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（１）若年者調査 

 介護保険や高齢者福祉に関して、306人の方から回答が寄せられました。ここでは、回答の内

容について分類し、それぞれの件数を下記のとおりまとめました。 

 

区分 件数 

１ 介護保険制度やサービスについて 

（地域包括ケア、在宅サービス、施設サービス、職員、要介護認定、経済的

な負担、介護予防、認知症対策、相談や情報提供） 

171件 

２ 行政に対する意見 30件 

３ 回答者・介護者の現況 68件 

４ アンケート調査について 12件 

５ その他 53件 

 

※ ご意見の後に属性（回答者の性別、年齢）

を記載しています。 

※ 同一回答者が複数の区分に属する意見を

回答している場合は、それぞれの区分に掲

載しています。同一回答者が区分内で複数

の内容に属する意見を回答している場合は、

いずれか１か所のみに掲載しています。 

 

１ 介護保険制度やサービスについて 

■ 主に地域包括ケアについて 

○やがて皆が高齢化します。それにそなえて、若

いうちに準備し、互いに助け合える社会が必要

だと思います。必要なシステムの整備とともに、

人的な補助の体制作りも急務だと思います。そ

のために、協力できることは協力していきたい

と思います。（男性、62歳） 

○私の場合、20 代（父 52 才）で、父が介護状態

でしたので何かあれば帰省しなければならなく、

正社員としては働けませんでした。すぐ休める

パートもなかなかなく、帰省の交通費も大変で

した。長期の休みが必要になる（入院などの為）

場合…パートでもやめなければいけない場合も

ありました。パート先を決める時は何かあれば

（親）帰省の介護の為、休みをもらう事を勤務

先に伝えてから、やとってもらっていました。

主人や子供の協力（子供をあずけての時は主人

の姉にたのんで行った）があったので出来たと

思いますが、これから…自分が介護される方に

なる頃を考えると、子供（男）1 人では、仕事

を休んだら収入がなくなるので、子供には介護

をさせたくない…と思います。もっと、地域等

で良い支援が出来ることを願っています。（女性、

54 歳） 

○日常の足となる自家用車に乗らなくなる日が来

た時、どの様に買物に行ったり病院に行ったり

出来るのかが心配ではあります。超高齢者社会

を迎え、生活面での不安は皆が持つ事でしょう。

老々介護が目前に迫ってきているので、そちら

がうまく乗り切っていけるか実に心配です。お

子さんのいない方や、ひとり身の方々は更に不

安だと思います。日頃から仲間を作って交流で

きる場の提供を地域は考えていかなければなり

ません。よろしくお願い致します。（女性、55

歳） 

○独りで生活する事に不安や心配などいろいろ考

えさせられました。生活に対して、一人で生き

ていく事に何が必要なのか、市民で考えを出し
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合う必要性があると思います。たとえ子供がい

ても、子供が世話をしてくれるとは限らないか

らです。支え合う事は大変です。もし今、地震

が起こったらとか、病気で倒れたらとか考える

と、人ごとには思えないです。福祉といっても

色々あると思います。（女性、51歳） 

○外国の方が介護に携わって頂いても、言葉・文

化の違いに戸惑ってしまう様に感じています。

日本人独特の感情のようなものが理解できるこ

とが難しい感じです。専門職と家族が協力し合

い、高齢者によりよい環境が望まれますが、専

門職が足りないことや、家族の思いが固かった

りでなかなか難しいものがある様です。介護知

識のないことが、良い物を生みださないのかも

しれません。国、地方、近所の方、ボランティ

ア、子供から大人全ての人が見守り合う、優し

い社会が必要だと思います。（女性、49 歳） 

○地域の中の助け合い、学生の力を借りるなどし

て、医療者・介護事業者以外が関わらなければ、

いくらお金があっても足りないです（最近母が

父を介護した状況を見て思います）。大きな荷物

を運ぶ、買物などは助けあいでまかなえる空気

を作ってもらいたいです。（男性、44歳） 

○自分の両親は 80 才を越えているが、兵庫県にて

生活をしており、今後、遠距離での介護の可能

性が考えられる。地方の親への対応も、課題と

して考えて欲しい。また、妻の母は、近所にて

居住しており、こちらも今後の対応が必要にな

ってくると思われる。本人は健康だと思ってい

るようだが、変化はあるので、自己認知できる

手段や、地域でのコミュニケーションが欲しい

と感じている。（男性、56歳） 

○高齢者が、家に引き込もることのない社会が必

要。（女性、54歳） 

○10年後、団塊の世代が介護時期に入ります。そ

の期間を、どの様に乗り切れるかが最大の課題

かと思います。今から着実に準備をしなければ、

その時を迎えてからでは悲劇です。社会的福祉

の充実にも限界があるかと思います。1.地域の

協力体制－特に徘徊者の見守りや対応の仕方の

教育など。2.国や、経済界などで、具体的な労

働環境の取り決めをする。介護がしやすい働き

方。介護優先が認知される職場環境。－要は周

囲の理解。協力というと負担になるが、あたり

前になるよう。3.元気な高齢者に介護職ついて

もらう為の訓練プログラムの作成（→今から）。

4.地域、一般の方々による、協議会を継続的に

持つ→現場の要望を確実に受け取り政策を！

（女性、56歳） 

○介護や高齢者福祉に関することは、これからま

すます重要になっていくので、地域での取り組

みや、福祉に関する仕事をしている人への労働

条件など、考えなければいけないことがたくさ

んあると思います。誰もがいずれは高齢になり、

誰かの助けを必要とするようになるので、それ

を家族だけで行うのは、無理な人がたくさんい

る現状をふまえ、多くの人の力が重要であると

思います。具体的に何ができるかを考えて、そ

れを実現させることを広く知らせていくことが

大切だと思う。（女性、47歳） 

○高齢者が安心して暮らせる町作りを市民が皆で

取り組んでいくべきだと思う。（男性、49歳） 

○現在、親が要介護の状況で施設で介護を受けて

いるが、自身の退職後に経済的な不安がある。

仕事をしながらの介護は精神的にも体力的にも

限界がある。地域的なサポートの充実など、み

んなで高齢者を見守ることが必要ではないかと

考える。サービスの維持にはある程度の負担は

仕方ないとは思うが、経済的に苦しい方もいる

ので、収入と負担のバランスを考える事も必要

ではないか。高齢者福祉に関して地域的な格差

がある様に思われるので、財源の問題はあるか

もしれないが、松戸市も頑張ってほしい。（男性、

54 歳） 

○できるだけ老人ホームではなく自宅で高齢者を

介護できるようなシステムを作ってほしい。た

とえば公費でお手伝いさんを使えるとか、住み

込みしてくれるナースなどがいてくれたら助か

る。（男性、56歳） 

○金銭的なものが関わる介護、一人暮らしの方、

年金の少ない方々、具合が悪そうに見えている

のに、何も受けられないでいる方が見られるよ

うな気がします。特に一人暮らしをしている老

人が多いのではないかと思うのですが、その方
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たちへの関心を、もっと持たなければいけない

のではないかと思います。近いうちに介護を必

要とする自分としては、安心してみてもらえる

場所を選択できるくらいになっていてほしいと

思います。子供達には頼れるとも思えないので、

安価で暮らしやすい場所がほしいですよね。金

額があまりにも違いすぎて、見当もつきません

が、一律ではないにしても、大差がない介護を

受けたいと思います。（女性、54歳） 

 

■ 主に在宅サービスについて 

○1.自宅から通える所に、公共のトレーニングセ

ンターが欲しい。2.認知症にならないように、

役所が例えば、囲碁や将棋教室、園芸、絵画、

料理、工作（大工）等の講座を設定してほしい。

3.都内では、シルバーパスという 1000円（？）

で都営交通を利用できる券があると聞いている。

財源の問題があると思うが、できるだけそれに

近いパスを検討してほしい。そうすれば、年寄

は毎日外出し、健康増進につながると思う。何

億という税金を使って老人ホーム（特養）を建

設するよりも、そういうことに金を使うべきだ

と思う。税金を無限に使えるものではないから

だ。4.私はあと 10年以内に車の運転をやめよう

と思っている。100 円で利用できる「コミュニ

ティーバス」をお願いしたい。（男性、60歳） 

○独居老人が増えているので、気軽に通える場所

の充実。ただ、お茶を飲んだり、話をしたり、

マージャン等をしたり、お風呂に入りに来たり

など。介護度が重いと、送迎つきのデイサービ

スが必要だが、要支援者で自分で生活が出来て

いる人は、デイサービスというものに抵抗を持

っている。なので、自分で来て好きに過ごして

自分で帰るような施設があるといいと思う。も

ちろん見守りは必要なので介護士、看護士の配

置があればなお安心。在宅介護で介護度の重い

人を看てる場合、たん吸引等が必要だと介護者

が 1人だと家を空ける事が出来ない。急用で家

を空けなければならない場合、すぐに頼める人

がいない。訪問看護師も、予定が決まっており

急に何時間も来てもらうのはむずかしい。なの

で緊急時に来てもらえるような、場合によって

は預かってもらえるような体勢が必要。介護職

の給与の見直しも必要。（女性、43 歳） 

○高齢者福祉に関して、住居している所から買い

物に行く所までは、小さなスーパー的な店、駅

にもスーパー（イオン）とかあるが、それでも

買い物に不便そうにしているお年寄りも見かけ

る時もたまにあります。足が不自由になった場

合、やはり食に関する事では、生きる為の一番

に大事な事で、買い物に出られない場合の時に

お弁当とか、買い物代行してくれるサービスが

あれば助かると思います。（女性、61歳） 

○介護施設により受けられるサービスが違わない

ように、同じ金額にしたら同じようなサービス

が受けられる社会になれば良いなあと思います。

本当は、在宅介護ができるのが 1 番ですが、共

働きをしている世帯が多い中、デイサービスな

ど行政に頼らなければ生活できない現状もあり

ますから、是非松戸市に住むと介護を受けやす

いといわれるサービスを提供してほしいです。

デイサービスも仕事に行く前に預けられて仕事

をしている間（夜間近く）まで大丈夫なような、

保育園のような施設が増えれば、介護のために

辞職しなくて済むように思います。（女性、55

歳） 

○訪問看護や訪問介護をもっと充実してほしい。

そう思う中で国の考え方や対策の打ち出し方は、

要支援や要介護 1の人の援助を保険給付からは

ずそうとしている。要支援でも充分援助が必要

なのに、なぜ保険給付からはずそうとするのか。

また、保険の負担割合を引き上げるのもやめて

もらいたい。（男性、42歳） 

○核家族が増え、老老介護が多く、かといって若

い人達も働かなくてはならない状況の中、老老

介護者の負担は大きいと思う。デイサービスを

なるべくリーズナブルに身近に使えるようにし

てほしい。支える配偶者も大変だが、自分達の

生活でいっぱいいっぱいになり自分の身近な家

族以外は支えられない。自分で自分の首をしめ

ることにならないよう他人が家族のようにケア

してもらえるとありがたい。（女性、45 歳） 

○自宅介護が増えてくると思われるが、住宅改築

や介護用品のレンタルを受ける手続きが多く待
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たされる。介護補助も朝・昼・夜と交代制で利

用できる外国もあるのに日本は遅れてると思う。

介護する家族が仕事をやめることになると、生

活が苦しくなり不幸だと思う。収入の道をとざ

さないよう、福祉がきっちり支えるべきだと思

う。救急車での搬送も事務的で高齢者の対応と

しては最低だと思った。（女性、49 歳） 

○私事ですが、埼玉県に娘が住んでおり、義母の

病気で出産後すぐにあれこれ探すのに大変でし

た。できれば、松戸の高齢者福祉課に聞きまし

たが、他県はご自分でと言われ、娘は幼稚園教

諭を松戸で 10年しました。税金を納税しました

が、何の還元もされずにいたと思われます！！

ですので、ただ在住者でないというひとくくり

は今後の課題としてお願いしたい 1つでありま

す。私達も高齢になりますが、娘が困らないよ

うに元気なうちに松戸のサービスやらを知らせ

ておく事が大事です。2 つめです。3 つめはエン

ディングノートとは必要不可欠ですが、私も運

転免許は万年のゴールドで運転しておりません

ので、身分証明となっています。その更新料を

割引して、逆に 70才以上の方には 2 万円位の高

額にしたら、どうでしょうか?!そして 200円初

乗り料金の福祉タクシーを市でつくって下さ

い！！楽しい老後と夢を見ていましたが、住宅

手当そして持家も貸家の方にも月 1 万円を 60

才以上に出資して下さいと思います。年金だけ

ではゆとりの老後は望めない現実を知っている

でしょうか（ボランティアは強要されるもので

はないのが基本と考えます）。（女性、60歳） 

○介護保険料に見合う、サービスの充実化を計っ

てほしいです。将来、一人になっても困らない

様、自立支援サービス講演などで知識を習得し

たいと思う。（女性、58歳） 

○難しいですね。税金等をちゃんと納めてるのに

孤独でいる、いざと言う時の対処の判断すらで

きない時、説明、ボタンがあっても、その場で

何かあれば良いですが…。私の住んでいる所で

は、午後 2時に幼児への（子供達）呼びかけの

アナウンスが流れますが、高齢者への気くばり、

呼びかけも必要では?!何かを見かけたら、気づ

いたら、直！！交番なり、連絡する所がほしい

ですね。（女性、57 歳） 

○介護保険でヘルパーを利用するにあたって、日

中長時間独居になる方への食事（調理）の提供

や外出機会（散歩ていど）をできるようにして

ほしい。介護では無理しても何かしなくてはい

けない仕組になっているが、話し相手になる時

間も介護の時間に（ヘルパー）できればよいと

思います。新しいサービスのわくを作ることも

大事と思います。お金（保険料+介護利用料）の

負担が多いのだから考えて下さい。又、病院へ

の通院、院内のサービスも全面保険内にするこ

と。病院内は医療の範囲と言って何をしてくれ

ますか。病院に行くことをひかえてしまう人も

少なくないです。CM か付添うことが多いが毎回

とはいきません。何の為の介護保険なのかと思

います。税金の使い方も考えて下さい。お願い

します。年金暮らしの人は介護サービスもきち

んと取れません。（男性、54 歳） 

○健康で動ける同居家族がいると居宅系など利用

できないサービスあるが、個別の事情を考慮し

て、必要性が高い世帯には、利用できる制度に

していってほしい。（女性、47歳） 

○保険料を抑えてのサービスの充実希望。国保が

高すぎる（3 割負担なのに）。（性別無回答、年

齢無回答） 

○松戸市とはいわないが、本当に介護が必要な方

が実際に受けられているか疑問です。私の両親

（都内）などは、ただがまんをして自分たちで

つらい中何とか家事をやっていますが、ご近所

で（松戸市）は、あまりつらそうでなく散歩も

きちんとでき、家族（娘）もいて、お困りな様

子でないにもかかわらず、デイサービスなどを

受けられている方がいます。まだまだ、サービ

スを受ける体制に裏があるような思いがいっぱ

いです。きちんと、困っている方が受けられる

介護サービスや認定を行っていただきたいです。

高い介護保険料を支払っているのですから…。

（女性、56歳） 

○どこの地域か忘れましたが高齢者が無理な運転

をしないように、普通のタクシーより安い費用

で利用できるタクシーのサービスを行政がして

いるとテレビでやってました。80 才以上とか年
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齢制限をして、誰でも利用できるようにしたら、

高齢者のドライバーも減り、事故も防げるので

はないでしょうか。（女性、59歳） 

○癌や認知症等の病気や障害が原因で要介護状態

となった要介護者に、介護サービスを提供する

のは当然かと思いますが、特段の重病でない高

齢者には、なるべく行政サービスを受けずに自

立生活をしていただきたいと思います。ただし、

高齢者には車の運転だけは控えてもらうよう、

交通手段の支援サービスを提供する必要がある

と思います。（男性、41歳） 

○松戸市は公共交通機関が貧弱なので、マイカー

無しでは生活できない人が多い。高齢者向けに、

買い物援助や、コミュニティーバス、介護タク

シーの充実が必要。市役所の障害福祉課によく

行くのだが、障害者やその家族が複雑難解な手

続きを申請しなければ、手当てや援助が受けら

れない。まるで“金の出ししぶり”をしている

ようにしか思えない。窓口担当者も、その知識

や処理能力に差が大きく要領を得ない人もいる。

住宅リフォーム補助金の話をしたら、男性職員

に鼻で笑われた経験もある。どうか高齢者支援

課は、そのようなことがないようお願いしたい。

（男性、45歳） 

○介護サービスの向上をお願いします。（女性、64

歳） 

○・経年集合住宅（階段のみのアパート）への昇

降機設置援助。・本調査の結果公表を希望。（男

性、59歳） 

○経験。要介護者が真の病気で入院、退院、転院

を繰り返したが、その都合、介護保険の車いす

（貸与等）がなくなった。申請を含め、最低 2

ヶ月はかかる。お役所仕事ですが、ヒドかった。

（男性、57歳） 

 

■ 主に施設サービスについて 

○財政難は進んでいくと思いますが、高齢者にや

さしい町にして欲しい。年をとった時に住める

（子を頼らず）介護付マンションがあると安心。

（女性、55歳） 

○市で運営する特別養護老人施設をもっと増やし

てほしいです。民間の施設では料金が高すぎて

利用したくてもできません。（男性、58 歳） 

○特別養護老人ホームを増やしてほしいです。（女

性、56歳） 

○私は介護の経験はありませんが、施設特老と、

老人病院に入っていた母の洗濯物を週一でとり

に行き、8 年位行っていました。その時に、洗

濯は苦ではなく当たり前と思い、また、家でか

かえているのではないので自由でした。しかし、

便がもれたパジャマなど、便がついたままでビ

ニール袋に入れてある物をみて、～不衛生とな

さけなさをおぼえました。便で汚れた物は、せ

めて水ですすいでほしかったと、今も思い出す

ことがあります。人手不足で大変ですが保育園

の子どものオムツ（紙）便はすてて、尿のオム

ツのみかえします。～どのように考えているの

かと思います。今でも皆同じような対応をして

いるのでしょうか？それは、仕方ないのでしょ

うか？（女性、59歳） 

○答えたのは 40代の男性の親で 70代です。70代

として言いますと今はまだ働いていて介護とか

のお世話になっておりませんが今後何かの病気

等で同居してるのが息子なので何かと心配にな

ります。有料の施設は色んな所に有る様ですが、

金額的に高い所には入りそうにも有りません。

それで特別養護老人ホームが近い所に有り、な

おかつ国民年金単位で入れる施設が有ると幸い

と考えて居ります。（男性、44歳） 

○かつて経験したことのない高齢者社会を迎える。

認知症の親の介護をしていて、これからは認知

症の高齢者が急カーブで増加していくだろうか

ら、今はその現実に社会が全く追いついていな

いと感じる。施設の充実は急務である。とりあ

えずやっている証拠作りのような小さなことを

するよりも、とにかく施設（尊厳をもって暮ら

せるような）の充実が必要ではないか。現状は

個室を求めれば何千万もの入所金を払うような

システムになっている。お金もちしか人間らし

い老後を暮らせないのはおかしいのではないか。

NHK の漂流の老人シリーズで、公務員をつとめ

あげた人でさえ、無認可の古い家を借り入れた

所につめこまれるのを見て、がく然とした。家

族がせいいっぱい見て、その先には、尊厳を大
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切にする施設があれば、家族の気もちもかなり

落ち着くのではないか。先の不安がとても大き

い。介護と、働けない若者の間に挟まり四苦八

苦する世代、本来なら社会のために使うエネル

ギーを発揮できない現状は、深刻である。（性別

無回答、年齢無回答） 

○自分の親と実家の親のダブル介護で、金銭的に

も肉体的にも非常に厳しい状況です。安価な特

養施設の充実を望みます。（女性、63歳） 

○介護支援を受けるには、仕方ない事だけど、低

収入の中から、（収入が無い年寄りなど含む）介

護保険代を支払う事も厳しい、と思う。福祉関

連、近親者からの虐待、絶対にあってはならな

い様にして欲しい。以前、施設の中で起きた事

が目に見えず、要介護者のケガについて何の説

明もしてくれなかった（納得しないまま、話を

終わりにされた事があった）。（女性、53歳） 

○40代ですが、子供が生まれたばかりで子育て中

です。子育てと介護が重なると大変だなと思っ

ています。今は両親とも元気ですが、今後いろ

んなサービスが年金でゆとりをもって受けれる

ようにお願いします。また、老人ホームもたく

さん作ってほしい。（女性、46歳） 

○特別養護老人ホーム等に入居する場合の手続き

が大変で、してもなかなか入居することができ

ないのが現状。本当に 1人で居ることが出来な

い高齢者は、どうすればいいのか？！行政の力

でスムーズに入居することが出来れば介護者も

高齢者も負担を感じずにすむ。相当大変なんで

す。（女性、54歳） 

○年金で入所できる老人ホームをたくさん作るべ

きだと思う。（性別無回答、年齢無回答） 

○62歳の夫が要介護 4 となり、充実したリハビリ

を継続させたいと考えた結果、有料老人ホーム

の選択となった。高額な為、年金だけでは生活

できず、貯金を崩して暮らしている。介護する

側が体調不良の為、在宅介護ができず、先が見

えない。お互い安心して暮らしていける公的な

施設（安く、リハビリ中心な）があればと願い

ます。年金手続きが複雑で理解と手続きに時間

がかかり、体力的にも疲れました。簡素化とア

ドバイス等、明確化して頂くと有難いです（年

齢的なものもあり、担当者の方には大変お世話

になりました）。（女性、61歳） 

○介護必要時に年金の範囲でお世話して貰える施

設、環境が望ましい。（男性、51歳） 

 

■ 主に職員について 

○介護サービスを担う人材確保及び育成（待遇の

向上）。※皆さん忙しすぎると思う（余裕が無い）。

（男性、54歳） 

○1.介護する側の立場では、介護保険制度はあり

がたいと思います。介護保険制度を活用しなが

ら、仕事を続けることが出来、自分らしい生活

を送ることが出来ます。2.助成金もありがたい

のですが、一緒に親身になってたずさわってく

ださってる、ケアマネージャー、デイサービス

のスタッフ、病院のソーシャルワーカーさんに

は、要介護者に対して家族のことのように対応

し、介護者の家族等に必要な情報を提供してい

ただき、心より感謝しております。3.皆さんの

対応には、仕事の枠（を超えて）以上に人とし

ての温かい気持ちの部分で、仕事として接して

いただいております。皆さんのお給料を上げる

ことによって、高齢者の虐待といった事件も減

るのではないでしょうか。もっと介護に従事さ

れている方の評価をあげても良いと思います。

4.介護保険料は年金から納付しているが、健康

のため何も恩恵を受けていない高齢者に対して

は、何か違うサービスが受けられるものがある

と良いと思います。本人曰く、日頃から健康に

気をつけているからこそ、健康が維持できてい

て、介護保険制度を利用できずにいる、気を付

けていない人が病気により介護が必要となって

いる。健康でこれた高齢者に対してもインセン

ティブを与えて欲しい。サービスや納付額の減

額など。（女性、50 歳） 

○本人が望まないにもかかわらず延命することを

やめることが、人道的にも経済的にも適切であ

ると考えます。介護士の待遇改善が急がれます。

（女性、55歳） 

○私は実母を、4 年間介護しました。週に一日（土）、

泊りでお世話になりましたが（施設）、介護職員

の教育の欠落さに絶望しました。（例）他の人の
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薬が帰宅後母のバックに入っていたり、他の方

の衣類が入っていたり…。連絡帳には、薬の飲

みまちがいの記録があったりと、後日、その施

設は行くのをやめました。…1 つ間違えれば命

のかかわる事なのに職員に問いただしたら、「人

間…誰にも間違いはあるんです」とひらき直ら

れた際には…。これで良いのかと？…絶望しか

ありませんでした。以前の事ですので今現在は、

この様な事のない事を祈っております。※施設

名は記入ひかえます。（女性、53歳） 

○介護保険料は費用が不足すれば、最悪は金額を

上げれば何とかなりますが、担い手の人材不足

は労働人口が減っている今、なかなか難しい問

題だと思います。保険料をおさめても、満足な

サービスが受けられるかどうかは、お金より人

の問題のように思います。介護施設の職員、パ

ートの方の声を聞き、待遇改善が進み、若い人

も働きたくなるような職場づくりに、行政も支

援すべきと思います。（女性、47歳） 

○介護職で現場で働く人たちの給与を含めて待遇

を改善し、介護施設での介護の質を上げるべき。

介護施設に入ると認知症があっというまに進む

というような話もよく聞くので不安。（女性、53

歳） 

○高齢者増加に伴い、看護士の需要も増えること

に対し、人材確保が必要。その養成についても

丁寧に取り組むことで、十分な介護が成されて

いくはず。時間外の特別な介護を受けるには、

費用の自己負担が大きく、どうしても身内で介

護するしかない。介護保険についても、長年料

金を支払い続けて、最後まで元気な人は、掛け

捨て保険のようなものなので、値上げは避けて

ほしい。デイサービスや、老人ホーム、ショー

トステイなどの施設を捜したり、選択する場合

の紹介一覧のような、わかりやすくまとめた資

料があるとよい（施設の収容人数、スタッフ数、

間取り、料金など）。地域ごとに比較できるよう

に、いつでも相談できる状態にあるのか、わか

らない。（女性、62 歳） 

○ケアマネージャーに対しては、質問をした時は

親身になって考えて調べてくれる方が良いです。

人によってバラツキがあるようです。（女性、62

歳） 

○民間、老人施設が高い。入れても年金全てが利

用料でなくなり、持ち出し額が多くなり、生活

に支障が出る。義母の年金、財力では、どこに

も入所できない。ヘルパーの質が悪い。ヘルパ

ーの研修のような事を、母の介護の時にされ、

散歩の時、嫌な思いをし、ヘルパー断ったこと

があります。看護師並みの賃金にすべき（老人

の世話は大変、重労働）。（女性、57 歳） 

○介護施設の充実が一番大切であると考えていま

すが、そのためには介護に携わる（仕事として）

方々の待遇改善がおろそかになるようなことに

なってはならないと思います。上記の改善が可

能であるならば、介護保険料の増額はやむを得

ないと考えます。以上。（男性、51 歳） 

○介護の終わりは決まっていない。特に子育てと

同時介護は、収入を減らしてでも介護する必要

があるのか考えさせられる。国家資格までとっ

て介護福祉士やヘルパーになっても、安い給料

では「なり手」はいない。「なり手」をどうやっ

て確保していくのかが重要で、サービス内容は

二の次でいいと思う。人員不足なのにサービス

の維持向上はありえない。確保できる人数で、

何ができるのかを考えていかないと、保険料が

上がってもサービスはいまいちになり、制度自

体が「破綻」する。（女性、44歳） 

 

■ 主に要介護認定について 

○介護保険の認定についての整備、改正が必要。1

割負担で利用出来るけど、結局はお金が必要。

お金がない人は、利用することも出来ない。透

析を受けている方はお金がもらえる。薬ものめ

ない介護者にも同じような制度であってもいい

のでは？（男性、57歳） 

○・介護認定に時間がかかりすぎでもっと早くし

てもらいたい。・介護認定の書類の簡素化をして

下さい。（男性、63 歳） 

○介護認定について強い不信感を持っています。

なるべく、介護度は引き下げたいという行政側

の意向で、日常を知っている家族の訴えを軽く

扱われることを大変残念に思っています（他市

のことですが）。高齢者の一人暮らしを本気でサ
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ポートする気はないように思います。この度、

実家で一人暮らしをしていた母を、松戸市の有

料高齢者施設に入れました。近くに呼びよせた

ことで、精神的な負担はかなり軽減されました

が、これからは経済的負担が重くのしかかって

きます。子供の将来の道筋がついたなら、長生

きはしたくないと思う日々です。（女性、59歳） 

○父も母もきちんとしてみえるので「元気そう」

と言われ続けました。父も母も人前ではがんば

るのですが、年下の人に席をゆずるように言わ

れる事も多く、ケアマネさんにも「歩けますね」

で終わりです。車イスの人より元気にみえたり

するのだけで判断しないで、持病、体力、そう

いった事を考えてほしい。母は一人で買物に行

き、一歩も動けなくなる事も度々ありますので

私が付いて行きます。数メートル歩けたら元気

という考えをあらためてほしい。また、普段カ

ーヴィスに行っていて、杖をついて、あるいは

車イスを使い、介護サービスを受けている人も

います。（女性、52 歳） 

○他県に介護施設にいる家族がいますが、介護の

認定の基準が判定する人によって違うらしく

（ムラがある？）、施設になかなか入れないとい

うことがありました。誰が判定しても同じ区分

に入るようになればいいと思いました。（女性、

45 歳） 

○これから高齢者の人口が多くなると思われる。

福祉にお金がかかるのはあたり前だが、本当に

困っている人に、迅速な対応が出来る様に希望

します。介護認定に 1ヶ月もかかる、今のシス

テムは、いかがなものかと思う。逆に悪用？す

る人達もいるので、その見極めが難しい。介護

を必要としないで、そのまま死を向かえられれ

ば良いが、それは無理と思います。いつか、誰

かのお世話を掛ける事になると思うけれど、で

きるだけ少なく、そして、自分が納得して、サ

ービスを受ける事ができれば良いと思う。後、

介護にかかわる人達が、希望を持って仕事が取

り組めて、生活が向上できるシステムをお願い

したい。自分が困ってサービスを受ける時に、

サービスをする人も安定した収入を得られてい

るという安心が、相互には必要だと思います。

（女性、57歳） 

○要介護度と現在の状況が合っていない高齢者が

多い。状況が変わった時にきちんと申請できて

いない。ケアマネージャーの質によって適切な

ケアが受けられていない高齢者がいる。例えば

介護職系のケアマネだと、身体がよくみれてい

ないため、重症になってから緊急に入院するな

どの事態が起きている。サービスのムダ使いも

ある（必要ないサービスをうけてる）。施設で働

く看護師や介護師のレベルが松戸は低いと感じ

ている。看護・介護スタッフの研修も民間に任

せずに行うべきだと思っている。あちこちの病

院や施設を見に行って下さい。ひどい声かけ（え

ばる）抑制、汚ない環境…。これまで頑張って

きて、人生を締めくくる高齢期に、こんな扱い

をされている高齢者がかわいそうです。今は、

在宅のサービス会社もピンキリ！！こわいです。

抜き打ち監査でもしないと、ひどいケアの実態

はわからないですよ。（女性、47歳） 

○介護の仕事をしています。介護保険、生活保護、

障害保険など、認定が適正なのか疑いたくなる

事が多々あります。介護、医療の利益目的のビ

ジネスなのではないか・・・。認定調査員と横

のつながりがありそうなど・・・。介護保険な

ども一度受給し始めると、自力で出来る事も、

面倒だからやってもらうなど、自立支援には結

びつかない家政婦状態。多いです。介護事業所

の管理者待遇者の身内に対する介護度を上げた

いが為のやや不正な書類の申請など、見聞きす

る事もあります。生活保護受給で支援を受けて

いる方々の、過度と思われる遊興費など、見つ

からなければ不正じみた使われ方が、改善され

ることなく、財政が圧迫され、支える人たちの

税金が増えることを不満に感じます。良い手立

てはないのでしょうか・・・。真面目にやって

いる者が損になるやり方が、なくなるとよいな

と思います。（女性、53歳） 

○病院の先生により、介護度の見方が違う事があ

る。（女性、58歳） 

 

■ 主に経済的な負担について 

○私たちの老後の保障はなにもないのに、今の金
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銭的負担が増えるのは納得いかない。高齢者も

介護保険に頼りすぎています。まず自分ででき

る事はやる、昔のように家族が中心に介護すべ

きです。89才の義母を今年 9 月まで介護して自

宅で亡くなりました。医療サービス、往診は必

要でとても助かりました。ケアマネージャーに

も心を救われました。しかし、自立している高

齢者が必要以上のサービスを利用している事に

不満を感じています。これでは財政がいくらあ

っても足らなくなります。（男性、56歳） 

○高齢になってからの介護保険料高すぎ。子供と

たとえ同居していたとしても、子供には子供の

生活が有る。子供に保険料出してとは言えない。

たとえ保険料死ぬまで払いつづけたとしても介

護認定されなければ使えない。払い損だと思う。

積立みたいにして介護を受けなかった人には返

金するべきだと思う。役所は市民からお金を取

る事ばかり考えている。市民を少しでも楽にし

てあげようと思う気持ちはないのか。難病指定

でもらっていたお金も病気が治ってとめられた

のなら納得もするがあいかわらず病院にかかっ

ているのに子供が働いているからとか、前にも

書いたが子供には子供の生活がある。高齢者か

らお金を取るな！！（女性、61歳） 

○年金をもらえるかわからないし、介護などもお

金がある人しか受けられないのではないかと今

から不安です…。（女性、40 歳） 

○今後、ますます 65 歳以上の高齢者が増加してい

く中で、相応のサービスを維持するならば、相

応の負担（税金や保険料）はやむを得ないと考

える。ただし現役世代のみ負担を増やすのでは

なく、相応の年金収入等がある高齢者の保険料

はもう少し徴収しても良いと思う。高齢者が病

院等で本当にこんなに必要なのかと思うような

薬等をもらっている姿や、何の疑問も持たずに

薬を処方する医師を見ていると、無駄が多いな

あという印象を受ける。また、収入により負担

が増える仕組みだけでなく、持っている資産に

応じた負担ということができないものだろう

か？大きな家に住み高級な車に乗っているにも

かかわらず、収入がなければ税負担は少なくて

すむ仕組みは強い不満がある。自分の負担が増

えるのはやむを得ないが、負担のない人も少し

ずつ負担しあって、真にサービスが必要な人に

対して、十分なサービスを提供できるような社

会であってほしい。（男性、47歳） 

○いつ自分が介護対象者となるかわからないが、

なった時に不安のない内容であれば、それなり

の保険料負担は致し方ないと考えます（老後の

預金を保険料に回せると思える内容とするよう

願います）。（男性、47 歳） 

○介護を受ける時に収入より負担額が高くなるの

で、医療費も負担額が増える為、老後の生活が

心配になる。特養に入れず、生活保護の人が優

先に入れるのは、矛盾に思う。ヘルパーさんの

仕事が大変で、収入も少ない為、施設の人員が

少なくなり、高齢者に目がいきとどかなくなる。

（女性、60歳） 

○高齢者の貧困や、認知症になったりした時の費

用がどうなるのかが心配である。安心して老後

が送れるような世の中になってほしい。（女性、

63 歳） 

○低収入の世帯に介護保険料を収めるのは非常に

苦しいです。所得が低いので税金を納めるのも

やっとの状況です。高齢社会ですが、税金を収

める側としては長生きしてほしくありません。

年寄りにお金ばかりかかって、子供を育てにく

い世の中です。（女性、46歳） 

○特殊な事例（独居、本当の意味、精査して貧困

な方）を除いて、介護や高齢者福祉は、サービ

スを受けたら、応分の負担を課すべき。過度の

公金の補助は必要が無いばかりか健康な高齢者

と、不平等と成る。（男性、57歳） 

○高齢者社会になっているので福祉は手厚くした

いと思います。ただ介護保険料が上がるのは負

担が大きいと思うので、社会福祉の運営が良く

なる方法があることを願います。（女性、48歳） 

○現在、老健施設を利用しているが、経済的な負

担はかなり大きいのが実状です。在宅介護が理

想ですが、仕事との両立は不可能なため今後も

施設を利用せざるを得ません。正直な所、親の

介護が終った後の自身の生活がどうなるのか不

安でなりません。無理難題は承知の上ですが、

施設利用費の軽減や公的な援助に期待します。
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（男性、45歳） 

○今は親も元気ですが今後老々介護の不安は大き

い。松戸市の支援などが、アンケートで初めて

知ったものが多かった。しかし、生活をしなが

ら介護費用もとなると、経済的な負担も…と不

安もある。行政だけに頼る気はないが、困った

時の最後の砦にはなって欲しい。なるような、

支援を検討して欲しい。※こういうアンケート

大賛成です。市民の声を聞いてくれてありがと

うございます！（女性、44歳） 

○介護保険料は、高く、若い人が収入の少ない働

き方をしていて、国民健康保険、介護保険、国

民年金保険などの負担が大きくて、払いたくて

も払えない未納期間の長いこと、を一番心配し

ている。現在の 75歳以上の高齢者に税金が使わ

れ、若い人や現役で働く世代は、恩恵にあずか

れない状況は、目に見えている。貧しくて一番、

困っている人が誰にも知られず死んでいくよう

では、福祉の充実とは言えないので、介護の費

用の負担を軽減しつつ、希望する介護は可能な

限り受けることができる取り組みを実行して頂

きたい。（女性、57 歳） 

○母親が北海道で認知症のため介護施設に入居し

ています。1ヵ月の介護施設料が 15万円と言う

事で支払いが困難になると思っています。国や

自治体での負担分を大きくし、個人での支払い

を少なくして欲しい。また、安価で利用できる

介護施設（国や自治体が運営）を増やして欲し

い。その分 60 才までの介護保険料の値上げはや

むを得ないと感じています。（男性、56 歳） 

○老人（母）は、自宅に居て、そこで死にたい、

と考えている者が多いと思う。独居老人となる

のは、仕方ないが、周囲が家事や災害がおきた

とき、どうするのか？！徘徊したらどうするの

か？と、詰め寄られた。本人は、自宅にいたい

だけなのに…。それに、ホームの月にかかるお

金が高すぎる…。15 万以上って…？私が年老い

た頃、そんなに、もらえる？「お金がなければ、

死ね！」といってるんだなあ、と、しみじみ考

えさせられる。そんなことを考えると、早く死

んで、子どもに迷惑をかけたくない…と、思う。

介護保険のこと、年金やら、ほんとにわからな

い。なぜなんだろう？と思うほど、わかりにく

い。私は、収入ないから、本当は、払わなくて

もいいんじゃないのかしら？むりやり、払って

るけど、払ってれば文句いわないけど、払って

なければあげない！！って本当に、その考え方

が許せない。お役所仕事ですな…公務員は、う

らやましい。（女性、55歳） 

○特養などに入居している方への医療・介護など

の還付金？が多すぎると思います。すでに入居

しているだけで優遇されているのに、在宅でが

んばっている方たちと同じ様にお金が戻ってく

るのは、どうなのでしょうか。特養に入所にな

ってしまえば、出金は、かなり小さくなると思

われます。そこら辺の制度を、もっと考えられ

たらどうでしょう。（女性、52歳） 

○介護施設入居に対し月額 20 万以上支払いが発

生した時の食事代の補助など、同居人の収入あ

りなし関係なく利用（受けられる）できる制度

があればいい（本人収入なく（年金のみの）月

額 20 万以上の支払は家族がいてもかなり負担

がかかるので）。（女性、59歳） 

○東京都の高齢者に出す都バスの無料パスの様に、

松戸市も公共交通機関への交通費を、公平に補

助して、外出の一助としてほしい。（女性、53

歳） 

○私は、よくわからない。介護とか、また、その

年にあてはまってないので記入しませんでした。

たしかに、介護は大変ですが、それはわかって

いても、腰に、後遺症あるから、介護の仕事と

かはむりです。私はすごく体が弱くなってしま

って、病院ばかり。それに、介護保険や、国民

年金や市民税とか高すぎて、食べて行くのが困

難になる。もっとすごく安ければ、いくらか楽

になる。本音は、タダがいいのだ。けれども払

う物が多すぎて、それに、市長や、県知事や、

国会の皆が、ボーナスとか給料もらいすぎ。国

民と同じ給料でいいんじゃないか。体の弱い人

やこれから先食べて行けない。生活暮らしが出

来ない人だって、世の中いっぱいいる。弱い者

いじめだ。年よりいじめ、すごく腹が立つ世の

中です。国民が一生安心して暮らせる。一生お

金や生活に困らない、安心して一生生活出来る
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世の中にしなきゃ行けないのに、年金も引かれ

て、国民に皆様負担がかかりすぎ。今の世の中

それが現実ですよね。ものすごくこれから先不

安なんです。うちの主人も、後 2 年もない。70

才で、会社の仕事退職になる。せがれだけの給

料じゃ食べて行けないです。別に、せがれの給

料あてにしているわけじゃない。1 人 1 人の立

場を日本は考えて、もっと明るい世の中、国民

の気持になってほしいですね。もし、自分がそ

う言う立場におかされたら、松戸市長始め、日

本の政治家の皆様どう言う気持になりますか。

先が、まっ暗です、正直言うと。（女性、56歳） 

○現在、将来の人々が平等にサービスを受ける為

に、現在のサービス水準を見直す時期にきてい

ると思います。1.現在のサービス水準を 2割程

度下げる。2.サービス利用費の負担を全員 2割

に統一する。3.それでも不足が生じた場合は介

護保険料を上げるより、消費税を上げて充当す

る。（男性、61歳） 

○高齢者で、“現役並みの収入がある場合”は（介

護の）サービスの利用料金が 1割負担から 2割

負担となった。実家でも 2割負担と支払う額が

2 倍となった。来年はさらに 3 割負担となるよ

うな流れであるが、実家が“現役並みの収入”

とは納得いかない（それ未満だと思う）。介護は

育児と違い、先がまったく見えない。家族にと

って悲観的な事のみである。これから先、老人

が増えていく（と思う。）健康寿命を延ばして行

くにはどのようにしていったら良いかの情報発

信と対策が必要だと思う。（女性、51歳） 

○両親も義両親も他市に住んでいますが 80 代で

す。幸いな事に要支援でも要介護でもないので

介護保険を使ったことはありません。相互の助

け合い、使わないのが幸せと頭ではわかってい

ますが、時々、払い損だなあと、思ってしまい

ます。支援を使っていなくても通院は月に何度

も…。タクシー代もかかります。もう少し考え

てほしいなと思います。（女性、52 歳） 

○介護保険料の負担が大きい。お金が必要なのは

わかるが、掛けすて保険のよう（いざ利用しよ

うとしても制約が多すぎる）。介護程度が低いう

ちにこそ、予防に対してのサービス利用が増え

てほしい。（女性、59歳） 

○・要介護者、高齢者への負担（金銭的）を少な

くしてほしい。・高齢化社会が到来する事が確実

な現在に、必要な財源を確保する為に地方自治

体が何をするべきかをしっかりと提示してほし

い。（男性、45歳） 

○介護保険制度の始まるすこし前に（数年）父が

倒れ入退院を繰り返しました。病院から老健な

どに入ったりしました。親族が無く父と私だけ。

その上私は母子家庭で子供を 2人育てつつ働い

ていました。下の子供が中学生で手のかかる年

ではありませんでしたが、父（東京・北区）、私

（松戸）で行き来も大変でした。このような事

情ですので、地元の北区の方が親身に施設を探

していただき入所（町田市）でき、働き続ける

事ができました。その後、介護保険制度ができ

て施設の料金が軽減され大変助けになりました。

以上の経験から介護保険の大切さを心に強く感

じて居ります。ただ思うのは年金生活の方でも

豊かな方もいらっしゃるので（私からみると）

相応の御負担をしていただきたいと思います

（制度充実のためにも）。（女性、60 歳） 

○1.現在、生活保護制度の見直しが実施されてい

ると承知しているが、生活保護受給世帯の収入

が年金受給世帯の収入を超える場合があり、こ

れは絶対避けるべき問題点である（これが国民

年金の率が上がらない原因のひとつである）。こ

れに相まって介護保険、健康保険の保険料につ

いても年金受給者はその金額の多少にかかわら

ず徴収されるのに対し、生活保護世帯について

は、徴収が免除されるのは、不公平極まりない

ことであり、是正すべきである。2.介護認定に

ついて、要介護・要支援認定を受けても、介護

サービスを利用せず、更新申請をしないと認定

が取消されるが、一度認定された者が、良くな

るわけではないので、行政として申請しない理

由の把握等、その後のフォローが必要と思料す

る。（男性、53歳） 

○現役世代がサービス利用対象者になった時、現

在のサービス水準が、確実に保証出来ないのに

現役世代に負担はかけたくない。国がサービス

を保証してくれる政策を作ってくれるなら、保
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険料が増加してもやむを得ない。（女性、59歳） 

○収入レベルは考慮しなければならないが、基本

的には高齢者福祉費用は、もっと自己負担を高

くすべきである。（男性、60 歳） 

○若者の負担になりたくないが、要介護になった

ら面倒見るのが当然と思うかもしれない。せめ

て金銭的世話だけは避けたい。国家予算の配分

でかなり変化すると思うが、隣国を脅威と見て

いる以上、福祉は次の次となる。だとしたら税

収を上げる。保険料を上げる（高額納税者から

優先）。福祉施設利用者が施設内で出来る仕事に

就労、又はボランティアを行う。無理かな・・・。

（男性、57歳） 

○平等負担の原則に反対です。親の面倒は子が一

緒に住み世話をする一方、その世帯への支援は

サービスに特化（但し、課税は下げる）。親がい

ない世帯は、100％課税し、代わりに将来も手厚

く。後は、高齢者も働く事を奨励し、就労の支

援は強めに。働けるのに働かないのは、年金削

減とすることで、現役世代の不公平感というよ

り不公平は、減らせるかと思います。高齢者と

いう人材活用を！（男性、42 歳） 

○介護保険料や高齢者負担、年金の減額が、今後

多くなっていくような雰囲気（予想ですが）で

すので、10年後、20 年後はとても不安です。国

が負担できなくなれば、市町村に負担が回って

きます。すると、私らにつけが回ってきます。

そうなる前に市町村で、多めのたくわえを残し、

税金の無駄遣いを減らして頂きたいと思います。

（男性、54歳） 

 

■ 主に介護予防について 

○＜介護予防＞1.身近な地域で高齢者になっても、

介護保険サービスを利用せずにいられる身体づ

くりができればいいと思う。例えば公園で太極

拳、ラジオ体操、ウォーキングなど、楽しみな

がら健康管理ができる、又、参加することによ

り地域のつながりができ顔見知りとなる。＜要

介護となってしまった場合には＞2.介護保険サ

ービスを受けやすくするため、内容を知っても

らうことが必要である。受け身ではなく、自治

会館などに出向き説明する。又、相談場所を周

知することが、利用するきっかけとなる。介護

度が高くならないよう、必要な介護を受けられ

るようにする。3.本当に介護が必要な人が受け

ていない傾向があると思うので、受けやすくな

るよう医療受診の際に、すすめる。（女性、58

歳） 

○高齢者自身が健康と、社会のつながりを維持で

きるよう、継続的に行える運動の場が必要では

ないか。地域の公民館などを使い、出席を続け

ることでポイントが貯まるなど、工夫し、高齢

者が楽しく健康であり続ける社会になれば良い

ですね。（女性、45 歳） 

○今回のアンケート調査を受けて（実施して）1.

