（別表２）都道府県別 真の充足率内訳と主たる増加市町村
今後、調査結果をガッコム・むすびえ こども食堂マップ（https://kodomoshokudo.gaccom.jp）に反映させていく。
都道府県名

調査主体

真の充足率

北海道

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：19.20％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：16.00％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、25区存在する点（札幌市に12区、その他9市町村に1〜3区）にあると考えられる。
こども食堂北海道ネットワーク、WEW ＜前年度との増減：＋32箇所＞
とかち
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。
・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：18.22％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：14.50％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、6区存在する点（青森市と弘前市に2区、その他2市町村に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋33箇所＞
主に、青森市（11箇所）弘前市（5箇所）で増加

青森県

弘前大学ボランティアセンター

岩手県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：17.11％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：13.82％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、8区存在する点（盛岡市に3区、その他5市町村に1区）にあると考えられる。
子どもの居場所ネットワークいわて加 ＜前年度との増減：＋29箇所＞
入団体
主に、盛岡市（9箇所）北上市（4箇所）で増加。

せんだいこども食堂
仙台市社会福祉協議会

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：17.06％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：14.44％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、8区存在する点（仙台市に6区、その他2市町村に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：-13箇所＞
コロナ禍により状況把握ができていないこども食堂を箇所数にカウントしていないため減少。前年度調査時のデータ詳細がないため、
増減の詳細は不明。

秋田県

秋田県健康福祉部地域・家庭福祉
課

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：13.61％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：12.04％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、3区存在する点（秋田市に2区、大館市に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋15箇所＞
主に、大館市（6箇所）秋田市（5箇所）で増加。

山形県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：18.03％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：11.07％
＜落差の理由＞
プロット化できた子ども食堂はあくまで山形県子どもの居場所づくりネットワーク等がホームページに公開している情報のみであり、そ
の他の開催場所は公開ができないという理由により減少。その他、こども食堂が複数箇所ある小学校区が、7区存在する点（山形市に
３区、その他3市町村に1〜2区）にあると考えられる。
山形県子どもの居場所づくりサポート ＜前年度との増減：＋21箇所＞
センター
主に、山形市（3箇所）新庄市（3箇所）で増加。

宮城県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：11.21％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：11.21％
＜前年度との増減：＋7箇所＞
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

福島県

ふくしまこども食堂ネットワーク

茨城県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：17.23%
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：14.71％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、10区存在する点（水戸市に4区、その他5市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋20箇所＞
子ども食堂サポートセンターいばらき 主に、水戸市（7箇所）ひたちなか市（4箇所）で増加。

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

こども食堂サポートセンター・とちぎ

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：13.14％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：11.71％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、5区存在する点（4市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋9箇所＞
主に、鹿沼市（3箇所）日光市（3箇所）で増加。

こども食堂ネットワークぐんま

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：20.71％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：17.80％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、6区存在する点（6市町村に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋19箇所＞
主に、高崎市（5箇所）安中市（3箇所）で増加。

埼玉県少子政策課

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：31.57％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：21.74％
＜落差の理由＞
・開催住所不明等により小学校区に落とし込めなかったこども食堂の数が49箇所あったこと。こども食堂が複数箇所ある小学校区が、
26区存在する点（富士見市に4区、その他15市町村に1〜3区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋81箇所＞
主に、さいたま市（10箇所）富士見市（5箇所）川越市（4箇所）で増加。

千葉県子ども食堂連絡会

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：18.15％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：16.47％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、10区存在する点（千葉市に3区、その他4市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋42箇所＞
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

東京都

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：46.76％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：34.41％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、114区存在する点（渋谷区に14区、世田谷区に10区、北区に8区、豊島区に7区、その他31
こども食堂ネットワーク、各地の地域 市区町村に1〜6区）にあると考えられる。
ネットワーク、各市区町村役所・役
＜前年度との増減：＋164箇所＞
場、社会福祉協議会、その他むすび 主に、世田谷区（19箇所）中野区（8箇所）豊島区（8箇所）北区（8箇所）荒川区（６箇所）江戸川区（7箇所）港区（6箇所）大田区（6箇
え独自調査による
所）杉並区（6箇所）八王子市（6箇所）東村山市（6箇所）で増加。

神奈川県

よこすか三浦子ども食堂・地域食堂
ネットワーク、横須賀市立市民活動サ
ポートセンター、横浜こども食堂ネット
ワーク、神奈川こども食堂・地域食堂
ネットワーク、かわさきこども食堂ネッ
トワークこども食堂ネットワーク

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：32.47％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：24.13％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、58区存在する点（横浜市に16区、川崎市に9区、相模原市に7区、藤沢市に7区、その他10
市町村に1〜4区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋35箇所＞
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

