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（４）要介護認定者調査《本人回答》 

 介護保険や高齢者福祉に関して、574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 

○2016 年 1 月 15 日の広報まつどに掲載されてい

ました「介護者を支える在宅サービス」につい

て、大変関心をよせています。この取組は、現

在如何進展でしょうか。在宅で介護を受けなが

ら、人生の終活をうけられる。この仕組は、将

来の介護のあり方を示しているのでは…と思い

ます。病院、介護施設を中心に、在宅で老後の

介護が受けられる町作りが出来れば、高齢者は

言うまでもなく、若い人も老後の憂いをなくし

て、この町に定着していくのではないでしょう

か。勿論、課題は沢山あるでしょう。日本のど

こかに、そのような町作りに挑戦している所が

あるとは聞いたことがありますが、松戸市のお

役人の皆様も、すでにその方向を研究されてお

られる事でしょう。私も、そのような理想郷に

住めたらいいな─と思いますが、さて、如何で

しょうか。どうか頑張ってください。（女性、88

歳） 

○非常の場合、救援を求める先は無い。民生委員、

その他の地域支援担当者の氏名・Tel 番号を知

りたい。（男性、80 歳） 

○デイサービスほどでなくても住民が誰でも気軽

に集まれる場所があって、お茶代（￥100）ぐら

いの料金、1 人で赤ちゃんを育っている若いマ

マも来られれば、育児で悩むことも減ります。

カラオケルーム、マージャン、畑、月に 1～2

回の健康相談、生活相談、孤立させない、が大

切と思います。（女性、85歳） 

○記入させて頂きありがとうございました。主人

は、脳内出血の為、高次脳機能障害者でござい

ます。記入は、私（妻）がさせて頂きました。

現在は、家族でいられる事が感謝でなりません。

今年で八年になりますが、夫婦ですから、妻が

看護するのは当り前と思っております。今でも

生活出来る日々は、いろいろな事が有りますが、

ともにささえあって、努力して、皆様に助けて

頂き、感謝しています。散歩に二人で行きます
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が、気軽に入れて、ともに、病気で苦しんでお