市の取組みが多くあることを知りました。2.今

後の介護のあり方は全体像がみえない中で答え

にくい感じがありました。3.自然災害等の避難

場所、経路を把握していない事に気づいたが、

近所の中で、表示する事も大事な事と思います。

4.健康促進の歩道整備等を強く希望します（介

護されない対応も大切と考えます）。（男性、56

歳） 

○今年、実の親、父と母を見送りました（母 10

年父 5年要介護）。実家では兄が同居していたの

で、介護は毎日のことではありませんでしたが、

思い返して厳しかったことは、子育てで教育費

がものすごくかかる時期（大学）に、介護対応

のため、フリーで動ける仕事に変えたことです。

緊急事態に対応できるのは良かったのですが、

定収入が見込めず、結果あいている日に派遣の

仕事を入れたり夜働いたりと体がボロボロでし

た。今後の高齢化社会に向けて、介護保険を充

実させることはもちろん大事ですが、こういっ

た介護する者への援助や、健康な高齢者作り（？）

への啓発活動、また彼らへの就業あっせん（70、

80 才でもそれなりに仕事は出来ます）等、いろ

いろ出来ることはあるのかと思います。高齢者

が入りやすいサークル等、たまに広報等でも見

ますが、50 でも 100、200 でもあって良いと思

います。介護や支援は本当に必要な人に。生き

がいを見つけて回復する人もいます。死ぬまで

働いて元気に笑っていられるようになりたいで

す。（女性、56歳） 
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○松戸市介護保険や高齢者福祉に関する意見

2016.12.16 以前から思っていましたが、高齢に

なると家に閉じこもりがちとなり会話も減り自

活した健康な生活が営めなくなり、痴呆症、寝

たきりなど介護、医療費が必要となり公的費用

が膨大に必要となることは明らかであります。

松戸市も H32 年 65 歳以上 27％程度の見込みで

す。健康寿命を延ばすことがその高齢化に伴う

様々な公共費用の削減につながるとともに健康

で明るい活き活きとした市民生活ができる町と

なってほしいと思います。そのために各人が楽

しく自分のために取り組めて且つ自分の励みに

なりそれがいつの間にか健康につながり自活し

た健康な生活が可能となるような仕組みを市民

に提供できると自然と市民が活性化するのでは

ないでしょうか。横浜市の健康スタイル：1.全

市民対象；健康スタンプラリー、2.18 歳以上対

象；ウォーキングポイント、3.65歳以上対象；

シニアボランティアポイント、はご存知と思い

ますが、このような事例は、閉じこもりがちが

日々の生活を少しでもポイントという目標に向

かって動き出すきっかけとなり、それが健康に

つながり結果公的費用の削減に繋がり一石二鳥

以上の効果を生むと思います。ポイント制で獲

得ポイントにより景品交換ではなく日常の生活

費補助（スーパー、コンビニでの買い物に利用

可能）になるようにすると体を動かすこと（散

歩、ボランティア）がポイント、買い物と循環

することで健康と活性化につながるのでないで

しょうか。もう一つは、医療費の削減が重要と

考えます。病院に行くと高齢者が多いことに驚

きます。個人の医療情報の共有化はマイナンバ

ーの導入でようやく一歩を踏み出したと思いま

すが、まだまだ先は長いと思われます。現実に

複数の医療機関に掛かりたくさんの薬を飲む、

掛かり付け医、掛かり付け薬局が言われていま

すが、同じ検査の繰り返し、多くの飲み残し薬

などどれだけ無駄に費やしているか計り知れな

いと思います。医療機関、薬業界が潤っている

だけです。個人負担は 1 割、3 割で残りは公的

負担です。市レベルでどこまでできるか分かり

ませんが医療機関の選択の自由はあるので掛か

り付け医の義務化その後大きな病院に行くよう

な制度は難しいと思いますのでまずは、薬局の

掛かり付け 1 本化ができないのでしょうか、薬

手帳は持っているだけで、複数医からの重複処

方薬、飲み残し薬、など失くすだけでも経費削

減に相当なると思われますがいかがでしょうか。

一人の飲み薬を管理し、無駄な薬を無くするよ

うに薬局間で情報共有し管理する、まずは市で

各人の掛かり付け薬局を管理（各人が特定の薬

局を登録する）し、他の薬局に行ったときは、

その薬情報を登録した薬局に転送一元管理し薬

の重複や飲み合わせを管理する。現行の薬局の

役割として費用が払われているのではありませ

んか。それを本来の機能として実効のある内容

とすべきと思います。健康寿命が最長となる市

になってほしいです。（男性、62歳） 

○高齢者（93才）が病院に外来で行った時の、待

ち時間の長さは、負担が大きくて、なんとかな

らないかと思う。町内で、認知症予防や、健康

のための運動ができる集まりがあればいいと思

う。（女性、61歳） 

○若くて元気な頃から、介護ボランティアをすれ

ばポイントがたまり、自分が高齢者になって介

護が必要になった時、そのポイントが使えるよ

うなシステムを構築して欲しい。（女性、43歳） 

○介護者が増えるのはやむをえないが、少しでも

介護を減らすための予防対策が市としてはまっ

たく欠けている。講座なども必要だが、歩く、

頭を使う、手を使うなどの予防対策を強化すべ

きではないか。（男性、42歳） 

○1.市の介護保険事業及び福祉事業費の費用負担

軽減の為には年齢や介護認定度によるサービス

や物品の一律支給ではなく、個人でのニーズを

把握し不要な対象者はカットし真に必要をして

いる対象者に支給すべきであると考える。その

為には毎年、市のカウンセラーによる無料面談

を義務付け、カウンセリングの結果に基づく客

観的・透明性ある基準に基づいてサービスや物

品を支給した方が良い。2.高齢者と言われる

人々の中にも特段病気でもなく日中に暇を持て

余している者も多くいる。高齢者だからといっ

て特別扱いするほど自治体や市が積極的に高齢
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者でも取り組める雇用を創出すべきである。労

働に従事することで社会参加させ、結果的に疾

病や介護状態の予防・遅延に繋がるだけでなく、

その対価として賃金のみならず将来の介護や福

祉を受けるためのチケットポイントを付与し、

自分の介護や福祉を自分で賄うというインセン

ティブを与えれば、介護や福祉を自治体や国に

“やってもらう”とか“与えてもらう”という

意識を脱却しても繋がって行くと思われる。（男

性、48歳） 

 

■ 主に認知症対策について 

○認知症や高齢になる事が不安なので、知識人や

介護経験者の講演が聞きたい。（女性、60歳） 

○市で行う健康診断の検査項目に、50才以上の人

を対象として認知症の検査を含めてほしい（有

料でも可）。（女性、53 歳） 

○松戸市には認知症予防事業がない。白井市や鎌

ヶ谷市の様な認知症予防事業を展開していただ

きたい。（男性、58 歳） 

○・介護保険や高齢者福祉に関して、どちらもわ

かりづらいと思います。利用したくてもできな

い方も多くいると思います。・認知症などは、家

族やまわりの人が「おかしい」と気付いても、

検査をする時には普通で異常なしなんて言われ

て、どうにもならないケースが身近でありまし

た。徘徊なんてするようになったら面倒みきれ

ません。・保険料の負担が増えるのは、仕方がな

いことなのかもしれませんが、現在生活するの

が精一杯なのに、所得に見合った額ではないよ

うに思います（将来、自分に恩恵があるとも思

えないし…）。・制度が変わったり、情報がある

なら、広報誌やホームページではなく、パンフ

レットなどにして、各世帯に郵送して欲しいで

す。（女性、42歳） 

○認知症の介護は、ほんとうに、ストレスがたま

ります。市内で介護者の集まりなどが定期的に

あれば、話をする事で、心が楽になる事がある

と思います。（女性、49歳） 

○特に認知症患者に対する介護の援助をお願いし

たいと思います。（女性、61 歳） 

○将来、自らが介護を必要となった場合、家族（独

立し、別居している子供達）に面倒をかけるの

だけは、絶対に避けたいと考えている。万一、

自分が重度認知症・アルツハイマー等になった

場合、自分の意思さえ表現できず、何も対応で

きないことが最も不安である。今後数百万人認

知症時代突入に際し、遺言ではないが、自分の

介護に関する対応について、元気なうちに聴取

できるシステムがあればいい。ex)ヨーロッパで

は、認知症患者を一ヶ所の地域に居住させてい

る国がある。その地域全体が活気があり、患者

にやさしい環境が形成されていた。（男性、63

歳） 

○この調査では家族の中で、施設に入った人と介

護をしている人の 2 人以上の家族がいる場合、

片方の人の時の分しか書けない。もう少し設問

のし方に工夫が必要ではないでしょうか。認知

症の初期など、介護度が低いけれど、一番手の

かかる時に支援が厚くなるといいなと思います。

（女性、43歳） 

○高齢者、特に認知症の方のケアは、徘徊などを

考えると、地域で注意する必要があると思いま

す。しかし、近所のどこにそのような方がいる

のか、いないのか、わからないのが現状です。

例えば自身で避難が必要となった時、近所に助

けが必要な人がいるのか、私にはわからない。

地域として助け合いを促進させたいのであれば、

対象者の情報を公開する必要があると思います。

対象者の家族の許可が得られた方から、順次そ

の地域の住民に公開してはいかがでしょうか。

（女性、54歳） 

○徘徊に対応できる自信がない。そして、もし実

際にあった電車事故のような事が起きて損害賠

償の問題になったらと思うと、恐ろしい。働か

なければ生活できない。そしたらどうしても 24

時間気を抜かずに家族を見守ることは不可能。

でも、その一瞬に事故が起きたらどうすること

も出来ない。自分がもし認知症になったら、正

直生きていたくはない。命はとても尊いが、自

分の事がわからなくなってまで生きているのは

つらすぎる。特に私には親以外の肉親もなく、

人の世話になりたくはない。今は不安しかない。

（女性、55歳） 
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○長寿の方が増え、ＡＤＬは問題なくても、認知

症の方が増えているように思えます。認知症の

方の要介護 2～3の方の介護は、在宅も施設にお

いても、介護者の精神的負担は莫大です。介護

認定時の評価が少し軽い評価になっている様に

思えます。又、認知症対応型の施設、などにお

いては、要介護 2～3 の認知症の問題行動が多く

ても、ＡＤＬの低下が少ない方は、介護の手間

は今の 3対 1 では、個人を大切にした良い介護

は難しいと思える。在宅での介護においても、

認知症の方の介護サービスを今以上に利用でき

るよう、考慮する必要があると思える。（女性、

年齢無回答） 

○私の親（父母）は 70才です。今は元気なので介

護と言われても、まだよくわかりません。です

が、5 年後となると、どうなるかわかりません

し、不安です。認知症の人も多くなっているの

に、認知症への理解は出来ていないと思います。

私たち世代は介護や高齢者福祉にもっと関心を

寄せなくてはいけないと感じました。（女性、43

歳） 

 

■ 主に相談や情報提供について 

○年金が少なく、将来生活するのに体の負担の少

ない仕事を探したいが良く判らない。年配者へ

の仕事のパンフレットを定期的に家庭に送る制

度が欲しい。（男性、62歳） 

○知的障害のある高齢者について具体的な相談で

きる窓口があるとよいと思います。（男性、46

歳） 

○父親が認知症になり困っていたときにケアマネ

ージャーのことを知り、介護認定を受けること

ができ、ショートステイ、病院、特養、多くの

支援をいただけたことで乗り切ることができ、

とても助かった。支援を知るまでは家族全体で

困りはてていた。是非、窓口のこと等、情報提

供を続けていただきたい。（男性、45歳） 

○自分には、介護の経験がないですが、もし必要

な状況になった時、たらいまわしでなく、一つ

の窓口でいろいろな相談が一括でできたらと思

います。仕事を退職した時に、何か他の人の役

に立つ手助けができたらと思っています。（女性、

59 歳） 

○市の行政サービスや助成の情報など高齢になれ

ばなる程、情報を得る方法が少なくなるので、

情報を提供していく場がもっと増えればと思い

ます。40代で今は仕事をしているので、介護と

は係わる事がありませんが、逆に松戸市内の病

院の情報や親が急に介護が必要になった場合の

施設や、その入所できるかの空き情報などの情

報を全く知らない事にこのアンケートを実施し

てみて気付きました。保育園の情報はよく見ま

すが、もっと目のつく所に情報があるといいと

思います。（女性、42歳） 

○近所も我が家も新聞をとっている家庭が減って

います。“広報まつど”など情報が届かない実感

があります。又、地域の民生委員がどなたなの

かも把握していません。スマホやパソコンなど

は年寄り程自宅には用意されていませんし、役

所まで相談に行くのもおっくうなようです。知

人にケアマネを紹介したりもしました。松戸市

の頑張りが知れ渡っていないジレンマを感じま

す。（女性、59歳） 

○私の家の周りにも近年介護施設が、大小に関わ

らず、沢山出来ましたので、高齢者としては安

心ですが、どの介護施設で、どのような介護サ

ービスをしてくれるのか不明なので、施設の細

かいサービス等がわかりやすく一覧表になって

いるのがあると良いと思います。（女性、64歳） 

○現在の高齢者の方々はデイサービスへ行くこと、

施設に入所することを行かされているとかじゃ

まだからだと思うようです。性格にもよるので

しょうが、健康や認知症を進めないためにデイ

サービス、施設の入所をもっと積極的に明るく

前向きに宣伝できないものでしょうか。それと

も私達も、高齢者になったらそのように考える

ものなのでしょうか。昨年より、田舎から 1人

暮らしの義母の認知症発症、ケガをしたことで、

同居しましたが、追いかけられている様な気持

ちでした。夫の病気でグループホームへ入所し

て頂きましたが、後ろめたい気持ちが残ってい

ます。色々な経験を通して、自分の生き方を考

えるチャンスにはなりました。（女性、63歳） 

○介護や認知症に対して詳しく勉強出来る講座の
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人数や回数を増やして欲しい。（女性、60歳） 

○どこの役所に行っても、税金の事、介護の事、

他、生きる事全てに関して全てをわかる人がい

なく、「これを聞きたいのですが？」「ここでは

わかりません」とばかり言われてきた。私自身

調べながら親をみてきましたが、なぜ専門の方

ばかりで、全てを聞いて分かってくれないか困

りました。施設に入る為には、収入が必要なの

に、介護してもらうにも収入が必要なのに。ケ

アマネプラス社会福祉士、税理士、医師への紹

介、役所の窓口みるとすごい人数なので、その

中の数人でも、ぜひ、何を聞いても分かる人が

ほしいです。「少々おまち下さい」ばかりは嫌で

す。「はい分かりました、相談にのらせて頂きま

す」と気持よく言ってもらいたい。専門職の方

へのかけ橋ぐらいにはなってもらいたいです。

10 年親をみていて、私が 50 代だから自分の足

で調べて、パソコンで調べ施設に入りましたが、

もしも私が年老いてたらあまりに周りは冷たい

と感じたはずです！高齢者がこれほど増えてい

るのです。役所の方／主の方が、わからない老

人に、もっともっとやさしくやさしくお願いし

ます。恐いぐらい冷たい方もいるのです。（女性、

59 歳） 

○デイサービスやショートステイがもっと充実し、

たやすく使えるように情報を発信する事。困っ

た時にどこに相談するのかとかが、もっとわか

りやすいと良いと思います。迅速に対応してく

れると助かります。（女性、62歳） 

○情報が少な過ぎて、身近に不自由な人がいない

と調べたりする事がないのがその一因だと思い

ました。知らない制度だらけで、これからは自

分から調べてみようかと思うきっかけになりま

したが、きっかけがなくても、もう少し世間の

人たちが知れるような公表？積極的な、情報と

知れる場や、サイトがあるといいです。正直、

自分がそういった状況にならない限りは、調べ

ないし、（その時間ない）、知らないこといっぱ

いのアンケートでびっくりしました。知ってほ

しいなら役所も積極的な公報体制が必要だと思

います。そこまでの気力を感じられないので、

この程度の認知度だと思いました。払っている

保険料のことについては、ちゃんと把握してい

たいところですが、一般的な企業に勤めている

人達にはそんな余裕ないのが現状だと感じます。

恨みとかないですが、今迄生きてきて、やはり

役所は役所の人だからと言われる位の一般では

考えられない仕事体制だと感じます。（女性、41

歳） 

○比較的若い人は「まだ先のこと」とあまり関心

がない人が多いと思います。私も勤務先が老人

ホームなので多少は他の人より知っている、関

心がある程度で、自分のこととなると「まだ先

のこと」と考えている所があります。若い人に

ももっと、しくみや制度を知ってもらうべきだ

と思います。（女性、42歳） 

○今年 61才になりますが、未だ介護というものに

直面したことがなく（両親を早くに亡くしてい

る）、今後残された義母（別居）及び自身に確実

に訪れるであろうことですので不安が増してき

ています。私のような人間がいることから、未

だ介護というものを経験していない者に対して

の講習や体験談、及び心がまえなどの体感出来

るセミナーなどの紹介をして欲しいと思います。

老いることは確実であり絶対であると言えるこ

とから不安がつのって来ています。（男性、61

歳） 

○介護保険についてはあまり考えた事が無いので

すが、近い将来必要になると思うので、その時

にすぐに情報を得られるツールが分かってると

便利です。関係する冊子などがある事も知りま

せんでした。市役所などに行けば置いてあるの

でしょうが、そういう所に行く機会もあまりな

いので。自分の年齢も考えて、そろそろ真剣に

考えなければとも思います。（女性、49 歳） 

○気軽に相談できるケアマネージャーさんが欲し

いです！（女性、53歳） 

○介護申請、認定までの手続が分かりにくい。時

間もかかるため、シンプルなものにしてほしい。

実際にサービスを受けられるようになるまでに

時間がかかり過ぎるように感じる。24時間とは

いわないが、平日夜間、土日にも、情報を提供

する機関が必要と感じる。介護情報・相談がで

きる窓口を作って頂きたい。（男性、51 歳） 
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○特別養護老人ホームをもっとふやして欲しい。

国会議員の給与を減らし、党の助成金もなくし

て、もっと国民全体の予算編成を松戸市として

訴えて欲しい。申請すれば支給されたり援助を

受けられる内容を、個別ではなく、表のような

ものにして高齢者にわかりやすく伝える方法を

考えて欲しい。わかりやすいことを心がけて情

報を伝える事が、高齢者にとっては一番であり、

細かい字もダメです。でき上がったものを校正

の時点で 80 才以上の人に理解できるか確認す

ること！！60 才以下の市民が理解できてもダ

メです。理解できないものは市税のムダです。

理解できるものを作成、配付すること。各支所

に高齢者に関する質問に的確に答えられる職員

を一人以上配置する。社会福祉協議会センター

ではなく市役所として行う。どこの支所であっ

ても職員の知識を高めて、間違いのない情報を

伝えることが一番大切なことだと思います。（女

性、62歳） 

○高齢者は、なかなかホームページを見ないと思

料されることから、情報誌を分かる様にしてほ

しい。（男性、60歳） 

○「介護は 50才になってから」とテレビの CMで。

（女性、42歳） 

○広報まつどが発行されているのは、知りません

でした。私の実家のほうでは回覧で配っていま

す。新聞を取っている人も、前より少ないと思

うので、情報は回覧したほうが良いと考えます。

どんな活動をしてるのか、みんなが知ったほう

が良いと思います。班長もいるし、活用した方

が。（女性、50歳） 

○介護保険や高齢者福祉に関して、ほとんど何も

知らないので、困った時にすぐ使える冊子など

があったら嬉しいです。年を重ねていく度に、

親や自分自身の老後が不安になります。子供に

迷惑をかけないように、日頃から認知症予防や

食生活に気をつけて、病気にならないよう心が

けています。また施設に入ると、どの位の金額

がかかるか、デイサービス、ショートステイの

施設が家の近くにあるのか、全くわかりません。

老後にかかる費用が心配です。認知症について

も、気軽に検査を受けることが出来たら助かり

ます。これからの時代、増え続けることが予想

されるので、力を入れて取り組んでいただきた

いと思います。そして老後も住みやすい松戸市

であってほしいと願います。（女性、51 歳） 

○・未だ私たちは（40代）健康で過ごしています

が、一番不安な事は、両親が遠方で高齢者世代

ということです。もしどちらか体調をくずして

入院した場合、交通の不便な土地ですと、車の

運転の有無～高齢者の運転の技術の低下による

安全面の不安があります。自信を持って運転し

ていることは、生活上必要な事です。もし、運

転ができなくなってしまった場合、不便な土地

（交通機関の手段がない）の者は、どう介護サ

ービスが受けられるのかを知りたいです。・亡く

なった祖母は、老人施設から入院した際、連携

の取れた医療機関で、対応が良く、満足のいく

ケアだった様です。亡くなった義祖母の老人施

設は、入院先を紹介されて入りましたが、団体

部屋で弱っている方々ばかりで、生気を失いそ

うになって、ケアマネの方に相談しお願いをし

て、4 人部屋に移動を希望しました。私が申し

たいのは、紹介されての入院の場合、病院を選

択する事ができません。入院をして転院をする

気力にも、介護側は大変だと思います。義祖母

の入院先は満室状態でした。追々団塊世代の両

親たちの時期が迫っており、困った時に様々な

事でいっぱいになるのではないかと心配してい

ます。（女性、42歳） 

 

■ その他 

○介護保険の制度ができてからの方が、サービス

が悪いと、民間の方が良かったと、親が、祖父

母も介護していた時に言っていた。また、介護

保険料の負担が大きいという声も耳にする。介

護保険サービスではなくて、民間が中心となれ

るような体制づくり。（女性、44歳） 

○・高齢化社会へ向けての介護保険の充実と人材

確保と待遇の改善を望みます。・認知症者の家族

に対する精神的サポート。・高齢者虐待の根絶。

（女性、55歳） 

○家族の誰かが介護の犠牲になるようなことがな

いような介護保険制度であってほしい。（女性、
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60 歳） 

○スポーツ施設の充実なども介護人数を減らすこ

とにつながると思うので、気軽に集いながら楽

しめる場所があれば介護に入る年を遅らせるの

ではないでしょうか。（女性、64歳） 

○今の制度は禁止事項が多すぎて助けて欲しいと

思う手助けが介護者、要介護者両方にとってか

みあっていない。問題がおきそうな手助けにつ

いて最初から禁止にしてしまっている。2 人を

介護している（市が違う）とはなれている要介

護者の方はこちらの地域で不利になる。まだま

だたくさんあるが忙しいので。（女性、56歳） 

○少子高齢化の影響は大きく、市で出来る事には

限りがあると思います。しかし、限りがあると

はいえ、何もしないで良いとは考えられません。

一般的には、子育てしやすい地域づくりを図る

とともに、高齢者福祉等を維持していくべきで

しょう。特に、高齢者福祉等についていえば、

介護に関する技術開発（介護ロボット等）、外国

人労働者の活用などもありますが、介護の財源

を国内に求めるのが困難な間は、国外からの収

入を財源に出来る仕組みづくりがないかと思い

ます。少々、大きな事を書いてしまいましたが、

介護・福祉の専門家でもない私が日頃から考え

ている事を意見させていただきました。松戸市

の今後益々の御発展をお祈り致します。以上（男

性、51歳） 

○介護のために会社を辞める若い社員（女性）が

いる。少子化で親の介護は大きな問題であるが、

要介護の要件をもっと下げて、利用できる社会

を構築する必要がある。会社にも介護制度が整

備されているが、その期間は給与がゼロとなり、

生活ができない。早期の法整備も必要と思いま

す。がんばって下さい！（男性、56 歳） 

○松戸市には、なぜコミュニティーバスがないの

ですか？今はどこの市にもさまざまな地域のバ

スが走っていて、出かけたりした時にとても便

利です。しかし、松戸市は（利害関係？）病院

に行く時も、車がないと電車で遠回りをして行

かなくてはならなかったりして、決して住民に

やさしい町ではありません。特にお年寄りは困

っている方が多いです。小さなバスで、商店街

を回ったり、病院の前で停まってくれると、こ

れから自分が年をとっても安心だし、車も減る

と思います。（女性、60歳） 

○40 才から払っていますが、自分が 70～80 才に

なった時に本当に助けてもらえるか不安だし、

信用できる要素を感じない。（女性、46 歳） 

○医療関係の仕事をしていますが、患者様の 1 番

不便なのは、通院の為の交通便です。タクシー

は費用が嵩む。家族は仕事だったり、独居だっ

たりして車で連れて行ってもらえず。歩道の段

差を気をつけながら、病院やクリニックまで歩

く方（杖歩行やシルバーカー）。歩くよりは足が

楽だからと、バランス悪そうなのに自転車に乗

って、道路真ん中を走る方。私は新松戸に暮ら

していますが、西馬橋、新松戸 1～3丁目、新松

戸南など、バスに乗るにも遠く、通院が困難で

す。ワンコインバスの様な、1 乗車 100 円くら

いの小型バスが（クリニックや歯科、眼科など

ポイント停車場所に含めるといい）周っている

と、訪問診療にしなくても病院に行ける方や、

事故の軽減など、大きく変わると思います。通

院が不便になると訪問診療に移行して介護保険

負担が増える。介護タクシー券やガソリン代で

の支給（これは、家族の私用が多いのが現状に

感じます）。新松戸は、これからどんどん高齢の

方が増える一方です。バスをご検討いただける

と、沢山の方がもっと動いて出かけられ、健康

にもつながります。乱筆で長文失礼致しました。

（女性、45歳） 

○高齢者福祉が充実したら良いと思う。（男性、62

歳） 

○市で出来る限り、面倒を見てもらいたいです。

（男性、59歳） 

○まわりの高齢者が買い物などや病院に行くこと

など、とても大変そうです。最近は高齢者の車

の事故も増えています。車に乗るのをやめたい

が、しかし、上矢切はバス便も悪く、何十分も

開くことや、夜も遅くまでないので、車を乗る

のをやめられない。もう少しバス便を増やすか、

ミニバスのような、高齢者にやさしい移動でき

るものが、便利になるといいと言う声をよく聞

きます。（女性、53 歳） 
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○介護保険は死亡するまで支払するのに、受給は

要介護の認定を受けないかぎり高齢で生活に不

自由が有っても利用できないのは不公平である。

健康保険で対応すればよい。（男性、62 歳） 

○運転に危険を感じだした者のための移動手段と

してのミニバス等の運行、バス路線が減少して

いる。通院、買物等に、不便である。例えば、

都内のような、ミニバスの運行をぜひお願いし

たい。（女性、63歳） 

○介護保険を支払っている世代も、現在の高齢者

も、きちんとした生活を送れるような、仕組と

体制を作ってほしい。（女性、52歳） 

○弱者を助ける制度を作って下さい。（女性、44

歳） 

○まず初めに、無作為に選ばれた私には障害があ

り質問 D・Fは不必要かと思います。・介護保険

は、主人の給料からいつからか引かれはじめ、

「入った覚えないのに」と思いました。スマホ・

パソコン・タブレットなど無いので、テレビで

情報を得るしかありません。私は足腰が悪くず

っと家にいます。家族が仕事に出ると、頼りは

テレビだけです。テレビさえも「インターネッ

トに…」と表示されています。私はもうすぐ 60

代になりますが、もっと高齢の方でひとり暮ら

しの方、パソコン等もない方がいるとしたら、

災害時にはとても不安になるはずです。市とし

ては、そういう方がどこに何人いると把握して

いますか。その方々には民生委員・ボランティ

ア・近所の方など助けてくれる人がいますか？

そういう方々をどう守れるか、その方達にわか

りやすい言葉で書かれた冊子などを渡していま

すか。よく、高齢者の集いのような所で友達を

作ろうみたいな事を聞きます。でも、そういう

所が苦手の人もいます。自分の好きなように過

ごしたいと思う人は、集いは苦痛に感じるでし

ょう。私がそうです。年をとると特に、決めつ

け・押しつけが強くなる様に思われます。でも、

災害が起きた時はそうは言っていられません。

正論には従います。そういう人々のために、ひ

とりでできる災害時の対処の仕方など、ホーム

ページではなく書面で配布して下さい。また、

健康でもお金に余裕がなく外出できない人もい

ます。野田市のような豆バスは運行できません

か？路地まで入ってきてくれるといいです。ま

た、バス停まで行く為の、自転車、シルバーカ

ーがバス停の前に置ける広い所があるといいで

すね。小新山（？）（新京成バス）にそういう所

がありました。家にこもってしまうと、認知症

や足腰の衰えが進んでしまいます。高齢者は外

に出る事が必要です。その際、松戸市は休憩す

る為のイスが少ないです。柏のヨーカ堂と松戸

のヨーカ堂を比べてみるとわかりますよ。それ

と保育所。古南小はいつ老人ホームになるので

しょうか？昔から言われていますが、未だに空

いたままですね。ここを保育所と老人ホーム合

体にしてはいかがでしょうか。もとが学校です

から、広い校庭や校舎もありますよ。同じ敷地

内で行き来をする事によって子供と高齢者がふ

れあい、子供は高齢者を大切にする事を学び、

高齢者は子供との話しや遊びで若返り楽しみが

増えるかもしれません。核家族で育つ子が、高

齢者に対しどう接したら良いのかわからない事

が増えていると思います。また昔の遊びを教わ

ったり、わらべ歌を一緒に歌ったり。そういう

日々を過ごすことによって元気になってくるで

しょう。また、高齢者は大人だけど弱い所があ

り手助けが必要な事。その手伝いをし感謝され

る喜び、自分以外の人の為に小さくてもできる

ことがあれば、子供もうれしいはずです。そし

て死にも直面（昨日いた人が亡くなるなど）す

ることにより子供なりに感じることもあるはず

です。待機児童ゼロを達成したと市長は言って

いますが、とりあえずですよ。つっこんだって

かんじです。兄弟姉妹別の所に決められ、仕事

に間に合うように早朝から子供を起こし別々の

所へ自転車で送るお母さん。雨の日などは特に

大変です。誰もが車を持っている訳ではないの

です。夏は明るく早朝はまだ暑くないけれど、

冬はまだうす暗く寒い内に自転車に乗せて風を

切って走ります。集団に入ったからもあります

が、カゼをひいて休むことが多く、ひとりが治

ってもまたもうひとりの子にうつり、最後には

親にもうつり仕事に行けず、職場からは来なく

てもいいと言われたり。あやまってあやまって



（１）若年者調査 

20 

首をつなでも、子供は病気がうつります。流行

の伝染病は、医師の許可が出るまで保育所には

行かせられないそうですね。小さい子がいて病

気になるのは仕方ないこと。そういう時、お互

い様で休めるような会社。また補助できる人を

役所で頼めるようにできたらいですね（60才す

ぎても元気な人がいます。そういう人、色々な

職種の人を待機させておく、前日・当日に連絡

して出てもらえる方法）。安心して休めれば、親

もイライラして子供やご主人に当たることなく

過ごせます。若くても休養は必要です。虐待に

発展するかもしれませんよ。市に病気の子を預

かれる保育所がある様な事を聞いたことがあり

ますが、どのくらいなのでしょう。松戸市とい

っても広いですからね。そういう所まで行くの

に学校の様に養教か看護婦だった人などを頼め

ると良いですね。高齢者でも医療関係に勤めて

いた人なら良いと思いませんか。ちょっと考え

れば色々と出てきますよ、高齢者が役立つこと。

元先生（学校）をひとり入れたりすれば文字数

字の練習などもできるでしょう。習字もいいで

すね(年長くらいかな）。元気な高齢者をボラン

ティアまたはアルバイトで採用して下さい。高

齢者も子供も助かります。一石三鳥になります

よ。今後、期待しています。「事件は会議室で起

きているんじゃない現場でおきてるんだ」これ

は市政でも言えます、困っている人弱い人から

直接話しをきいてみてください。※介護保険や

高齢者福祉に関して…「高齢者福祉」→高齢者

によく話しをよくきいて下さい。男・女・健康・

虚弱・金持ち・貧乏。「貧乏」→いけない言葉で

すか？（女性、57歳） 

○自分が介護が必要になった時を考えると、とて

も不安です。長い間、働いていたので、地域と

の関わりがあまりないことも不安材料の 1つで

す。働いている人の為に、土、日も、いろいろ

なサポートとイベントがあるとうれしいです。

（女性、53歳） 

○・市役所職員の増員（大幅な）を図り、要介護・

福祉担当者の増員と組織の抜本的な改革を松戸

市が行ってほしい。・高齢者の雇用促進及び失業

対策を強化すること。・公共投資を増やし、高齢

者の住みやすい環境整備をする。（男性、50歳） 

○サービスや税、保険料負担、双方において本当

にサービスを必要としている方への運用が図れ

るような仕組み作りに、国、地方自治体と共に

取組んで頂きたいと思います。（男性、44歳） 

○高齢の方々は、今まで働いて世の中を支えて下

さったのだから、これからも安心して生活でき

る環境を作っていくことが大切だと思う。給食

等のサービス等、充実できると良いと思う。今、

和名ヶ谷の体育館で、エアロビを週一回やって

います。高齢の方々も来ていらして、とても楽

しそうです。安くて安心して楽しめる機会も増

えるといいと思います。図書館の充実も希望し

ています。いつもお世話になりありがとうござ

います。（女性、52 歳） 

○高齢者の雇用を確保し、高齢者が目的意識を持

って生活できるような社会になってほしい。子

供のいる高齢者と子供のいない高齢者に対して、

各々充実した施策を設けて下さい。高齢の者が

一生懸命働いた賃金を、28万を超えた分を半分

徴収されるのは、労働へのモチベーションをそ

ぐものでは・・・。しかも通勤費を収入とみな

される。遠くから通勤している者にとっては苦

しいことではないのか。（男性、63 歳） 

○福祉等において、健康や生きがいを目的とした

農作業があれば、参加してみたいと思う。近く

で有料の区画された小さな個人用の畑はあるが、

作業や野菜作りそのものが目的ではないので、

大自然の環境の中で知人と一緒に土いじりをす

るために山形まで出かけている。自然の中で畑

や森林の共同作業をできる機会があれば、ボラ

ンティアで参加したい。場所は、例えば大規模

公園の中とか、交通の便利な場所が望ましいが、

交通手段があればどこでもよい。（男性、62歳） 

○今後の介護保険の在り方を、松戸市独自の視点

で、さらに良い物を作るための、市が中心とな

った基金の創設等があれば、良いと思います。

（男性、52歳） 

○今後ますます介護される人、高齢者が増えてく

ると思うので、生活に困らないよう（生活に困

る人が出ないよう）な対策をとってほしい。（女

性、48歳） 
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○どの世代に対しても、あらゆる面で負担のない

制度、政策、インフラを目指してほしい。（男性、

51 歳） 

○健康でない人も、健康である人も、誰にとって

も優しく安心に暮らせる、福祉の環境を望みま

す。（女性、49歳） 

 

２ 行政に対する意見 

○1.自宅から通える所に、公共のトレーニングセ

ンターが欲しい。2.認知症にならないように、

役所が例えば、囲碁や将棋教室、園芸、絵画、

料理、工作（大工）等の講座を設定してほしい。

3.都内では、シルバーパスという 1000円（？）

で都営交通を利用できる券があると聞いている。

財源の問題があると思うが、できるだけそれに

近いパスを検討してほしい。そうすれば、年寄

は毎日外出し、健康増進につながると思う。何

億という税金を使って老人ホーム（特養）を建

設するよりも、そういうことに金を使うべきだ

と思う。税金を無限に使えるものではないから

だ。4.私はあと 10年以内に車の運転をやめよう

と思っている。100 円で利用できる「コミュニ

ティーバス」をお願いしたい。（男性、60歳） 

○・介護保険や高齢者福祉に関して、どちらもわ

かりづらいと思います。利用したくてもできな

い方も多くいると思います。・認知症などは、家

族やまわりの人が「おかしい」と気付いても、

検査をする時には普通で異常なしなんて言われ

て、どうにもならないケースが身近でありまし

た。徘徊なんてするようになったら面倒みきれ

ません。・保険料の負担が増えるのは、仕方がな

いことなのかもしれませんが、現在生活するの

が精一杯なのに、所得に見合った額ではないよ

うに思います（将来、自分に恩恵があるとも思

えないし…）。・制度が変わったり、情報がある

なら、広報誌やホームページではなく、パンフ

レットなどにして、各世帯に郵送して欲しいで

す。（女性、42歳） 

○財政難は進んでいくと思いますが、高齢者にや

さしい町にして欲しい。年をとった時に住める

（子を頼らず）介護付マンションがあると安心。

（女性、55歳） 

○必要な所に必要なだけの手をさしのべる、福祉

を目指して頂きたいと思います。過剰な介護や、

無駄に手厚い福祉は、本当に必要とされる方の

妨げになっていると思います。松戸市は、本当

の福祉を日本一の福祉を目差して頂きたいと思

います。具体的な策はありませんが、担当者の

方の御苦労をねぎらい宜しくお願い致します。

（男性、58歳） 

○介護もけっこうですが人口を増やす努力をして

ください。近くの市に比べて松戸市はまったく

魅力がありません。子どもたちが遊べる広い公

園があれば、引越ししてくる家族はいます。何

で森のホールの公園には、何もなく、ただ池と

歩くところしかないのですか。他の市はそれな

りに整備しています。このままだと、すたれて

く一方です。持ち家でなければ、引越ししたい

くらいです。（男性、50歳） 

○今年の 2月に夫が病気をし、現在透析を 3回/w

の 5h、行っている中で、私の収入だけで生活し

ています。障害福祉課で、本人へのお見舞金と

して 1回/月の 5千円、年間にすれば 6万円にも

なるのに、お見舞金と言いながらも私の扶養に

入っており、なおかつ高収入であるために却下

されました。高収入とは言え、夫がもらうもの

であり、お見舞金と言うのであれば、収入関係

なく受け取ることができるのでは…。その時の

説明や対応に関して、一冊のしおりを蛍光ペン

で、これについてはこうです、あーですとペン

でひき、物事をたんたんと話すだけで、お金の

ことに関すると、市役所は、払いたくないのか、

お金になるときちんと説明せず、かくしたがる。

高齢者ばかりではなく、もっと身近である問題

についてどう思っているのか教えて下さい。何

もかもが納得いきません。病院で働いていると、

入院させたら、あとは家ではひきとれない、面

倒みれないと退院しぶる中、病院は入院患者で

あふれ、施設に入るにも何ヶ月と待つことに。

書面上だけの回答だけでなく、今現在、高齢者

が入院しっぱなしの状況をみて下さい。市役所

の方は不親切です。お見舞金という言葉を使わ

ないで下さい。もらえない人にとっては、一人
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で生計をたてているのに、高収入であろうが大

変なんです。何ひとつ解決できないと思います。

（女性、50歳） 

○私事ですが、埼玉県に娘が住んでおり、義母の

病気で出産後すぐにあれこれ探すのに大変でし

た。できれば、松戸の高齢者福祉課に聞きまし

たが、他県はご自分でと言われ、娘は幼稚園教

諭を松戸で 10年しました。税金を納税しました

が、何の還元もされずにいたと思われます！！

ですので、ただ在住者でないというひとくくり

は今後の課題としてお願いしたい 1つでありま

す。私達も高齢になりますが、娘が困らないよ

うに元気なうちに松戸のサービスやらを知らせ

ておく事が大事です。2 つめです。3 つめはエン

ディングノートとは必要不可欠ですが、私も運

転免許は万年のゴールドで運転しておりません

ので、身分証明となっています。その更新料を

割引して、逆に 70才以上の方には 2 万円位の高

額にしたら、どうでしょうか?!そして 200円初

乗り料金の福祉タクシーを市でつくって下さ

い！！楽しい老後と夢を見ていましたが、住宅

手当そして持家も貸家の方にも月 1 万円を 60

才以上に出資して下さいと思います。年金だけ

ではゆとりの老後は望めない現実を知っている

でしょうか（ボランティアは強要されるもので

はないのが基本と考えます）。（女性、60歳） 

○今、現在、実家（他市）で脳出血の後遺症によ

り 10 年程、右片麻痺になり車イスで生活をして

いる母を父がみております。老老介護でありま

すが、私も姉も家庭がありなかなか面倒をみる

ことが出来ません。介護保険制度があり、家族

だけでは出来ないこと、見ることの出来ないこ

とを、役所の方やケアマネ、施設のスタッフの

暖かい気遣いや専門的な知識によりとても助け

られています。私達はまだ介護にお世話になる

のは少し早いと思いますが、実際に親がお世話

になるととてもありがたいことです。超高齢者

社会となり、介護や高齢者福祉に関し、沢山の

課題があるかと思いますが、若い世代の理解や

助け合う心を大切に、これからも住みよい街作

りに協力できていけたら良いと思います。（女性、

47 歳） 

○言いたいことはたくさんありますが、何を言っ

ても議題にすらしていただけないだろうとあき

らめています。松戸市ってそういう市ですね。

住民税や保育料が高く、廃校になった学校跡地

を売却するなど計画も行動も愚かとしか言いよ

うがないです。アンケートの設問もトンチンカ

ンだし、40 歳以上 65 歳未満を「若年者」と扱

っている。おかしい、変だと思わないのでしょ

うか。私は同じ公務員だからあえて言わせても

らいます。「この調査を考えた方々、研究が不十

分だね。何を知りたいの？どうしたいの？わか

ってないよね。だってやらされてるんだものね。」

取り上げていただけないことを承知の上で、希

望を述べます。1.市民ファースト（人の心をた

らいまわしにしない）2.臨機応変（柔軟な対応）

3.市職員の向上心（私たちの力で松戸市を良く

していこうとする心意気）何も難しくありませ

ん。できることからでいいのです。お互いに頑

張りましょう。（男性、53歳） 

○子育てが終わり、定年を迎えた後、介護を受け

なければならなくなるまでの間、健康に暮すた

めに、社会と関わりを持つことが大切であると

思います。年金を補うためにも、ボランティア

でもある程度の収入があることが働きがい、責

任にもつながると思う。社会の仕組みの中で、

個人の都合の良い所、時間に無理なく働くこと

（社会参加）ができる場所があればよいと思う。

子育て支援、介護などで活躍できると思います。

公の機関以外の企業でも同じような対応できる

制度がもっと拡充できればよいと思います。今

現在県内・都内のシッター会社 2 社に登録し、

都合に合わせて働かせていただいており、充実

した生活を送っています。人手が足りないよう

です。60才～70才代のお元気な方の活躍の場を

たくさん作ってもらいたい。（女性、61 歳） 

○住み良い松戸！！あこがれの松戸！！のため努

力をお願いします。交通の便が悪い地域があり

ます。もっと、交通が良ければ、住み良い街に

なると思う。公共ギャンブルがあるのに、何ぜ

“税金がこんなに”と思う。東京のとなりなの

に“何ぜ”こんなに“住民が住み良い街”を誇

れないのか！！頑張って下さい。（男性、56歳） 
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○要介護や高齢者で病気になった人を支えるため

対策も当然充実する必要はあるが、2030 年には、

3 人に 1人は、65才以上という超高齢者社会に

なってしまうという現実から対処療法だけでは

間違いなく行き詰まってしまう。抜本的に、対

策の見直しが必要である。こういった危機感か

らスポーツ庁などを立ち上げて、スポーツによ

って、病気を予防していく国の指針が新しく出

たが、松戸市としても、松戸市スポーツ庁なる

ものを立ちあげて、スポーツ、運動を積極的に

推進し、健康都市松戸を目指して欲しい。具体

的には、他県・都市でも導入が始まっているス

ポーツポイント制度の導入を、考えてみたらど

うか。対象は高齢者に限定せず、たとえば小学

生以上とすることでは、どうか。（男性、64 歳） 

○大変重要な課題であると思いますが、子世代以

下に大きな負担がいかないような長い期間をみ

ての政策を考えてほしいです。（女性、40歳） 

○松戸駅周辺は、古い建物（無人）が多すぎる。

（国か県の建物）東口、法務省法務局。東口、

官舎他。早急に対応し、活用すべき。治安も悪

くなるし、暗い・キケン。対応が遅すぎる。相

模台公園の活用化を希望します。うっそうとし

ていて皆、こわいと言っている。→子供は、近

づけない。→なのに小学校中学校の通学路に近

い。市の建物として早く動いてほしい。それが

地域の活性化につながると思う。街灯が暗い。

ヨーカドー前から戸定邸までの道。観光化に力

を入れているとは、思えない。古すぎる中央図

書館を早く新しく作ってほしい。街づくり、高

齢者が行きき出来る施設を、安全なものとして、

作ってほしい。地震がおこったらこわい。こん

なに市の対応がおくれている街に初めて住みま

した。正直、ガッカリしました。住みはじめて

約 1年になります。（女性、48歳） 

○「長く生存させること」ではなく、「長く生きて

いる価値を感じて生きること」ということに重

きを置いて行政にあたってほしいです。（男性、

61 歳） 

○何とか、孤独死が無くなるように、行政には、

努力してほしいです。（男性、59歳） 

○駅前のバリアフリー化を早くして欲しい。（女性、

44 歳） 

○要介護者が求めるものは、単に施設のみではな

い。必ずしも、子供達と同居し、在宅介護を強

く望んでいる人だけではなく、期待するサービ

スは色々ある。私のケースでは両親ともに同居

できる施設を望んでいたため両親 2人で相当な

介護サービスを受けることができる施設に巡り

会うことができた。これで安心して入居できる

と思ったが、いざ入居となると、本人（両親）

達の資金管理等で預金等の必要資金の管理を子

に任せることに強い抵抗があり、入居後も決し

て楽になるものではない。介護と、一言でくく

れない、様々な困難なケースを行政も把握し、

介護者、被介護者の心の準備を、入居後の安心

を個別に対応できる体制が欲しい。ケアマネ、

施設の職員は、大変よくやっていると思うが、

入居に至るまで、またその後も家族は本当の意

味で介護から解放されていない。（男性、56歳） 

○介護保険の財源がない事は明白、設立当時の見

通しの甘さが原因。現在になってしめつけを厳

しくしているが、90代の高齢者に、予防や改善

を求めても難しい。見当外れのしめつけの為、

人件費が削減され、介護の現場は深刻な状況に

なっている。事故が起きても不思議のない状況

で、事故が起これば、研修だ何だと現場への負

担は大きくなるばかり。自治体の職員の方々も

介護の現場で研修して頂きたい。このようなア

ンケートをやるよりも百倍も現状がわかるでし

ょう。利用者の置かれている状況、家族の大変

さがわかるでしょう。（女性、47歳） 

○住みやすい松戸市にして下さい。（男性、64歳） 

○思いやりと慈しみをもった、制度作りを望みま

す。車道を歩いた事ありますか？大型車とすれ

違うと、風圧がすごく、あおられます。下水道

の上に緑の塗装がされましたが、足元を見て歩

きます。昨今、梨畑等が、宅地に変わっていま

す。都市計画として歩道拡張等を希望します。

以上（女性、64 歳） 

○税金が適正に使用されているのかが気になりま

す。介護保険や高齢者福祉に関して、よく分か

らない事や尋ねたい事に対しての返答が、どち

らにもとれる様な、あいまいなものであったり
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しますが、きちんと、分かり易い説明をしても

らえる様な人材育成をお願いしたいです。専門

用語的なものを使用されての説明は、わかりに

くいと思われます。高齢者や、介護者への支援

だけではなく、育児及保育士に対しての対応改

善・支援も望みます。暮らす事に対して、気持

ちよく、不安や不満の少ない街づくりを願って

います。（女性、47 歳） 

○・要介護者、高齢者への負担（金銭的）を少な

くしてほしい。・高齢化社会が到来する事が確実

な現在に、必要な財源を確保する為に地方自治

体が何をするべきかをしっかりと提示してほし

い。（男性、45歳） 

○松戸市は公共交通機関が貧弱なので、マイカー

無しでは生活できない人が多い。高齢者向けに、

買い物援助や、コミュニティーバス、介護タク

シーの充実が必要。市役所の障害福祉課によく

行くのだが、障害者やその家族が複雑難解な手

続きを申請しなければ、手当てや援助が受けら

れない。まるで“金の出ししぶり”をしている

ようにしか思えない。窓口担当者も、その知識

や処理能力に差が大きく要領を得ない人もいる。

住宅リフォーム補助金の話をしたら、男性職員

に鼻で笑われた経験もある。どうか高齢者支援

課は、そのようなことがないようお願いしたい。

（男性、45歳） 

○がんばって下さい。（女性、47歳） 

○親（被介護者）と別居している場合、遠隔地に

相談や手続きに行く必要があります。自治体別

の行政を改善しようという声は無いのでしょう

か？（男性、58 歳） 

○・市役所職員の増員（大幅な）を図り、要介護・

福祉担当者の増員と組織の抜本的な改革を松戸

市が行ってほしい。・高齢者の雇用促進及び失業

対策を強化すること。・公共投資を増やし、高齢

者の住みやすい環境整備をする。（男性、50歳） 

○市の無料健康診断、せっかく無料で受けられる

にもかかわらず、つい（日程の都合などがつけ

られず、あるいはつけようとせず）行かずじま

いになってしまいます。ある程度強制的なシス

テムになった方が、行けるように思います（勝

手な事言ってすみません）。←例えば「○○さん

は〇月〇日〇時～、〇と〇と〇の場所のどれか

へ」どうしても都合の悪い場合は相談、○○○

まで、等。（女性、61歳） 

○「心から心へ」よい介護保険、高齢者福祉にな

ります様にお願い致します。（女性、61 歳） 

○高齢者の方々の中には、お元気でありながら人

との交わりを好まず、孤立する老人たちも少な

くないように感じられます。その背景には個々

にいろいろな問題をかかえているとは思います

が、元気な高齢化社会を形成する為にも、松戸

市は、こうした方々への呼びかけを、もっと積

極的に行い、多方面への社会参加、社会貢献へ

の道筋を示し、後押しを図ることが、高齢者福

祉への道にも繋がるのではないかと思います。

（男性、59歳） 

 

３ 回答者・介護者の現況 

○自分の親に介護が必要になって、包括支援やケ

アマネのことについて初めて知り、手続が大変

で、認定、支援を受けるまで時間がかかり、介

護がすぐ受けられないことを知りました。すぐ

に必要なのに、大変困りました。もっと手続が

かんたんになるといいと思います。（女性、52

歳） 

○私たちの老後の保障はなにもないのに、今の金

銭的負担が増えるのは納得いかない。高齢者も

介護保険に頼りすぎています。まず自分ででき

る事はやる、昔のように家族が中心に介護すべ

きです。89才の義母を今年 9 月まで介護して自

宅で亡くなりました。医療サービス、往診は必

要でとても助かりました。ケアマネージャーに

も心を救われました。しかし、自立している高

齢者が必要以上のサービスを利用している事に

不満を感じています。これでは財政がいくらあ

っても足らなくなります。（男性、56歳） 

○現在、介護を要する家族がおりませんが、近い

将来、その立場となるでしょう。介護保険制度

や福祉について、そろそろ勉強しなければなら

ないと考えてはおりますが、現実から逃げてい

ます。市からの情報などいろいろな所で目にし

ますが、残念ながら身内さえ軽度の介護も経験
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なしです。どんなふうな要望？に意見する事さ

え、今は申し上げられない所です。アンケート

も参考になるか不安ですが一応返却いたします。

（女性、50歳） 

○今、始めたばかりの介護です。年金がそこそこ

入るので、ひどくなったらグループホールに入

れるつもりです。住所が東京都の為、松戸のホ

ールに入れると良いと考えています。（男性、61

歳） 

○私の場合、20 代（父 52 才）で、父が介護状態

でしたので何かあれば帰省しなければならなく、

正社員としては働けませんでした。すぐ休める

パートもなかなかなく、帰省の交通費も大変で

した。長期の休みが必要になる（入院などの為）

場合…パートでもやめなければいけない場合も

ありました。パート先を決める時は何かあれば

（親）帰省の介護の為、休みをもらう事を勤務

先に伝えてから、やとってもらっていました。

主人や子供の協力（子供をあずけての時は主人

の姉にたのんで行った）があったので出来たと

思いますが、これから…自分が介護される方に

なる頃を考えると、子供（男）1 人では、仕事

を休んだら収入がなくなるので、子供には介護

をさせたくない…と思います。もっと、地域等

で良い支援が出来ることを願っています。（女性、

54 歳） 

○独居の母親が仕事を退職してから、みるみるう

ちに人格が変わっていくのを目の当たりにしま

した。母が 70才くらいのときです。責任を持っ

て実行すること、人と接することがいかに大切

か身にしみました。何ができるのか…。母はた

またま私の近所に転居してきて、（転居のおかげ

で知人はいませんでしたが）私がいたからなん

とかなりました。私がいなかった場合を考えま

したら幸運だったと思います。そんな、私のよ

うな存在の人が、いない方もたくさんいるでし

ょう。きっと私も高齢になったら独りです。心

配。（女性、46歳） 

○現在北海道に主人の母が一人で暮らしているの

で、主人が、春、夏、秋、冬各 2 ヶ月ぐらい住

んで介護しているのでお金のことが、今後心配

だ。（女性、57歳） 

○私は 50才両親は父 80才母 77才で母がガンです

が、2ヵ月に 1 週間ほどの投与入院、それ以外、

自宅で、二人でなんとか生活をしています。介

護の人を呼んでお願いする派の姉！！近所にい

るにもかかわらず、人の手をかりようとする。

私は千葉で両親は、大阪です。よくいう、姉妹

での争いなどないと思っていましたが、あまり

にも親を見てくれない。私も父と、性格があわ

ず、80 才と 50 才で父が母を労らないため、私

が言うとケリとばされました。なので父がいる

間は行きたくなくて、母に千葉に来てといいま

すが来てくれない…こうなると、介護の方に、

となってしまいます。でも、やはり自分の親な

ので見てあげたい、難しいですね。実際、介護

する年齢になったんだと。ただ自分も、体調よ

くない時が多く、更年期というんですかね。毎

日イライラ生活です（涙）。（男性、50歳） 

○介護が日常的に必要な家族がいたら仕事はやめ

ざるを得ないと思っています。職場は休暇を取

りやすく、理解もあり、制度も充実していると

思います。しかし、専門職のため、休んでも仕

事は誰も肩がわりできないのが現実。一年間と

か長期で休むのであれば代替職員がつきますが、

時短や残業免除は制度としてあっても利用でき

ない。現在、子育て中でもやはり利用できてい

ない。仕方ないとは思ってもどうにもならない。

（女性、41歳） 

○家族に迷惑かけないようにと常に思っています。

（男性、62歳） 

○1 人暮らしで定年まで働いていて、その後も働

いていると、まわりの人とコミュニケーション

を取るのは、なかなか難しいです。パソコンな

どもあまり活用しない人は、色々な情報を得る

のがむずかしい社会になっていると思います。

（女性、64歳） 

○夫、私の両親もすでに他界していて、介護の経

験もなく、又、近い将来くる、私達の高齢者の

福祉の件でもまだ漠然としていて、アンケート

にしっかり答えられませんでした。少子高齢化

に伴い、今後、ますます心身の維持向上に努め

たいと思いました。（女性、58歳） 

○都内、CM、元松戸市地域包括職員です。（男性、
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47 歳） 

○実母を遠距離で介護しています。交通費が多大

になり、家庭を圧迫しています。まだ、配偶者

の理解があるので助かっている。要介護 5なの

で、施設に入れたらと思うが、なかなか順番が

回ってこないので、介護施設を多くして、待た

ずに入れるような福祉を考えてほしい。引き取

って、家で介護とも思ったが、宮城の地方でも

無理なのだから、松戸で、近くの施設はとうて

い不可能だろうし、母も環境になじめないだろ

う。私は、子供に世話をかけたくないので、健

康に気をつけ、スポーツをできるだけして、介

護保険のお世話にならないよう、努力している。

スポーツジムに行っているので、その会費等の

補助が少しでもでれば、松戸も介護保険が少し

でも使わないようになるのではないですか？

（女性、63歳） 

○もっと色々な仕組を知っておかなければいけな

い時期になってきた事を痛感しています。出来

る限り元気でいたいと思うのですが、知ってい

る事と知らない事は大変、損ですね。いろいろ

な開催の会があれば、ちょっと勉強してみたく

なりました。自分の無知な事にはずかしいです。

（女性、61歳） 

○自分自身が「孤独な高齢者」の予備軍であるこ

とを自覚している。将来の孤独に対して対処す

るベストな方法は何であろうかと考えた結果、

自分自身を介護、福祉に関する仕事に従事させ

ることにした。現在グループホームで夜勤と日

勤に従事している。又、福祉資格を取得して、

できれば成年後見活動に従事しようと考えてい

る。更に認知症の理解を深める為、傾聴ボラン

ティア活動を行っている。健康維持の為散歩を

続けてもいる。私は高齢者福祉、認知症対策を

人ごととは考えていない。自分自身の問題とし

てとらえている。できれば自分自身で満足でき

る高齢者福祉対策を自分自身で作り出していき

たいと考えている。※親族（近親者。家族等）

の介護は 20 年前に少し経験しているが、その経

験が現在、グループホームに従事している原因

です。Ｑ37 以降は「3（原文は丸囲い③）」とし

てアンケートに答えます。（男性、60歳） 

○介護する家の者が倒れないように、最後は施設

にあずけることが一番！！いずれ自分も介護サ

ービスを受ける年にきたら考えるが、それまで

元気に働いていたい！！70 才すぎまで働いて

いたい！！希望は、朝起きたら、ふとんの上で

死んでいた！！…これが一番！！足腰を丈夫に

きたえ、元気で、いつまで、頑張っていきたい。

…子らに頼らず、自己管理をして、いきたい。

…それには、20～30分、歩くこと、脳もこのご

ろ、少しずつ“忘れん坊”で、あわてる事が多

くなってきた。おちついて、確認しながら生活

していき、自分の楽しみ（旅、友人とのおしゃ

べり）をみつけて、パートにがんばるぞお。め

ざすは 88才！！（女性、60 歳） 

○家族 4 人ですが父 90 才、義母 88 才と妻で、親

は介護 1、2の 2 人ですが、楽しく暮らしており

ます。やはり家族の協力が一番だと感じていま

す。（男性、53歳） 

○今回は、高齢者支援課からという事で、介護も

きっと高齢者の方だと思いますが、（小さい）子

供も介護しているという実態もわかっていてほ

しいです。自宅で介護していれば仕事にも行け

ません。いくら補助があるといっても、実際に

外に出て働くほどもらえないのが現状です。主

人の給与だけでは足りないなど、これから子供

にお金がかかってくる理由で働く方が多い中、

ヘルパーさんの時間数も限られているし、ショ

ートステイもなかなかとれない、もしくは近場

にないといった状況では、厳しいです。結局自

分の親に手伝ってもらいながら介護をしていま

す。親がそれこそいなくなったり倒れたりした

らやっていけないです。そこをなんとかしてや

っていただきたい（考えていってほしい）とこ

ろです。高齢の方も増えていくと思います。で

も医療も良くなってきているので、生きられる

子供達もたくさん出てきます。その両方をこれ

から松戸市には考えてもらいたいと思います。

介護の為の在宅勤務の充実、ぜひお願いしたい

と思います。（女性、42歳） 

○主人の母（94 才、認知）息子（知的・自閉症）

の 2人を自宅で同居し、主人の姉達の協力を週

一で受けて、介護してきました。仕事先の理解
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もあって事務仕事は自宅ですることができた。