新潟県社会福祉協議会、新潟市社
会福祉協議会、特定非営利活動法
人にいがた子育ちステイション

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：16.81％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：14.82％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、9区存在する点（新潟市に6区、その他2市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋19箇所＞
主に、新潟市（7箇所）長岡市（5箇所）で増加。

富山県子どもほっとサロンネットワー
ク

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：12.02％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：12.02％
＜前年度との増減：＋7箇所＞
主に、富山市（5箇所）で増加。

石川県

かなざわっ子nikoniko倶楽部

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：29.41％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：20.10％
＜落差の理由＞
・開催住所不明により小学校区に落とし込めなかったこども食堂の数が12箇所あったこと。その他、こども食堂が複数箇所ある小学校
区が、5区存在する点（4市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋14箇所＞
主に、金沢市（5箇所）で増加。

福井県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：16.84％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：15.82％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、3区存在する点（2市町村に1〜2区）にあると考えられる。
福井県社会福祉協議会、福井県内こ ＜前年度との増減：＋9箇所＞
ども食堂運営者
9市町村で1〜2箇所増加。

山梨県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：16.95％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：12.99％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、4区存在する点（3市町村に1〜2区）にあると考えられる。
山梨県子育て支援局、やまなし地域 ＜前年度との増減：＋14箇所＞
こども食堂グループにじいろのわ
11市町村で1〜2箇所増加。

新潟県

富山県

公益財団法人長野県みらい基金

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：42.47％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：30.96％
＜落差の理由＞
・開催住所不明により小学校区に落とし込めなかったこども食堂の数が3箇所あったこと。その他、こども食堂が複数箇所ある小学校区
が、26区存在する点（長野市に5区、19市町村に1〜3区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋75箇所＞
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

ふしみ子ども食堂、こども食堂ぎふ
ネットワーク

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：10.90％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：9.81％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、3区存在する点（3市町村に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：-10箇所＞
前年度調査時データは「子ども食堂兼学習支援」も含まれているが、今回は子ども食堂の実施のみに調査対象を絞ったため。

静岡県

県こども家庭課ひとり親支援班

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：18.86％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：16.70％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、10区存在する点（9市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋29箇所＞
主に、伊東市（5箇所）御殿場市（4箇所）で増加。

愛知県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：15.07％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：14.14％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、10区存在する点（10市町村に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋6箇所＞
あいち子ども食堂ネットワーク事務局 前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

三重県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：14.52％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：12.63％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、5区存在する点（5市町村に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋14箇所＞
三重県、NPO法人太陽の家、の協働 11市町村で、1〜2箇所増加。

長野県

岐阜県

滋賀県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：63.64％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：43.64％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、31区存在する点（大津市に6区、甲賀市に6区、その他12市町村に1〜3区）にあると考えられ
る。
社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議 ＜前年度との増減：＋23箇所＞
会
主に、大津市（4箇所）で増加。
・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：35.04％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：26.42％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、26区存在する点（京都市に17区、その他8市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋20箇所＞
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

京都府

市町村社会福祉協議会

大阪府

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：35.84％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：28.31％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、58区存在する点（大阪市に17区、堺市に10区、その他17市町村に1〜4区）にあると考えられ
る。
＜前年度との増減：＋21箇所＞
大阪府、大阪市社会福祉協議会、豊 前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。そもそも、最新の調査では大阪府の子ども食堂は414箇所という報告が
中市社会福祉協議会、堺市社会福 あった（回答・調査協力団体：大阪府、令和元年６月1日現在 ※大阪市は令和元年9月1日現在）。今回はその中でも、市町村等への
祉協議会、むすびえ独自調査
照会を通じ、運営者等に掲載許可がとれた子ども食堂、そしてインターネット調査による情報を記録している。

兵庫県

神戸市＝市役所こども家局、姫路市＝
コープこうべ第7地区本部、尼崎市＝スマ
イルカフェ、明石市＝あかしこども財団、
西宮市＝こどもサポート財団、川西市＝
子ども食堂あかね、伊丹市＝伊丹市社
協、加古川市＝加古川市社協、その他兵
庫県郡部＝兵庫県地域福祉課、むすび
え独自調査

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：32.63％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：25.20％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、43区存在する点（神戸市に14区、明石市に11区、その他10市町村に1〜4区）にあると考えら
れる。
＜前年度との増減：＋58箇所＞
主に、西宮市（13箇所）明石市（7箇所）姫路市（5箇所）加古川市（5箇所）で増加。

奈良県

奈良県社会福祉協議会（奈良こども
食堂ネットワーク事務局）

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：34.65％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：24.75％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、15区存在する点（奈良市に6区、その他7市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋28箇所＞
主に、奈良市（5箇所）で増加。

和歌山県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：15.73％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：13.71％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、4区存在する点（3市町村に1〜2区）にあると考えられる。
和歌山県及び各市町村、おのみなと ＜前年度との増減：＋11箇所＞
こども食堂
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

