0.6		0.2		0.9		100.0		2.6		1.12

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		11.5		29.8		34.8		22.2		1.0		0.6		0.6		0.0		1.1		0.7		0.5		0.5		1.7		41.2		1.05

		対象になっていない		3079		3.8		5.6		48.7		15.7		4.7		5.0		3.2		0.1		0.7		2.8		0.9		2.9		8.5		9.4		1.03

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		7.0		29.6		30.6		27.7		2.2		0.5		1.2		0.1		2.0		0.8		1.6		0.4		1.6		36.6		1.05

		幼稚園		487		19.1		80.9		3.7		3.1		0.6		0.2		0.0		0.0		2.1		0.4		0.0		0.0		0.2		100.0		1.10

		　公立幼稚園		93		100.0		0.0		3.2		2.2		2.2		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.09

		　私立幼稚園		394		0.0		100.0		3.8		3.3		0.3		0.0		0.0		0.0		2.5		0.5		0.0		0.0		0.3		100.0		1.11

		保育園		407		0.7		3.7		100.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		1.07

		こども園		369		0.5		3.5		1.4		100.0		0.3		0.0		0.8		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.3		4.1		1.08

		その他		134		2.2		10.4		3.7		6.0		21.6		5.2		11.9		0.7		19.4		8.2		15.7		3.7		15.7		12.7		1.25

		【東北】		1155		7.4		18.0		39.6		31.9		2.2		1.6		1.2		0.0		0.5		0.5		0.6		0.1		2.3		25.5		1.06

		幼稚園		294		29.3		70.7		3.1		0.7		0.7		0.0		0.3		0.0		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		　公立幼稚園		86		100.0		0.0		4.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　私立幼稚園		208		0.0		100.0		2.4		1.0		1.0		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		保育園		457		0.9		1.1		100.0		8.1		0.7		0.7		0.2		0.0		0.4		0.2		0.2		0.0		0.2		2.0		1.13

		こども園		369		0.0		0.5		10.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.3		0.0		0.0		0.0		0.5		1.11

		その他		103		1.0		3.9		11.7		2.9		24.3		17.5		13.6		0.0		5.8		5.8		6.8		1.0		26.2		4.9		1.20

		【関東】		5663		7.1		36.4		35.1		13.1		1.8		1.5		1.1		0.0		0.9		0.5		0.7		2.2		3.5		43.3		1.04

		幼稚園		2454		16.4		84.0		2.2		0.7		0.7		0.5		0.2		0.0		0.5		0.1		0.0		0.0		0.3		100.0		1.06

		　公立幼稚園		402		100.0		2.5		4.0		0.7		1.2		1.7		0.2		0.0		1.7		0.0		0.0		0.2		0.2		100.0		1.13

		　私立幼稚園		2062		0.5		100.0		1.9		0.7		0.5		0.3		0.2		0.0		0.3		0.1		0.0		0.0		0.3		100.0		1.05

		保育園		1985		0.8		2.0		100.0		0.8		0.8		0.5		0.3		0.1		0.4		0.2		0.0		0.0		0.6		2.7		1.06

		こども園		740		0.4		2.0		2.2		100.0		0.5		0.1		0.4		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.3		2.4		1.06

		その他		677		2.8		5.0		7.5		1.8		15.1		12.6		9.2		0.3		7.2		3.8		5.8		18.6		29.7		7.5		1.19

		【東海】		1780		11.3		23.8		42.4		18.4		0.8		0.8		1.3		0.0		1.2		0.7		0.4		0.6		1.6		35.0		1.03

		幼稚園		623		32.4		67.9		1.1		0.8		0.3		0.2		0.6		0.0		0.6		0.3		0.0		0.0		0.5		100.0		1.05

		　公立幼稚園		202		100.0		1.0		0.0		0.5		1.0		0.0		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.04

		　私立幼稚園		423		0.5		100.0		1.7		0.9		0.0		0.2		0.2		0.0		0.9		0.5		0.0		0.0		0.7		100.0		1.06

		保育園		755		0.0		0.9		100.0		0.4		0.5		0.0		0.7		0.0		0.8		0.1		0.1		0.0		0.4		0.9		1.04

		こども園		328		0.3		1.2		0.9		100.0		0.6		0.0		0.3		0.0		0.6		0.0		0.0		0.3		0.0		1.5		1.04

		その他		128		3.9		8.6		14.8		4.7		10.9		10.9		18.0		0.0		17.2		10.2		5.5		8.6		22.7		12.5		1.36

		【甲信越・北陸】		1111		9.9		13.1		47.1		25.6		0.6		1.5		1.4		0.0		0.5		0.8		0.9		0.5		1.4		23.0		1.03

		幼稚園		255		43.1		56.9		3.1		0.8		0.8		0.0		0.4		0.0		0.4		0.4		0.4		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		110		100.0		0.0		3.6		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		　私立幼稚園		145		0.0		100.0		2.8		0.7		1.4		0.0		0.7		0.0		0.0		0.7		0.7		0.0		0.0		100.0		1.07

		保育園		523		0.8		0.8		100.0		1.1		0.6		0.4		0.2		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		1.04

		こども園		284		0.4		0.4		2.1		100.0		0.4		0.4		1.1		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		1.05

		その他		85		1.2		5.9		10.6		7.1		8.2		20.0		18.8		0.0		7.1		10.6		11.8		5.9		18.8		7.1		1.26

		【近畿】		3585		15.8		24.1		28.3		27.8		1.5		1.6		0.7		0.0		1.2		0.8		0.2		0.4		2.2		39.7		1.05

		幼稚園		1425		39.6		60.6		2.9		2.0		0.3		0.3		0.2		0.0		1.1		0.3		0.2		0.0		0.1		100.0		1.08

		　公立幼稚園		565		100.0		0.7		3.5		1.6		0.2		0.2		0.0		0.0		1.4		0.4		0.5		0.0		0.2		100.0		1.09

		　私立幼稚園		864		0.5		100.0		2.4		2.2		0.3		0.3		0.3		0.0		0.9		0.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.07

		保育園		1014		2.0		2.1		100.0		1.3		0.4		0.1		0.2		0.0		0.1		0.2		0.0		0.0		0.3		4.0		1.07

		こども園		995		0.9		1.9		1.3		100.0		0.4		0.1		0.1		0.0		1.0		0.2		0.0		0.1		0.2		2.8		1.06

		その他		300		5.3		6.3		4.3		6.7		18.0		18.7		8.3		0.3		14.7		9.3		2.3		5.3		26.0		11.7		1.26

		【中国・四国】		1998		16.2		19.2		41.4		21.6		0.9		1.0		1.1		0.0		1.1		1.3		0.2		0.2		1.6		35.1		1.06

		幼稚園		702		46.0		54.6		4.7		4.1		0.3		0.3		0.1		0.0		1.1		0.6		0.0		0.0		0.0		100.0		1.12

		　公立幼稚園		323		100.0		1.2		7.7		5.9		0.0		0.3		0.3		0.0		1.5		0.6		0.0		0.0		0.0		100.0		1.18

		　私立幼稚園		383		1.0		100.0		2.3		3.4		0.5		0.3		0.0		0.0		0.8		0.5		0.0		0.0		0.0		100.0		1.09

		保育園		827		3.0		1.1		100.0		1.1		0.6		0.4		0.2		0.0		0.5		0.2		0.1		0.0		0.1		4.0		1.07

		こども園		431		4.4		3.0		2.1		100.0		1.2		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.7		1.11

		その他		144		6.3		5.6		12.5		4.2		12.5		13.9		14.6		0.0		15.3		18.1		2.8		2.8		22.2		11.8		1.31

		【九州】		1940		7.4		20.6		43.3		21.9		2.3		1.2		0.6		0.1		0.8		3.5		0.3		0.1		3.2		27.8		1.05

		幼稚園		539		26.5		74.0		6.3		2.0		0.2		0.7		0.0		0.0		0.4		0.6		0.2		0.0		0.4		100.0		1.11

		　公立幼稚園		143		100.0		2.1		11.2		0.7		0.7		2.1		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.0		100.0		1.17

		　私立幼稚園		399		0.8		100.0		4.5		2.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.5		0.5		0.3		0.0		0.5		100.0		1.10

		保育園		840		1.9		2.1		100.0		1.1		1.2		0.6		0.1		0.0		0.6		0.4		0.0		0.1		0.0		4.0		1.08

		こども園		425		0.2		2.4		2.1		100.0		0.5		0.0		0.0		0.2		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		2.6		1.06

		その他		232		2.2		3.9		10.8		2.2		19.0		9.9		5.2		0.4		6.9		28.9		2.6		0.9		27.2		5.6		1.20

		【沖縄】		360		5.6		2.8		55.3		16.1		3.9		1.9		0.3		0.0		0.6		1.7		1.1		0.3		18.3		8.1		1.08

		幼稚園		29		69.0		34.5		31.0		6.9		3.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.45

		　公立幼稚園		20		100.0		5.0		30.0		10.0		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.50

		　私立幼稚園		10		10.0		100.0		30.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.40

		保育園		199		3.0		1.5		100.0		1.5		2.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		4.5		1.10

		こども園		58		3.4		0.0		5.2		100.0		1.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.4		3.4		1.14

		その他		97		1.0		0.0		7.2		3.1		14.4		7.2		1.0		0.0		2.1		6.2		4.1		1.0		68.0		1.0		1.15

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		5.2		39.0		38.3		5.7		1.7		2.1		0.3		0.0		1.0		0.4		1.0		3.9		5.5		44.1		1.04

		幼稚園		935		11.9		88.4		1.9		0.4		0.7		0.6		0.1		0.0		0.5		0.1		0.0		0.1		0.4		100.0		1.05

		　公立幼稚園		111		100.0		2.7		4.5		0.9		1.8		1.8		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.9		0.9		100.0		1.14

		　私立幼稚園		827		0.4		100.0		1.7		0.4		0.6		0.5		0.1		0.0		0.5		0.1		0.0		0.0		0.4		100.0		1.05

		保育園		812		0.6		1.7		100.0		0.6		0.9		0.6		0.1		0.1		0.5		0.5		0.0		0.0		1.0		2.2		1.07

		こども園		121		0.8		2.5		4.1		100.0		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		3.3		1.10

		その他		330		1.8		5.2		8.8		0.9		10.6		13.3		2.1		0.3		6.4		2.4		6.7		25.2		35.2		7.0		1.19

		【神奈川】		725		5.2		37.7		37.1		12.3		3.2		1.4		0.6		0.0		0.6		0.6		0.1		4.3		1.2		42.9		1.04

		幼稚園		311		12.2		87.8		3.5		1.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		38		100.0		0.0		2.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.6		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		　私立幼稚園		273		0.0		100.0		3.7		1.1		0.7		0.0		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		保育園		269		0.4		3.7		100.0		1.5		1.9		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.1		1.08

		こども園		89		0.0		3.4		4.5		100.0		3.4		0.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.4		1.12

		その他		85		1.2		3.5		7.1		4.7		27.1		11.8		4.7		0.0		4.7		4.7		1.2		36.5		10.6		4.7		1.18

		【埼玉】		718		6.8		40.5		34.8		9.1		2.4		0.7		2.1		0.1		1.7		0.4		1.0		0.4		3.6		47.1		1.04

		幼稚園		338		14.5		86.1		1.5		0.3		1.5		0.3		0.0		0.0		1.2		0.3		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		49		100.0		4.1		2.0		0.0		4.1		2.0		0.0		0.0		6.1		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.18

		　私立幼稚園		291		0.7		100.0		1.4		0.3		1.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.0		0.0		0.0		100.0		1.04

		保育園		250		0.4		1.6		100.0		0.4		0.4		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		2.0		1.05

		こども園		65		0.0		1.5		1.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		1.03

		その他		88		6.8		4.5		6.8		0.0		19.3		5.7		17.0		1.1		13.6		3.4		8.0		3.4		29.5		11.4		1.19

		【千葉】		1070		8.4		44.2		29.2		11.7		1.5		1.8		2.7		0.0		0.5		0.7		0.1		0.7		2.0		52.4		1.03

		幼稚園		561		16.0		84.3		1.6		0.7		0.4		0.7		0.7		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		　公立幼稚園		90		100.0		2.2		4.4		1.1		1.1		4.4		1.1		0.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.16

		　私立幼稚園		473		0.4		100.0		1.3		0.6		0.2		0.4		0.8		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.04

		保育園		312		1.3		1.9		100.0		0.0		0.3		0.3		0.3		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.3		2.9		1.05

		こども園		125		0.8		2.4		0.0		100.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		1.05

		その他		102		4.9		6.9		5.9		2.0		15.7		18.6		28.4		0.0		4.9		6.9		1.0		7.8		20.6		9.8		1.24

		【茨城・群馬・栃木】		1029		11.1		19.2		33.2		33.0		1.1		0.7		0.7		0.0		0.7		0.4		0.8		0.1		2.8		30.0		1.04

		幼稚園		309		36.9		64.1		3.6		1.9		0.0		0.3		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		1.0		100.0		1.08

		　公立幼稚園		114		100.0		2.6		4.4		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.09

		　私立幼稚園		198		1.5		100.0		3.0		2.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		100.0		1.09

		保育園		342		1.5		1.8		100.0		1.8		0.3		0.3		0.3		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		1.06

		こども園		340		0.3		1.5		1.8		100.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.3		1.8		1.04

		その他		72		1.4		4.2		5.6		4.2		15.3		9.7		9.7		0.0		9.7		5.6		11.1		1.4		40.3		5.6		1.18

		【大阪】		1542		12.8		30.0		23.9		29.3		2.0		1.9		0.3		0.0		1.2		0.7		0.1		0.1		1.7		42.7		1.04

		幼稚園		658		29.9		70.2		1.5		2.1		0.3		0.5		0.0		0.0		0.6		0.5		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		197		100.0		0.5		3.0		1.0		0.5		0.0		0.0		0.0		1.0		0.5		0.0		0.0		0.0		100.0		1.07

		　私立幼稚園		462		0.2		100.0		0.9		2.6		0.2		0.6		0.0		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		100.0		1.05

		保育園		369		1.6		1.1		100.0		1.9		0.3		0.0		0.3		0.0		0.3		0.5		0.0		0.0		0.3		2.7		1.06

		こども園		452		0.4		2.7		1.5		100.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.9		0.2		0.0		0.0		0.0		3.1		1.07

		その他		121		3.3		6.6		5.0		7.4		25.6		24.0		4.1		0.0		14.9		9.1		0.8		1.7		21.5		9.9		1.24

		【兵庫】		965		14.7		21.6		25.1		34.2		1.5		2.0		0.8		0.0		1.1		1.6		0.4		0.1		3.3		36.0		1.06

		幼稚園		347		40.9		59.9		3.7		4.0		0.3		0.3		0.6		0.0		2.0		0.0		0.9		0.0		0.3		100.0		1.13

		　公立幼稚園		142		100.0		2.1		3.5		4.9		0.0		0.7		0.0		0.0		1.4		0.0		2.1		0.0		0.7		100.0		1.15

		　私立幼稚園		208		1.4		100.0		3.8		3.4		0.5		0.0		1.0		0.0		2.4		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.13

		保育園		242		2.1		3.3		100.0		2.5		0.8		0.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		5.4		1.10

		こども園		330		2.1		2.1		1.8		100.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.6		0.3		0.0		0.0		0.3		4.2		1.08

		その他		102		6.9		7.8		3.9		4.9		13.7		18.6		7.8		0.0		10.8		14.7		3.9		1.0		31.4		14.7		1.25

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		21.0		18.0		37.4		19.8		0.8		0.7		1.1		0.1		1.4		0.2		0.2		1.2		1.9		39.0		1.04

		幼稚園		420		53.8		46.2		4.3		0.0		0.2		0.0		0.2		0.0		1.2		0.2		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　公立幼稚園		226		100.0		0.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.8		0.4		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		　私立幼稚園		194		0.0		100.0		4.6		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.06

		保育園		403		2.2		2.2		100.0		0.0		0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		4.5		1.05

		こども園		213		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.5		0.0		1.9		0.0		0.0		0.5		0.5		0.0		1.03

		その他		77		6.5		3.9		3.9		7.8		11.7		10.4		15.6		1.3		19.5		2.6		2.6		16.9		26.0		10.4		1.29

		【岡山】		279		25.4		10.0		44.8		17.9		0.0		1.8		1.4		0.0		2.9		1.8		0.0		0.4		2.5		35.5		1.09

		幼稚園		99		71.7		28.3		8.1		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		5.1		3.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.18

		　公立幼稚園		71		100.0		0.0		5.6		0.0		0.0		1.4		0.0		0.0		5.6		1.4		0.0		0.0		0.0		100.0		1.14

		　私立幼稚園		28		0.0		100.0		14.3		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		3.6		7.1		0.0		0.0		0.0		100.0		1.29

		保育園		125		3.2		3.2		100.0		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		1.6		0.8		0.0		0.0		0.8		6.4		1.11

		こども園		50		0.0		2.0		0.0		100.0		0.0		0.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		1.04

		その他		30		20.0		10.0		20.0		3.3		0.0		16.7		13.3		0.0		26.7		16.7		0.0		3.3		23.3		30.0		1.53

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		5.5		35.6		36.9		14.5		3.4		1.9		0.6		0.0		1.1		1.3		0.2		0.9		2.6		41.0		1.04

		幼稚園		728		13.3		87.0		2.3		1.2		0.3		0.7		0.1		0.0		1.2		0.1		0.0		0.0		0.1		100.0		1.06

		　公立幼稚園		97		100.0		2.1		3.1		1.0		0.0		2.1		0.0		0.0		1.0		1.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.10

		　私立幼稚園		633		0.3		100.0		2.2		1.3		0.3		0.6		0.2		0.0		1.3		0.0		0.0		0.0		0.2		100.0		1.06

		保育園		656		0.5		2.1		100.0		0.3		2.0		0.3		0.2		0.0		0.5		0.3		0.2		0.2		0.2		2.6		1.07

		こども園		257		0.4		3.1		0.8		100.0		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		3.5		1.05

		その他		209		1.9		7.7		11.5		1.4		28.7		15.8		4.8		0.0		9.6		11.0		1.9		7.7		22.0		9.1		1.24

		【新政令市】		604		5.0		21.5		27.2		43.7		1.8		0.7		0.7		0.0		1.0		0.7		0.0		0.8		2.6		26.5		1.06

		幼稚園		160		18.8		81.3		5.0		1.9		0.6		1.3		0.0		0.0		1.9		1.3		0.0		0.0		0.0		100.0		1.12

		　公立幼稚園		30		100.0		0.0		6.7		3.3		0.0		3.3		0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		1.23

		　私立幼稚園		130		0.0		100.0		4.6		1.5		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		1.5		0.0		0.0		0.0		100.0		1.09

		保育園		164		1.2		3.7		100.0		1.8		1.2		0.6		0.6		0.0		1.2		0.6		0.0		0.0		0.6		4.9		1.12

		こども園		264		0.4		0.8		1.1		100.0		0.8		0.0		0.4		0.0		0.4		0.0		0.0		0.4		0.0		1.1		1.04

		その他		50		8.0		8.0		16.0		10.0		22.0		8.0		8.0		0.0		12.0		8.0		0.0		10.0		32.0		16.0		1.42

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		7.0		29.6		30.6		27.7		2.2		0.5		1.2		0.1		2.0		0.8		1.6		0.4		1.6		36.6		1.05

		対象になった		1139		8.0		33.8		27.7		28.9		1.3		0.2		0.5		0.0		2.1		0.5		1.4		0.1		1.5		41.8		1.06

		対象になっていない		191		1.0		4.7		48.2		20.9		7.3		2.6		5.2		0.5		1.0		2.6		2.6		2.1		2.1		5.8		1.01

		【東北】		1155		7.4		18.0		39.6		31.9		2.2		1.6		1.2		0.0		0.5		0.5		0.6		0.1		2.3		25.5		1.06

		対象になった		955		8.1		20.9		37.4		33.2		1.5		0.9		0.4		0.0		0.5		0.5		0.6		0.1		2.3		29.0		1.06

		対象になっていない		200		4.5		4.0		50.0		26.0		5.5		4.5		5.0		0.0		0.5		0.5		0.5		0.0		2.5		8.5		1.04

		【関東】		5663		7.1		36.4		35.1		13.1		1.8		1.5		1.1		0.0		0.9		0.5		0.7		2.2		3.5		43.3		1.04

		対象になった		4736		7.9		42.4		31.9		14.3		0.9		0.7		0.8		0.0		0.9		0.3		0.6		1.3		2.0		50.2		1.04

		対象になっていない		927		2.8		5.7		51.0		7.0		6.4		5.4		2.6		0.1		0.5		1.3		1.0		6.8		11.7		8.4		1.02

		【東海】		1780		11.3		23.8		42.4		18.4		0.8		0.8		1.3		0.0		1.2		0.7		0.4		0.6		1.6		35.0		1.03

		対象になった		1559		12.5		26.6		41.1		18.7		0.6		0.3		0.8		0.0		1.3		0.3		0.4		0.3		0.7		38.9		1.04

		対象になっていない		221		3.2		4.1		52.0		16.3		1.8		4.5		4.5		0.0		0.5		3.6		0.5		2.7		8.1		7.2		1.02

		【甲信越・北陸】		1111		9.9		13.1		47.1		25.6		0.6		1.5		1.4		0.0		0.5		0.8		0.9		0.5		1.4		23.0		1.03

		対象になった		916		10.3		14.6		48.1		26.2		0.7		0.5		0.7		0.0		0.5		0.2		0.8		0.1		0.8		24.9		1.03

		対象になっていない		195		8.2		5.6		42.1		22.6		0.5		6.2		5.1		0.0		0.5		3.6		1.5		2.1		4.6		13.8		1.03

		【近畿】		3585		15.8		24.1		28.3		27.8		1.5		1.6		0.7		0.0		1.2		0.8		0.2		0.4		2.2		39.7		1.05

		対象になった		3049		17.6		27.3		26.1		28.9		1.0		0.5		0.4		0.0		1.2		0.6		0.1		0.2		1.1		44.7		1.05

		対象になっていない		536		5.4		6.0		40.9		21.1		4.7		7.8		2.6		0.2		1.1		1.9		0.6		2.1		8.4		11.4		1.03

		【中国・四国】		1998		16.2		19.2		41.4		21.6		0.9		1.0		1.1		0.0		1.1		1.3		0.2		0.2		1.6		35.1		1.06

		対象になった		1619		18.7		21.8		39.4		21.8		0.6		0.6		0.5		0.0		1.2		0.7		0.2		0.2		0.7		40.3		1.06

		対象になっていない		379		5.3		7.9		49.9		20.6		2.4		2.9		3.4		0.0		0.5		4.0		0.3		0.3		5.5		13.2		1.03

		【九州】		1940		7.4		20.6		43.3		21.9		2.3		1.2		0.6		0.1		0.8		3.5		0.3		0.1		3.2		27.8		1.05

		対象になった		1601		8.4		23.8		41.2		23.6		1.7		0.7		0.4		0.1		0.8		2.4		0.1		0.1		2.5		32.0		1.06

		対象になっていない		339		2.7		5.3		53.1		13.9		5.0		3.2		1.8		0.0		0.9		8.3		1.2		0.0		6.8		8.0		1.02

		【沖縄】		360		5.6		2.8		55.3		16.1		3.9		1.9		0.3		0.0		0.6		1.7		1.1		0.3		18.3		8.1		1.08

		対象になった		269		7.4		3.3		55.8		19.0		3.0		0.7		0.4		0.0		0.7		1.9		1.5		0.4		14.1		10.4		1.08

		対象になっていない		91		0.0		1.1		53.8		7.7		6.6		5.5		0.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		30.8		1.1		1.07

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		5.2		39.0		38.3		5.7		1.7		2.1		0.3		0.0		1.0		0.4		1.0		3.9		5.5		44.1		1.04

		対象になった		1708		6.0		47.2		34.7		6.4		0.9		1.1		0.2		0.1		0.9		0.3		1.0		2.7		3.0		53.0		1.05

		対象になっていない		413		1.9		5.1		53.0		2.7		4.8		6.1		0.7		0.0		1.2		0.7		1.2		9.0		15.7		7.0		1.02