サービスも利用し、2 人が各々施設に行ってい

る間、仕事に行っていた。現在は、母はグルー

プホーム、息子は入所施設に入り、週末帰宅し

ています。ウイークデイはフルタイムで働くこ

とができています。職場が、生活介護事業所な

ので、情報を得る事もできている。金銭的には

少し厳しいこともあるが、施設の方が細かく注

意をはらって、支援して頂いているので安心し

てお願いしている。（女性、63歳） 

○そもそも原資をためない事がまちがいではなか

ったかと思います。今さら言ってもしょうがな

いが。年金は下がる、福祉の質は落ちる。保険

料ばかり上がってどの様な生活になって行くの

か心配ばかりがつのります。うつ病になりそう

です。今は、夫がいるので安心していますが。

（女性、64歳） 

○デイサービスに通所していた父（現在死亡）が

倒れ、病院に入院しました。心停止の状態で病

院に入院、気管そうかんした為、3 ヵ月間意識

が戻らないまま入院しました。デイサービス側

から、事前に延命装置をしない事を手続をして

いれば、気管そうかんをしなかったそうです。

病院側から、脳死状態の場合、気管そうかんは

意味がなく、回復が見込めず、入院することで

費用が出支されるとの事でした。事前にデイサ

ービスからアドバイスがほしかったです。（男性、

59 歳） 

○介護認定について強い不信感を持っています。

なるべく、介護度は引き下げたいという行政側

の意向で、日常を知っている家族の訴えを軽く

扱われることを大変残念に思っています（他市

のことですが）。高齢者の一人暮らしを本気でサ

ポートする気はないように思います。この度、

実家で一人暮らしをしていた母を、松戸市の有

料高齢者施設に入れました。近くに呼びよせた

ことで、精神的な負担はかなり軽減されました

が、これからは経済的負担が重くのしかかって

きます。子供の将来の道筋がついたなら、長生

きはしたくないと思う日々です。（女性、59歳） 

○今、両親が同時に介護が必要になり、ケアマネ

ージャーさんの力を借りながらいろいろな手続

きや準備を進めてますが、いざ自分がそういう

年になった時、自分達には子供もいないしどう

なってしまうのだろう？と不安になります。（女

性、45歳） 

○5 年前、私は自分の両親を在宅介護し（親の家

で）、二人を看取りました。私の家族が通わせて

くれたこと、様々な介護サービス、ヘルパー、

訪問看護士、往診の医師、ケアマネージャー、

弟とその嫁の連携。これらすべてを総動員して

臨み、病院にまかせることなく親をみられたこ

と、親が「死に方」を身をもって見せてくれた

こと、すべてに感謝しています。私はラッキー

だったのでしょう。近くにいて親を送ることが

できて。高齢者の方々が受けられるサービスを

もれることなく受けられて、「お疲れさま、有難

う」と送ってあげられることが私の望みです。

（女性、61歳） 

○今、現在、実家（他市）で脳出血の後遺症によ

り 10 年程、右片麻痺になり車イスで生活をして

いる母を父がみております。老老介護でありま

すが、私も姉も家庭がありなかなか面倒をみる

ことが出来ません。介護保険制度があり、家族

だけでは出来ないこと、見ることの出来ないこ

とを、役所の方やケアマネ、施設のスタッフの

暖かい気遣いや専門的な知識によりとても助け

られています。私達はまだ介護にお世話になる

のは少し早いと思いますが、実際に親がお世話

になるととてもありがたいことです。超高齢者

社会となり、介護や高齢者福祉に関し、沢山の

課題があるかと思いますが、若い世代の理解や

助け合う心を大切に、これからも住みよい街作

りに協力できていけたら良いと思います。（女性、

47 歳） 

○現在の高齢者の方々はデイサービスへ行くこと、

施設に入所することを行かされているとかじゃ

まだからだと思うようです。性格にもよるので

しょうが、健康や認知症を進めないためにデイ

サービス、施設の入所をもっと積極的に明るく

前向きに宣伝できないものでしょうか。それと

も私達も、高齢者になったらそのように考える

ものなのでしょうか。昨年より、田舎から 1人

暮らしの義母の認知症発症、ケガをしたことで、
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同居しましたが、追いかけられている様な気持

ちでした。夫の病気でグループホームへ入所し

て頂きましたが、後ろめたい気持ちが残ってい

ます。色々な経験を通して、自分の生き方を考

えるチャンスにはなりました。（女性、63歳） 

○今年、実の親、父と母を見送りました（母 10

年父 5年要介護）。実家では兄が同居していたの

で、介護は毎日のことではありませんでしたが、

思い返して厳しかったことは、子育てで教育費

がものすごくかかる時期（大学）に、介護対応

のため、フリーで動ける仕事に変えたことです。

緊急事態に対応できるのは良かったのですが、

定収入が見込めず、結果あいている日に派遣の

仕事を入れたり夜働いたりと体がボロボロでし

た。今後の高齢化社会に向けて、介護保険を充

実させることはもちろん大事ですが、こういっ

た介護する者への援助や、健康な高齢者作り（？）

への啓発活動、また彼らへの就業あっせん（70、

80 才でもそれなりに仕事は出来ます）等、いろ

いろ出来ることはあるのかと思います。高齢者

が入りやすいサークル等、たまに広報等でも見

ますが、50 でも 100、200 でもあって良いと思

います。介護や支援は本当に必要な人に。生き

がいを見つけて回復する人もいます。死ぬまで

働いて元気に笑っていられるようになりたいで

す。（女性、56歳） 

○子供のいない友人が介護の必要な病になり、ケ

アマネージャーさんに助けられ精神的に少し希

望を持てるようになりました。身近な人が助け

られているという事で福祉制度の大切さを感じ

ております。これから人口減少など個人にかか

る負担は増えるだろうと思いますが、福祉に対

してもキリがないとも思ったりしますが、仕方

ないと思っています。個人個人への負担は仕方

ないと思っています。それで節約してます。（女

性、59歳） 

○老人（母）は、自宅に居て、そこで死にたい、

と考えている者が多いと思う。独居老人となる

のは、仕方ないが、周囲が家事や災害がおきた

とき、どうするのか？！徘徊したらどうするの

か？と、詰め寄られた。本人は、自宅にいたい

だけなのに…。それに、ホームの月にかかるお

金が高すぎる…。15 万以上って…？私が年老い

た頃、そんなに、もらえる？「お金がなければ、

死ね！」といってるんだなあ、と、しみじみ考

えさせられる。そんなことを考えると、早く死

んで、子どもに迷惑をかけたくない…と、思う。

介護保険のこと、年金やら、ほんとにわからな

い。なぜなんだろう？と思うほど、わかりにく

い。私は、収入ないから、本当は、払わなくて

もいいんじゃないのかしら？むりやり、払って

るけど、払ってれば文句いわないけど、払って

なければあげない！！って本当に、その考え方

が許せない。お役所仕事ですな…公務員は、う

らやましい。（女性、55歳） 

○子育てが終わり、定年を迎えた後、介護を受け

なければならなくなるまでの間、健康に暮すた

めに、社会と関わりを持つことが大切であると

思います。年金を補うためにも、ボランティア

でもある程度の収入があることが働きがい、責

任にもつながると思う。社会の仕組みの中で、

個人の都合の良い所、時間に無理なく働くこと

（社会参加）ができる場所があればよいと思う。

子育て支援、介護などで活躍できると思います。

公の機関以外の企業でも同じような対応できる

制度がもっと拡充できればよいと思います。今

現在県内・都内のシッター会社 2 社に登録し、

都合に合わせて働かせていただいており、充実

した生活を送っています。人手が足りないよう

です。60才～70才代のお元気な方の活躍の場を

たくさん作ってもらいたい。（女性、61 歳） 

○Ｈ.の項を具体的に説明します。家内の母（大正

13 年生まれ）を介護しています。7～8年前から

家内が日々介護しています。私は会社員。本来

家内は働きたかったのですが介護の事情から働

けず、家計収入は私の給与のみ。要介護者であ

る母親はすぐ近所ですから連続した時間の介護

ではなく、また食事は自分で出来るので食事を

出しては戻り。後片付けの時にまた行く・雨戸

開け閉めの時・酸素の具合を見る時・掃除洗濯

の時・このように必要な時に必要に応じた介護

のため一日に幾度と行く。これは自らの自宅の

用事（家事・掃除炊事洗濯買物や自分の食事も

するなど）もしなくてはならないためでありま
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す。逆に言えば近所であるため自宅の用事も出

来るとした利点も。（男性、60歳） 

○私は、よくわからない。介護とか、また、その

年にあてはまってないので記入しませんでした。

たしかに、介護は大変ですが、それはわかって

いても、腰に、後遺症あるから、介護の仕事と

かはむりです。私はすごく体が弱くなってしま

って、病院ばかり。それに、介護保険や、国民

年金や市民税とか高すぎて、食べて行くのが困

難になる。もっとすごく安ければ、いくらか楽

になる。本音は、タダがいいのだ。けれども払

う物が多すぎて、それに、市長や、県知事や、

国会の皆が、ボーナスとか給料もらいすぎ。国

民と同じ給料でいいんじゃないか。体の弱い人

やこれから先食べて行けない。生活暮らしが出

来ない人だって、世の中いっぱいいる。弱い者

いじめだ。年よりいじめ、すごく腹が立つ世の

中です。国民が一生安心して暮らせる。一生お

金や生活に困らない、安心して一生生活出来る

世の中にしなきゃ行けないのに、年金も引かれ

て、国民に皆様負担がかかりすぎ。今の世の中

それが現実ですよね。ものすごくこれから先不

安なんです。うちの主人も、後 2 年もない。70

才で、会社の仕事退職になる。せがれだけの給

料じゃ食べて行けないです。別に、せがれの給

料あてにしているわけじゃない。1 人 1 人の立

場を日本は考えて、もっと明るい世の中、国民

の気持になってほしいですね。もし、自分がそ

う言う立場におかされたら、松戸市長始め、日

本の政治家の皆様どう言う気持になりますか。

先が、まっ暗です、正直言うと。（女性、56歳） 

○今はまだ介護をしたこともなく、身近に介護を

必要とする人もいないので知らないことも多か

ったのですが、これを機会にいろいろ知識を深

めていきたいと思います。（女性、52歳） 

○介護や高齢者福祉に関してすこし先のことと、

知識や情報を得ていなかったことに気付きまし

た。日頃から、近隣や地域で、これらのことに

ついて気軽に話し合いや勉強会が持てたら良い

と思いました。（女性、55歳） 

○動けなくなった時は、特別養護老人ホームなど

の施設で介護を受けたい。動けるうちは、自分

の事は自分でやって行きたい。（女性、63歳） 

○まだ自分自身は保険は使った事がないので、実

際、問題にならないと、解らない事がほとんど

なので、多くの人達が安心で過ごせる事を祈っ

ています。（女性、62歳） 

○今後、時代は、高齢者社会（人）が多く増える

事だけに、介護、介護保険サービス、保険制度

の事などは、難しく、また、今、現在、自身が

年が 50才前と言うこともあり、直接かかわって

いない為、どの様な文がもっともふさわしいか

の間に、答えられない所が、いくつかありまし

た。もちろん、大切な時代と 1年 1年うつり変

わり、高齢の方が多くなる時代の事を、今後の

事を考えれば、簡単に文を読みチェックを入れ

ることは、出来ませんでした。いつか、自身も、

年を重ねて高齢な年になったことを考えればこ

そ人ごととは思えませんでした。今回、アンケ

ートを通して、福祉制度に関して、学んだこと

が出来ました。（女性、49歳） 

○寝たきりになっても、認知症になっても生きて

行かなくてはならないのは、どうなんでしょう。

だからと言って自ら選べるわけでもないので辛

い。元気で長生きできれば介護保険のお世話に

もならずに済むのでしょうね。そうありたいと

思いますが、何があるかわかりませんのでまだ

先のことと思わず勉強して、いざとなったら適

切に受けられるようにしていかないとと思いま

す。長生きにも不安のない社会で良い人生だっ

たと死んでいけたら幸せなのではないですか…。

保険料を適正に運用に頂き、負担のない安心で

きる老後が過ごせるよう望みます。（女性、63

歳） 

○単身赴任のため限られた年月しか松戸市に居住

しない為、参考になる答えが出せたか…？（男

性、59歳） 

○介護保険や高齢者福祉について、勉強不足です。

いま現在、直面していない為です。自分も家族

も病気、介護が必要になってくる年齢になりま

した。身近な問題として、これから考えていき

たいです。安心して老後が暮らせるように願っ

ています。現在、難病の為に通院していますが、

病院が遠い為、これから先、足が不自由になり、
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視力がもっと下がったら…。1 人では、生活で

きないので、この先のことを考えると不安です。

このアンケート調査をきっかけに、介護、福祉

について勉強します。（女性、59歳） 

○夫婦二人の生活になった時、どちらも国民年金

なので、生活に不安を感じます。（女性、63 歳） 

○40代ですが、子供が生まれたばかりで子育て中

です。子育てと介護が重なると大変だなと思っ

ています。今は両親とも元気ですが、今後いろ

んなサービスが年金でゆとりをもって受けれる

ようにお願いします。また、老人ホームもたく

さん作ってほしい。（女性、46歳） 

○介護保険について実際、何もわかっていません。

両親は今のところ、認知症にもならずに助かっ

ていますが、そうなったら今のパートも辞めな

ければと思っています。これから勉強して介護

保険や高齢者福祉についてわかるようになろう

と思います。自分も物忘れが多く、認知症にな

ったらどうしようと思います。（女性、51歳） 

○申し訳ありませんが、全く自分自身に関係のな

い事をしてきました。今回、この様な市の方で

介護に関する事が行われていた事を知り、非常

に勉強になりました。（男性、58歳） 

○数年前に母親が要介護になり自宅で妻が中心に

介護していましたが、とても大変で市に相談し

たところ半年後に入居することが出来ました。

感謝しております。松戸市は友人・知人の話を

聞いても介護サービスは充実していると思いま

す。今後要介護人口が増加すると予測されます。

今のサービスレベルをキープして頂くよう希み

ます。（男性、57歳） 

○現在、両親、義両親、4 人共、要支援、要介護

です。別居なので、それぞれ週 1回程度通いで、

通院や生活面での支援をしています。夫婦 2人

で、4 人を看ている訳ですから、これ以上介護

度上がれば実両親の在宅介護は無理になるでし

ょう。施設入居となると介護、医療費の負担も

大きく、将来の不安でいっぱいです。介護サー

ビスは、人手不足等、今、現在でも感じますし、

保険料負担増は、自分達の生活面において厳し

い状況です。国は在宅介護を勧めているようで

すが、介護者の心、体の負担は大きく、まして、

「仕事をしながら、介護する」など、「終わりの

見えない介護」においては無理な事だと思いま

す。又、老人医療も、変えていかないといけな

いと思います。在宅医療の充実等、願います。

（男性、58歳） 

○まだ両親も元気なので、考えたことがなかった

のですが、今後、確実に介護の壁がやって来ま

す。色々、自身が健康で生活するためにやるべ

きこと、親の介護について向きあいたいと思い

ました。でも、そればかりでなく、子育て世帯

にやさしい松戸市であって欲しいとも思ってい

ます。・現在かかる医療費 200 円も無料希望いた

します。・我が子の通う“子ども園”にも助成金

の適用を求めます！・松戸駅にエレベーターは

いつ？とにかく子どもにはお金がかかります。

老人ばかりでなく、目を向けて下さい!!（女性、

44 歳） 

○現在、自分自身がパートをしながら、8 才と 2

才の子育てをしており、日々の生活でいっぱい

いっぱいです。介護や高齢者福祉についても、

もっと関心を持つべきだとは思っておりますが、

できないのが現状です。（女性、45 歳） 

○親子であったとしても介護に心から関心を持ち

実際に日々の事をやってくれる人は、多くはい

ません。また生活にゆとりがない場合もいろい

ろ理由をつけ離れていきます。現実は介護され

る側とその人を扶養している相手（双方）の問

題になっているのが現実です。私は学校で働い

ていましたが目の前の主人の母に対し、精一杯

やってあげたかった事と自分の娘が知的障害が

あって生まれて来た現実はとても苦しいもので

した。主人でさえ日々あるイジメや悲しみを訴

える相手にはなりませんでした。彼も社会でも

まれ日々疲れて帰ってくるので。もっと施設が

十分にあり、ALS のような重い病気には、人手

や金銭的援助を平等にしてくださればと思いま

した。人も雇ったので預金がなくなりました、

本当に辛かった。24 時間の対応はやはり気遣い

で疲れていたように思います。移動も簡単にで

きて施設のお世話があったら、私は好きな仕事

を続けられていたのにと思うと少し残念ですが、

60 歳を過ぎても非常勤講師として仕事をする
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機会があったので感謝しております。これから

多くの介護に関わる人が出てきますが、その介

護者と直接関わる家族の生活を守ってあげるこ

とが、長く続くコツだと思えます。さらに若い

うちから自分に必要な費用を計算し、その中に

介護費も入れ預金するのも大切です。自分のこ

とは自分で責任をもつのは基本として、その上

の援助です。（女性、60歳） 

○介護保険制度の始まるすこし前に（数年）父が

倒れ入退院を繰り返しました。病院から老健な

どに入ったりしました。親族が無く父と私だけ。

その上私は母子家庭で子供を 2人育てつつ働い

ていました。下の子供が中学生で手のかかる年

ではありませんでしたが、父（東京・北区）、私

（松戸）で行き来も大変でした。このような事

情ですので、地元の北区の方が親身に施設を探

していただき入所（町田市）でき、働き続ける

事ができました。その後、介護保険制度ができ

て施設の料金が軽減され大変助けになりました。

以上の経験から介護保険の大切さを心に強く感

じて居ります。ただ思うのは年金生活の方でも

豊かな方もいらっしゃるので（私からみると）

相応の御負担をしていただきたいと思います

（制度充実のためにも）。（女性、60 歳） 

○もう若年者という年齢ではないような気もしま

すが…。このアンケートを通して、いろいろな

事を考えさせられました。母は高齢ですが、お

かげ様で、自分の事はもちろんですが、働いて

いる私たちのために、家事やいろいろな事をし

てくれています。とても感謝しています。誰も

が健康で長生できる事を望んでいますが、それ

ができなくなった場合、やはり身近にいる家族

が介護をするのが一番だと思います。しかし、

経済的、肉体的、精神的な負担が大きくなった

時、バックの市や国のサポートがしっかりして

いれば、介護をする方も安心していられます。

自分も近い将来通る道です。日頃から健康に気

をつけて、できる限り自分の事はしっかりでき

るように心がけていきたいと思っています。市

や国も、ほんとうに困っている人のために、し

っかり手を差しのべてほしいと思います。合掌

（女性、61歳） 

○老々介護で不安。主人は 70 歳、私 64、障害の

ある長男は 40歳。この先がお金の面でも不安。

働いてもなかなか貧困である。（女性、64歳） 

○現実に働き続けながら介護を行っている者にと

っては、アンケートの目的がよくわかりません

でした。私は管理職のサラリーマンを続けなが

ら、脳卒中の後遺症で左マヒの妻を介護してい

ます。高齢化にともなって介護状態である期間

は、今後も長期化していくものと思われます。

介護サービスを利用しても、被介護者を支える

家族は、大きな負担を強いられています。介護

者をサポートする仕組みを検討してほしいと思

います。（男性、47 歳） 

○安心して老後を迎えられ、穏やかに生活できる

環境づくりが大切と考えます。嘘や虚言で人を

まどわす様なグループの活動がみられ、親や伯

母の介護に大変支障が出ました。特に支払い等

や金融機関でのトラブルは、心が病みます。（女

性、60歳） 

○今現在、身近に介護などがないので、あまり知

らない分野であることを知った。家族に任せて

いるとはいえ、自分の母も高齢になってきてい

るので、自分でもこれを機会に少し知っておか

なければいけないと思いました。（男性、55歳） 

○自分に対して、まだ現実感がないので、現在は

特に考えもしていません。（男性、43歳） 

○自分自身も年を重ねていくうえで、介護問題は

重要です。義父の介護の時は、ここまでの高齢

者への配慮は少なかったかと思います。必ず、

問題はお金です。お金があれば何でも受けられ

ます。私たちの世代はローンで家を買い、子育

てに私立大学の学費の負担等、貯金ができずに

現在に至る。リストラもあり、やはり公務員が

いちばんだねと笑うしかありません。頼りたい

子供も、自分の生活に必死ですしね。これ以上

の税金等の負担は無理だと思っています。もし

も自分が一人で病気になり、自宅で倒れていた

ら、救急車をすぐに頼まないようにと家族に話

しています。助からない方が、世の中のためだ

と思うからです。このようなことを話をしてい

る人は、けっこう多いです。以上。（女性、58

歳） 
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○介護保険を納めたくても納められない人、高齢

者福祉に相談しても、現実厳しく、お金のある

人は高齢者でも幸せに生活ができ、お金のない

人は毎日死に向かって一日一日を過ごしていま

す。その人、一人一人の生き方で今の自分がい

るのはわかりますが、昭和の時代はお金がなく

ても助け合って生きていました。私は母のそん

な姿を見て小さいころから育ちましたが、すべ

て愛と助け合いのなくなった世の中に、がくぜ

んとしています。介護保険や福祉に、もっとも

っと本当に大変な人のために考えてほしいと思

います。（女性、63 歳） 

○私の母（実母）が介護を必要としていたのは、

10 年以上前のことでした。10 年前亡くなりまし

たが、その当時、母は 50歳代で、介護の対象か

らは外されていました。まだ今のように制度が

充実していなかったせいか、利用するにもたく

さんの制限があり、肩身がせまかった事を思い

出します。世の中が「介護」を理解してきてい

る今、生活との両立や、精神的な支えをしてい

けるような環境になれば良いなと思います。介

護を必要とする利用者もつらいと思いますが、

介護せざるを得ない身内の心のケアにも、ぜひ

注目していただき、負担を減らしていける様な

世の中になってほしいです。（女性、48 歳） 

○現実に夫も私も両親が他界し、経験がない為、

知らない事がたくさんあります。日々生活に追

われる事が、知ろうとしなかったと認識してい

ます。ただ、友人、姉妹にぐちをこぼされた時、

そういう制度があるんだけど、なかなか難しい

と聞きます。現実にその年齢に近づいてくると、

今後が不安です。まずは夫が自分の老いを認め

ないので、身体は悪くなくても、老人化してい

て、言う事を聞かない。夫だけではなく、最近

のお客様も多く見かけます。精神的におかしく

なっている老人をなんとかしないと、商売をす

る上でも、家族も止めようがないようです。心

のケアを専門の機関が必要だと思います。まず

は自分が老人である事、老いて理解ができなく

なっている事を自覚することができないと、家

族も周りも、ただただ迷惑な老人に手を貸した

いとは思いません。（女性、60歳） 

○まだあまり意識や認識がない為、今後の為にも、

少し勉強をする必要があると感じました。（男性、

47 歳） 

○自身は 47才であるし、両親は健康（他市在住）

なので、介護についてはあまり考えた事がなか

った。考えなければならない年齢である事を実

感した。（男性、47 歳） 

○私は現在 58歳で、健康である為、介護の重要性

については、必要とは考えていますが、実感が

ないのが現状です。（男性、58歳） 

○自分が仕事を続けていかなくてはいけないので、

地域の活動はもちろん、家族（故父）の介護も

出来ない状況だった。男の人の入れる施設が少

なく、希望してから連絡が来るまで 1年近くか

かった（結局、病気が治らず、入ることはなか

ったのですが）。（女性、47歳） 

○よくわかっていない事がわかりました。（男性、

49 歳） 

○介護保険、年金・・・、あてにしない老後を送

らねば・・・と思っています。信頼していない

から。信頼できないから。（女性、51歳） 

○介護職の為、介護については、調査は答えられ

ませんでした。（女性、58歳） 

 

４ アンケート調査について 

○今は親も元気ですが今後老々介護の不安は大き

い。松戸市の支援などが、アンケートで初めて

知ったものが多かった。しかし、生活をしなが

ら介護費用もとなると、経済的な負担も…と不

安もある。行政だけに頼る気はないが、困った

時の最後の砦にはなって欲しい。なるような、

支援を検討して欲しい。※こういうアンケート

大賛成です。市民の声を聞いてくれてありがと

うございます！（女性、44歳） 

○言いたいことはたくさんありますが、何を言っ

ても議題にすらしていただけないだろうとあき

らめています。松戸市ってそういう市ですね。

住民税や保育料が高く、廃校になった学校跡地

を売却するなど計画も行動も愚かとしか言いよ

うがないです。アンケートの設問もトンチンカ

ンだし、40 歳以上 65 歳未満を「若年者」と扱
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っている。おかしい、変だと思わないのでしょ

うか。私は同じ公務員だからあえて言わせても

らいます。「この調査を考えた方々、研究が不十

分だね。何を知りたいの？どうしたいの？わか

ってないよね。だってやらされてるんだものね。」

取り上げていただけないことを承知の上で、希

望を述べます。1.市民ファースト（人の心をた

らいまわしにしない）2.臨機応変（柔軟な対応）

3.市職員の向上心（私たちの力で松戸市を良く

していこうとする心意気）何も難しくありませ

ん。できることからでいいのです。お互いに頑

張りましょう。（男性、53歳） 

○・課題や問題点は多々あると思いますが、共合

点を探りながら、充実と向上を目指して、努力

を続ける以外に解決方は見い出せないでしょ

う。・こうしたアンケートも傾向をつかむ為の姿

勢なのかと見受けられます。・関係者様方は、ご

苦労様でございます。（女性、54歳） 

○・アンケートの主意が良くわからない。なぜこ

のような設問なのかあいまいすぎる。・かたよっ

た回答になるのが気にかかる。（男性、63歳） 

○生きがいや心のはりはありますかの質問には少

し疑問を感じています。今後高齢者が増加し就

労者となる若い年代が少なくなる社会には、も

っと 60 才以上の元気な人々が年金だけの生活

ではなく 1日数時間でも仕事ができる場所をた

くさん増やす必要があると思っているからです。

たしかに病院にかかる機会は多くなるでしょう

が、公園でゲートボールをして元気に集まって

いる方々を見ると楽しんでいるとは思って見て

いますが、そんなに時間があるなら少しでも働

いて頂きたいと思っています。自分の自家は農

業でしたので定年はなく、年金も厚生年金では

なく、まず頂ける額面が月額少ないので休みも

なく体力があるうちは働くと両親はよく言って

います。現在は年金を頂けてもこれからの自分

達や自分の子供達はまず支払っても、支払って

ももらえないのではと不安ばかりがある。一方、

元気な老人（高齢者）を見ると働けるのではと

考えてしまいます。保険料負担がというよりも

っと働ける場があっての生きがいや心のはりで

はないでしょうか！（女性、51歳） 

○設問が難しすぎて、回答に偏りが出ないか…心

配です。（女性、43 歳） 

○・経年集合住宅（階段のみのアパート）への昇

降機設置援助。・本調査の結果公表を希望。（男

性、59歳） 

○この調査では家族の中で、施設に入った人と介

護をしている人の 2 人以上の家族がいる場合、

片方の人の時の分しか書けない。もう少し設問

のし方に工夫が必要ではないでしょうか。認知

症の初期など、介護度が低いけれど、一番手の

かかる時に支援が厚くなるといいなと思います。

（女性、43歳） 

○どの自治体でも重要な課題なので、アンケート

内容が細かくなるのは承知しております。ただ、

年末のせわしない時期に調査を実施するという

のは、再考の余地があると思います。（男性、51

歳） 

○分析は委託？だとすればその旨を記載するべ

き？（男性、51 歳） 

○特に高齢者福祉の事に関しては、優秀かつ冷静

な役人の方と熟考して頂くのが一番と考えます。

アンケートでは様々な意見が集まるでしょうが、

理想とか情熱というたぐいの発想からは行き倒

れが生じる困難な分野であるという事を、過去

の経験から感じます。調査の実効、ありがとう

ございました。（男性、49歳） 

○現実に働き続けながら介護を行っている者にと

っては、アンケートの目的がよくわかりません

でした。私は管理職のサラリーマンを続けなが

ら、脳卒中の後遺症で左マヒの妻を介護してい

ます。高齢化にともなって介護状態である期間

は、今後も長期化していくものと思われます。

介護サービスを利用しても、被介護者を支える

家族は、大きな負担を強いられています。介護

者をサポートする仕組みを検討してほしいと思

います。（男性、47 歳） 

 

５ その他 

○マンドリンアンサンブルをしています。地

域センター活動の盛んな柏市で、ボランテ

ィア演奏を度々依頼されます。高齢者の食
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事会、クリスマス会、地域のお祭り等、様々

な場で演奏しますが、リーダーを中心に、

よくまとまって活動されていると感心して

います。松戸市では、あまり聞かない活動

です。地域のまとまりが、柏の方がうまく

とれているように感じています。（女性、57

歳） 

○保険や福祉が経済的に破綻するのは不景気

のせい。経団連に屈している自民党政権が

続く限り、社会の歪は増すばかり。（男性、

52歳） 

○ひとり暮らしにしない、ならない用にする

取り組みが必要だと思います。（男性、48

歳） 

○自前資源を活用すれば根本的に税制が変わ

る。教育が低レベルな為、高齢者福祉等は

歪められ、全て国の責任という考え方があ

る以上、制度は崩壊する。欧米の利害関係

社会になっている現在の日本を昔から日本

のオリジナルな民主主義にたちかえるべき。

欧米が既に崩壊している。以上尚、市会議

員諸氏は本業をもった上で、ボランティア

で活動すべき。議員を職業にした風潮は基

本的に誤りである。これが是正されれば福

祉は向上する。（男性、62歳） 

○おせっかいが必要な時代と思いますが、地

域でできる事を積極的に出来たらうれしい。

（男性、53歳） 

○親兄弟など親近者が介護を必要とするまで、

自分のこととは思えない。それ（自分のこ

ととは思えない）を解消することができれ

ば、良いと思います。（女性、43歳） 

○松戸市は、住民税が高い割には、住民サー

ビスが足りない！職員等ムダが多いのでは

ないか？（男性、62歳） 

○20 年後の自分に回ってくる超高齢化の影

響は想像できないくらいキツイものと思う。

（男性、60歳） 

○いずれにしても、上に団塊世代がいるので、

その人達より早く、施設に入るか、遅くま

で健康でいるか、金を持っているかしない

と不幸な人生となるでしょうね。（男性、63

歳） 

○今の所、家族等周囲に介護を必要とする人

が皆無のため、正直知識がありません。た

だ職場には親の介護を理由として退職した

人が数多くあり、辞める寸前の勤務状況は

惨々なケースが多いです。勤務時間中に介

護サービスの提供者が電話をかけて来て、

「緊急入院したから、至急自宅に戻って」

とか、毎日のように電話がかかって来て、

本人の意思とは関係なく、職場に居られな

くなる状況など、端から見ていても気の毒

です。ある程度、若い世代の為に見切った

方が良い気がします。本当にこれでは国の

経済が停滞し、立ち行かなくなるのは目に

見えてます。年の上の者から順番に死んで

行く、自然の摂理に逆らわない。こうした

基本に立ち帰らないと、国が滅びます。自

治体も身の丈に合ったサービスに押さえた

方が良いと思います。大切なのは現役世代

の経済活動であって、先行き短い高齢者の

余生ではありません。50才を過ぎて増々強

く思うようになりました。（男性、52歳） 

○本人が望まないにもかかわらず延命するこ

とをやめることが、人道的にも経済的にも

適切であると考えます。介護士の待遇改善

が急がれます。（女性、55歳） 

○私の父親は要介護 3です。軽度の認知症で

す。そんな父も盆も暮もなく対応して下さ

っているデイサービスの職員の皆さんのお

かげで、何とか今の生活を維持しています。

オリンピックも大変希望である事かもしれ

ませんが、どんなに道路が便利になっても

ショッピングモールができても、いずれそ

んな利用者の人達も年をとっていきます。

税金を上げて財をうるおわせるのではなく

て、切りつめて切りつめて政治をしていた

だきたいです。そこでうまれたお金を福祉

などに使って欲しいです。自分の親を箱に

入れてすてるわけにはいきません。他人に

迷惑をかけたくもありません。どうか、今

一度考えてもらいたいです。このアンケー

トが無駄になりませんように。（女性、45
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歳） 

○地域貢献にどのようなことがあるのかわか

りません。殿平賀には町で何かをするとい

うことがありません。手伝えることがあれ

ば参加したいと思います。ただ、老母や孫

の世話を頼まれることもあり、定期的とい

うわけにはいかないので、できる時に、で

きる事を、というところです。（女性、63

歳） 

○松戸市にはマンションなど住宅も増えてき

ているように感じますが、買い物に行く施

設が残念なことに少ないと思います。複合

商業施設をつくる事で、地域の活性化やコ

ミュニティーづくりにもつながるのではな

いでしょうか。ひいてはその財源がいろい

ろなことに役立ててほしいと思います。（女

性、47歳） 

○両方共充実させて欲しい。（男性、59歳） 

○これから年寄りが多くなるからムダ使いは

出来ないと思います。議員さん達の為に使

うお金はきちんとして、その分を回して。

数も多いしそれだけ金がかかるのだからも

っと少なくして欲しい。（女性、60歳） 

○現在日本で国民の 4人に 1人が 65歳以上と

言う超高齢社会を迎えているにもかかわら

ず、医療、介護などが、無料でサービスを

受けられないようでは!?今、日本では世界

最大の自殺国になっています。日本政府は、

国民に対して十分な行政をしているとは、

私は思っていない。少子化が原因で予算が

ないと言う前に、子供（学生）の教育費及

び給食費（医療費）の無料化など考えた、

心をこめた政策を考えて欲しい。福祉を望

まない国民はいないと思います。（男性、51

歳） 

○日本は世界で一番の長寿国という、素晴ら

しい国ではあると思いますが、それに対し

ての財源がない。借金大国でもあり、仲々、

納得のいく介護、福祉には、程遠いようで

すね。一昔、二昔前の政治家に、先を見れ

る人がいなかったので、日本はこの様にな

ったのでは、ないでしょうか。（男性、46

歳） 

○食品（アルコールは除く）、医療品等は低く

抑えながらも他の物品の消費税を 20％程

度（ヨーロッパ並み）に引き上げるべき。

（男性、64歳） 

○真面目に働き税金を納めてきた人が、社会

制度だけを活用し支援を受ける人々より悪

い処遇をされるという不公平感をなくして

欲しい。若い時から真面目に、生活のため

に働かなければ将来困るということを、も

っと若い世代に感じさせることが必要だと

思う。（男性、55歳） 

○高齢者→増×子供→減少＝現役世代の保険

料負担増大。目先の事だけではなく長い目

で見ると少子化問題に先ず取り組むべき。

そして国民の血税・保険料のムダ使いを絶

対になくしてほしいです。（女性、56歳） 

○早い話しが、富裕層には専門機関を使える

手段は、いくらでも考えられますが、貧困

層は、お金の工面が厳しくなります。これ

が現実！医療費の問題も考えさせられます

…。人生相談から始めないとならない家庭

もあると思います。国や市がどれだけ貧困

層や病に悩む人達を救う事が出来ているの

か、いろいろな問題があります。（男性、49

歳） 

○医療保険の負担＝利用が増えていき、若年

層へ負担が増になっていく。高齢者と、そ

の下の世代のバランスを誰がとってくれる

のか。年金の支給開始が高齢になっていき、

負担していこうにも、その 15年分ポッカリ

と穴があいて、だれがどうやって、その負

担をうめてくれるのか、高齢者、高齢者と

いわれているが、あまりさわぎすぎて、手

厚くしすぎて、次世代、子供たちのことを、

何か、忘れていないかと、心配になります。

（女性、46歳） 

○高齢化対策も当面必要だが、より以上に少

子化問題の方が重要。松戸市も子育てしや

すい街、として具体化した方が市の活性化

につながる。（男性、63歳） 

○退職後する事がなくなって廃用性で認知機
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能低下や、精神的にも落ち込んで、引き込

もりになりがちな男性のお年寄は多く、結

局は、さほど病が重くなくても、介護の手

がかかる事になりがち。男性も、もっと家

事や、家庭生活の中での役割をはたせるよ

う、仕事をしている時から取り組めるよう、

社会的にも進めた方が良いのではないか。

趣味やボランティアは、男性の場合、疑似

会社組織と同じで、見栄やプライドが保て

なくなると、続かなくなってしまう事も女

性よりも多いように思う。同じ認知機能テ

ストの点数でも、おおざっぱにいうと、女

性の方が生活の中でする事が残されていて、

元気。介護者も楽なように思われる。体で

覚えた事は、案外に長く記憶として保たれ、

生活の役に立つ。家事、家庭生活には、そ

うした知恵の記憶を重ねられる機会が多い。

（女性、54歳） 

○高齢者を特別視しない社会を作るため、学

校教育においても日頃から他人を思いやる

心を育てること、子どもと高齢者が交流す

る場を意図的に作ることが大切だと思いま

す。（女性、53歳） 

○松戸市は、介護保険や高齢者福祉は、充実

していると思います。私は、現在のパート

でフルで働いていますが、65才までしか働

けません。これから、高齢社会に進むにつ

れ、もっと高齢者が、元気に働ける社会を

願っています。個々それぞれ孤独になりが

ちな世の中で、表に出る機会は、趣味ばか

りでなく、働かなければいけないお年寄り

もたくさんいると思います。少しの収入で

あっても、働いて得る喜びでは健康にもつ

ながっていくのでは、ないでしょうか？現

在若者も職に余っている時代ですが、何か

いい方法を考えていただきたいです。（女性、

57歳） 

○仕事・介護・家事・育児をしている事に対

する、学校（というより PTA活動）の理解

がなく、うつ状態になる。共働きで、何百

万も税金、社保を支払わされ、介護、市の

活動・運営、ましてや、働かずにゆうゆう

のんびりの専業主婦は、税金を免除され、

社会保険も払わず、PTA でえらそうな顔を

して、悪の連鎖、親同志のイジメになって

いる事を理解してますか？そんな精神で、

良い介護など出来るはずがない。ましてや、

公立学校は私達の支払った国税・住民税で

成り立っているのに、専業主婦は昼ドラを

見て、サッサとノルマの PTA活動を楽な低

学年のうちにこなし、働いている親に、「あ

なたは、一度も活動してない」などと、お

かどちがいな事を言ってくる。バカで無知。

子供の授業参観にまで、気が重くなる。専

業主婦は逆に私達を支えて当然！！文句言

うなら、子供を学校に通わせるな！私達の

税金の場だぞ！！介護とは無関係ではない

んですよ。税金、社保の無駄使いにつなが

らない方法を取り組むことで、みんなが幸

せにならなければ、介護は充実しません。

私達の税金からお給料が出され、将来もあ

り得ない保証をされている公務員の奥様が

専業主婦なら、ぜひぜひ PTAやボランティ

ア活動に参加して、共働きや、介護人を抱

える家庭、一人親を支えてくれなければ割

に合いませんよ。市長様に必ずお伝え下さ

い。実際いますから。（女性、47歳） 

○少子高齢化社会の現在では、これから老後

を迎えようとする私達にとっては厳しい現

状となるものと思います。しかし、これか

ら生きていかなくてはならない若い人達が、

負担を強いられ、悲壮感を帯びた人生を送

ってほしいとは思いません。できたら、こ

の社会がより柔軟性をもって受け止めてほ

しいと思います。（女性、58歳） 

○若年者、高齢者共に、互いの立場を考え、

出来る範囲で、歩み寄る形をとれればよい

と考えます。（女性、46歳） 

○高齢者（93才）が病院に外来で行った時の、

待ち時間の長さは、負担が大きくて、なん

とかならないかと思う。町内で、認知症予

防や、健康のための運動ができる集まりが

あればいいと思う。（女性、61歳） 

○母を夜間体調不良で救急車で搬送した。H28
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年と H27年の各 1回ずつ。いずれも千葉西

病院に搬送となった。深夜 2時に治療が終

了したが、救急病院はここしかないのか

…！タクシー代がない場合徒歩で帰宅とな

るが、東京病院等は NGなのでしょうか…？

2 時間近く徒歩で帰宅するのはきついよ。

（男性、54歳） 

○高齢者の介護施設の充実は、仕事をしなが

ら介護を続けられる環境を実現出来るので

重要である。一方で、高齢者への福祉より

も乳幼児や学童への福祉（医療も含む）の

充実がもっと重要である。次代を担う若い

世代への福祉が高齢者への福祉に優先され

るべきである。自分も含めて、高齢者にあ

まり費用をかけないようにしないと、国や

自治体の財政を圧迫するし、出産奨励等が

出来なければ、社会は衰退する一方である。

（男性、59歳） 

○市議を減らして、そこから余るお金を福祉

予算に回してほしい。（男性、42歳） 

○福祉に対する費用負担が年々増していき、

経済的不安を感じる。（男性、62歳） 

○子供や老人に税金を使い過ぎ！！一生、こ

の市に住む人ばかりではなし。老人にもそ

れなり以上の負担を負わせるべき。特に地

主！！（男性、44歳） 

○介護保険や高齢者福祉に関することに市の

お金が必要なのは十分理解出来るが、私個

人の考えとしては、老人にお金を使うより

も、子供達の為に使って欲しいと思います。

若い人達が多くの子供を産み育てられる様

な環境を整えていただきたいし、未来をに

なう子供達の為にお金を使って欲しいです。

私もあっという間に老人になりますし、母

もすでに老人ですが同じ意見です。余命短

い老人の為にお金を使うのはバカバカしい

です。子供達が明るい未来を作れる様にし

ていただきたい。若い人達にたくさん子供

も産んで欲しいです。（女性、42歳） 

○介護や高齢化の問題は大きいと思うが、少

子化にしてしまったのは過去の政治や社会。

今後このまま少子化が進めば高齢者福祉や

年金制度など持続できるものではない。短

期的な問題ではなく、すぐに少子化の問題

に対応すべき。地域からしっかり中央へ声

を上げるように。政治家や役人は、本気で

この国の将来を考えてほしい。政治は、職

業じゃない。全政治家は、ボランティアで

国家国民の為に働け！！（男性、50歳） 

○現在、義母の介護をしています（要介護 3）。

介護して分かった事、介護しても分からな

い事、アンケートして、まだ、まだ、わか

らない事がたくさんあると思いました。日

本はまだ、まだ、ボランティア活動の支援

が足りないと思います。教育の中で、教え

てほしい。（女性、62歳） 

○現在、両親、義両親、4 人共、要支援、要

介護です。別居なので、それぞれ週 1回程

度通いで、通院や生活面での支援をしてい

ます。夫婦 2 人で、4 人を看ている訳です

から、これ以上介護度上がれば実両親の在

宅介護は無理になるでしょう。施設入居と

なると介護、医療費の負担も大きく、将来

の不安でいっぱいです。介護サービスは、

人手不足等、今、現在でも感じますし、保

険料負担増は、自分達の生活面において厳

しい状況です。国は在宅介護を勧めている

ようですが、介護者の心、体の負担は大き

く、まして、「仕事をしながら、介護する」

など、「終わりの見えない介護」においては

無理な事だと思います。又、老人医療も、

変えていかないといけないと思います。在

宅医療の充実等、願います。（男性、58歳） 

○議員定数の削減を強力に進め（実際には

全々進んでいない）、且つ議員報酬の削減を

図り、その費用を福祉にまわす事が必要と

考えます。（男性、62歳） 

○医療費を削減する為に、病気にならない様、

人間ドックの費用を低くしてほしい。安く

なれば早期発見で大事にならなくて済むと

考えております。又医療費をもっと安くし

てほしい。（男性、64歳） 

○単身の為将来に不安を感じています。年金

が減額されることなく支払った分支給され
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ている将来を望んでいます。婚活について

国、市町村でも広く活動を支援していって

ほしいと思います。結婚に希望を見つけら

れません。（女性、41歳） 

○まだ両親も元気なので、考えたことがなか

ったのですが、今後、確実に介護の壁がや

って来ます。色々、自身が健康で生活する

ためにやるべきこと、親の介護について向

きあいたいと思いました。でも、そればか

りでなく、子育て世帯にやさしい松戸市で

あって欲しいとも思っています。・現在かか

る医療費 200円も無料希望いたします。・我

が子の通う“子ども園”にも助成金の適用

を求めます！・松戸駅にエレベーターはい

つ？とにかく子どもにはお金がかかります。

老人ばかりでなく、目を向けて下さい!!（女

性、44歳） 

○自分も含め、高齢になっても働ける場が増

えていくことを希望します。収入や社会と

のつながりは非常に重要だと思います。以

前テレビで観たのですが、高齢者だけを雇

用する“高齢社”という会社がありました。

そのような会社が増えていくといいと思い

ます。また、以前“ちいき新聞”に高齢者

と子供達が交流できる NPO 法人の“子供寺

子屋”というのが出ていました。世代を越

えた交流や、役割を持つことは脳の刺激や

活性化につながり、お互いを思いやる心も

育つと思います。コンビニで働くシニアの

方は増えたように思いますが、もっと選択

肢が増えて、高齢者の潜在能力を引き出し

て生かせるような社会になっていくといい

と思います。世の中の役に立ち、必要とさ

れることが生きがいになり、認知症や介護

予防にもなると思います。松戸市に期待し

ています。（女性、53歳） 

○高齢者支援より早期終活事業でも始めた方

がよいのではないでしょうか？そもそもい

まの老人はまだ経済力も多少ましなくらい

は有るし、公的にも年金などの支援もあり

ますが、今の若者は二極化の末、経済力が

無い方は、仕事も安定せず、年金や税金の

支払いすら難しく高齢まで生きる事も困難。

生きられたとしても極貧決定でしょう。今

の老害を見ていて、自分はなりたくないし。

確かに若者を支援せずに老害の高齢者を支

援していれば、高齢まで生きられる人が減

って高齢者社会になるでしょうが、そこだ

けを見ていたら若者は半減かそれ以下に減

っていくだけでしょう。だからそうなる前

に、早期終活で老害と老害になりたくない

若者を整理する事業が必要だと思います。

（男性、40歳） 

○まず初めに、無作為に選ばれた私には障害

があり質問 D・Fは不必要かと思います。・

介護保険は、主人の給料からいつからか引

かれはじめ、「入った覚えないのに」と思い

ました。スマホ・パソコン・タブレットな

ど無いので、テレビで情報を得るしかあり

ません。私は足腰が悪くずっと家にいます。

家族が仕事に出ると、頼りはテレビだけで

す。テレビさえも「インターネットに…」

と表示されています。私はもうすぐ 60代に

なりますが、もっと高齢の方でひとり暮ら

しの方、パソコン等もない方がいるとした

ら、災害時にはとても不安になるはずです。

市としては、そういう方がどこに何人いる

と把握していますか。その方々には民生委

員・ボランティア・近所の方など助けてく

れる人がいますか？そういう方々をどう守

れるか、その方達にわかりやすい言葉で書

かれた冊子などを渡していますか。よく、

高齢者の集いのような所で友達を作ろうみ

たいな事を聞きます。でも、そういう所が

苦手の人もいます。自分の好きなように過

ごしたいと思う人は、集いは苦痛に感じる

でしょう。私がそうです。年をとると特に、

決めつけ・押しつけが強くなる様に思われ

ます。でも、災害が起きた時はそうは言っ

ていられません。正論には従います。そう

いう人々のために、ひとりでできる災害時

の対処の仕方など、ホームページではなく

書面で配布して下さい。また、健康でもお

金に余裕がなく外出できない人もいます。
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野田市のような豆バスは運行できません

か？路地まで入ってきてくれるといいです。

また、バス停まで行く為の、自転車、シル

バーカーがバス停の前に置ける広い所があ

るといいですね。小新山（？）（新京成バス）

にそういう所がありました。家にこもって

しまうと、認知症や足腰の衰えが進んでし

まいます。高齢者は外に出る事が必要です。

その際、松戸市は休憩する為のイスが少な

いです。柏のヨーカ堂と松戸のヨーカ堂を

比べてみるとわかりますよ。それと保育所。

古南小はいつ老人ホームになるのでしょう

か？昔から言われていますが、未だに空い

たままですね。ここを保育所と老人ホーム

合体にしてはいかがでしょうか。もとが学

校ですから、広い校庭や校舎もありますよ。

同じ敷地内で行き来をする事によって子供

と高齢者がふれあい、子供は高齢者を大切

にする事を学び、高齢者は子供との話しや

遊びで若返り楽しみが増えるかもしれませ

ん。核家族で育つ子が、高齢者に対しどう

接したら良いのかわからない事が増えてい

ると思います。また昔の遊びを教わったり、

わらべ歌を一緒に歌ったり。そういう日々

を過ごすことによって元気になってくるで

しょう。また、高齢者は大人だけど弱い所

があり手助けが必要な事。その手伝いをし

感謝される喜び、自分以外の人の為に小さ

くてもできることがあれば、子供もうれし

いはずです。そして死にも直面（昨日いた

人が亡くなるなど）することにより子供な

りに感じることもあるはずです。待機児童

ゼロを達成したと市長は言っていますが、

とりあえずですよ。つっこんだってかんじ

です。兄弟姉妹別の所に決められ、仕事に

間に合うように早朝から子供を起こし別々

の所へ自転車で送るお母さん。雨の日など

は特に大変です。誰もが車を持っている訳

ではないのです。夏は明るく早朝はまだ暑

くないけれど、冬はまだうす暗く寒い内に

自転車に乗せて風を切って走ります。集団

に入ったからもありますが、カゼをひいて

休むことが多く、ひとりが治ってもまたも

うひとりの子にうつり、最後には親にもう

つり仕事に行けず、職場からは来なくても

いいと言われたり。あやまってあやまって

首をつなでも、子供は病気がうつります。

流行の伝染病は、医師の許可が出るまで保

育所には行かせられないそうですね。小さ

い子がいて病気になるのは仕方ないこと。

そういう時、お互い様で休めるような会社。

また補助できる人を役所で頼めるようにで

きたらいですね（60才すぎても元気な人が

います。そういう人、色々な職種の人を待

機させておく、前日・当日に連絡して出て

もらえる方法）。安心して休めれば、親もイ

ライラして子供やご主人に当たることなく

過ごせます。若くても休養は必要です。虐

待に発展するかもしれませんよ。市に病気

の子を預かれる保育所がある様な事を聞い

たことがありますが、どのくらいなのでし

ょう。松戸市といっても広いですからね。

そういう所まで行くのに学校の様に養教か

看護婦だった人などを頼めると良いですね。

高齢者でも医療関係に勤めていた人なら良

いと思いませんか。ちょっと考えれば色々

と出てきますよ、高齢者が役立つこと。元

先生（学校）をひとり入れたりすれば文字

数字の練習などもできるでしょう。習字も

いいですね(年長くらいかな）。元気な高齢

者をボランティアまたはアルバイトで採用

して下さい。高齢者も子供も助かります。

一石三鳥になりますよ。今後、期待してい

ます。「事件は会議室で起きているんじゃな

い現場でおきてるんだ」これは市政でも言

えます、困っている人弱い人から直接話し

をきいてみてください。※介護保険や高齢

者福祉に関して…「高齢者福祉」→高齢者

によく話しをよくきいて下さい。男・女・

健康・虚弱・金持ち・貧乏。「貧乏」→いけ

ない言葉ですか？（女性、57歳） 

○Ｑ33 は「3」が理想だが、現実的に考える

と将来的には「4」のサービス低下もやむを

得ないと思う。現役世代の負担ばかり増え
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続ける社会は破綻するので、高齢者福祉よ

りも、若年者雇用対策等に目を向けるべき

と思う。（女性、58歳） 

○Ｑ33について。保険料負担は必要な事と思

いつつも、預貯金も少ない、年金も少額の

中で、どうやって生活していくか悩みます。

夫は今年 65歳で年金をもらい始めました。

が・・・、マンションのローンはまだあり、

管理費、固定資産税、保険。定年してなお、

65歳で新しい仕事に出ています。生活保護

を受けている人・・・の話を聞くにつけ、

まともに働いているのがバカらしい・・・。

年金を受け取らず、生活保護の方がいいと

さえ言う人も。保護を受ける身で、旅行、

パチンコ、ブランドバッグ、私たちより余

裕ありそうですよ・・・。ランチをよくし

ていて、店もたくさん知っているし・・・。

まず生活保護の金額、受ける人の調査の徹

底。生活保護の人はもらった金で医療費を

払えって思う。自身も老後は世話を受ける

事になるかもしれない！ですから、保険料

負担はあたりまえと思いつつ、生活保護で

余裕で生きている人に腹が立つ！（女性、

60歳） 

○すべてお金がないとだめですね。（女性、64

歳） 

○松戸市税は他市とくらべて高いんだから、

脂肪を削って税金を上手に回せるようにし

て下さい。費用負担を上げれば済むなんて、

稚拙な考えはしないで下さいね。（男性、41

歳） 

○高齢者と若年者をまじえた交流が少ないよ

うに思います。（女性、61歳） 

○自身が高齢者になった時の保障に不安あり。

（男性、47歳） 

 

○松戸市のような充実したサービスが実家にはな

い。全国的に平準化されないものか。（女性、80

歳） 
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（２）事業対象者・要支援認定者調査《本人回答》 

 介護保険や高齢者福祉に関して、544人の方から回答が寄せられました。ここでは、回答の内

容について分類し、それぞれの件数を下記のとおりまとめました。 

 

区分 件数 

１ 介護保険制度やサービスについて 

（地域包括ケア、在宅サービス、施設サービス、職員、要介護認定、経済的

な負担、介護予防、認知症対策、相談や情報提供） 

283件 

２ 行政に対する意見 21件 

３ 回答者・介護者の現況 181件 

４ アンケート調査について 27件 

５ その他 57件 

 

※ ご意見の後に属性（回答者の性別、年齢）

を記載しています。 

※ 同一回答者が複数の区分に属する意見を

回答している場合は、それぞれの区分に掲

載しています。同一回答者が区分内で複数

の内容に属する意見を回答している場合は、

いずれか１か所のみに掲載しています。 

 