られる方々とお話し出来る場所がほしいです。

コーヒー一つでも心なごみます。宜しくお願い

します。乱文・乱筆すみません。（男性、77歳） 

○アンケートの数が多すぎる。もう少し要約して

欲しい。返送の封筒が小さすぎではないでしょ

うか。介護 3 級で特養申込んでおいたのがダメ

になった、体はどんどん悪くなるのになぜ？デ

イサービス 1 割から 2割に全額が上がり大変で

す。（2人共 75才以上で、介護する）妻は大変、

ひっくり返った時、ベッドまで乗せてくれる人

がいなくて（介護の妻はできない）夜中こうい

う時、助けてくれる連絡先があるといい。（男性、

78 歳） 

○緊急時など早急に応答出来るようにして欲しい。

1 人暮らしの場合何かと不便を感じるので、そ

の辺を考慮して欲しい。（男性、77 歳） 

○ますます老人が増え、地域の人が目をくばり、

町会なり近所の人が目を配り、その人がどのよ

うな状態なのか把握しておく必要があると思い

ます。一人暮らしの人はとくに大切だと思いま

す。紙オムツももう少し安く買えるといいです

ね。（女性、95歳） 

○現在 90才、若い頃から、福祉の仕事にかかわり、

民生委員等、いろいろやってきて、かなりの人

数を見て参りましたが、最近、そんな面倒見も

してくれません。寂しい限りです。そんな制度

はなくなったのですか。独居老人を 7人位かか

えてて、雨の降る様な夕刻には夕食の食材を持

って行ったりしました。入院するおばちゃんが

いると主人の勤めの帰りを待って、車で病院へ

連れて行ったこともありました。皆さん多忙で

しょうから、余り、無理は申し訳ありませんが、

もう少し血の通ったお世話をして下さい。（女性、

90 歳） 

○自宅での生活が困難になっており、月に、何回

かショートステイを利用しています。近所の方

も同じように高齢化しており、なかなか手助け

してもらえなくなっています。娘夫婦が近くに

住んでいるので世話になっていますが、そうい

う人が近くにいない方々は、大変です。1 日中

人と話さない日もあり、さびしい限りです。高

齢者が生活しやすい社会作りを、ぜひお願いし

ます。（女性、83歳） 

○もっと近所づきあいがフランクに行われるとい

いと思いますが、何かとすぐプライバシーの壁

が立ちはだかるようです。昔の長屋暮らしのよ

うにざっくばらんな付き合いの出来る世の中だ

といいなと思います。（男性、50歳） 

○買い物代行や、病院への付き添い、（車を提供す

る）など、ボランティアとして出来る仕組みが

大事。介護保険を利用すると時間がかかり、買

い物や医療費より、タクシー代、介護付添いの

実費の方がはるかに多くなり、実際使われない

状況である。買い物、病院へ行くことが出来れ

ば認知症の予防にもなる。（女性、91歳） 

○安心して家で生活できるようにして欲しい。（女

性、81歳） 

 

■ 主に在宅サービスについて 

○デイサービは利益優先の為、要介護の高い者は

利用を断られる。手間のかからない者ばかりが

利用する施設となっているので、介護保険の負

担にもなっているだろうから、要介護の高い者

限定にすべき。要介護が低い人程、自己負担を

増やすなり対策が必要。又、デイサービスは介

助（階段）は禁止されているので、法の改正も

必要。階段のある住宅の場合、介護タクシーを

利用することになり、月額 10 万以上となるが、

階段のない住宅の場合は 0円と大きな違いがあ

る。介護タクシーも介護保険が利用できると良

い（入院時、退院時も含め）。（女性、75歳） 

○サービス時間が短すぎる、準備(血圧、熱）等で

10 分以上。（女性、97 歳） 

○私は介護 2 です。何をするにもオロオロしてあ

ぶないのに、お父さんが元気で何も（介護保険

サービス）してもらえません。しっかりしたダ

ンナ様なら、安心しておれるけど、全く、協力

的ではありません。せめるばかりで、いつもス

トレスでいっぱいです。協力的なダンナ様なら、

楽しいのですが、これでは長生きできそうにあ

りません。できるならお父さんがいても、人を

見て、掃除、庭掃除など手伝ってほしいです。

（女性、66歳） 
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○介護している人の負担が大きすぎ。共倒れにな