		【神奈川】		725		5.2		37.7		37.1		12.3		3.2		1.4		0.6		0.0		0.6		0.6		0.1		4.3		1.2		42.9		1.04

		対象になった		599		6.0		44.2		34.6		13.2		1.2		0.5		0.5		0.0		0.7		0.0		0.2		2.3		0.5		50.3		1.04

		対象になっていない		126		1.6		6.3		49.2		7.9		12.7		5.6		0.8		0.0		0.0		3.2		0.0		13.5		4.8		7.9		1.06

		【埼玉】		718		6.8		40.5		34.8		9.1		2.4		0.7		2.1		0.1		1.7		0.4		1.0		0.4		3.6		47.1		1.04

		対象になった		614		7.2		46.1		32.6		10.3		1.3		0.3		1.3		0.0		2.0		0.5		0.7		0.2		1.3		53.1		1.04

		対象になっていない		104		4.8		7.7		48.1		1.9		8.7		2.9		6.7		1.0		0.0		0.0		2.9		1.9		17.3		11.5		1.04

		【千葉】		1070		8.4		44.2		29.2		11.7		1.5		1.8		2.7		0.0		0.5		0.7		0.1		0.7		2.0		52.4		1.03

		対象になった		931		8.9		49.6		26.7		12.7		0.8		0.6		2.0		0.0		0.5		0.3		0.1		0.1		1.3		58.3		1.04

		対象になっていない		139		5.0		7.9		45.3		5.0		6.5		9.4		7.2		0.0		0.0		2.9		0.0		5.0		6.5		12.9		1.01

		【茨城・群馬・栃木】		1029		11.1		19.2		33.2		33.0		1.1		0.7		0.7		0.0		0.7		0.4		0.8		0.1		2.8		30.0		1.04

		対象になった		884		12.4		21.8		29.8		34.5		0.7		0.6		0.5		0.0		0.8		0.3		0.8		0.1		2.1		33.9		1.04

		対象になっていない		145		2.8		3.4		54.5		24.1		3.4		1.4		2.1		0.0		0.0		0.7		0.7		0.0		6.9		6.2		1.00

		【大阪】		1542		12.8		30.0		23.9		29.3		2.0		1.9		0.3		0.0		1.2		0.7		0.1		0.1		1.7		42.7		1.04

		対象になった		1320		14.0		34.0		21.7		30.0		1.3		0.5		0.2		0.0		1.1		0.7		0.0		0.2		0.6		48.0		1.04

		対象になっていない		222		5.4		5.9		36.9		25.2		6.3		10.4		0.9		0.0		1.8		0.9		0.5		0.0		8.1		11.3		1.02

		【兵庫】		965		14.7		21.6		25.1		34.2		1.5		2.0		0.8		0.0		1.1		1.6		0.4		0.1		3.3		36.0		1.06

		対象になった		804		16.8		24.4		22.1		36.9		0.7		0.7		0.4		0.0		1.2		1.0		0.2		0.1		2.2		40.8		1.07

		対象になっていない		161		4.3		7.5		39.8		20.5		5.0		8.1		3.1		0.0		0.6		4.3		1.2		0.0		8.7		11.8		1.03

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		21.0		18.0		37.4		19.8		0.8		0.7		1.1		0.1		1.4		0.2		0.2		1.2		1.9		39.0		1.04

		対象になった		925		23.4		20.2		35.7		20.4		0.6		0.2		0.5		0.0		1.5		0.1		0.2		0.2		0.8		43.6		1.04

		対象になっていない		153		6.5		4.6		47.7		15.7		2.0		3.9		4.6		0.7		0.7		0.7		0.0		7.2		8.5		11.1		1.03

		【岡山】		279		25.4		10.0		44.8		17.9		0.0		1.8		1.4		0.0		2.9		1.8		0.0		0.4		2.5		35.5		1.09

		対象になった		245		27.8		9.8		46.5		17.6		0.0		1.2		1.2		0.0		2.9		1.6		0.0		0.4		0.8		37.6		1.10

		対象になっていない		34		8.8		11.8		32.4		20.6		0.0		5.9		2.9		0.0		2.9		2.9		0.0		0.0		14.7		20.6		1.03

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		5.5		35.6		36.9		14.5		3.4		1.9		0.6		0.0		1.1		1.3		0.2		0.9		2.6		41.0		1.04

		対象になった		1460		6.1		41.9		33.5		16.3		1.8		0.9		0.3		0.0		1.2		0.8		0.2		0.3		1.6		47.9		1.05

		対象になっていない		317		2.5		6.6		52.7		6.0		10.4		6.3		1.9		0.0		0.9		3.8		0.3		3.8		7.3		9.1		1.03

		【新政令市】		604		5.0		21.5		27.2		43.7		1.8		0.7		0.7		0.0		1.0		0.7		0.0		0.8		2.6		26.5		1.06

		対象になった		525		5.0		23.2		26.5		45.1		1.3		0.4		0.6		0.0		1.1		0.6		0.0		0.4		1.1		28.2		1.05

		対象になっていない		79		5.1		10.1		31.6		34.2		5.1		2.5		1.3		0.0		0.0		1.3		0.0		3.8		12.7		15.2		1.08

		【利用者】Ｑ１０　今回、無償化の対象になったお子さんはいらっしゃいますか？（ＳＡ）

				総数		いる		いない

		全体		18922		83.7		16.3

		＜地方別＞

		北海道		1330		85.6		14.4

		東北		1155		82.7		17.3

		関東		5663		83.6		16.4

		東海		1780		87.6		12.4

		甲信越・北陸		1111		82.4		17.6

		近畿		3585		85.0		15.0

		中国・四国		1998		81.0		19.0

		九州		1940		82.5		17.5

		沖縄		360		74.7		25.3

		＜地方詳細＞

		東京		2121		80.5		19.5

		神奈川		725		82.6		17.4

		埼玉		718		85.5		14.5

		千葉		1070		87.0		13.0

		茨城・群馬・栃木		1029		85.9		14.1

		大阪		1542		85.6		14.4

		兵庫		965		83.3		16.7

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		85.8		14.2

		岡山		279		87.8		12.2

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		82.2		17.8

		新政令市		604		86.9		13.1

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		95.8		4.2

		　公立幼稚園		1944		93.9		6.1

		　私立幼稚園		4888		96.5		3.5

		保育園		7007		78.6		21.4

		こども園		3999		87.9		12.1

		その他		1900		54.3		45.7

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		93.9		6.1

		私立幼稚園		4888		96.5		3.5

		認可保育所		7007		78.6		21.4

		認定こども園		3999		87.9		12.1

		小規模保育		307		52.4		47.6

		家庭的保育		247		37.2		62.8

		事業所内保育		190		48.9		51.1

		居宅訪問型保育		5		40.0		60.0

		障がい児の発達支援		193		89.1		10.9

		企業主導型保育		192		54.7		45.3

		地方独自の保育施設		105		74.3		25.7

		幼稚園類似施設		171		48.0		52.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		51.0		49.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		100.0		0.0

		対象になっていない		3079		0.0		100.0

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		85.6		14.4

		幼稚園		487		97.7		2.3

		　公立幼稚園		93		97.8		2.2

		　私立幼稚園		394		97.7		2.3

		保育園		407		77.4		22.6

		こども園		369		89.2		10.8

		その他		134		63.4		36.6

		【東北】		1155		82.7		17.3

		幼稚園		294		94.2		5.8

		　公立幼稚園		86		89.5		10.5

		　私立幼稚園		208		96.2		3.8

		保育園		457		78.1		21.9

		こども園		369		85.9		14.1

		その他		103		63.1		36.9

		【関東】		5663		83.6		16.4

		幼稚園		2454		96.8		3.2

		　公立幼稚園		402		93.5		6.5

		　私立幼稚園		2062		97.4		2.6

		保育園		1985		76.2		23.8

		こども園		740		91.2		8.8

		その他		677		51.7		48.3

		【東海】		1780		87.6		12.4

		幼稚園		623		97.4		2.6

		　公立幼稚園		202		96.5		3.5

		　私立幼稚園		423		97.9		2.1

		保育園		755		84.8		15.2

		こども園		328		89.0		11.0

		その他		128		56.3		43.8

		【甲信越・北陸】		1111		82.4		17.6

		幼稚園		255		89.4		10.6

		　公立幼稚園		110		85.5		14.5

		　私立幼稚園		145		92.4		7.6

		保育園		523		84.3		15.7

		こども園		284		84.5		15.5

		その他		85		44.7		55.3

		【近畿】		3585		85.0		15.0

		幼稚園		1425		95.7		4.3

		　公立幼稚園		565		94.9		5.1

		　私立幼稚園		864		96.3		3.7

		保育園		1014		78.4		21.6

		こども園		995		88.6		11.4

		その他		300		49.3		50.7

		【中国・四国】		1998		81.0		19.0

		幼稚園		702		92.9		7.1

		　公立幼稚園		323		93.8		6.2

		　私立幼稚園		383		92.2		7.8

		保育園		827		77.1		22.9

		こども園		431		81.9		18.1

		その他		144		50.7		49.3

		【九州】		1940		82.5		17.5

		幼稚園		539		95.0		5.0

		　公立幼稚園		143		93.7		6.3

		　私立幼稚園		399		95.5		4.5

		保育園		840		78.6		21.4

		こども園		425		88.9		11.1

		その他		232		60.8		39.2

		【沖縄】		360		74.7		25.3

		幼稚園		29		96.6		3.4

		　公立幼稚園		20		100.0		0.0

		　私立幼稚園		10		90.0		10.0

		保育園		199		75.4		24.6

		こども園		58		87.9		12.1

		その他		97		61.9		38.1

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		80.5		19.5

		幼稚園		935		96.9		3.1

		　公立幼稚園		111		92.8		7.2

		　私立幼稚園		827		97.5		2.5

		保育園		812		73.0		27.0

		こども園		121		90.9		9.1

		その他		330		51.2		48.8

		【神奈川】		725		82.6		17.4

		幼稚園		311		96.8		3.2

		　公立幼稚園		38		94.7		5.3

		　私立幼稚園		273		97.1		2.9

		保育園		269		77.0		23.0

		こども園		89		88.8		11.2

		その他		85		41.2		58.8

		【埼玉】		718		85.5		14.5

		幼稚園		338		96.4		3.6

		　公立幼稚園		49		89.8		10.2

		　私立幼稚園		291		97.3		2.7

		保育園		250		80.0		20.0

		こども園		65		96.9		3.1

		その他		88		51.1		48.9

		【千葉】		1070		87.0		13.0

		幼稚園		561		96.8		3.2

		　公立幼稚園		90		92.2		7.8

		　私立幼稚園		473		97.7		2.3

		保育園		312		79.8		20.2

		こども園		125		94.4		5.6

		その他		102		50.0		50.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		85.9		14.1

		幼稚園		309		97.1		2.9

		　公立幼稚園		114		96.5		3.5

		　私立幼稚園		198		97.5		2.5

		保育園		342		76.9		23.1

		こども園		340		89.7		10.3

		その他		72		69.4		30.6

		【大阪】		1542		85.6		14.4

		幼稚園		658		96.2		3.8

		　公立幼稚園		197		93.9		6.1

		　私立幼稚園		462		97.2		2.8

		保育園		369		77.8		22.2

		こども園		452		87.6		12.4

		その他		121		47.9		52.1

		【兵庫】		965		83.3		16.7

		幼稚園		347		94.5		5.5

		　公立幼稚園		142		95.1		4.9

		　私立幼稚園		208		94.2		5.8

		保育園		242		73.6		26.4

		こども園		330		90.0		10.0

		その他		102		52.0		48.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		85.8		14.2

		幼稚園		420		96.0		4.0

		　公立幼稚園		226		95.6		4.4

		　私立幼稚園		194		96.4		3.6

		保育園		403		81.9		18.1

		こども園		213		88.7		11.3

		その他		77		48.1		51.9

		【岡山】		279		87.8		12.2

		幼稚園		99		92.9		7.1

		　公立幼稚園		71		95.8		4.2

		　私立幼稚園		28		85.7		14.3

		保育園		125		91.2		8.8

		こども園		50		86.0		14.0

		その他		30		66.7		33.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		82.2		17.8

		幼稚園		728		96.0		4.0

		　公立幼稚園		97		91.8		8.2

		　私立幼稚園		633		96.7		3.3

		保育園		656		74.5		25.5

		こども園		257		92.6		7.4

		その他		209		48.8		51.2

		【新政令市】		604		86.9		13.1

		幼稚園		160		92.5		7.5

		　公立幼稚園		30		86.7		13.3

		　私立幼稚園		130		93.8		6.2

		保育園		164		84.8		15.2

		こども園		264		89.8		10.2

		その他		50		58.0		42.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		85.6		14.4

		対象になった		1139		100.0		0.0

		対象になっていない		191		0.0		100.0

		【東北】		1155		82.7		17.3

		対象になった		955		100.0		0.0

		対象になっていない		200		0.0		100.0

		【関東】		5663		83.6		16.4

		対象になった		4736		100.0		0.0

		対象になっていない		927		0.0		100.0

		【東海】		1780		87.6		12.4

		対象になった		1559		100.0		0.0

		対象になっていない		221		0.0		100.0

		【甲信越・北陸】		1111		82.4		17.6

		対象になった		916		100.0		0.0

		対象になっていない		195		0.0		100.0

		【近畿】		3585		85.0		15.0

		対象になった		3049		100.0		0.0

		対象になっていない		536		0.0		100.0

		【中国・四国】		1998		81.0		19.0

		対象になった		1619		100.0		0.0

		対象になっていない		379		0.0		100.0

		【九州】		1940		82.5		17.5

		対象になった		1601		100.0		0.0

		対象になっていない		339		0.0		100.0

		【沖縄】		360		74.7		25.3

		対象になった		269		100.0		0.0

		対象になっていない		91		0.0		100.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		80.5		19.5

		対象になった		1708		100.0		0.0

		対象になっていない		413		0.0		100.0

		【神奈川】		725		82.6		17.4

		対象になった		599		100.0		0.0

		対象になっていない		126		0.0		100.0

		【埼玉】		718		85.5		14.5

		対象になった		614		100.0		0.0

		対象になっていない		104		0.0		100.0

		【千葉】		1070		87.0		13.0

		対象になった		931		100.0		0.0

		対象になっていない		139		0.0		100.0

		【茨城・群馬・栃木】		1029		85.9		14.1

		対象になった		884		100.0		0.0

		対象になっていない		145		0.0		100.0

		【大阪】		1542		85.6		14.4

		対象になった		1320		100.0		0.0

		対象になっていない		222		0.0		100.0

		【兵庫】		965		83.3		16.7

		対象になった		804		100.0		0.0

		対象になっていない		161		0.0		100.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		85.8		14.2

		対象になった		925		100.0		0.0

		対象になっていない		153		0.0		100.0

		【岡山】		279		87.8		12.2

		対象になった		245		100.0		0.0

		対象になっていない		34		0.0		100.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		82.2		17.8

		対象になった		1460		100.0		0.0

		対象になっていない		317		0.0		100.0

		【新政令市】		604		86.9		13.1

		対象になった		525		100.0		0.0

		対象になっていない		79		0.0		100.0

		【利用者】Ｑ１１　今回の幼児教育・保育の無償化に対する評価を教えてください。（ＳＡ）

				総数		評価する		やや評価する		どちらとも言えない		あまり評価しない		評価しない		評価する・計		評価しない・計

		全体		18922		65.2		22.5		6.6		4.1		1.6		87.7		5.7

		＜地方別＞

		北海道		1330		62.7		22.8		8.1		5.1		1.3		85.5		6.4

		東北		1155		62.1		25.4		7.9		3.8		0.9		87.4		4.7

		関東		5663		67.6		21.1		6.0		3.6		1.7		88.7		5.3

		東海		1780		63.8		23.9		6.5		4.4		1.4		87.7		5.8

		甲信越・北陸		1111		66.5		22.0		6.6		3.9		1.1		88.5		5.0

		近畿		3585		66.2		22.7		5.8		3.6		1.7		88.9		5.3

		中国・四国		1998		62.1		24.7		7.0		4.4		1.9		86.7		6.3

		九州		1940		64.7		20.9		7.7		4.6		2.1		85.6		6.6

		沖縄		360		61.9		20.8		8.1		6.9		2.2		82.8		9.2

		＜地方詳細＞

		東京		2121		64.1		23.1		6.7		3.9		2.3		87.1		6.2

		神奈川		725		64.7		21.2		5.9		4.7		3.4		85.9		8.1

		埼玉		718		71.7		20.6		5.7		1.5		0.4		92.3		1.9

		千葉		1070		73.6		18.0		4.2		3.1		1.1		91.6		4.2

		茨城・群馬・栃木		1029		67.8		20.7		6.6		4.3		0.6		88.5		4.9

		大阪		1542		65.8		23.9		5.0		4.3		1.0		89.7		5.3

		兵庫		965		68.4		21.0		6.7		2.9		0.9		89.4		3.8

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		64.7		22.4		6.2		3.3		3.2		87.2		6.6

		岡山		279		60.9		24.7		7.2		5.0		2.2		85.7		7.2

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		66.1		22.2		5.5		3.9		2.3		88.4		6.2

		新政令市		604		62.7		24.5		6.3		4.8		1.7		87.3		6.5

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		72.1		19.8		4.6		2.8		0.7		91.9		3.5

		　公立幼稚園		1944		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9

		　私立幼稚園		4888		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4

		保育園		7007		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9

		こども園		3999		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0

		その他		1900		52.0		25.8		10.4		5.9		5.9		77.8		11.8

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		72.6		19.0		4.5		3.1		0.7		91.6		3.9

		私立幼稚園		4888		71.9		20.1		4.6		2.6		0.7		92.0		3.4

		認可保育所		7007		63.8		22.8		7.5		4.4		1.5		86.6		5.9

		認定こども園		3999		62.2		24.9		6.9		4.8		1.2		87.1		6.0

		小規模保育		307		50.5		27.0		12.7		6.8		2.9		77.5		9.8

		家庭的保育		247		53.4		32.0		9.3		4.0		1.2		85.4		5.3

		事業所内保育		190		56.3		27.9		9.5		3.7		2.6		84.2		6.3

		居宅訪問型保育		5		60.0		20.0		0.0		20.0		0.0		80.0		20.0

		障がい児の発達支援		193		70.5		18.7		6.7		2.6		1.6		89.1		4.1

		企業主導型保育		192		52.6		29.2		13.0		3.6		1.6		81.8		5.2

		地方独自の保育施設		105		59.0		28.6		10.5		0.0		1.9		87.6		1.9

		幼稚園類似施設		171		34.5		11.7		8.8		13.5		31.6		46.2		45.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		47.1		27.0		11.1		8.1		6.8		74.1		14.8

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		69.2		21.4		5.1		3.4		0.9		90.6		4.3

		対象になっていない		3079		44.7		27.9		14.6		7.5		5.4		72.6		12.9

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		62.7		22.8		8.1		5.1		1.3		85.5		6.4

		幼稚園		487		69.6		22.0		4.7		3.1		0.6		91.6		3.7

		　公立幼稚園		93		67.7		21.5		4.3		5.4		1.1		89.2		6.5

		　私立幼稚園		394		70.1		22.1		4.8		2.5		0.5		92.1		3.0

		保育園		407		60.0		22.1		8.1		8.1		1.7		82.1		9.8

		こども園		369		57.2		25.5		10.0		6.0		1.4		82.7		7.3

		その他		134		59.0		21.6		14.2		3.7		1.5		80.6		5.2

		【東北】		1155		62.1		25.4		7.9		3.8		0.9		87.4		4.7

		幼稚園		294		70.1		22.1		4.8		1.7		1.4		92.2		3.1

		　公立幼稚園		86		65.1		26.7		5.8		2.3		0.0		91.9		2.3

		　私立幼稚園		208		72.1		20.2		4.3		1.4		1.9		92.3		3.4

		保育園		457		58.6		24.9		10.7		4.6		1.1		83.6		5.7

		こども園		369		59.1		28.5		7.3		4.6		0.5		87.5		5.1

		その他		103		65.0		25.2		6.8		1.9		1.0		90.3		2.9

		【関東】		5663		67.6		21.1		6.0		3.6		1.7		88.7		5.3

		幼稚園		2454		73.1		18.9		4.6		2.8		0.6		92.1		3.3

		　公立幼稚園		402		74.9		18.7		4.0		2.2		0.2		93.5		2.5

		　私立幼稚園		2062		72.8		19.0		4.7		2.9		0.6		91.8		3.5

		保育園		1985		67.1		22.2		6.2		3.5		1.1		89.2		4.5

		こども園		740		66.2		22.8		6.8		3.6		0.5		89.1		4.2

		その他		677		50.5		24.5		9.5		6.9		8.6		75.0		15.5

		【東海】		1780		63.8		23.9		6.5		4.4		1.4		87.7		5.8

		幼稚園		623		72.4		19.4		4.0		3.9		0.3		91.8		4.2

		　公立幼稚園		202		68.3		20.8		5.0		5.9		0.0		89.1		5.9

		　私立幼稚園		423		74.5		18.7		3.5		2.8		0.5		93.1		3.3

		保育園		755		61.7		24.6		8.5		3.3		1.9		86.4		5.2

		こども園		328		54.6		29.6		7.0		7.0		1.8		84.1		8.8

		その他		128		58.6		28.1		3.9		6.3		3.1		86.7		9.4

		【甲信越・北陸】		1111		66.5		22.0		6.6		3.9		1.1		88.5		5.0

		幼稚園		255		74.1		17.6		4.7		2.7		0.8		91.8		3.5

		　公立幼稚園		110		76.4		16.4		2.7		3.6		0.9		92.7		4.5

		　私立幼稚園		145		72.4		18.6		6.2		2.1		0.7		91.0		2.8

		保育園		523		70.0		19.9		5.5		3.4		1.1		89.9		4.6

		こども園		284		58.1		28.9		7.4		4.6		1.1		87.0		5.6

		その他		85		55.3		21.2		15.3		5.9		2.4		76.5		8.2

		【近畿】		3585		66.2		22.7		5.8		3.6		1.7		88.9		5.3

		幼稚園		1425		71.6		21.1		4.4		2.3		0.7		92.6		3.0

		　公立幼稚園		565		73.6		19.8		3.9		1.8		0.9		93.5		2.7

		　私立幼稚園		864		70.3		21.9		4.6		2.7		0.6		92.1		3.2

		保育園		1014		61.0		23.8		8.0		5.3		1.9		84.8		7.2

		こども園		995		66.9		22.8		4.9		4.1		1.2		89.7		5.3

		その他		300		52.7		28.0		10.3		2.3		6.7		80.7		9.0

		【中国・四国】		1998		62.1		24.7		7.0		4.4		1.9		86.7		6.3

		幼稚園		702		69.7		20.4		4.7		4.0		1.3		90.0		5.3

		　公立幼稚園		323		72.8		15.5		5.6		4.6		1.5		88.2		6.2

		　私立幼稚園		383		67.4		24.3		3.9		3.4		1.0		91.6		4.4

		保育園		827		59.9		26.4		7.6		4.1		2.1		86.2		6.2

		こども園		431		57.5		28.3		7.4		4.9		1.9		85.8		6.7

		その他		144		58.3		20.1		13.2		4.9		3.5		78.5		8.3

		【九州】		1940		64.7		20.9		7.7		4.6		2.1		85.6		6.6

		幼稚園		539		73.7		18.2		5.8		1.7		0.7		91.8		2.4

		　公立幼稚園		143		71.3		18.9		7.0		2.8		0.0		90.2		2.8

		　私立幼稚園		399		74.2		18.3		5.3		1.3		1.0		92.5		2.3

		保育園		840		66.1		19.0		8.0		5.2		1.7		85.1		6.9

		こども園		425		63.8		21.9		7.1		5.4		1.9		85.6		7.3

		その他		232		38.8		32.8		13.4		8.6		6.5		71.6		15.1

		【沖縄】		360		61.9		20.8		8.1		6.9		2.2		82.8		9.2

		幼稚園		29		72.4		20.7		0.0		3.4		3.4		93.1		6.9

		　公立幼稚園		20		80.0		15.0		0.0		0.0		5.0		95.0		5.0

		　私立幼稚園		10		60.0		30.0		0.0		10.0		0.0		90.0		10.0

		保育園		199		63.8		21.1		7.5		6.5		1.0		84.9		7.5

		こども園		58		69.0		12.1		13.8		5.2		0.0		81.0		5.2

		その他		97		47.4		27.8		8.2		11.3		5.2		75.3		16.5

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		64.1		23.1		6.7		3.9		2.3		87.1		6.2