１ 介護保険制度やサービスについて 

■ 主に地域包括ケアについて 

○介護保険が始まり大変多くの高齢者や障害者が

たくさんの社会サービスを利用させて頂いてい

ます。増々高齢者の人口が増える今少々サービ

スが変わってもなるべく在宅で隣人や保険制度

を組み合せて尊厳ある老後を終わらせたいと希

望しています。（女性、77歳） 

○83才（昭和 7年生）インターネットの機械は全

く不明、故に行政手続きも判らんことばかりで

す。介護保険も大変です。私の保険料も上げて

下さい。「東部包括センター」、老人ホームの「ケ

アマネージャー」、組織の強化拡充を望みます。

（男性、83歳） 

○私（あて名の本人）は現在要支援 2で家事（主

に掃除）をして頂いていますが、夫は要介護 2

で現在は終日、寝ている状態で、いろいろなサ

ービスを受けています。往診、訪問看護、リハ

ビリ。入浴サービス、福祉用具のレンタル等々

本当に感謝して居ります。娘が夜間手伝ってく

れますが、正に 86才同志の老々介護です。これ

からは（現在も）こんな家庭が増えてくると思

いますので、ボランティアを含め介護に参加出

来る人の掘り起こしを社会全体で考えていかな

くてはと思っております。（女性、86歳） 

○一人暮しの家庭に係の者が時々連絡してほしい。

こちらから連絡できない時を考えると不安であ

る。（女性、88歳） 

○私は介護支援 2に認定されている者ですが当初

は種々と相談を頂き手摺とか、風呂場改装をし

て頂き、援助もあって感謝にたえません。です

から今では担当のケアマネージャーさんに連絡

すれば力を借りる事が出来、精神的にも安定し

ている幸福者なのでしょう。が、高齢者の福祉

にあっては高望みは致しませんが、老夫婦が一

緒に、なんとか生活している時は、それ程希望

は発生しないのです。要は一人となった時の生

活に入った時週単位か、月 2 度程様子を見にこ

られて一時間でも対話の相手など人と人との接
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触が必要であり、担当者も 2～3年は同じ人であ

るのが一番の心の慰めとなると存じています。

老いたら多くの人達と会い合って、と言います

が、人生の大半をサラリーマンとして過ごした

人達は世間の人達と和合するのが不得意なので

す。ですから月一回兄弟姉妹・娘息子・孫達と

の会話を進めるべく、月一度の会合費を援助を

考えるのが、良い早道かなと雑駁なる知識の一

端を申しのべました。誠に恐縮に存じます。尚

近親者は私同様の高齢故、次頁を渡して回答を

依頼することは、回答を願う事は出来ません。

何卒宜しくご容赦賜りたく存じ上げます。（男性、

83 歳） 

○・医師が薬を必要以上に多く出し過ぎると思う。

二ヶ所の病院から貰った貼り薬を近所の方から

貰うことがあり、おかしいと思う。・地域包括支

援センターの方の見廻りには感謝しています。

月に 1回ずつ位は、訪ねてほしいと思います。・

民生委員はあまり役に立っていません。訪ねて

下さったこともない。（女性、80歳） 

○デイサービス等に行きたがらない人達の為に地

域で気楽にお話出来るふれあいの場があれば良

いと思います。（女性、84歳） 

○当地では月一回民生委員さんのお世話でふれあ

い会食を催して下さってます。楽しみです。又

私は老人福祉センターの日舞クラブにながく入

れていただいて、おどったり休憩では、おしゃ

べりしたりが今のところたのしみです。風邪を

ひいてはいけないとこの寒さで外出が減りまし

たが、気軽に行ける高齢者カフェーがあるとよ

いがと思っています。（女性、86歳） 

○定年後の男性が家にこもっている人が多いので

男性も出やすい場所、気楽に行ける話合の場と

か有ればとおもいます。（女性、91 歳） 

○週一位に電話での安否確認等はいかが？（単身

者に）（女性、85歳） 

○・独り暮しの人の、見守りを徹底してもらいた

い。見守りをしてもらえば気力も出、自立して

生活できる人が多いのではないかと思いま

す。・老人は甘えを捨て被害者意識を捨て、若い

時以上に頑張るべき。老人学を教えるべき。・民

生委員にたのみづらい、原因はボランテアで迷

惑かけたくないという心理が働く。・これからの

社会は縁が薄れ孤独死する人が多いと予想され、

予算の関係もあると思いますけど出来る限りの

予防対策をしていただければ。（男性、76歳） 

○私は現在、要支援 2の認定を受け、週 2回の通

所リハビリリテーション（送迎あり）でお世話

になっています。同じ様な障害をもつ人達と世

間話をしたり、トレーニングをしたり、楽しい

一時です。精神的なストレス解消にもなり、有

難いと思っています。家にこもりがちな人達の

やすらげる場として、少しでも多く施設がほし

いと思います。負担は少々多くなってもよいと

思っています。（女性、79歳） 

○現在住んでいる処は、坂が多いので、近くに老

人達が集まれる場所があれば良いと思います。

現在の市立病院の近所には、老人が集まる所が

今の所ないのですので、北松戸駅の所まで行か

なくては、病院のそばにはないのです。（女性、

85 歳） 

○高齢者の一人暮らしができる住み良い松戸市に

なってほしい。83 歳一人暮らしになって四年、

町会長さん、民生委員さん、安否確認等ないの

ですが。私は松戸で 20年もボランティアをして

きましたが、老人になりこのような町になると

は思ってもいませんでした。（女性、83 歳） 

○年金機構で集めた保険料の増減を詳しく知りた

いです。各町会で気軽に立ち寄れる場所を 2，3

箇所作ってください。（女性、87歳） 

○高齢者が気軽に集まれる場所がたくさんあると

良い（自治会絡みではなく）。（女性、85歳） 

○自治会の老人クラブ等に市よりの補助金が支給

されていると聞きますが、元気な老人ばかり楽

しんで弱い老人にはなんの恩恵もありません。

たまには身体の弱い人も自治会館に連れ出し、

食事会等があっても良いと思うこともあります

が、間違っているでしょうか。何のために市か

らの助成金が出ているのかと言えないです。（女

性、85歳） 

 

■ 主に在宅サービスについて 

○介護施設入居者・医療機関入院には「福祉タク

シー券」不要。（男性、86歳） 
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○腰痛がひどく毎日の生活が大変なのですが利用

したいことが頂度よいことがなく色々とさわが

れているのに納得出来ない思いです。例えば料

理や洗濯を頼んだ場合介護の認定をうけた人の

分だけとなると結局は料理や洗濯もしないわけ

にはいかなくなるので利用出来ないことになっ

てしまいます。私が一番利用したいのはタクシ

ーの割引券ですが歩くことも立っていることも

出来ないのに出ません。知り合いの人はペース

メーカーを入れているので利用出来るとか、他

にも券はたくさんあるが使ったことがないとか、

もう少し細かくチェックして困っている人を助

けて欲しいです。（女性、84 歳） 

○65 才以上の一人暮らしの人が増加しています。

月 1回でも良いので地域でお茶会、お話し会等

の場所があれば良いと思います。平成 28 年 12

月 4日をもって東京都に引越しします。20年間

松戸市民として生活させていただき、ありがと

うございます。一人暮らしから子供と同居する

ことになる、引越しです。まだ親戚がいる人は

良いですが、一人暮らし、誰も身寄りがいない

人は、これからたくさん出て来ます。その人達

の事をささえて下さる市政を期待しています。

（女性、68歳） 

○ねたきりでなくても歩くのに不自由（踏まれて

（両足）7 年半にけがしている）な場合はじん

速に手を貸したり運転してくださればありがた

いです。（女性、88 歳） 

○・要支援の認定をうけているが、現状維持を願

い必死でデイサービスに通所している。もっと

近くに居場所（話せる場）があると出かけてい

けると思う。（半径 50m 位が限度）・いろいろな

催し物がたくさん計画されているが、自力でそ

の場に行けないと参加できない。外に出られな

い人も多いのではないか。（女性、92歳） 

○私も八十五才、来月は、86 才になる。70才から

は血圧があがったり、皮膚病にもかかりやすく

なった。80 をこえると、尿が夜中でも三回にな

り、朝起きが不自由になった。また頻尿になり、

特別なパンツをはくようになり赤ちゃんにもど

る。この補助もできたら老人の紙パンツ代も一

部補助してほしい。口頭では言いにくいが、用

紙だから書けるのです。（女性、85 歳） 

○病院がよいが多くなるのでぜひシャトルバスの

充実や福祉タクシーの充実を希望します。例)

上本郷駅や明センター近隣から市立病院へのバ

スのない地域の充実をお願いいたします。クリ

ーンセンター等の水泳等気楽に行けるようシャ

トルバスの運行を希望します。（女性、70歳） 

○現在「あんしん居住協議会」が進めている、高

齢者を無料で安心確認する居住を全市に広げて

は如何ですか。市で支援助成して下さっており、

市の支出も少なくなり、高齢者支援課を中心に

関係部署に徹底し「あんしん居住（無料）」を高

齢者宅へ広めて行きたいもんです。（女性、74

歳） 

○一人暮らしの高齢者に対するサービスとして次

のことを望んでいます。緊急事態に対する措置

として市民税が課税の方にも緊急通報装置を貸

与して欲しいと思います。（男性、87歳） 

○買物で駅（ときわ平駅）近くまで行かないとス

トアやお店がないので困っています。足が痛く

て長く歩けないので往復タクシーを使うと大変

な出費になります。宅配も受けていますし、ヘ

ルパーさんにも来てもらっていますが、銀行、

郵便局、支所の用事などもあるので、バスがあ

ると本当に助かります。又ヘルパーさんが 1時

間ずつ二人来られるので、2 日夫婦在宅しなく

てはいけないので、病院など朝から出掛けられ

ない事もあり、お 1 人 2時間連続でやって頂け

ると助かります。（女性、86 歳） 

○・介護保険も医療保険（特に高い）も保険料が

高い。・使えないサービス、効果のはっきりしな

いサービスはやめて、実用本位のものにスッキ

リさせ、資源を節約する。・困っていることに対

応していく仕組みに変えていく。（男性、68歳） 

○今後、さらに介護保険を必要とする人々は増加

すると思われる。現在、認知症など生活全般に

ケアの必要な方と運動機能の一部などが不自由

で生活しにくい人とではケア自体に大きな差が

あると思う。今は認知症の方にどうしても重点

がおかれている様に思えるが、運動機能だけを

回復させれば社会復帰する事の出来る人には、

医師、スポーツトレーナーなどのアドバイスと
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共に体のケアが出来る所などへ、直接、紹介し

てもらえるような事が出来れば、増加する人数

もおさえられると思います。（女性、77 歳） 

○ゴミ出に雨の時、重い時、仕分け、傘や杖を使

うため家庭内の電球などの取替え大きい洗濯物

干し、取り込み高い所の低い所の拭き掃除急病

などで付添ってくれる介護者（女性、87歳） 

○デイサービスの送迎車が近所へ良く参ります。

介護師の方の過剰と思われるサービスの様子を

如何な物かと見て居ります。歩ける方を抱える

様な感じで車中へ…ケースバイケースで処する

事も肝要と思って居ります。デイサービスに行

き始めてからめっきり老人化して行く様子を悲

しく見て居ります。（女性、80歳） 

○1年で 30万位しか、国民年金がなく、生活がや

っとの人間です。管理費は娘が払ってくれるの

で何とか、身の丈の生活をしている者ですが、

足腰も悪くなり、せめて、バス代だけでも月に

いくらかでも補助がほしいです。大変でしょう

が、よろしくお願い致します。（女性、81歳） 

○緊急通報サービス大変助かっていますが現行

（アルソック）になってから、かけつけ後→救

急車要請では間に合わないと思います。又以前

は月 1 度の対話があり装置にさわる機会もあり

ましたが現在はなく老人が緊急時に使うのをた

めらったり戸惑ったりすると思います。早急に

改善していただければ幸いです。（女性、81歳） 

○最小限の日常生活を維持できるように、足腰が

悪いので、今の通所リハビリの制度はありがた

い。年を重ねるごとに心配事は多くなると思い

ますが、ケアマネさんに相談して、出来るだけ

自力で頑張っていきたい。（女性、74歳） 

○Ｑ94の 2の軽度生活援助サービスについて。安

いので、大変助かっています。出来れば、仕事

の内容をもう少し増やしてほしいと思います。

（庭木 1～2本（高さ 2m以下）の手入れをお願

いした所、出来ないとの事、又、依頼すると 1

本でも半日計算で 4 千～5 千円負担してもらう

と言われました）3 の配食サービスについて。

要介護認定を受けていなくても、出来れば食事

を届けていただけたらありがたいですが…。（女

性、73歳） 

○主人が介護 4 で、自宅以外はいやがり、昨年 11

月 5日、私がころんでこしと、首の近くの骨を

おり、一時入院して、1 ヶ月後退院し、介護を

しながらの食事の用意に苦労しました。食事の

宅配を色々たのみましたが、すぐにあきて、食

べてくれなくなり、買物と食事の支度に苦労し

ました。食事 1食でも良いので、配達があれば、

がんばれると思いました。（女性、76歳） 

○ハウスヘルパー（福祉以外の自由契約）を使い

たいが料金が高くなるので、福祉関係と一緒に

なったサービスが欲しい。料金も半分位で

（1,000 円位で）毎日の見廻り、食料の買い出

等。（女性、77歳） 

○要望して掃除は掃除機だけでなく、ほこりとり

で上の方のほこりも取ってもらいたい。（女性、

78 歳） 

○事業所の体操教室は、とても良いと思ってます。

他人と話し、体を動かし、チョット頭を使い、

等々、重い介護者にならないためにも体操教室

の活やくはとても大きいと思います。民間の体

操教室とは全々違います。（女性、78歳） 

○83 才の年金生活者です。24 年間妻（要介護 4）

の面倒を見て居ますが、私自身病気なども有り、

数年前から娘に同居して貰い食事や妻の入浴そ

の他一切の面倒を見て貰っています。現在妻を

週 3回（月、水、金）デイサービスに行かせ世

話になってますが、家庭での介護に対して金銭

面での援助を頂ける制度が有れば本当に助かる

のですが。希望はそれだけです。（男性、83 歳） 

○・一人暮しの人への安心電話を全戸無償で配布

して下さい。・高齢者向けバスの割引券の発行。

（女性、77歳） 

○息子の家族と半同居の生活を送っていますが、

最近年々と体力が落ちてくるので、現状をなる

べくたもつために、朝のストレッチ体操等やっ

て自分の事はやって迷惑はかけないつもりです。

ただ通院の時、雨風の日にタクシーを使用しま

すので、タクシー券があったらと思います。頑

張っても今の世の中良し悪しかと感じています。

今の制度だと家族との同居は少なくなると思い

ます。右肩の腱板断裂のため乱筆にて失礼致し

ます。（女性、81歳） 
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○路線バス（松戸駅行き）老人割引きを希望致し

ます。年金老人にとってはタクシー代が、大変

です。病院に行くので、お願いします。朝松戸

駅行きのバスが、こむので道はばを、なんとか

してもらいたい。よろしくお願い致します。（女

性、70歳） 

○介護保険料が上がらない様にお願いします。デ

イケアサービスに週 2回行っておりますが、も

う少し料金が安くならないものですか。1 万円

位いかかるのです。国からとか市からの援助は

ないのですか。デイケアサービスに持っていく

かばんの中まで見るという事は、私しとしては、

罪人あつかいみたいで気分が悪いです。デイケ

アサービスという所は、そんなにも厳しい所な

のですか？入所している人達はどこかしら悪い

所があるので入所していると思います。入所し

ている人のだからといっても悪い事をして入っ

てくる訳ではないので、職員だから何してもい

いとは思いません。朝ケアサービスに入ったら

自由が奪われているような気がします。もう少

し自由があっても良いと思いますので、その点

を調べて下さい。お願いします。（女性、81 歳） 

○保険で提供してもらっているものは普通にホー

ムセンターなどで売っているものに比べ値段が

高いと思う。もっと普通の値段で取引が出きた

らいいと思う。全体の負担も少くなるので。（女

性、70歳） 

○ふれあい会食を見ていますが、1 人暮しで、市

民センターまで来られる人と言われています。1

人暮しでもセンターまで行かれる人は、買物も

出来るし、旅行に行かれる人もあるでしょう、

家で食事作りも出来るでしょう。その様な人に

は食事のサービスや、楽しみをしてもらわなく

ても自分で出来ます、その費用は、二人居ても

高齢で、食事の仕度も買物も出来ない人たちに

配食サービスをしてあげたらと思います。（女性、

78 歳） 

○私は現在支援 1で、週 1回デイサービスを利用

させて頂いています。「私は立って出来ます」と

云っても、座って…。と云われて、只、手を振

るだけのラヂオ体操。現在 4、5才の幼児でも馬

鹿にしそうな、ぬり絵をして時間を潰し、40 分

も前からコートを着、手袋をして、帰宅の時間

を待つ。何に希望を持てと云うのか、考えると

なさけない。介護業界の現状も考えてほしいと

思う。「90才何がめでたい」（女性、91歳） 

○自分の身の廻りが思うように出来なくなった時、

誰かヘルパーさんがきて下さるのでしょうか。

（女性、86歳） 

○・体力に応じてのリハビリ施設が多様にあって

夫々選んで通えるようになると有難いと思う。

例えば体力別の運動施設、趣味を楽しめる施設

（歌う聴く、楽器等、手芸、戸外の散歩等々）・

電車、バス等の料金割引（東京都実施のように）

があると助かると思う。・公園や博物館、美術館

等の入場料無料は有難い。・体力に応じて戸外で

の農園で花・野菜作りも…と思う。（女性、88

歳） 

○Ｑ97 の「3」を希望しますが、諸般の事情によ

り「1」もやむを得ないと思います。要支援のサ

ービスを出きるだけ続けられるよう切に希望し

ます。（女性、86歳） 

○・質問が長すぎる。読むのと理解に苦痛に思

う。・デイサービスやデイケア等あまり、カタカ

ナ英語を使わないでもらいたい。シートステイ、

ホームヘルプ、ケアマネージャー…。・サービス

が体操など 1 人 20分しか利用出来ないなら、1

人の指導者が 10人集めれば 200分つまり、3時

間近く、体操が出来るはず。その様なデイサー

ビスは松戸にはないと思う。（男性、85 歳） 

○今、要支援（1）ですから運動は週に 1度しかい

かれません。二度でもいきたいのですが。費用

はお払いします。（女性、89 歳） 

○東京の方は高齢者の事を思ってバスは無料だし

いろいろと考えてくれてるみたいです。松戸の

方も前よりは高齢者の事を考えてくれてるみた

いだけどもう少し私みたいに遺族年金が少なく

ぎりぎりの生活でやっているのでバスの無料と

かタクシーが安くなるとかがあればいいと思い

ます。あくまでも私が思っている事です。私は

杖をついていて、デイサービスもいっています。

今、不安しょうでなやんでいます。救急車で運

ばれたりした事があります。（女性、76 歳） 

○老齢になって来ると自分で出来ると思う事が出
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来なくなり自立の意思があってもままならぬ事

が出てきます。個々の考え方で頑張れる人、依

頼したくなる人各々個人差があり、規定で一律

に評価するのはむつかしいですね。介護認定の

等級もケアマネージャーさんにより、認知度が

違う様に思う事もあります。通所リハビリを利

用させて頂いていますが、必ずしも状態と認定

度が納得出来る人ばかりとは思えません。老い

ても皆、自分の事は自分でしたいとの思いは同

じだと思いますが、こればかりは出来るかどう

かは解りませんね。（女性、84歳） 

○お店がないのが不便です。自宅よりスーパーま

での交通費半額補助ぜひ実行して下さい。おね

がいします。（男性、91歳） 

○デイサービス増加は、どうかとおもう。（男性、

84 歳） 

○要支援 2ですが、送迎やタクシーの割り引き券

が使用できるようにしてもらいたい。（女性、78

歳） 

○高い所の物や、電気の球が切れた場合に、すぐ

たのめる所があればたすかります。（女性、74

歳） 

○私は現在ケアハウスにて生活して居り何かと高

齢者へのサービス、低年金者への支援に有難く

思っていますが常々思い云っています事ですが

改めて市内の交通機関の利用料金を半額にして

戴けたら、足腰の元気な方は部屋のとどまらず

市内の無料イベントその他楽しみを増し、私は

出来るだけデイサービス利用せずにと、残りの

人生介助なく終わりたいと願っています？明日

の事はわかりませんが上記の件無理な事とは存

じますがよろしく重ねてお願い致します。（女性、

86 歳） 

○ある程度の年齢（90 歳以上）に達した場合、要

支援の人でもおむつ代の負担があってもいいの

ではないかと思います。代筆（女性、96歳） 

○食事の宅配について、値段、カラーの食卓膳、1

人用・2 人用の用意の有無、を知らせて欲しい。

（男性、82歳） 

○介護保険については、上記 3の介護に関する希

望を可能な限り実現して、費用負担を軽減する

対策が必要です。経済格差が進んでいる現在、

高齢者の経済的な困窮も更に加速されるでしょ

う。高齢者福祉に関しては、バス・鉄道の補助

を望みます。高齢者が外出することにより、「寝

たきり老人」の予防となります。このことは、

日本だけのものです。（女性、73歳） 

○お医者へ通う為お車代がかかります。老人用タ

クシー割引が実施されれば大いに助かりますが

如何ですか。（男性、82歳） 

○デイサービスをうけていますが、一緒にデイサ

ービスに来ている方で自分で改善しようという

意欲が少ない方を見かけます。介護者自身も利

用者にとって望ましい支援は何かをしっかり考

えて行動していただきたい。こういう基本的な

ことを大切にしていただきたいです。（女性、63

歳） 

○非課税すれすれの年金生活です。非常ベルの設

置とバス利用をもう少し安価にしてほしいです

（年間京成バス 3萬）。座骨神経痛（右）、胸つ

いに骨折あり大へん不便です。83才ですが、毎

年不自由さが増していくこの頃です。以上（女

性、83歳） 

○息子が外階段でつながった 2階に住んでいます。

食事・洗濯・風呂は全部 2階で済ませています。

息子は朝早く出て夜遅く帰ってきます。週に 2

～3 回は夜勤があって帰ってきません。私は昼

も夜も一人で不安です。それでも介護について

は、息子と同居ということで、一人住まいなら

受けられるサービスがあまり受けられないよう

です。何かおかしいです。息子と一緒に暮らし

ているとは言えない状態です。（女性、84歳） 

○私は脊椎の手術を行い、また、首の骨と両足を

傷め、要支援 2となっています。なるべく通院

や所用での外出は一人で頑張るようにしていま

すが、体調の悪い日などは行きは何とかなって

も、帰りは気息奄々ということもあります。こ

のようなとき、介護保険の範囲で認められてい

る範囲でタクシーを利用できるよう望みます。

（男性、85歳） 

○娘が同居するまで軽度の支援をしていただいて

いたが、同居と同時にカットされた。その後、

娘の就職で私一人の生活時間が長くなり、以前

の独居生活と変わらなくなり、生活支援がなく
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なった分、余計に負担感が大きくなった気がす

る。以前よりは軽いものでいいから生活支援を

してはもらえないものだろうか。（女性、84歳） 

○95才になり、初めての介護制度の「支援 2」を

認定され、デイサービスに行けるようになり、

精神面、身体面でも安心できることになり、大

変うれしく思っています。感謝しています。「支

援 2」または同居の家族がいる場合は、私の希

望する特養へは入れないということを知りまし

た。現在は何とか暮らしていますが、この先こ

れ以上娘の負担をかけたくなく思っています

（重い責任を伴う仕事と介護の両立は無理）。要

介護に認定されるか、支援 2 でも受けられるサ

ービス内容を増やして頂けるよう願います。（女

性、94歳） 

○体の重度の人はいろいろな面で介護が受けられ

ますが、軽度の人ほど、これ以上は悪くならな

いよういろいろの面で良い介護方法を考えてほ

しいです。介護保険料は夫婦毎年上がる一方で

す。（男性、75歳） 

○ミニサービス券をもう少し増してほしい（女性、

93 歳） 

○高齢者バス料金の無料化により、高齢者の運転

免許保持者の返納が増加するのではないかと思

われます。高齢者の交通事故の減少につながる

のでは。（女性、77 歳） 

○膝の痛みで 1年以上思うように歩けず、今はリ

ハビリで少しずつ良くなっていますが。昔から

外出が好きな自分ですがバス代が高くて都のよ

うに、1 年間 1000 くらいの負担でした。都営地

下鉄等無料で出来れば、高齢者も外出のチャン

スは多くなり、医療費も少なくなり、元気な老

人が増えれば看護にかかる費用も抑えられるの

ではないかと思います。せめて低所得の人のバ

ス代を半額くらいにしていただければ外出する

チャンスも多くなると思います。（女性、82歳） 

○・支援あっての日常生活です。例えば重いもの

が持てない、踏み台が使えない（高いところの

ものの上げ下げ、季節ごとに大変）。・市内を巡

回バスがあれば良い。例えば中央公園前、市会

館前（文化祭、プラネタリウム見学）。千葉大前、

戸定歴史館前、支所玄関前、その他高齢者が楽

しめるように、外出できるようにお願いします。

バスは一日乗り降り自由で 200円とか。（女性、

80 歳） 

○電球の交換、高いところの簡単な掃除など気軽

にお願いできるシステム、援護者が身近に欲し

い。（女性、80歳） 

○65歳以上市民税が非課税の方等、よく目にしま

すが、市民税もギリギリのようで査定されすご

く不満です。非課税など取り払って頂けないで

しょうか。例えば、緊急通報装置等有料でも使

えるようにすれば、助かる人は大勢いるんじゃ

ないでしょうか。みんなが安心して暮らせるよ

うな町にしてほしいものです。（女性、88歳） 

 

■ 主に施設サービスについて 

○最近は高いお金払って入る所ばかりふえていて

私達にはとても入れる施設ではありません。普

通の方達も入れる施設があれば良いと思います。

そのために 1 人で亡くなる方が多いし、世の中

に生きていても仕方ないと思っています。お金

のない人はなんのために生きているのか分かり

ません。早く待っている所に向かえがくれば良

いと思っています。（女性、76歳） 

○年金が少なく、もっと介護サービスを受けたい

が、受けられない状態。ケア付き高齢者住宅で

住み替えて子供の近くに行きたいと思うが、年

金が少なくて少々の貯金はあるが高くて住めな

い事情がある。（女性、74歳） 

○今の所は自分で出来るが、いつ自分が認知症に

なるかはとても不安である。自分自身で考える

事や自分のペットとの生活で何とか家族で楽し

くしています。もっとこれからは市でケアサー

ビスの老人ホームの有料を増やしてほしいと思

います。（女性、75 歳） 

○特別養護老人ホームで生活したいのだけれど年

金だけでは使用料が足りなく入居できません。

年金で入居できる場所を作ってほしい。（女性、

79 歳） 

○益々高齢者が増えていく中、特別養護老人ホー

ムが不足し、有料老人ホームは高額な為入所は

できず、困っています。早急な対策が必要だと

思います。にもかかわらず、国は保険料を上げ
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たり年金を減額しようとしたり、老人を苦しめ

ています。全く時代に逆行した政策に腹を立て

ています。年寄りは早く死んでほしいのでしょ

うね。（女性、83歳） 

○民間の施設だけでなく、市の特別養護老人ホー

ムがあればと思います（廃校の利用は無理でし

ょうか）。介護認定だけでなく、経済環境（年金

の低い方）に応じての支払ができれば、リハビ

リィに通所したいと話された方がおりました。

又相談窓口に近くの民生委員の方には心を開い

てお話が出来ない、とのこと、本当に大変な方

もおります。じかに声を（アンケートだけでな

く）聞く事も大切かなと思います。（女性、85

歳） 

○自立、要介護を含めてのサービス付き高齢者住

宅に入居したが、要介護、障害の人が 99％とい

うのが現状。職員不足で手が回らず、健康や将

来への不安を抱え、日々過ごしている。（性別無

回答、84 歳） 

○これから一生懸命生きて行くうえで年金で入れ

る施設があったらうれしいなあー。（女性、67

歳） 

○有料老人ホームに入所できる者は限られる。特

養を増やして入居待ちを解消すること、保険料

引き上げはある程度やむを得ないが、その前に

国にとって税金の無駄使い、税金の公平性の改

善等により、財源を作り出す方が先だ。介護に

かかわる人々の待遇改善、現在の収入では質の

良い介護は望めない（親を施設に入れたことが

ある）。（男性、74歳） 

○年金生活者も入れる特養施設をもっと欲しい。

（女性、68歳） 

○介護高齢者も上がり、年金が下り、子供の数も

少なく食欲もない。これから病気をしたり、家

で見る策も住宅事情など相方の年金、体力等考

えていくとただ年をとることが良い事でなく不

安もあります。ホームに入居する認定もその所

によって、やり方が違うと思うのでどこも同じ

レベルの認定確認を受けられるよう希望したい

と思う。自宅で介護で老人が明るく生活できる

ように願います。（女性、75 歳） 

○特別養護老人ホームへ入所希望した時、順番待

ちがなくなっていてほしい。（性別無回答、89

歳） 

○公的特別養護老人ホームに入るのに入居待ちが

多いのを解消することが出来、すぐ入居可能に

なることを望みます。（男性、87歳） 

○いずれ自分の事が出来なくなったら老人ホーム

に入りたいと思ってますが、年金を頂ける内で

ホームに入りたいと思います。多少の預金をく

ずす程度位で。（女性、78歳） 

○私の居る所は自立型のケアハウスなのに次第に

認知症の方が多く入居して来てすごく迷惑を掛

けられて自分もそうなる様な気がして毎日不満

が増して居ます。事務所に話しても我慢してく

れです。私達普通の人は皆困って居ます。（女性、

87 歳） 

○特別養護老人ホームを充実させてもらいたい。

（女性、89歳） 

○15 年前に主人と共に北海道から娘夫婦の持ち

家に引越して来まして、御近所の方も良い方ば

かりで本当に幸せを感じておりました。昨年 1

月に主人が亡くなり、共に私も体がそして頭も

弱って来ましたので、老人ホームに入らなけれ

ばいけないと思います。お金のない老人でも暮

らせる安いホームがあれば良いと願っておりま

す。どうぞよろしくお願い致します。（女性、87

歳） 

○私は主人の介護を 8年した経けんから私は常命

がくる迄、たべること、出すこと、歩くことが

出来る様日々努力していますが、もし思う様に

ならなくなった場合、娘に主人の時の様な思い

はさせたくないと思っています。年金で払える

程度の介護付ホームがたくさん出来ます様願っ

ています。（女性、83歳） 

○介護費用の安い有料の場所（家、友がこられる）、

多くほしい。（女性、79歳） 

○家内が認知症で(3)家事生活のすべてが負担と

なり大変につかれる。公ホームなどに入所出来

るようにしてほしい。（男性、85歳） 

○低所得者でも入れる施設、老人ホームなど作っ

てほしい。（女性、76歳） 

○高齢化が進み、一人暮らしの老人が増加すると

思われます。共同生活ができる共同住宅で共同
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農園や軽作業場等を併設した生活空間で人生の

終わりまで安心生活できる施設があると良いと

思います。孤独死の報道には胸が痛みます。（男

性、75歳） 

○年金支給額の引き下げは困ります。反対です。

お金持ちの入れる老人ホームは民間で出来てき

ているようですが、一般の人たちが安心して入

れる老人ホームを公的機関で早くたくさん作っ

てください。高齢者福祉に関する予算を大幅に

増やして下さい。（女性、86 歳） 

○私は軽費老人ホームに入居しています。週 2 回

のヘルパーさんに来ていただいて掃除・洗濯を

してもらっています。心臓の手術後、何とか通

院しながら生活しておりますが、ここでの生活

は自立していかなければなりません。家族にも

頼れないため、要支援でも入居できる、特養と

軽費老人ホームの中間のような施設ができるこ

とを願っております。また要支援でも自立でき

ない場合は特別養護老人ホームに入所出来れば

いいと思っています。（女性、79歳） 

 

■ 主に職員について 

○施設の方の人数が少なすぎて、母をきちんと見

てもらえない。骨折、トイレ（尿の病気）、すべ

てが後手です。できれば施設を変えたいです。

（女性、66歳、要介護 3） 

 

■ 主に要介護認定について 

○今年の 8月から料金が上がり、少し苦しいです。

介護の認定が我が家を含めて厳しいと思います。

寝たきりでチューブをしている友人が介護 5か

ら介護になったそうです。おかしくないですか。

（女性、89歳、要介護 2） 

 

■ 主に経済的な負担について 

○身の上相談になるかもしれません。独身である

自分は、急病・大病し、入退院しながら有料老

人ホームを選ぶしかなかったので、入れてくだ

さるところ、今のホームへ 69.5歳にて入居しま

した。年金所得額（最低ランク）に対して臨時

福祉給付金があまりに少なすぎます。再審査、

検討して待遇・援助を切に願います。ホーム入

居者の支払う金は高すぎます。有料老人ホーム

は苦しくて悲しい場所です。（女性、80 歳、要

支援 2） 

 

■ 主に介護予防について 

○病気になった場合のみの事についての質問が多

かったが、健康を維持する方法の設備等に考え

ていく必要がある。（男性、81歳） 

○いきいきトレーニング的なプログラムは短期で

なく永続的なものにして欲しい。現今は、3 か

月と短期で折角ペースがつかめた頃終わってし

まいもったいない為。（男性、70歳） 

○介護予防・日常生活支援総合事業の 25項目のチ

ェックリストを知りたい。（男性、72歳） 

○看護予防のために健康体操の出来る機会を増や

して下さい。1 回だけといわず、継続して行い

たい。続けることで体の変化を感じます。日常

続けられる健康への配慮を市の負担でお願いし

たいです。（たしょうの自己負担はやむをえませ

ん）（女性、77歳） 

○老人 80才を過ぎると、1年ごと体力がおとろえ

て自由がきかなくなり心配です。高齢者むきに

体力増進の運動の場があると参加して、各々元

気になり楽しい生活が送れると思います。足、

腰が悪い方が多く、自動車で送り迎えがあると、

尚参加したくなる方が多々あると思います。病

気をせず、毎日元気で楽しい生活が出来れば幸

いと存じます。どうぞよろしくお願い致します。

（女性、82歳） 

○Ｑ89に関連させて、いざとなればすべて行政の

救いが差し伸べられる、と思い込んでいる高齢

者も多いのでは…。このような無気力な高齢者

に対して、健康年令を引き上げるような、予防

医学的な指導も必要だと思っています。また、

私達も財源の有効活用という観点から健康維持

のための努力は必要だと思っています。現在、

私は難聴で、また、人工肛門を付けていますが、

市の福祉制度には大変感謝しております。（男性、

72 歳） 

○介護予防教室を終了してから、今まで教えて頂

いた事を思い出してやって居りますが物忘れの

だんだん、ひどくなる高齢者には、少し無理で
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すね。何ヶ月毎に 1 日（500 円位で）教えて頂

けると、良いなと思いました。（女性、86歳） 

○1.介護は障害を背負った人が理解出来ない。親

子ですら困難が有るのに、健常な他人にわかる

だろうか？2.何処の自治体も借金だらけで現状

で手一杯だと思う。手厚いより早期対応に金と

力を注ぐべし。3.アイデアとして、健常時の介

護貢献ポイントにして、介護サービス時に反映

させる仕組はどうか？（男性、71歳） 

○「悠々倶楽部あすなろ」に御世話になり、小生

の唯一の楽しみであったが、入会条件が厳しく

（3ヶ月で終了）、けいぞくを希望しても、市の

規則で、続けられない。誠に残念である。老人

の運動と共に老人のサロン的な雰囲気が何とも

有難いが何とかならぬものか。贅沢を言わして

もらえば 1 回 700 円は、ちょっと高い。￥350

位で残り火の人生を楽しませて呉れないか。（男

性、82歳） 

○現在、介護保険のイキイキトレーニングに通っ

ています。お陰様で、体調が良くなりつつあり

ます。週二回三ヶ月のトレーニング期間に一考

をお願いします。市の要望とすれば 3ヶ月間で

修得したものは、それ以降は自分でトレーニン

グにはげむ様にとの事。このシステムは我々老

齢のものにとっては、ハード過ぎます。3 ヶ月

間では無理です。又週二回というのもハードで

す。もう少し違った形で、長くつづけられる様

にご一考下さい。（女性、86 歳） 

○（本人口述代筆）予防医学のお声掛りでスター

トした認知教室・体操教室が高齢者の増加に追

いつかなくなったとかで急に尻つぼみになり、

自己管理やらコース変更で入所を希望しても叶

わない状況になってしまい困惑している。（男性、

80 歳） 

○みんなで運動したり脳トレできる楽しい時間の

おかげで元気が出てきました。歩行器のおかげ

で出て歩くことができるし友達もできました。

これからも続けて欲しい。（女性、77歳） 

○訪問型サービスを受けた方が楽だから自分です

るという気力がなくなったと言われたので、私

は大変でも休み休み自分でなるべくする様にと

思う気力がでてきました。服の着替えも時間は

かかりますが頭をつかって簡単に出来る様考え

て毎日を過ごしています。老齢になって気力が

なくならない様な何かないのでしょうか。介護

をうける前の体力をつくる方法を考えて下さい。

又、気力をなくさない方法も考えて下さい。（女

性、88歳） 

○介護にならないように体を作くるシステム。（女

性、71歳） 

○介護予防教室が度々ありますが、“お勉強ばかり”

で無駄です!!もっと実際に体操をする場がほし

いです。認知症予防の脳トレ。体を動かしなが

ら頭も使う体操等々あるのに、実施している市

の施設は見あたりません。小金原の体育館など

でやってほしい。ヨガなどばかりで…。週 1、2

回位出来たら良いと思います。家で一人で本を

みてやってみまがすが、やはり大勢で楽しくや

りたいです。（女性、80歳） 

○サービスを利用する人と利用しないですむ人の

不公平感をなくす為、保険料は、現状程度にし

て、サービス利用料を低所得の人以外は上げて

も良いと思います。自身の経験から介護認定を

受けるようになるのは、ある程度自己責任、今

までの自身の生活習慣の悪さ、健康に対しての

認識の甘さなども原因の一つかと思います。健

康に対しての啓発を市を上げて取りくんでほし

いと思います。（女性、年齢無回答） 

○主人の介護の認定を取らなかったら事業対象者

の件は知らなかった。広める方法はどうする

か？介護施設とただ運動を皆と同じに行っても

良いものかどうか、その人にあっている運動で

あるかどうか色々と問題があると思います。ま

た私は一ヶ月ですが、もう少し続けて見ようと

思っています。（女性、80歳） 

○現在、通所型応援クラブで体操をしていて、と

ても成果が上がっております。私の性格から人

と接する事があまり好きでないし、スポーツに

も興味ないが、身体のあちこちに痛みが出て、

やむをえず、出ましたが、とても調子がよくな

りました。まず「寝たきり状態になることの阻

止」は介護活動にとって重要な視点だと、思っ

てます。寝ない前の段階からどうすれば良いか

の啓蒙的活動といいますか。私の体験です。（女
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性、77歳） 

○自分で体操を家でやる事はなかなか難しいので

包括支援センター主催の「いきいきお元気クラ

ブ」の体操に通っていると足腰の痛みや、暗い

気持でうつ病になりそうな時も自然と他の皆様

と話をしたりしていると気がまぎれます。又、

介護保険を使わない為にもこの予防体操に通い

たくでもなかなか通わせてもらえません。今の

体力を維持する為にも体操を長く続けられます

ようにお願い致します。（女性、72 歳） 

○市には何かとお世話になり有難く存じます。介

護保険を使わせて頂き包括支援センター様のご

紹介を頂き施設での体操をさせて戴きました。

確かに高齢者にご親切に体操の御指導を頂き元

気になりましたし、日々の生活が楽しくなりま

した。しかし人数が非常に少なく多くの高齢者

に声をかけてあげたい様でしたが支援センター

さんの許可がなければ施設での体操が出来ずに

施設側の先生方と包括支援センターのいま 1つ、

かみ合わなさを感じた次第です。もっと多くの

高齢者の利用が出来ますことを望みます。（女性、

69 歳） 

○健康維持の為いつでも利用できる公共の場所を

近くに作って戴ければ幸いです。（女性、72歳） 

○元気応援でトレーニングを実施して下さるのは、

大変有難く励みになっていますが私の所からは

遠いので電車や歩けば 30 分位と度々は行かれ

ません。出来れば一ヶ月に 3 回位トレーニング

や脳活をしたいと願っています。地域にもっと

こんな催しが増加する事をお願いします。（女性、

83 歳） 

○少子高齢化で、保険料の支出増大は歯止めがか

かりません。だからこそ、今後増え続ける団塊

の世代の高齢化に伴う、その対応策は非常に重

要です。その解決策の一環として進められてい

る要支援 1、2の「かよい C コース」を現在の 3

ヶ月終了でなく、年間を通して実施されること

を強く希望します。一時的には支出は増大しま

すが、長期的には、有効的な施策と思われます。

寝たきりになる前にまだ少し自力できる人達の

老化防止のため。（女性、67 歳） 

○小金原に住んでいます。介護予防で「あすなろ」

に 3か月間通いましたが、もう終わりで次はな

いと言われました。週 2回私にとってはいい運

動でした。また機会がありましたら行きたいと

思います。通えるようにしていただきたいと思

います。よろしくお願いします。（女性、80 歳） 

○このたび、大腸がんの手術をしましたが、地域

包括の紹介で通っていたお元気教室のおかげで､

2週間の予定が 1週間の入院で退院できました｡

80 歳の私でも体力をつけることができます。と

はいえ、見た目は元気でも中身はボロボロにな

りがちなのも 80 代です｡だからどなたかの助け

や声掛け､やる気を引き出してくださることが

一番大事だと思っています｡1 年たったの 24 回

の教室ではなく､もっと継続して実施していた

だければありがたいです。（女性、78歳） 

○「介護予防いきいきトレーニング」について：

受講には対象者認定を経て、有料（費用の一部

個人負担）で実施されているが、1 要因 1 期で

は短すぎると思う｡希望通りとはいかなくても､

個々人の状態を加味して､自立につながるよう

な効果的な期間で実施してほしい｡（男性、78

歳） 

○現在、リハビリスタジオで足腰の筋肉強化の運

動を行っています。最近、不安定な歩き方にな

り、不安でしたが、スタジオでお世話になり、

少し良くなった気がします。予防のためにも、

方々にこのような施設があったら高齢者がげん

きになると思います。悪くなって歩けなくなっ

てからでは手遅れです。八ヶ崎にはあるのでし

ょうか。よろしくお願いします。（女性、74 歳） 

○公園に運動器具が欲しい。家では寝てるだけな

ので、そのようなものがあれば、外出のきっか

けになる。（男性、67歳） 

○運動機能向上のため、自由に出入りできる施設

があれば（安価な料金で）良いと思います。（男

性、年齢無回答） 

○身体が不自由になってからの介護より、ならな

いための運動等が気楽にできる施設や、こまめ

に受けられる体操教室等があると助かります。

定年等により仕事がなくなり、毎日行くところ

がなく、お金もたくさんは掛けらないので、市

が老人向けの教室を開催して下さればと思いま
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す。（女性、70歳） 

○高齢者が現在の健康を維持し、将来的に保険負

担を増やさないシステム作りをしてほしい。い

きいきトレーニングで体調がよくなったことが

自覚できるほどに改善した場合でも、継続して

トレーニングを受けることが出来ず、自主トレ

では補いきれない。これでは貴重な保険料の無

駄遣い。（女性、77 歳） 

○いきいきトレーニング、通所型元気応援クラブ

について、参加システムに問題あり。空席が多

いのに参加できない（させない）のは何故か！

（男性、80歳） 

○通所型サービスでトレーニングをしたいので数

を増やして下さい。介護保険以外のサービスと

して「単身世帯に対して援助券を支給」がある

のを知りませんでした。せめてケアマネジャー

くらいは知っていてほしいと思います。（女性、

83 歳） 

○高齢化の進展によって介護費用の増加はやむを

得ないことと思いますが、健康寿命を延ばす施

策によって、介護費用を抑制しようとする試み

にも目を向けて欲しい。富里市/千葉県、尼ケ崎

市/兵庫県では、1年間の歩行数の目標値を決め

て、目標を達成すると商品券を渡すといった施

策で効果を上げているようです（NHK のテレビ）。

（男性、80歳） 

 

■ 主に認知症対策について 

○要介護状態となった時の費用支払い出来るか、

年金が少ないので心配しております。もの忘れ

が多くなり予防の為に何をして良いか考えてい

ます。勉強の場がほしいです（ボケている様に

も感じております）。（女性、76歳） 

○若い頃は年を重ねると心身衰えていく事を考え

ず、生活習慣も気にしませんでした。希望とし

て、1.現在の健康診断に認知診断項目も追加し

てほしい。結果報告のみでなく本人の対応も確

認をし介護保険を使わず健康に暮らせるように

なるといい。2.私は介護のサービスで助かって

います（独居の為）。予防が大切だと痛感してま

すが今となればお願いするしかありません。若

い方が福祉に関心を持ってくれる様な、教育が

あるといいです。（女性、69 歳） 

○認知症予防の体操・運動教室など市でお願いし

たいです。（女性、77歳） 

○認知症予防のための脳トレと運動教室を充実し

てください。初期予防が大事と思われます。（女

性、80歳） 

○現在、包括センターから紹介されて認知症予防

口座に参加する一度かぎり（24 回で終了）で終

了とのこと、一年後、2 年後維持できているか

再度受講できるシステムに代えてほしい（女性、

78 歳） 

 

■ 主に相談や情報提供について 

○高齢者に対する生活、健康維持等に関する行政

サービス等々が全くわからないので、それらの

啓蒙等、周知と利用の簡便性の向上を期待しま

す。（男性、84歳） 

○脳梗塞のとき、病名が分かったのは 20日余あと

だった。市立病院は耳鼻科眼科とも完全紹介制、

眼科も耳鼻科も、「めまいがして物が二重にみえ

る」と言っても脳を疑って紹介してくれなかっ

た。幸いに包括さんとリハビリセンターのおか

げでリハビリに通っている。目まいが少なくな

り、ロレツのまわらないのも少なくなって来た。

疲れて動きたくなくても相談できる窓口はある

といいと思った。（女性、77 歳） 

○・なるべくカンタンに、説明してほしい。・以後

は、一人暮しなので、回答は無。（性別無回答、

67 歳） 

○実際の介護や高齢者福祉に何をしているのか、

そのために市役所員が何人仕事をしているのか

分からないのが現状です。介護保険との言葉が

ありますが、私には保険でなくとられる税金で

あるように思います。（男性、75歳） 

○保険料を支払っているのに、サービスを利用で

きること、利用するためにどのような事をする

かを知らない人が多い。保険料を少ない年金か

ら支払っているのだから、利用できるというこ

とをもっと丁寧に周知する必要があると感じま

す。高齢者社会となっている今、とても重要な

問題です。もっと高齢者を大切にできるよう、

考えていただきたいです。子供や働き盛りの世
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代に年を取ることが、良いなと思えるよう対応

すべき問題と思っています。（女性、74 歳） 

○シニアが、生き生きと、生活をおくる為には、

高齢者の生きがい、居場所いざと云う時にしっ

かりと個人の秘密を守り、人格的にも、公平な

判断の出来る人物、出来れば行政の方がいいの

ではないかと思います。民生委員も、片手間で

は知識に乏しいし、熱心さに欠けます。人材が

育っていないと云う事です。又高齢者自信もし

っかり勉強しなくてはならないと、考えていま

す。何でもお任せでなく、いかに自立出来るか

が問われていると思います。自治会等がしっか

り勉強し又高齢者もしっかりディスカッション

するべきだと思いました。（女性、77歳） 

○我々が望んでいる内容は、気がねなくお世話に

成っている、きめられた内容によって運営され

ているように思う。負担をされる主は仕方ない

ように思っている。もっと内容の具体的に説明

を望む。としよりが、保険・年金の負が負担に

ならぬよう望む。（男性、87 歳） 

○加齢により歩行困難になっても、どこへ連絡し

たらよいか不明のため故障によって連絡先が相

違する場合等あれば連絡先の一覧表を作成して

65 才になった家庭に配布を願いたい。（男性、

84 歳） 

○細かく分類した項目を見ると、介護保険証取得

者には利用するものがないと思う。広報による、

体操・料理・講演など、回数をふやしてほしい。

一人生活が長く、付き合い下手だが、世話をか

けずに日々過したいと願っている。が病後の衰

えで限界を感じている。（女性、79 歳） 

○年金を多く入る人からは、やむを得ない引上げ、

年金が少ない人よりは、現在から引上げては困

るでしょう？総ての費用が、何を利用すると、

費用の金額が、わからないので不安が有ります。

友達はサービスを使っていても、費用の事は言

いません。例えば特養のホームは？何をして頂

くと、1 時間の費用等を小冊子にでも出して、

わかる様に。皆様、知らない人が多いのでは、

と思います。（女性、87歳） 

○高齢者がこまっている時小さな事でも在宅で気

軽に相談できたらいいなあ。（女性、76 歳） 

○・包括センターの役割・民生委員の役割・また

有難いことに（私の所では）お助け隊などもあ

ります。が、克て、それぞれの方にお世話にな

りましたが、最近心の中で、思います。何か相

談したい時、どの係の方にお願いしたら良いの

かついつい話し易い方にしてしまい、時にお世

話になりつつも果してこれで良いのだろうかと

心が重くなることしばしばです。どこかでお話

（相談）することに内容により線引きがあれば

と思います。（女性、85歳） 

○ケアマネージャーの紹介、デイケアをやってい

る施設の紹介、ケア付き高齢者住宅や特養の紹

介が載っている小冊子を一般の人に配布して欲

しい。（女性、67歳） 

○マネージャーからの指導でリハビリに通う事が

出来た、が支所でも事業何があるか一覧表。（簡

単に解るパンフレット）でもあればいいと思い

ます。（男性、87歳） 

○生活相談が市役所に行かなければできないのは、

一人で外出できない私には困ります。精神的に

も不調な時は、相談内容を考えることが面倒に

なってしまい、一人で考えていると不安が体中

に広がります。心療内科に月 1回くらい通院し

ていますが､薬がどの程度効いているかわかり

ません｡前向きに物事を考えられなくなってし

まっている自分に苛立ち､何事にも自信がなく

なってしまった自分を情けなく思います。（女性、

75 歳） 

○介護・福祉に関して不明の点が多々あり、セン

ターに電話しましたが応対が悪く気分を害した。

（女性、78歳） 

○あまりにも介護を受ける人が多いこと、整形外

科に行って（サロン的）に行っている人が多い。

聞いてみると 100円で電気治療が受けられると

のこと｡本人は 100円ですが､国の負担は 900円

であることを知らないのではないかとも思われ

た。保険の仕組みをわかりやすい形で利用者に

知らせることも大切ではないか。介護を受ける

人が増えてくるのはわかっていたことなのに、

しょっちゅう制度が変わっていて、老人として

は情けない。（女性、84歳） 

○介護保険も社会保険も財源が厳しいのはわかり
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ますが、介護認定により使いたいサービスが制

限されるのは悲しいです。高齢や障害により、

通常の生活ができなくなると、支える家族も、

家族がいても支えてもらえない人もいますし、

独居の人もそれぞれに苦しい思いをしていると

思います。サービスの内容も多岐にわたる必要

があると思います。それぞれの思いを形にして

いただきたいです。くわしいことを誰かに聞い

てほしいと思っても、友人・知人には言えない、

高支連も民生委員もケアマネも来ない。気軽に

カウンセリングを受けられるところがあれば言

っていた方がいました。一考願います。（女性、

59 歳） 

○高齢者福祉について知らないことがたくさんあ

ります。いろいろと市の方で高齢者情報につい

て知らして下さればうれしいです。新聞をとっ

てる方は広報が来ますが取ってない者にはきま

せんので、各戸配布してうれしいです。（女性、

86 歳） 

○パーキンソン病、9 年目 72 歳女性の私､社会の

支援を受けながら､自立した独居生活を送って

います。デイケアでリハビリテーション、シル

バー人材センターの生活支援、ＮＰＯふれあい

のネットで送迎を利用。社会はだんだんとやさ

しくなっています。必要な支援を受けながら前

向きに生きることに努力したいと思います。多

くの方に介護保険について知って頂ければ、自

立できる方も生まれると思います。（女性、72

歳） 

○年金がもらえる時がどんな時代になるのか？2

ヶ月おきの支給であることを皆無でした。無知

でした。いざその時になって今日になって、自

業自得寂しい年金生活となりました。母子家庭

になり、子ども、自分の仕事、親兄弟のしがら

みの中、若さは素晴らしいの一言です。山のよ

うなすべきものが山ほどあっても省みる時間も

なく、今日に至る福祉が理解出来ない様に、今

更手のつけようがありません。年取って不満こ

そあれ何をどうする、意見は？それだけ前向き

な関心が意見が高齢者の勝ち目？注文はいかが

なものか。統計的なデータ、教育をしてなかっ

た。願わくば色々な通知書自体の内容をわかり

やすく知らせてください。全て回答はおろか、

無理解だとの懸念免れない。（女性、89 歳） 

○介護保険、高齢者福祉に関して、知らないほう

が多いと思います。もっと身近に、知る方法考

えてください。例、町会にこのような方がいら

っしゃることの存在をはっきりと分かるように。

（女性、84歳） 

 