らない為介護者も週に 2日は休める 1泊 2日（重

度の人）の出来る所を（増）作って下さい。（男

性、84歳） 

○紙おむつ支給、現在は要介護 3～5認定を受けて

いる方対象ですが、要介護 1～2でも紙おむつを

支給してほしいです。おむつ代も大変です。月

におむつ代が約 6～7千円は使用しています。他

で交通費も大変です。タクシー利用の場合、往

復約 4 千円前後支払います。現在の生活の中は

大変です。（女性、79歳） 

○給食や配食サービスをしてほしい。これ以上介

護保険の値上げをしないでほしい。（女性、83

歳） 

○バス通りに住んでいますが、つつじの植込みは

必要なのか疑問です。福祉用具など便利になっ

ていくのはとてもよい事だと思いますが、自転

車など通る時や速く歩く人からよける場所があ

るべきではないかと思います。他部署への働き

かけとかあるのでしょうか。（女性、83 歳） 

○・福祉用具購入（貸与）の中に冷暖房器具も対

象として頂きたいと思います。・住宅改修を、も

っといろいろなパターンでも利用できる様に考

えて下さるとありがたいです。（1 人 1人必要な

改修が違うと思います。ケースバイケースで承

認して頂けるとたすかります）（男性、80歳） 

○介護タクシーを松戸市で運営できないか？（女

性、86歳） 

○現在デイサービスを月、水、金と利用していま

す。一人暮らしで、友人、知人もいない私にと

ってはとても有りがたいです。（女性、77歳） 

○デイサービスを使用しているが運動機具が少な

い為、出来ない事があるのでもう少し増やして

ほしいと思う。（女性、86歳） 

○デイサービスに行っていますが家に居てもつま

らないので来て居ると言う人が何人もいるが現

役世代の人の為にそんなデイサービスはもった

いない。デイサービスの施設をもう少し役所は

監督してほしい。（女性、73 歳） 

○家族と生活している。息子夫婦が一人暮しの人

以上に家族に気をつかい、いろいろのことに不

自由している。家族にたのむことも出来ず不自

由な体を無理して生活している。社会的に同居

の人は恩恵は少ない。むしろ一人で生活したい

と思うことがありストレス（生活のことを思う

と）がたまり自分自身がなさけないと思うこと

が多い。一人生活の人と同様に家族と生活して

いる人にも同様の支援が頂きたいと思います。

（家事、外出の時の援助など）又公的なおこづ

かいなど独居の人より収入が少ない人が多い。

（女性、80歳） 

○介護用品を使っています。部品を換えれば使え

るのに、スペアの部品がありません。介護保険

を利用して新しいものに換えることをすすめら

れましたが、もう少し今のものを使うことにし

ました。用品のレンタルや販売で、ムダが多い

のではと思いました。（男性、75歳） 

○生活援助 3 利用出来ないこと布団干し（時間的

に無理）利用したいことカーテン洗いフックに

手が届かない（洗うのは洗濯機利用）。（女性、

83 歳） 

○市の介護保険サービスでの在宅での介護サービ

スはしばりが多すぎて、利用できない。もっと

在宅介護者の側にそったサービスがほしい。（女

性、58歳） 

○骨折の為ただ今入院中。入院前から、その都度

必要な福祉用具をお借りしたり、利用させて頂

いています。介護サービスを利用している者と

しては、なるべく費用を軽減し、サービスの充

実を希望します。（女性、63 歳） 

○独居の人が増えるので、Q1085 を実行してほし

い。（男性、79歳） 

○・介護保険サービスの利用手続が面倒。物品貸

与するにあたっても（よく理解できる年齢）家

族がいなければサービスを受けるのは無理。・専

門知識と現実に大きな差があることを気づいて

ほしい、不用な改修や貸与がある。（女性、88

歳） 

○自宅介護を行うためには（持続）いくつかのサ

ービスを組み合わせできるようにしてほしい。

自宅→病院→デイケア自宅への送りではないの

で介護保険がつかえない。ショートステイのあ

と、デイケアにいくことができない。翌日平日

→デイケアはできない。（女性、84 歳） 
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○近隣に在宅看護を受けられる方が居られますが、