		幼稚園		935		67.0		23.3		5.9		3.3		0.5		90.3		3.9

		　公立幼稚園		111		76.6		19.8		0.0		3.6		0.0		96.4		3.6

		　私立幼稚園		827		65.5		23.9		6.7		3.3		0.6		89.5		3.9

		保育園		812		68.1		21.8		6.0		3.2		0.9		89.9		4.1

		こども園		121		64.5		24.0		5.8		4.1		1.7		88.4		5.8

		その他		330		46.7		24.5		10.6		7.6		10.6		71.2		18.2

		【神奈川】		725		64.7		21.2		5.9		4.7		3.4		85.9		8.1

		幼稚園		311		74.9		17.7		4.2		2.3		1.0		92.6		3.2

		　公立幼稚園		38		55.3		36.8		7.9		0.0		0.0		92.1		0.0

		　私立幼稚園		273		77.7		15.0		3.7		2.6		1.1		92.7		3.7

		保育園		269		60.2		24.5		7.4		5.6		2.2		84.8		7.8

		こども園		89		62.9		27.0		5.6		4.5		0.0		89.9		4.5

		その他		85		38.8		23.5		7.1		10.6		20.0		62.4		30.6

		【埼玉】		718		71.7		20.6		5.7		1.5		0.4		92.3		1.9

		幼稚園		338		80.2		15.7		3.0		0.9		0.3		95.9		1.2

		　公立幼稚園		49		77.6		16.3		6.1		0.0		0.0		93.9		0.0

		　私立幼稚園		291		80.8		15.5		2.4		1.0		0.3		96.2		1.4

		保育園		250		66.4		24.4		7.2		1.6		0.4		90.8		2.0

		こども園		65		78.5		13.8		6.2		1.5		0.0		92.3		1.5

		その他		88		53.4		30.7		11.4		3.4		1.1		84.1		4.5

		【千葉】		1070		73.6		18.0		4.2		3.1		1.1		91.6		4.2

		幼稚園		561		77.0		15.3		3.2		3.9		0.5		92.3		4.5

		　公立幼稚園		90		75.6		17.8		4.4		2.2		0.0		93.3		2.2

		　私立幼稚園		473		77.4		14.8		3.0		4.2		0.6		92.2		4.9

		保育園		312		71.5		20.8		4.8		1.9		1.0		92.3		2.9

		こども園		125		75.2		19.2		4.0		0.8		0.8		94.4		1.6

		その他		102		57.8		23.5		9.8		3.9		4.9		81.4		8.8

		【茨城・群馬・栃木】		1029		67.8		20.7		6.6		4.3		0.6		88.5		4.9

		幼稚園		309		75.4		16.8		5.5		1.6		0.6		92.2		2.3

		　公立幼稚園		114		78.1		13.2		5.3		2.6		0.9		91.2		3.5

		　私立幼稚園		198		74.2		18.7		5.6		1.0		0.5		92.9		1.5

		保育園		342		66.4		20.8		6.4		5.3		1.2		87.1		6.4

		こども園		340		62.1		24.4		8.5		4.7		0.3		86.5		5.0

		その他		72		68.1		19.4		4.2		8.3		0.0		87.5		8.3

		【大阪】		1542		65.8		23.9		5.0		4.3		1.0		89.7		5.3

		幼稚園		658		69.8		23.1		3.5		3.0		0.6		92.9		3.6

		　公立幼稚園		197		74.6		20.8		2.5		1.5		0.5		95.4		2.0

		　私立幼稚園		462		67.5		24.2		3.9		3.7		0.6		91.8		4.3

		保育園		369		60.7		24.4		6.8		6.8		1.4		85.1		8.1

		こども園		452		66.8		21.9		5.5		4.4		1.3		88.7		5.8

		その他		121		57.9		32.2		7.4		1.7		0.8		90.1		2.5

		【兵庫】		965		68.4		21.0		6.7		2.9		0.9		89.4		3.8

		幼稚園		347		77.2		17.6		3.5		1.4		0.3		94.8		1.7

		　公立幼稚園		142		79.6		15.5		4.2		0.7		0.0		95.1		0.7

		　私立幼稚園		208		76.0		18.8		2.9		1.9		0.5		94.7		2.4

		保育園		242		62.4		21.1		9.9		5.0		1.7		83.5		6.6

		こども園		330		66.7		23.9		5.2		3.3		0.9		90.6		4.2

		その他		102		53.9		26.5		15.7		2.9		1.0		80.4		3.9

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		64.7		22.4		6.2		3.3		3.2		87.2		6.6

		幼稚園		420		69.8		20.7		6.4		1.9		1.2		90.5		3.1

		　公立幼稚園		226		69.0		21.7		4.9		2.7		1.8		90.7		4.4

		　私立幼稚園		194		70.6		19.6		8.2		1.0		0.5		90.2		1.5

		保育園		403		60.5		24.8		7.9		4.2		2.5		85.4		6.7

		こども園		213		67.6		23.0		3.3		4.7		1.4		90.6		6.1

		その他		77		42.9		23.4		7.8		2.6		23.4		66.2		26.0

		【岡山】		279		60.9		24.7		7.2		5.0		2.2		85.7		7.2

		幼稚園		99		72.7		18.2		2.0		6.1		1.0		90.9		7.1

		　公立幼稚園		71		77.5		14.1		1.4		5.6		1.4		91.5		7.0

		　私立幼稚園		28		60.7		28.6		3.6		7.1		0.0		89.3		7.1

		保育園		125		58.4		24.8		8.8		4.8		3.2		83.2		8.0

		こども園		50		56.0		34.0		4.0		4.0		2.0		90.0		6.0

		その他		30		53.3		23.3		23.3		0.0		0.0		76.7		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		66.1		22.2		5.5		3.9		2.3		88.4		6.2

		幼稚園		728		72.8		20.2		3.3		2.9		0.8		93.0		3.7

		　公立幼稚園		97		59.8		29.9		6.2		4.1		0.0		89.7		4.1

		　私立幼稚園		633		74.6		19.0		2.8		2.7		0.9		93.5		3.6

		保育園		656		65.2		23.5		6.7		3.8		0.8		88.7		4.6

		こども園		257		62.6		24.1		5.1		5.4		2.7		86.8		8.2

		その他		209		45.9		26.3		9.6		6.7		11.5		72.2		18.2

		【新政令市】		604		62.7		24.5		6.3		4.8		1.7		87.3		6.5

		幼稚園		160		75.6		18.8		3.8		1.3		0.6		94.4		1.9

		　公立幼稚園		30		83.3		13.3		3.3		0.0		0.0		96.7		0.0

		　私立幼稚園		130		73.8		20.0		3.8		1.5		0.8		93.8		2.3

		保育園		164		67.7		21.3		6.1		3.0		1.8		89.0		4.9

		こども園		264		54.5		29.5		6.1		8.0		1.9		84.1		9.8

		その他		50		50.0		30.0		14.0		2.0		4.0		80.0		6.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		62.7		22.8		8.1		5.1		1.3		85.5		6.4

		対象になった		1139		67.3		22.0		6.2		3.7		0.7		89.4		4.4

		対象になっていない		191		35.1		27.2		19.4		13.6		4.7		62.3		18.3

		【東北】		1155		62.1		25.4		7.9		3.8		0.9		87.4		4.7

		対象になった		955		66.1		24.6		6.1		2.8		0.4		90.7		3.2

		対象になっていない		200		43.0		29.0		16.5		8.5		3.0		72.0		11.5

		【関東】		5663		67.6		21.1		6.0		3.6		1.7		88.7		5.3

		対象になった		4736		71.5		20.2		4.5		3.0		0.7		91.8		3.7

		対象になっていない		927		47.5		25.8		13.4		6.9		6.5		73.2		13.4

		【東海】		1780		63.8		23.9		6.5		4.4		1.4		87.7		5.8

		対象になった		1559		65.7		23.0		5.8		4.4		1.0		88.7		5.5

		対象になっていない		221		50.2		30.3		10.9		4.5		4.1		80.5		8.6

		【甲信越・北陸】		1111		66.5		22.0		6.6		3.9		1.1		88.5		5.0

		対象になった		916		70.2		21.2		4.6		3.2		0.9		91.4		4.0

		対象になっていない		195		49.2		25.6		15.9		7.2		2.1		74.9		9.2

		【近畿】		3585		66.2		22.7		5.8		3.6		1.7		88.9		5.3

		対象になった		3049		70.2		21.6		4.1		3.1		1.0		91.8		4.1

		対象になっていない		536		43.7		28.7		15.7		6.3		5.6		72.4		11.9

		【中国・四国】		1998		62.1		24.7		7.0		4.4		1.9		86.7		6.3

		対象になった		1619		66.0		23.3		5.6		3.9		1.2		89.3		5.1

		対象になっていない		379		45.4		30.3		13.2		6.3		4.7		75.7		11.1

		【九州】		1940		64.7		20.9		7.7		4.6		2.1		85.6		6.6

		対象になった		1601		70.0		19.2		6.0		3.9		0.9		89.1		4.9

		対象になっていない		339		39.8		29.2		15.9		7.7		7.4		69.0		15.0

		【沖縄】		360		61.9		20.8		8.1		6.9		2.2		82.8		9.2

		対象になった		269		69.9		19.0		6.3		3.7		1.1		88.8		4.8

		対象になっていない		91		38.5		26.4		13.2		16.5		5.5		64.8		22.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		64.1		23.1		6.7		3.9		2.3		87.1		6.2

		対象になった		1708		68.3		22.8		4.9		3.2		0.7		91.2		3.9

		対象になっていない		413		46.5		24.0		14.0		6.5		9.0		70.5		15.5

		【神奈川】		725		64.7		21.2		5.9		4.7		3.4		85.9		8.1

		対象になった		599		70.1		20.2		4.3		3.3		2.0		90.3		5.3

		対象になっていない		126		38.9		26.2		13.5		11.1		10.3		65.1		21.4

		【埼玉】		718		71.7		20.6		5.7		1.5		0.4		92.3		1.9

		対象になった		614		75.4		18.9		4.2		1.1		0.3		94.3		1.5

		対象になっていない		104		50.0		30.8		14.4		3.8		1.0		80.8		4.8

		【千葉】		1070		73.6		18.0		4.2		3.1		1.1		91.6		4.2

		対象になった		931		77.3		16.4		3.0		2.7		0.5		93.8		3.2

		対象になっていない		139		48.2		28.8		12.2		5.8		5.0		77.0		10.8

		【茨城・群馬・栃木】		1029		67.8		20.7		6.6		4.3		0.6		88.5		4.9

		対象になった		884		69.9		20.1		5.8		3.7		0.5		90.0		4.2

		対象になっていない		145		55.2		24.1		11.7		7.6		1.4		79.3		9.0

		【大阪】		1542		65.8		23.9		5.0		4.3		1.0		89.7		5.3

		対象になった		1320		69.1		22.2		4.2		3.6		0.8		91.3		4.5

		対象になっていない		222		46.4		33.8		9.5		8.1		2.3		80.2		10.4

		【兵庫】		965		68.4		21.0		6.7		2.9		0.9		89.4		3.8

		対象になった		804		73.0		19.9		3.6		2.7		0.7		92.9		3.5

		対象になっていない		161		45.3		26.7		22.4		3.7		1.9		72.0		5.6

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		64.7		22.4		6.2		3.3		3.2		87.2		6.6

		対象になった		925		69.2		22.3		4.3		2.8		1.4		91.5		4.2

		対象になっていない		153		37.9		23.5		17.6		6.5		14.4		61.4		20.9

		【岡山】		279		60.9		24.7		7.2		5.0		2.2		85.7		7.2

		対象になった		245		63.3		24.9		4.9		4.9		2.0		88.2		6.9

		対象になっていない		34		44.1		23.5		23.5		5.9		2.9		67.6		8.8

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		66.1		22.2		5.5		3.9		2.3		88.4		6.2

		対象になった		1460		70.8		21.0		4.4		3.2		0.6		91.8		3.8

		対象になっていない		317		44.8		27.8		10.4		6.9		10.1		72.6		17.0

		【新政令市】		604		62.7		24.5		6.3		4.8		1.7		87.3		6.5

		対象になった		525		65.5		23.8		5.1		4.6		1.0		89.3		5.5

		対象になっていない		79		44.3		29.1		13.9		6.3		6.3		73.4		12.7

		【利用者】Ｑ１２　幼児教育・保育の無償化の前後で、給食費は変化しましたか？（ＳＡ）

				総数		高くなった		変わらない		安くなった		分からない

		全体		18922		14.1		51.6		8.8		25.5

		＜地方別＞

		北海道		1330		14.6		49.4		12.4		23.6

		東北		1155		14.2		45.9		9.3		30.6

		関東		5663		12.9		56.2		7.3		23.5

		東海		1780		18.2		49.0		7.0		25.7

		甲信越・北陸		1111		10.2		49.1		10.1		30.6

		近畿		3585		18.2		51.4		7.4		22.9

		中国・四国		1998		9.6		50.1		11.0		29.4

		九州		1940		13.1		50.5		11.1		25.4

		沖縄		360		10.8		42.2		11.9		35.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		6.1		56.6		8.8		28.5

		神奈川		725		18.1		54.2		3.3		24.4

		埼玉		718		15.2		59.1		5.0		20.8

		千葉		1070		9.3		65.0		6.0		19.7

		茨城・群馬・栃木		1029		25.7		45.8		9.9		18.7

		大阪		1542		20.2		49.9		7.7		22.2

		兵庫		965		17.3		53.7		7.8		21.2

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		16.3		51.4		6.9		25.4

		岡山		279		10.4		55.9		7.9		25.8

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		19.4		52.6		5.6		22.5

		新政令市		604		17.2		49.3		7.3		26.2

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		10.9		61.6		9.2		18.2

		　公立幼稚園		1944		6.0		59.9		11.8		22.3

		　私立幼稚園		4888		12.8		62.4		8.2		16.6

		保育園		7007		15.2		45.8		8.3		30.8

		こども園		3999		21.7		45.6		11.6		21.1

		その他		1900		6.1		49.2		5.4		39.3

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		6.0		59.9		11.8		22.3

		私立幼稚園		4888		12.8		62.4		8.2		16.6

		認可保育所		7007		15.2		45.8		8.3		30.8

		認定こども園		3999		21.7		45.6		11.6		21.1

		小規模保育		307		9.1		52.4		4.9		33.6

		家庭的保育		247		4.5		21.9		3.2		70.4

		事業所内保育		190		2.6		55.3		3.7		38.4

		居宅訪問型保育		5		0.0		20.0		0.0		80.0

		障がい児の発達支援		193		9.8		54.9		12.4		22.8

		企業主導型保育		192		6.8		56.3		2.6		34.4

		地方独自の保育施設		105		7.6		52.4		10.5		29.5

		幼稚園類似施設		171		2.9		66.1		2.3		28.7

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		5.6		47.8		5.8		40.7

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		16.1		51.4		10.3		22.2

		対象になっていない		3079		3.8		52.4		1.3		42.6

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		14.6		49.4		12.4		23.6

		幼稚園		487		10.7		52.2		18.5		18.7

		　公立幼稚園		93		8.6		47.3		22.6		21.5

		　私立幼稚園		394		11.2		53.3		17.5		18.0

		保育園		407		13.5		45.0		9.3		32.2

		こども園		369		23.3		48.8		10.6		17.3

		その他		134		11.2		52.2		8.2		28.4

		【東北】		1155		14.2		45.9		9.3		30.6

		幼稚園		294		12.2		57.1		11.6		19.0

		　公立幼稚園		86		14.0		47.7		11.6		26.7

		　私立幼稚園		208		11.5		61.1		11.5		15.9

		保育園		457		12.9		44.6		4.8		37.6

		こども園		369		18.7		37.9		13.6		29.8

		その他		103		7.8		43.7		6.8		41.7

		【関東】		5663		12.9		56.2		7.3		23.5

		幼稚園		2454		10.1		67.0		6.7		16.2

		　公立幼稚園		402		7.5		61.9		10.2		20.4

		　私立幼稚園		2062		10.5		67.9		6.1		15.4

		保育園		1985		15.4		46.7		7.9		30.1

		こども園		740		23.9		47.7		12.0		16.4

		その他		677		3.7		54.5		4.6		37.2

		【東海】		1780		18.2		49.0		7.0		25.7

		幼稚園		623		16.1		58.7		8.7		16.5

		　公立幼稚園		202		10.9		57.9		11.4		19.8

		　私立幼稚園		423		18.4		59.3		7.3		14.9

		保育園		755		20.1		44.2		6.1		29.5

		こども園		328		22.6		44.2		7.9		25.3

		その他		128		10.2		42.2		2.3		45.3

		【甲信越・北陸】		1111		10.2		49.1		10.1		30.6

		幼稚園		255		6.7		54.5		14.5		24.3

		　公立幼稚園		110		1.8		44.5		17.3		36.4

		　私立幼稚園		145		10.3		62.1		12.4		15.2

		保育園		523		8.0		47.0		9.8		35.2

		こども園		284		19.4		45.8		7.4		27.5

		その他		85		2.4		57.6		7.1		32.9

		【近畿】		3585		18.2		51.4		7.4		22.9

		幼稚園		1425		12.1		60.3		7.2		20.4

		　公立幼稚園		565		4.2		65.8		6.2		23.7

		　私立幼稚園		864		17.1		56.8		7.9		18.2

		保育園		1014		23.2		47.4		4.7		24.7

		こども園		995		26.1		44.3		12.4		17.2

		その他		300		6.0		44.7		4.7		44.7

		【中国・四国】		1998		9.6		50.1		11.0		29.4

		幼稚園		702		7.3		59.7		10.8		22.2

		　公立幼稚園		323		3.1		61.3		13.6		22.0

		　私立幼稚園		383		10.7		58.5		8.4		22.5

		保育園		827		11.0		43.7		12.0		33.4

		こども園		431		12.5		48.5		12.3		26.7

		その他		144		2.8		50.0		6.3		41.0

		【九州】		1940		13.1		50.5		11.1		25.4

		幼稚園		539		11.5		62.3		12.1		14.1

		　公立幼稚園		143		3.5		60.8		23.1		12.6

		　私立幼稚園		399		14.3		62.7		8.5		14.5

		保育園		840		11.5		46.5		10.8		31.1

		こども園		425		20.2		46.4		13.4		20.0

		その他		232		11.2		45.3		6.9		36.6

		【沖縄】		360		10.8		42.2		11.9		35.0

		幼稚園		29		20.7		37.9		13.8		27.6

		　公立幼稚園		20		20.0		35.0		15.0		30.0

		　私立幼稚園		10		20.0		50.0		10.0		20.0

		保育園		199		13.6		41.7		14.1		30.7

		こども園		58		10.3		51.7		10.3		27.6

		その他		97		5.2		38.1		6.2		50.5

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		6.1		56.6		8.8		28.5

		幼稚園		935		8.4		63.7		7.1		20.7

		　公立幼稚園		111		3.6		52.3		9.9		34.2

		　私立幼稚園		827		9.1		65.1		6.9		19.0

		保育園		812		4.1		49.8		11.7		34.5

		こども園		121		11.6		47.9		19.0		21.5

		その他		330		2.1		57.0		5.2		35.8

		【神奈川】		725		18.1		54.2		3.3		24.4

		幼稚園		311		13.2		62.7		3.5		20.6

		　公立幼稚園		38		5.3		52.6		10.5		31.6

		　私立幼稚園		273		14.3		64.1		2.6		19.0

		保育園		269		25.7		45.0		2.2		27.1

		こども園		89		23.6		53.9		6.7		15.7

		その他		85		4.7		55.3		1.2		38.8

		【埼玉】		718		15.2		59.1		5.0		20.8

		幼稚園		338		5.0		74.6		6.8		13.6

		　公立幼稚園		49		4.1		71.4		4.1		20.4

		　私立幼稚園		291		5.2		74.9		7.2		12.7

		保育園		250		24.4		46.8		2.8		26.0

		こども園		65		40.0		35.4		9.2		15.4

		その他		88		5.7		53.4		2.3		38.6

		【千葉】		1070		9.3		65.0		6.0		19.7

		幼稚園		561		8.7		75.0		4.5		11.8

		　公立幼稚園		90		5.6		72.2		5.6		16.7

		　私立幼稚園		473		9.3		75.5		4.4		10.8

		保育園		312		12.5		50.3		8.7		28.5

		こども園		125		10.4		64.8		9.6		15.2

		その他		102		2.0		52.0		2.9		43.1

		【茨城・群馬・栃木】		1029		25.7		45.8		9.9		18.7

		幼稚園		309		19.7		58.6		12.6		9.1

		　公立幼稚園		114		14.9		62.3		16.7		6.1

		　私立幼稚園		198		22.2		57.1		10.1		10.6

		保育園		342		30.1		37.4		6.1		26.3

		こども園		340		30.3		42.1		12.4		15.3

		その他		72		9.7		47.2		11.1		31.9

		【大阪】		1542		20.2		49.9		7.7		22.2

		幼稚園		658		14.4		57.6		7.1		20.8

		　公立幼稚園		197		2.5		65.5		6.1		25.9

		　私立幼稚園		462		19.5		54.3		7.6		18.6

		保育園		369		24.4		50.1		4.1		21.4

		こども園		452		29.4		41.6		12.4		16.6

		その他		121		5.8		37.2		4.1		52.9

		【兵庫】		965		17.3		53.7		7.8		21.2

		幼稚園		347		10.7		62.0		7.2		20.2

		　公立幼稚園		142		0.7		73.2		4.2		21.8

		　私立幼稚園		208		17.3		54.8		9.1		18.8

		保育園		242		27.3		45.0		3.7		24.0

		こども園		330		21.8		51.2		13.3		13.6

		その他		102		5.9		47.1		7.8		39.2

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		16.3		51.4		6.9		25.4

		幼稚園		420		9.5		63.1		7.4		20.0

		　公立幼稚園		226		8.0		61.5		7.5		23.0

		　私立幼稚園		194		11.3		64.9		7.2		16.5

		保育園		403		19.6		46.4		6.0		28.0

		こども園		213		25.8		39.4		10.8		23.9

		その他		77		6.5		53.2		1.3		39.0

		【岡山】		279		10.4		55.9		7.9		25.8

		幼稚園		99		9.1		62.6		5.1		23.2

		　公立幼稚園		71		5.6		66.2		7.0		21.1

		　私立幼稚園		28		17.9		53.6		0.0		28.6

		保育園		125		14.4		47.2		10.4		28.0

		こども園		50		8.0		66.0		12.0		14.0

		その他		30		3.3		53.3		6.7		36.7

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		19.4		52.6		5.6		22.5

		幼稚園		728		14.6		58.8		7.4		19.2

		　公立幼稚園		97		7.2		57.7		9.3		25.8

		　私立幼稚園		633		15.6		58.9		7.3		18.2

		保育園		656		22.7		47.9		4.0		25.5

		こども園		257		35.0		44.4		8.2		12.5

		その他		209		6.2		55.5		3.8		34.4

		【新政令市】		604		17.2		49.3		7.3		26.2

		幼稚園		160		8.8		63.1		6.3		21.9

		　公立幼稚園		30		3.3		63.3		6.7		26.7

		　私立幼稚園		130		10.0		63.1		6.2		20.8

		保育園		164		15.9		54.3		2.4		27.4

		こども園		264		24.2		38.3		11.0		26.5

		その他		50		10.0		58.0		6.0		26.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		14.6		49.4		12.4		23.6