■ その他 

○収入の有る方少ない方の保険料に見合う場合は

やむを得ない民間の事業者に対しての心配り等

を考えて欲しい。理由は今年妻が他界したが、

闘病中の介護で助けて頂いた。（男性、81歳） 

○務めている時は年をとっても自分の収入でやっ

ていけるように 60.才まで働きました。このよ

うにして得た年金が少しずつ減るのが残念です。

それ相応の努力をした者のことを考えてもらい

たい。（女性、年齢無回答） 

○年を取りまして、外出するのがだんだん少なく

なりますが、気分転換のためバスに乗って松戸

駅の方面、にぎやかな所、デパートや駅ビル等

を、商店の陳列品等を眺めるのも楽しみの一つ。

でも、バス代金も…ある年令以上はバス代の割

引券等が有りますと外出するお年よりも気軽に

出歩けると思ひますが。京成電鉄等のバス会社

等、御一考願います。（女性、95歳） 

○現在指定されている設定でサービスが続けられ

るよう希望します。（男性、82歳） 

○現役世代が負担大きくなり人口減で維持出来る

のか不安になる。40年以上前は、自己責任で何

の援助もなかった時代があり、今はあまりにも

社会にたよりすぎているように思う。サービス

は今だけのことでなく、将来続けられるようし

ぼってほしいと思う。（女性、79歳） 

○松戸駅にエレベーター、下りのエスカレーター

がないと云うと皆に“うそ～”と笑われていま

す。健常者の考える事ですね、如何に降りる事

がたいへんという事がわかっていませんね。樋

野口に住んでいますがバスは通りません。今は

どこでもバスの入れない場所にリムジンバスを

出しています。松戸もその様な事を考えた事は

ないですか？“とにかく改革のない松戸に発展
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なし。”（女性、83歳） 

○サービス利用対象者が増加する事により、現在

のサービス水準を維持していって頂きたい。今

でも通院ギリギリの人もあるのだからサービス

水準が上がれば、通院出来なくなる人が出て来

ると思います。出来れば市で一定のサービス水

準を決めて、どの施設でも同じ待遇を受けられ

るようになって頂きたい。絵画、習字、体操会、

囲碁、将棋、謡曲などの老人会なども開いて頂

ければ。元気な方でも出来る人もあるように思

います。そんな会でも市の主催で行っていただ

けないでしょうか。（女性、91歳） 

○保険対象者を、もっと、限定するべきだと思う。

70 代でも元気な人には必要ないのではないか。

（女性、95歳） 

○介護保険利用は、計画的な面が多く医療保険の

ように急に対応出来る制度は出来ないでしょう

か。胃の全摘出・手術、3 年寝たきり後、後遺

症で体力は落ち（ダンピング、低血糖）、また歩

行中に倒れるか不安な毎日で横になっているこ

と多くても要支援 2です。（男性、66歳） 

○介護を受けながらも、自立しようとする意欲が

大切。意欲を育てるサービスを望みます。（女性、

78 歳） 

○病院、買物等に行くのに交通の便が無いため往

復タクシーを利用しています。地域に定着した、

専大松戸高校前を通るミニバスを運行して欲し

いです。（女性、76 歳） 

○コミティバスを市内に走らせて下さい。戦後生

まれの方も 72才になりお年寄りが増えます。自

動車の運転も出来なくなりタクシー代も大変で

す。ぜひお願いします。我家は主人の車の事で

心配でした。自動車で徘徊されました。家族は

地獄でした。ケアマネージャー様にとても良く

してもらっています。薬の事など良いアドバイ

スを受けています。シルバーカーを借りていま

す。杖を上手に使えませんので安定もあり助っ

ています。（女性、82歳） 

○介護について制約が多過ぎる。（男性、86歳） 

○色々なサービスが細々分けられていて頼みづら

く分かりにくい。（女性、81 歳） 

○自分で出来る事が何よりで有る事はもちろんで

す。他の人に生活の世話をしてもらう事が、当

人にとって、どれ程つらく悲しい事でしょうか。

過大にいたわらず自立を手助けいただける様な

介護をお願いしたい。事業者の経営は？（女性、

82 歳） 

○介護や高齢者の問題は、一石二鳥にはできませ

ん。公的サービスに頼りすぎて、本来家族で見

守ることさえもやらなくなるのは人間として成

長しない。（例えば下の世話）人間の本来低な“老

いる”という現象を嫌うことなく、若者、家族

が引き受けるという気持が大切。その一方で、

公的サービスを利用することなく、全てを引き

受けて疲れている人には、積極的に手をさし延

べることが必要。（女性、67 歳） 

○これから先の事を考えると、子供達（若い人達）

の支出（年金）が多くなることは困る事だから、

仕方がないが現在の老人は子供の時に第 2戦争

のための犠牲者、その時代にするだけの苦労を

して、やっと普通の生活ができるようになって

きている。それを忘れてはいけない。今現在の

生活も楽な方ではありません。毎月 40代から無

理がたたって病気に、現在までに、何度も手術

するよう、医者（病院）通い歩くことも思うよ

うにできない。今の福祉のやり方は許せないこ

とが多く、もっと実情に合うサービスのできる

ように考えなおしてほしい。（女性、81 歳） 

○年金暮らしには年々引かれて少なくなりこの先

が心配です。新しく松戸に来た者にはあまり老

人の集まりなどわからず、どこでお話する所が

あるかわからず、自分からあまり行く人間でな

いので松戸新聞とかもなし、福祉用品はケアマ

ネにたのんで利用してます。ありがたいです。

これからもよろしく。何ヶ所かにミニバスがあ

ると助かって、出かける回数が増えると思って

います。（女性、75 歳） 

○地震などで交通手段が失い時、早めに安否確認

をしていただけるシステムがあると安心です。

（女性、80歳） 

○公的・民間ともに、利用者に関する個人情報の

守秘義務が守られていないように感じる。様々

なトラブルにもつながりかねないため、研修等

を通し、ぜひ研修などを通して徹底してほしい。
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要支援 1、2を介護保険から外すのはかなり厳し

い。何とか継続できないかと思う。（女性、69

歳） 

○重病者だけの介護保険ではないと思う。介護保

険に加入し、保険料を納めた人に平等に使うべ

きと思います。（男性、83歳） 

○病院と連携できるサービスがあったら良いと思

う。（女性、68歳） 

○松戸市はすぐやる課があるので、老夫婦で生活

していて、片方が転倒して起こすことが出来な

いような時に、電話すればすぐ対応して貰える

と助かります。葬式の時、遠方の時は出席でき

ないので、1 日、安く預かってくれるところが

あるといい。（女性、75歳） 

○①高齢者の孤独死を防ぐ対策はどれほど進めら

れているのでしょうか。②後見人制度利用には

不安を感じます。③小回りの聞く地域循環マイ

クロバスのような乗り物があれば、しばしば買

い物にも出かけられますが、現在は近所だけで

暮らしています。（女性、84 歳） 

 

２ 行政に対する意見 

○介護保険のことを詳しく知らない為、受けられ

るサービスを受けずに居る、体の不自由な方も

いらっしゃいます。もっと親身になって、少し

でも快適な生活が出来るよう、援助の手をお願

いしたいと思っています。（女性、66歳） 

○年金は少しずつ少なくなってる所、介護保険が

上がり生活は普通の生活ですと日常過ごす事が

出来なくなり高齢者が過ごしやすく考えて下さ

い。私事ですが国民保険が出来てから納め、厚

生年金納めた事で今があるのでしょうね、安心

した生活が出来ますようにしてほしいですね。

（女性、80歳） 

○福祉費を不正に受けている人の話を聞きます。

例えば市役所にアンケート又は目やす箱の様な

物があればと思います。（女性、74 歳） 

○聞くところによると事業所の良し悪しがあり不

公平な事があります。市役所は良く監督して下

さい。（女性、83歳） 

○各々のページごとに気づいた事を書きそえまし

たので自分なりに申し上げました。高齢者社会

の入ってきており大変なお仕事とは存じます。

皆様もおりにふれおとしよりをみたときにこん

なことをしてあげたらよろこびそうなどお考え

下さったらうれしいです。どうぞお願い申し上

げます。お世話をおかけします、うれしいおし

らべです。二年前に変わりました私は今、要支

1 です。2 でしたが 1に。弱っているのでしたが

若い男の方でした。息子は良いと思って下さっ

たのだから、元気出しましょうですって、デモ

ツライノニ。補則ですが、災害時誘導して下さ

る連絡のありましたときお願い致しました。そ

の後、まだ地区の係りの方がきまっていないと

のおしらせはありました。（女性、86歳） 

○介護を受けなければならない年齢は着実に近づ

いております。一人身のくらしをしております

者のとりましては、このようにアンケートを集

めてよりよい支援を検討して下さるご姿勢に大

変感謝致しております。（女性、77 歳） 

○・介護保険の実施状況を、再確認して、全体の

費用を減少するようにしてほしい。ムダなサー

ビスが多く介護事業者の利益になっているので

はないか？・介護認定の基準を守ってほしい。

身体状態が変わらなくても認定のたびに変わる

ことがある。（女性、79歳） 

○松戸駅西口でエスカレーター・エレベーターの

設置工事が行われていますが、これはこれで良

いのですが、足、腰に傷害のある者はこれ以上

に駅道路からホームに行く、下りエスカレータ

ー、エレベーターが極めて必要です。足腰の弱

っている者で一番困っているのはホームに出る

下り施設であることを貴庁は解っていないよう

です。階段で転んだら最後です。どんな認識を

もっているのか市当局見解を是非市報で説明し

て下さい。市と駅(JR）とは管轄が違うといって

逃げないで下さい。事故は起きてから弁解して

も解決にならないことを考慮して下さい。（男性、

90 歳） 

○福祉水準の低さについて、色々云われておりま

すが、私も同じですが、くどくど申し上げるこ

とはいたしません。福祉政策の充実を切にお願

いいたします。（男性、88歳） 
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○足の悪い人が通えるスポーツセンターを増やし

てほしい。（女性、73歳） 

○自治体や地域、そして該当者らが智慧や工夫を

出し合って改善に進んでも、国（政府）が逆の

政策、改悪をどんどん実施するのは困る。「市」

などがガードしてみんなを守って下さい。（男性、

83 歳） 

○これからも充実してやってもらいたいです。（男

性、73歳） 

○松戸市高齢者支援課の皆様に心よりお礼申し上

げます。（男性、85 歳） 

○公的・民間ともに、利用者に関する個人情報の

守秘義務が守られていないように感じる。様々

なトラブルにもつながりかねないため、研修等

を通し、ぜひ研修などを通して徹底してほしい。

要支援 1、2を介護保険から外すのはかなり厳し

い。何とか継続できないかと思う。（女性、69

歳） 

○松戸市も聞こえない人が口の動きで会話を理解

する訓練の場で、コミュニケーションセンター

を作って頂けると良いです。まだ、みんなとの

会話をしたいです。以前の自分の姿と、現在の

自分では笑顔がない、いつも言葉を聞きとろう

と神経を張り詰めている。説話の訓練があった

ら、入りたいです。（女性、75歳） 

○健康管理は自己管理が大原則であると心得てい

る。近年行政機関に対し補助や、経費の負担な

ど委ねる傾向が著しいと思う。介護、高齢者の

福祉には莫大な予算が伴うが、その必要性につ

いては厳格なチェックが必要である。その経費

はむしろ障害などの予防的活動に向けられるべ

きと思う。自助努力している者にやりがいがあ

り、正直者が、馬鹿を見ない行政であってほし

い。（男性、81歳） 

○年金支給額の引き下げは困ります。反対です。

お金持ちの入れる老人ホームは民間で出来てき

ているようですが、一般の人たちが安心して入

れる老人ホームを公的機関で早くたくさん作っ

てください。高齢者福祉に関する予算を大幅に

増やして下さい。（女性、86 歳） 

○介護保険・高齢者福祉を利用する際、本当に必

要な利用者が利用できるような審査を行うと良

い。地域の福祉施設を見ると、身体的な問題で

利用しているのではなく、お遊戯をしに行って

る方々が多く思われる。（女性、76 歳） 

○所得格差が広がる中で 1億総活躍が戦中の一億

火の玉や総がまんにならないようと思う。戦争

を経験したものとして、スローガンの虚しさ、

恐ろしさを政治家は銘記してもらいたい。介護

殺人、心中の防止に自治体は取り組んでもらい

たい。（大変難しい面もあると思うが）（女性、

86 歳） 

○ございません。わかんねーもん。常に向上を目

指していただきたいと思います。（男性、78歳） 

○終末に向かって年々入院・手術等が多くなるの

は覚悟はしなければなりません。当然、保証人

等の問題がおきます。兄弟も遠くにはおります

が、加齢とともに役に立ちません。成年後見制

度はしっていますが、高額の経費など考えられ

ません。公的で安心できる制度をお考えいただ

けないでしょうか、と。願っております。（女性、

87 歳） 

 

３ 回答者・介護者の現況 

○7年前に大腸がんの手術を受け、その後、3年の

抗がん剤治療のため、入退院を繰り返していま

した。現在は 1年に 1回受診しています。現在、

事業対象者 1 になっているので、週 1回 1時間

ヘルパーさんに来てもらい、掃除・洗濯等をし

てもらっていますが、洗濯物を干すころにはヘ

ルパーさんが帰る時間になります。干場が 2階

なので､自分でそれをもって上がるのがとても

つらいです｡1時間以内では掃除・洗濯を片付け

ることは難しい。（女性、79 歳） 

○大事な介護保険を使わせていただき、リハビリ

センターに通わせていただいた。おかげで、医

者や整体に行っておりましたが、良くならなか

った膝が良くなり感謝しております。また行き

たいと思いますが、元気に見えるので、無駄使

いしてる様に思われ、行きにくいです。（女性、

72 歳） 

○まだ介護は受けていない為どうして良いかわか

らない。介護は出来る限り充実した老後を送れ
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る様助けて上げたい。（男性、80歳） 

○よくわからない。（男性、68歳） 

○現在は自分で動く事が出来る為、今の所は必要

がありません。（男性、76歳） 

○認知症になりつつある年令になり、とても心配

をしております。早めに病院へ行き、先生の意

見を聞きたいと思っております。よろしくお願

い致します。（女性、76歳） 

○介護サービスをうける資料がない。（男性、67

歳） 

○年老いて気になるいやなことば思い知る。（女性、

82 歳） 

○2 ヶ月位前よりリハビリの支援を受けておりま

す。週一回の頻度ですが私の想像以上の担当の

方々の真剣な取り組みに感謝しております。

日々大変なお仕事と易しさ、ほほえみを持って

の対応にも常に気配りの様子有難く思っており

ます。ほぼ毎日のウォーキングも心身軽やかに

なった様に感じます。がんばって続けて、有意

義な福祉に喜びと御礼を申します。（女性、83

歳） 

○妻は介護 2、ケアセンター週四回通院、自分は

支援 2。人工透析 14 年目。歩行 5 メートル位。

心臓病有り、カテーテル 3回、ステント 2本。

最近救急車にて搬送されること、数多い。（男性、

81 歳） 

○年金生活が出来る事に感謝しています。足腰目

歯耳と悪化し長生きしている事に心苦しいです。

介護福祉大変嬉しく若い方々の負担に申し訳な

く感謝致します。有難うございます。（女性、86

歳） 

○骨粗鬆症で背中が痛んでリハビリをしています。

（女性、77歳） 

○この一年、骨折ガン他 5つの病、老人医療のお

陰で命を助けられたと感謝していますが老人

83 才なるが故の甘えはいけないと思います。今

は食事も買物も一人でやっています。自分を見

失わない様に精一杯出来る限り努力する所存で

すが、80才を超えてからの人生は不安です。依

存症認知症にならない様にと人と接し、毎日を

確認しながら生活しています。一人暮し。（性別

無回答、83歳） 

○現在のところ介護にたよらず元気で生活できる

事を願って居ります。（女性、78歳） 

○Ｑ96中 2、5（男性、83歳） 

○夫 81 才私（本人）73 才と高齢なため、自動車

の免許証の返納をするため、買い物が不便なた

め大変不安で困っています。（女性、73 歳） 

○自分でできることは積極的に実施したい。（男性、

90 歳） 

○一種 2級です。この 1ヶ月半脚が腰が大変悪く

朝は腰を 90 度に曲げたモモをおさえて歩きま

す。これまでは悪ければ寝て休養をとれば脚も

回復しましたが、今では寝てもダメ。かえって

悪くなる。しかし今朝は調子がずい分もどり明

るい気持です。ほとんど 2ヶ月前のように歩け

ます（今、あおむけに寝て書いています。疲れ

たので）。年齢がいくと体もつらい、心配、心も

ゆらぐ、お金がない。自分は人生をまちがった、

反省がみじめです。しかし、今まで世話になっ

た以上には世話にならないよう、日々心がけて

います。そのつもりでもその時になれば、今、

後悔しているのと同じことが起こるかもしれま

せん。機能回復、維持には働くのが一番と思い、

ハローワークへ行ってきましたが、仕事はなか

なかありません。必ずみつけ、そして負けない

信念をもって暮らしていきたいと思っています。

お世話になります。ありがとうございました。

（女性、72歳） 

○私も八十五才、来月は、86 才になる。70才から

は血圧があがったり、皮膚病にもかかりやすく

なった。80 をこえると、尿が夜中でも三回にな

り、朝起きが不自由になった。また頻尿になり、

特別なパンツをはくようになり赤ちゃんにもど

る。この補助もできたら老人の紙パンツ代も一

部補助してほしい。口頭では言いにくいが、用

紙だから書けるのです。（女性、85 歳） 

○要介護状態となった時の費用支払い出来るか、

年金が少ないので心配しております。もの忘れ

が多くなり予防の為に何をして良いか考えてい

ます。勉強の場がほしいです（ボケている様に

も感じております）。（女性、76歳） 

○介護保険のおせわになっていますが、努力しま

す。頑張りますので、よろしくお願いします。
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（女性、76歳） 

○現在はヒザが悪く足が不自由だけですので何で

も自分でやっています。只高い介護保険料を引

かれているだけで、色々のサービスやらは実際

に直面しないと分かりません。介護される場合

もする場合も。出来る事ならこの様なお世話に

ならずにいつまでも健康で過ごしたいと願うば

かりです。以上（女性、85歳） 

○私（あて名の本人）は現在要支援 2で家事（主

に掃除）をして頂いていますが、夫は要介護 2

で現在は終日、寝ている状態で、いろいろなサ

ービスを受けています。往診、訪問看護、リハ

ビリ。入浴サービス、福祉用具のレンタル等々

本当に感謝して居ります。娘が夜間手伝ってく

れますが、正に 86才同志の老々介護です。これ

からは（現在も）こんな家庭が増えてくると思

いますので、ボランティアを含め介護に参加出

来る人の掘り起こしを社会全体で考えていかな

くてはと思っております。（女性、86歳） 

○現在、介護の必要は全く不用の為、感謝はしつ

つ毎日暮らしています。出来るだけ自分の事は、

自分でする喜びを感じずつ、頑張りたい考えで

す。頑張ります。（女性、81 歳） 

○出来る限り施設に入らずに自宅で暮らしたい。

現在は夫がサポートしてくれるので何とか暮ら

しているが、夫も高齢で病気もあるので心配。

ヘルパーさんの助けを借りたい。自助努力も限

界の時はどうしたら良いのでしょうか。（性別無

回答、80 歳） 

○アンケート各項すべてに大いに参考となりまし

たが現情では、出来る限り介護に頼らない様、

努めていますが近い将来を想い心身の維持をま

ず第一とし、介護サービスについても、もっと

参考を深めておきたい。アンケート、有難とう

ございました。（男性、91歳） 

○1 番気になっているのは独りの時に何かあった

らどうしたら良いかなって不安になります。家

族がいても独りの時が多いので何かあった時が

心配です。（女性、90歳） 

○11月からデイサービスに通ってる所です。週 1

回。日があさく、はっきりわかりません。（女性、

73 歳） 

○腰痛で週 2 回リハビリに行っていますがタクシ

ー代が大変です。（女性、85 歳） 

○収入が国年だけで生活は、かなりきびしく、今

はわずかばかりの預金残を足し乍ら何とか生活

しているが近い将来は生保を受けざるを得ない

と思うが、できるだけ生保は受けずにすめば、

と思う。働けない身体状況があり、元気ならば

できる範囲で収入を得られると思うが無理な現

状に情けなさを痛感している。（女性、72歳） 

○デイサービスに参加しているおかげで、体調が

維持されているように思います。足が少し不自

由なため、送迎いただいていることが、殆ど休

まず参加出来て、皆さんともお話が出来るし、

体も動かせるので、一番うれしく思っておりま

す。出費がかかり申し訳ありませんが今後とも

よろしくお願いいたします。（男性、84 歳） 

○一日一日をしっかりして出来る限り自分自身で

最後迄やって終りにしたい。今日迄介護につい

てまだやってもらって無いのでこれで提出した

いと思います。（女性、80歳） 

○現在夫と二人暮らしで、夫は自分の事以外何も

出来ません。もし、私が病気になったり、先立

つ事があったらどうしたら良いのか不安でなり

ません。娘は遠くで、それぞれ生活もあるので

頼る事は出来ません。（女性、73歳） 

○一人暮らしのため介護保険認定は受けているが

その先の事が分からない。（女性、74歳） 

○今は自分の事はなんとか出来ますがこの年令で

すので迷惑にならない方法はどうしたらよい

か？（女性、90 歳） 

○当事者が足腰不自由で、行動範囲がせまいこと

からどんなに希望しても、むりなことです。現

在は介護なしでがんばって居ります。（女性、81

歳） 

○意見ではないが現状として Q61…気持は参加し

ても良いが、高齢と足が不自由なので参加でき

ない。Q69…息子は会社で精いっぱい（7:00～

19:00）なので病気の時の世話はあまり期待でき

ない。☆高い所の蛍光灯取替えなど以外は、足

は痛いがすべての家事をやっている。ので、近

親者の介護は受けていないので、これで終了し

ます。（女性、82歳） 
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○現在、年金生活者の私共にとって、毎年主人と

私（国民年金のみ）の年金が減らされ、又、年

を取り、医療費にかかるお金が増え、生きてい

くのに苦しいです。生活保護者は医療費も、大

分優遇され、その他の面でも考えられている様

で、不公平だと思う。いろいろな面で考えて下

さい。（女性、81歳） 

○私も、要支援 2の認定を受けて体調的には苦し

んでおりますが支援センターよりリハビリ先を

紹介して戴き今は気持だけでも元気に日々頑張

っている 1人ですが、松戸市つぃては介護保険

や高齢者福祉に関しては、ほぼ充実していると

思います。（男性、75歳） 

○私の設計で建てた家です。娘 1 人で既に嫁ぎ、

孫 2人で我家から 2 時間以上離れていて年に数

回しか会えない。私の介護は当然無理で頼むも

のでもないと思う。生涯、自分の家で過ごした

いと思うが税金其の他の費用考へると、不可能

に近い…病気も増えるだろうし。計画的死しか

ないのかな？幸せって何だ。（男性、84 歳） 

○年金生活なのでお金が上がるのは辛いが、サー

ビス削減されるのも辛い。自立した生活を続け

ていきたい。現状維持希望。（女性、83 歳） 

○完全二世帯生活で現在 1人暮しをしています。

腰が悪いので週一回 45 分掃除機をかけに来て

もらっています。娘世帯は娘その夫と二人とも

仕事をしています。なるべく負担をかけないよ

うに心がけています。介護制度があるので大変

助けられていますが、この調査では考えること

がたくさんありました。出来たら子供に支えて

欲しいと思いますが、それが出来ない事情であ

ることもわかって欲しいと思いました。（女性、

79 歳） 

○隣りに義母（91 才）が認知症がかなり出てきて

いる。自分の目が今より悪くなると、食事の仕

度も出来ない。年寄りが介護しなければならな

い事をとても大変に感じている。（女性、66歳） 

○少しでもお役にたちたいと思って 1ヶ月に 2 回

程度のお話相手に行っております。（女性、88

歳） 

○各々のページごとに気づいた事を書きそえまし

たので自分なりに申し上げました。高齢者社会

の入ってきており大変なお仕事とは存じます。

皆様もおりにふれおとしよりをみたときにこん

なことをしてあげたらよろこびそうなどお考え

下さったらうれしいです。どうぞお願い申し上

げます。お世話をおかけします、うれしいおし

らべです。二年前に変わりました私は今、要支

1 です。2 でしたが 1に。弱っているのでしたが

若い男の方でした。息子は良いと思って下さっ

たのだから、元気出しましょうですって、デモ

ツライノニ。補則ですが、災害時誘導して下さ

る連絡のありましたときお願い致しました。そ

の後、まだ地区の係りの方がきまっていないと

のおしらせはありました。（女性、86歳） 

○足が不自由になり今は整形外科や美容院も送迎

して下さるところを利用しています。少しは自

分で負担してももっと多くあればと思います。

（女性、83歳） 

○長男、51 才その妻 50才娘長女 49才、孫 3 人長

男、長女 49才が 3才と 1才の時に子連れの夫と

結婚しました。介護の面では長男はゼロ、嫁が

月に 1 万円協力してくれます。娘は離婚をして

私と同居することになり家賃と電気ガス水道の

代金を支払ってくれるという条件で同居がはじ

まり、介護という面はゼロです。現在歩行困難、

ガン（乳ガン、肝ゾウガン）で入院 3回。夫が

（子供達の父）亡くなり事業に失敗していたた

め自己破産しました。掃除のオバさんをしたり

して再婚しましたが相続の問題で持ち家を売り

ました。家賃、ガス、水道電気は娘が支払って

くれてますが針のムシロのような生活です。フ

ロは週に 1回です。節約です。デイサービスに

も行ってましたが止めました。現在ナゼカ要支

援 2になってしまいました。嫁が出来た娘でよ

く買物をしたり食事につれて行ってくれます。

嫁も母親に置いて行かれて、祖母に育てられた

そうです。年金を家族が管理している老人は、

自由がないので認知症や痴ほう症は別として、

みじめです。デイサービスで感じたことは嫁さ

んと住んでる人は身支度もきれいです。娘の場

合は、同じ物を着てます、顔のヒゲも延びっぱ

なしも多い。もっともっと沢山ありますが書き

きれません。乱筆乱文を許して！こうがん剤も
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放射線治療も子供達が出せないと（料金を）言

うことで受けてません。（女性、75 歳） 

○介護保険も入りたてでなか味もシステムも理解

できてない部分が多い。（男性、68 歳） 

○年金は減る、保険介護料金は増加、1ヶ月 10万

にもならない老人はどうしたらよいのでしょか。

外食も年に 1 度か 2 度日高屋のラーメンがやっ

と。年に 1度は旅行に行きたいと思います。ど

うにか自分自身は骨になる迄の事はして有りま

すが、骨の行く場所で悩んでいます。とにかく

色々の悩みに悩んでいます。病院手術などの時

みじめでした。（女性、87歳） 

○私は現在事業対象者です。週一回デイサービス

にお世話になっています。足と腰が悪くてお風

呂そうじも手伝っていただいています。お風呂

も何年も立って入ってますので、おそうじ週一

回来ていただいてほんとうにありがたいと思っ

ています。（女性、75歳） 

○主人が今年 10 月 3 日他界致しました。84 才で

した。80才までは病院に行ったことがなく薬も

まったくのんでいませんでしたが、3 年前に血

液の病気になり、介護保険制度を利用させてい

ただき、とてもありがたく思いました。高齢者

が増加する現在、少しでも健康で過ごし迷惑を

かけない様に努力をしなくては、と強く感じる

この頃でございます。高齢になると、自分の健

康のことが、一番となります。福祉が充実する

ことは、とてもありがたいことです。（女性、80

歳） 

○足が悪いので買物に出られないので生協にお願

いしていますが病院へ行く時ふれあいタクシー

を予約して使わせていただいています、とても

ありがたいです。病院以外は外出しませんが自

治会の会長さん（佐藤様）やボランテアの方々

が大変良くして下さいますので心強いです。よ

くよくこまった時などは電話で会長さんに相談

する事もありまが心良く聞いて下さいます、月

に一度のシルバーさんも助かります。（女性、75

歳） 

○介護保険利用は、計画的な面が多く医療保険の

ように急に対応出来る制度は出来ないでしょう

か。胃の全摘出・手術、3 年寝たきり後、後遺

症で体力は落ち（ダンピング、低血糖）、また歩

行中に倒れるか不安な毎日で横になっているこ

と多くても要支援 2です。（男性、66歳） 

○現在の介護の現状、高齢者福祉の現状をみてい

ても、これから先見通しは決して明るいものだ

とは思えません。自分では出来るだけきりつめ

た暮しを考えないといけないと思います。（女性、

83 歳） 

○現在より介護サービスが少なくならない事を願

っています。現在は大変ありがたく思って居り

ます。一人で暮していますが、実は二男夫婦が

我孫子市におります。いざと云う時は来てくれ

ますので。・一人で暮していける迄はこのままで

と云う事です。長男は（ネバダ州で）暮してい

ます。何故なのかわかりません。（女性、83 歳） 

○息子の家族と半同居の生活を送っていますが、

最近年々と体力が落ちてくるので、現状をなる

べくたもつために、朝のストレッチ体操等やっ

て自分の事はやって迷惑はかけないつもりです。

ただ通院の時、雨風の日にタクシーを使用しま

すので、タクシー券があったらと思います。頑

張っても今の世の中良し悪しかと感じています。

今の制度だと家族との同居は少なくなると思い

ます。右肩の腱板断裂のため乱筆にて失礼致し

ます。（女性、81歳） 

○今までの質問についてあまり多かったので一回

で終わらなかった。この年令になると個々の病

気を持って、それがその人しかわからない。年

を重ねることは、こういうものだと思いながら

もつらいことが多い。アンケートに○をつける

のに少し迷うこともあり参考になれば、と思い

ながら適当につけたところもあります。これか

らますます大変になると自覚して居りますが、

このような高齢者に寄せてくださる事に感謝し

て居ります。（女性、83歳） 

○いつもおせわになりましてありがとうございま

す。今はどうにかよたよたしていますが、これ

からは、よろしくお願いします。今は 81 才です。

私もがんばって毎日、気を付けています。（女性、

81 歳） 

○我ヶ家は一人娘（57才）ですが長男の所へ嫁ぎ

私と同年の姑が居りますが今のところ認知はな
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く私と同様メールのやりとり等して居ります。

娘はパートの仕事を持ち乍ら両方の面倒をよく

みてくれます。私の方には一ヶ月 2泊位来て世

話をしてくれ助かります。病が出た時不安にな

り色々考えて居ります。（女性、88 歳） 

○左股関節機能全廃（身体障害者等級）4 級今の

ところ買いもの、ゴミ出し、左足のつめ切り、

ゴミ出し、重いものなどのもち運びなどの手助

けが必要ですが配偶者が 80 代ですのでこの先

の日常生活がいろいろと不安な面もあります。

健康を維持し必要に応じて介護保険・福祉を利

用していきたいと思います。頑張ります。（女性、

78 歳） 

○目があまり良くないので、字を書く事も読むの

も困難であまり本もよまないし何事にも熱心に

なれません。申し訳有りません。（女性、86 歳） 

○私は現在要介護 2 でお世話になっております。

主人を 22 年前に送り今までは子供の世話にも

ならず頑張ってきたのですが家の中で圧迫骨折

になり入院しましたが、退院後コルセットを着

用している為重たい物が持てなかったり、かが

む事が出来ないので市の方に相談して週一日 1

時間掃除にきて頂いております。本当に助かっ

ており感謝しております。少しずつでも出来る

様になりますよう心がけている毎日です。子供

を頼りにしていたのですが遠方ですので無理で

した。（女性、82歳） 

○介護保険でリハビリステーションを利用してい

ます。身体障害（4 級）で教団の転倒で左脚に

激痛（左脚股関節に人工骨手術を 4年前に行っ

たので、左脚が不自由、歩行困難なため外出は

ほとんど不可能に近く孤立しがちです。何か援

助が受けられたらと願っています。経済的にも

困っております。年金のみの収入で 3人暮しは

厳しいです（子供 2 人は 1 人はアルバイト、1

人は無職（20 年以上引きこもってます））。（女

性、78歳） 

○近隣の集会と通院のみで時がジェット機のよう

にすぎてしまい、家の中の整理整頓が出来ず悩

みの種です。五番街に住まい、今のところは感

謝あるのみですが、もう少し体をととのえ、少

しでもお役に立つ日々が出来ればと日夜感じて

居ります。ヘルパーさんにめぐまれ看護 2～3～

支援 2 になりました。東京までの通院が苦痛に

なりつつありますが（近隣の病院でいろいろの

事があり仕方なく通っています。50年大勢の子

育てをしながら納税の変さにおどろきくらし、

いよいよのときに遺族年金となり、固定資産

税・高い管理費・カイゴヒ用をひかれると、生

活保護家庭より月々の収入が少なく、これから

の生活に不安を覚えますが各々の家庭のある子

供達には援助も求められず如何したものかと、

どなたとも相談出来ず施設に入る事は出来ない

と日々思いをめぐらして居ります。社会の不条

理にまきこまれてしまっている現実に、自分に

は徳（心）がなかったからとあきらめて日々こ

の生活を幸せと思わなければと思う事にしてい

ます。（本人記入）（女性、82 歳） 

○要支援 2、受給者です。通所型サービスを、月 8

回の割合で受けていますが、ひと月の利用料は

7,900円かかり1回でも、7,900円とききました。

無収入の両親亡き後は、特別障害者の弟の生活

（26年 7 月、八日市場の施設より病院へ移され

66 才で死亡）と、海外居住の娘、長女の一子（28

才、女児より今日までてんかんが続いている）

特別障害者への生活援助と出費は多大なので、

今日支出と節約については、とても気をつけて

おります。（女性、83歳） 

○医者が遠く毎回タクシーで通院してます。骨の

治療の時は交通費共 1 回 3,000 月 4 回も通い

￥12,000 かかる月があり医者が自分で注射を

すれば 2 ヶ月 1万円ですむと云われ 1年努力し

て80才過ぎてますのに頑張って1年した所で手

が動かなくなり中止。テレビで乗合タクシーが

出来ればいいのに（病院廻り）と思ってます。

（女性、82歳） 

○東京から松戸に越して 50 年、始めは、常磐平団

地住み現在は、松飛台に自分の家に住んでいま

す。私が思うに、始めのころの松戸よりいっそ

う良くなっていると思います。特に福祉に関し

ては、他の市よりとても良いと思います。いろ

いろサービス面でも高くなっていると思います。

友人も松戸に越したいなと言っていました。こ

のままいっそう福祉の面、色々なサービス面で
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も高くなってほしいと思います。（女性、70歳） 

○要支援Ⅰの認定で 4年前から週一回で、半日の

リハビリに通い、身体機能は、ほぼ維持し、一

人暮らしを続けることが出来ています。介護保

険に感謝しています。（女性、82歳） 

○自分が介護保険を使うと思っていませんでした。

今は保険が有ってよかったと心から思ってます。

（男性、74歳） 

○細かく分類した項目を見ると、介護保険証取得

者には利用するものがないと思う。広報による、

体操・料理・講演など、回数をふやしてほしい。

一人生活が長く、付き合い下手だが、世話をか

けずに日々過したいと願っている。が病後の衰

えで限界を感じている。（女性、79 歳） 

○いずれどなたかのお世話にならなければなりま

せん。それまで出来ることは、自分で、と思っ

ています。回答は、しっくりした答のないもの、

どちらにもとれるものがあり、だいぶ考えまし

た。（女性、84歳） 

○二人の高齢者世帯で片方が現状の訪問看護、訪

問介護を含めて家での対応が難しくなりケア付

きの老人ホームに入居した。だが現実には年金

生活者にとっては非常に負担が重い。まして、

今後更に夫婦二人が共にこのような状態におか

れた場合のことを考えると不安がつのる。（男性、

85 歳） 

○お世話になって居りありがとうございます。自

分の事は今は全部出来ます。要支援週一日の活

用で元気に過せてると思います。今後も続けた

いです。お願い致します。（女性、83歳） 

○お金のない人がますますミジメな思いをするこ

とが多くなっている。若い時に一生けん命いき

てきたのにいつもお金がない人ばかりみじめに

なる“しくみ”本当に“かなしく”なります。

貧乏人に愛を、お願い致します。（女性、89 歳） 

○現在は感謝の生活をして居ります。現在 92才に

なりますので戦中戦後の生活を考へると文句の

言い様がありません。（女性、92歳） 

○長い間（何年も）介護保険毎月支払ってますが

いまの所丈夫で元気で何の心配もありません。

がもう年なので（85才）何時具合が悪くなって

も…と思ってます。その時介護（手続が何ヶ月

もかかると云われてる）していただくのが特別

になる様出来ませんか、それだけが心配です。

（女性、85歳） 

○意見としては色々ありますが、どの様にまとめ

て書いたら良いかと思うと書けません。とにか

く余命は何年あろうとどうか普通に暮らせます

ようにご配慮お願い致します。（女性、76歳） 

○この様なのを頂いたのは此の年ではじめてです。

ですからこの様に沢山の福祉のことのあったの

をはじめてうかがいました。これから野先を考

えますとおそろしく思っています。私もよく考

えて御世話になると思います。（女性、87歳） 

○家族（妻）の老齢介護の自宅介護支援の充実が

最大の課題と思料する。日常生活において、重

度の家族（妻）の介護に限界を常に、肉体的に

も精神的に耐えがたいことがある。（男性、86

歳） 

○隣に妻の妹（妻より 6 才下）夫婦が居たのが 2

人が私達より先に死んで今40代の甥が1人暮ら

して居ます。妻もその子の面倒を見られないの

であまり話し合う声もなく、電気のヒューズが

飛んだ時など頼めば取替てはくれます。今はケ

アマネージャーの頼む事が出来るので心強いで

す。まだ慣れないのでどんな事をケアマネージ

ャーにお願いしたらよいのか、わかりません。

（男性、86歳） 

○96才ですがまだ自分の事は出来ます。娘ムコと

三人暮しですがあまり頼りたくなく、買物も趣

味も致してます。（女性、95 歳） 

○生れは、江戸川区小松川です。S20 年 3 月で空

襲で焼き出されてあちこち間借り生活。脳梗塞、

前立腺右足が不自由で外出食事近所のコンビニ

行くだけ。自分の身まわりだけで疲れます。よ

ちよち歩きの子供さんより遅い。外出バスかタ

クシー。目非常に悪い、新聞何日かわからなく

てて取ってます。テレビは天気予報と心の旅路

を気がむけばみる。現在のたのしみは週 2回の

リハビリ教室だけです。生子少多忙老時代、早々

この世をさりたいと強く思います。戦前の生活

の方がとなつかしく思っております。女房は 19

年四月大腸がんで亡くなりました。一人暮しで

す。（男性、90歳） 
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○要支援 2でリハビリ教室に週二回行っています。

今の所、どうにか動けますので。ひざ、腰が悪

いため外出が思う様に行かず歩行器を借りてい

ますので、それを利用して週一度ぐらい外出し

ています。（女性、77歳） 

○老夫婦（88 才と 87 才）要支援Ⅰをそれぞれ頂

き、部屋の掃除を週 1回して頂き助かっており

ます。夫、88 才は息が苦しく口内が乾燥しよだ

れもでて病院で検査して頂いても原因不明で対

象療法の薬をかかりつけからもらっています。

だんだん体調不良になっていくのですが、要介

護 3にならないと老人ホームに入いれない様な

ので、どの様な方法があるのか、ケアマネージ

ャーが変って相談がよくできません。軽費老人

ホーム、ショートステイについて情報が欲しい

のですが…。（女性、87歳） 

○高齢となっても自分で日常生活が行える事が一

番良いです。その基本は健康食生活を基本とし

て、病気の数が少なく自分に言きかせて、元気

で明るい心を維持させて行く努力も必要。一日

でも長く元気な生活を送りたいの思いで、生活

を続けて行きます。自分の力で生きて行けなく

なったら行政の方に相談させて下さい。以上。

（男性、80歳） 

○夫が元気で有難いのですが、家事一切ノータッ

チ、そして気難しいので疲れます。週 3 回民間

業者の夕食弁当をとっていますが、いま一つも

の足りません。兎に角食べなければいけません

ので週 4日と全朝・昼はやっておりますが年々

負担を感じております。生きるのは大変ですね。

日々生命の終るまでの消化日程をこなすのは一

人より夫と一緒の方が妻の方にとってつらいか

も知れません。夫族にもっと家事負担をしてほ

しいものです。リタイア後の夫婦の妻方の苦情

と同じになってしまいました。（女性、83歳） 

○役所はなにをたのむのも書類が大変だ。支援セ

ンターも TEL したら 3-4日もかかるし、それか

ら 2人位でききにくる。軽度生活援助はサービ

ス利用券月 1 回で高齢者の方がくる。気のどく

になる。セキツイ筒狭窄症で右足が足首から先

マヒでこのアンケートにはそうゆう点考慮なく

かくの考えた、どうしようか、迷った。（男性、

78 歳） 

○◎ここは間違えて…母が書きました◎私は、た

だ今90才5ヶ月です。主人は（年令はほぼ同じ）

ただ今近くの老人施設にお世話になっています。

主人には企業年金が入りますので、月々の費用

（施設の）は、大体間に合い、不足分は貯金を

とりくずして間に合って居ます。私は国民年金

ですのでたいへん少額です。（月）3万強、これ

から先、施設に入るとか、病院に入院する様な

状態になった時、費用はどれ位かかるかしら…。

貯蓄は間に合うかしら？子ども達に迷惑がかか

らないかしら…。そんな事を考えて居る現在で

す。国としても、高齢者が増えて、国の財政も

大変なのに…と公、私、ともちょっと暗い気持

になります。間違って自分のことをここに記入

しました。お許し下さい。（女性、90歳） 

○両膝手術してやっと歩ける様に成り日々感謝の

毎日です。右腕が不自由で手が上がらず－、洗

濯（シーツ等）が非常に困難です。又、左手は

バネ指等になって握力が低下で不自由にしてお

りますが－。週 1回在宅サービス（掃除）受け

ておりとても感謝しております。これからもよ

ろしくお願いいたします。（女性、83歳） 

○まだ介護の必要はないですが、これからいろい

ろお世話になると思います。いろいろなサービ

スをよく勉強して家族と共に助けていただくと

思います。（男性、75歳） 

○デイサービスで運動をして、仲間と会話して、

楽しい日々を送っています。又、自分で色々と

運動をしたり、マッサージに通ったりしていま

す。一人ぐらしでも困らない様日々努力する事

が、大切だと思います。家族にあまえている人

と努力している人の差は、大きいと実感してい

ます。（女性、77歳） 

○1 人暮し、年毎に体力が退いて困ります。家の

中の仕事を頼む事に遠慮してしまい、少々無理

して体調をくずしてしまいます。どうしたらよ

いか判りません。衣類等捨てるのにも、片付け

るだけで疲れてしまいますし、愛着のあるもの

は仲々捨てられずいます。（女性、84歳） 

○減らされるのは望まないですがわかりません。

家も 30年以上たっていて、壁もぬりかえられな
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いしヒビわれしていて、カーテンもスキ切れぼ

ろぼろでも買いかえられない状態で、風呂場も

かびだらけでリホームもできない、床もベコベ

コでも子供は、直す気がないので私は気になっ

ています。まわりの家はみんなリホームしてき

れいなのにと思っています。屋根もヒビわれし

ているみたいだけど、地震ばかりあるので怖い

です。（女性、86歳） 

○私自身大学のスクーリングで学んだり趣味をレ

ベルを上げたり、自分の不自由な体を少しでも

良くしたいと努力したり、天声人語朗読会に参

加したり、ガーデニングをしたりと病気に負け

ない為努力しているつもりです。夫婦二人の（近

くに息子や娘一家がいるのが何より安心ですが）

生活では、すべてのことは自分でやらなければ

なりません。病後の後遺症と戦いながら日々を

すごしていますが、時に不安になることもあり

ます。今のところリハビリ（週一回）を受ける

以外なるべく他に頼らない気持を持ち続けるこ

とがリハビリだと自分を律して行くことも必要

なことです。その上でケアマネージャーの方と

のおつき合いは大切です。信頼出来る医師やケ

アマネ、リハビリ担当者とのサポート体制を強

く希望します。（女性、71歳） 

○毎週末、娘か息子が来てくれて、車でスーパー

へ行きます。夕食のおかずは頼み、ご飯などは

自分で！腰の手術をしたので、家の中でも杖を

使う様に云われ、歩行器を使って、ポスト、駅

の近くのスーパーへ行けるようになりました。

週に 1 回、要支援のリハビリに通い、パーキン

ソン病の夫の面倒をみています。早く苦しまず

死にたいと願って居ります。（女性、83 歳） 

○元気な人で健常者と変らないのに要介護 1、2、

3 と認定されている人もいます。デイサービス

でマージャン熱中。私は外見が普通ですが自律

神経失調症、心身症で毎日辛い日を送って生き

てるのが苦痛です。配偶者は高柳の有料老人ホ

ームに 3 年前より入居中（毎月高額な金額 25

万、30 万、と不安になります）。認知症で食事

介助、おむつ使用、言葉が出ない（徘徊））、私

はどうしたらいいか分かりません。1 人暮しで

風呂も入ってません。夕食はお弁当宅配です。

（女性、72歳） 

○来年早々80才になりますので 1ヶ月さきの事は

わかりません。その時の状況で対処したいと思

っています。（女性、79歳） 

○夫の看護を 23年していて私、妻も老人になり大

変です。早く死にたい、二人共。（女性、80歳） 

○主人が亡くなって 25年子供もおりません。年金

（150 万）持家も無く少し長生きして仕舞い経

済的にも大変です。今はケアハウスに入居して

おりますが動けなくなったり、ボケたりすると

出なくてはいけません。軽費の特養護老人ホー

ムには仲々入れない様子、此れから先の事を考

えると家族もおりませんので不安です。今迄市

役所の皆様には色々とお世話様になっており感

謝しております。本当に厚かましいお願いです

が、此れからも宜敷くお願い申し上げます。長

生していて本当にごめんなさい。（女性、88歳） 

○夫婦とも、現在は動けるので、心強いが、片方

が動けなくなると、先が思いやられる。心して

日々を送りたい。資料も得たい。（男性、91 歳） 

○自分のすべての生活の費用は年金でまかなって

おりますので、あまり上ってくるとこれからの

生活が心配です。何かを切りつめてやって行く

より仕方ないと思います。息子は 2人そだてま

したが自分の子ではないのでたよらず 1 人でと

思ってましたが、長男が家にのこってくれたの

で、病院の日は乗せてくれます。月 3回病院へ

行きますので助かってます。長男も 66才ですの

で今は無職年金生活ですので、そんなわけで近

親者の回答はなしでこのまま出させていただき

ます。（女性、87歳） 

○現在の様に高齢者が（今後も増え続ける様です

が）多数になり続けると一体この先どうなるの

か心配になります。幸い私は、現在歩行も何と

か（でも一度転倒し歯、あご等けがしましたけ

ど）自信がありません。かといってどうやって

日々過ごしたら良いのか、とまどいます。散歩

といえる余裕ではなく歩かなくてはいけないと

思っていますがその時間もなく疲れてしまう。

近くの神社にお参りに行きましょう。（女性、年

齢無回答） 

○「あまり長くて大変でした」今はデイケアに行
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っています。先生方はやさしく感謝しておりま

す。（女性、81歳） 

○お世話になっています。特にありません。（男性、

86 歳） 

○今の生活を持続出来る事が 1番の希みですが先

行どうなるかはまったくわからず出来る事なら

在宅介護を受けたいとそれだけが希望です。無

理でしょうか？（女性、88歳） 

○年金額が少額なので、支出のあるものには自分

が必要な状態であっても受けることは出来ない、

我慢するより外ない。困った状態になった時の

ことは、なやみを多くするだけ、考えたくない。

（女性、80歳） 

○86才になり、庭の草取りが、大変です。せめて

券がもらえたらと思う。何度か頼みましたが、

駄目でした。（75坪の土地です）（女性、86歳） 

○自分でできることは、人の手を借りずに済むよ

うにしたい。しかし足腰の痛み、不具合が日ご

とにひどく、動きや歩きができなくなっていく

ので、その望みは不可能になる。整形外科にも

さんざん通ったが納得できる対応、治療はして

くれない。遠くの病院には通えない。その悪循

環に悩み落ち込むばかりである。（女性、82歳） 

○介護保険利用できて幸せです、すごいシステム

だと思う。自分でも出来るしおかげさまで自宅

で生活できます。松戸市やサービスを提供して

くれる皆様にとてもとても感謝しています。か

ゆいところに手が届いてとても面倒見てもらっ

てみんな優しいし感謝しています。だからでき

るだけ自分で頑張りすぎない程度に頑張ります。

（女性、82歳） 

○2016.1.15脳梗塞になり現在 11ヶ月を経過して

おりますが心身共に不安定な生活です。ケアマ

ネージャーにお世話になりリハビリデイサービ

スに週 1回通っておりますが、思う様に回復し

ていませんので今回のアンケートもよく理解出

来ていない所があります。（女性、78歳） 

○主人が平成 7年より三ヶ所の病院の入退院を繰

り返してきました。デイサービス、ショートも

利用させて頂き助かりました。H.27.5 月～

28.11 月まで髄膜炎、乳ガン、膀胱ガン。記入

は術後退院数日の事を記入させて戴きました。

回復しましたら、デイサービス（半日コース）

の通所したいと考えております。（女性、76歳） 

○老々介護は無理なので、若い人の力をもっと借

りたい。（男性、87 歳） 

○現在夫を介護しておりますがお医者様の来宅、

看護師の訪問をとても有難く思っております。

自分一人の生活になった場合を考えると、とて

も不安です。（女性、85歳） 

○私は 84才ひとり暮らしです。何とか暮らしてお

りますがいずれホームに行くつもりです。病院

に行っても歩いて（30 分）、帰りも歩いて帰り

ます。毎日出来るだけ外出しております。週に

2、3 回は長歩きします。自分で出来る事はやっ

てます。（女性、84 歳） 

○体をうごかし自分の事は全部やっています。家

族に心配かけないようにがんばっています。（女

性、85歳） 

○今私は 1人住まいです。主人は介護 5 で有料老

人ホームにお世話になっております。以前は普

通の生活をしておりましたが、毎月の高額な引

落しにより一変して貧困生活をしいられており

ますが私も 10年来の病気を持っております。辛

い中頑張るしかなく悲しいとしか云い様がない

老後を送っています。主人の見舞いは欠かせま

せん。（女性、82歳） 

○つい最近まで、「ピンピンコロリ」が良いねなん

て妻と話して、笑っていました。しかし、高齢

になるにつけあちこちにガタが来ておだやかに

死ねない状況になって来ました。近くに介護施

設が色々ありますが、費用が高く入所はむつか

しい。自助努力でがんばり、早く天国にゆきた

いです。（男性、85 歳） 

○介護の利用を希望したくても、生活が今の現況

より出費が出るので、利用が出来ないことがあ

るかもしれない。子供には負担をかけたくない

（子供が出来ない）。介護サービスとはどうゆう

ことなのかわからない。デイサービス、いきい

き体操教室でけがをした時、傷害保険が適用さ

れるのかが？わからない。（女性、80歳） 

○私は「要支援」者と認定を受けていますが、だ

れからも「介護」は受けていません。むしろ、

私は妻の介護をしなければならない立場であり
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ます。しかしそれが十分にできないので、別居