よくぞあれまでお世話になれますことを感心し

ております。「4」（原文は丸囲い④）←今後は「3」

「4」（原文はそれぞれ丸囲い③④）も受ける側

も考える必要があると思います。（男性、81歳） 

○30 分位かかる近隣の病院に通院するためのタ

クシー代の補助があればとても助かる。（女性、

84 歳） 

○介護保険を受けている側からみると、ムダなサ

ービスも多々あるのでは？本当に当事者が何を

必要としているか、又は長期的にみてレンタル

ではなく住宅改修をすすめた方が良い場合等、

いろいろあると思います。今回の様にアンケー

トで現場の声をきいてくれるのはとてもありが

たいと思います。（男性、81 歳） 

○買物に行けないことが困る。目が悪いので不安

もありショートを取りたくも自分の取りたい日

にとれない。ショートとデイと家の生活がうま

く出来ない現在です。（女性、88歳） 

○通院の交通費（タクシー代）の面。歩行困難の

ため、どこへ行くにもタクシーを使わなければ

ならない等。（男性、78歳） 

○介護保険を利用して無料のサービスとか、リハ

ビリ等に力を入れてほしいです。（男性、83歳） 

○介護用パンツ、尿パット、介護保険適応になる

と助かります。（女性、90歳） 

○今の介護保険では、ケアマネージャーが、あら

かじめ予定していたスケジュールのみ、適応さ

れ、緊急に急病などで介護が必要になった場合、

上限の金が介護に余裕があるにもかかわらず、

私費負担でしか利用できないことは、困ったこ

とだと思います。（女性、79 歳） 

○・最近は、デイサービスで有料ではあるが、お

弁当などの注文を受けるところがあると知り、

仕事をしているものにとっては、助かるサービ

スだと思っている。・視力障害により（全盲では

ないが）活動性が低下し、筋力もおちているよ

うに思える。他者と話すことは好きだが、以前

ようにデイサービスを利用したがらなくなって

いる。同じような人がいれば、本人も前むきに

なれるのではないかと思うときがある。家にい

ておこりっぽくなるときもあり、看護している

方もイライラするときがある。似たような境遇

の方でのデイサービス等あれば、利用してみた

いと思う。（男性、75歳） 

○足が不自由で歩く事が困難な人にタクシー券を

発行して戴ければ幸いです。歩けない為に家に

こもって、テレビを見るだけで元気は出ないそ

うです。（男性、75 歳） 

○介護は受けていないのですが大人用紙おむつを

沢山使います。保険で使えるようになると大変

助かります。（男性、87歳） 

○毎月一回位介護支援の方が見えていますが先日

初めて薬剤師やかんご師などを家に来て貰い相

談にのってもらったらどうかとの話が有り、毎

月医師から薬をもらっているのにどうして？と

思いました。何もそれほどしなくてもと思いま

す。これは何か自分達に有るのではと思いまし

た。サービス精神は有難いが保険料の負担がた

まりません。（男性、84歳） 

○左足骨折で介護①認定、御世話になっています。

退院当初より左足、腰、肩こりなどわるくなり、

「歩行が苦痛に」なっております。”朝凪メディ

ックケアデイサービス”でお世話になるように

なり日に日に回復しとても感謝しています（現

在も満員でやっと入れてもらった状態です）。

Q67 でも○をしましたが特に「外まわりの掃除

です」（マンション住まいの方には必要ないと思

いますが）。「一戸建」でひとり暮らしですと一

番大変なことなのです。現在ヘルパーさんは「家

の中だけときまっているとのこと」出来ないそ

うです。どなたがきめられるのか教えて下さい。

どうか「1 時間のうち」何分もかかりませんの

でよろしくお願いします（草木の管理など両ど

なりの御主人がみて下さって助かっています）。

（女性、80歳） 

○福祉に関する意見ではありませんが、このアン

ケートの設問、あるいは、解答の文章が面倒だ

ったり、判りにくいため、回答しにくいと思い

ます。個人的なことですが、週 3 回通所、リハ

ビリ 2 回、その他週 3箇所で、タクシーチケッ

トなどもありがたいのですが、実質あまりにも

足りないと感じてます。もうすこし移動の補助

があったら、うれしく思います。介護タクシー
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無しでは、どこにも行けないのは、ほんとうに