		対象になった		1139		16.6		48.6		14.0		20.8

		対象になっていない		191		2.6		54.5		2.6		40.3

		【東北】		1155		14.2		45.9		9.3		30.6

		対象になった		955		16.1		44.5		11.0		28.4

		対象になっていない		200		5.0		52.5		1.0		41.5

		【関東】		5663		12.9		56.2		7.3		23.5

		対象になった		4736		14.7		57.2		8.5		19.5

		対象になっていない		927		3.9		51.0		1.1		44.0

		【東海】		1780		18.2		49.0		7.0		25.7

		対象になった		1559		20.3		48.7		7.9		23.1

		対象になっていない		221		3.6		51.1		0.9		44.3

		【甲信越・北陸】		1111		10.2		49.1		10.1		30.6

		対象になった		916		11.2		46.7		12.2		29.8

		対象になっていない		195		5.1		60.5		0.0		34.4

		【近畿】		3585		18.2		51.4		7.4		22.9

		対象になった		3049		20.8		51.3		8.5		19.4

		対象になっていない		536		3.7		51.7		1.3		43.3

		【中国・四国】		1998		9.6		50.1		11.0		29.4

		対象になった		1619		11.1		49.8		13.2		25.9

		対象になっていない		379		3.2		51.2		1.6		44.1

		【九州】		1940		13.1		50.5		11.1		25.4

		対象になった		1601		15.1		50.2		13.0		21.7

		対象になっていない		339		3.8		51.6		2.1		42.5

		【沖縄】		360		10.8		42.2		11.9		35.0

		対象になった		269		13.4		36.8		16.0		33.8

		対象になっていない		91		3.3		58.2		0.0		38.5

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		6.1		56.6		8.8		28.5

		対象になった		1708		7.3		57.1		10.7		24.9

		対象になっていない		413		1.2		54.5		1.0		43.3

		【神奈川】		725		18.1		54.2		3.3		24.4

		対象になった		599		21.2		55.3		4.0		19.5

		対象になっていない		126		3.2		49.2		0.0		47.6

		【埼玉】		718		15.2		59.1		5.0		20.8

		対象になった		614		16.3		62.1		5.9		15.8

		対象になっていない		104		8.7		41.3		0.0		50.0

		【千葉】		1070		9.3		65.0		6.0		19.7

		対象になった		931		10.0		66.6		6.7		16.8

		対象になっていない		139		5.0		54.0		1.4		39.6

		【茨城・群馬・栃木】		1029		25.7		45.8		9.9		18.7

		対象になった		884		28.6		45.6		11.1		14.7

		対象になっていない		145		7.6		46.9		2.8		42.8

		【大阪】		1542		20.2		49.9		7.7		22.2

		対象になった		1320		22.9		49.8		8.8		18.6

		対象になっていない		222		4.1		50.9		0.9		44.1

		【兵庫】		965		17.3		53.7		7.8		21.2

		対象になった		804		20.1		54.2		9.1		16.5

		対象になっていない		161		3.1		50.9		1.2		44.7

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		16.3		51.4		6.9		25.4

		対象になった		925		18.4		51.0		7.7		22.9

		対象になっていない		153		3.9		53.6		2.0		40.5

		【岡山】		279		10.4		55.9		7.9		25.8

		対象になった		245		11.0		56.7		8.6		23.7

		対象になっていない		34		5.9		50.0		2.9		41.2

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		19.4		52.6		5.6		22.5

		対象になった		1460		22.7		52.6		6.5		18.2

		対象になっていない		317		4.1		52.4		1.6		42.0

		【新政令市】		604		17.2		49.3		7.3		26.2

		対象になった		525		18.3		48.4		8.4		25.0

		対象になっていない		79		10.1		55.7		0.0		34.2

		【利用者】Ｑ１３　幼児教育・保育の無償化の前後で、利用者負担（保育料）は変わりましたか？（ＳＡ）

				総数		負担が減った		変わらない		負担が増えた		分からない

		全体		18922		65.5		21.9		3.5		9.1

		＜地方別＞

		北海道		1330		68.5		20.8		2.7		8.0

		東北		1155		65.7		22.1		3.1		9.1

		関東		5663		65.2		21.8		3.6		9.4

		東海		1780		66.7		21.6		3.7		8.1

		甲信越・北陸		1111		68.8		22.1		2.6		6.6

		近畿		3585		64.2		22.7		4.0		9.1

		中国・四国		1998		65.4		20.2		2.7		11.8

		九州		1940		65.4		22.2		3.9		8.5

		沖縄		360		58.6		28.1		3.3		10.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		60.7		23.4		3.9		12.0

		神奈川		725		66.6		19.3		5.2		8.8

		埼玉		718		70.6		18.7		1.7		9.1

		千葉		1070		67.2		21.9		4.3		6.6

		茨城・群馬・栃木		1029		67.6		22.2		2.6		7.6

		大阪		1542		61.9		23.0		6.0		9.1

		兵庫		965		65.5		22.3		3.2		9.0

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		66.2		22.5		2.0		9.2

		岡山		279		69.9		17.2		2.5		10.4

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		61.9		23.5		5.2		9.4

		新政令市		604		68.9		18.2		6.0		7.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		74.8		15.1		4.0		6.1

		　公立幼稚園		1944		75.6		16.6		1.5		6.3

		　私立幼稚園		4888		74.5		14.5		5.0		6.1

		保育園		7007		61.9		26.3		3.1		8.7

		こども園		3999		70.1		19.9		3.7		6.3

		その他		1900		40.2		31.6		2.9		25.3

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		75.6		16.6		1.5		6.3

		私立幼稚園		4888		74.5		14.5		5.0		6.1

		認可保育所		7007		61.9		26.3		3.1		8.7

		認定こども園		3999		70.1		19.9		3.7		6.3

		小規模保育		307		40.7		37.8		4.2		17.3

		家庭的保育		247		20.6		19.8		0.8		58.7

		事業所内保育		190		34.2		39.5		2.1		24.2

		居宅訪問型保育		5		40.0		0.0		0.0		60.0

		障がい児の発達支援		193		70.5		16.6		2.6		10.4

		企業主導型保育		192		42.2		38.5		2.6		16.7

		地方独自の保育施設		105		56.2		27.6		1.9		14.3

		幼稚園類似施設		171		33.9		47.4		5.8		12.9

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		38.3		30.6		2.8		28.3

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		77.0		14.5		3.3		5.1

		対象になっていない		3079		6.3		59.7		4.2		29.8

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		68.5		20.8		2.7		8.0

		幼稚園		487		80.5		11.5		3.1		4.9

		　公立幼稚園		93		76.3		12.9		4.3		6.5

		　私立幼稚園		394		81.5		11.2		2.8		4.6

		保育園		407		62.4		25.3		2.7		9.6

		こども園		369		68.8		23.6		2.4		5.1

		その他		134		47.8		29.9		3.0		19.4

		【東北】		1155		65.7		22.1		3.1		9.1

		幼稚園		294		75.5		16.3		3.4		4.8

		　公立幼稚園		86		70.9		18.6		0.0		10.5

		　私立幼稚園		208		77.4		15.4		4.8		2.4

		保育園		457		62.1		24.7		3.9		9.2

		こども園		369		72.1		19.0		2.2		6.8

		その他		103		36.9		35.0		1.0		27.2

		【関東】		5663		65.2		21.8		3.6		9.4

		幼稚園		2454		73.4		15.7		4.8		6.0

		　公立幼稚園		402		74.1		17.2		1.7		7.0

		　私立幼稚園		2062		73.3		15.4		5.4		5.9

		保育園		1985		61.8		26.7		2.6		8.9

		こども園		740		73.1		16.8		3.2		6.9

		その他		677		40.0		33.2		3.1		23.6

		【東海】		1780		66.7		21.6		3.7		8.1

		幼稚園		623		74.2		15.7		4.0		6.1

		　公立幼稚園		202		75.7		15.8		3.0		5.4

		　私立幼稚園		423		73.5		15.6		4.5		6.4

		保育園		755		63.8		26.1		2.8		7.3

		こども園		328		70.1		19.5		5.5		4.9

		その他		128		40.6		27.3		3.9		28.1

		【甲信越・北陸】		1111		68.8		22.1		2.6		6.6

		幼稚園		255		78.8		15.7		1.2		4.3

		　公立幼稚園		110		78.2		17.3		0.0		4.5

		　私立幼稚園		145		79.3		14.5		2.1		4.1

		保育園		523		69.2		21.8		2.5		6.5

		こども園		284		68.7		21.8		3.9		5.6

		その他		85		36.5		41.2		2.4		20.0

		【近畿】		3585		64.2		22.7		4.0		9.1

		幼稚園		1425		73.4		16.1		3.8		6.7

		　公立幼稚園		565		75.6		17.3		0.9		6.2

		　私立幼稚園		864		72.0		15.2		5.8		7.1

		保育園		1014		57.5		30.4		3.8		8.3

		こども園		995		68.3		21.0		4.9		5.7

		その他		300		33.3		30.7		3.0		33.0

		【中国・四国】		1998		65.4		20.2		2.7		11.8

		幼稚園		702		74.4		13.5		3.3		8.8

		　公立幼稚園		323		76.2		14.9		1.5		7.4

		　私立幼稚園		383		73.1		12.3		4.7		9.9

		保育園		827		62.9		23.9		2.7		10.5

		こども園		431		68.0		19.5		2.6		10.0

		その他		144		33.3		31.3		1.4		34.0

		【九州】		1940		65.4		22.2		3.9		8.5

		幼稚園		539		77.6		14.1		3.7		4.6

		　公立幼稚園		143		76.9		18.9		0.7		3.5

		　私立幼稚園		399		77.9		12.3		4.8		5.0

		保育園		840		61.0		26.5		3.8		8.7

		こども園		425		71.1		20.2		3.8		4.9

		その他		232		47.8		26.3		3.4		22.4

		【沖縄】		360		58.6		28.1		3.3		10.0

		幼稚園		29		82.8		10.3		6.9		0.0

		　公立幼稚園		20		90.0		5.0		5.0		0.0

		　私立幼稚園		10		70.0		20.0		10.0		0.0

		保育園		199		57.3		29.1		4.0		9.5

		こども園		58		74.1		19.0		0.0		6.9

		その他		97		49.5		33.0		3.1		14.4

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		60.7		23.4		3.9		12.0

		幼稚園		935		68.7		16.5		5.5		9.4

		　公立幼稚園		111		74.8		11.7		0.0		13.5

		　私立幼稚園		827		67.8		17.0		6.2		8.9

		保育園		812		59.6		27.7		2.1		10.6

		こども園		121		73.6		12.4		5.8		8.3

		その他		330		40.6		34.8		2.7		21.8

		【神奈川】		725		66.6		19.3		5.2		8.8

		幼稚園		311		79.1		8.7		7.4		4.8

		　公立幼稚園		38		68.4		15.8		2.6		13.2

		　私立幼稚園		273		80.6		7.7		8.1		3.7

		保育園		269		63.9		24.9		3.3		7.8

		こども園		89		65.2		22.5		5.6		6.7

		その他		85		30.6		36.5		7.1		25.9

		【埼玉】		718		70.6		18.7		1.7		9.1

		幼稚園		338		77.8		16.0		1.2		5.0

		　公立幼稚園		49		87.8		6.1		0.0		6.1

		　私立幼稚園		291		76.3		17.5		1.4		4.8

		保育園		250		68.8		20.0		2.4		8.8

		こども園		65		83.1		13.8		1.5		1.5

		その他		88		42.0		28.4		1.1		28.4

		【千葉】		1070		67.2		21.9		4.3		6.6

		幼稚園		561		72.7		18.0		5.7		3.6

		　公立幼稚園		90		63.3		31.1		4.4		1.1

		　私立幼稚園		473		74.4		15.6		5.9		4.0

		保育園		312		63.1		27.9		2.9		6.1

		こども園		125		79.2		14.4		0.8		5.6

		その他		102		38.2		33.3		3.9		24.5

		【茨城・群馬・栃木】		1029		67.6		22.2		2.6		7.6

		幼稚園		309		78.6		16.2		2.6		2.6

		　公立幼稚園		114		78.1		16.7		1.8		3.5

		　私立幼稚園		198		79.3		15.7		3.0		2.0

		保育園		342		58.8		29.5		3.2		8.5

		こども園		340		70.9		18.2		2.9		7.9

		その他		72		48.6		27.8		1.4		22.2

		【大阪】		1542		61.9		23.0		6.0		9.1

		幼稚園		658		71.4		16.7		5.9		5.9

		　公立幼稚園		197		74.1		19.8		2.0		4.1

		　私立幼稚園		462		70.1		15.4		7.8		6.7

		保育園		369		54.5		33.3		5.4		6.8

		こども園		452		63.7		22.8		7.1		6.4

		その他		121		26.4		26.4		3.3		43.8

		【兵庫】		965		65.5		22.3		3.2		9.0

		幼稚園		347		74.4		15.3		2.3		8.1

		　公立幼稚園		142		72.5		19.7		0.0		7.7

		　私立幼稚園		208		76.0		12.0		3.8		8.2

		保育園		242		56.2		30.2		4.5		9.1

		こども園		330		72.4		19.1		3.3		5.2

		その他		102		40.2		33.3		3.9		22.5

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		66.2		22.5		2.0		9.2

		幼稚園		420		75.7		15.7		1.7		6.9

		　公立幼稚園		226		78.8		13.7		0.4		7.1

		　私立幼稚園		194		72.2		18.0		3.1		6.7

		保育園		403		61.0		27.8		2.0		9.2

		こども園		213		71.8		20.2		2.8		5.2

		その他		77		35.1		33.8		1.3		29.9

		【岡山】		279		69.9		17.2		2.5		10.4

		幼稚園		99		69.7		11.1		5.1		14.1

		　公立幼稚園		71		76.1		12.7		5.6		5.6

		　私立幼稚園		28		53.6		7.1		3.6		35.7

		保育園		125		76.8		17.6		0.8		4.8

		こども園		50		72.0		20.0		2.0		6.0

		その他		30		50.0		26.7		0.0		23.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		61.9		23.5		5.2		9.4

		幼稚園		728		72.5		16.3		5.4		5.8

		　公立幼稚園		97		66.0		21.6		2.1		10.3

		　私立幼稚園		633		73.5		15.5		6.0		5.1

		保育園		656		57.2		28.5		4.6		9.8

		こども園		257		67.7		20.6		7.4		4.3

		その他		209		35.4		34.9		3.8		25.8

		【新政令市】		604		68.9		18.2		6.0		7.0

		幼稚園		160		74.4		10.0		6.9		8.8

		　公立幼稚園		30		80.0		10.0		0.0		10.0

		　私立幼稚園		130		73.1		10.0		8.5		8.5

		保育園		164		67.1		23.2		3.7		6.1

		こども園		264		70.8		17.8		6.8		4.5

		その他		50		48.0		28.0		6.0		18.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		68.5		20.8		2.7		8.0

		対象になった		1139		79.2		14.1		2.5		4.2

		対象になっていない		191		4.7		60.7		4.2		30.4

		【東北】		1155		65.7		22.1		3.1		9.1

		対象になった		955		78.3		13.8		2.8		5.0

		対象になっていない		200		5.5		61.5		4.5		28.5

		【関東】		5663		65.2		21.8		3.6		9.4

		対象になった		4736		76.5		14.8		3.6		5.2

		対象になっていない		927		7.8		57.4		3.8		31.1

		【東海】		1780		66.7		21.6		3.7		8.1

		対象になった		1559		74.9		16.4		3.5		5.2

		対象になっていない		221		9.0		57.9		4.5		28.5

		【甲信越・北陸】		1111		68.8		22.1		2.6		6.6

		対象になった		916		82.6		11.4		2.0		4.0

		対象になっていない		195		3.6		72.3		5.6		18.5

		【近畿】		3585		64.2		22.7		4.0		9.1

		対象になった		3049		74.4		16.0		4.1		5.5

		対象になっていない		536		6.3		60.4		3.7		29.5

		【中国・四国】		1998		65.4		20.2		2.7		11.8

		対象になった		1619		79.4		11.6		2.6		6.4

		対象になっていない		379		5.5		56.7		3.2		34.6

		【九州】		1940		65.4		22.2		3.9		8.5

		対象になった		1601		78.4		14.2		3.3		4.1

		対象になっていない		339		4.1		60.2		6.5		29.2

		【沖縄】		360		58.6		28.1		3.3		10.0

		対象になった		269		76.2		17.1		3.7		3.0

		対象になっていない		91		6.6		60.4		2.2		30.8

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		60.7		23.4		3.9		12.0

		対象になった		1708		73.4		15.2		4.0		7.5

		対象になっていない		413		8.5		57.4		3.6		30.5

		【神奈川】		725		66.6		19.3		5.2		8.8

		対象になった		599		79.6		11.2		5.3		3.8

		対象になっていない		126		4.8		57.9		4.8		32.5

		【埼玉】		718		70.6		18.7		1.7		9.1

		対象になった		614		81.1		13.4		1.1		4.4

		対象になっていない		104		8.7		50.0		4.8		36.5

		【千葉】		1070		67.2		21.9		4.3		6.6

		対象になった		931		76.4		15.4		4.5		3.8

		対象になっていない		139		5.8		65.5		2.9		25.9

		【茨城・群馬・栃木】		1029		67.6		22.2		2.6		7.6

		対象になった		884		77.1		16.9		2.5		3.5

		対象になっていない		145		9.7		54.5		3.4		32.4

		【大阪】		1542		61.9		23.0		6.0		9.1

		対象になった		1320		71.3		17.3		6.1		5.3

		対象になっていない		222		6.3		56.8		5.4		31.5

		【兵庫】		965		65.5		22.3		3.2		9.0

		対象になった		804		77.0		14.9		3.4		4.7

		対象になっていない		161		8.1		59.0		2.5		30.4

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		66.2		22.5		2.0		9.2

		対象になった		925		76.4		15.1		1.9		6.5

		対象になっていない		153		4.6		67.3		2.6		25.5

		【岡山】		279		69.9		17.2		2.5		10.4

		対象になった		245		78.4		11.8		2.9		6.9

		対象になっていない		34		8.8		55.9		0.0		35.3

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		61.9		23.5		5.2		9.4

		対象になった		1460		74.3		15.9		5.2		4.6

		対象になっていない		317		4.7		58.7		5.0		31.5

		【新政令市】		604		68.9		18.2		6.0		7.0

		対象になった		525		77.7		12.4		5.7		4.2

		対象になっていない		79		10.1		57.0		7.6		25.3

		【利用者】Ｑ１４　負担が「減った」とご回答の方は、その分のお金を何に使いますか？（ＳＡ）

				総数		貯蓄		習い事など子どもの教育		旅行など		生活費		その他		無回答

		全体		12401		29.7		31.5		1.0		35.1		2.0		0.7

		＜地方別＞

		北海道		911		26.1		28.6		0.7		40.4		3.2		1.0

		東北		759		34.5		24.1		0.4		37.7		2.4		0.9

		関東		3693		28.1		35.0		1.1		33.4		1.7		0.6

		東海		1187		33.7		29.8		1.2		32.7		2.1		0.5

		甲信越・北陸		764		34.4		25.0		1.2		36.9		2.2		0.3

		近畿		2301		26.2		36.2		1.0		33.8		2.2		0.7

		中国・四国		1306		32.2		29.1		1.0		35.5		1.5		0.8

		九州		1269		31.5		27.4		0.9		37.6		1.5		1.0

		沖縄		211		29.9		30.3		0.9		37.0		1.4		0.5

		＜地方詳細＞

		東京		1288		29.2		39.7		0.8		27.7		1.7		0.9

		神奈川		483		25.7		33.5		1.2		36.9		2.5		0.2

		埼玉		507		28.6		32.3		1.4		35.7		2.0		0.0

		千葉		719		27.5		35.6		1.0		34.5		0.8		0.6

		茨城・群馬・栃木		696		28.2		28.9		1.3		38.9		1.9		0.9

		大阪		955		25.1		37.4		0.9		33.9		2.0		0.6

		兵庫		632		27.4		35.9		1.6		32.6		1.6		0.9

		京都・奈良・和歌山・滋賀		714		26.5		34.7		0.7		34.6		3.1		0.4

		岡山		195		33.3		32.8		1.5		29.2		2.1		1.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1100		25.9		34.3		1.6		34.8		2.5		0.8

		新政令市		416		35.3		29.6		0.5		32.2		1.9		0.5

		＜施設別＞

		幼稚園		5089		27.0		36.2		0.9		33.6		1.9		0.5

		　公立幼稚園		1470		26.8		29.7		0.7		40.4		1.8		0.5

		　私立幼稚園		3640		27.1		38.7		1.0		30.9		1.9		0.5

		保育園		4337		32.6		26.1		1.0		37.5		2.0		0.8

		こども園		2804		30.5		31.5		1.1		34.1		2.3		0.6

		その他		763		29.2		29.0		1.4		37.2		1.6		1.6

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1470		26.8		29.7		0.7		40.4		1.8		0.5

		私立幼稚園		3640		27.1		38.7		1.0		30.9		1.9		0.5

		認可保育所		4337		32.6		26.1		1.0		37.5		2.0		0.8

		認定こども園		2804		30.5		31.5		1.1		34.1		2.3		0.6

		小規模保育		125		24.0		28.8		2.4		44.8		0.0		0.0

		家庭的保育		51		25.5		35.3		0.0		37.3		2.0		0.0

		事業所内保育		65		30.8		21.5		1.5		40.0		1.5		4.6

		居宅訪問型保育		2		50.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		136		22.1		29.4		0.7		41.9		3.7		2.2

		企業主導型保育		81		34.6		28.4		0.0		33.3		2.5		1.2

		地方独自の保育施設		59		25.4		28.8		1.7		42.4		0.0		1.7

		幼稚園類似施設		58		36.2		34.5		1.7		24.1		3.4		0.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		204		33.3		27.5		2.0		34.3		1.0		2.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		12207		29.7		31.6		1.0		35.1		2.0		0.6

		対象になっていない		194		30.9		23.7		1.0		37.6		2.1		4.6

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		911		26.1		28.6		0.7		40.4		3.2		1.0

		幼稚園		392		26.0		34.9		0.8		34.9		2.8		0.5

		　公立幼稚園		71		26.8		28.2		1.4		40.8		2.8		0.0

		　私立幼稚園		321		25.9		36.4		0.6		33.6		2.8		0.6

		保育園		254		26.0		18.9		0.0		50.0		3.9		1.2

		こども園		254		26.0		28.7		1.2		39.4		3.5		1.2

		その他		64		25.0		26.6		1.6		43.8		1.6		1.6

		【東北】		759		34.5		24.1		0.4		37.7		2.4		0.9

		幼稚園		222		28.8		38.3		0.0		30.2		2.3		0.5

		　公立幼稚園		61		26.2		34.4		0.0		39.3		0.0		0.0

		　私立幼稚園		161		29.8		39.8		0.0		26.7		3.1		0.6

		保育園		284		38.0		16.5		0.4		41.9		2.5		0.7

		こども園		266		35.0		19.5		0.4		40.2		3.4		1.5

		その他		38		36.8		21.1		2.6		39.5		0.0		0.0

		【関東】		3693		28.1		35.0		1.1		33.4		1.7		0.6

		幼稚園		1802		25.3		40.1		0.9		31.7		1.6		0.3

		　公立幼稚園		298		23.5		31.9		1.3		41.3		1.0		1.0

		　私立幼稚園		1512		25.7		41.5		0.9		30.0		1.7		0.2

		保育園		1226		30.8		30.1		1.5		35.2		1.9		0.7

		こども園		541		30.7		32.0		0.9		33.8		2.0		0.6

		その他		271		31.7		30.3		0.7		33.2		1.5		2.6

		【東海】		1187		33.7		29.8		1.2		32.7		2.1		0.5

		幼稚園		462		30.1		30.7		1.3		34.6		2.4		0.9

		　公立幼稚園		153		29.4		24.8		0.0		42.5		2.6		0.7

		　私立幼稚園		311		30.9		33.4		1.9		30.5		2.3		1.0

		保育園		482		35.9		29.0		1.7		31.1		1.9		0.4

		こども園		230		37.8		29.1		0.0		30.9		2.2		0.0

		その他		52		28.8		28.8		1.9		40.4		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		764		34.4		25.0		1.2		36.9		2.2		0.3