している娘（62歳、市内日暮在住）に頼んだり、

週 1回の訪問看護を受け、また週 1回のヘルパ

ーさんに部屋の掃除などをしてもらっています。

看護士さんとヘルパーさんはともに女性で、大

変よくやってくれています。妻も私も満足し、

感謝しています。お二人はそれぞれ 1時間ずつ

です。（以下、26Pに）（男性、89歳） 

○私の家族の事を書きます。夫 89 才は、昨年 6

月に転倒し背骨の圧迫骨折でベッド生活となり

要介護 2となり、今年に入って前立腺肥大で現

在バルーンを装着し、月 1回介護タクシーで病

院通いで、少し認知症もあり、訪問歯科のお世

話になり、何も出来ない状態です。先日の判定

も要介護 2。私は、慢性の腰痛、背痛で 5 分く

らいしか台所に立てません。ヘルパーさんが 1

週間 1 日 1時間来られ助けられていますが、病

院通いは、自費の付き添いかタクシー利用で付

添い代、タクシー代が大きい支出です。私は生

活支援 2です。この間も電球 1つつけるのに電

気屋さんに依頼したら出張費 3000 円かかりま

した。（女性、81歳） 

○私は目が不自由なので特定疾患なので医療費等

を考えてくれる様、保険の 1 割負担の方が良い

場合がある。（男性、75歳） 

○老後の事を考えると不安がいっぱいです。子供

は 2 人いますが同居は無理です。1 人になった

ら施設に入ることをきめています。介護保険等

を考えるがやはり自分なりに貯蓄しておかねば

と思っています。淋しいですね。（女性、81 歳） 

○年金暮らしには年々引かれて少なくなりこの先

が心配です。新しく松戸に来た者にはあまり老

人の集まりなどわからず、どこでお話する所が

あるかわからず、自分からあまり行く人間でな

いので松戸新聞とかもなし、福祉用品はケアマ

ネにたのんで利用してます。ありがたいです。

これからもよろしく。何ヶ所かにミニバスがあ

ると助かって、出かける回数が増えると思って

います。（女性、75 歳） 

○高齢者が増加して行くこれからの社会でどうし

ても自分も一人では出来なくなる時が必ず来ま

す。今現在私も介護保険を利用させていただい

ていますが本当に感謝しています。ここ 2、3

年の間に健康状態が 1年事に疲れや、精神面で

変わって来ています。私も今年は目の治療や整

形外科、今は 1ヶ月前に小腸の手術で 2 週間も

入院してせっかく整形で骨粗しょう症の注射を

1 週間に 1 度行っていましたが入院の為に又も

どってしまいリハビリを入院中に先生に教えて

いただいてますが 1 ツ悪い事が出て来ると今度

は婦人科に通うような形でいつも娘に送っても

らって 1日を病院通いにかかってしまうのです。

私も病人、主人も去年救急で運ばれ心ぞうの手

術をし、ヘルスメーカーを入れて障害者です。

子供は出生時の時の難産で一種一級の障害者で

す。このような家庭に少しでも明るい未来がく

るといつも頑張っていきがいを持っています。

皆さんに深こくに考えてアンケートを送って下

さったと思います。何の意見でもないのですが

高齢者に希望が持てますように考えていただけ

れば幸いです。私皆さんに大変子供の事や主人

の事でお世話になっています。（女性、73歳） 

○一人暮しになって、自分の事の回りのことは、

何とか出来たが、1 番困ったのは食事を作るこ

とでした。そこで介護保険の訪問サービスを利

用し週二回ヘルパーさんに来てもらい、食事の

準備（調理）してもらうことにしました。ヘル

パーさんが来てくれて、いろいろの世間話をし

たり、調理のコツを教えてもらったりして、だ

んだん食事作りも、出来るようになりました。

食事だけを届けてもらうサービスよりも、良か

ったと思っています。今は、ヘルパーさんとの

雑談も楽しみの一つになっています。（男性、93

歳） 

○現在、脊柱管狭窄症と圧迫骨折で加療中なので

どこにがいとうするか分からない所が多く、空

欄にして居ります。（女性、87歳） 

○身内も大切ですが、御近所との交流も大きいと

思います。体の事を心配して家にコモッテは良

くありません。私はその時はその時と割り切っ

て出かけます。月 3ー4回の麻雀が何よりの楽し

みです。先月から御近所の方々と我家に集まり

麻雀を始めました。張切っています。（女性、86

歳） 
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○歩行難のため色々場所があると思いますが、今

週 1 回、1 ヶ所迎えに来る所を利用しているの

が精一杯です。あと他にあるといいのですが…。

（男性、81歳） 

○私は 85才です。身心共に頭から足先まで半ボケ

でしよう。水道の蛇口をいつも忘れ水の出しっ

ぱなし、水道代 9,000円以上になります。唯ガ

スだけは気をつけています。体は心臓狭心症、

肩筋肉がはずれている、膝の骨がそしょう症、

ふくらはぎもはれて痛いし、歩く事が仲々無理

ですが、介護がもう少し重度でないと駄目。ど

うすれば良いのでしょうか。教えて下さい。市

の方達も話しても無駄の様なので泣き泣きして

います。（女性、85 歳） 

○現在は息子 2人と自分で生活していますので先

の事はわからない。なるべく迷惑のかからない

よう過ごしたい。身体が大変になったら施設な

どに行くのも良いと思う。（女性、79歳） 

○いずれも高齢者向けのサービスかと存じ、感謝

致します。個人として、高齢者にとっては、内

容が複雑で、分かりやすい内容（例えば、どん

なサービスがあり、どういう状態なら利用出来

るかなど）が、入手困難なので、結局利用した

くても出来ないかと思っています。（女性、69

歳） 

○川柳一句お洒落して齢を忘れて闊歩する元気で

長生きしたいと思っています。これからもよろ

しくお願いします。（女性、80歳） 

○色々と失礼致しました。中々頭のいたい調べで

した。29年の 12月 31日までの便りですが、私

は出します。宜敷お願い致します。皆様お疲れ

さまです、元気で頑張って下さい。（女性、95

歳） 

○身障者でございますが今の時代に高齢になった

事が幸せでございます。日頃いろいろお気遣い

頂きサービスが増えていく事が心苦しく存じま

す。デイケアのサービスを受けてる最中にケガ

をして五ヶ月になりますが日増しに歩けなくな

りました事がくやしい日々でございます。83年

不自由な足でどこまでも歩き少々は疲れも感じ

る今年 5月末兄弟達又ご近所の方々に若いわね

とお声も伺い途中休みながらでも一時間を過ご

して参りました。ケアを受け初める迄は下手で

も字も書けましたが左手は食器も持てず、右手

の震えが強く出初めごらんの通り震えが……ど

ちらにご相談申し上げたらと…。（女性、83歳） 

○ケアハウスの仕組がいまだに分かりません。こ

の制度が出来た頃は職についていて理解する事

もなく過ぎてきました。長期病院に入院して患

者さんが、介護を受けるという話を耳にして、

病院を通して手続されるものだと理解しており

ました。私はまだ介護なんてと思っていますが

どういう経過をたどって介護保険が使えるのか、

分かりません。自己申告してどこに申し込むの

か、全く申し訳ないです。時期が来たら市役所

に話す事にします。少しずつ不自由になりつつ

ありますが、まだ大丈夫です。（女性、68歳） 

○非課税すれすれの年金生活です。非常ベルの設

置とバス利用をもう少し安価にしてほしいです

（年間京成バス 3萬）。座骨神経痛（右）、胸つ

いに骨折あり大へん不便です。83才ですが、毎

年不自由さが増していくこの頃です。以上（女

性、83歳） 

○3 頁 Q4 の 6 その他に書きましたのと同文です。

F112.持家（集合住宅）（マンション）で Q4 の（1

～5 が）整えば、その場所（持家）で自立の心

強く持ち、安心して過ごせると思います。（女性、

90 歳） 

○与えられた命を精一杯に自助努力して、反省、

行動、感謝し乍ら、凡てにビューティフルに生

きて行きます。90才になります、来年は!!（男

性、89歳） 

○・資源ゴミ等の重いゴミを出すのがたいへんで

すが、今は何とかがんばっていますがこれから

不安です。（近所の方に頼むのも気をつかいます

し）・民生委員の方が 3年間位一度も見えたこと

は有りません。民生委員がどんな方かも分かり

ません。（わが町会では）（女性、92 歳） 

○左眼外斜視になり一年前手術を受けましたが回

復せず長文はかけずご容赦下さいまで。何かと

ご支援いただき有難く存じ感謝いたしておりま

す。（女性、87歳） 

○増えつづける高齢者のために市や政府が色々考

えてくれていることに常々感謝しています。一
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人暮らしも、快適です。近隣関係もうまくいっ

ているので何の不安もありません。高齢者の中

には色々な人がいます。サービスを最大限利用

したい人と、なるべく利用しないで自分で出来

るかぎり頑張るという人です。私は気がねしな

がら週一回のリハビリには参加させてもらって

います。あとはなるべく人の迷惑にならぬよう

自分のことは自分でしたいと頑張っています。

（女性、78歳） 

○主人も私も東京生まれの東京育ち戦争中空襲で

逃げ回りましたが終戦を迎え肺結核にかかり方

肺をつぶされ 60 才すぎてから背骨が曲がり腰

痛で歩くのが困難になり、何とか自転車で買い

物などしております。東京で松戸市の「すぐや

る課」を知り区画整理の土地に 36年前に引越し

てきました。東京より空気がよく便利になり新

松戸で全部用が足ります。主人も 8年前に脳内

出血で中央病院に入院、若干歩行困難ですうが

定期的に診察に通っておりますが、要支援をは

ずされましたが何とか二人で助け合って生活し

ております。私も定期的に整形外科に通院し、

いろいろサービスを受けたいのですが二人でで

きる限り、動けるうちは動いていこうと思いま

す。（女性、88歳） 

○両親を介護した経験から（20 年）身内でなるべ

く最小限に看ることを心掛ける方法を筋に対策

を考えないと、切りのない負担に増加するので

は、核家族の弊害は良くも悪くも出てくるので

はないでしょうか。自分の親ぐらいはなるべく

看て、その家族に対する支援を。誰も、老いは

来る、介護をすることで失うことも多いですが、

学ぶことも多くあります。（女性、71歳） 

○常日頃から健康には気をつけ、早めに健康チェ

ックを受ける様務める。（女性、78 歳） 

○介護保険制度に大変感謝しています。現在小脳

梗塞からくる、数々の合併症（心不全、睡眠時

無呼吸症候群等）で月一回の通院、たくさんの

薬（14種類）を服用していますが、その治療費

の九割を高齢者保険でおぎなって頂いています。

毎月その度に申訳ない気持ちになります。真面

目に治療して、一つでも薬が減るようにと努力

している現状ですが、気管拡振による呼吸困難

で、ほとんど動き回れず、自分で食べる食事の

用意すら、困難になって生きるのぞみが無くな

りました。有難うございます。（女性、86歳） 

○83 才の一人暮らしですが現在は人に頼らず自

分の事は自分で出来ると思っていますがこれか

ら先の事を考えると不安は一杯あります。介護

サービス受けなければ生活出来ない状態になっ

た時の事を考えて今から少しずつ勉強してゆき

たいと考えています。（女性、83歳） 

○私は昭和 14年産まれで、戦後（昭和）時代に子

供・青春時代を過ごしましたが、きょうだいは

皆さん 5～6 人、7～8 人居られる方がほとんど

でした。ですが、私たちの世代では自分の子供

は、1人・2人くらいがほとんどとなってしまい

ました。そんな人口関係でも大変ですが、現在

の世相では正社員はほとんどいません。企業の

都合でいいように働かされています。子供が少

なくなった我々の時代は、皆、大学を出してい

るのに、見返りは無い人が多いようです。（子供

の意志より親の役目？）私達の若い時代は企業

が大変働く人たちを大切にし、ボーナス年 2 回、

春の賃上げ、忘年会など…と楽しませてもらい

ました。今は企業だけが良い思いをしているの

では…と思います。そんな訳で子供の世代も大

変ですので、国の責任で高齢者の老後を保障し

て下さい。軍事関係費がどんどん増えています。

（女性、77歳） 

○独居につき、突然異変（体調の）が不安。（男性、

80 歳） 

○調査票をいただき、現実を考えることが出来た

ような気がします。今、主人と二人で過ごして

いますが、なんだか淋しくなりました。子ども

も別々に幸せにやっておりますので、調査票の

ようなものを見て、どう考えるのかと心配にな

ります。アンケートは以上にしておきます。（女

性、93歳） 

○現在、私は要支援 1の認定を受け、約 1年軽度

のマシン使用でリハを受けたり、軽いストレッ

チ、体操等を半日（週 1回）させていただいて

おります。最近医療の発達もあり高齢者が増加

の一途をたどっており、要支援レベルの利用者

は自費で受けられる施設をケアマネから勧めら
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れており、保険料が多少増えても今の場所での

リハビリを希望したいです。国に負担も増加し

大変でしょうが、なんとか福祉の充実に力を入

れてほしいと切に願うものです。（女性、80歳） 

○両親の介護が終わったと思っているうちに、自

分が高齢者になってしまい困っています。家族

がいないので、何もできなくなったらと不安で

す。（女性、79歳） 

○今年 78歳になりますが、主人が病気で亡くなり、

独居になり、現在は腰痛で通院しています。主

人の病気はＡＬＳで、在宅でしたので、訪問看

護サービスを受け、その時、週 3 回の訪問看護

（入浴サービス等も）、看護師さんたちの温かい

支援に現在も感謝しています。夫の介護の際、

私の姿勢が悪かったのか、腰痛が発症し、現在

も治療中ですが、ヘルパーさんのサービス（週

1 回 1 時間）で会話をしながら明るく過ごして

います。制度に感謝しています。（女性、78 歳） 

○このたび、初めて介護保険を使い、また、ケア

マネの方にもお世話になりました。姉弟とも仲

良く、姪や甥も良くしてくれます。私自身なる

べく自分でできることは自分でやるようにして

います。私は 2009年にがんの手術をうけそれ以

来用具（人工肛門？）の世話になっており、そ

の取り換えにシャワーが必要となり、すぐに取

り付けました。それがうまくいかず浴槽がなか

なか温まりません。風呂だけ使える介護保険は

あるのでしょうか？（女性、77歳） 

○強がりを言っているようですが、出来れば、医

者や介護（家族も含め）の世話にならず、健康

長寿でゴールインしたいと思います。（女性、75

歳） 

○夫の介護を平成 11年よりやっていますが、最近

では相手の体もだんだん弱って、1 分も立つこ

とが出来ず、その面倒を見る自分も体がきつく

なって、辛い毎日です。早く楽な毎日を送れる

日が楽しみになっている自分がどうしようもな

い日を過ごしております。（女性、76歳） 

○高齢者福祉の担当者に来てもらい、相談した結

果、介護 2とされました。その時の説明では通

院のタクシー代はないですが、ベッド、車いす

は保険が効くと言われましたから、1 月半ベッ

ドを借りたところ、7 万 4 千円あまりとられま

した。詳しい説明してほしかったです。できれ

ば担当者の名前を教えてほしいです。（性別無回

答、年齢無回答） 

○私は現在要支援 2 の判定を得て、何とか元気に

生活していますが、今後、要介護状態〈特に認

知症）にならないよう健康第一としたが、固い

決意のもと、日常生活を送っていただきたいと

思っております。本アンケートの各内容は大変

参考になり、大いに触発されました。ありがと

うございます。（男性、92歳） 

○包括支援センターのケアマネジャーに相談して

良い方法を考えたい。（女性、87歳） 

○主人は現在、介護施設におりますので、この調

査は無理ですので申し訳ありません。（女性、98

歳） 

○高齢者が増えて財政が大変なことはニュースで

聞くので増加も止むを得ないのかもしれないこ

とかもしれないが、それによって今の介護サー

ビスは受けられない、収入は増えることはない

年寄りの場合、長生きしたくないと最近よく思

う。（女性、84歳） 

○孤独な年金生活のため毎日が不安です。（女性、

87 歳） 

○要介護か 2 から要支援 2になってしまった。足

腰が弱くなって歩くのもやっともう歩けない。

（男性、83歳） 

○後悔のない人生はないと感じた。先手先手を打

ちたい。私の力では精一杯生きたつもりでまあ

満足か。人生何事も工夫が大切と思いますの

で・・・。人との出会いがとても大事。一日を

有意義に・・・。思い出は山ほどあるが、最近

般若心経の本を買い、持ち歩きの小さい本。90

歳にして迷わず､となりますように。（女性、89

歳） 

○福祉が充実し、現在はありがたいです。感謝で

す。昔は家族が何年も何十年も支えて大変なこ

とだったと思います。（女性、81歳） 

○体調悪くキチンと書けず申し訳ありません。（女

性、80歳） 

○現在 83歳。余命をできる限り充実させたいと考

えています。そのためには健康が一番の問題で
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すが、脊柱管狭窄症の手術以来、いまだ以前の

体力に戻れません。老化現象による体力低下の

スピードに、リハと懸命な自己努力によってよ

うやく追いつき、現状維持というのが、現在の

姿です。介護保険によるリハによって何とか体

力を取り戻し、なるべく人に頼らないで済む生

活ができることを願っています。（女性、82歳） 

○老いて体が弱くなることに驚いています。いつ

も元気いいね、と言われていた自分が、大きな

手術を 2件も受けることになり、老いたくない

なあと思っています。介護等で手すりを付けて

いただきありがとうございました。福祉の充実、

感謝しております。（女性、74歳） 

○このようなアンケートを記入しながら、今まで

気にしなかったことがずいぶん気になりました。

私自身の体調と言うが、13年前に両膝、人口骨

の手術を受け、また、最近では右目の視力が劣

っているため、眼球に注射(2 回）、最近は体中

のだるさを感じていますが。今月で 5年目にな

りますが、介護予防通所（要支援 2）、週 2回（1

階が 3 時間）送迎付き、ヨガ、体操、やさしく

指導されながら、とても良い雰囲気で参加して

おります。いつまでつづけられることか。（女性、

85 歳） 

○皆々様のご支援をいただきいかされております。

本当にありがとうございます。（女性、88歳） 

○娘が松戸に住んでますので、熊本から松戸に引

っ越して来ました。年を取って松戸に来て、私

ごときにお手数をかけて申し訳ないと思ってい

ます。この先、自分でできることをしようと思

って頑張ってます。（女性、83歳） 

○昨年より介護でお世話になっていますが、出来

れば自身でやっていけたらと思っています。（女

性、81歳） 

○3 人の娘がいましても、それぞれで主人を亡く

し、こんなに一人は淋しいものとは思っていま

せんでした。近所の方々がとてもよいのと、ケ

アマネジャーさんがよく来て下さるので、もう

少し一人で頑張る気持ちでいます。ただ急に悪

くなった時のことが一番心配です。（女性、86

歳） 

○パーキンソン病、9 年目 72 歳女性の私､社会の

支援を受けながら、自立した独居生活を送って

います。デイケアでリハビリテーション、シル

バー人材センターの生活支援、ＮＰＯふれあい

のネットで送迎を利用。社会はだんだんとやさ

しくなっています。必要な支援を受けながら前

向きに生きることに努力したいと思います。多

くの方に介護保険について知って頂ければ、自

立できる方も生まれると思います。（女性、72

歳） 

○若い頃（55歳）腰椎 5 本を手術し、その時、腰

椎の変形が 19年度だそうで、手術は 25度以上

と言われ、それがいつか年を取り、胸痛と腰椎

の変形のある背中、腰が痛く 30 年も治療を行っ

ているが、だんだん年とともに痛みが強くなり、

歩行困難となり、休むと楽。でも歩けなくなる

からがんばって歩行訓練をしている状態です。

動かないと歩けなくなるので、主人の介護もそ

れで頑張っています。また、主人は変人でして

施設に入るのを嫌がってます。お金も無くなっ

てきています。この 5年くらいはいろいろ入院

手術を繰り返したので。少しぼけてきて、物忘

れも多くなってきていますが、自分のためにも

と、出来るだけ毎日動いています。（女性、84

歳） 

○ケアマネージャーが不在の時が多くてこの連絡

もスムーズでなかった。・市役所の対応について。

3 月に腰椎圧迫骨折を患った折、介護タクシー

をお聞きした時小金タクシーの通常タクシー営

業の電話番号を教えられた（痛くて困っている

のに）。・介護タクシーで通院可能なのかと電話

口でいう職員がいて（確かな情報を認識してく

ださい）。・痛くて仕方ないのに、通院しなけれ

ばならず、入浴のサービスを訪ねた時、ケアマ

ネージャーの認定が必要だ。決まりだの一点張

りでこちらの意など何も汲んでくれなかった。

かかりつけの整形外科医は自分の診断の裏付け

のためか、がんがないか内科を受診しろとか、

MRI 取れとか、痛くて仕方ないのに新松戸の病

院まで行かされました。介護タクシー代も大変

でした。※夜間診療を受けたり、救急車をお願

いしたり（介護タクシーが予約できないので）、

本当に大変でした。10kg 痩せました。（女性、
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76 歳） 

○私は 10年近く一人暮らしですが、昨年怪我をし

て介護保険で手すり、ベッド、歩行器具等でお

世話になり、安心して家出のリハビリを続ける

ことが出来ました。特に包括支援センターの皆

様には親切に応援をしていただき感謝しており

ます。今回の経験で私が感じたことですが、一

人暮らしで不安を抱えながら過ごしている友人

たちが、入院等をしなくてもその状態に応じた

介護保険利用を可能にしていただけたら、介護

状態になることを少しでも遅らせることも出来

るのではないかと考えています（安心して、い

つでも相談できる相手（包括センターの方々等）

を得るということです）。（女性、72 歳） 

○少ない年金の中からだんだん少なくなってきて

今の年金、家賃、公共料金払うと食べるお金、

病院の一割負担も考えてしまいますが、薬だけ

はなくなると不安になり、生きていくのが辛く

なってストレスに悩まされ、尚体調が悪くなっ

てしまいます。（女性、84歳） 

○万 85歳（女）今、デイサービス週 2日と掃除週

1 回 1 時間の介護サービスのお世話になってい

ます。今まで長男夫婦に手続きは全部やっても

らいましたが、長男夫婦も自分たちの老後の生

活設計を考える年齢になり二人とも今動いてい

ます。私も自分で出来ることは自分でやる気力

を持つことが大切と痛感しています。そしてい

つかお世話になるかもしれない近所の方々とも

っと親密なおつきあいをすることも大切と身に

しみて感じます。どちらも私には大変な努力が

必要ですが、一歩を頑張って踏み出したいと自

分自身に言い聞かせています。（女性、85歳） 

○今ぎりぎりの生活ですので何事も引き上げのこ

の項で、生活はきつくなるばかり、なるべく健

康でお世話にならないような毎日送り、この辺

でというところで静かに行きたいといつも家族

と、夫婦で話しています。サービスの必要とし

ない身体をと考えて生活していくつもりです。

（女性、82歳） 

○私は膝腰肩と若い時意識不明になった時の状態

が歳を重ねると共に出てきました。手術は無理

と言われてます。他所の市や友人の住む東京な

ど安く介護保険でしていることを聞き、市役所

に自分で行き介護保険を利用してデイケアに行

ってます。松戸市は自分からしないと駄目なこ

とがわかりました。広報も子どもたちのことは

よく書いてありますが、老人に対してのことな

どほとんどない状態。交通の便も悪く、足腰の

悪くなった老人はハイヤーを利用するしかあり

ません。松戸の駅もエレベーターもエスカレー

ターもなく利用できません。（女性、84 歳） 

○この調査票を作るにあたってどのぐらい大変だ

ったでしょうか。頭が下がります。私は 3年前

から身体の変調をきたし、要支援をいただきま

したが、使わずにこの一年間頑張って行こうと

思っています。（女性、84歳） 

 

４ アンケート調査について 

○意見を書いても、にくまれるだけで、年金の少

ない（生活出来ぬ）老人に金金で、私共はどん

な立場にせよ自分の生んだ子供などに一銭も戴

かず、頑張って来れた、いったい、この世の中

は。老人に対するアンケート長すぎます、つか

れました。（女性、73歳） 

○こんなに広汎大量のアンケートに答えるのは老

齢者には大変苦痛でした。（男性、89歳） 

○たくさんのアンケートで疲れました。どちらか

1 つに○というのは難しく、どちらともいえな

いのが大半です。又、夫が病気でホームでの生

活をしている上に病気で入院する場合もあり費

用の負担は大変です。この先私もホームに入ら

なければならなくなった時家計はどうなるか不

安です。今回夫のところにもアンケート用紙が

来ていますが今の状態では意向を聞いたり回答

することは私にとっても困難ですので、私だけ

の回答にさせて頂きます。（女性、81歳） 

○初めてのアンケートと思いますが、項目が多す

ぎると思います。内容の再考ねがいます。（女性、

68 歳） 

○設問が可成り難しかった。（男性、88 歳） 

○長すぎる年寄には。いらいらして来た。（女性、

75 歳） 

○・アンケート数多すぎ!!・途中から、いやにな
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ってきた。（男性、66歳） 

○高齢者は年金受給で生活してる者が多いと思う

がサービス向上の為に保険料などを上げて年金

受給が減額されるのであればまったく期待出来

無い。年金積立等の投資をするのは、勝手に使

い損をし、年金の基に成る金を国民の意見無く

使用し減らしたらなく成ると減らすやり方は、

やめてほしい。※高齢者に対するアンケートは

もっと簡単にするか、直接聞きに来てほしい。

（男性、71歳） 

○たくさんのアンケートに集中出来ません。いろ

いろなサービスの意味がわかりません。考えて

いると具合が悪くなります。（女性、79 歳） 

○アンケート作成感謝します。（女性、81歳） 

○こんな沢山質問しないで下さい、とても疲れま

す。字をもっと太く見やすくして下さい。うす

くて目も心も肩もこり疲れました。（女性、83

歳） 

○文字が小さくてよみづらい。（男性、81歳） 

○これはとてもかたよったアンケートだと思う。

むずかしい。誘導的な感じもするし、年寄りが

理解しきれない。新しい法は、いいも悪いもよ

くわからない。法のそのままの導入やいいまわ

しはついていけない。（女性、85歳） 

○大変疲れました、もう少し簡略化をして下さい。

（男性、82歳） 

○ご質問の意味とは少し違いますが、これ程多い

アンケートは私（あと 1 ヶ月もたてば 90才にな

る者には少し重荷です。（女性、89 歳） 

○質問があまりにも多すぎる。100 問も答えたら

くたびれ、これ以上書けない。（男性、83歳） 

○介護保険サービスの内容を初めに明記してない

と判断しづらい。（男性、76 歳） 

○・質問が長すぎる。読むのと理解に苦痛に思

う。・デイサービスやデイケア等あまり、カタカ

ナ英語を使わないでもらいたい。シートステイ、

ホームヘルプ、ケアマネージャー…。・サービス

が体操など 1 人 20分しか利用出来ないなら、1

人の指導者が 10人集めれば 200分つまり、3時

間近く、体操が出来るはず。その様なデイサー

ビスは松戸にはないと思う。（男性、85 歳） 

○目が見えづらい高齢者には負担の大きいアンケ

ートです。夜中までかかり疲れ果ててしまいま

した。ポストに投函する事も大変でした。周囲

には字が読めない方もいました。配慮をお願い

致します。（女性、78歳） 

○このアンケートの内容に回答するのがむずかし

かった。一概に答えられない質問が多かった。

（女性、87歳） 

○これだけ詳細に亘り、かつ時にはプライバシー

に立入る質問をしたからにはどう活用し、又し

たかを、必ず回答者に報告していただきたい。

えてしてこの類いのアンケートはえてして、質

問しそれにて充分ということが多い。その保障

がなければ、使用は御遠慮いただきたい。適宜

の御返答をお待ちする。（男性、70 歳） 

○アンケートの項目が多くて少々疲れました。（女

性、87歳） 

○今回のアンケートが長すぎてわかりづらい簡単

に答えられるように考えてもらいたい。（女性、

83 歳） 

○多くの質問回答に疲れました。（女性、81歳） 

○毎年思うのですが、私自身、年を重ねるごとに

このアンケートに記入することすらこたえます。

休み休みやっと記入しました。この年齢になる

と、どこかしら体の具合が悪い（もちろん病気

を持っています）ものですから、ひとつひとつ

考えながらこの沢山の質問にお答えするには、

かなりの気力と体力がいります。もっと簡便な

方法で、と願っているのは私だけでしょうか。

（女性、84歳） 

○1．保険料負担についての回答欄が偏っている。

考えかたが狭過ぎる。なぜなら、国や県が予算

を増やせば、地方自治体である市の負担は軽く

なる。国や県が予算を増やす余地は十分あるの

で、市は要求すべきで、現役世代と利用者に負

担を強いなくても良い。それを「予算がないこ

と」だけを前提にした回答項目は偏っている。

誘導的回答ばかりでは、市民に対して、公平で

真摯な行政とは言えない。2．国の予算には、大

企業への優遇税制による内部留保(300 兆円あ

る）、米軍への思いやり予算（1920 億円ある）

等々があり、日本国民の生活の安心のために使

うべき。千葉県は財政収入が全国 4位なのに、
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社会保障費は最下位 37位であり、予算を使う余

地は十分ある。（女性、76歳） 

○いつもお世話になりありがとうございます。高

齢者としてはこの一冊（に答えること）は本当

に大変でした。質問の意味が分からず何日もか

かってしまいました。（女性、88歳） 

 

５ その他 

○若者も困っているときは困ってます。いつでも

（65 歳とか 75 歳とかと切ってしまうとき）介

護保険で対応できるといいのですが。それとも

若い人には若い人用の対応がありますか。（女性、

74 歳） 

○年を重ね、若い頃の様に元気で健康な年寄りに

誰でもなれる訳ではないので、要介護になった

りしたお年寄りに、優しい社会であることを願

います。（男性、68 歳） 

○私も元気な時には介護の仕事をしていましたが

お国も大変なのでしょうが上の方達はもっと現

場をしっていただきたいと思います。国会議員

の方達はもっと現場を看て下さい。選挙の時ば

かしで失望しています。こんな議員たちに選挙

の票を入れたくないと常日頃思っています。（女

性、84歳） 

○高齢化社会が益々進み老人要介護者が増加し、

この対応は行政が行える施策には限度もありま

す。先ず自助努力、若いうちから認知症になら

ないようにあらゆる努力をして代に世話になら

ないようにガンバルこと。今の 10倍～100 倍保

険料を上げても間に合いません。本人の甘え、

介護業者は商売ですからヂャンヂャン金を使わ

せて必要以上の施設を行います。非常にむつか

しいです。（男性、84歳） 

○今後、どの様に変化するかに依って、考えも、

変わります。（女性、69歳） 

○福祉はありがたいが、社会的なバランスがあり

重要と思います。どこまでも長生きを応援する

必要はありません。現役の人々の生活に重大な

影響を与えることは、だめです。人の死は、さ

さえる人がある場合、悲しむべきですが、ささ

えなければならない人がなくなれば、早く去っ

た方が世の為と思います。（男性、74歳） 

○当町会は全く役員の質悪く以前と比較すると全

く劣っている。（男性、77歳） 

○安楽死の法制化を望みます。毎日の生活が自分

でできなくなり、おむつ替えや下の世話で人様

の手を煩わすようになりましたら、潔く死にた

いです。どうか、安楽死を認めて下さいますよ

うに、お願い申し上げます。（女性、89 歳） 

○高齢者が増える中、それぞれも負担するのはあ

たり前なので何でもただ甘えるのではなくやっ

ていかないといけないと思います。（女性、80

歳） 

○子供や妻がいるのにずるをして生活保護をもら

い、酒のんだりしているのはゆるせない。介護

保険使うな、正しくおつかい下さい。（男性、72

歳） 

○特になし。本当は仕組がわからない。（男性、78

歳） 

○延命治療について、どうなったら中止してよい

かを確認する制度をつくってほしい。（治る見込

みもないのにいつまでも治療は、本人やまわり

の家族の負担以外にためにならないので）（女性、

72 歳） 

○今は何とか、自分の力で動いている。明日がわ

からない。子どもに迷惑をかけず、自分の力で

生きつづけたい。現在、整理しなければ…と思

っているが老人会の役で多忙に追われ、自分の

ことが出来ないでいる。老人会も市の要請が多

く年度始めの提出物が困難で役をやる人がいな

い。予算決算、行事報告、行事計画で困難を来

している。はつらつクラブも今回で退会しよう

かと考えている。（女性、88 歳） 

○安い年金から高い介護保険料を天引され日々の

家計の遣繰りに四苦八苦している毎日です。少

子高齢化進む中、共助としての相応の負担は止

むを得ぬ措置とは思います。そもそも私達は致

死率 100％の生物です。若い頃咲き誇っていた

花がやがて朽ち果て消えてゆくこれが自然の摂

理と思います。いたずらに延命治療に走り高額

な医療負担には、いささか疑問を覚えます。自

然の摂理に委ね無用な費用削減に資し、介護保

険料軽減に寄与するものと思います。（男性、87
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歳） 

○特になし。（男性、67歳） 

○オーストラリアの老いの現状みたが、元々の納

税額は 40％、でも公立の小、中、高校、大学ま

で月謝無料。皆さん、貯金の必要なく、おおら

かにかんじた。動物園の 80 才 90 才の園内みま

わりのボランティアの元気さにおどろいた。交

通費も、なし。昼食も「パンとトマト」と、ボ

ランティアは（以後見切れ）（女性、84 歳） 

○私は国民保険です。少ない保険を何度もけずら

れ介護保険は何度も上がっています。国民保険

を 1銭もはらわない人が生活保護をもらってい

ます。国民保険を 5 万位で苦しいです。生活保

護は国民保険の 2倍以上もらっているのです。

生活保護の人達を可哀そうと云っているのを耳

にします。国民保険は一生懸命はらって生活保

護より少ないのです矛盾していると思いません

か－お金を倍以上もらって病院もただです。（女

性、81歳） 

○民生委員の訪問はおろか名前も知らない人が多

いのはおかしい地域だとおもう。（女性、84歳） 

○病院通いでタクシーにことわられた場合の手段

を考えて頂きたい。（これまでに何回もタクシー

会社にことわられた。）（女性、84歳） 

○安部首相は高額な資産と給料で生活しているか

ら貧弱な市民の苦しい生活者の事がわかってい

ない。税の負担が大きい。固定資産税、県・市

民税、政党助成金、介護、保険金の増額等、政

治、経済（大企業、経団連）の望ましい在り方

等について全くわかっていない。アメリカの人

口の 60％しか日本にはいないのに国会議員数

はアメリカの 3倍で、高所得議員が多い。県、

市会議員、特に松戸は行政や高額な職員議員が

多い。（男性、81歳） 

○介護保険は上がるし、年金は下がっていく、こ

れからのとしよりはどうなるんでしょうか！他

の国にはどんどんお金をまいて、大盤振る舞い

をして！国内では、年寄りからどんどん減らし

て行く。特別養護老人ホームは少なく、入れな

い。普通の養護老人ホームはどんどん出来てい

るけど、入居代が高く入れない！老老介護はぜ

ったい無理、これからの年寄りは自殺して行く

人が多くなるぜったい！これから先は、80才以

上過ぎたら、希望者には、カプセルで安楽死出

来る様になればいい。元気な人は、どんどん長

いきすればいい。乱筆でごめんなさい。（女性、

78 歳） 

○今更いっても仕方のないことですが、将来この

国が高齢化、少子化に向かっていることは素人

の私にも読みとれていました。当時両親は高齢

でも元気であり、娘のクラスですでに 2 人兄弟

が多数を占め、主婦は教育、住宅ローンのため

パートで働き始め、家計のためフルタイムで働

くお母さんもいました。3 人も子供を生むこと

はもう無理でした。国は国民のいろんなデータ

を取っており、生年月日だけでも丁寧に追って

みれば少子化、高齢化は分かっていたはずです。

早いうちから手をうってほしかった（そんな政

治を選んだのは国民でありますが、ほとんどの

人が中流以上であり、なんの心配もなかったの

でしょうね）。（女性、72歳） 

○海外の方々はどのような福祉を受けられている

のですか？特に先進国といわれている国々のこ

とも知っておきたい。（女性、86歳） 

○高齢者が多い為、町会の組長や会計をしなくて

わならない事が大変です。要介護要支援を受け

てる人はぜひ免除出来る様に町会に検討する様

にして下さい！！さ来年頃当番がくるので今か

ら気が重いです。この事はぜひ実現出来る様に

お願いします！！（女性、80 歳） 

○・医師が薬を必要以上に多く出し過ぎると思う。

二ヶ所の病院から貰った貼り薬を近所の方から

貰うことがあり、おかしいと思う。・地域包括支

援センターの方の見廻りには感謝しています。

月に 1回ずつ位は、訪ねてほしいと思います。・

民生委員はあまり役に立っていません。訪ねて

下さったこともない。（女性、80歳） 

○1.介護は障害を背負った人が理解出来ない。親

子ですら困難が有るのに、健常な他人にわかる

だろうか？2.何処の自治体も借金だらけで現状

で手一杯だと思う。手厚いより早期対応に金と

力を注ぐべし。3.アイデアとして、健常時の介

護貢献ポイントにして、介護サービス時に反映

させる仕組はどうか？（男性、71歳） 
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○安楽死を認めてほしい。（女性、83歳） 

○路線バス（松戸駅行き）老人割引きを希望致し

ます。年金老人にとってはタクシー代が、大変

です。病院に行くので、お願いします。朝松戸

駅行きのバスが、こむので道はばを、なんとか

してもらいたい。よろしくお願い致します。（女

性、70歳） 

○有料老人ホームに入所できる者は限られる。特

養を増やして入居待ちを解消すること、保険料

引き上げはある程度やむを得ないが、その前に

国にとって税金の無駄使い、税金の公平性の改

善等により、財源を作り出す方が先だ。介護に

かかわる人々の待遇改善、現在の収入では質の

良い介護は望めない（親を施設に入れたことが

ある）。（男性、74歳） 

○老人が増えるので医療費が上がるは仕方がない

のでしょうが、年金が下がる様な事だけはなく

して下さい。後、何年生きるのかと思うと悲し

くなります。一生懸命働いて来た年金です。老

人を悲しませないで、長生きして来た事が幸せ

だった思わせる社会にして欲しいと思います。

（女性、82歳） 

○まじめに生きている人が不公平を感じないよう

にしてほしい。福祉（生活保護者）の人ばかり

が優遇されないようにしてほしい。（女性、79

歳） 

○なるようにしかならないのでは？自分で動けな

いのだから。（女性、89歳） 

○・独り暮しの人の、見守りを徹底してもらいた

い。見守りをしてもらえば気力も出、自立して

生活できる人が多いのではないかと思いま

す。・老人は甘えを捨て被害者意識を捨て、若い

時以上に頑張るべき。老人学を教えるべき。・民

生委員にたのみづらい、原因はボランテアで迷

惑かけたくないという心理が働く。・これからの

社会は縁が薄れ孤独死する人が多いと予想され、

予算の関係もあると思いますけど出来る限りの

予防対策をしていただければ。（男性、76歳） 

○優先席の利用についての疑問があります。外か

ら見て障害者とわかりにくい場合は席を譲って

もらえず大変辛い思いをした事があります。ど

うしたらいいのでしょうか？対策をお願いしま

す。（女性、76歳） 

○医者にいっても、薬をあまり、もらわない事。

（女性、76歳） 

○この西馬橋地区には、趣味、スポーツ関係の施

設が何にもないんです。又、指導者もいない。

老人の遊ぶ場所がないんです。（女性、83歳） 

○今年も、ご苦労様でした。体調をお崩しになり

ませぬように。良いお年でありますように。か

しこ（女性、59 歳） 

○近所は全員高齢者です。若い人子供でも接する

機会があれば元気が出る様に思う。広い部屋を

若い人に週 1 回でも使っていただけるなら楽し

いと思う。チャンスを作って下さい。若い人と

老人のために…。（女性、80 歳） 

○松戸市はおくれている。自分がさらに年老いた

とき、ものすごく不安だ。ここに 50年近く住ん

で夫と共に松戸市に税などおさめて来たはずな

のに、ほとんど約にたたない。国のやり方も貧

しいもの、やんだ年よりは消えると云っている

ようだ。自民党に一票を入れる人の気がしれな

い。（女性、77歳） 

○無駄をはぶく。（女性、88 歳） 

○金のない者は早く死ねと言っているようだ。（男

性、68歳） 

○・高齢者にも自己管理が出来る様に指導し連帯

性を持たせる対策が必要。・甘えと我儘を持たせ

ない。（高齢になると体力や気力が落ちるので甘

えが出る）（女性、80歳） 

○日本は何年も前から人口が減る傾向にあると予

想し報道もされていた。国はそこに何の対策も、

うたなかった事、打っても形式のみ。人口が増

している国もありそこを参考にしてほしかった。

利用者負担が増加する保険料引き上げはどうか

と当然のようにいわれると脅迫とも強制とも受

け取れる。国の責任はどうか、誰か責任をとっ

た？国の責任者は？国会議員は？公務員は？そ

の人達は安泰で弱い立場の人はそれをあまんじ

て生きていなければなりませんか。私は 65才ま

で働き税金を払いました。（男性、80歳） 

○期待できない。（女性、80 歳） 

○少子化と高齢化社会と医学の進歩で平均寿命も

高くなる反面、介護保険、医療費の増加と不足
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となりますが出来る限り低保険料で医療が受け

られるように希望します。介護と病院が最も大

事な世代である上に、年金生活が現状の為つう

せつに感じますね。（女性、74歳） 

○介護保険が何是で妻の判る状態にない。（男性、

69 歳） 

○1.Q13.インフルエンザの予防効果は何年間です

か？2.1 人暮らしのため地域の民生委員が訪問

すると聞いていますが、1 人暮らし 5 年になり

ますが一度も来ていません。民生委員制度は今

一度見直したほうがよいのではないでしょうか。

名誉職のように思って居られるように思います。

松戸市の場合色々なサービス直接申込みである

ので、税金を使ってまで指名されることではな

く、各町会長等が各機関へ通知すれば良い。（女

性、81歳） 

○・資源ゴミ等の重いゴミを出すのがたいへんで

すが、今は何とかがんばっていますがこれから

不安です。（近所の方に頼むのも気をつかいます

し）・民生委員の方が 3年間位一度も見えたこと

は有りません。民生委員がどんな方かも分かり

ません。（わが町会では）（女性、92 歳） 

○要介護高齢者、又放浪癖のある重度認知症患者

等に対しては、安楽死の方策を樹立実施して、

命ある人々が幸福感と希望に満ちた生活が出来

る社会になりますことを希望します。（男性、85

歳） 

○要介護 4、5 で寝たきりで自力で食事が取れず薬

で生きて、介護者のつかれから殺人、そして自

宅、老々介護が多くなる時代ではないでしょう

か。社会生活が出来ない時は死をみとめては？

法律を皆でかえては。立場が変われば考えがち

がうが。安楽死認めろ!!（男性、74 歳） 

○高齢者の医療費の値上げも仕方ないとは思いま

すが、子供や生保の人はいかがでしょうか。転

んでできた擦り傷でも受診し、毎日喫茶店に通

い、胃の薬や睡眠薬を取に来るのはいかがなも

のか？いくら医療費があっても足りなくなると

思います。（すべてタダです）また、外国籍の人

の生活保護者は何なのでしょう。年金で頑張っ

ている人がかわいそう。（女性、80 歳） 

○幼稚園と高齢者施設を区分けせず、いろいろな

施設が混在する形で整備された方が、それぞれ

に交流でき、互いに影響しあえる。その方が望

ましいのでは？（女性、77歳） 

○現在のサービス水準を維持するための保険料引

き上げは仕方がないと考えるが、その前提とし

て行財政改革の実施、特に議員（国会、地方）

の削減を確実に実現してもらいたい。（男性、73

歳） 

○1．保険料負担についての回答欄が偏っている。

考えかたが狭過ぎる。なぜなら、国や県が予算

を増やせば、地方自治体である市の負担は軽く

なる。国や県が予算を増やす余地は十分あるの

で、市は要求すべきで、現役世代と利用者に負

担を強いなくても良い。それを「予算がないこ

と」だけを前提にした回答項目は偏っている。

誘導的回答ばかりでは、市民に対して、公平で

真摯な行政とは言えない。2．国の予算には、大

企業への優遇税制による内部留保(300 兆円あ

る）、米軍への思いやり予算（1920 億円ある）

等々があり、日本国民の生活の安心のために使

うべき。千葉県は財政収入が全国 4位なのに、

社会保障費は最下位 37位であり、予算を使う余

地は十分ある。（女性、76歳） 

○今まで通りで良い。（女性、89歳） 

○年金機構で集めた保険料の増減を詳しく知りた

いです。各町会で気軽に立ち寄れる場所を 2，3

箇所作ってください。（女性、87歳） 

○家族が別居しているため、共同できない家庭が

増えている。住居を地域、勤務先などとの関係

を福祉を結びつけて考える必要がある。（女性、

83 歳） 
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（３）事業対象者・要支援認定者調査《家族等回答》 

 介護保険や高齢者福祉に関して、283人の方から回答が寄せられました。ここでは、回答の内

容について分類し、それぞれの件数を下記のとおりまとめました。 

 

区分 件数 

１ 介護保険制度やサービスについて 

（地域包括ケア、在宅サービス、施設サービス、職員、要介護認定、経済的

な負担、介護予防、相談や情報提供、介護する家族への支援） 

103件 

２ 行政に対する意見 16件 

３ 回答者・介護者の現況 109件 

４ アンケート調査について 27件 

５ その他 24件 

 

※ ご意見の後に属性（調査対象者の性別、

年齢）を記載しています。 

※ 同一回答者が複数の区分に属する意見を

回答している場合は、それぞれの区分に掲

載しています。同一回答者が区分内で複数

の内容に属する意見を回答している場合は、

いずれか１か所のみに掲載しています。 

 

１ 介護保険制度やサービスについて 

■ 主に地域包括ケアについて 

○地域包括センターに最初両親が関西より転居し

た時に相談しました。すぐに来てはくれました

が、対応が非常にがっかりするものでした。母

の介護認定の延長と、父の介護認定の申請につ

いて、相談しましたが、父の認可の申請に関し

ては「スポーツジムに通ったら」とか、施設を

紹介すると言われて数日後、希望するようなと

ころが見あたらないような回答とまた探してみ

るとのことで、音沙汰ありませんでした。たま

たま母のケアマネージャーさんが市の代行でき

る方であわせて相談できる方だったので、その

後はスムーズに話しは母のケアマネージャーさ

んのお世話になっていますが、正直民間の方の

かたが、きちんと対応してもらえるので必要な

い（地域包括センターは）と思っています。（男

性、82歳） 

○ケアマネージャーさんの存在はとても大きいで

す。地域包括支援センターというなかにいるケ

アマネージャーさんからの情報は介護者にとっ

て大変心強く助かりました。家族が少人数にな

り、突然介護者となったりする方や 1人でどこ

に相談したら良いかわからない方のために、市

役所の方に相談でき、地域の病院や老人保健施

設の情報をいただける地域包括支援センターは

とてもありがたい施設です。これからもお世話

になると思いますが、ケアマネージャーさんの

大変さを思うと、心苦しいところもあり、もう

少し人数を増やしていただいて、介護者の心の

ケアもしてもらえるような充実したセンターに

なっていただけると嬉しいです。（女性、77歳） 

○要支援の者が、周りの手伝いを得ず気軽に集え

る場所が欲しいと強く感じています。今現在、

歩行と言語に障害がある為、いろいろな集会、

サークルに参加にもついていけません。外に出

る為には、デイサービスを利用する他ありませ

ん。今利用している所は、言語と軽い運動を行

っているが、時間が 1～2時間弱の様で、後は 4
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時の帰宅まで、ひたすらすわって時間が過ぎる

のを待っている様で、帰宅すると疲れた疲れた

と云ってます。もう少し、1 日が楽しく過ごせ

る場所が欲しいと切に願います。（男性、66歳） 

○・高齢者が増加するので各家庭で高齢が安心し

て出来る組織作りが必要。・家庭看護・介護者が

申し出た時には、すみやかな対応をしてもらえ

る受け入れ先が必要。（女性、80歳） 

○出来れば、最後まで住み馴れた我家で家族と一

緒にいたい、と思う人が多いと思います。漸く

今在宅医療について、光があたってきている様

で嬉しいと思います。それについての廻りの医

療関係の方々の充実を、心からお願いしており

ます。（男性、91歳） 

○同居していても、日中（朝～夜）一人で生活す

る高齢者が安心して生活できるよう何らかの見

守りは必要と思います。エアコンや電球などの

操作（故障）など不便を感じることもるようで

す。締め切った室内では外のアナウンスカーの

音声も届かないため、工夫をお願いします（ス

ピーカーの設置、音量の調整など）。ＪＲ各駅の

ホームの整備（エレベータ、エスカレータの設

置）。難聴者への配慮（公共機関の窓口対応等）。

適正に使われるのなら税金を納めること、保険

料を支払うこと、納得できます。ムダな商品券

のバラまきではなく、介護・福祉の充実を希望

します。（女性、81 歳） 

○老老介護についての対策が何もできていないよ

うに思います。一人暮らしの老人は民生委員の

サポートが得られるが、家族が皆 65歳以上の場

合、一般家庭とみなされ、対策が全くないよう

に思います。老人はみな同じ。65歳以上ばかり

同居している家族へ見守りなど支援をお願いし

たいです。（女性、90歳） 

○1．町会役員当番に対して責任（集会等）。2．ご

み当番、これは重圧です。3．介護者の車の手配。

4．石油など重いものを配達してほしい。5．町

会の当番に配慮してほしい。6．病院通院の際の

タクシー利用に配慮してほしい。7．独居老人に

対する訪問回数に配慮してほしい。8．老人介護

にもっと配慮してほしい。9．独居老人の常日頃

の様子を把握する電話等に配慮してほしい。10．

支援の内容・方法について考慮してほしい。（女

性、80歳） 

○全てを市（税金）で行うのは無理かと思います。

近所、自治の力が重要と思います。そのような

仕組みを活性化させるための援助を行政が行う

ことのほうがより効果的であると思います。（女

性、85歳） 

 

■ 主に在宅サービスについて 

○超高齢者（88歳）の人に対して無料のバス券を

配布してください。停留場 1 区間の短い距離で

も歩くのが辛い人がいる。私もその一人。ちょ

っと買い物に行くにも車に乗りたい。「米寿のお

祝い」とかいうような理由をつけて、超高齢者

に無償配布願います。（男性、93歳） 

○単発的に配食サービスが必要な時があります。

ながいき手帳に業者や利用方法が掲載されてい

るようでしたら、ぜひ利用したいと思います。

また、物につかまらないと歩けない状態ですが

要支援ですので、リハビリは週 1 回しか行けま

せん。本人負担の割合を増やしてもいいと思い

ますので、利用する上限をゆるくしてほしいと

思います。（女性、93歳） 

○年々高齢者が増え介護保険を使う人が有る中

年々年金が減額される事をきくに当り相当不安

になってきます。保険料は上り本当に困る事態

になります。少しずつ機能を回復する様、出来

る限りプールに通い歩行訓練したりしてがんば

っていますが市内にバスの運行をたくさんして

足の確保をよろしくお願いします。東京都の様

にバス代も援助して頂ける様希望します。（女性、

77 歳） 

○ショートステイを使うには数ヶ月前から申し込

みをしなくてはならないと聞きました。「急な時

に使って下さい！」と言っているのは、立て前

であって実は違っています。（女性、87 歳） 

○パーキンソンで足が不自由なのでよくタクシー

を使います。タクシー代の補助があれば助かり

ます。市町村によっては出して頂ける所もある

様です。是非お願い致します。（男性、84歳） 

○福祉用具の貸与・福祉用具の購入・住宅の改修

大変ありがたく思っています。変らないように
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願います。現在の訪問型サービスが今のまま使

えなくなると生活が出来なくなってしまいます。

又通所型サービスに行かれなくなると外出しな

くなり又運動が出来なくなるのは大変こまりま

す。今のままでいろいろ利用できるのが希望で

す。（女性、79歳） 

○本人の身体状況に応じたケアプログラムが（例

えばリハビリ施設の選別）より適格である事を

望みます。各々個人の身体能力（例えば要支援

1＆2、要介護 1、2等）と実際のリハビリプログ

ラムが適合していない場合が多いと思う。（女性、

88 歳） 

○一般に松戸市は高齢者福祉の面で立ち遅れてい

ると云われている。一例をあげれば路線バスの

料金面の高齢者優遇がなく通常料金を払って乗

車せざるをえず、他との交流を阻まれ自室に閉

じこもりがちになり、老化が進む。もっと自由

にバスで往来出来るようにしてほしい。（男性、

80 歳） 

○高齢者がどんどん増えて行くし人口が少なくな

るし、となるとあまり長生きしたいとも思いま

せん。車で行動する事も運転手が高齢になって

しまい不可能ですし、主人が免許を返納すると

タクシーを使うしかないと言うことになってし

まいます。時々病院の往復にタクシーを使いま

すと、とてもお金がかかります。年金生活者な

のにそんなにいつもいつも使うことも出来ませ

ん。これから先あと何年生きるかわかりません

がとても心配です。タクシーの割引券があれば

と思います。（女性、85歳） 

○今は車を使っているが車を使えなくなった時、

通院の為の代金等の負担を軽減してほしい。秋

山に住んでいるがかかりつけの病院にタクシー

を使用すると片道 2000 以上かかる。（女性、77

歳） 

○個人の状況に応じて積極的な治療方針を促して

頂けるような方向性を望みます。足が悪くなる

とデイサービスのデイリハビリに行くことにな

りましたが積極的に病気を治そうという意欲が

なくなります。足が不自由でいろいろなことが

面倒になり、これから先の症状も不安になりま

す。段階に応じての方向性が示されれば、本人

もあきらめずに治療に向かえると思います。（男

性、68歳） 

○3度の食事の用意、掃除、洗濯が大変です。週 1

回位有料でやって下されば良いのですが？（男

性、82歳） 

○補聴器の利用が、眼鏡のように手軽にできるよ

うになると良いです。うちはまだ要支援のため、

ほぼ自分で行うことができます。空欄が多く申

し訳ありません。IR 法が問題になっていますが、

高齢者向けの通販も同じくらい問題だと思って

います。危機感をあおるような CMは即やめてほ

しいです。（女性、76歳） 

○昨年日曜日にショートステイを御お願い致しま

したが人手が足りないとことわられました。（男

性、91歳） 

○私は要介護 2ですので、お願いが可能ですが、

お金を出すので心配です。残り少しですので、

子供に金銭的な迷惑をかけたくありません。一

人息子夫婦に現在十分良くしてもらっているの

でできる限りの範囲で過ごせるよう頑張ってい

ます。できましたら、バス代とかタクシー代だ

とか、よろしくお願いできたら幸いです。（女性、

81 歳） 

○要支援 1 のため、サービス（リハビリ）が週 1

回のため、できることなら週 2回ができると早

く良くなると思います。（女性、75 歳） 

○要支援 2で毎月 1.2千円使える筈ですが、使っ

ていませんのでその分タクシー券をください。

駅にエレベータがなく大変なので、外出はしな

くなりました。病院に行く時だけタクシーを使

いますが、その分が家計を大いに圧迫していま

す。デイサービスの風呂は不潔と聞きますが、

事実でしょうか。（男性、85 歳） 

○同居している場合、受けられないサービスがあ

ります。同居しているとはいえ、本人と私（娘）

の 2人であり、昼間はフルタイムの仕事をして

いると、本人一人で昼間過ごしているので、緊

急時の対応ができません。勤務先の仕事の都合

で帰宅が遅く、また宿泊することもあります。

高齢者ですので通院のためにもタクシーを利用

して外出せざるを得ません。要支援 2で受けら

れるサービスを増やしていただけるとありがた
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いです。昼間の独居は同居であっても一人暮ら

しと同じであり、同じ支援が受けられる制度を

お願いしたいです。（女性、94歳） 

○歩けないのでタクシーしか移動できないので、

タクシー代が馬鹿にならない。送迎バスやタク

シー代を補助して貰いたい。これからデイサー

ビスやショートステイを受けようと思っている

が、本人が行きたくないと言って困っている。2

ヶ所見学に逝ったが行ったが、もう少し高齢者

が楽しめるようにならないものか、ゲーム機は

どうか。パチンコやスロットマシンなど型には

めず発想を変える。（女性、89歳） 

○要支援 2の認定を受けた母のために、シャワー

いすを初めて購入しましたが、介護用品価格の

高さに驚きました。市で指定された会社でしか

保険適用価格で購入できないようですが、社会

保障費が「ボッタクリ」されているように感じ

ました。安価での提供を望んでいる会社が存在

しないのか？それとも指定を受けられないの

か？分かりませんがもっと幅広く安価な介護用

品を扱う会社を増やすべきだと思いました。（女

性、91歳） 

 

■ 主に施設サービスについて 

○他の人の話しでは、いざ施設に入るとなると、

ことわれる事が多いようです。その様な事がな

いと良いです。現在、老人介護施設で調理師を

していますが、元気で入居して来ても半年位で

食事がやわらかい物になりますし、元気もなく

なります。家で生活しているのが本人には一番

良いと思います。（女性、91 歳） 

○認知症までは病状が悪くなく、体と頭がしっか

りしている本人が通所型施設ではまんぞくでき

なく、勉強、リクレーションの充実した施設を

希望している。その様な介護施設を作っていた

だきたい。（女性、92歳） 

○これから症状が悪化して行くと、施設への入所

が必要となります。今後費用が年金で納まる様

な施設に、いつでも入れる様なシステムにして

ほしいと願っています。お互いのしあわせな為。

安心して生きて行かれる為に、是非ともこれか

らの若い人達も豊かな人生を送る事が大切だと

思っています。高齢者ばかりではなくて、若い

人達の事も、もっともっと大切に考えてほしい

と思います。1 人の人間には限界があります!!