苦しいです。（男性、68歳） 

○Q91の 6で要介護 3～になって居るので要介護 2

からにして欲しい。アルツハイマー病なので尿

意がよく理解で来ないのです。体を動かす脳が

良いのですがとても大量のパッドやパンツが必

用なのです。個人差が有るので大変だとは思い

ますが…。（女性、87歳） 

○福祉タクシーを利用する時がありますが、利用

する度に普通運賃の他に往復で 2,000円前後サ

ービス料も必要なのはなんとかなりませんか？

身体障害者手帳などは持っていないのですが。

（女性、80歳） 

○病院に行く事が多いのですが、タクシー代が必

要になりますので、タクシー代をお願い出来れ

ばうれしいと思います。（男性、84 歳） 

○高齢者でその上障害者が免許を返上した場合タ

クシー券を支給してほしい。手軽にリハビリで

きる場所を増やしてほしい。近くにないので運

動不足になってしまう。（女性、70 歳） 

○ショートステイを利用していますが、施設内に

常時理学療法士によるリハビリ個別プログラム

機能回復訓練などがあればよいと思います。（女

性、80歳） 

○要介護 2になり、週 1回位のお掃除をお願いし

ようと思ったら、主人と二人暮らしと答えたら、

助け合って出来ませんかと言われた。夫 82 才。

有料でと思って調べたら週 1 回と言うのはなく、

2～3回では必要なく経済的に大変。言い方に腹

が立ち断ったが、中腰が出来ないので親戚が来

てやってくれる（76才）ありがたいが精神てき

にイライラすることがある。困っている時にち

ょっと手伝ってくれる方法がありますか。夫が

車を運転するので買物も病院も行けますが、助

け合うと言うことはどう意味なのかしら…わか

らない。（女性、74 歳） 

○デイサービスに二年程前からお世話になってお

りますが、とても内容が充実して居り、毎日が

楽しく過ごせるので週 4日参加させて頂いてお

ります。此の様な余世があるのかと感謝の念で

いっぱいです。（女性、92歳） 

○主治医より定期巡回型の訪問介護を検討したが、

経済的に今以上の負担は難しく、新規事業者の

説明会（定期巡回型訪問介護）に参加したが、

生活支援中心は受入は相談したので、身体で短

時間でないと、難しい。時間のかかる生活支援

中心の方は短期入所してくださいと言われてし

まった。認知症で調理・買い物・掃除・安否確

認中心では、利用できないと感じた。パンフレ

ット等での案内の解釈と実際は違っていると感

じた。（男性、83歳） 

○移動手段、特にタクシーの利用を充実して、費

用を安くしてほしい。高齢者だから、障害者だ

からといって、料金のごまかしをしないでほし

い。（女性、85歳） 

○85歳以上の要介護認定を受けている場合、段階

に関係なく、紙おむつを少しでも費用負担して

ほしい。（男性、90 歳） 

○介護タクシー利用チケットをお願いします。（女

性、75歳） 

○介護者本人を 24 時間見守っている、家族、又は、

妻にとって、無料で、休める時間、ストレスや、

気分てんかんのために、月に何日間は、サービ

スを支えて頂ける様に、考えて頂きたい。（男性、

70 歳） 

○週一回通院していますが、他のところへ行く時

のタクシー料、年令によってですが無料券があ

ればいいナァと思います。勝手な事を申しあげ

て御免なさい。（女性、88歳） 

○ショートステイは家族の負担軽減のために必要

なことはわかるがどの施設も 80～90 才くらい

の人が多くて長期の利用はしたくない。若年の

人も利用しやすい施設があるといい。（男性、65

歳） 

○介護者が病気になった時家族同居の場合、病院

へ行くにもヘルパー派遣等出来ないとの事。家

族同居、介護者が要認定を受けていなければヘ

ルパー派遣は出来ない。何のために介護保険料

を払っているのか、そのためケアマネージャー

に相談している。（男性、76 歳） 

○介護保険でヘルパーさんに本当に手伝ってもら

う事が限られ、時間内であってもこれはやれま

せんと云われる仕事が多くて困る。（性別無回答、

年齢無回答） 
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○サービスの効率化。1 パックの紙オムツを配布