		幼稚園		201		32.3		29.9		1.0		33.8		2.5		0.5

		　公立幼稚園		86		33.7		18.6		0.0		44.2		3.5		0.0

		　私立幼稚園		115		31.3		38.3		1.7		26.1		1.7		0.9

		保育園		362		36.2		20.2		1.1		40.1		2.2		0.3

		こども園		195		33.8		28.2		1.5		34.4		2.1		0.0

		その他		31		25.8		29.0		3.2		41.9		0.0		0.0

		【近畿】		2301		26.2		36.2		1.0		33.8		2.2		0.7

		幼稚園		1046		24.1		37.6		0.6		35.0		2.1		0.7

		　公立幼稚園		427		24.6		33.7		0.9		38.4		1.9		0.5

		　私立幼稚園		622		23.6		40.2		0.3		32.8		2.3		0.8

		保育園		583		31.9		31.2		0.9		33.4		1.9		0.7

		こども園		680		24.1		39.3		1.6		32.1		2.6		0.3

		その他		100		26.0		35.0		2.0		33.0		2.0		2.0

		【中国・四国】		1306		32.2		29.1		1.0		35.5		1.5		0.8

		幼稚園		522		30.5		33.5		0.8		33.5		1.3		0.4

		　公立幼稚園		246		31.7		30.1		0.4		36.2		1.6		0.0

		　私立幼稚園		280		29.6		36.4		1.1		31.1		1.1		0.7

		保育園		520		35.0		22.1		0.6		39.2		1.7		1.3

		こども園		293		33.8		31.4		2.4		30.7		1.0		0.7

		その他		48		25.0		22.9		0.0		47.9		2.1		2.1

		【九州】		1269		31.5		27.4		0.9		37.6		1.5		1.0

		幼稚園		418		30.4		28.5		1.4		37.3		1.4		1.0

		　公立幼稚園		110		26.4		20.9		0.0		49.1		1.8		1.8

		　私立幼稚園		311		31.8		31.2		1.9		33.1		1.3		0.6

		保育園		512		31.3		24.4		0.8		41.2		1.4		1.0

		こども園		302		32.5		29.1		0.3		35.4		1.7		1.0

		その他		111		27.9		29.7		1.8		36.9		2.7		0.9

		【沖縄】		211		29.9		30.3		0.9		37.0		1.4		0.5

		幼稚園		24		33.3		29.2		4.2		33.3		0.0		0.0

		　公立幼稚園		18		16.7		33.3		5.6		44.4		0.0		0.0

		　私立幼稚園		7		71.4		14.3		0.0		14.3		0.0		0.0

		保育園		114		28.1		29.8		0.0		39.5		1.8		0.9

		こども園		43		37.2		34.9		0.0		27.9		0.0		0.0

		その他		48		31.3		22.9		2.1		41.7		2.1		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		1288		29.2		39.7		0.8		27.7		1.7		0.9

		幼稚園		642		27.6		45.3		0.6		24.6		1.4		0.5

		　公立幼稚園		83		18.1		47.0		1.2		31.3		1.2		1.2

		　私立幼稚園		561		28.9		44.9		0.7		23.7		1.4		0.4

		保育園		484		31.2		32.9		1.4		31.4		1.9		1.2

		こども園		89		27.0		38.2		0.0		29.2		5.6		0.0

		その他		134		32.8		33.6		0.0		29.9		1.5		2.2

		【神奈川】		483		25.7		33.5		1.2		36.9		2.5		0.2

		幼稚園		246		19.5		36.2		0.4		41.1		2.8		0.0

		　公立幼稚園		26		34.6		15.4		0.0		46.2		3.8		0.0

		　私立幼稚園		220		17.7		38.6		0.5		40.5		2.7		0.0

		保育園		172		34.3		29.1		2.3		32.6		1.7		0.0

		こども園		58		25.9		37.9		0.0		32.8		1.7		1.7

		その他		26		19.2		38.5		3.8		30.8		3.8		3.8

		【埼玉】		507		28.6		32.3		1.4		35.7		2.0		0.0

		幼稚園		263		29.3		36.1		1.9		31.2		1.5		0.0

		　公立幼稚園		43		25.6		34.9		7.0		32.6		0.0		0.0

		　私立幼稚園		222		30.2		36.0		0.9		31.1		1.8		0.0

		保育園		172		26.2		27.3		1.2		42.4		2.9		0.0

		こども園		54		29.6		33.3		0.0		37.0		0.0		0.0

		その他		37		32.4		24.3		2.7		37.8		2.7		0.0

		【千葉】		719		27.5		35.6		1.0		34.5		0.8		0.6

		幼稚園		408		24.3		41.4		1.0		31.9		1.2		0.2

		　公立幼稚園		57		21.1		29.8		0.0		47.4		0.0		1.8

		　私立幼稚園		352		24.7		43.5		1.1		29.3		1.4		0.0

		保育園		197		32.5		27.9		1.5		37.1		0.5		0.5

		こども園		99		32.3		32.3		0.0		34.3		0.0		1.0

		その他		39		28.2		25.6		0.0		43.6		0.0		2.6

		【茨城・群馬・栃木】		696		28.2		28.9		1.3		38.9		1.9		0.9

		幼稚園		243		22.6		32.1		1.2		41.6		1.6		0.8

		　公立幼稚園		89		25.8		22.5		0.0		49.4		1.1		1.1

		　私立幼稚園		157		21.0		36.9		1.9		37.6		1.9		0.6

		保育園		201		28.9		28.9		1.0		38.3		2.5		0.5

		こども園		241		32.8		27.8		2.1		34.9		2.1		0.4

		その他		35		40.0		22.9		0.0		31.4		0.0		5.7

		【大阪】		955		25.1		37.4		0.9		33.9		2.0		0.6

		幼稚園		470		23.2		39.1		0.2		34.7		1.9		0.9

		　公立幼稚園		146		24.7		32.9		0.7		40.4		0.7		0.7

		　私立幼稚園		324		22.5		42.0		0.0		32.1		2.5		0.9

		保育園		201		35.8		32.3		0.5		29.4		2.0		0.0

		こども園		288		22.2		38.5		2.4		34.4		2.1		0.3

		その他		32		9.4		40.6		0.0		46.9		0.0		3.1

		【兵庫】		632		27.4		35.9		1.6		32.6		1.6		0.9

		幼稚園		258		21.7		39.5		1.2		36.0		1.2		0.4

		　公立幼稚園		103		24.3		35.9		1.0		38.8		0.0		0.0

		　私立幼稚園		158		19.6		41.8		1.3		34.8		1.9		0.6

		保育園		136		35.3		27.9		0.7		32.4		1.5		2.2

		こども園		239		26.8		39.3		1.7		29.7		2.1		0.4

		その他		41		39.0		34.1		4.9		19.5		0.0		2.4

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		714		26.5		34.7		0.7		34.6		3.1		0.4

		幼稚園		318		27.4		33.6		0.6		34.6		3.1		0.6

		　公立幼稚園		178		24.7		33.1		1.1		36.5		3.9		0.6

		　私立幼稚園		140		30.7		34.3		0.0		32.1		2.1		0.7

		保育園		246		26.8		32.1		1.2		37.4		2.0		0.4

		こども園		153		23.5		40.5		0.0		31.4		4.6		0.0

		その他		27		25.9		29.6		0.0		37.0		7.4		0.0

		【岡山】		195		33.3		32.8		1.5		29.2		2.1		1.0

		幼稚園		69		26.1		37.7		1.4		30.4		2.9		1.4

		　公立幼稚園		54		25.9		37.0		0.0		33.3		3.7		0.0

		　私立幼稚園		15		26.7		40.0		6.7		20.0		0.0		6.7

		保育園		96		38.5		28.1		1.0		30.2		1.0		1.0

		こども園		36		33.3		33.3		5.6		25.0		2.8		0.0

		その他		15		33.3		6.7		0.0		46.7		6.7		6.7

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1100		25.9		34.3		1.6		34.8		2.5		0.8

		幼稚園		528		23.7		38.6		1.3		33.5		2.3		0.6

		　公立幼稚園		64		21.9		35.9		0.0		40.6		1.6		0.0

		　私立幼稚園		465		24.1		38.9		1.5		32.5		2.4		0.6

		保育園		375		29.6		26.1		1.1		38.4		4.0		0.8

		こども園		174		24.7		37.9		2.9		31.6		1.7		1.1

		その他		74		24.3		28.4		4.1		41.9		0.0		1.4

		【新政令市】		416		35.3		29.6		0.5		32.2		1.9		0.5

		幼稚園		119		26.1		37.8		0.8		29.4		5.0		0.8

		　公立幼稚園		24		29.2		25.0		0.0		29.2		12.5		4.2

		　私立幼稚園		95		25.3		41.1		1.1		29.5		3.2		0.0

		保育園		110		35.5		24.5		1.8		36.4		0.9		0.9

		こども園		187		42.8		26.7		0.0		29.9		0.5		0.0

		その他		24		25.0		29.2		0.0		37.5		4.2		4.2

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		911		26.1		28.6		0.7		40.4		3.2		1.0

		対象になった		902		26.2		28.7		0.7		40.5		3.2		0.8

		対象になっていない		9		22.2		22.2		0.0		33.3		0.0		22.2

		【東北】		759		34.5		24.1		0.4		37.7		2.4		0.9

		対象になった		748		34.8		24.3		0.4		37.2		2.4		0.9

		対象になっていない		11		18.2		9.1		0.0		72.7		0.0		0.0

		【関東】		3693		28.1		35.0		1.1		33.4		1.7		0.6

		対象になった		3621		28.3		35.0		1.1		33.4		1.7		0.6

		対象になっていない		72		22.2		34.7		0.0		37.5		1.4		4.2

		【東海】		1187		33.7		29.8		1.2		32.7		2.1		0.5

		対象になった		1167		33.4		30.2		1.2		32.6		2.1		0.5

		対象になっていない		20		50.0		10.0		0.0		40.0		0.0		0.0

		【甲信越・北陸】		764		34.4		25.0		1.2		36.9		2.2		0.3

		対象になった		757		34.2		25.2		1.2		36.9		2.2		0.3

		対象になっていない		7		57.1		0.0		0.0		42.9		0.0		0.0

		【近畿】		2301		26.2		36.2		1.0		33.8		2.2		0.7

		対象になった		2267		26.2		36.3		1.0		33.7		2.2		0.7

		対象になっていない		34		23.5		26.5		5.9		41.2		2.9		0.0

		【中国・四国】		1306		32.2		29.1		1.0		35.5		1.5		0.8

		対象になった		1285		31.8		29.3		1.0		35.7		1.4		0.7

		対象になっていない		21		52.4		14.3		0.0		19.0		4.8		9.5

		【九州】		1269		31.5		27.4		0.9		37.6		1.5		1.0

		対象になった		1255		31.5		27.5		1.0		37.7		1.4		1.0

		対象になっていない		14		35.7		21.4		0.0		28.6		7.1		7.1

		【沖縄】		211		29.9		30.3		0.9		37.0		1.4		0.5

		対象になった		205		29.8		30.7		1.0		37.1		1.5		0.0

		対象になっていない		6		33.3		16.7		0.0		33.3		0.0		16.7

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		1288		29.2		39.7		0.8		27.7		1.7		0.9

		対象になった		1253		29.4		39.6		0.8		27.8		1.7		0.8

		対象になっていない		35		22.9		42.9		0.0		25.7		2.9		5.7

		【神奈川】		483		25.7		33.5		1.2		36.9		2.5		0.2

		対象になった		477		25.6		33.5		1.3		36.9		2.5		0.2

		対象になっていない		6		33.3		33.3		0.0		33.3		0.0		0.0

		【埼玉】		507		28.6		32.3		1.4		35.7		2.0		0.0

		対象になった		498		28.7		32.3		1.4		35.5		2.0		0.0

		対象になっていない		9		22.2		33.3		0.0		44.4		0.0		0.0

		【千葉】		719		27.5		35.6		1.0		34.5		0.8		0.6

		対象になった		711		27.7		35.6		1.0		34.5		0.8		0.4

		対象になっていない		8		12.5		37.5		0.0		37.5		0.0		12.5

		【茨城・群馬・栃木】		696		28.2		28.9		1.3		38.9		1.9		0.9

		対象になった		682		28.3		29.2		1.3		38.4		1.9		0.9

		対象になっていない		14		21.4		14.3		0.0		64.3		0.0		0.0

		【大阪】		955		25.1		37.4		0.9		33.9		2.0		0.6

		対象になった		941		25.3		37.6		0.7		33.7		2.0		0.6

		対象になっていない		14		14.3		21.4		14.3		50.0		0.0		0.0

		【兵庫】		632		27.4		35.9		1.6		32.6		1.6		0.9

		対象になった		619		27.5		35.9		1.6		32.6		1.5		1.0

		対象になっていない		13		23.1		38.5		0.0		30.8		7.7		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		714		26.5		34.7		0.7		34.6		3.1		0.4

		対象になった		707		26.3		34.9		0.7		34.5		3.1		0.4

		対象になっていない		7		42.9		14.3		0.0		42.9		0.0		0.0

		【岡山】		195		33.3		32.8		1.5		29.2		2.1		1.0

		対象になった		192		33.3		32.8		1.6		29.2		2.1		1.0

		対象になっていない		3		33.3		33.3		0.0		33.3		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1100		25.9		34.3		1.6		34.8		2.5		0.8

		対象になった		1085		25.6		34.4		1.7		35.1		2.6		0.6

		対象になっていない		15		46.7		26.7		0.0		13.3		0.0		13.3

		【新政令市】		416		35.3		29.6		0.5		32.2		1.9		0.5

		対象になった		408		35.3		29.9		0.5		31.9		2.0		0.5

		対象になっていない		8		37.5		12.5		0.0		50.0		0.0		0.0

		【利用者】Ｑ１５　負担が「増えた」とご回答の方へのご質問です。　負担が増えることについて、施設から納得できる説明はありましたか？（ＳＡ）

				総数		説明があり納得した		説明はあったが納得できない		説明がない		その他		無回答

		全体		658		34.5		31.5		18.2		9.7		6.1

		＜地方別＞

		北海道		36		13.9		38.9		11.1		25.0		11.1

		東北		36		47.2		25.0		11.1		8.3		8.3

		関東		206		33.5		34.5		22.3		5.3		4.4

		東海		65		33.8		24.6		21.5		16.9		3.1

		甲信越・北陸		29		27.6		31.0		24.1		10.3		6.9

		近畿		145		30.3		35.2		16.6		14.5		3.4

		中国・四国		54		44.4		22.2		16.7		7.4		9.3

		九州		75		46.7		29.3		13.3		2.7		8.0

		沖縄		12		25.0		25.0		16.7		0.0		33.3

		＜地方詳細＞

		東京		83		26.5		36.1		22.9		8.4		6.0

		神奈川		38		26.3		44.7		23.7		0.0		5.3

		埼玉		12		25.0		33.3		25.0		16.7		0.0

		千葉		46		41.3		26.1		26.1		4.3		2.2

		茨城・群馬・栃木		27		55.6		29.6		11.1		0.0		3.7

		大阪		92		35.9		35.9		16.3		10.9		1.1

		兵庫		31		25.8		41.9		6.5		16.1		9.7

		京都・奈良・和歌山・滋賀		22		13.6		22.7		31.8		27.3		4.5

		岡山		7		57.1		42.9		0.0		0.0		0.0

		＜政令市＞

		旧政令市		92		31.5		37.0		16.3		12.0		3.3

		新政令市		36		38.9		36.1		5.6		16.7		2.8

		＜施設別＞

		幼稚園		270		40.7		31.9		15.9		7.0		4.4

		　公立幼稚園		29		55.2		24.1		10.3		3.4		6.9

		　私立幼稚園		242		38.8		33.1		16.5		7.4		4.1

		保育園		216		27.3		29.6		23.6		12.5		6.9

		こども園		146		30.8		33.6		16.4		11.6		7.5

		その他		55		30.9		41.8		14.5		7.3		5.5

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		29		55.2		24.1		10.3		3.4		6.9

		私立幼稚園		242		38.8		33.1		16.5		7.4		4.1

		認可保育所		216		27.3		29.6		23.6		12.5		6.9

		認定こども園		146		30.8		33.6		16.4		11.6		7.5

		小規模保育		13		15.4		46.2		23.1		7.7		7.7

		家庭的保育		2		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		事業所内保育		4		25.0		50.0		0.0		0.0		25.0

		居宅訪問型保育		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		5		20.0		60.0		0.0		20.0		0.0

		企業主導型保育		5		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0

		地方独自の保育施設		2		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		幼稚園類似施設		10		60.0		20.0		10.0		10.0		0.0

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		15		46.7		46.7		6.7		0.0		0.0

		＜無償化対象別＞

		対象になった		529		36.3		32.7		16.1		9.3		5.7

		対象になっていない		129		27.1		26.4		27.1		11.6		7.8

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		36		13.9		38.9		11.1		25.0		11.1

		幼稚園		15		20.0		40.0		6.7		20.0		13.3

		　公立幼稚園		4		50.0		0.0		0.0		25.0		25.0

		　私立幼稚園		11		9.1		54.5		9.1		18.2		9.1

		保育園		11		18.2		36.4		18.2		18.2		9.1

		こども園		9		0.0		22.2		33.3		33.3		11.1

		その他		4		0.0		50.0		0.0		50.0		0.0

		【東北】		36		47.2		25.0		11.1		8.3		8.3

		幼稚園		10		50.0		20.0		0.0		10.0		20.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		10		50.0		20.0		0.0		10.0		20.0

		保育園		18		38.9		27.8		16.7		11.1		5.6

		こども園		8		62.5		25.0		12.5		0.0		0.0

		その他		1		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		【関東】		206		33.5		34.5		22.3		5.3		4.4

		幼稚園		118		36.4		31.4		23.7		5.9		2.5

		　公立幼稚園		7		28.6		42.9		28.6		0.0		0.0

		　私立幼稚園		111		36.9		30.6		23.4		6.3		2.7

		保育園		52		19.2		36.5		30.8		7.7		5.8

		こども園		24		33.3		50.0		4.2		0.0		12.5

		その他		21		42.9		42.9		14.3		0.0		0.0

		【東海】		65		33.8		24.6		21.5		16.9		3.1

		幼稚園		25		48.0		24.0		20.0		4.0		4.0

		　公立幼稚園		6		66.7		16.7		16.7		0.0		0.0

		　私立幼稚園		19		42.1		26.3		21.1		5.3		5.3

		保育園		21		28.6		14.3		33.3		23.8		0.0

		こども園		18		22.2		33.3		11.1		27.8		5.6

		その他		5		0.0		60.0		20.0		20.0		0.0

		【甲信越・北陸】		29		27.6		31.0		24.1		10.3		6.9

		幼稚園		3		66.7		33.3		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		3		66.7		33.3		0.0		0.0		0.0

		保育園		13		23.1		38.5		15.4		15.4		7.7

		こども園		11		27.3		18.2		36.4		9.1		9.1

		その他		2		0.0		50.0		50.0		0.0		0.0

		【近畿】		145		30.3		35.2		16.6		14.5		3.4

		幼稚園		54		40.7		38.9		9.3		11.1		0.0

		　公立幼稚園		5		80.0		20.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		50		36.0		42.0		10.0		12.0		0.0

		保育園		39		23.1		25.6		25.6		23.1		2.6

		こども園		49		26.5		38.8		18.4		10.2		6.1

		その他		9		0.0		66.7		11.1		11.1		11.1

		【中国・四国】		54		44.4		22.2		16.7		7.4		9.3

		幼稚園		23		60.9		21.7		8.7		4.3		4.3

		　公立幼稚園		5		60.0		40.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		18		61.1		16.7		11.1		5.6		5.6

		保育園		22		27.3		31.8		22.7		9.1		9.1

		こども園		11		45.5		0.0		18.2		18.2		18.2

		その他		2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【九州】		75		46.7		29.3		13.3		2.7		8.0

		幼稚園		20		45.0		35.0		10.0		0.0		10.0

		　公立幼稚園		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		19		42.1		36.8		10.5		0.0		10.5

		保育園		32		46.9		25.0		12.5		3.1		12.5

		こども園		16		43.8		37.5		12.5		6.3		0.0

		その他		8		50.0		25.0		25.0		0.0		0.0

		【沖縄】		12		25.0		25.0		16.7		0.0		33.3

		幼稚園		2		0.0		50.0		0.0		0.0		50.0

		　公立幼稚園		1		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		8		12.5		37.5		25.0		0.0		25.0

		こども園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		3		66.7		0.0		0.0		0.0		33.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		83		26.5		36.1		22.9		8.4		6.0

		幼稚園		51		31.4		29.4		25.5		9.8		3.9

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		51		31.4		29.4		25.5		9.8		3.9

		保育園		17		17.6		35.3		29.4		11.8		5.9

		こども園		7		0.0		71.4		0.0		0.0		28.6

		その他		9		33.3		55.6		11.1		0.0		0.0

		【神奈川】		38		26.3		44.7		23.7		0.0		5.3

		幼稚園		23		30.4		52.2		13.0		0.0		4.3

		　公立幼稚園		1		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		22		31.8		54.5		9.1		0.0		4.5

		保育園		9		0.0		22.2		66.7		0.0		11.1

		こども園		5		20.0		80.0		0.0		0.0		0.0

		その他		6		50.0		16.7		33.3		0.0		0.0

		【埼玉】		12		25.0		33.3		25.0		16.7		0.0

		幼稚園		4		25.0		25.0		25.0		25.0		0.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		4		25.0		25.0		25.0		25.0		0.0

		保育園		6		16.7		33.3		33.3		16.7		0.0

		こども園		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		その他		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		【千葉】		46		41.3		26.1		26.1		4.3		2.2

		幼稚園		32		46.9		15.6		34.4		3.1		0.0

		　公立幼稚園		4		25.0		50.0		25.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		28		50.0		10.7		35.7		3.6		0.0

		保育園		9		22.2		44.4		11.1		11.1		11.1

		こども園		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		その他		4		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		27		55.6		29.6		11.1		0.0		3.7

		幼稚園		8		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		2		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		6		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		11		36.4		45.5		18.2		0.0		0.0

		こども園		10		70.0		10.0		10.0		0.0		10.0

		その他		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【大阪】		92		35.9		35.9		16.3		10.9		1.1

		幼稚園		39		38.5		41.0		10.3		10.3		0.0

		　公立幼稚園		4		75.0		25.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		36		33.3		44.4		11.1		11.1		0.0

		保育園		20		30.0		20.0		25.0		20.0		5.0

		こども園		32		37.5		37.5		18.8		6.3		0.0

		その他		4		0.0		75.0		25.0		0.0		0.0

		【兵庫】		31		25.8		41.9		6.5		16.1		9.7

		幼稚園		8		62.5		25.0		0.0		12.5		0.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		8		62.5		25.0		0.0		12.5		0.0

		保育園		11		18.2		54.5		18.2		9.1		0.0

		こども園		11		9.1		54.5		0.0		18.2		18.2

		その他		4		0.0		50.0		0.0		25.0		25.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		22		13.6		22.7		31.8		27.3		4.5

		幼稚園		7		28.6		42.9		14.3		14.3		0.0

		　公立幼稚園		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		6		16.7		50.0		16.7		16.7		0.0

		保育園		8		12.5		0.0		37.5		50.0		0.0

		こども園		6		0.0		16.7		50.0		16.7		16.7

		その他		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		【岡山】		7		57.1		42.9		0.0		0.0		0.0

		幼稚園		5		60.0		40.0		0.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		4		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

		こども園		1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		その他		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		92		31.5		37.0		16.3		12.0		3.3

		幼稚園		39		33.3		41.0		12.8		10.3		2.6

		　公立幼稚園		2		50.0		50.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		38		31.6		42.1		13.2		10.5		2.6

		保育園		30		33.3		16.7		30.0		13.3		6.7

		こども園		19		31.6		57.9		5.3		5.3		0.0

		その他		8		0.0		50.0		25.0		25.0		0.0

		【新政令市】		36		38.9		36.1		5.6		16.7		2.8

		幼稚園		11		45.5		36.4		9.1		9.1		0.0

		　公立幼稚園		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		11		45.5		36.4		9.1		9.1		0.0

		保育園		6		50.0		33.3		0.0		16.7		0.0

		こども園		18		33.3		33.3		5.6		22.2		5.6

		その他		3		0.0		66.7		0.0		33.3		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		36		13.9		38.9		11.1		25.0		11.1

