
◇　ワークシートまとめ（Ａグループ：地域課題の洗い出し）

　　〇　集計

カテゴリー 件数 ％

育児全般 30 16.9%

相談 26 14.6%

預かり 16 9.0%

行政 16 9.0%

育児補助 14 7.9%

情報 11 6.2%

遊び場 10 5.6%

交流 10 5.6%

社会復帰 7 3.9%

障がい 4 2.2%

家計 4 2.2%

食事 6 3.4%

教育 5 2.8%

その他 19 10.7%
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　　〇　一覧

Aグループ カテゴリー

1 子連れで参加出来る場所（気軽に相談出来るところ） 相談

2 子が病気の時に預けられる場所 預かり

3 ちょっとした時間（買い物時）預けられる場所 預かり

4 粉ミルク、オムツ　何故安売りしない その他

5 ママとしてではなく１人の女性としていられる場所 交流

6 社会復帰、気軽に資格が取れる、教室等が欲しい 社会復帰

7 共働き！家事分担。上手に出来る方法って？ 育児全般

8 子どもは泣くのも仕事！うるさい等のクレームの悩み、何故分かってくれない？ 育児全般

9 産前産後を親以外でサポートしてくれる（なるべく低額・もしくは無料） 育児補助

10 首が座るまでの間の家事サポート 育児補助

11 家から駐車場まで、（50mくらい）の移動でさえ困る 育児全般



12
他のお母さんの子どもの話についていけない…。トイトレおわったー。一人でこれが
出来るようにー。など…。

相談

13 ちょっと買い物に行く間みてくれるヘルパーさん 育児補助

14 子どもを見てくれるヘルパーさんなどお願いできるところ　病児など…。 育児補助

15 障がいがある子とかかわってくれる他のお母さんがいない…理解が難しい 障がい

16 昔と今の離乳食のちがい（祖母） 食事

17 行政に知ってほしい 相談

18 困っているところへの活動 相談

19 母親・義母との関係 その他

20 子育てがつらいと言えなかった 相談

21
買い物していると必ず赤ちゃんについて意見言ってくる人がいて買い物がすすまな
い

相談

22 マニュアルを超えたアドバイスがほしい 相談

23 母乳とミルクの問題　出ないけどやらないと？ 相談

24 役所で人によって言う事が違う時があり混乱した時があった 行政

25
もっと多くの回数、自由参加でママの集まる回があれば…公民館とかは月１など多
いので

交流

26 子連れで行けるママの趣味の場が知りたい 交流

27 子連れで安心して行ける飲食店を知りたい 情報

28 子どもの遊び場充実 遊び場

29 市で無料でベビーマッサージやママに必要な情報を得られる講座 情報

30
４か月頃に助産師さん訪問があり、ありがたいが１歳頃などにもあると虐待防止に
つながるかと…

行政

31 家族間・夫婦間での子育ての価値観の違いどうしたらいい？ 育児補助

32 子どもの遊び、声掛け 遊び場

33 家庭でも取り入れられるような簡単なおやつレシピを教えてもらえるような場所 食事

34 子どもの身体に安心・安全なおやつを幼稚園などで出してもらいたい 食事

35 産後、上の子も一緒に泊まれるような産褥院（韓国のような）あればいいなー 行政

36
3/31に転入して12/25に出産したので、お祝い金と絵本が貰えなかった。着床した
のは４月なのにねー！

行政

37 チャイルドシート購入支援 行政

38 １歳からのお祝いで市から絵本頂いてますが、お金が欲しいです 行政



39 オムツ代助成金 行政

40

早生まれだと、４月に職場復帰すると、育休手当が貰えないまま復職する羽目にな
ります。困った。おっぱいトラブルを保険適用にして３割で治療して欲しい。子ども３
人欲しいけど車が軽なのでパパ、ママ、子ども２人で定員オーバーなので、３人産ん
だら車を買いやすくなればいいなー