するのに、いくらの経費がかかっていますか？

（女性、98歳） 

○家族が居ると、介護ヘルパーにやってもらうこ

とに制限がある。（女性、49 歳） 

○町中をデイサービスの車が毎日何台も見かけま

す。もっと合理的な方法はないのでしょうか？

なるべく住居の近くで、（遠方でなく）介護業者

の経営と規制とうまくしないと破綻してしまい

そう、心配です。先日、簡易トイレを購入しま

した。介護保険で 1 割負担でしたが、元の価格

が、高すぎです。保険負担だから、9 割が保険

だからにしていると、介護業者のための介護保

険になってしまいそうに思います。（娘の意見）

（女性、87歳） 

○手助けが必要な際に事前の申請無しでも迅速に

対応してもらえると助かります。例えばベッド

から落ちてしまって、家族だけではベッドに戻

せない場合など。（女性、88 歳） 

○①高齢者の外出をうながすため、バス代免除（す

くなくとも市内）の施策を考えてほしい。②保

険料の値上げは極力避けてほしい。③災害など

の際の避難援助体制を具体的に考えておいてほ

しい。（男性、82歳） 

○介護保険を使ってデイサービスに来てるのに何

もしないで食べて眠ってばかりの人がいる。そ

れでも介護保険を使っても良いのでしょうか？

（代筆）（女性、88 歳） 

○病状が悪化した場合、即座に対応してもらえる

介護を望みます。配偶者も老齢、不安です。（男

性、81歳） 

○同居の子供が会社等へ出かけ、日中独居の高齢

者も一人暮らしの高齢者と同等にあつかってほ

しい。子供と同居だとサービスに制限が有る。

日中、子供がいるかいないかで考えて。（女性、

86 歳） 

○老・老介護ですが通院に車が使いたい時に本当

に困ります。特に土、日祝日はだめ、又急に御

願いしても都合がつかないとの事が有り本当に

困ります。（松戸市内オール 1,000 円）これはど

このサービス業者でも同じでしょか？口先では

100％かなえてもらう事が出来る様に「サッカク」

します。タクシーを利用する事が生活維持に大

きなフタンになります。（男性、80 歳） 

○介護タクシーを利用していますが、いつも 3 ヶ

月分足りない為、負担額がふえてしまい、大変

困っています。どうせ頂けるなら 1年分欲しい

です。（男性、80歳） 

○介護施設～四ヶ所変わりましたが本当に役立っ

ているのは利用者の三割乃至四割であって、後

の六割近くの人はまったく介護の必要性がない

人が利用しています。介護保険料値上げには絶

対反対です。私は厚生年金ですからまだしも妻

は弐万数千円の国民年金の支給額に月六千円の

介護保険料は「酷」です。そもそも国民年金は

老後の生活費なのですから。いたずらに介護保

険の値上げを考えないで、介護施設の内容を吟

味して税金を支払うに値しない施設は排除すべ

きです。一日いても体操一つやってくれず、一

日中食事とお絵書きをして、はい、それまでと

云う施設もありました。うちいは静かにしてい

る施設なのですからと云われた、施設が松戸市

野菊野にありました。入所して三ヶ月でやめま

した。妻は今年五月から人工透析をしておりま

す。男性の透析者も多いですから注意していま

す。（男性、92歳） 

○介護タクシー、通院だけでなく退院する時も使

える様に配慮してほしい。今回圧迫骨折で入院

し、退院する時に介護タクシー使えないと言わ

れ、腰が痛く大変なのに困りました。（男性、76

歳） 

○タクシー券を年間頂いていますが、透析で週 3

回使用すると 1年たたないうちに切れてしまい

ます。せめて 1年間使えるだけの枚数を支給し

て頂けるとありがたいです。（男性、84 歳） 

○介護状態となった時、自宅での自身のリハビリ

には、限界があります。デイケア・デイサービ

スは、大変有効で助かりますが、もう少し認知

などの予防や改善のための、各地で TVなどで知

る、動物のふれあい、人の役に立てるのだとい

う自信を持てる、一人一人の得意な所を引き出

して行ける、内容にならないでしょうか?!まる

で子供や赤ん坊を扱うようでは、本人もそれに

甘え、楽しいとは思えません。何才になっても、
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体が不自由でも、心の充実があるといいですね。

/家での介護がむずかしい時、老人ホームその他

の施設がないと多くの方々から聞きます。あっ

ても高額すぎて無理です!!安心して老いたいで

すね。（女性、90歳） 

○介護サービスがこれ以上負担額が引き上がらな

い様に！松戸市福祉タクシー利用権で NPO法人

で利用できる様お願い致します。障害者にとっ

てタクシーは一人では乗り降りが難しいし荷物

も持ってくれないので言語＆障害がある人はタ

クシーより NPO法人は安心しておまかせが出き

ますのでタクシー券を使って利用出来たら年金

暮らしの私達には非常に助かります。ご検討お

願い致します。（男性、68歳） 

 