		対象になった		28		14.3		39.3		10.7		25.0		10.7

		対象になっていない		8		12.5		37.5		12.5		25.0		12.5

		【東北】		36		47.2		25.0		11.1		8.3		8.3

		対象になった		27		51.9		22.2		7.4		7.4		11.1

		対象になっていない		9		33.3		33.3		22.2		11.1		0.0

		【関東】		206		33.5		34.5		22.3		5.3		4.4

		対象になった		171		34.5		35.7		19.9		5.3		4.7

		対象になっていない		35		28.6		28.6		34.3		5.7		2.9

		【東海】		65		33.8		24.6		21.5		16.9		3.1

		対象になった		55		34.5		25.5		20.0		16.4		3.6

		対象になっていない		10		30.0		20.0		30.0		20.0		0.0

		【甲信越・北陸】		29		27.6		31.0		24.1		10.3		6.9

		対象になった		18		22.2		33.3		27.8		11.1		5.6

		対象になっていない		11		36.4		27.3		18.2		9.1		9.1

		【近畿】		145		30.3		35.2		16.6		14.5		3.4

		対象になった		125		32.8		36.8		13.6		12.8		4.0

		対象になっていない		20		15.0		25.0		35.0		25.0		0.0

		【中国・四国】		54		44.4		22.2		16.7		7.4		9.3

		対象になった		42		47.6		23.8		16.7		7.1		4.8

		対象になっていない		12		33.3		16.7		16.7		8.3		25.0

		【九州】		75		46.7		29.3		13.3		2.7		8.0

		対象になった		53		52.8		32.1		7.5		1.9		5.7

		対象になっていない		22		31.8		22.7		27.3		4.5		13.6

		【沖縄】		12		25.0		25.0		16.7		0.0		33.3

		対象になった		10		30.0		20.0		20.0		0.0		30.0

		対象になっていない		2		0.0		50.0		0.0		0.0		50.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		83		26.5		36.1		22.9		8.4		6.0

		対象になった		68		29.4		36.8		19.1		8.8		5.9

		対象になっていない		15		13.3		33.3		40.0		6.7		6.7

		【神奈川】		38		26.3		44.7		23.7		0.0		5.3

		対象になった		32		25.0		50.0		18.8		0.0		6.3

		対象になっていない		6		33.3		16.7		50.0		0.0		0.0

		【埼玉】		12		25.0		33.3		25.0		16.7		0.0

		対象になった		7		28.6		28.6		28.6		14.3		0.0

		対象になっていない		5		20.0		40.0		20.0		20.0		0.0

		【千葉】		46		41.3		26.1		26.1		4.3		2.2

		対象になった		42		40.5		26.2		26.2		4.8		2.4

		対象になっていない		4		50.0		25.0		25.0		0.0		0.0

		【茨城・群馬・栃木】		27		55.6		29.6		11.1		0.0		3.7

		対象になった		22		54.5		31.8		9.1		0.0		4.5

		対象になっていない		5		60.0		20.0		20.0		0.0		0.0

		【大阪】		92		35.9		35.9		16.3		10.9		1.1

		対象になった		80		37.5		38.8		11.3		11.3		1.3

		対象になっていない		12		25.0		16.7		50.0		8.3		0.0

		【兵庫】		31		25.8		41.9		6.5		16.1		9.7

		対象になった		27		29.6		44.4		7.4		7.4		11.1

		対象になっていない		4		0.0		25.0		0.0		75.0		0.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		22		13.6		22.7		31.8		27.3		4.5

		対象になった		18		16.7		16.7		33.3		27.8		5.6

		対象になっていない		4		0.0		50.0		25.0		25.0		0.0

		【岡山】		7		57.1		42.9		0.0		0.0		0.0

		対象になった		7		57.1		42.9		0.0		0.0		0.0

		対象になっていない		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		92		31.5		37.0		16.3		12.0		3.3

		対象になった		76		32.9		36.8		13.2		14.5		2.6

		対象になっていない		16		25.0		37.5		31.3		0.0		6.3

		【新政令市】		36		38.9		36.1		5.6		16.7		2.8

		対象になった		30		33.3		40.0		3.3		20.0		3.3

		対象になっていない		6		66.7		16.7		16.7		0.0		0.0

		【利用者】Ｑ１６　幼児教育・保育に関し、今後、取り組んでほしい政策を教えてください。（ＭＡ）

				総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他		平均反応数

		全体		18922		36.6		50.1		13.0		38.8		30.9		27.4		23.9		5.4		7.3		2.28

		＜地方別＞

		北海道		1330		33.9		43.2		13.6		39.5		34.1		31.5		27.4		6.3		7.0		2.30

		東北		1155		32.6		43.7		13.2		45.3		27.2		26.5		25.0		6.1		7.9		2.21

		関東		5663		38.3		53.0		15.6		36.4		30.7		26.8		24.1		5.6		7.6		2.33

		東海		1780		31.7		48.7		11.3		36.7		30.0		31.0		25.3		6.2		9.3		2.24

		甲信越・北陸		1111		26.6		49.7		10.8		41.3		30.1		28.2		24.5		5.3		7.3		2.18

		近畿		3585		37.0		55.3		12.5		36.7		34.8		24.7		20.9		4.0		6.6		2.29

		中国・四国		1998		38.3		47.9		10.7		38.8		25.7		27.8		23.1		6.2		7.6		2.20

		九州		1940		39.1		45.4		10.7		42.5		30.3		27.5		24.2		5.3		6.1		2.26

		沖縄		360		60.0		44.4		15.6		55.0		34.7		30.6		26.1		3.1		6.4		2.73

		＜地方詳細＞

		東京		2121		41.6		58.8		20.0		35.0		23.8		30.6		25.7		4.6		10.4		2.46

		神奈川		725		40.1		51.9		16.8		31.6		30.9		26.1		24.4		6.3		8.1		2.30

		埼玉		718		37.5		48.7		10.2		35.1		30.8		25.9		22.6		6.5		6.5		2.17

		千葉		1070		37.1		48.7		14.3		39.0		36.4		22.3		20.6		6.8		4.9		2.23

		茨城・群馬・栃木		1029		32.2		49.4		10.5		41.1		39.1		24.9		25.5		5.3		5.0		2.28

		大阪		1542		38.1		56.5		12.8		33.1		34.4		24.8		20.2		3.7		6.9		2.27

		兵庫		965		44.0		55.0		12.7		38.9		35.5		21.9		20.4		3.8		5.4		2.34

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		29.3		53.8		12.0		40.0		34.6		27.0		22.4		4.6		7.3		2.26

		岡山		279		44.1		55.2		7.9		32.3		31.2		26.5		21.5		5.4		5.0		2.24

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		42.3		51.1		15.5		39.4		31.9		27.2		23.0		3.9		7.5		2.38

		新政令市		604		42.2		55.3		11.4		38.9		34.8		28.6		21.4		5.3		7.1		2.40

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		33.0		51.9		14.8		30.6		33.6		28.1		23.5		6.4		6.9		2.22

		　公立幼稚園		1944		34.0		53.4		12.2		31.3		30.3		26.7		23.9		5.9		6.2		2.18

		　私立幼稚園		4888		32.8		51.4		15.9		30.4		34.9		28.6		23.4		6.5		7.1		2.25

		保育園		7007		40.3		49.9		9.9		44.4		27.9		26.8		23.8		4.7		7.6		2.31

		こども園		3999		33.2		49.3		11.2		39.4		34.5		27.6		24.9		6.0		7.3		2.27

		その他		1900		46.0		46.0		22.4		49.4		24.7		29.6		24.6		2.2		8.2		2.51

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		34.0		53.4		12.2		31.3		30.3		26.7		23.9		5.9		6.2		2.18

		私立幼稚園		4888		32.8		51.4		15.9		30.4		34.9		28.6		23.4		6.5		7.1		2.25

		認可保育所		7007		40.3		49.9		9.9		44.4		27.9		26.8		23.8		4.7		7.6		2.31

		認定こども園		3999		33.2		49.3		11.2		39.4		34.5		27.6		24.9		6.0		7.3		2.27

		小規模保育		307		54.7		46.9		13.0		55.0		24.4		21.5		17.9		2.0		6.8		2.40

		家庭的保育		247		45.7		51.0		19.4		56.3		30.8		21.9		21.9		1.6		5.7		2.53

		事業所内保育		190		42.6		43.2		16.3		54.7		32.1		22.1		19.5		2.1		3.7		2.34

		居宅訪問型保育		5		40.0		60.0		20.0		80.0		40.0		40.0		20.0		0.0		0.0		3.00

		障がい児の発達支援		193		34.2		40.9		13.0		23.8		24.4		84.5		48.7		0.0		6.2		2.76

		企業主導型保育		192		59.4		44.8		10.4		60.9		21.9		24.0		22.9		1.0		8.9		2.53

		地方独自の保育施設		105		39.0		52.4		10.5		48.6		28.6		29.5		28.6		2.9		7.6		2.45

		幼稚園類似施設		171		24.0		43.3		66.7		21.6		17.0		30.4		31.6		2.3		10.5		2.45

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		51.0		45.6		27.8		54.8		22.1		23.1		21.2		3.4		11.4		2.57

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		34.9		51.5		12.5		34.5		32.6		28.5		24.4		5.8		7.2		2.26

		対象になっていない		3079		45.6		43.1		15.8		60.8		22.1		21.9		21.0		3.6		7.9		2.38

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		33.9		43.2		13.6		39.5		34.1		31.5		27.4		6.3		7.0		2.30

		幼稚園		487		32.2		43.3		15.8		31.2		36.1		34.3		29.8		6.4		8.2		2.31

		　公立幼稚園		93		21.5		38.7		21.5		38.7		32.3		24.7		21.5		9.7		10.8		2.10

		　私立幼稚園		394		34.8		44.4		14.5		29.4		37.1		36.5		31.7		5.6		7.6		2.36

		保育園		407		38.1		45.2		12.5		46.4		30.2		27.8		24.8		6.9		4.4		2.29

		こども園		369		28.2		41.7		10.8		36.3		38.5		30.4		26.3		6.8		8.7		2.21

		その他		134		44.0		44.0		15.7		54.5		28.4		40.3		32.8		2.2		7.5		2.67

		【東北】		1155		32.6		43.7		13.2		45.3		27.2		26.5		25.0		6.1		7.9		2.21

		幼稚園		294		29.3		51.0		16.7		38.4		28.9		25.5		22.4		5.8		5.8		2.18

		　公立幼稚園		86		38.4		45.3		10.5		45.3		25.6		26.7		30.2		2.3		2.3		2.24

		　私立幼稚園		208		25.5		53.4		19.2		35.6		30.3		25.0		19.2		7.2		7.2		2.15

		保育園		457		36.1		42.9		13.3		46.8		23.9		28.2		28.2		6.6		8.1		2.28

		こども園		369		29.0		39.6		8.4		46.9		28.5		25.5		25.5		5.4		9.5		2.13

		その他		103		42.7		35.0		15.5		54.4		28.2		24.3		21.4		7.8		8.7		2.30

		【関東】		5663		38.3		53.0		15.6		36.4		30.7		26.8		24.1		5.6		7.6		2.33

		幼稚園		2454		33.8		51.8		16.5		28.8		33.1		28.2		23.3		8.0		6.9		2.22

		　公立幼稚園		402		33.1		52.7		14.2		29.1		31.8		25.1		22.1		7.0		5.0		2.13

		　私立幼稚園		2062		34.2		51.7		17.0		28.8		33.5		28.8		23.5		8.1		7.2		2.25

		保育園		1985		44.3		56.2		10.4		43.6		26.6		24.8		23.9		3.5		8.4		2.38

		こども園		740		33.8		51.2		13.0		41.5		40.1		27.2		26.9		6.4		6.6		2.40

		その他		677		43.7		50.1		30.6		42.1		22.6		28.2		25.4		1.8		8.6		2.51

		【東海】		1780		31.7		48.7		11.3		36.7		30.0		31.0		25.3		6.2		9.3		2.24

		幼稚園		623		26.0		48.3		12.5		30.3		35.8		28.6		23.6		7.1		7.2		2.12

		　公立幼稚園		202		27.7		51.0		11.9		30.2		28.2		32.7		29.2		6.4		6.9		2.18

		　私立幼稚園		423		25.1		47.0		13.0		30.7		39.2		26.5		20.8		7.3		7.3		2.10

		保育園		755		37.1		47.9		9.4		41.1		25.8		31.4		26.0		5.6		11.4		2.30

		こども園		328		30.8		52.4		13.4		35.7		29.9		35.4		27.4		6.7		8.2		2.33

		その他		128		30.5		42.2		9.4		51.6		28.9		30.5		20.3		1.6		9.4		2.23

		【甲信越・北陸】		1111		26.6		49.7		10.8		41.3		30.1		28.2		24.5		5.3		7.3		2.18

		幼稚園		255		25.9		53.3		9.4		38.4		31.8		27.5		22.7		3.5		6.3		2.15

		　公立幼稚園		110		22.7		56.4		5.5		36.4		32.7		22.7		23.6		3.6		5.5		2.05

		　私立幼稚園		145		28.3		51.0		12.4		40.0		31.0		31.0		22.1		3.4		6.9		2.23

		保育園		523		24.3		50.5		9.6		42.8		28.5		27.9		24.9		4.2		6.3		2.15

		こども園		284		28.9		46.5		10.6		37.7		34.2		28.5		25.0		9.9		9.5		2.21

		その他		85		31.8		50.6		22.4		52.9		18.8		34.1		23.5		2.4		9.4		2.44

		【近畿】		3585		37.0		55.3		12.5		36.7		34.8		24.7		20.9		4.0		6.6		2.29

		幼稚園		1425		34.4		58.3		15.3		28.6		36.7		25.7		22.8		5.1		6.7		2.29

		　公立幼稚園		565		37.9		60.0		12.0		28.3		29.0		26.5		24.2		6.0		7.1		2.25

		　私立幼稚園		864		32.2		57.3		17.5		28.8		41.8		25.1		21.9		4.4		6.5		2.31

		保育園		1014		42.1		53.2		9.6		45.1		32.3		25.0		20.5		3.7		6.5		2.34

		こども園		995		34.5		55.6		11.0		36.2		36.8		23.2		18.5		3.4		6.1		2.22

		その他		300		45.0		48.3		15.7		49.7		29.0		28.7		23.3		1.3		7.0		2.47

		【中国・四国】		1998		38.3		47.9		10.7		38.8		25.7		27.8		23.1		6.2		7.6		2.20

		幼稚園		702		35.9		48.4		11.3		31.3		27.9		29.8		22.2		5.0		6.8		2.14

		　公立幼稚園		323		38.4		50.5		8.7		31.6		28.2		26.9		20.7		4.6		6.5		2.11

		　私立幼稚園		383		34.5		47.0		13.6		31.6		27.7		32.1		23.8		5.2		7.0		2.17

		保育園		827		41.2		48.4		9.3		44.4		26.2		27.4		24.7		6.3		8.3		2.30

		こども園		431		36.9		50.3		11.4		38.7		21.6		26.2		24.1		8.4		7.4		2.17

		その他		144		50.0		39.6		14.6		52.1		20.8		27.1		17.4		0.0		6.9		2.28

		【九州】		1940		39.1		45.4		10.7		42.5		30.3		27.5		24.2		5.3		6.1		2.26

		幼稚園		539		34.7		51.2		12.8		34.0		33.2		26.7		22.4		5.4		6.5		2.22

		　公立幼稚園		143		30.1		49.7		12.6		30.1		38.5		25.2		23.8		5.6		3.5		2.13

		　私立幼稚園		399		36.3		51.9		13.0		35.3		31.8		27.1		22.1		5.3		7.5		2.25

		保育園		840		40.1		43.0		7.7		45.1		27.7		27.0		21.9		5.4		6.0		2.19

		こども園		425		36.2		45.4		10.1		43.5		37.2		32.2		32.7		5.4		6.1		2.44

		その他		232		54.7		39.7		22.4		52.6		22.8		27.2		24.1		3.0		6.5		2.50

		【沖縄】		360		60.0		44.4		15.6		55.0		34.7		30.6		26.1		3.1		6.4		2.73

		幼稚園		29		62.1		65.5		27.6		44.8		34.5		41.4		34.5		3.4		6.9		3.17

		　公立幼稚園		20		65.0		65.0		35.0		50.0		35.0		40.0		35.0		5.0		10.0		3.35

		　私立幼稚園		10		60.0		60.0		10.0		40.0		30.0		50.0		40.0		0.0		0.0		2.90

		保育園		199		56.3		38.2		8.0		52.3		36.7		25.6		20.1		1.5		4.5		2.42

		こども園		58		44.8		41.4		10.3		46.6		37.9		29.3		32.8		8.6		1.7		2.45

		その他		97		77.3		50.5		32.0		69.1		26.8		38.1		34.0		3.1		12.4		3.40

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		41.6		58.8		20.0		35.0		23.8		30.6		25.7		4.6		10.4		2.46

		幼稚園		935		35.8		56.3		21.0		27.3		31.3		31.6		24.6		6.4		9.1		2.37

		　公立幼稚園		111		41.4		58.6		22.5		24.3		24.3		33.3		28.8		4.5		9.0		2.42

		　私立幼稚園		827		35.3		56.0		20.8		27.7		32.4		31.3		24.1		6.7		9.1		2.37

		保育園		812		48.6		61.7		13.3		44.5		17.7		29.8		26.4		3.0		11.3		2.53

		こども園		121		46.3		62.0		18.2		37.2		25.6		33.9		30.6		6.6		11.6		2.65

		その他		330		40.9		57.6		34.8		38.2		15.8		29.1		26.7		1.5		10.0		2.53

		【神奈川】		725		40.1		51.9		16.8		31.6		30.9		26.1		24.4		6.3		8.1		2.30

		幼稚園		311		36.0		46.0		15.4		24.4		30.2		25.7		22.5		11.9		6.4		2.07

		　公立幼稚園		38		28.9		50.0		2.6		10.5		21.1		18.4		7.9		7.9		7.9		1.47

		　私立幼稚園		273		37.0		45.4		17.2		26.4		31.5		26.7		24.5		12.5		6.2		2.15

		保育園		269		45.7		55.0		9.3		38.7		29.4		24.2		23.4		3.7		8.6		2.34

		こども園		89		31.5		60.7		14.6		34.8		47.2		24.7		25.8		1.1		10.1		2.49

		その他		85		43.5		55.3		47.1		37.6		21.2		35.3		32.9		1.2		10.6		2.84

		【埼玉】		718		37.5		48.7		10.2		35.1		30.8		25.9		22.6		6.5		6.5		2.17

		幼稚園		338		32.2		45.9		10.7		28.1		28.1		28.7		22.5		8.3		7.1		2.03

		　公立幼稚園		49		34.7		40.8		8.2		28.6		26.5		26.5		32.7		8.2		4.1		2.02

		　私立幼稚園		291		32.0		47.1		11.0		28.2		28.2		28.9		20.6		8.2		7.6		2.03

		保育園		250		40.4		56.8		8.0		40.4		32.4		22.0		21.6		6.0		5.6		2.27

		こども園		65		33.8		46.2		6.2		40.0		49.2		21.5		26.2		6.2		7.7		2.31

		その他		88		55.7		35.2		17.0		47.7		21.6		28.4		21.6		2.3		6.8		2.34

		【千葉】		1070		37.1		48.7		14.3		39.0		36.4		22.3		20.6		6.8		4.9		2.23

		幼稚園		561		32.4		49.2		16.2		32.8		36.7		24.1		21.4		9.4		3.9		2.17

		　公立幼稚園		90		34.4		52.2		17.8		41.1		40.0		14.4		15.6		8.9		0.0		2.16

		　私立幼稚園		473		32.3		48.8		16.1		31.3		36.4		26.0		22.4		9.5		4.7		2.18

		保育園		312		43.9		51.0		9.6		48.1		31.7		18.9		19.2		2.9		5.8		2.28

		こども園		125		33.6		44.8		8.8		40.8		43.2		28.0		26.4		8.8		6.4		2.32

		その他		102		48.0		42.2		24.5		45.1		40.2		19.6		13.7		1.0		6.9		2.40

		【茨城・群馬・栃木】		1029		32.2		49.4		10.5		41.1		39.1		24.9		25.5		5.3		5.0		2.28

		幼稚園		309		29.4		55.0		10.7		31.1		40.5		27.5		24.9		5.8		5.8		2.25

		　公立幼稚園		114		24.6		53.5		9.6		30.7		38.6		27.2		21.1		7.0		4.4		2.10

		　私立幼稚園		198		33.3		56.6		11.6		31.3		41.4		27.8		26.8		5.1		6.6		2.35

		保育園		342		36.0		48.5		6.7		43.6		36.8		20.8		24.3		3.5		5.6		2.22

		こども園		340		30.0		48.2		13.5		45.3		40.6		26.2		26.2		6.8		3.8		2.34

		その他		72		36.1		38.9		16.7		54.2		31.9		27.8		31.9		4.2		4.2		2.42

		【大阪】		1542		38.1		56.5		12.8		33.1		34.4		24.8		20.2		3.7		6.9		2.27

		幼稚園		658		36.8		58.2		14.6		25.5		35.9		25.8		23.1		5.3		7.9		2.28

		　公立幼稚園		197		42.6		57.9		10.7		28.4		25.4		28.9		24.9		7.6		7.1		2.26

		　私立幼稚園		462		34.4		58.4		16.5		24.5		40.3		24.5		22.3		4.3		8.2		2.29

		保育園		369		44.2		53.7		11.1		40.4		29.3		23.6		19.5		2.4		7.6		2.29

		こども園		452		34.3		57.1		11.5		34.7		38.5		24.6		17.0		2.7		4.6		2.22

		その他		121		43.0		57.0		12.4		47.9		24.0		31.4		20.7		1.7		7.4		2.44

		【兵庫】		965		44.0		55.0		12.7		38.9		35.5		21.9		20.4		3.8		5.4		2.34

		幼稚園		347		40.6		59.4		16.7		29.4		39.8		24.2		22.8		4.9		4.0		2.37

		　公立幼稚園		142		47.2		66.9		12.7		30.3		31.7		23.9		26.1		3.5		2.8		2.42

		　私立幼稚園		208		36.1		54.3		19.2		28.4		45.7		24.5		20.7		5.8		4.8		2.34

		保育園		242		53.7		53.7		9.5		47.5		30.6		21.9		20.7		5.0		5.4		2.43

		こども園		330		39.4		53.6		12.1		37.3		37.0		20.6		18.5		3.3		6.7		2.25

		その他		102		52.9		47.1		8.8		53.9		34.3		22.5		21.6		0.0		2.9		2.44

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		29.3		53.8		12.0		40.0		34.6		27.0		22.4		4.6		7.3		2.26

		幼稚園		420		25.5		57.6		15.2		32.9		35.5		26.7		22.4		4.8		7.1		2.23

		　公立幼稚園		226		27.9		57.5		12.8		27.0		30.5		26.1		22.6		6.2		9.7		2.14

		　私立幼稚園		194		22.7		57.7		18.0		39.7		41.2		27.3		22.2		3.1		4.1		2.33

		保育園		403		33.3		52.4		8.2		47.9		36.2		28.0		21.3		4.2		6.2		2.33

		こども園		213		27.2		55.4		8.0		37.6		32.9		24.4		21.6		5.2		8.5		2.15

		その他		77		37.7		36.4		29.9		46.8		29.9		32.5		29.9		2.6		11.7		2.55

		【岡山】		279		44.1		55.2		7.9		32.3		31.2		26.5		21.5		5.4		5.0		2.24

		幼稚園		99		39.4		56.6		11.1		28.3		38.4		29.3		20.2		2.0		5.1		2.28

		　公立幼稚園		71		39.4		49.3		12.7		26.8		38.0		29.6		22.5		2.8		7.0		2.25

		　私立幼稚園		28		39.3		75.0		7.1		32.1		39.3		28.6		14.3		0.0		0.0		2.36

		保育園		125		48.8		59.2		4.0		36.0		26.4		26.4		24.8		5.6		5.6		2.31

		こども園		50		38.0		52.0		8.0		30.0		36.0		24.0		22.0		12.0		2.0		2.12

		その他		30		70.0		33.3		10.0		50.0		13.3		23.3		6.7		0.0		6.7		2.13

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		42.3		51.1		15.5		39.4		31.9		27.2		23.0		3.9		7.5		2.38