とっとり子どもの居場所ネットワーク”
えんたく”

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：50.85％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：38.14％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、13区存在する点（米子市に4区、鳥取市に3区、その他4市町村に1〜2区）にあると考えられ
る。
＜前年度との増減：＋16箇所＞
主に、米子市（8箇所）で増加。

島根県社会福祉協議会

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：9.00％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：8.00％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、2区存在する点（出雲市に1区、大田市に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減： -3箇所＞
3市町村で１箇所減少。

こどもを主体とした地域づくりネット
ワークおかやま

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：13.11％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：10.54％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、9区存在する点（6市町村に1〜3区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋10箇所＞
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

広島県

NPO法人広島こども食堂支援セン
ター

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：18.11％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：14.53％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、15区存在する点（広島市に11区、その他2市町村に1〜3区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋22箇所＞
主に、広島市（11箇所）で増加。

山口県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：27.06％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：21.12％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、14区存在する点（山口市に4区、その他7市町村に1〜3区）にあると考えられる。
山口県こども食堂支援センター（山口 ＜前年度との増減：＋46箇所＞
せわやきネットワーク）
主に、防府市（9箇所）下関市（8箇所）宇部市（6箇所）周南市（6箇所）山口市（5箇所）で増加。

鳥取県

島根県

岡山県

徳島県

特定非営利活動法人フードバンクと
くしま

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：12.11％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：10.00％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、徳島市に2区存在する点にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋6箇所＞
主に、徳島市(3箇所）で増加。

香川県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：31.25％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：25.63％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、6区存在する点（5市町村に1〜2区）にあると考えられる。
社会福祉法人香川県社会福祉協議 ＜前年度との増減：＋24箇所＞
会
主に、高松市（8箇所）で増加。

えひめ地域こども食堂ネットワーク

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：23.49％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：18.86％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、8区存在する点（宇和島市に4区、その他2市町村に1〜3区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋39箇所＞
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

高知あいあいネット

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：38.60％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：25.00％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、20区存在する点（高知市に13区、その他7市町村に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋18箇所＞
前年度調査時のデータ詳細がないため、増減の詳細は不明。

福岡県

子ども食堂ネットワーク北九州

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：27.43％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：21.40％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、26区存在する点（福岡市に9区、大野城市に６区、その他6市町村に1〜3区）にあると考えら
れる。
＜前年度との増減：＋83箇所＞
主に、福岡市（49箇所）北九州市（13箇所）朝倉市（6箇所）で増加。

佐賀県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：21.95％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：17.07％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、6区存在する点（5市町村に1〜2区）にあると考えられる。
さが子ども未来応援プロジェクト実行 ＜前年度との増減：＋16箇所＞
委員会
主に、佐賀市（5箇所）で増加。

長崎県

ながさき子ども食堂ネットワーク

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：8.87％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：8.26％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、6区存在する点（5市町村に1〜2区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋6箇所＞
主に、佐世保市（３箇所）で増加。

熊本県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：26.76％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：22.94％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、10区存在する点（熊本市に4区、その他5市町村に1〜2区）にあると考えられる。
子どもから地域へ拡がれネットワーク ＜前年度との増減：＋39箇所＞
事務局
主に、熊本市（22箇所）で増加。

大分県

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：28.57％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：21.80％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、14区存在する点（大分市に5区、その他7市区町村に1〜3区）にあると考えられる。
おおいた子ども食堂ネットワーク事務 ＜前年度との増減：＋23箇所＞
局
主に、大分市（8箇所）津久見市（4箇所）で増加。

愛媛県

高知県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

みやざき子ども未来ネットワーク

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：26.47％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：25.21％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、3区存在する点（3市町村に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋30箇所＞
主に、宮崎市（11箇所）高千穂町（5箇所）国富町（4箇所）で増加。

かごしまこども食堂・地域食堂ネット
ワーク

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：12.23％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：11.64％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、3区存在する点（曽於市に2区、鹿児島市に1区）にあると考えられる。
＜前年度との増減：＋16箇所＞
主に、鹿児島市（7箇所）で増加。

沖縄県子ども生活福祉部 子ども未
来政策課

・充足率（こども食堂総箇所数/小学校総数）：78.36％
・真の充足率（こども食堂が１箇所以上ある小学校区数/小学校総数）：48.13％
＜落差の理由＞
・こども食堂が複数箇所ある小学校区が、50区存在する点（沖縄市に11区、那覇市に8区、その他17市町村に1〜5区）にあると考えら
れる。
＜前年度との増減：＋46箇所＞
主に、那覇市（8箇所）沖縄市（7箇所）宜野湾市（6箇所）石垣市（5箇所）宮古島市（5箇所）で増加。