■ 主に施設サービスについて 

○特別養護老人ホームについて年金を払い、年金

で生活し、家族に世話になって公的負担を最小

限にと努力しているにもかかわらず、特養に入

居はむずかしい。しかし、生活保護の方とかは

入りやすい。なんとか、ならないか…一考を…。

（女性、83歳） 

○必要以上に施設を利用している者はいないか？

（男性、86歳） 

○本当に困っている人が入所出来る特別養護老人

施設であるべき。老健も介護しやすい人（手が

かからない人）が入所するようになってしまっ

ている。MRSA でも入所出来る施設を増やしてほ

しい。デイサービスも早い時間から始まる所が

ないと、仕事をもつ介護者には、利用出来ない。

（8 時半前に迎えに来てくれる所がなかなかな

い）（女性、85歳） 

○自分で、できることはやるようにする。介護保

険料は所得に応じ医療制度も右に並べる。介護

従事者方々は、個人のプライバシーを守りつつ、

安否確認希望者には、定期的に確認をしてもら

えれば有難い。高齢者はとかく秘密を守りたい

傾向になるが、病気にならない為にも地域の交

流は出来たらいい。施設利用は増加、もしくは

現在もですが多いので、行政も現状を踏まえ、

問題山積みと存じますが、松戸市長さんはじめ、

皆様の努力を協力をお願い致します。※施設の

入所（安価）5～6万円での提供に力を注いで下

さい。（男性、77歳） 

○介護事故にあっても、施設側の主張と違うと、

証明する事が難しい。安全に利用出来る様に責

任に対する指導と、システム側が必要、立証す

る客観的な物、まずはカメラ導入運用（記録の

開示ルール）を求む。リハビリ歩行訓練中に転

倒、老健で施設医師がいるにもかかわらず、受

診させず、自宅へ戻され動けず、緊急車、大腿

骨骨折と判明、施設側は今だ、非を認めず。（女

性、78歳） 

○施設や事業所も、たくさん出来ているようです

が、最後は、人間対人間だと思います。「有り難

う」を言わず文句ばかり言う老人、反対にビジ

ネス感覚で働く介護者、そんな噂を耳にします

が、私が最初に入った三郷のリハビリテーショ

ン病院は見事でした。医師から看護士、入浴か

ら清掃、本物の理学の介護士さん達、すべて愛

に満ちた言動でした。技術は勿論、心のリハビ

リは完璧でした。松戸市にもそういう施設があ

ると良いです。私は 88 才、この先どうなるか分

かりませんが感謝の心だけは持ち続けてまいり

ます。（女性、88歳） 

○特養が公平に行われることを望みます。（女性、

79 歳） 

○低年金生活者にとって保険料値上げは大変です。

介護サービスは充実してると思ってますが何時

も利用してるのでわかってます。介護利用が高

くなると自宅介護（老老介護）になって共倒れ。

政治家の方々もっと真剣に考えてほしい。若い

方達は介護生活目前に体験しないとわからない。

特養ホーム入居ができやすいように国は考えて

下さい。（男性、80 歳） 

○・介護保険料が高すぎる。もっと低くしてほし

い。国保と合わせると相当な額になる。・利用料

（特に有料老人ホーム）が高くて本人の年金で

は足りなかった。（しかし病院を出なければなら

ないとき行くところがなくて困った）特養は 4

人部屋用を大量に建設してほしい。（男性、70

歳） 

○今年の 3月迄に病気らしい病気はしない生活を

送っていましたが突然病にかかり入退院をくり
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かえす生活になり自宅では見る事が不可能な状