		幼稚園		728		35.9		53.3		17.0		31.2		34.3		31.3		25.8		5.4		7.8		2.37

		　公立幼稚園		97		42.3		60.8		19.6		27.8		30.9		24.7		25.8		7.2		5.2		2.37

		　私立幼稚園		633		34.9		52.3		16.9		31.8		34.9		32.2		25.8		5.1		8.2		2.37

		保育園		656		48.9		52.1		12.8		47.6		28.5		24.5		19.1		2.4		5.8		2.39

		こども園		257		38.9		46.7		13.6		35.0		42.8		23.7		22.6		4.7		9.7		2.33

		その他		209		49.8		47.4		24.4		52.6		22.5		27.3		24.4		2.4		9.1		2.57

		【新政令市】		604		42.2		55.3		11.4		38.9		34.8		28.6		21.4		5.3		7.1		2.40

		幼稚園		160		35.6		57.5		16.9		28.1		39.4		22.5		15.6		6.3		5.6		2.21

		　公立幼稚園		30		50.0		50.0		6.7		26.7		46.7		23.3		20.0		6.7		16.7		2.40

		　私立幼稚園		130		32.3		59.2		19.2		28.5		37.7		22.3		14.6		6.2		3.1		2.17

		保育園		164		57.3		56.7		6.7		46.3		32.9		29.3		21.3		2.4		5.5		2.56

		こども園		264		36.4		54.9		8.7		38.3		33.0		33.3		24.2		6.8		8.7		2.38

		その他		50		58.0		46.0		16.0		64.0		32.0		20.0		18.0		0.0		10.0		2.64

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		33.9		43.2		13.6		39.5		34.1		31.5		27.4		6.3		7.0		2.30

		対象になった		1139		32.1		43.5		13.5		35.3		36.2		32.7		28.3		6.7		7.0		2.29

		対象になっていない		191		44.5		40.8		14.1		64.9		22.0		24.6		22.5		4.2		6.8		2.40

		【東北】		1155		32.6		43.7		13.2		45.3		27.2		26.5		25.0		6.1		7.9		2.21

		対象になった		955		31.5		44.6		13.0		40.0		28.8		26.4		24.9		6.8		8.2		2.17

		対象になっていない		200		38.0		39.5		14.0		70.5		19.5		27.0		25.5		3.0		6.5		2.41

		【関東】		5663		38.3		53.0		15.6		36.4		30.7		26.8		24.1		5.6		7.6		2.33

		対象になった		4736		36.3		54.1		14.6		32.7		32.6		28.1		25.1		6.2		7.2		2.31

		対象になっていない		927		48.4		47.7		20.6		55.7		21.5		20.2		19.2		2.8		9.4		2.43

		【東海】		1780		31.7		48.7		11.3		36.7		30.0		31.0		25.3		6.2		9.3		2.24

		対象になった		1559		30.4		50.0		11.1		32.8		30.9		32.5		25.9		6.5		8.9		2.23

		対象になっていない		221		41.2		39.4		12.7		64.3		23.5		20.4		20.8		3.6		11.8		2.34

		【甲信越・北陸】		1111		26.6		49.7		10.8		41.3		30.1		28.2		24.5		5.3		7.3		2.18

		対象になった		916		25.9		52.3		9.5		36.8		32.1		30.1		25.2		5.8		7.2		2.19

		対象になっていない		195		30.3		37.4		16.9		62.6		20.5		19.0		21.0		3.1		7.7		2.15

		【近畿】		3585		37.0		55.3		12.5		36.7		34.8		24.7		20.9		4.0		6.6		2.29

		対象になった		3049		35.6		56.9		12.4		32.3		36.4		25.4		21.3		4.0		6.5		2.27

		対象になっていない		536		45.1		46.3		13.1		61.6		25.2		20.5		18.7		4.3		7.3		2.38

		【中国・四国】		1998		38.3		47.9		10.7		38.8		25.7		27.8		23.1		6.2		7.6		2.20

		対象になった		1619		37.0		49.5		10.4		34.3		27.0		28.9		23.9		6.3		7.8		2.19

		対象になっていない		379		44.1		41.4		11.6		58.0		20.1		23.0		19.8		5.5		6.6		2.25

		【九州】		1940		39.1		45.4		10.7		42.5		30.3		27.5		24.2		5.3		6.1		2.26

		対象になった		1601		36.8		47.4		10.0		38.2		32.2		28.4		23.9		5.6		6.1		2.23

		対象になっていない		339		50.1		35.7		13.9		62.8		20.9		23.0		25.7		3.5		5.9		2.38

		【沖縄】		360		60.0		44.4		15.6		55.0		34.7		30.6		26.1		3.1		6.4		2.73

		対象になった		269		56.1		43.5		13.8		50.2		36.8		30.1		25.7		4.1		7.1		2.63

		対象になっていない		91		71.4		47.3		20.9		69.2		28.6		31.9		27.5		0.0		4.4		3.01

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		41.6		58.8		20.0		35.0		23.8		30.6		25.7		4.6		10.4		2.46

		対象になった		1708		40.0		60.1		18.9		31.7		25.6		32.7		27.4		5.0		9.9		2.46

		対象になっていない		413		48.2		53.5		24.9		48.9		16.0		22.0		18.9		2.9		12.6		2.45

		【神奈川】		725		40.1		51.9		16.8		31.6		30.9		26.1		24.4		6.3		8.1		2.30

		対象になった		599		36.9		51.1		14.5		27.9		33.9		26.2		23.9		7.3		7.7		2.22

		対象になっていない		126		55.6		55.6		27.8		49.2		16.7		25.4		27.0		1.6		10.3		2.67

		【埼玉】		718		37.5		48.7		10.2		35.1		30.8		25.9		22.6		6.5		6.5		2.17

		対象になった		614		34.0		49.2		9.3		30.3		31.6		27.5		23.5		7.2		6.5		2.12

		対象になっていない		104		57.7		46.2		15.4		63.5		26.0		16.3		17.3		2.9		6.7		2.49

		【千葉】		1070		37.1		48.7		14.3		39.0		36.4		22.3		20.6		6.8		4.9		2.23

		対象になった		931		35.1		50.6		13.3		34.9		36.9		23.7		21.5		7.5		4.7		2.21

		対象になっていない		139		50.4		36.0		20.9		66.2		33.1		12.9		14.4		2.2		5.8		2.40

		【茨城・群馬・栃木】		1029		32.2		49.4		10.5		41.1		39.1		24.9		25.5		5.3		5.0		2.28

		対象になった		884		31.8		51.5		11.3		37.2		41.1		25.7		26.5		5.5		5.0		2.30

		対象になっていない		145		34.5		36.6		5.5		64.8		26.9		20.0		19.3		4.1		4.8		2.12

		【大阪】		1542		38.1		56.5		12.8		33.1		34.4		24.8		20.2		3.7		6.9		2.27

		対象になった		1320		36.9		57.5		12.7		28.0		36.4		26.0		20.7		3.9		6.7		2.25

		対象になっていない		222		45.0		50.5		13.1		63.1		22.1		18.0		17.6		2.3		8.1		2.37

		【兵庫】		965		44.0		55.0		12.7		38.9		35.5		21.9		20.4		3.8		5.4		2.34

		対象になった		804		41.8		55.6		12.7		34.2		36.9		22.5		21.0		3.9		5.5		2.30

		対象になっていない		161		55.3		52.2		13.0		62.1		28.6		18.6		17.4		3.7		5.0		2.52

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		29.3		53.8		12.0		40.0		34.6		27.0		22.4		4.6		7.3		2.26

		対象になった		925		28.4		57.1		11.8		36.9		36.0		27.1		22.5		4.1		7.1		2.27

		対象になっていない		153		34.6		34.0		13.1		58.8		26.1		26.1		21.6		7.8		8.5		2.23

		【岡山】		279		44.1		55.2		7.9		32.3		31.2		26.5		21.5		5.4		5.0		2.24

		対象になった		245		42.0		56.3		7.3		29.4		31.4		29.4		22.9		4.9		4.9		2.24

		対象になっていない		34		58.8		47.1		11.8		52.9		29.4		5.9		11.8		8.8		5.9		2.24

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		42.3		51.1		15.5		39.4		31.9		27.2		23.0		3.9		7.5		2.38

		対象になった		1460		39.5		52.7		15.0		35.1		34.7		28.4		23.7		4.3		7.2		2.36

		対象になっていない		317		55.5		43.8		17.7		59.6		18.9		21.8		19.6		2.2		9.1		2.46

		【新政令市】		604		42.2		55.3		11.4		38.9		34.8		28.6		21.4		5.3		7.1		2.40

		対象になった		525		40.6		56.4		11.0		36.0		36.0		29.7		21.7		5.7		6.7		2.38

		対象になっていない		79		53.2		48.1		13.9		58.2		26.6		21.5		19.0		2.5		10.1		2.51

		【利用者】Ｑ１７　幼児教育・保育に関し、今後、最も取り組んでほしい政策を教えてください。（ＳＡ）

				総数		待機児童対策		保育の質の向上		幼稚園類似施設の負担軽減		０～２歳児の無償化の対象拡大		給食費の軽減		障がいのある子ども（またはその可能性のある子ども）の教育・保育の充実		医療的ケアを必要とする子どもへの支援の強化		特にない		その他

		全体		18922		16.0		26.1		3.3		20.5		12.0		8.1		4.8		5.4		3.9

		＜地方別＞

		北海道		1330		14.5		19.4		3.5		22.0		14.1		10.2		6.2		6.3		3.8

		東北		1155		12.9		19.2		2.7		30.5		10.0		8.0		6.2		6.1		4.4

		関東		5663		16.6		28.1		4.2		17.7		11.8		7.5		4.6		5.6		3.8

		東海		1780		13.3		28.3		2.6		17.9		11.7		10.6		4.6		6.2		4.9

		甲信越・北陸		1111		12.2		27.3		2.7		23.2		13.6		6.8		5.0		5.3		3.9

		近畿		3585		15.5		29.8		3.2		18.7		13.7		6.8		4.6		4.0		3.7

		中国・四国		1998		17.8		25.4		3.0		21.5		9.0		9.1		4.1		6.2		4.1

		九州		1940		18.8		21.9		2.5		23.0		11.6		8.4		5.2		5.3		3.5

		沖縄		360		28.6		17.2		1.4		27.8		10.8		5.8		2.8		3.1		2.5

		＜地方詳細＞

		東京		2121		17.4		31.8		5.8		15.8		7.6		7.9		3.8		4.6		5.3

		神奈川		725		19.6		26.5		6.6		14.5		11.4		5.9		4.6		6.3		4.6

		埼玉		718		17.7		25.9		1.9		18.4		10.4		9.9		5.7		6.5		3.5

		千葉		1070		16.3		24.6		3.5		20.6		15.3		7.1		4.1		6.8		1.8

		茨城・群馬・栃木		1029		12.5		26.8		1.7		20.5		17.8		6.8		5.9		5.3		2.5

		大阪		1542		15.6		32.7		3.2		16.8		13.4		6.7		4.0		3.7		3.8

		兵庫		965		19.5		26.2		2.9		19.0		14.8		5.6		5.7		3.8		2.5

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		11.9		28.8		3.5		21.3		13.0		7.9		4.5		4.6		4.5

		岡山		279		21.9		27.2		2.9		16.8		10.4		9.0		3.6		5.4		2.9

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		19.8		24.6		4.4		19.8		11.6		7.5		4.2		3.9		4.1

		新政令市		604		17.5		29.0		2.2		16.9		14.7		8.3		1.8		5.3		4.3

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		13.8		29.6		3.6		14.6		14.4		9.0		4.8		6.4		3.7

		　公立幼稚園		1944		15.3		29.1		3.0		16.0		13.1		9.0		5.1		5.9		3.6

		　私立幼稚園		4888		13.2		29.8		3.9		14.1		15.0		9.1		4.6		6.5		3.8

		保育園		7007		18.5		24.4		1.7		24.6		10.0		7.5		4.7		4.7		3.9

		こども園		3999		13.0		26.2		2.8		21.3		14.0		7.8		5.2		6.0		3.8

		その他		1900		22.1		17.3		8.7		25.9		5.8		9.4		4.1		2.2		4.6

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		15.3		29.1		3.0		16.0		13.1		9.0		5.1		5.9		3.6

		私立幼稚園		4888		13.2		29.8		3.9		14.1		15.0		9.1		4.6		6.5		3.8

		認可保育所		7007		18.5		24.4		1.7		24.6		10.0		7.5		4.7		4.7		3.9

		認定こども園		3999		13.0		26.2		2.8		21.3		14.0		7.8		5.2		6.0		3.8

		小規模保育		307		27.4		18.9		2.6		33.2		4.6		3.3		4.6		2.0		3.6

		家庭的保育		247		21.5		20.2		4.9		32.8		7.7		5.3		4.0		1.6		2.0

		事業所内保育		190		23.2		18.4		3.7		31.6		8.9		4.7		5.3		2.1		2.1

		居宅訪問型保育		5		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0

		障がい児の発達支援		193		7.3		7.8		3.6		4.7		6.7		59.1		8.3		0.0		2.6

		企業主導型保育		192		30.7		18.8		2.1		30.2		5.2		3.6		2.6		1.0		5.7

		地方独自の保育施設		105		20.0		24.8		2.9		28.6		6.7		7.6		6.7		2.9		0.0

		幼稚園類似施設		171		6.4		12.9		54.4		5.3		3.5		3.5		4.1		2.3		7.6

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		27.2		16.7		6.9		28.3		4.7		3.2		2.1		3.4		7.5

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		15.3		27.8		2.9		16.9		13.5		8.8		5.1		5.8		3.9

		対象になっていない		3079		19.9		17.2		5.0		38.7		4.1		4.5		3.3		3.6		3.8

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		14.5		19.4		3.5		22.0		14.1		10.2		6.2		6.3		3.8

		幼稚園		487		13.6		20.1		3.3		16.0		16.0		12.5		7.8		6.4		4.3

		　公立幼稚園		93		7.5		15.1		5.4		23.7		16.1		7.5		7.5		9.7		7.5

		　私立幼稚園		394		15.0		21.3		2.8		14.2		16.0		13.7		7.9		5.6		3.6

		保育園		407		19.4		17.9		3.2		26.3		11.1		7.9		4.7		6.9		2.7

		こども園		369		10.0		20.9		1.9		22.5		17.9		8.7		6.8		6.8		4.6

		その他		134		17.9		14.9		8.2		26.9		6.7		17.2		3.0		2.2		3.0

		【東北】		1155		12.9		19.2		2.7		30.5		10.0		8.0		6.2		6.1		4.4

		幼稚園		294		12.9		26.9		3.7		23.8		13.3		7.1		3.7		5.8		2.7

		　公立幼稚園		86		19.8		20.9		1.2		31.4		10.5		7.0		7.0		2.3		0.0

		　私立幼稚園		208		10.1		29.3		4.8		20.7		14.4		7.2		2.4		7.2		3.8

		保育園		457		13.8		17.7		2.2		32.4		7.2		9.0		6.6		6.6		4.6

		こども園		369		11.4		16.0		1.9		31.4		10.8		8.4		8.7		5.4		6.0

		その他		103		19.4		11.7		4.9		39.8		6.8		2.9		2.9		7.8		3.9

		【関東】		5663		16.6		28.1		4.2		17.7		11.8		7.5		4.6		5.6		3.8

		幼稚園		2454		14.4		30.6		3.7		12.0		14.3		8.9		4.5		8.0		3.6

		　公立幼稚園		402		16.4		29.6		2.5		12.2		13.7		10.2		6.0		7.0		2.5

		　私立幼稚園		2062		14.2		30.7		3.9		11.9		14.5		8.7		4.2		8.1		3.8

		保育園		1985		20.4		28.2		1.5		22.8		8.4		7.0		4.3		3.5		4.0

		こども園		740		11.5		26.9		3.1		21.1		17.3		6.1		5.3		6.4		2.4

		その他		677		19.4		18.5		15.8		21.9		5.0		7.8		4.3		1.8		5.6

		【東海】		1780		13.3		28.3		2.6		17.9		11.7		10.6		4.6		6.2		4.9

		幼稚園		623		10.4		30.8		3.0		14.8		14.4		11.7		4.0		7.1		3.7

		　公立幼稚園		202		11.9		31.7		3.0		14.4		9.9		12.4		6.4		6.4		4.0

		　私立幼稚園		423		9.7		30.5		3.1		15.1		16.5		11.3		2.8		7.3		3.5

		保育園		755		15.2		27.7		2.3		20.4		9.3		8.6		5.3		5.6		5.7

		こども園		328		11.9		28.7		2.4		16.2		14.0		11.9		3.4		6.7		4.9

		その他		128		17.2		17.2		1.6		28.9		7.8		14.8		5.5		1.6		5.5

		【甲信越・北陸】		1111		12.2		27.3		2.7		23.2		13.6		6.8		5.0		5.3		3.9

		幼稚園		255		11.0		29.8		2.7		20.0		17.3		7.5		5.1		3.5		3.1

		　公立幼稚園		110		9.1		32.7		0.0		20.0		18.2		8.2		5.5		3.6		2.7

		　私立幼稚園		145		12.4		27.6		4.8		20.0		16.6		6.9		4.8		3.4		3.4

		保育園		523		12.2		27.7		1.7		24.5		12.8		7.8		6.3		4.2		2.7

		こども園		284		10.9		24.3		3.9		23.6		14.8		4.2		2.8		9.9		5.6

		その他		85		17.6		23.5		3.5		28.2		1.2		11.8		4.7		2.4		7.1

		【近畿】		3585		15.5		29.8		3.2		18.7		13.7		6.8		4.6		4.0		3.7

		幼稚園		1425		13.8		31.8		3.9		13.3		16.3		7.2		4.8		5.1		4.0

		　公立幼稚園		565		16.3		32.4		3.0		14.3		12.0		7.6		4.1		6.0		4.2

		　私立幼稚園		864		12.2		31.3		4.5		12.5		19.2		6.8		5.3		4.4		3.8

		保育園		1014		18.3		26.3		1.7		24.5		11.3		6.0		4.4		3.7		3.6

		こども園		995		13.5		33.1		3.2		18.8		14.4		6.5		4.6		3.4		2.5

		その他		300		22.0		18.7		4.3		25.7		8.0		10.7		4.7		1.3		4.7

		【中国・四国】		1998		17.8		25.4		3.0		21.5		9.0		9.1		4.1		6.2		4.1

		幼稚園		702		15.8		28.9		3.8		17.5		10.4		10.3		4.6		5.0		3.7

		　公立幼稚園		323		17.3		29.4		3.1		17.3		11.1		9.6		3.4		4.6		4.0

		　私立幼稚園		383		14.4		28.7		4.4		17.8		9.7		10.7		5.7		5.2		3.4

		保育園		827		18.1		22.6		1.8		25.3		9.3		8.2		4.0		6.3		4.4

		こども園		431		17.2		26.9		3.2		20.6		7.2		8.1		3.5		8.4		4.9

		その他		144		29.9		18.1		4.2		24.3		5.6		13.2		2.1		0.0		2.8

		【九州】		1940		18.8		21.9		2.5		23.0		11.6		8.4		5.2		5.3		3.5

		幼稚園		539		13.7		28.9		3.7		17.6		13.5		8.3		4.6		5.4		4.1

		　公立幼稚園		143		14.7		20.3		5.6		15.4		21.7		7.7		6.3		5.6		2.8

		　私立幼稚園		399		13.3		31.8		3.3		18.5		10.8		8.5		4.0		5.3		4.5

		保育園		840		21.1		18.9		0.8		26.9		11.3		7.9		4.9		5.4		2.9

		こども園		425		15.5		22.1		1.9		20.9		13.2		11.1		6.4		5.4		3.5

		その他		232		27.6		13.4		7.8		26.7		6.0		7.3		4.3		3.0		3.9

		【沖縄】		360		28.6		17.2		1.4		27.8		10.8		5.8		2.8		3.1		2.5

		幼稚園		29		24.1		31.0		3.4		17.2		3.4		13.8		0.0		3.4		3.4

		　公立幼稚園		20		20.0		40.0		5.0		15.0		5.0		5.0		0.0		5.0		5.0

		　私立幼稚園		10		30.0		10.0		0.0		20.0		0.0		40.0		0.0		0.0		0.0

		保育園		199		29.1		16.1		1.5		26.6		14.6		5.5		2.0		1.5		3.0

		こども園		58		19.0		19.0		1.7		22.4		12.1		6.9		8.6		8.6		1.7

		その他		97		36.1		16.5		1.0		33.0		3.1		3.1		3.1		3.1		1.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		17.4		31.8		5.8		15.8		7.6		7.9		3.8		4.6		5.3

		幼稚園		935		13.9		33.4		5.6		9.8		13.4		9.5		3.5		6.4		4.5

		　公立幼稚園		111		24.3		31.5		2.7		7.2		5.4		13.5		6.3		4.5		4.5

		　私立幼稚園		827		12.7		33.5		5.9		10.2		14.5		8.9		3.1		6.7		4.5

		保育園		812		21.3		33.0		1.6		22.3		3.0		7.1		3.4		3.0		5.3

		こども園		121		16.5		29.8		4.1		19.0		3.3		9.9		6.6		6.6		4.1

		その他		330		18.2		22.7		17.6		18.2		3.6		6.4		4.2		1.5		7.6

		【神奈川】		725		19.6		26.5		6.6		14.5		11.4		5.9		4.6		6.3		4.6

		幼稚園		311		21.2		25.1		3.2		11.6		10.9		6.1		5.1		11.9		4.8

		　公立幼稚園		38		21.1		36.8		2.6		7.9		7.9		10.5		2.6		7.9		2.6

		　私立幼稚園		273		21.2		23.4		3.3		12.1		11.4		5.5		5.5		12.5		5.1

		保育園		269		22.7		29.7		1.9		18.2		9.7		4.8		4.1		3.7		5.2

		こども園		89		5.6		34.8		6.7		15.7		23.6		6.7		4.5		1.1		1.1

		その他		85		16.5		10.6		32.9		16.5		5.9		8.2		3.5		1.2		4.7

		【埼玉】		718		17.7		25.9		1.9		18.4		10.4		9.9		5.7		6.5		3.5

		幼稚園		338		13.9		28.4		2.4		11.8		12.7		12.7		5.9		8.3		3.8

		　公立幼稚園		49		20.4		26.5		6.1		8.2		8.2		10.2		10.2		8.2		2.0

		　私立幼稚園		291		12.7		29.2		1.7		12.4		13.4		13.1		5.2		8.2		4.1

		保育園		250		19.2		24.4		0.8		24.8		9.2		7.2		6.0		6.0		2.4

		こども園		65		13.8		27.7		3.1		21.5		13.8		3.1		6.2		6.2		4.6

		その他		88		30.7		19.3		3.4		21.6		2.3		12.5		3.4		2.3		4.5

		【千葉】		1070		16.3		24.6		3.5		20.6		15.3		7.1		4.1		6.8		1.8

		幼稚園		561		14.3		28.5		3.2		15.9		15.7		7.3		4.5		9.4		1.2

		　公立幼稚園		90		8.9		24.4		2.2		23.3		21.1		5.6		5.6		8.9		0.0

		　私立幼稚園		473		15.2		29.2		3.4		14.4		14.8		7.8		4.2		9.5		1.5

		保育園		312		21.2		21.2		1.3		26.6		12.2		8.3		3.5		2.9		2.9

		こども園		125		12.0		21.6		2.4		18.4		24.0		6.4		4.8		8.8		1.6

		その他		102		19.6		13.7		12.7		28.4		10.8		7.8		2.0		1.0		3.9

		【茨城・群馬・栃木】		1029		12.5		26.8		1.7		20.5		17.8		6.8		5.9		5.3		2.5

		幼稚園		309		10.0		33.7		0.6		12.0		20.1		8.7		5.5		5.8		3.6

		　公立幼稚園		114		11.4		30.7		0.9		11.4		20.2		10.5		5.3		7.0		2.6

		　私立幼稚園		198		10.1		35.4		0.5		12.1		19.7		7.6		5.6		5.1		4.0

		保育園		342		16.4		24.6		1.8		22.5		16.4		7.0		5.8		3.5		2.0

		こども園		340		10.6		25.6		2.1		24.1		18.8		5.0		5.0		6.8		2.1

		その他		72		13.9		13.9		6.9		36.1		5.6		8.3		9.7		4.2		1.4

		【大阪】		1542		15.6		32.7		3.2		16.8		13.4		6.7		4.0		3.7		3.8

		幼稚園		658		13.8		34.5		3.6		11.2		16.7		6.8		3.2		5.3		4.7

		　公立幼稚園		197		18.3		34.0		3.0		11.7		11.7		8.1		1.5		7.6		4.1

		　私立幼稚園		462		11.9		34.6		4.1		11.0		18.8		6.3		3.9		4.3		5.0

		保育園		369		20.9		29.8		1.4		21.7		8.9		5.1		5.4		2.4		4.3

		こども園		452		12.6		35.4		4.0		18.1		13.3		7.5		4.2		2.7		2.2

		その他		121		22.3		22.3		1.7		26.4		7.4		12.4		3.3		1.7		2.5

		【兵庫】		965		19.5		26.2		2.9		19.0		14.8		5.6		5.7		3.8		2.5

		幼稚園		347		18.2		28.0		4.3		11.5		17.6		6.6		6.9		4.9		2.0

		　公立幼稚園		142		20.4		27.5		2.8		15.5		15.5		5.6		7.7		3.5		1.4

		　私立幼稚園		208		16.8		27.9		5.3		8.7		19.7		7.2		6.3		5.8		2.4

		保育園		242		22.7		22.7		1.2		25.2		11.2		4.1		4.5		5.0		3.3

		こども園		330		17.6		27.3		2.7		19.4		16.4		5.2		6.1		3.3		2.1

		その他		102		22.5		22.5		2.0		27.5		10.8		7.8		4.9		0.0		2.0

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		11.9		28.8		3.5		21.3		13.0		7.9		4.5		4.6		4.5