それぞれ人間らしく生きる権利があるのですか

ら…。（女性、81歳） 

○人生残り少ない私ですが、ぎりぎりまで自分で

がんばりたいと思っています。年金も最低の者

です。センターで最後過ごしたいものです。ど

うぞ入れるよう願います。（女性、87歳） 

○介護にもしなった場合夫婦では夫はぜったいい

やだと言ってますが妻（私）が寝たきりになっ

た時老人ホームに行きたいです。共同生活は自

信有りますが、現在の社会では施設料が非常に

高いので心細いです。何とか少しでも安くなる

事を願っております。老人ホームを 40 件程見て

回っておりますが、私の年金だけではぎりぎり

です。上記に記した事は万が一主人が面倒を見

てくれいない場合です。ほとんど介護はしてく

れないと思いますので…。（女性、76歳） 

○年金も毎年少なくなって生活が苦しい。安い（し

せつ）でもあったら入りたい。ころんで頭を打

ったので右手がきかない。汚い字でごめんなさ

い。（女性、82歳） 

○私の妻は現在事業対象者と認定されています。

高齢者夫婦で生活しているのでこの先健康面で

（特に認知症）どうなるか心配しています。行

政も何かと大変でしょうが、施設の充実を希望

します。（女性、79 歳） 

○家族と地域の支えによって、今の所母は自立し

た生活を送っておりますが、今後私たしでは対

応しきれなくなった時に、すぐ入所出来る、リ

ーズナブルな老人施設を、国県の補助でもっと

ふやしていただきたいと思います。今の民間の

施設では、金額的にも負担が大きすぎ、安心し

た老後（介護）を送れません。特養にはなかな

か入れないと聞いております。（女性、87歳） 

○自宅介護は精神的にも体力的にも不安がある。

特養ホーム、医療機関の拡充が望まれる。（男性、

81 歳） 

○世界に名だたる長寿国、誇らしい限りであるが、

その実情は寒々しい。孤独死、老老介護、戦前・

戦中を貧しさと闘いながら来た人々が今や 80
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歳過ぎとなっている。再び厳しい老後問題に頭

を抱えている。介護も長期になると家族も疲弊

し、悲惨な状況である。消費税も介護保険、医

療保険も多少の費用増加は我慢しても、一刻も

早く手軽に入所できる施設の増加が急務である。

税金の無駄遣いのないよう、国政に携わる人々

よ、住みよい日本に全力を投入することを望む。

（女性、80歳） 

○介護設備が出来ても、年金で利用できないのが

現状ですから、金額的に利用できるようになる

ことを望みます。（男性、84 歳） 

○要介護になった場合、施設入所が必要になって

も施設の空きがなく待ち時間が大変なようで心

細い。施設が空くのを待っていられない場合、

どのようにしたらいいか知りたい。施設の数を

増やすのに予算がないかもしれない。このよう

な場合はどうするのか？意見を聞きたい。（女性、

84 歳） 

 

■ 主に職員について 

○前にも書いたけれどケアマネージャーの態度が

非常に悪い。市はどの様に考えているのか？（男

性、68歳） 

○介護サービスがいっぱいあり、ありがたいこと

ですが、必要ないと思われることまであれもこ

れもサービスを受けるプランがあるように見受

けられるので、ケアマネの質の向上を望む。（男

性、70歳） 

○介護真っ只中ですが、幸い沢山の友人に囲まれ

ほぼ毎日笑える時間が持てる事に感謝です。ど

んな支援があろうとも自分がしなければ先に進

まないのでやるしかない！私はなるべく介護保

険は使わず…と考えているが、目いっぱい使わ

なきゃ…とアレもコレもお世話になっている人

をみると、あ～あ介護保険も近い将来パンクす

るな－と思う。（ずっと思っていた）更に見直し

見直しして、きびしく認定しないとダメですよ。

「高齢者いきいき安心センター」・「ケアマネ」

の程度の差がありすぎ。最低ラインの統一学習

会はあるのでしょうか???ごくろうさまです（男

性、72歳） 

○情報をとる場所、しくみが分からない。（医療限

度額など、訪看さんが教えてくれてはじめて知

った。多分知らない人も多数）収入が少ない（本

人はないので子どもが負担）ので本人がサービ

スを受ける＝お金がかかる＝子どもに悪い＝が

まんとなってしまうので、もう少し考えて欲し

い。福祉にたずさわる人の資質の差が大きい。

年寄りでも結構人をみている。てきとうに対応

する人も多く、福祉にかかわる人にはプライド

をもってやってほしい（資質にみ合った給料な

どの待遇改善）。（女性、81歳） 

○ケアマネージャーさんが毎年変わります。定着

するようよろしくお願いします。（女性、82歳） 

○ケアマネージャーのサービスが非常に心強く助

かっています。そして安心できます。（男性、86

歳） 

 

■ 主に要介護認定について 

○夫が車椅子を必要となり、現在有料老人ホーム

に御願いして居り、私は左右の股関節・左膝手

術をして居り、要支援 1ですが、他の市、東京

都等は支援度がもっと上がるのに松戸市は上が

らない。77才の時、船橋市、東京のお友達はお

祝いの品、1 万円を贈られたのに松戸市は何も

ない。夫が 88才の時 90才になっても何も有り

ません。介護保険料はしっかり徴収しているの

に。（女性、82歳） 

○ちょっとずつ高くなったり、変動しなかったと

しても、受けられるサービスが減ってきている

気がします。あと、手がしびれて、自分での炊

事等が厳しいにもかかわらず、支援 2だったり

…基準がきびしすぎかと…。我家は、私も兄も

仕事をしている為、母の事をきちんと介護でき

ません。だからといって老人ホームも年金です

んなり入れる金額ではないので、入居もさせて

あげられません。私達が年金をもらえなくなる

ぐらいならせめて、母の生活をすごしやすいも

のにしてあげたいです。（女性、76 歳） 

○介護認定の評価にかなり納得できません。認知

症の方は介護認定が高く、脚、腰が不自由な老

人に対しては、認定度が全く高くならず、介護

サービスも制限されてる状態です。家族の負担

も全く減らず、逆に増してきてますが全く認定
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度が上がりません。もう少し理解ある認定をお

願いしたいです。仕事も出来る様に一日も早く

なりたいです。公平な評価を…お願いします。

（女性、84歳） 

○以前、父が末期のガンだったので要介護認定を

申請したのですが…。「とにかく急いで欲しい」

とお願いしましたが調査の日程がなかなか決ま

らず、こちらが催促してやっと決まったのです

が、調査が終わってから通知が届くまで必要以

上の時間がかかり、催促すると「主治医からの

書類が届かなかったから遅くなりました」との

事でした。それなら一言連絡頂ければこちらか

ら主治医に連絡できたのに…。通知が届く前に

父は他界してしまいました。今後はこのような

事がないようにして頂きたいと思います。（女性、

78 歳） 

○毎年、要介護（支援）の審査をするために病院

へ行き、受診します。要介護・支援サービスの

利用は一度もしたことがありません。その場合、

前年利用しなかった費用を翌年に回せる方法な

どがあれば良いと思います。また、医師の診察

とケアマネとの認識の差（ケアマネの方が軽度

に判断する）があります。その場合、医師の診

察を優先して判断していただきたい。長年、母

の体調・変化を見て理解しているため、一回来

訪したケアマネよりも信頼できると思います。

（女性、76歳） 

○介護認定が下りず、総合事業で通所サービスを

週 2回受けているが、介護認定を再度申し込み、

もし支援 1 になった場合、通所サービスが週 1

回になってしまうと、ケアマネージャーさんよ

り聞いた。変ですよね？認定がない人が週 2回

通えるのに認定が降りたら減ってしまう？明ら

かに介護認定が降りるであろうものが減ってし

まうおそれがあるため躊躇してしまいます。判

定委員の方も認知症である本人の言うことを信

じ認定しない。まともな判断とは思えません。

判定員の質の向上をお願いしたいと思います。

認知症の人がどのような言動をするか、全く知

識がないんだと思います。認知症の人は普通の

会話はできますが、言っていることが事実では

ないことがほとんどです。判定員への研修等を

言っていただきたいです。（女性、81歳） 

 

■ 主に経済的な負担について 

○私ども夫婦（夫 84歳、妻 75 歳）二人とも 3割

負担の病院で月 1回受診していますが、支払額

が大きいほど 1割の人との差が開きます。生活

レベルの同じ近所の人たちが皆 1 割負担と聞き、

びっくりしました。高齢者の介護保険料も主人

は約 34000円、私 10000 円支払っています。毎

月の病院医療費と合算で夫婦二人で毎月約

60000 円の支払いです。所得がギリギリのライ

ンで保険料が定まるのですから、いつまでこの

状態が続くのか不安です。（女性、79歳） 

○・だれでもが通る道なので、安心・安全な老後

を過ごしたいと思う。すべてを介護保険でまか

なえとは言わないが、経済的理由で大きく差が

出るのはおかしいと思う。・自宅で自力で高齢期

が送られるよう、身近なサービスを希望したい。

（女性、92歳） 

○・国政問題ですが介護保険料の負担改善。・高齢

社会にむけ増々の福祉サービス充実を希望しま

す。（女性、68歳） 

○無年金者、無収入者の保険料を上げる、税金を

上げる、というような理不尽な政策をせず、高

所得者や資産家への福祉の在り方や税制を考え

るべきである。平等な税政、政治を行っていた

だきたい。（女性、70歳） 

○様々な条件を持った国民ではあるが、国民年金

の少ない金額からの介護保険料の負担が大きく

て生活が不安増大です。年金受給者以外の若い

方で職についていない方も公平に介護保険料は

支払っているのですか？加入は公平ですか？

（女性、86歳） 

○介護保険料が高すぎるように思います。（女性、

86 歳） 

○ある日突然、夫が入院、リハビリと 4 ヶ月が過

ぎ、やっと退院。後遺症もあり、日常生活に不

安があり、どうなることかと思いました。そん

な中、病院の対応、ケアマネージャーのアドバ

イス等に本当に助けられました。現在は週 2回

リハビリに通っていますが、少しずつ不自由な

体も回復に向って居ります。又、リハビリの職
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員の方々も、皆、明るく親切にして下さるので、

最初は多少不安に思いつつ参加して居りました

が、今では若い方々と言葉をかわす機会も出来

て、表情も明るくなりました。又、多少滑舌が

悪かったのも少しづつ、改善された様に思いま

す。老夫婦の生活には、外との接触も大切だと

感じました。介護保険のありがたさを痛感致し

ました。ただ、利用料が突然 1割から 2 割負担

になり、驚きました。いきなり 2 倍！物価上昇

時でもいきなり 2倍はあまりないので…。高齢

化社会は、ますますきびしくなりそうで、こわ

いです。（男性、80 歳） 

○介護保険の金銭面を無料にしてほしいです。（女

性、80歳） 

○介護保険料の負担が大きい。支援を受ける為に

も制約がありすぎる。（女性、82歳） 

○現在ホームに御世話になっています。週に 3 回

位行って外出やちょっとした体操などやってい

ます。介護⑤ですので介護福祉 1 割負担ですが

大変です。出来るだけ、値上げしない様お願い

致します。（女性、77歳） 

○介護保険料が安いからか、介護認定が厳しすぎ

る。料金は増加させても云いので、希望通りの

介護ができる様にして欲しい。希望高い保険料

等を払える人と払えない人の介護の度合に差を

つけて欲しい。（女性、94歳） 

○20 年も 14800×4 を積んでやって来た（サラリ

ーマンの妻）だけでは足りないと思うのに、介

護の金額をどんどん減らすのはいかがなものか。

まったくひどい、死ねと云っているようなもの

だ。（女性、77歳） 

○1.バリアフリーについて。(1)市内角町から松戸

駅に向かう歩道が狭くデコボコ道です。足の不

自由なものにとって非常に歩きづらいです。ま

た道路も狭く、自転車と自動車がギリギリで走

行して危険を感じます。(2)松戸駅ホームにエレ

ベーターがありません。設置をお願いします。

またホームに降りる下りエスカレーターの設置

をお願いします。2.住環境について。(1)私の住

んでいる場所から図書館までは、遠いです。地

区内に自治会館（上三公民館）があります。移

動図書館がきてもらえると、うれしいです。(2)

高齢者対象の活動に参加しようとしても、市民

センターや公民館の場所が遠いので参加できま

せん。上三地区に市民センターを作って欲しい

です。3.介護保険料の増額は、年金の減額とな

ります。介護を受けている人の負担増で対処し

て欲しい。（女性、67歳） 

○私自身ケアハウスに入居しています。要支援の

お世話（デイサービス等）になっています。介

護が必要になると自分の年金ではまかないきれ

ません。そのことが気になります。私の世話を

するほど、子供たちに余裕はなく、心配です。

（女性、80歳） 

○年金が少ないので、介護料金を安くしてほしい

です。医者に行くのにタクシー料金を 1 メータ

分安くするとか。（女性、75 歳） 

○1．介護認定の今のシステムでは軽度にされてし

まう。本人・医師・ケアマネジャーが事実を記

しているのに、軽く判定する今の制度はおかし

い。2．費用が理由で不足なら、国や県の予算を

もっと増やすようにもっと強く働きかけるべき。

予算はある。高齢者は戦前・戦中・戦後の苦し

い時代を潜り抜けて、日本社会をよくするよう

働いてきた人たちです。3．若い人の費用負担を

理由にすべきではない。国や県の予算の使い方

を変えれば必ず出せる。4．ヘルパーやケアマネ、

各種相談員など人材を育てることと働く条件

（賃金や待遇）を良くすることが重要。そのた

めの費用の準備と実施が重要。5．若い人の減少、

少子化は解消できる。保育園(小規模ではなく認

定保育園）増設、結婚できる賃上げ（大企業の

内部留保を賃上げに使わせる。また、大企業に

対する応分の増税が必要だし可能）、選択的夫婦

別姓を認め結婚をもっと自由にする。（フランス

等はこれで少子化をなくした）6．私は認定を下

げられて（要介護⇒要支援 2）しまったが、た

とえ週 2 日（45 分）でも直接的に助かる。また

ヘルパーさんが良い方なので生活に張りを与え

てもらっている。この制度を絶対になくしては

ならない。（女性、76歳） 

○保険料（介護、健康保険）の負担額に上限があ

るため、高額所得ほど負担割合が高くなってい

るように感じます。低所得者には対策が取られ
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ていても、一般人は苦しくなるばかりです。高

所得者にも一般人並みの負担をしてほしいと感

じます。年金から保険料は個人別に徴収されて

いるので、世帯合計では相当に高額所得者並み

の保険料が差し引かれています。シルバー民主

主義と攻撃されていますが、実態は高齢者の多

くは厳しい暮らしを強いられていると思います。

余裕のある人に負担をより求めると言っても、

一億の収入のある人と 370万の収入の人の負担

が同じというはおかしいと思います。子どもも

老人も貧困状態という状況を放置しないでくだ

さい。・国民皆保険制度で絶対に守ってくださ

い。・作家の五木寛之氏は十分な収入を得ている

ので一度も年金を受け取ったことはないとテレ

ビで言っていました。億単位の収入のあるよう

な人達は年金を返上しても全く困らないのでは

ないでしょうか。（女性、84 歳） 

 

■ 主に介護予防について 

○介護度の低い内にサービスを受ければ重度化の

予防にもなり、介護費の負担軽便にもなってい

ると思います。要支援 1の私が週 2回通所でき

る松戸市独自の制度は有難く思っています。（男

性、81歳） 

○最近市でも介護予防に力を入れて来ているよう

ですが実際に 80 才という年令を迎えた時に感

じる事は、この年令になると 1年 1年が老いを

痛切に感じます。足腰の痛みや関節の動きも思

うようにならなくなって来てついつまずき転び

そうになったり、転んで骨折でもしてそれこそ

寝たきりにでもなったらと注意して歩いており

ます。ところで先日 OH!!げんき体操教室に始め

て参加してみました。これがなかなか老人にと

って効果のあるいい教室でした。月に 1 回とい

う事ですが、このような機会をもう少し多く与

えていただけたらと感じました。なかなか思っ

ていても家で 1人では実行が出来ないので大勢

で行うと結構楽しいものでした。ロコモになら

ないように市民の為にぜひお願いしたいと思い

ます。（男性、80歳） 

○27 年度介護保険制度改正は良かったと思いま

す。通所リハビリテーションに週二回行ってい

るが（支援 2）体操、運動をやっているがあり

がたい。家では何もする気が出ないので。（男性、

79 歳） 

○介護する為の体力作りができる施設が近くにな

く（流山に行ってる）、出来たらと希望します。

60 才ぐらいから地域で取り組みができたら介

護されなくても生きられる様になりたい。若い

人たちへの負担も少なくしてあげたいです。（女

性、94歳） 

○本人（あて名）より夫は要介護 4、市や国に治

療と、おむつの無料等お世話になっております。

介護サービスは介護タクシー（通院に）を利用、

12/1 よりベット一式利用します。日々の介護、

朝起きてからの食事の世話、着替え、タクシー

が来るまで 1時間 30分まで大変です。時々怒鳴

しますが、本人は認知症を合症してますので、

元に戻り、介護します。若い頃に予防（病気に

ならない）、過度の喫煙、飲酒に注意し、成人病

にならない様にアピールを望みます。（女性、75

歳） 

○お世話になっております。母がヨガをさせても

らっていて調子がよさそうです。年配者が外に

出やすい寄合や、仕組があると健康年令がのび

てありがたいです。（女性、85歳） 

○前でも触れたが、介護制度の中に、健常時の介

護サービスへの貢献度をポイントにして、介護

される時に反映させられないだろうか？（子供

時代も含めて）（男性、71歳） 

○1.Q115 に関して。家内ですが要介護 1、です。

16.の内容はタクシー代が一番かかります。医

院・病院以外に外出していませんが、松戸の病

院、上本郷の医院ですが月 4、5回は通院してい

ますので、補助制度が出来ないでしょうか。2.

私は要支援 1、です。変形性膝痛、腰痛症です

が、通院だけでなく自宅で毎日リハビリを行っ

ています。手術をしないで治す方法をとってい

ますが、近所にリハビリを行える場所があれば

と思っています。添付したパンフは私の変形性

関節症の運動療法ですが、他の症状に対しての

ものも学界では出していると思いますので、ご

検討の上、安値に近隣の施設を使えるか、簡単

な場所を作っていただきたいものです。私と類
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似の要支援の方は、手術をしなくても改善を見

ることが出来ると私自身実感してます。TVで盛

んに広告してますが、自身でやる運動がともな

わなければ、改善しません。医者には月一回診

察を受ければ足りると思います。医療費の軽減

に資すると思います。（男性、88歳） 

○これからは、皆の問題として、意識が共有され、

50 代から体操など、気軽に体力づくりをできる

場が公的に整備され（地域の中に多く）、無料で

利用できればいいと思います。介護保険料は安

いに越したことはないが、サービスが向上する

なら、値上げもやむを得ないと思う。（女性、68

歳） 

○公的機関による介護予防教室（無料）を考えて

いただきたい。私は現在 84才ですが、いままで

努力して会費を月額○○円支払って健康を維持

してきました。他にもそのような方がおられま

す。そのような努力が報われることに税金を使

ってほしいと思います。（女性、84 歳） 

○公園に運動器具が欲しい。家では寝てるだけな

ので、そのようなものがあれば、外出のきっか

けになる。（男性、67歳） 

○今元気で、現在に体力を一日も長く維持したい

と真剣に願っている。70～80 代の高齢者に、ト

レーニングの場を与えてください。週 2 回のい

きいきトレーニングは 3か月で終了、体力が改

善されると継続はできない。筋力は 3日間持続

できる。だから週 2 回のスケジュールが組まれ

たのだと思いますが、それを続ける場がない。

自主トレーニングだけでどれだけカバーできま

すか。家を出て人に会うのも高齢者には必要で

す（70～8０歳になると、慣れない会場、交通の

便も大きな問題です）。将来的に考えれば、寝た

きりになってかかる費用より、今使う保険金の

方が少額で済むし、受ける市民も元気に生活で

きる日が長いほうが幸せです。月 1回行われて

いる元気体操も有難いですが、費用の使い方と

しては焼け石に水ではないでしょうか。せめて

週 1回行われれば体力増強・維持に効果が望め

ると思います。（男性、80歳） 

 

 

■ 主に相談や情報提供について 

○介護保険、高齢者福祉に関して知識を得る機会

が少ない。啓蒙活動が必要。（女性、74 歳） 

○現在は介護保険、高齢者福祉に関しては公報松

戸を読む程度、又医者に聞いてますが市では今

後の生活や老人が市に対して個人的に理解でき

る小冊子があれば送って欲しいと思います。（男

性、80歳） 

○要介護者の場合は利用できる範囲が幅広いが要

支援だと極端に少ないし手続きがわかりにくい。

また、経済的な面から、利用を躊躇することも

あるし、保険料、利用料共に年々増加していく

ので利用しにくくなっている。介護保険法の内

容を本当に理解している者（特に高齢者）がど

れだけいるのだろうか？と、市区町村自治体側

は内容を理解させるよう努めているのだろう

か？相互共に理解できるような制度なのだろう

か？（女性、75 歳） 

○困った時、緊急の時など、どうしたらいいのか？

そんな時に、紙の形式で目次とか見出し内容か

ら連絡先窓口への電話番号までわかるものが出

来ませんか？ネットの時代とよく言われますが、

便利は不便でもあり年配者の多くがネットの環

境があるわけではありません。環境を手配する

のさえ実際は、本当に大変な事を行政側も考え

て下さい。またネットのモデム機器を交換しに

行きたいと、夜でないと行けないなどと言って、

誰だかわからない男女が電話して来る事が、実

際に来ています。このような事実が有り、NTT

や警察へ確認連絡をしています。年配者が読め

ても、家族が見ても、良くわかる窓口先や行政

課が見つけられる内容に作って頂けたらと思う。

（介護者の息子）松戸市で出している生活カタ

ログでは、年配者はわからない。こまった!?時、

誰でも分かる内容であること。（男性、年齢無回

答） 

○高齢者で一人で元気に生活していても、いざ介

護保険が必要になった時どう手続きしたら良い

のかわからないと思う。そういう人はたくさん

いるのではないでしょうか。（男性、78 歳） 

○私は現在、88才 3 ヶ月の身体障害 3級の障害者

手帳の保持者です。手帳の内容の説明書きにも
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種々と詳しく説明が記されて居りますが実際に

活用するとなると自分から直接手続き事をする

とか所定の箇所に出頭するか、それに準ずる自

身が行動しなければならない事が現実だと思い

ます。出来得れば簡単な方法で代理人等による

手続き事が出来るか相談が出来れば大変助かる

と思われます、がいかがでしょうか。其の他物

を購入するにしてももっと簡単な方法で購入が

出来ればと思いますが。又最後に非常時に安全

な場所に避難するよう手助けを明記下されば幸

せです。尚、現在の私は多臓器障害にて常時病

院にて検査を受けて居ります。（男性、88歳） 

○広報まつどを読みたいが、新聞をとっていない

ので家で読むことができない。松戸市の HPで広

報まつどが読めるようにしていただくと助かる。

（男性、71歳） 

○要支援認定を受けましたが、申請から認定、実

際に介護サービスを利用する迄の書類、説明か

ら契約書等、こまごまと何枚も書かれたものに

何度もサイン、印かんを押して、後で家で読ん

で下さいと渡され大きな袋にずっしりと有り高

齢者がおそらく読む方はいないと思います。大

切な事なのかも知れませんが、要点をわかりや

すく簡素なものにして下さったらと思います。

認定をされた時松戸市介護保険課より緑色の保

険者証がおくられて来ました。しばらくしてか

ら地域包括支援センターとの契約となったので

しょうが、ふたたびまったく同じ緑色の保険者

証が又、おくられて来ました。無駄な事と思い

ます。よくわかってませんので、失礼の事書き

ました。（女性、83 歳） 

○高齢者に勉強（介護、福祉、緊急時の対応など）

の場を設けて下さい。（女性、74歳） 

○以前父の介護をしていた時に、同居しているこ

とで受けられるサービスがとても限定されてし

まったり、認知症であって、精神的不安定な症

状であることを伝えても、その時かかっている

受診の科（心臓や脳外科）から、他にもっと必

要な科（精神科）への紹介などの情報をもらえ

なかったり、いわゆる情報の縦割りの矛盾を感

じました。そのせいで、指させている家族は長

く悩み当の本人の治療も遅れてしまったと思い

ます。各専門医や介護の専門家の方々は、もっ

と情報の共有とお互いの連携も進めてもらいた

いです。そして今後のことを考えると、今はま

だ大丈夫な母も高齢で、自分自身もいずれ介護

を受けることを前提としないといけないので、

元気なうちから、いざという時の、介護の具体

的な手続きや、受けられるサービスの種類の情

報を、得やすいようにしてもらいたいと思いま

す。（ルールが繁雑すぎて難解！）又、独居高齢

者になる人口が激増すると思いますので、自分

も含めて、その対策も是非たてていただきたい

です。（老々介護も問題！）（女性、83歳） 

○各市民センターにおいて介護予防体操、健康体

操等多く開催されていると思うが、「広報まつど」

でしか情報が判らない。流山生涯学習センター

のように各種教室スケジュール等判りやすく情

報公開していただくと助かるのですが。（男性、

71 歳） 

○“気軽に相談出来て、必要な時に介護・看護が

受けられる。”これが出来れば、一番。（女性、

79 歳） 

○高齢者福祉についてわかりやすい小冊子等を配

布してほしい。高齢者を対象に循環バスの新設

をご検討ください。（行き先は近くの暴飲・駅・

スーパー等）（男性、84歳） 

○現在は、介護度が低く、パーキンソン病で独居

という状態でも週 2 回のデイケア利用とご近所

での方の協力を得て上手に暮らしてくれている

為、私ども娘 2人も週 1回程度の訪問時に不足

分を補う形で成り立っています。要介護者であ

る母に、介護保険や高齢者福祉に関する知識が

あるため、福祉タクシーの利用やデイケアの利

用も母が情報を集め、自身で申し込む等、非常

に自立した状態でいてくれます。ですが、今後

さらに介護が必要な状況が予想され、その時に

私どもに何ができるかを考えると、福祉の充実

は非常にありがたく、求められることになると

思います。自立している母の状況に甘んじるこ

となく、介護者たる私どももケアマネジャーの

方の協力を得ながら、福祉の知識を得て、より

良い状態を保ち続けたいと思いますので、情報

の共有化を切に願います。また、末筆ではござ
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いますが、更新時の煩雑な手続き、書類の記入

が多少なりとも簡略化されるとありがたく存じ

ます。（女性、72歳） 

○制度について知らないことが多い。なので困っ

たら市役所に行きます。他の人にも、市役所の

相談所等の広報をしてください。（女性、87歳） 

○高齢者について詳しく知らせていただきたいで

す。（女性、年齢無回答） 

 

■ 主に介護する家族への支援について 

○現在妻 72歳私 75 歳のいわゆる老々介護の泥沼

にあるが、妻にかわり家事全般をやりながらパ

ーキンソン病が進行し身体の不自由度が増して

いる妻（若干認知症も出てきている）を介護し

ている立場の者にとっては全く休まる時がない

状況である。私がまだ健康のままでいられてい

るのが幸いではあるが精神的にはかなり負担が

多い。介護保険のサービスは介護される者にと

ってのサービスも大切ではあるが保険の対象と

認められない家族による介護の実態に目を向け

て実際に介護している側に配慮した支援サービ

ス（金銭の負担を含め）を考えて欲しい。（女性、

72 歳） 

○同居をして姑をみています。5 年前、脳こうそ

くでたおれた時は全てが嫁の肩にかかり、心身

ともにつらい状況でした。各家庭で日頃から話

しあう機会を作るべきだと思います。姑の場合、

ろれつが回らなくなり翌日すぐチバ西病院へ行

きましたが通常受付だったため2時間40分また

され結果、意識がなくなりました。この 2～3

時間はその後の 5年を左右する大きな痛手でし

た。もっともっと初期対応の確実な知識の浸透

を望みます。介護する人をすくなくするための

社会づくりを心から望みます。介護は家族のだ

れかが犠牲になることで成りたつことが多いと

感じます。（女性、76歳） 

○介護者のリフレッシュ場所があると良いですね。

（女性、88歳） 

○介護しているのは実の親であり、大切にしたい

との思いはあるが、仕事やその他で時間に余裕

がない。こちらも体力がなくなってくる状況を

思うと、中々理想通りには行きません。介護者

自身の時間や心の余裕についての配慮と言うか、

考えも、システムを作る時には考えてもらいま

す。（女性、82歳） 

 

■ その他 

○長らくデイサービスにお世話していただいてい

ましたが今年自立と判定され卒業しました。今

は、ダメなところは有りますが、完全に自立出

来ています。この上は少しでも長く自立と判定

されたいです。要支援と要介護は全く別と思い

ます。同様にあつかうのは間違っています。要

支援の場合は、少しでも自立になるような対応

がより良いと思います。（男性、74 歳） 

○1.認知症対策の強化(1)法的検討。埋葬許可（死

因）、相続手続、強制隔離(2)家族対策徘徊広報

の徹底、患者登録の実姉、家族の訪問指導 2.介

護関係者への給与の大幅アップ（事務職は除く）

（男性、83歳） 

○高齢者福祉について現在夫婦とも（夫 94妻 86）

要支援で通所介護センターでお世話になってい

るが、現在一番困っていることは買物である。

1.現住所はかつてのバス（常盤平駅～五香）が

廃止され所謂“買物難民”と化してしまってい

る。2.全国的には地方独自の方法で之を解決し

ている。最近の情報では大手スーパーが、市町

村と協力して所謂“移動販売者”を巡回させる

等、夫々工夫しているが、松戸市の場合、この

対策は考えられているのであろうか。或は、市

町村で“買物バス”を定時に動かす等（100 円

で巡回バスしている地方都市に会ったことあ

り）。3.今後の課題として推進して頂きたい。（男

性、94歳） 

○市町村ではなく県を越えて、国としてサービス

など利用できるようにして欲しい。統一される

こと、手続やサービスを受けることが、どこで

もできるようにして欲しい。離れて暮らしなが

ら、介護をすることは、とても難しいが今の時

代、それを強要される。なのでもっと容易にで

きる手続など仕組を作ってほしいと思う。（女性、

74 歳） 

○赤チャンホンポや、トイザラスの様に、子供む

けの施設だけではなく松戸市のあそこに行けば、
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介護用品をレンタル出来る、変える、又介護に

関する手続きなどわかりやすく教えてくれるな

ど、そう言う場所があればこれからの高齢者は

楽だと思う。（男性、83歳） 

○歩くことが大変なので、バスなどの交通機関を

充実させて欲しいと思います。市によってはマ

メバスがあり 100円くらいでお年寄りが利用し

ています。松戸市は駅にもエレベーターや下り

のエスカレーターがなく柏市、市川市など周辺

の市に比べても不便です。結局は車で、という

ことになり、高齢者ドライバーが増えると思い

ます。（女性、82歳） 

○近年、高齢者の増加による介護保険受給や医療

費高騰による若年者への負担増を何とか抑制す

る必要がある。これまでに給付を受けている人

これから受ける人とももう少しきめ細かく査定

し必要な人に必要な給付（費用負担を含め）が

受けられる厳正公平な査定制度が必要と思われ

ます。（女性、75歳） 

○母親が 10 年前に死亡したが介護保険のサービ

スがウスクなってきている。人間としての介護

を希望する。自立するための介護を。めんどう

をみてやるという介護制度はだめ！重たい人に

は希望のもてる介護を！介護は個人に対する介

護ではない。社会に対しての介護がある。やさ

しい介護制度はやさしい人をつくり、次の世代

につながる!!（女性、67歳） 

○幸い、軽度のため、アンケートに適格に回答出

来ない項目もありましたが、宜しくお願いしま

す。老々介護のため、毎日が無事に過ごせたら！

と思っています。介護は、家によって、人によ

って、それぞれ違うので、制度を作って当ては

めるのではなく、人にあった援助をすれば良い

と思います。ケアマネージャーも、担当が 60

件と聞きます。やり方によっては、大変な作業

だと思います。（女性、78歳） 

○介護保険費用は高いのに、介護支援が受けられ

ない。費用の払い損である。支援センターや、

役所の人達は自分がルールを知っていて、相談

者も当然知っていると思っているのか非常に判

りにくい説明しかしないので、利用出来ない。

介護保険から脱退したい感がある。（女性、71

歳） 

○高齢者の多くが、長い人生を生活のために働き、

苦労してきたわりには、国や地方自治体の福祉

政策に恵まれているとは思えません。贅沢な生

活を、とはいささかも考えておりませんが、経

済的なゆとりのある高齢者はともかく、病気の

ときには安心して治療を受けられ、ごく普通の

生活が営まれるような老後であって欲しいと思

います。高齢者福祉については、東京や川崎市

に比べて、松戸市（近隣の市町村も含めて）は、

少し劣ると思っています。介護保険については、

40 歳代から払い始め、70、80 歳になったおり、

介護を受けようとすると等級の審査を受け、か

ならずしも満足のいく介護でもないと見聞きす

る状況のようで、不安を覚えています。（女性、

73 歳） 

○市へ申し込み→市の認定→包括センターへ申し

込み→ケアマネージャーさんとコンタクト→

「事務所と契約→ヘルパーさんが来てくれる。

…と手続きが大変だと思います。もうすこし簡

略な形になったらいいなと思いました。（女性、

87 歳） 

○市内と廻るバスがあるとうれしいです。まず通

院に助かります。（女性、80 歳） 

○介護保険を支払っているのに審査等厳しいと思

う。介護は本当に大変な事で経験した人でない

とホントの大変さはわからないと思います。

色々なサービスを沢山受けられると助かります。

（女性、84歳） 

○たまたま若くして介護保険のサービスを受ける

こととなりました。施設の方やケアマネジャー、

介護ショップの方々、医師、専門職の方々は非

常によくしてくださいます。仕事柄、いろいろ

な家庭を見る機会があるのですが、介護保険の

仕組みがこれからも持続可能なのか、大変な危

機感を抱いています。専門職の方々の待遇、ま

た、サービス負担のあり方など、これからも安

心できる制度であってほしいと思います。（男性、

50 歳） 

○介護保険、高齢者福祉等、ボーダーライン上に

乗って当てはまっただけで、利用できない場合

がありあます。こちらも年金生活ですので、少
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しでも寛容にしていただければと思います。（男

性、67歳） 

○本人の自立とサポートが、出来るだけ自分で出

来れば良いと思う。（女性、70歳） 

○高齢者に対してもっと優しい街になってほしい

と思います。まず現実的なところから一、二点

申し上げたいと思います。1．高齢者が自分で外

出できるよう、交通手段の運行です。2．散歩の

とき疲れても休めるベンチを設置してほしいと

思います。私もそうしていただけないと、なか

なか外出できないのでぜひお願いしたいと思い

ます。（女性、73歳） 

 

２ 行政に対する意見 

○105 以後のアンケートの内容が不明。松戸市全

体の現体制には、ほぼ満足しています。（男性、

79 歳） 

○市の方々本当にご苦労様です。福祉行政は難し

いです。高齢者は一人一人全部違います。全体

的にどうするかの施策はどうすればよいか。で

すからこのようなアンケートを要求して糸口を

さがし出そうとしているのでしょうか。広報活

動として、今元気な人に、自助努力で終末に備

えて、現在の楽しみをすこしでも止めて貯めて

行政に負担かけないようにすべきだと思います。

御年寄の現実の例 1.或る介護老人（70才位）の

人が自分でできるのに、身のまわり、家の片づ

け、台所料理等、カイゴの人にやってもらうか

ら楽ダー。2.介護会社の人がきて身の廻り用具、

使用する、しないは別としてできるだけレンタ

ルリースします。その費用約 6万円、介護手伝

いは毎日来ます。必要ないのに無駄です。例外

を全体像としてみてはいけませんが、もっとき

びしく、規制できないものでしょうか。これで

は介護保険料を上げてもキリがありません。以

上思いつくまま。乱筆乱文です。（男性、84 歳） 

○色々と今後お世話になりますが宜しくお願い申

し上げます。（女性、69歳） 

○只今デイサービスに要支援 2でお世話になって

いるが書類上は 9時→12時半まで預かると書類

上毎月印を押しているが、経営者の都合に 1時

間以上前に送られています。利用者の都合では

なく、経営者の都合であることは事実です。ど

のデイサービスでも 30 分→50 分位なら良いと

の利用者の希望です。松戸市でも調査して是非

注意してほしい。三矢小台のある所利用者の希

望なら良いと思うが多少、ゆっくりしたいとの

希望（男性、76 歳） 

○今の市の介護のこと高齢者のこと、高齢者支援

全般－近隣市より進んでいるように思える。又

保育所にしても思い切って対策を作り対応しえ

いる。近くに引越して来た群馬県より来た方の

話しで障害者に対する支援は旧県では無かった

が松戸市では充実しており進んだ市ですねと云

ってもらいました。市長が広報まつどで述べて

くださっている、子供に対する保育のこと、子

そだてしながら働いている制度など他の市より

進んだ考え方で進めてくださっている事よく判

ります。市長、市職員、私共市民、交流しなが

ら、自分達の市が良くなるよう、くらしやすく

なるよう共有して進んでいるので、これを持続

して行き度いですね。（女性、74歳） 

○松戸市長にお願いすることがあります。新松戸

4 丁目にあります、水琴橋を見に来て頂きたい

のです。この橋で何人の人がケガをしているこ

とやら…。この橋を渡るのが恐ろしいと思う人

は、足が悪くても、車を押してでも駅の方へ遠

廻りをして歩いているのです。書いたものを読

んでもわかりかねます。実際、橋をみていただ

きたいのです。私は 85 才の老母ですが今年 1

月 16 日、この橋の階段でころんでひたいを 20

針縫い、右手首を骨折して、救急車で病院に運

ばれ、40日間入院致しました。この補償は誰が

してくれるのでしょうか。又、来年の 4月には、

骨折した部分に入れたプレートを取るため、又

全身マスイで入院するのです。一人暮しは、救

急車を呼ぶのも入院するのも大変なことだと、

しみじみ感じました。一人ぐらしは、ケガは出

来ないのです。病気にもなってはならないので

す。40日入院したおかげで足の筋力は落ち、歩

くのも大変、うつ状態が続きます。とにかく、

市長様、どうかかたむいた橋の階段。横浜のビ

ル所ではありません、20cmもはなれた橋の階段、
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どうかその目で見てやって下さい。この橋は階

段必要なしで造った方がよいと思いますが。（女

性、85歳） 

○高齢者社会が増々すすむ今、子供があっても

各々独立し、職業の関係もあって昔の様に二世

代、三世代同居はむずかしい状態が多いと思い

ます。（転勤外遠隔地に居住する事が多々あると

思います）この様な時社会にご迷惑はおかけす

ることとなりますが、支えていただける施設、

機関、相談にのって下さる人が居ると希望がも

てます。今の高齢者施策を引続き実行されるこ

とを希望いたします。更に医療が身近に存在す

る様な関係がより良いと思います。（女性、76

歳） 

○2 年前に認定を受けた時、松戸市包括支援セン

ターの電話の応対に出た人（女性）に「家政婦

紹介所に連絡したら」と言われました。当時私

は 65～66 才で年令も市の支援をうけるには若

くまた（病気のせいで）耳が遠く声が大きかっ

たので、体力以上に元気に思われたのでしょう

か？大病をし衰弱死寸前までいって手、指が不

自由になっていたので「あなたにことわられる

事情はない。認定をうけてまだ無理と言われた

ならあきらめる」と伝え認定までこぎつけまし

た。介護保険の利用者をふやしたくない気持は

わかりますが、窓口で門前払いするのはやめて

ほしいし、職員の教育をよろしくお願いします。

（女性、67歳） 

○私は 83才です一人暮しです。いまの所一人で出

来ます。でもすぐにお世話になる事と思います。

介護が必要なる事でしょう。この松戸は民生委

員の人に勉強してもらいたいと思います。誰で

も入るものではないと思います。民生委員さん

をキビシクして下さい。（女性、83 歳） 

○年金額の手取りが、どんどん目減りして、その

上介護保険料、医療費の増額とこれから先不安

でならない。年齢とともにどうしても気持がネ

ガティブになり、老々介護の状況で、いざ地震、

火災等がおきても急いで避難できないことが、

毎日の不安につながっている。地域でもっと老

齢者の現況を個別的把握してもらいたい。（女性、

83 歳） 

○要支援認定を受けましたが、申請から認定、実

際に介護サービスを利用する迄の書類、説明か

ら契約書等、こまごまと何枚も書かれたものに

何度もサイン、印かんを押して、後で家で読ん

で下さいと渡され大きな袋にずっしりと有り高

齢者がおそらく読む方はいないと思います。大

切な事なのかも知れませんが、要点をわかりや

すく簡素なものにして下さったらと思います。

認定をされた時松戸市介護保険課より緑色の保

険者証がおくられて来ました。しばらくしてか

ら地域包括支援センターとの契約となったので

しょうが、ふたたびまったく同じ緑色の保険者

証が又、おくられて来ました。無駄な事と思い

ます。よくわかってませんので、失礼の事書き

ました。（女性、83 歳） 

○現在は介護等はして居りませんが、今後その立

場になった時、又は、自分が介護される様にな

ったとしたら、と考えると、先が恐ろしいです。

早急に対策をお願い致したいと思います。（男性、

79 歳） 

○和名ヶ谷に住宅にて 45年になります。お願いし

ている事を 1日も早く、下水道の件、市に 5、6

回行きました。市会議員さんにもお話して今時、

汲取り式便所等松戸市にありますか。和名ヶ谷

地区は調整区域だから、後からやりますけどの

話、私 2、3年前から市役所へも行きました。新

築住宅が多分に出来ている所は全部水洗トイレ、

古い場所は後廻し。税金は払っているのにも一

体どうゆう事でしょうか。私はもう 85 才死に近

いので生きている内にはお願いしたいのです。

汲取りのあの臭い、食事中にも、具合が悪く病

気になってしまいます。私の家の前の二軒だけ

は汲取りです。私の家は浄化槽ですがもう古い

のでひびが入っていて、修理に 50万以上掛かる

との事で出来ません。どうぞよろしく市役所の

市長さん始め、一日も早くお願い致します。＜

名前の記入あり＞（女性、85 歳） 

○1.バリアフリーについて。(1)市内角町から松戸

駅に向かう歩道が狭くデコボコ道です。足の不

自由なものにとって非常に歩きづらいです。ま

た道路も狭く、自転車と自動車がギリギリで走

行して危険を感じます。(2)松戸駅ホームにエレ
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ベーターがありません。設置をお願いします。

またホームに降りる下りエスカレーターの設置

をお願いします。2.住環境について。(1)私の住

んでいる場所から図書館までは、遠いです。地

区内に自治会館（上三公民館）があります。移

動図書館がきてもらえると、うれしいです。(2)

高齢者対象の活動に参加しようとしても、市民

センターや公民館の場所が遠いので参加できま

せん。上三地区に市民センターを作って欲しい

です。3.介護保険料の増額は、年金の減額とな

ります。介護を受けている人の負担増で対処し

て欲しい。（女性、67歳） 

○松戸市大谷口の公務員住宅を早く壊して、町の

子供、高齢者が利用できる施設をつくってほし

い。市で高齢者に即した実態を調査されるのは

有難いが、肝心の高齢者には答えにくい（文字

の大きさ。質問の量）町会の力を借りる、ある

いは役所で調査員を派遣するなど、工夫してほ

しい。（性別無回答、年齢無回答） 

○受給者が高齢化にするに伴い、体力が低下する

のとともに、記憶力、判断力も低下している。

このような傾向に反比例するかのように申請書

等に付随してく資料が多い。記憶力、判断力が

低下している傾向が強い中で、その理解、整理

能力を越える資料を渡されてもその効果は疑わ

しい。どこの自治体で支援を受けるにしても、

資料作成量が提供者側の満足で始終するような

傾向が自治体側にあるのだとすれば、そういっ

た点はまず自治体職員の方も今一度問題提起し

て欲しいと感じる次第です（受給者長男記）。（女

性、85歳） 

 

３ 回答者・介護者の現況 

○分からない事が多い。声が出ないため、どうし

ようもない。（男性、72歳） 

○なるべく自分の事は自分でしたいと思っていま

すが、不具合のある部分については、ご助力を

お願い致します。（男性、80 歳） 

○週二日ヘルパーさんの来宅により買い物、病院

への付き添いをお願いしています。（男性、80

歳） 

○今後ますます高齢者が多くなり先々不安に思い

ます。年金生活の中で施設入所すれば金銭的負

担が増し、心配です。（男性、84歳） 

○いま現在は助かっていますが、近々変わるよう

なニュースを聞きますと不安になります。（男性、

77 歳） 

○父親のもの忘れがひどくなり、困ること多くな

り、水頭症とのこと、シャント術をうけるが尿

トラブルが多くなり合う薬が早く出来ると良い

のですが。週に二回リハビリに行くがいやがっ

て困る。（女性、77 歳） 

○私は松戸に住んでいて、とても安心しています。

若い時の高校時代の友だちに、電話で話をして

いますが、私の町・市の様な、集団の集まりで、

ストレッチやいろいろなペーパーテストのよう

に、さまざま楽しくさせて頂いて、2 時から 4

時まで、を週 2日でも有難いと思います。遠い

所、横浜や、娘（吉祥寺）と、銀の鈴で会って

ランチ等していますが、毎週の予防クラブに行

っているお陰です。自慢の松戸市です。これか

らも宜しくお願い致します。（女性、85 歳） 

○私の主人は目が障害 1級の認定を受けています。

治る見込がないと云う事です。いずれ、見えな

くなると云われています。病名は緑内障です。

今は左目が、ほんの少し見えています。食事の

時、向かい合って食べていますが、私の顔が見

えないといいます。家の中は長年の日常生活を

やってきましたので、自分の事は自分でと云う

事で、やってもらっています。今現在は私が元

気ですので、もし私に何かあった時の事を考え

て二人で余分な物は置かない、スリッパは置か

ないと行動しやすいようにと考えて毎日を送っ

ています。外に出る時は私の腕につかまって行

動しています。出来るだけ外にもゆきご近所の

方々と話をしながら気分転換をしています。日

常の事は私が手を出さず、いつも目をはなさず、

見まもってあぶなくない様に心がけています。

私が何かあった時はデイサービスや訪問宿泊を

と、お世話になる事と思いますが、その時のた

めにも出来るだけ頑張ってほしいと思っていま

す。手前共には二人の娘、四人の女の孫がいま

すが、時間が取れたら、ときどき家の空気を入
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れかえに来てネ…と云っています。娘・孫に手

をかりて歩いている主人を見ると本当にうれし

そうです。ホットします。何かありましたら福

祉の方がたにお世話になると思いますが、その

節はよろしくお願い致します。私共の廻りにも

介護をしてくださって居る方々を見ると頭が下

がります。本当に感謝です。日ごろの思ってい

る事を書いてしまいゴメンナサイ。（男性、87

歳） 

○リュウマチで松戸市立病院に 40日間入院し（平

成 27 年 6月 20 日～7月 31日迄）退院後要介護

2、で 8 月よりヘルパー週 3回来て入浴を受けて

いた。12月一杯で解除し訪問リハビリに切替え

7 月迄自宅でマッサージ等受けていた。現在（8

月）から、近所の粋生クラブでリハビリを行っ

て回復に向かっているので父の介護は現在して

いません。28年 8月より要支援 2（男性、85歳） 

○毎月の収入があと 10 万位あればと常に娘と語

り合う。（女性、88 歳） 

○手術後、お風呂、階段が困難でしたが、地域包

括センターさんの迅速なおかげで、手すりを何

ヶ所も取り付けて頂き安心して生活が出来るよ

うになりました。（男性、76 歳） 

○夫武司 83 才、健康で毎日一時間以上あるいてい

ますので身体の異常がありません、と病院の先

生に云われて良好な毎日を過ごして居ります。

妻チエ 78才、現在腰痛もなおりまして週 3 回筋

力トレーニングの体操教室に通って居ります。

介護にたよらず二人の生活が健康で明るい間に

日で過ごせる事願って居ります。（女性、78歳） 

○現在介護保険認定受けてないので制度に対して

の要望意見等はこれからの問題だと考えていま

す。（男性、75歳） 

○義父 88 才は施設入居中、義母 84 才は元気です

ので深く考えて居りませんでしたが改めて思案

致します。（女性、84歳） 

○現在は特に介護を必要としません。毎日気を付

けている事は転ばないことと自分の足でしっか

りと歩く事です。（男性、83 歳） 

○介護する方も年金収入だけで持ち家がなく借家

だと家賃を払って生活して行くのがむずかしい。

自分 1 人だけの生活もむずかしいです。（女性、

79 歳） 

○夫妻共 79 才です。夫は胆管癌手術後度々アンモ

ニア脳症をおこし入退院をくり返してました。

その度に主人からの電話であれを届けろ、何を

持って来いと連絡がある度仕事の合間、職場か

らの帰りを利用したりと病院通いをしてました

が、介護して居るこちらがヘルペスを発症し、

その後肝腫瘍になり 40 日間の入院生活を送り

ました。主人は介護する人もなく娘も居ります

が仕事をやめたら収入もなくなり生活出来なく

なります。いやおうなしに施設に入ってもらい

ました。しかしこれもいつまで施設の費用を払

いつづけられるかひやひやものの毎日です。私

の方は退院後体力問題もあり週 2 日午前中だけ

の仕事を今もつづけて居ります。今は主人の施

設の費用が一番の心配事です。（女性、79歳） 

○・要支援Ⅰです。ほとんど手がかかりませんが、

リハビリに通い、だいぶ良くなってきてます。

家の中も手すりを付け、歩行も良くなりつつあ

ります。・アンケートの質問わかりづらい点もあ

るかと思います。（男性、67 歳） 

○項目に当てはまらない所も少しありました。主

人パーキンソンと母は 97才と高齢でデイケア、

デイサービスと利用させてもらっていますが合

間は娘や近所の方にお願いして出かけています。

私自身 72 才と父が 10年前認知症になりなくな

りましたが、その時と年が違うので結構大変で

す。今は介護というより介助だと思っておりま

すが、留守に出来ない事が多くなります。ケア

マネージャーに相談しつつ利用させてもらえる

ものは有難と思っております。暖かいご協力を

お願いいたします。（男性、74歳） 

○私の場合は要支援 2です。息子が土日と来てく

れて車で買物につれて行ってくれます。出来得

る限り自分の事は自分でする様努力して居りま

す。身体は思う様に行きませんが幸せです。有

難うございました。（女性、85歳） 

○通院、予約、掃除、買物、妻への見舞、洗濯、

ゴミ出し。現在 82才で杖歩行ですが出来るだけ

自分でやりたい。バス、電車等乗っていますが、

段差があるので歩行が不安定でコロブことがあ

る。現在コロンで肩の骨折で市立病院整形外科
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通院治療中です。（男性、82 歳） 