行政

41 子育てとお仕事の両立 社会復帰

42 育休明けのサポート 社会復帰

43 ホームスタート利用してみては？ その他

44 長期休み子連れで仕事出来たら 預かり

45 年度切替時の子どもの預け先のサポート 預かり

46 託児所もっと充実すれば… 預かり

47 お母さんのカウンセリング 相談

48 義母との協力のかけひき その他

49 経済的な問題 家計

50 女性の社会復帰 社会復帰

51 仕事・家事・育児の両立 育児全般

52 子育てシェア 育児全般

53 食事シェアサービス 食事

54 熱を出す 相談

55 急な迎え 育児補助

56 お迎えサービス 育児補助

57 ベビーシッター 育児補助

58 朝の生活のゆとりのなさ その他

59 悩みを相談できるメンター 相談

60 夜の託児 預かり

61 学童が欲しい 預かり

62 ボランティアに参加したい気持ちもあるが不安や心配もある（学生） その他

63 福祉関係の仕事についてもっと詳しく知れる場が欲しい（学生） その他

64
小学校に上がったとたんに子育て事業の対象から外れたような…。小学生・中学生
だってまだまだ手がかかるし不安もあるんですけどー

行政



65
オープンキャンパスでは先生方の話を聞けるので実際に働いている人の話を聞け
る機会が欲しいです。（学生）

その他

66 近所、身近に何でも話せるところ、相談出来るところがほしい 相談

67 いつでも頼れるところ、相談できるところあれば…・ 相談

68 近くに気軽に立ち寄れるカフェがあったらいいな 交流

69
子どもに関する市の事業の名称を緊張感がない分かりやすいものに変更してほし
い

行政

70
産前産後ママヘルパーをもっと広め、お互い様にやっていけるような仕組みがあれ
ばいいと思う

行政

71 出かけるところ　サロン等　広報してほしい 情報

72 父親の協力、父親の両親のこと等を相談できる所があればいいなと思う 相談

73 保健師さん栄養士さんなど不安が膨らむ指導ではなく、前向きな指導が欲しかった 行政

74 時間の使い方がうまくできずに、イライラしたり自分を責めてしまう その他

75 支援学級がない学校もある？ 障がい

76 色々な支援の団体があるって知らなかった… 情報

77 転居した時、まずどこに相談すればいいの？ 相談

78 自分が病気になった時、どこを頼ればいいの？ 相談

79 母親が受診している間預かってくれる人（チョイ託児） 育児補助

80 母が病気の時、兄弟が病気の時、家族が病気の時 預かり

81 買い物を頼める人がいたらいいなー 育児補助

82 地域の中で子育て応援隊があり、目で分かるような仕組みが欲しい 情報

83 病気の時お手伝いしてくれる人が欲しい 育児補助

84 急な残業の時子どものお迎えお願いできる人 育児補助

85 料理を手伝ってくれる人、教えてくれる人、身近にいたらなー 育児補助

86 近所、身近に困った時赤ちゃんを預ける場所が欲しい 預かり

87
子どもが具合が悪いので、病院に連れて行きたいけど、自分も体調が悪くてつらい
…

育児補助

88 グチを聞いてくれる人話し相手がほしい 相談

89 救急で病院にかかる時の費用が高すぎる 家計

90
障がいのある子を持って孤立してしまう。サービス等、住んでいる地域の支援がど
こにあるの？

障がい

91 発育の遅れが気になる時、どこに行けばいいの？ 相談



92 社協の障がい支え合い活動の子どもバージョンも積極的に考えてもらいたい 行政

93 仕事復帰すると単身赴任or家族別居　通えません（南会津） 社会復帰

94 パパの育児参加に理解のある職場が少ない 育児全般

95 仕事と家事の両立！上手にやりくりしたお話など聞きたい 相談

96 パパが残業ばかり　ワンオペ 育児全般

97 土日のおでかけスポットが知りたい！雨の日は…晴れの日は… 情報

98 子連れで外食できる場（ファミレス以外に） 情報

99 託児できるスペースのあるカフェなど欲しい 情報

100 人見知り、場所見知りがひどく、とにかく外に出れなかった その他

101 授乳室がかえって不便 行政

102 土日に集まれる（遊ばせられる）場所 遊び場

103
障がいがある子とない子が触れ合える会が欲しい。