		幼稚園		420		10.0		30.7		3.8		17.9		14.5		8.1		5.7		4.8		4.5

		　公立幼稚園		226		11.9		34.1		3.1		15.9		10.2		8.4		4.0		6.2		6.2

		　私立幼稚園		194		7.7		26.8		4.6		20.1		19.6		7.7		7.7		3.1		2.6

		保育園		403		13.4		25.3		2.2		26.6		13.6		7.9		3.5		4.2		3.2

		こども園		213		8.9		37.1		2.3		19.2		13.6		6.6		3.3		5.2		3.8

		その他		77		20.8		7.8		11.7		22.1		5.2		11.7		6.5		2.6		11.7

		【岡山】		279		21.9		27.2		2.9		16.8		10.4		9.0		3.6		5.4		2.9

		幼稚園		99		18.2		31.3		6.1		16.2		14.1		7.1		2.0		2.0		3.0

		　公立幼稚園		71		18.3		25.4		7.0		15.5		16.9		7.0		2.8		2.8		4.2

		　私立幼稚園		28		17.9		46.4		3.6		17.9		7.1		7.1		0.0		0.0		0.0

		保育園		125		21.6		28.0		1.6		20.0		6.4		9.6		4.0		5.6		3.2

		こども園		50		22.0		24.0		0.0		12.0		14.0		8.0		6.0		12.0		2.0

		その他		30		46.7		6.7		3.3		16.7		6.7		16.7		0.0		0.0		3.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		19.8		24.6		4.4		19.8		11.6		7.5		4.2		3.9		4.1

		幼稚園		728		15.4		26.6		4.1		14.4		14.0		9.9		5.5		5.4		4.7

		　公立幼稚園		97		18.6		27.8		6.2		11.3		10.3		9.3		6.2		7.2		3.1

		　私立幼稚園		633		14.8		26.4		4.1		14.8		14.5		10.0		5.4		5.1		4.9

		保育園		656		25.5		24.5		3.0		25.6		7.9		5.8		2.6		2.4		2.6

		こども園		257		16.3		23.0		5.1		16.7		19.1		6.6		4.3		4.7		4.3

		その他		209		22.5		16.3		9.6		25.4		5.7		7.7		4.8		2.4		5.7

		【新政令市】		604		17.5		29.0		2.2		16.9		14.7		8.3		1.8		5.3		4.3

		幼稚園		160		13.1		34.4		2.5		11.3		18.1		8.1		2.5		6.3		3.8

		　公立幼稚園		30		16.7		26.7		0.0		10.0		20.0		10.0		0.0		6.7		10.0

		　私立幼稚園		130		12.3		36.2		3.1		11.5		17.7		7.7		3.1		6.2		2.3

		保育園		164		25.0		25.0		0.0		22.0		12.8		8.5		0.6		2.4		3.7

		こども園		264		13.6		29.2		2.7		17.8		14.8		8.3		2.3		6.8		4.5

		その他		50		32.0		16.0		4.0		20.0		8.0		10.0		0.0		0.0		10.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		14.5		19.4		3.5		22.0		14.1		10.2		6.2		6.3		3.8

		対象になった		1139		13.9		20.5		3.2		18.7		16.0		10.7		6.6		6.7		3.7

		対象になっていない		191		18.3		12.6		5.2		41.9		2.6		6.8		4.2		4.2		4.2

		【東北】		1155		12.9		19.2		2.7		30.5		10.0		8.0		6.2		6.1		4.4

		対象になった		955		12.8		20.4		2.8		25.5		11.6		8.6		6.5		6.8		4.9

		対象になっていない		200		13.5		13.5		2.0		54.0		2.0		5.0		5.0		3.0		2.0

		【関東】		5663		16.6		28.1		4.2		17.7		11.8		7.5		4.6		5.6		3.8

		対象になった		4736		15.9		30.0		3.2		14.6		13.3		8.2		4.9		6.2		3.8

		対象になっていない		927		20.3		18.2		9.5		33.7		4.2		4.1		3.1		2.8		4.1

		【東海】		1780		13.3		28.3		2.6		17.9		11.7		10.6		4.6		6.2		4.9

		対象になった		1559		12.7		29.8		2.8		14.8		12.5		11.6		4.6		6.5		4.7

		対象になっていない		221		17.6		17.6		1.4		39.4		6.3		3.6		4.5		3.6		5.9

		【甲信越・北陸】		1111		12.2		27.3		2.7		23.2		13.6		6.8		5.0		5.3		3.9

		対象になった		916		11.9		29.0		2.4		18.2		16.0		7.3		5.2		5.8		4.0

		対象になっていない		195		13.3		19.0		4.1		46.7		2.1		4.6		4.1		3.1		3.1

		【近畿】		3585		15.5		29.8		3.2		18.7		13.7		6.8		4.6		4.0		3.7

		対象になった		3049		14.9		31.6		3.1		15.2		15.2		7.4		5.0		4.0		3.6

		対象になっていない		536		19.4		19.4		3.9		39.0		5.0		3.0		2.2		4.3		3.7

		【中国・四国】		1998		17.8		25.4		3.0		21.5		9.0		9.1		4.1		6.2		4.1

		対象になった		1619		17.4		26.8		3.2		18.0		10.2		9.4		4.5		6.3		4.3

		対象になっていない		379		19.5		19.5		2.1		36.4		3.7		7.7		2.4		5.5		3.2

		【九州】		1940		18.8		21.9		2.5		23.0		11.6		8.4		5.2		5.3		3.5

		対象になった		1601		17.3		24.0		2.2		19.6		13.1		9.3		5.4		5.6		3.4

		対象になっていない		339		25.7		11.8		3.5		38.9		4.7		3.8		4.1		3.5		3.8

		【沖縄】		360		28.6		17.2		1.4		27.8		10.8		5.8		2.8		3.1		2.5

		対象になった		269		26.4		17.5		1.9		24.2		13.8		7.1		2.6		4.1		2.6

		対象になっていない		91		35.2		16.5		0.0		38.5		2.2		2.2		3.3		0.0		2.2

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		17.4		31.8		5.8		15.8		7.6		7.9		3.8		4.6		5.3

		対象になった		1708		16.4		34.3		4.6		12.6		9.0		9.0		4.0		5.0		5.3

		対象になっていない		413		21.8		21.3		10.9		29.1		2.2		3.4		2.9		2.9		5.6

		【神奈川】		725		19.6		26.5		6.6		14.5		11.4		5.9		4.6		6.3		4.6

		対象になった		599		18.2		28.4		4.8		12.5		13.0		6.7		4.5		7.3		4.5

		対象になっていない		126		26.2		17.5		15.1		23.8		4.0		2.4		4.8		1.6		4.8

		【埼玉】		718		17.7		25.9		1.9		18.4		10.4		9.9		5.7		6.5		3.5

		対象になった		614		16.4		27.5		1.6		15.1		11.7		10.6		6.4		7.2		3.4

		対象になっていない		104		25.0		16.3		3.8		37.5		2.9		5.8		1.9		2.9		3.8

		【千葉】		1070		16.3		24.6		3.5		20.6		15.3		7.1		4.1		6.8		1.8

		対象になった		931		16.5		26.4		2.0		17.2		16.5		7.5		4.3		7.5		1.9

		対象になっていない		139		14.4		12.2		12.9		43.2		7.2		4.3		2.9		2.2		0.7

		【茨城・群馬・栃木】		1029		12.5		26.8		1.7		20.5		17.8		6.8		5.9		5.3		2.5

		対象になった		884		12.4		28.4		1.8		16.7		19.3		6.9		6.3		5.5		2.5

		対象になっていない		145		13.1		17.2		1.4		43.4		8.3		6.2		3.4		4.1		2.8

		【大阪】		1542		15.6		32.7		3.2		16.8		13.4		6.7		4.0		3.7		3.8

		対象になった		1320		14.8		34.9		3.2		12.2		15.2		7.1		4.6		3.9		4.0

		対象になっていない		222		20.3		19.4		3.2		44.1		3.2		4.5		0.5		2.3		2.7

		【兵庫】		965		19.5		26.2		2.9		19.0		14.8		5.6		5.7		3.8		2.5

		対象になった		804		19.0		27.1		2.9		15.9		16.5		6.1		6.1		3.9		2.5

		対象になっていない		161		21.7		21.7		3.1		34.2		6.2		3.1		3.7		3.7		2.5

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		11.9		28.8		3.5		21.3		13.0		7.9		4.5		4.6		4.5

		対象になった		925		11.2		30.8		3.1		18.8		14.1		9.1		4.6		4.1		4.1

		対象になっていない		153		15.7		17.0		5.9		36.6		6.5		0.7		3.3		7.8		6.5

		【岡山】		279		21.9		27.2		2.9		16.8		10.4		9.0		3.6		5.4		2.9

		対象になった		245		20.8		29.0		2.9		14.7		11.0		9.8		3.7		4.9		3.3

		対象になっていない		34		29.4		14.7		2.9		32.4		5.9		2.9		2.9		8.8		0.0

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		19.8		24.6		4.4		19.8		11.6		7.5		4.2		3.9		4.1

		対象になった		1460		18.8		26.4		3.8		16.2		13.6		8.5		4.6		4.3		3.8

		対象になっていない		317		24.0		16.4		7.6		36.3		2.5		3.2		2.5		2.2		5.4

		【新政令市】		604		17.5		29.0		2.2		16.9		14.7		8.3		1.8		5.3		4.3

		対象になった		525		17.5		29.9		2.1		14.9		15.4		8.2		2.1		5.7		4.2

		対象になっていない		79		17.7		22.8		2.5		30.4		10.1		8.9		0.0		2.5		5.1

		■　政令市（新・旧）（ＳＡ）

				総数		旧政令市		新政令市		政令市以外

		全体		18922		9.4		3.2		87.4

		＜地方別＞

		北海道		1330		32.0		0.0		68.0

		東北		1155		10.0		0.0		90.0

		関東		5663		3.9		3.3		92.8

		東海		1780		6.6		8.1		85.3

		甲信越・北陸		1111		0.1		4.8		95.1

		近畿		3585		12.9		2.0		85.2

		中国・四国		1998		6.1		4.1		89.8

		九州		1940		16.1		3.5		80.4

		沖縄		360		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細＞

		東京		2121		0.0		0.0		100.0

		神奈川		725		30.5		8.4		61.1

		埼玉		718		0.0		7.4		92.6

		千葉		1070		0.0		6.8		93.2

		茨城・群馬・栃木		1029		0.0		0.0		100.0

		大阪		1542		13.2		4.5		82.3

		兵庫		965		16.5		0.1		83.4

		京都・奈良・和歌山・滋賀		1078		9.2		0.0		90.8

		岡山		279		0.0		29.0		71.0

		＜政令市＞

		旧政令市		1777		100.0		0.0		0.0

		新政令市		604		0.0		100.0		0.0

		＜施設別＞

		幼稚園		6808		10.7		2.4		87.0

		　公立幼稚園		1944		5.0		1.5		93.5

		　私立幼稚園		4888		13.0		2.7		84.4

		保育園		7007		9.4		2.3		88.3

		こども園		3999		6.4		6.6		87.0

		その他		1900		11.0		2.6		86.4

		＜施設別詳細＞

		公立幼稚園		1944		5.0		1.5		93.5

		私立幼稚園		4888		13.0		2.7		84.4

		認可保育所		7007		9.4		2.3		88.3

		認定こども園		3999		6.4		6.6		87.0

		小規模保育		307		19.5		3.6		76.9

		家庭的保育		247		13.4		1.6		85.0

		事業所内保育		190		5.3		2.1		92.6

		居宅訪問型保育		5		0.0		0.0		100.0

		障がい児の発達支援		193		10.4		3.1		86.5

		企業主導型保育		192		12.0		2.1		85.9

		地方独自の保育施設		105		3.8		0.0		96.2

		幼稚園類似施設		171		9.4		2.9		87.7

		その他の認可外保育施設（ベビーホテルなど）		533		8.6		3.0		88.4

		＜無償化対象別＞

		対象になった		15843		9.2		3.3		87.5

		対象になっていない		3079		10.3		2.6		87.1

		＜地方別×施設種別＞

		【北海道】		1330		32.0		0.0		68.0

		幼稚園		487		41.5		0.0		58.5

		　公立幼稚園		93		15.1		0.0		84.9

		　私立幼稚園		394		47.7		0.0		52.3

		保育園		407		34.6		0.0		65.4

		こども園		369		17.6		0.0		82.4

		その他		134		30.6		0.0		69.4

		【東北】		1155		10.0		0.0		90.0

		幼稚園		294		16.0		0.0		84.0

		　公立幼稚園		86		27.9		0.0		72.1

		　私立幼稚園		208		11.1		0.0		88.9

		保育園		457		10.3		0.0		89.7

		こども園		369		1.1		0.0		98.9

		その他		103		20.4		0.0		79.6

		【関東】		5663		3.9		3.3		92.8

		幼稚園		2454		3.7		3.3		93.0

		　公立幼稚園		402		2.2		2.2		95.5

		　私立幼稚園		2062		3.9		3.5		92.6

		保育園		1985		4.4		3.1		92.5

		こども園		740		3.5		4.9		91.6

		その他		677		3.5		2.5		93.9

		【東海】		1780		6.6		8.1		85.3

		幼稚園		623		5.8		1.9		92.3

		　公立幼稚園		202		2.5		0.0		97.5

		　私立幼稚園		423		7.3		2.8		89.8

		保育園		755		7.9		1.3		90.7

		こども園		328		4.0		37.2		58.8

		その他		128		8.6		3.9		87.5

		【甲信越・北陸】		1111		0.1		4.8		95.1

		幼稚園		255		0.0		4.3		95.7

		　公立幼稚園		110		0.0		1.8		98.2

		　私立幼稚園		145		0.0		6.2		93.8

		保育園		523		0.2		2.9		96.9

		こども園		284		0.0		9.5		90.5

		その他		85		0.0		3.5		96.5

		【近畿】		3585		12.9		2.0		85.2

		幼稚園		1425		11.9		1.5		86.6

		　公立幼稚園		565		4.8		0.5		94.7

		　私立幼稚園		864		16.7		2.1		81.3

		保育園		1014		14.3		0.8		84.9

		こども園		995		11.2		3.7		85.1

		その他		300		16.3		1.7		82.0

		【中国・四国】		1998		6.1		4.1		89.8

		幼稚園		702		8.5		2.8		88.6

		　公立幼稚園		323		2.2		3.4		94.4

		　私立幼稚園		383		13.8		2.3		83.8

		保育園		827		5.0		6.0		89.0

		こども園		431		3.0		2.1		94.9

		その他		144		8.3		11.8		79.9

		【九州】		1940		16.1		3.5		80.4

		幼稚園		539		22.8		2.8		74.4

		　公立幼稚園		143		7.7		3.5		88.8

		　私立幼稚園		399		28.3		2.5		69.2

		保育園		840		16.0		2.4		81.7

		こども園		425		5.9		7.8		86.4

		その他		232		22.0		1.3		76.7

		【沖縄】		360		0.0		0.0		100.0

		幼稚園		29		0.0		0.0		100.0

		　公立幼稚園		20		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		10		0.0		0.0		100.0

		保育園		199		0.0		0.0		100.0

		こども園		58		0.0		0.0		100.0

		その他		97		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細×施設種別＞

		【東京】		2121		0.0		0.0		100.0

		幼稚園		935		0.0		0.0		100.0

		　公立幼稚園		111		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		827		0.0		0.0		100.0

		保育園		812		0.0		0.0		100.0

		こども園		121		0.0		0.0		100.0

		その他		330		0.0		0.0		100.0

		【神奈川】		725		30.5		8.4		61.1

		幼稚園		311		28.9		7.1		64.0

		　公立幼稚園		38		23.7		2.6		73.7

		　私立幼稚園		273		29.7		7.7		62.6

		保育園		269		32.3		6.3		61.3

		こども園		89		29.2		20.2		50.6

		その他		85		28.2		8.2		63.5

		【埼玉】		718		0.0		7.4		92.6

		幼稚園		338		0.0		5.9		94.1

		　公立幼稚園		49		0.0		6.1		93.9

		　私立幼稚園		291		0.0		5.8		94.2

		保育園		250		0.0		8.8		91.2

		こども園		65		0.0		9.2		90.8

		その他		88		0.0		8.0		92.0

		【千葉】		1070		0.0		6.8		93.2

		幼稚園		561		0.0		7.0		93.0

		　公立幼稚園		90		0.0		5.6		94.4

		　私立幼稚園		473		0.0		7.2		92.8

		保育園		312		0.0		7.1		92.9

		こども園		125		0.0		9.6		90.4

		その他		102		0.0		2.9		97.1

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0.0		0.0		100.0

		幼稚園		309		0.0		0.0		100.0

		　公立幼稚園		114		0.0		0.0		100.0

		　私立幼稚園		198		0.0		0.0		100.0

		保育園		342		0.0		0.0		100.0

		こども園		340		0.0		0.0		100.0

		その他		72		0.0		0.0		100.0

		【大阪】		1542		13.2		4.5		82.3

		幼稚園		658		14.3		3.2		82.5

		　公立幼稚園		197		9.1		1.5		89.3

		　私立幼稚園		462		16.7		3.9		79.4

		保育園		369		20.1		1.9		78.0

		こども園		452		6.9		8.2		85.0

		その他		121		8.3		4.1		87.6

		【兵庫】		965		16.5		0.1		83.4

		幼稚園		347		12.4		0.0		87.6

		　公立幼稚園		142		3.5		0.0		96.5

		　私立幼稚園		208		18.3		0.0		81.7

		保育園		242		12.4		0.4		87.2

		こども園		330		21.8		0.0		78.2

		その他		102		17.6		0.0		82.4

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		9.2		0.0		90.8

		幼稚園		420		7.9		0.0		92.1

		　公立幼稚園		226		1.8		0.0		98.2

		　私立幼稚園		194		14.9		0.0		85.1

		保育園		403		10.2		0.0		89.8

		こども園		213		3.8		0.0		96.2

		その他		77		27.3		0.0		72.7

		【岡山】		279		0.0		29.0		71.0

		幼稚園		99		0.0		20.2		79.8

		　公立幼稚園		71		0.0		15.5		84.5

		　私立幼稚園		28		0.0		32.1		67.9

		保育園		125		0.0		40.0		60.0

		こども園		50		0.0		18.0		82.0

		その他		30		0.0		56.7		43.3

		＜地方詳細×施設種別＞

		【旧政令市】		1777		100.0		0.0		0.0

		幼稚園		728		100.0		0.0		0.0

		　公立幼稚園		97		100.0		0.0		0.0

		　私立幼稚園		633		100.0		0.0		0.0

		保育園		656		100.0		0.0		0.0

		こども園		257		100.0		0.0		0.0

		その他		209		100.0		0.0		0.0

		【新政令市】		604		0.0		100.0		0.0

		幼稚園		160		0.0		100.0		0.0

		　公立幼稚園		30		0.0		100.0		0.0

		　私立幼稚園		130		0.0		100.0		0.0

		保育園		164		0.0		100.0		0.0

		こども園		264		0.0		100.0		0.0

		その他		50		0.0		100.0		0.0

		＜地方別×無償化対象別＞

		【北海道】		1330		32.0		0.0		68.0

		対象になった		1139		31.6		0.0		68.4

		対象になっていない		191		34.6		0.0		65.4

		【東北】		1155		10.0		0.0		90.0

		対象になった		955		9.6		0.0		90.4

		対象になっていない		200		11.5		0.0		88.5

		【関東】		5663		3.9		3.3		92.8

		対象になった		4736		3.8		3.3		92.9

		対象になっていない		927		4.3		3.3		92.3

		【東海】		1780		6.6		8.1		85.3

		対象になった		1559		6.5		8.1		85.3

		対象になっていない		221		6.8		8.1		85.1

		【甲信越・北陸】		1111		0.1		4.8		95.1

		対象になった		916		0.1		5.3		94.5

		対象になっていない		195		0.0		2.1		97.9

		【近畿】		3585		12.9		2.0		85.2

		対象になった		3049		12.5		2.1		85.3

		対象になっていない		536		14.9		0.9		84.1

		【中国・四国】		1998		6.1		4.1		89.8

		対象になった		1619		6.1		4.3		89.6

		対象になっていない		379		6.3		2.9		90.8

		【九州】		1940		16.1		3.5		80.4

		対象になった		1601		15.2		3.6		81.1

		対象になっていない		339		20.4		2.9		76.7

		【沖縄】		360		0.0		0.0		100.0

		対象になった		269		0.0		0.0		100.0

		対象になっていない		91		0.0		0.0		100.0

		＜地方詳細×無償化対象別＞

		【東京】		2121		0.0		0.0		100.0

		対象になった		1708		0.0		0.0		100.0

		対象になっていない		413		0.0		0.0		100.0

		【神奈川】		725		30.5		8.4		61.1

		対象になった		599		30.2		8.5		61.3

		対象になっていない		126		31.7		7.9		60.3

		【埼玉】		718		0.0		7.4		92.6

		対象になった		614		0.0		6.7		93.3

		対象になっていない		104		0.0		11.5		88.5

		【千葉】		1070		0.0		6.8		93.2

		対象になった		931		0.0		6.9		93.1

		対象になっていない		139		0.0		6.5		93.5

		【茨城・群馬・栃木】		1029		0.0		0.0		100.0

		対象になった		884		0.0		0.0		100.0

		対象になっていない		145		0.0		0.0		100.0

		【大阪】		1542		13.2		4.5		82.3

		対象になった		1320		12.9		4.8		82.3

		対象になっていない		222		15.3		2.3		82.4

		【兵庫】		965		16.5		0.1		83.4

		対象になった		804		16.8		0.1		83.1

		対象になっていない		161		14.9		0.0		85.1

		【京都・奈良・和歌山・滋賀】		1078		9.2		0.0		90.8

		対象になった		925		8.3		0.0		91.7

		対象になっていない		153		14.4		0.0		85.6

		【岡山】		279		0.0		29.0		71.0

		対象になった		245		0.0		28.6		71.4

		対象になっていない		34		0.0		32.4		67.6

		＜政令市×無償化対象別＞

		【旧政令市】		1777		100.0		0.0		0.0

		対象になった		1460		100.0		0.0		0.0

		対象になっていない		317		100.0		0.0		0.0

		【新政令市】		604		0.0		100.0		0.0

		対象になった		525		0.0		100.0		0.0

		対象になっていない		79		0.0		100.0		0.0
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