○今年一月に意識障害で倒れて病院に入院して妹

が遠くから来てくれてとてもうれしかった。そ

の後は家の方に帰り少しは TELなどくれたり母

が施設に入っているので頑張って弟も母より先

に行ってしまって大変さが良く頑張って、良く

感謝でいっぱいです。（女性、67歳） 

○メもハクナイショウで片目がみえませんので又

字も忘れて、きたなくて読みずらいと思います

がよろしくおねがい致します。私東京医科歯科

大学で医療ミスでホウシャセンをいれられ今は

ホネとかわしかありません。いたくて夜もねむ

れません。ホネがクサッテだんだんと頭の方に

来ています。らいねんまでいきられません。死

にたくないけれどこまります。セボネのホネが

ぐたぐたまがり見せてやりたいくらいです。今

私は病院はドウアイ記念病院にかかっておりま

す。りょうごくの駅の側です。ナゼそこの病院

にいったのかは友だちが松戸の病院にかかって

病院でガンをみつけてテオクレをしてなくなり

ました。まだわかかったのです。今日本には名

医の先生はどこの病院でも 2 人位しかいません。

その先生に見ていただくには 1年もかかります。

今私は千代田せんの電車がこみますのでマゴが

南千住にいますので医者に行く時はそこでとま

って行きます。まだいろいろありますがくたび

れたのでこのへんですみません。よろしく。市

役所に行きたいけれどもあるけませんので今く

るまをもつは？あるいてますがイキがきれてあ

るけません。マゴの家でテレビを見る位。私は

両国の同愛病院に 14年かかっています。1 回目

はとうにょう病 2.ガン 3どう脈流 4目のハクナ

イしょう→左目だめ 5もうちょうガンがあると

のこと 6目は片目がみえませんのでこまります

7 まだいろいろありますがボケですので思い出

せません。よろしくおねがい致します。あるく

のはその日によってお手あらいに行く、くらい

しかあるけません。もうげんどです、かけませ

ん。（女性、86歳） 

○夫は、今介護保険でリハビリをさせて頂いてお

ります。現状維持のために、ずっとリハビリは

続けて行ってほしいと思います。外への関わり

は、これから年をとり、体はどんなにがんばっ

ても衰えて行きますが、本人の意識のとらえ方

は必ず後悔のない人生になると思います。これ

からも宜しくお願い致します。妻より。（男性、

66 歳） 

○28 年 4 月 19 日白内障手術 3 日間入院して両眼

しました。白眼が赤くはれています。通院して

います。目薬一日 4 回つけています。目がマブ

シクテ。文字がよみづらいです。メガネ使用し

ています。整形外科。腰部脊栓管狭窄症で腰と

足が痛いです。ヘルニアもあります。電気あて

に週1～2回、腰と足に注射週1回やっています。

シップ 1 日 4 枚×2回。内科は高血圧で薬朝 11

ヶ昼 4 ヶ夜 11 ヶのんでいます。（男性、81 歳） 

○このアンケートはとても長く、目が悪い自分に

とって大変だった。また、義母の（91 才）の世

話をしなければいけなく、これ以上目が悪くな

ったら、どうすればいいのか不安である。子供

は日本に住んでいるが遠く、現在介護してくれ

ている主人も片目が見えない。この夏は腰を痛

め、動けず不自由した。何か困った時、すぐ利

用出来ないので、それまでが困る。出来るだけ

自立したいが、どこまでいけるか、不安をかか

えている。（女性、66歳） 

○このアンケートを仕上げるのに疲れた。（女性、

85 歳） 

○地方で 1人暮しで頑張っていた母ですが、今年

7 月に私（娘）との同居する事になりました。

年ではありますが、要支援 2 の状態ができるだ

け長く続いて欲しいとは思いながら、先々、や

はり心配はあります。週 2回のデイサービスを、

週 3回位、とも思います。床がかわると寝むれ

ないという母にショートステイにとは云いがた

く、泊まりがけの旅行等に出かける事が、でき

なくなり、いろいろ思案中。近所にサロンの様

なものがあれば、その手伝い（運営）をしなが

ら、母をも参加させる事ができれば、ご近所さ

ん方々ともお話する機会ができるのではと思い

ます。私とて高齢者の 1人に入っている年令、

我が行く道にこれからも関心をもっていきたい

と思います。（同居の娘、記）（女性、95歳） 

○今年も何事もなく過ごすことが出来てありがと
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うございました。又来年も御世話になりますが

よろしく御願い致します。ありがとうございま

した。（女性、92歳） 

○父の介護がしたくても、私自身が年金生活で有

り、年金だけでは生活が出来ず、今現在も仕事

を続けなければならい為、思うような介護が出

来ず苦心しております。（男性、90 歳） 

○私は今右眼緑内障、左眼白内障で視力がありま

せん。これ程のアンケートにお答えする事は苦

痛でした。もう少し元気な方にお願いして下さ

い。本郷谷市長様（女性、83 歳） 

○この調査書の内容は、高齢者の状況介護につい

ての質問が多く宛名者（真詞）については的外

れの質問で解答に苦慮しました。現在当家の状

況は私（83才）が視覚障害である真詞（42 才）

の面倒を見、月に 2 回東京の三田にある済生会

中央病院及び日赤医療センターの眼科・内科の

治療にマイカーで送迎してますが、アンケート

にも記載致しましたが、仮に私が不測の事態起

こった際どうすれば良いか悩み市役所障害課・

介護保険課及びいきいき安心センター等相談に

行くも、その時の状態にならぬと動けぬと確た

る方法解答を得られず心痛に居ります（私も仮

の話では確たる解答は無理と理解致します）。介

護保険課では真摯に加入を勧められ調査の結果

「要支援 1」の判定を受け、現在はそのまま進

んでいません。又、先の相談時、視覚障害者の

社会復帰の為の訓練場の有無問い合わせるも近

隣にはなく、当方で調べたところ四街道にある

が遠い為躊躇しています。松戸市に近場で訓練

出来る場所があれば紹介してほしい。以上（男

性、42歳） 

○今現在がいいと思いますので、下がらないよう

に在宅医療も増えて、またテレビでは医者の質

が低下していると言います。私（自分）の場合

は、トータルマネージャで家でやってもらって

と、希みですけど、漠然と思っています。一人

死ででもできたらと思います。その方がいいの

では、とわかりませんが…。（男性、68 歳） 

○救急車を過去 2回お願いした事がありますがよ

く検査を受けている病院に運んでくれません。

近ということで一條会病院ばかりでした。かる

い病気も総てオムツで病人の細いみまもりがあ

まりありませんでした。救急車を使わず先に入

院させたい病院に電話して個人で連れて行くと

入院出来たりします。現在主人は脳梗塞で 4回

倒れ 2 回は私本人が車で乗り込んで入院、次 2

回は私の体の調子が悪く救急車をお願いしまし

たが一條会でしたが脳梗塞に対する医者もない

のに行く事になり変だと思う事も度々ありまし

た。（女性、82歳） 

○縁側から転倒したことで、母の足が弱ってきて

いることに気付き、階段に手摺りを付けようと

思いましたが、家の中だけではなく、玄関先か

ら道に出るのにも階段があり、費用がかかりま

すが、母は足以外はまだ元気ですし、近所に住

む娘の私も受験生がおり、生活のペースも違う

ので、もう少し一人で頑張ってもらいたいと、

手摺りを付けようと思いました。今回、松戸市

からの支援をいただき、少ない負担で工事が出

来、大変助かりました。2 階への上り下り、近

所への外出の時も、やはり手摺りがあると安心

です。本当にありがとうございました。（女性、

85 歳） 

○今は足が痛くて他のことは何も思わず歩くのも

やっとなのでお金があれば手術したい。寝てい

ても足の置き場所がなくていたくて目がさめて

2 時間も寝ずです。そしてうとうと。お金がい

ただけるのも助かりますが、あっちこっちまわ

らなくてはいけないのでずーともらってないで

す。お金ほしいけどネ。1 ヶ所ですむようにし

ていただければ…ネ。市役所のおえらい人たち

は机の上でいろいろ決めるので簡単にもめごと

をいう。市役所行くのも 4,000 円以上かかるし。

ごめんなさいぐちばかしいって。今、足が痛く

てイライラしてるし人に話をしてもね。わかっ

てもらえないとね、でもいろいろありがとうご

ざいました。少し気分がね。12/4（女性、74歳） 

○アンケートに○付けていて少し介護の事しりま

した…。私日常生活に今の所体に問題なく元気

です…。少し足が悪いだけで今だ元気です…。

今後どうなるかわかりませんが…。介護に御世

話になるかもね…。その時よろしく御願いしま

す…。28 年 12 月 1 日 79 才中山ゆき子（女性、
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79 歳） 

○自立すると言ってこちらに来たのですから最後

迄がんばります。願わくばピンピンコロリと行

きたいのですが、誰しも思う事は一緒だと…。

もう充分生きたので後半生ふんばろうと思いま

す。延命は望みません。年金が少ないので生活

をきりつめていかにストレスを少なく生活する

か。心の問題だと思います。戦時中、戦後の事

を思い出し乍ら、楽しんでドケチに徹していま

す。山菜取りや野の花を摘んでいましたがもう

自転車にものれず歩く事も買い物、支所、病院、

郵便局位です。桜の頃にはよく外出したし、ベ

ランダの前にも大きな八重桜があり、芝生の中

にピンク、黄色、白。花々が私にこんにちわ、

と言って挨拶してくれます。1 米程のコンクリ

ートの道端にもめずらしい花が咲き乱れ早くそ

の季節が来るかな…と今から待ちつづけていま

す。中国、フィリピン、白人、インド？皆さん

挨拶すれば必ず変じがあります。そんな日はウ

キウキです。同じ団地に住む人だから当り前だ

と思いますが、返事のない人も…。今度はもっ

とはっきり大きな声で…勇気を出して。※何か

とお世話になり有難うございます。（女性、81

歳） 

○体調の悪い中やっと終りました。年末のこの時

期に、こんなこと二度とやらないで下さい。介

護保険に頼らず、自分達の生活は、自分達で、

一生懸命やって、毎日暮してます。夫婦の 3度

の食事の為、買物から作り、掃除、洗濯もやっ

て 1日中働いてます。一応健康でいられるから

こその生活です。介護保険は、皆様の大切なお

金ですから、大切に使って欲しいと思ってます。

（女性、83歳） 

○配偶者（妻）が 11/24脳卒中で倒れ入院してし

まい、状況が変化してしまいました。今後、ケ

アマネさんと話し合い、進めていきたいと思い

ます。何かありましたら、又、ご相談申し上げ

ます。宜しくお願い致します。井上（男性、84

歳） 

○神経内科・泌尿、くすり月水金、はやく人生終

りにしたい。身体がつかれます。自身のことで、

歩調は 2才児の歩くよりおそい。週 2回のリハ

ビリが私の現今の生きがいです。（男性、90歳） 

○今は良いが、5 年先の事など考えると父と母と

面倒みられるか不安になります。（女性、76歳） 

○◎ここからは娘の感想です◎[娘の感想］母が必

死に頑張って居るので、助かります。母は現在

満 90 才を過ぎました。母と力を併せて、寿命の

つきるまで…がんばりたいと努力して居ます。

洗濯や、ごみ出し、色々な相談など…。老後の

自分の経験にもなります。（女性、90歳） 

○目が悪いので記入が出来ません。（女性、86歳） 

○自分は介護になったら死にたいです。生きるた

めに、健康で動けるようにします。しょせんみ

んな他人。私は苦しさから逃げられないけど、

逃げてほしいです。親がお金持ちなら楽かしら。

子どもの、私たしの生活も苦しいだけです。（女

性、84歳） 

○二人共高齢者の為、自分が病気になった時、又

は何らかの入院になった時の不安は感じます

（残された方を）。（男性、85 歳） 

○ある日突然、夫が入院、リハビリと 4 ヶ月が過

ぎ、やっと退院。後遺症もあり、日常生活に不

安があり、どうなることかと思いました。そん

な中、病院の対応、ケアマネージャーのアドバ

イス等に本当に助けられました。現在は週 2回

リハビリに通っていますが、少しずつ不自由な

体も回復に向って居ります。又、リハビリの職

員の方々も、皆、明るく親切にして下さるので、

最初は多少不安に思いつつ参加して居りました

が、今では若い方々と言葉をかわす機会も出来

て、表情も明るくなりました。又、多少滑舌が

悪かったのも少しづつ、改善された様に思いま

す。老夫婦の生活には、外との接触も大切だと

感じました。介護保険のありがたさを痛感致し

ました。ただ、利用料が突然 1割から 2 割負担

になり、驚きました。いきなり 2 倍！物価上昇

時でもいきなり 2倍はあまりないので…。高齢

化社会は、ますますきびしくなりそうで、こわ

いです。（男性、80 歳） 

○現在、事業対象者です。（あて名）要介護になり

たいのが唯一つの願いです。足も悪くて買物も

いかれずめまいも最近頻回に起こりおふろも入

っていません。デイサービスに週 2回行ってい
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ますが要介護者じゃないとおふろは入れません。

今後の事が心配です。何ヵ月もこのまま過ぎて

しまうのかと思うと無気力、脱力感、ぬけがら

です。体中も神経で神経痛障害で、重く苦しい

です。今の状態から救って下さい。（女性、72

歳） 

○色々ありがとうございます。もうすぐ 80才です

のでこれからどんなお世話になるかわかりませ

ん。どうぞよろしくお願い申し上げます。（女性、

79 歳） 

○介護保険の利用により私（77 才）も安心して、

グランドゴルフや買物に行くことが出来るので、

有りがたいことだと思っています。本人はとて

もしっかりしていますので経済的な事も銀行関

係の管理もしっかりしています。先日も私の出

かけている間に上野美術館（ゴッホ展）12月末

で終りなので 1人で出かけて行きました。電車

の乗り降りがとても気になっていましたが、無

事に美術館そばの食事処で並んで食事をしてき

ました。私と一緒に又ビーフシチューがおいし

いので行こうと云っています。以上が 85 才の夫

の日々です。（女性、77歳） 

○デイケアやデイサービス、ケアマネージャーの

皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。今現

在、母はケアハウスに入居中で、介護施設では

ないため、外部のヘルパーさんに部屋の清掃を

お願いしたり、デイサービスに通って暮らして

おりますが、今の状態が悪化して、ケアハウス

にいられなくなった時のことが心配です。スム

ーズに長く居られる特養に移ることが、できる

のでしょうか。あっちにいったり、こっちに来

たりでは、本人が一番落ち着かず、介護する方

も途方にくれると良く聞きます。（女性、87歳） 

○一人で暮していた時は弁当もヘルパーさんも有

って楽でした。離婚して息子が来て、始めはど

なり合いもした。年がふえて来たらやはりいて

くれて有難いと思うが、おたがいに神経は使う。

優しい子供だったが、離婚してからは直ぐに大

声を出す。二階と下で別々に住んでるみたい。

考へ様によっては、食事、排泄、移動の自由を

奪はないので良い子なのだろう。良い事より悪

い事の方が多いけれどもなるべくケンカをしな

い方が良いと言う事は百も承知。自分の身は自

分で守ると本には良く書いて有るけれども。お

たがいに口をきかないので用の有る事だけにし

よう。その方が平和だ。息子は食べる事はキチ

ンとしている。それだけでも他の子よりは上等

だと思う。（女性、87歳） 

○現在は腰痛もあり左足も悪いのですが何とか自

分でしておりますが、今まで出来ていた事もだ

んだんむつかしくなっていますのでケアマネー

ジャーさんとも相談して困っている時に助けて

頂ける様にお願いしたいと思っております。（女

性、88歳） 

○いつもありがとうございます。現在は順調で良

いのですが、徐々に母はおとろえていくのがわ

かります。万一、認知になったらと心配してお

ります。小泉改革で養老が廃止となり、こんな

事態になるとは考えてもいませんでした。残念

です。以上。（女性、91歳） 

○この度は、この様なアンケートの場を与えて下

さり心から感謝申しあげます。昭和 38年ここに

住んで松戸で結婚し、職業をもち、事業を興し、

現在 86才すぎました。いくら若い時働いても年

齢には勝てません。老いていく自分、身体も心

も、淋しいものがあります。長男は全部売り払

って一緒に住もうと云ってくれますが、両親の

墓も夫の墓も松戸にあるので「ハイ、ハイ」と

いう訳にはいきません。若い時大活躍した楽し

い思い出もいっぱい!!だから松戸は私の人生そ

のもの。大好きです。どちらかといえば人様か

ら見れば幸せな方です。どうぞ今後共楽しく松

戸に住んでいられますよう、御力をお貸し下さ

いませ。松戸に御恩をお返しして死んでゆきた

いです。本当にいつもお世話になって、有難い

事と感謝申しあげます。自分でもよく頑張った

と、思ってます。本当に有難うございました。

（女性、86歳） 

○父親と私との 2人での生活をしております。近

くに親しい友人がほぼいないのでグチなどにつ

いては息子である私にほぼふりかかってきて大

変疲れているのが現状です。体調不良など理解

出来ることはあるのですが、もう少し本人の介

助者への気遣い、配慮があってもと思う日々で
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す。福祉についての国のやっているサービスに

ついては現状で満足しております。私は福祉関

係で働いており他の人達より理解があるほうだ

と思っておりましたが、自分の家族には仕事の

時のようにうまく対応出来ていないのが今の現

状でしょうか。（男性、88歳） 

○実際にぶつかっていないのでわからないと思い

ます。（女性、82歳） 

○パソコンは知らないのでホームページって何？

ですか。単純な問い。そんなものは、いらない。

他の事で、暗記と緊張感に消費している毎日で

ある。…一日、二時間の徘徊運動をしている老

人。（男性、72歳） 

○ヘルパーさんに10年以上週1時間来ていただい

てますが気持の上でもとても助かってます。皆

様にお礼申し上げます。（女性、80 歳） 

○リハビリをしているものです。年金も少しにな

り、本人の支払に困って居たときに、リハビリ

はやめなくてはならないと思います。その時は

どうしたら。（女性、77歳） 

○高齢者のことがよくわからない（内容）。介護保

険の使い方がわからない。（女性、80歳） 

○充分な年金を頂いてもいないのに今迄介護保険

を使った事がありませんでした。私も 80 才主人

も 82 才、今病気とか交通事故もあり家では歩行

は伝い歩き、外では杖か車椅子の生活になって

しまいました。今年始めて介護保険をつかって

住宅に手すりを 4ヶ所つけてもらいましたが負

担は 2 割でした。介護認定は要支援 2、外出時

の送迎は私がしております。認知症にならなけ

れば認定も上がらず今後どうなるかとても不安

です。（男性、82歳） 

○私はいま「要支援 2」、妻は「要介護 2」と認定

されています。いまから 5年ほど前、妻が食物

アレルギーのにわかな発症があって千葉西病院

に入院して以来、妻は入退院をくり返していま

す。在宅療養の場合も、不安があって、夜中に

吐き気、呼吸困難、意識もうろう、身体のあち

こちの激痛などの異状な状態に陥って、何度か

救急車をたのみました。救急車の対応は大変適

確で、ありがたく、深く感謝しています。ずっ

と前から、私たち夫婦は、ときわ平の「どうた

れ内科医院」にかかっています。「どうたれ内科」

の土、日の休診日や夜間に妻が発症すると、「千

葉西」の「時間外一般外来」へ行っています。

「どうたれ」と「千葉西」は、きちんと連携が

とれているので、私たちは安心しています。妻

はいま、認知症に近い状態だと、私は思ってい

ます。妻自身もそのように思っているようです。

日常の家事などは、事故や安全を考え、やさし

いことは自分でする。その他のスーパーやコン

ビニの買い物、対外的な事柄などは私がする、

という風に役割を決めています。いまのところ

は、そうやっています。何とかそれで切り抜け

ています。私も妻も、それぞれ最期は自宅で迎

えたい、と話し合っていますが、そんなことが

実現できるかどうか、不安に思っています。（男

性、89歳） 

○自分の事であったら、自分ではきめられない。

周囲の他人に善処してもらいたい。（男性、83

歳） 

○傷害と介護のヘルパーさんにお世話になってお

ります。（女性、79 歳） 

○私は 94才になりましたが、記憶力は衰ろえを感

じますが、判断力はまだ大丈夫と自分は思って

います。孫が努めていて土曜日と日曜日には泊

まって家の掃除をしてくれます。体の方が 90

才に入り衰ろえが目立つ。80 才代は元気でした。

現在孫の出産近くで殆ど自立している。不自由

だが頑張っている。月に 1回内科クリニックと

眼科へ通うが車で近くの娘が、場所まで送って

くれます。あとは付添わない。・夕食は 28年 12

月より宅配。・1週間 2日、1 日 25分のマッサー

ジも受けています、自宅で。（女性、94 歳） 

○19 ページの自由記述欄(1)と同じです。（女性、

73 歳） 

○高齢者向けの色々とサービスがあるのを知りま

した。私は 1 人暮らしなので何かと不安も多い

ので良かったです。（女性、88歳） 

○2 人で介護をうけていますので、なかなか大変

です。いろんなことがです。私の体のこともふ

くめてです。（女性、75歳） 

○介護者自身が、ストレスで一時でも病人と離れ

ていたい時、二日、三日でも避難していたいと



（３）事業対象者・要支援認定者調査《家族等回答》 

99 

思った時、精神的にまいっていた時、どこへ訴

えればいいのか、わからず、少し良い状態にな

り、又、そんな状態になった時、どうしたらい

いのか、精神的に病気なので、見た目は健やか

にみえる為、介護申請しても否決された。思う

に、夫婦が病人なのに、手を差し伸べてもらえ

ず、怒りがあります。介護保険料は差引かれる

のに…。何を申請するも時間がかかりすぎます。

（男性、81歳） 

○まだ現実に行ってないので良くわかりません。

（女性、79歳） 

○当調査の結果について公報して下さい。幸いに

現在何とか自分で妻と同居、生活して居るが高

齢者となり何時介護者を必要とするか、その様

な日が何時かしら来るのを考へると不安になる

（男性、87才（女性、84歳） 

○私共は五年前から主人のパーキンソン症候群が

急激に悪化し、私一人での看病は不可能（私が

看護ウツ）で老人ホームに入るようケアマネー

ジャーさんに云われ、自宅の近くの有料老人ホ

ームに入りました。幸にもスタッフの方に恵ま

れ、安心して生活出来ております。集団生活は

苦手な私は、自宅に帰ったりホームに来たりの

生活で、何とか生活を成り立たせておりますが、

本当は自宅での生活が望みです。不可能なので。

スタッフの方々は献身的で働きに見合った給料

をもらっているのか？心が痛みます。主人は目

下病状が進み「特定」と云うグループに入って

ます。外の介護サービスに行けないこと、算出

された料金内に納まらない介護には自費払が出

て来、老後は資産が沢山ないと大変だと云うの

が実感です。（女性、80歳） 

○私（85 才）は娘二人で暮らしています。年金暮

らしで、娘は幼少の時より精神障害で 52才にな

りますが、今だに働く事が出来ず障害年金をも

らって暮らしています。娘は病弱なので病院通

いが多く、多額の費用がかかって、私も年金暮

らしで一番大変な悩みは生活苦です。何しろ私

が 85 才で老化してしまいましたので娘の看護

がなかなかむつかしく寝不足になったり体調不

良で幸せな生活が現実には出来ず、その日その

日を感謝ですごすしかないと頑張っています。

家を持っていますので、生活保護も受けられず

心が不安になる事もしばしばです。淋しい家庭

生活をしている家庭もある事を認識して欲しい

と思います。（女性、85歳） 

○現在「要支援 1」の家内と夫婦二人住まいであ

り、お互いに極力自分でするようにしているが、

配偶者がいなくなり夫々一人になったら生活で

きない。その場合、市「高齢者支援課」に対応

にすいてご配慮お願いします。（女性、88歳） 

○腰痛、猫背、逆流性食道炎等で病院に行ってい

ますが、年齢の高い者は此れ以上は良くならな

いと聞かされ此れからが心配です。（女性、87

歳） 

○現在デイサービスに通所していますが、明るく

なってきました。ありがとうございます。本人

よろこんでたのしそうに帰って来ます。良かっ

たです。（男性、76 歳） 

○ひばりサービスに 1ヶ月 8 回、お世話になって

います。とってもやさしくしていただき、とっ

ても嬉しいし又、心から感謝しています。これ

からもどうか支援をよろしくお願い申し上げま

す。（女性、79歳） 

○介護の経験（受ける、与える）がないので、よ

くわからない。（女性、78歳） 

○今年（H28 年）になって腰痛（脊椎間狭窄症と

ヘルニア）がドンドン悪くなり、薬の副作用な

どで一人で外出できなくなってしまいました。

収入も年金だけになり、平成 28 年 6 月～平成

29 年 4 月まで年金 13 万 44624 円、そのうち介

護保険 8300 円引かれます。アパート家賃 48000

円。この一年は少しの預金と娘に助けてもらい、

何とか生活してきましたが、限界です。市役所

にも一人で行けず、精神的のも落ち込み、誰に

相談（公的）すれば良いのかわかりません。介

護保険も勧められたのですが、負担金が払えず

利用していません。今現在、糖尿病、腰痛の通

院中。娘に助けて貰っていますが、子育て中で

働いています。これ以上は娘も限界です。昨年

45 キロあった体重も 35 キロになってしまいま

した。不安とストレスの毎日、いつまでもつか

わかりません。（女性、75歳） 

○今のところ自分で自分のことが出来るので、よ
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くわかりません。死ぬまでこのままでいたいで

す。（性別無回答、年齢無回答） 

○Ｑ115 は現在のことではなく、今後、認知症な

どになった場合のことを○で囲んでいます。（女

性、82歳） 

○Ｐ．3＝息子を犠牲にして介護してもらっている。

Ｐ．4＝1～2 本ある。Ｐ．17＝今入院中なので

受けていない（主人）。Ｐ．20＝半日程度としま

したが、食事以外。（女性、80歳） 

○何でも自分でできると思い込んでいる人間に、

弱っていることを自覚してもらうことがどれほ

ど大変か。（女性、88歳） 

○お世話になります。もし私が病気になったとき、

一番困るのは主人です。食事の支度ができない。

やったことがない。歩くのがやっとで、時々お

もらしをするし、夜は尿瓶でとっています（自

分で）。私は捨てるだけですが、おもらしの時は

私が体をお湯で拭いたり、パンツを取り換えさ

せたりしなければなりません。とにかく頑固で、

口うるさい人ですが、この頃は、物をどこに置

いたかわからないことが多くなりました。私は

自宅 2 階（2階住宅／1 階事務所）に居ますが、

絶えず 1、2階の上り下りをしています。主人は

晴れて暖かい日は 700歩ほど杖歩行しますが、

普段はフトンで寝ています。昔懸命に働いた人

なので最後まで私が見ます。両親（義父母）の

深夜の世話を何十年とやってきましたから介護

は大丈夫です。私が、けがをしないよう気を付

けております。ただスーパーが近くにないのが

一番困っております。主人は病気（糖尿病）で

インスリンの自己注、心臓ペースメーカーも植

え込んでいます。皆さまにはなるだけお世話に

ならないように頑張ります。（男性、86 歳） 

○夫は施設に入っており、失明と歩行困難なため、

訪れるたびに家に帰りたいと言われ辛い。私も

腰が悪く、毎日、医者通い。この先歩けなくな

ったらと思うととても不安です。子どもは二人

いますが、二人とも働いていますので、施設の

世話になるしかないと思います。（女性、81歳） 

○現在は介護認定は受けているが、実際にサービ

ス利用したことがありません。一人暮らしでも

安心して生活ができるようになればいいと思い

ます。（女性、84歳） 

○現在は元気、でもいつ介護状態になるかはわか

らない。健康な状態を維持・予防するためのサ

ービスのためにお金（保険料）を払うのはしか

たないと考えます。（女性、79歳） 

○一言言わせていただきます。官民合わせて介護

という名の下で、制度を食物にしているように

見受けられる。官は、箱ものを作り、そこに人

を配置し、民はマンションの一室、またはアパ

ートの一室で名前だけの介護システムを構築し、

我々の僅かばかりの手取り年金より、保険料を

徴収され、内容的には満足されるものは、はな

はだ少ないのではないか。私の周りをみても、

自立を目指し施設を利用したが、期待ほどの成

果をあげた人は、ほとんど見当たらず、かえっ

て悪影響を受けた人が多かった。そもそも施設

では、単に利用者を集め、時間の浪費を促し、

リハビリに専念すべきシステムならびに運動用

具の提供に不揃いが多くみられた。中には皆無

のところも数多く存在していた。また、本来な

らば食事の提供、入浴の補助等（松戸市公式Ｈ

Ｐより）の実施が述べられているが、最近では

一日での利用が半日にされているところも見受

けられるようになってきた。人手不足での介護

制度の不均衡を是正してください。私事ですが、

平成 18年狭心症でバイパスの手術を受け、術後

のカテーテル検査で脳梗塞を発症させられた

（入院先は国内有数の有名病院です）。院内には

リハビリ室が兼ね備えられてはいたが、満足な

回復はみられず退院となり、今日に至っており

ます。当時は現在のように確立された介護シス

テムは構築されてなく脳梗塞の後遺症により、

職場も失い、現在も苦労をしてきます。院内で

のできごとなので、この憂さのはけ口はありま

せん。それからみると、今日の介護保険制度は

うらやましい限りですが、今回のアンケートの

結果により、マイナス御方向にならないようお

願いします。（男性、84歳） 

○今は楽な介護でこれから重症になったとき、介

護する者も年齢が高くなり、それが一番の不安

です。（男性、81歳） 

○介護問題は非常に身近です。毎日が不安な日々
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になっています。ご支援をいただき大変感謝し

ています。今後ともぜひご支援のほどお願い申

し上げます。（男性、92歳） 

○妻が今後介護を要する状態に入った場合、本ア

ンケートの内容を参考に、地域包括支援センタ

ーのケアマネのご指導のもと対処したく存じま

す。明日への不安を抱える高齢者として今後と

もご支援のほどよろしくお願いします。（女性、

87 歳） 

○今はまだ元気で動けるので、さして手はかかり

ません。それでも仕事帰りに遊びに行くことは

まれになりました。今後動けなくなったら、出

来る限り自宅で介護したいと思っていますが、

そうなった場合を考えると不安です。また、介

護するにあたり、引っ越してきました。いずれ

戻るつもりでいます。そんなわけで近所で友達

を作ったり、根を下ろすのはあまり乗り気では

ありません。相談する人も、助けってくれる人

もいません。ただただ不安です。簡単に引っ越

してこられたのも独身だからです。介護の必要

がなくなったとき、自分が介護を受ける立場に

なったとき、どうしたらよいのか、考えるだけ

で不安になります。考えないようにしていると

いうのが本心です。（女性、87歳） 

○現在、入院中。入院中に施設探しています。（女

性、年齢無回答） 

○胆のう炎や転んだりと、入退院を繰り返してい

たので遅くなりました。同じことを言われなけ

ればならないことも多く、こちらが言ったこと

をすぐ忘れるので、言われたことをやろうとし

て覆され苛立ちにつながることが多い。（男性、

88 歳） 

○介護保険を使用したことがないためわかりませ

ん。（女性、83歳） 

○介護しているとは言えないので、回答はできな

いと思います。いつもお世話様です。今後もよ

ろしくお願いします。（女性、90歳） 

○私は独身（介護者）で、数年間、父が亡くなる

までは、一人で二人の介護をしていました。父

は要介護 5でしたので、とても大変（介護面、

金銭面）という以外に何も語ることはありませ

ん。これからは高齢化の進行で、2 人を介護と

いうケースも増えると思われます。その対応策

なども知りたいです。また、自分の健康状態も

悪く、これからのことが心配です。（女性、80

歳） 

○右のアンケート少し書きすぎてしまいました。

やはり何も言うまいと思い切り取りました。頑

張るだけです。認知症は人が見ても何ともない。

だが、世話は大変です。（男性、86 歳） 

○私の住むところはお店もなくとても不便です。

バスやタクシーでないと、常盤台の駅の方まで

行けません（足が不自由なため）。バスの停留所

まで 7～8分はかかりますが、一方通行のせいか、

目前に見えても待ってはくれません。大腸・膀

胱機能障害になって 4年、自転車に乗れなくな

ってとても不便です。ステップが高くバスに乗

るのも一苦労ですし、1 時間 3 本では便数も少

なすぎです。タクシーも流していないし、呼べ

ば 300 円取られるし、とにかく不便です。この

地域は人口は増えているはずなのに。（女性、83

歳） 

○今のところ、とても良いデイサービスの施設、

ケアマネジャーに恵まれているのでありがたい

と感謝しています。（女性、90歳） 

○心臓手術で 1年以上すっきりしなかった夫、そ

の後、膀胱がん、食道がんの手術が落ち着いた

ら腰の骨折、病院に通院するときは車椅子で、2

年間近く私は押しつづけました。夫は今 77歳に

なりましたが、10分連続して歩けないが、週 2

回のリハビリを受けながら本人は頑張っていま

す。ただ、昨年 9月末に私がひざ関節症で杖歩

行がやっとになってしまいました。通院は、主

人が運転してくれ、食事の支度もやってくれて

います。それでも良くなることを信じ、相互で

老老介護をしています。（男性、76 歳） 

○平成 28年 5月 28 日めまいがありました。今回

のアンケートでもめまい吐き気もしてきて病院

に行きました。不安です。辛いです。大変でし

た。（女性、78歳） 

○自分自身でできることをしているので、本当の

介護はしていない。3 人で 1 週間一度ずつ様子

を見に来るくらいなので、問に十分な形で答え

ることはできません。申し訳ありません。以上。
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（女性、77歳） 

○現在自分のことは出来ます。歩行が困難だけで

す。（男性、75歳） 

○記載のスペースがここにあるのを見なかったの

で①欄へゴチャゴチャ書きましたが、3 月 5 日

か 6日どの時点で発症したのか覚えてないので

すが（余りの痛さに）介護タクシーを予約して

通院できるまでに 5 日も費やしました。まず膝

に痛みが来たので、3～4週膝の治療（注射）で

終わって（こちらも何回くらい注射をすれば楽

になるのか疑問を持ちながら医者には聞こえま

せんでしたので、時間が無駄だったのか…）、医

者が腰だと気づいたらしく、慌ててコルセット

をして少し痛みが楽になりました。それから何

回か美容室でシャンプーをしてもらって、痛さ

をこらえて、杖をつきながらシャワーを浴びて

の通院が何週か続きました。その間介護タクシ

ー利用です。ドアチャイムに出るのも大変でき

っちり時間を予約して対応してもらったり…。

MRI の画像を持って新東京病院へ行き、主治医

は内科で検査させるつもりのようでしたが、先

方の病院も私も整形外科だと感じたので、MRI

の画像を、より細部まで見るシステムがあった

ようなのでそちらをお願いし、がん等の要因は

ないとの診断を受けました。3 人の先生で見た

から大丈夫よと看護師さんも言ってくれました

が、主治医はこの行為が不快のようで嫌な対応

でした。その後、主治医の医院の内科の医師に

どうしてもかかれと言われたり、午前中しか診

療していない時間に合わせるのも大変でした。

その日は一日がかりでした。そんなこんなで

10kgも痩せました。（女性、76歳） 

○愚息に代わりに（中々書きそうになく）。子不幸

とうそぶく心の貧しい限りの子。俺がこれから

先面倒を見てもらうのによく考えて物を言えと、

一見偉そうに大口叩くのだが、何をするのも前

頭葉がネガティブに支配され、お金ない、無理、

駄目にインプットされ、私のダメ押しに腹を立

て、正常ではなく、醜い大声で怒鳴る、うるさ

い、黙れ、出て行けと。怒りが沸騰の状態、毎

朝起きる度に今日は絶対口を利くまいと思うの

だが、平静を失うと…繰り返しが…。「外面イケ

メン、中身アホ」誰もが内情はわからないと思

う。過去 2回救急車で精神病院のお世話になり

命をとりとめた。私が愚息の命を救ったのだ。

平成 17年まで口答えができなかったのに 10年

目にして虐待と化した。現在自立支援センター

から生活保護になるか来週より相談の予定。愚

息がこれを読んだら破り捨てると思う。私の認

知症で入院しろと言うだろう。来春、保健所に

愚息の身体を相談する予定です。（女性、89歳） 

○現在、二人の息子と同居していますが、食事の

世話、私が息子たちのを行っています。主人が

事業に失敗して死んでいったので、子どもたち

も最低の生活をせざるを得ません。私がしっか

りしなければと思っていますが、日増しに体力

がなくなり、認知症も入っているのではと思っ

てボーっとして日々暮らしています。※すみま

せん、子どもに見せられないので私が思うまま

に書いてしまいました。ケアマネージャーさん

にお世話になっています。※私どもの家族に事

情がありまして、私が子どもたちに気を使うこ

とになってしまっています。※今のところ私が

子どもたちの身の回りのこと、食事やっていま

すが、近頃、台所に立つのが辛くなって何を作

るか考えてしまい、美味くないと叱られること

もあります。※（長男昭和 32 年 7 月）（次男昭

和 37年 3 月）。※勝手なことを書きまして申し

訳ありません。（女性、84歳） 

○お世話様です。平成 28年 12月 28日より千葉西

に入院。妻が体重 100ｋｇ位あり、今アルツハ

イマー病で足の血行が悪く、足の血栓が肺の血

管につまり入院して血栓を溶かす強力な薬を使

っておりますが、体重を下げようにも下がらず、

入院の前は一日中椅子に座って動かないでいる

生活なので退院した後もあまり動かないかと思

います。歩行ベルトや自転車を食堂においてあ

りますので、良く歩かせようと思っております

が、歩けなくなりました相談に乗っていただき

たくお願い致します。（女性、78歳） 

 

４ アンケート調査について 

○アンケートの問題がしつこすぎる。もっと少な
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くした方が良い。（女性、67 歳） 

○介護者が高齢のため、今回のアンケートは質問

数が多く、理解するのも大変でした。（男性、87

歳） 

○高齢者へのアンケートで袋が小さくて、やっと

入れました。考えて下さい。（男性、73 歳） 

○余り質問事項が多くて最後まで読むのが苦痛で

す。（女性、74歳） 

○問題を考える能力が老化している。問いが多す

ぎてよくわからない。面倒になる。…（申訳な

い）理解出来る範囲で応答しました。以上（男

性、83歳） 

○105 以後のアンケートの内容が不明。松戸市全

体の現体制には、ほぼ満足しています。（男性、

79 歳） 

○84 才の人間にこれ程のアンケート用紙を送る

なんて疲れ果てました。役所仕事だなと思いま

した。肩こりがひどいので。（女性、84 歳） 

○・要支援Ⅰです。ほとんど手がかかりませんが、

リハビリに通い、だいぶ良くなってきてます。

家の中も手すりを付け、歩行も良くなりつつあ

ります。・アンケートの質問わかりづらい点もあ

るかと思います。（男性、67 歳） 

○アンケートを読みながら介護保険とか福祉にど

のようにつながるのか○をしながら考えました。

また、沢山のアンケートを誰が考えたのか、思

いついたものを書いたのかなと感じます。この

ような立派なアンケートの結果をまとめること

だと思います。是非とも広報にでも報告が出る

ように期待しております。多分アンケートを作

ることにもお金を使ったと思いますので素晴ら

しい松戸市介護保険事業を期待します。（男性、

75 歳） 

○このアンケートの集計は何に載りどの様に役立

つのでしょうか？アンケートしにくい個所があ

りました。もう少しわかりやすいというか簡素

化できないものでしょうか。（女性、94 歳） 

○このアンケートはとても長く、目が悪い自分に

とって大変だった。また、義母の（91 才）の世

話をしなければいけなく、これ以上目が悪くな

ったら、どうすればいいのか不安である。子供

は日本に住んでいるが遠く、現在介護してくれ

ている主人も片目が見えない。この夏は腰を痛

め、動けず不自由した。何か困った時、すぐ利

用出来ないので、それまでが困る。出来るだけ

自立したいが、どこまでいけるか、不安をかか

えている。（女性、66歳） 

○アンケート調査票を入れる封筒が小さ過ぎる。

三つ折りに入れるのに苦労しました。（男性、83

歳） 

○長すぎるながすぎる（男性、71歳） 

○体調の悪い中やっと終りました。年末のこの時

期に、こんなこと二度とやらないで下さい。介

護保険に頼らず、自分達の生活は、自分達で、

一生懸命やって、毎日暮してます。夫婦の 3度

の食事の為、買物から作り、掃除、洗濯もやっ

て 1日中働いてます。一応健康でいられるから

こその生活です。介護保険は、皆様の大切なお

金ですから、大切に使って欲しいと思ってます。

（女性、83歳） 

○こんな事アンケート取っても何もならないと思

う。松戸市では交通費も 79才になっても安くす

ることもなく、ふしんせつと思います。主人が

会社してた時は税金を多く取り、若い時は子供

もうめない程苦しい生活をし、トーケイとる事

がむなしく感じます。（女性、79歳） 

○アンケートをお願いする事は良いと思うけど、

年齢に応じた質問にしてほしい。自分にあては

まらない事が多く時間のムダでした。（女性、52

歳） 

○この様に、厚い調査用紙をこんな封筒に入れさ

せるとはまことに、御役所仕事の典型ではない

でしょうか？!!!!A4 版の封筒ではだめなので

すか？!!!!（男性、81 歳） 

○P16 の Q91の内容で基本チェックリスト（25項

目）がこの調査に記載されていたら良かったと

思う。（男性、81歳） 

○当調査の結果について公報して下さい。幸いに

現在何とか自分で妻と同居、生活して居るが高

齢者となり何時介護者を必要とするか、その様

な日が何時かしら来るのを考へると不安になる

（男性、87才（女性、84歳） 

○このアンケートは細かいことを聞きすぎと思う。

全部について適確な解答を出せる人は少ない、
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大きい方針のみ聞くべきではないか。細かいこ

とは「任かしてくれ」と自信を持って自己の方

針でやるべきと思う。（男性、85歳） 

○設問の内容が濃い。設問が多すぎ、回答が大変。

（性別無回答、86歳） 

○文が長くて大変でした。短くても良いのではな

いでしょうか。（男性、82歳） 

○質問、調査等の項目内容が多すぎる。（男性、67

歳） 

○項目が多く疲れました。調査票生かして良い支

援事業にしてください。（女性、76 歳） 

○松戸市大谷口の公務員住宅を早く壊して、町の

子供、高齢者が利用できる施設をつくってほし

い。市で高齢者に即した実態を調査されるのは

有難いが、肝心の高齢者には答えにくい（文字

の大きさ。質問の量）町会の力を借りる、ある

いは役所で調査員を派遣するなど、工夫してほ

しい。（性別無回答、年齢無回答） 

○アンケート調査が長いため老人には不向き、も

っと短くして下さい。（女性、79歳） 

○高齢者にこんな質問をして答えを出させるのは

無理です。もっとわかりやすいように書いてく

ださい（しつこすぎる）。（男性、85 歳） 

 

５ その他 

○生活の為に泣く泣く、相続をした土地を処分し

たら税金と、社会保険料が高額になり、医療費

が 3割負担となってしまった。年金生活者にと

って、あまりにもひどすぎる扱いではないでし

ょうか？これは全く、高齢者の福祉にならない

のではないですか？介護だ、福祉だとか、表面

的な事はどうでも！私も心から安楽死の法制化

をお願いいたします。私自身、自分の口で食べ、

自分の足で歩くことができなくなりましたら、

安楽死させてほしいと思っております。全国に

さきがけて、まず、松戸市から、発進して行っ

て下さい。安楽死させて頂けますように、心か

らお願い申し上げます。スタッフの皆様のご健

康と、松戸市のますますのご発展を心よりお祈

り申し上げます。ありがとうございます。（女性、

89 歳） 

○車イスについて。割り箸が入っている箸袋を集

めて車イスをもらえる情報をご存事でしょうか。

現に埼玉県の与野市で 11 台も車イスがもらえ

ています。もう一県静岡県の清水市では今盛ん

に収集中です。是非松戸市でも他県に打診して

この仕事を始めてくれませんか。各地で行われ

ている独居老人のふれ合い食事会等では一度

100枚位は優に集まります。私は箸袋を集めて、

清水市にダンボールにつめて送っています。是

非是非車イス確保の為この事業を進めて下さい。

具体化したら「まつど広報」に掲載して下さい。

お願い致します。（女性、83 歳） 

○高齢者福祉って何ですか、介護保険のことです

か。松戸は何も有りません。子育てはだいじで

すけれど今まで頑張ってきた高齢者もだいじに

してほしい。（男性、83歳） 

○社会福祉協議会に想談に行った時の反応にクエ

スチョンです。松戸のみと思いたいですが、対

応の悪さと聞く姿性に不解感を感じました。民

生委員の活動とはどういいものなのでしょう

か？地域のどこの方か、解らないですしお見受

けする事もありません！活動が、出来ないまた

有効な対応が実行されていないのであれば、制

度をなくして新たなものを作るのも必要かと思

われます。率直な意見を言わせて頂きました。

（男性、79歳） 

○一部の人を除いて現在の老人は恵まれすぎてい

る。年金制度と後期高齢者保険制度、手厚く保

護されていると考えます。もう少し受益者負担

を考えないと国又は自治体の財政が破綻される

事が懸念される。現に破綻しかかっていると思

う。選挙の為、為政者は国民に媚びている。一

部の人は自分ではどうしようもない人もいるし、

この人には手厚い保護も必要だろうが、大部分

の困窮者は自分の努力が足りなかったのだと思

う。自分の努力の足らなさを棚に上げ総て他人

のせいにする。戦後教育が駄目にした。政治は

票にならないから、又、遠い将来の事を考えな

いから教育に目を向けない。克己心、努力の大

切教育に、もう少し力を入れて戴きたい。（男性、

86 歳） 

○今のようなアメリカ、日本の資本主義社会のし
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くみでは、低所得者の老人や介護者をすくえな

い。即ち税や保険料が高く、ましてや公務員の

給料も高い。増して国会議員、県・市会議員の

人数も多く、知事や職員の給料が高く、人員数

も多すぎる。これ等の無駄をなくすには貧しい

者に向け、一律 40万円（月）位の生活が誰でも

可能にするには、ノルウェーのように累進課税

にして、高額所得者が低所得者をささえて行く

事をほこりにして行けるような社会のしくみに

しなければならない。北欧は高額所得者がほこ

り持って生活している。松戸市長は高額な給料

に以前した事があり、とても悪質な行為である。

（男性、81歳） 

○担当ケアマネよりかねて利用者様より伺ってい

るお気持ちを書かせて頂きます。独居であり、

内科・循環器科・セ形外科の病気の為に入院治

療、通院リハ、デイなどに通われ、近隣に在住

の息子さん等の支援により、やっと、生活が成

り立っている方が結構おられます。町会や近隣

のおつき合いも大切にされてはいますが、回覧

板の回覧や、ゴミ箱の掃除など困難な場合が多

いと、訴えがあります。生活している以上は住

民としての責務でもあると思いますが、ゴミ集

積所の掃除などは、可能であれば免除をして頂

けると、有難いとの事です。一方的気持ではあ

りますが、何かご検討頂けるとありがたいとの

事です。（女性、80 歳） 

○悪いことして、刑務所はいるやつが、三度めし

を食べて、まじめに生活をして来た高齢者が、

一人で生活を、年金をもらっても、生活できな

い社会はまったくおかしい。（女性、80 歳） 

○97 からの質問は間違えて申し訳ありません。

（女性、89歳） 

○これから症状が悪化して行くと、施設への入所

が必要となります。今後費用が年金で納まる様

な施設に、いつでも入れる様なシステムにして

ほしいと願っています。お互いのしあわせな為。

安心して生きて行かれる為に、是非ともこれか

らの若い人達も豊かな人生を送る事が大切だと

思っています。高齢者ばかりではなくて、若い

人達の事も、もっともっと大切に考えてほしい

と思います。1 人の人間には限界があります!!

それぞれ人間らしく生きる権利があるのですか

ら…。（女性、81歳） 

○私は現在、88才 3 ヶ月の身体障害 3級の障害者

手帳の保持者です。手帳の内容の説明書きにも

種々と詳しく説明が記されて居りますが実際に

活用するとなると自分から直接手続き事をする

とか所定の箇所に出頭するか、それに準ずる自

身が行動しなければならない事が現実だと思い

ます。出来得れば簡単な方法で代理人等による

手続き事が出来るか相談が出来れば大変助かる

と思われます、がいかがでしょうか。其の他物

を購入するにしてももっと簡単な方法で購入が

出来ればと思いますが。又最後に非常時に安全

な場所に避難するよう手助けを明記下されば幸

せです。尚、現在の私は多臓器障害にて常時病

院にて検査を受けて居ります。（男性、88歳） 

○認知症になる不安が増している。認知症になっ

たら安楽死を望む。早急な安楽死法の検討、整

備成立を望む。（女性、82歳） 

○病院の待ち時間が長い。1 割負担が安易に利用

しているのではないか。1 割を 2 割負担にして

は如何。収入に関係なく、1 割を 2 割負担にす

る事は如何ですか。そうすれば安易に通院しな

くなるのではないか。又国や自治体の財政にも

寄与すると思うが、如何。（女性、81歳） 

○補聴器の利用が、眼鏡のように手軽にできるよ

うになると良いです。うちはまだ要支援のため、

ほぼ自分で行うことができます。空欄が多く申

し訳ありません。IR 法が問題になっていますが、

高齢者向けの通販も同じくらい問題だと思って

います。危機感をあおるような CMは即やめてほ

しいです。（女性、76歳） 

○期待できない、特に上の官庁がひどすぎます。

国はほろぶでしょう！（女性、80歳） 

○ナシ（女性、78歳） 

○①日本在留外国人に対する支援は中止してもら

いたい。日本国民の負担増につながるから。②

一病院で複数の診療（例）外科、内科、等にか

かった時、投薬で同じ薬がダブル事がある。危

険なので徹底防止策を考えてもらいたい。（男性、

91 歳） 

○医療保険を安くしてほしい。（女性、81歳） 
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○現在は相談していないので、わかりません。（女

性、87歳） 

○私の意見は先に書いたとおりです。いつもあり

がとうございます。感謝いたしております。（女

性、77歳） 

○年老いて望むものは心の平穏です。心穏やかに

暮らせば健康も自ずと保たれるのではないかと

存じます。生活保護は受けたくないのです。節

約して自活できる年金額を保証して頂きたいの

です。自分たちのこれから先、健康が保たれな

くなった場合も自分の人生は自分で責任を持ち

たいのです。己の生きるために子供たちの人生

設計をくるわせたくないのです。私どもの望み

が叶えられる良き方法をお願いします。（男性、

83 歳） 

○1．介護認定の今のシステムでは軽度にされてし

まう。本人・医師・ケアマネジャーが事実を記

しているのに、軽く判定する今の制度はおかし

い。2．費用が理由で不足なら、国や県の予算を

もっと増やすようにもっと強く働きかけるべき。

予算はある。高齢者は戦前・戦中・戦後の苦し

い時代を潜り抜けて、日本社会をよくするよう

働いてきた人たちです。3．若い人の費用負担を

理由にすべきではない。国や県の予算の使い方

を変えれば必ず出せる。4．ヘルパーやケアマネ、

各種相談員など人材を育てることと働く条件

（賃金や待遇）を良くすることが重要。そのた

めの費用の準備と実施が重要。5．若い人の減少、

少子化は解消できる。保育園(小規模ではなく認

定保育園）増設、結婚できる賃上げ（大企業の

内部留保を賃上げに使わせる。また、大企業に

対する応分の増税が必要だし可能）、選択的夫婦

別姓を認め結婚をもっと自由にする。（フランス

等はこれで少子化をなくした）6．私は認定を下

げられて（要介護⇒要支援 2）しまったが、た

とえ週 2 日（45 分）でも直接的に助かる。また

ヘルパーさんが良い方なので生活に張りを与え

てもらっている。この制度を絶対になくしては

ならない。（女性、76歳） 

○遅くなってすみませんでした。（男性、44歳） 

○松戸駅にエスカレーター昇り降り早く作って欲

しい。病院は薬屋さんを病院の中に作って欲し

い。歳を重ねると足が弱って自分の生活が大変

になる。若い内散歩しようが、体操をしようが

年令を重ねないとわからないことばかりです。

少しでも楽に過ごせるよう望んでいます。あて

にはしていませんが。（女性、84歳） 

 

 