障がいへの理解をしようという会

障がい

104 保育園増やしてほしい 預かり

105 毎日子育てサロンをしてほしい 行政

106 イヤイヤ機がしんどい 育児全般

107 離乳食をちゃんと食べてくれるか不安 食事

108 健康な体 相談

109 精神的な問題 相談

110 時間が欲しい その他

111 イヤイヤ機、反抗期について 相談

112 夜寝ない 相談

113 夜遅くまで起きようとする 相談

114 ママ友同士でたまに飲み会とかするからリフレッシュできてる その他

115 時間的な問題 その他

116 地域全体で子育てできるコミュニティー 交流

117 子どもを連れてご飯を食べに行けるような所があまりない 情報

118 地域食堂 交流



119 習い事が近くに欲しい その他

120 もっと授乳室の場所があるといいな その他

121 安全に遊べる公園が欲しい 遊び場

122 遊ぶ場所が少ない 遊び場

123 子育てに関して梅村さんに相談できるので不安感が減っている 相談

124 児童館か図書館のようなスペースが欲しい 遊び場

125 支所にキッズスペースがほしい 遊び場

126 幼稚園が欲しい 預かり

127 金のあつかい 家計

128 勉強、成績の問題 その他

129 親との子育て感の違い 育児全般

130 机の下に隠れて、出てこないことがある 育児全般

131 早期教育の理解不足 育児全般

132 中学受験について 育児全般

133 年齢に合わせた習い事 育児全般

134 学校以外の遊びの場 遊び場

135 教育費の負担軽減 家計

136 多様性が認められない日本の教育 教育

137 学校に行かない子どもの居場所 教育

138 子どもの個性を伸ばす学校がない 教育

139 子どものカウンセリング 教育

140 教育の普及 教育

141 自分の体調が悪い時（預ける時） 預かり

142 30分でいいからまったく子どもの心配をしないでゆっくりしたい 育児全般

143 主人しか頼れる人がいない（子どもの人見知り） 育児全般

144 働きながら、子どもに習い事をさせたい時の送迎とか心配 育児全般

145 子連れで参加できる教室が欲しい 育児全般



146 社会復帰の資格、教室に通いたい 社会復帰

147 子育てしながらの就職活動 社会復帰

148 働かなきゃいけない！体調不良（風邪）の時預けられる場所 預かり

149 悩みを打ち明ける今日のような会月１くらいであればいいかな 交流

150 職が見つかったとしても、子どもが病気になった時が心配 預かり

151 気軽に子どもを預ける 預かり

152 他の子どもと比べてしまう 育児全般

153 もっと夫に協力してほしい 育児全般

154 ベビー用品分け合える場（すぐサイズアウト…買うのもったいない！ 育児全般

155 子どもに対して世話を焼き過ぎる 育児全般

156 離乳食早くからスタート大丈夫？（４か月） 食事

157 話し相手が欲しい 交流

158 身近に相談できる相手が少ないのでは？ 交流

159 思春期大変！！ 育児全般

160 ママ友逹いない 交流

161 今の親はネットの情報に頼り過ぎているのではないか？ 情報

162 子どもが泣いていいのが当たり前の社会 育児全般

163 母子家庭双子（４か月）買い物時間預かってくれる場所が欲しい 預かり

164 子ども同士で遊べる場所が欲しい（親抜き） 遊び場

165 ハイテク技術の情報欲しい 情報

166 粉ミルク安売りしない　何故 その他

167 もっと気軽に相談したかった 相談

168 県、市営　母子優先もっと欲しい 行政

169 双子は全て大変 育児全般

170 １人で上の子と下の子を見るのが大変なときがある 育児全般

171 ２人になってからのお風呂 育児全般

172 子どもが夜起きるうちはずーっと寝不足 育児全般



173 子どもが２人になってから、２人のリズムが違って大変だった 育児全般

174 夜下の子が寝ない 育児全般

175 時間の使い方 その他

176 病院の待ち合いに子どもの遊び場がないと待てない 遊び場

177 小児科の待ち時間が長い その他

178 喘息発作の時小児科診療時間が終わり夜間までの間に発作が起きる 育児全般