態でしたので経済的にゆとりがあるわけではな

いのですが家族 1人で見る事が不可能でしたの

で退院後は有料老人ホームにお世話になる事に

しました。これからは安く入れる施設がもっと

出来る事を希望します。（男性、79 歳） 

○できましたら、特別養護老人ホームの数をふや

して頂きたいです。よろしくお願い致します。

（男性、91歳） 

○市として特別養護老人ホームの増設を望みます。

（簡単に入れる様に）（女性、93歳） 

○自分が高齢者ですので実母介護 5の人を見る体

力がなくなっている為（片目見えず状態）、本人

（国民年金無し）の収入もない為、その様な施

設があるといいと思うのですが。自分はお世話

にならない様にしたいと思っております。（男性、

73 歳） 

○市営で安価で色々な施設が出来るのを希望して

ます。（男性、78歳） 

○福祉施設が足りない、介護保険料が高くなるば

かり。貧困層は苦しくなる、ばかりです。（男性、

60 歳） 

○特別養護老人ホームをもっと増やしてほしい。

（男性、57歳） 

○介護や高齢者福祉に関して今後ますます、人口

が減少し、家族が分散していくなかで、親の介

護をするのは非常に難しいです。私に関して言

えば、介護する者も七〇才近くになり、高血圧、

手足の筋肉の衰え、自分の健康もままならなく

なって来ております。家内も同様に高血圧、白

内障など健康について、不安な状態です。親の

今は私の将来を見ているのです。老々介護は現

実です。同居していれば、こんな介護者が普通

だと思うのです。健康で裕福で、施設に入所出

来る人なんてそんなにいないと思います。友人

のように兄弟で本人分の年金と足りない分を出

し合うというのが理想です。そこで、介護保険、

高齢者福祉制度が出来たのです。このような制

度が悪いはずがありません。ただ、一〇〇人い

れば、一〇〇人の要望に応えられるように、き

め細かくすべきです。この先、私も介護される

予備軍として、母の介護と私が正気なうちにど

のように介護されたいのか、列記します。さて、

我が家の介護状態についてお知らせ致します。

母、九六才、腰が曲がり、膝も曲がって硬直し

ています。歩行は手を添えなければ困難な状態

です。寝返りもままならない状態です。従って

一日の殆どはベッドでの生活です。私（68 才）

が誰なのか教えないと分かりません。繰り返し

確認させます。家の中も、朝夕のデイサービス

の移動だけ車イスです。靴を履くことも脱ぐこ

ともスムーズには出来ません。こんな状態でも

デイサービスとショートステイを交互に利用し

て過ごしております。ショートステイを利用す

る理由は私と家内（66才）の健康と体力回復の

為です。夜中には必ず二度ほど起こされます。

本人は起こしている積りはないのでしょうが、

何をするにも声を発したり、補助テーブルなど

所かまわず叩くのです。そうしなければ動けな

いのでしょう。若い人が「ヨイショ」ならば、

母は「パンパンパン、パンパンパン」三拍子で

す。この調子が良いのでしょう。しかし、夜間

は私には「誰か来てー」「誰かー」に聞こえるの

です。よくベッドから落ちることがあるからで

す。このように夜間は起こされます。毎日の事

ですから大変です。九六才の人間は昼夜を問わ

ず、眠ければ寝、食べたければ食べ、時間の感

覚がないのです。デイサービスは朝、送り出し、

夕食を済ませて戻ります。今日の夕食は何を食

べたのと聞いても、「食べてない」、今、食べて

ばかりでしょう、と言っても「食べてない」で

す。結局、ジュースと菓子などを枕元に置いて、

横になって食べます。ベッド中では三拍子の意

味のない、言葉、調子をとって発しています。

それが夜中ずっと続きます。いつ寝ているのか

不思議なほどです。一年ほど前までは紙パンツ

を履いていても、ベッド横に置いた簡易トイレ

で用を足していました。しかし現在は、上手く

出来ず、ベッドはもちろん床まで、びしゃびし

ゃ、大便まみれになることが多くなって来まし

た。この臭いが消えることはありません。床は

汚れた処だけを外したり、交換、出来るマット

を敷いています。なぜかナメクジも出てきます。

この光景は家族にとっては辛く、悲惨です。い
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つまでこれが続くのかと苦痛を感じます。（ひょ

っとして、施設に入れるべきレベルなのでしょ

うか？）この状況は施設で、他人が面倒を見る

となると余程の理解がないと出来ないと思いま

す。（施設職員による残酷なニュースを目にしま

す。）私も言う事を聞かない時は手を叩いたりし

ますから。早く死ねばいい、と思われて死ぬの

は悲しい限りです。さて大、小便を紙パンツに

すれば、交換をすればよいのですが、出来もし

ないのに簡易トイレに移動して用を足そうとす

るのです。多分、汚れるのが嫌なことだと、ま

だ理性が残っているのだと思います。ここ一、

二週間のことですが簡易トイレでは出来ないこ

とを悟ったのでしょう、小便はパンツにするよ

うになりました。介護する者としては汚れ物が

なくなるのは助かります。汚物処理は大変です。

しかし、ベッド、シーツ、布団が汚れない日は

ありません。洗濯物は二日、あるいは三日分を

必ず洗濯をします。下着類は少ないですが家で

は洗えない防水シーツ、ブランケット、毛布は

コインランドリーで毎回洗います。一、このよ

うな状況になると家庭での昼夜を問わぬ介護は

困難になってきます。その次に考えるのが、施

設に入れたいが資金が、となります。資金がな

い故に、自宅で介護をと考える家庭については

金銭的、物質的にも負担にならぬように最善の

策をお願いしたいと思います。最後の最後は病

院での看取りかも知れませんが。二、核家族が

大半で、老人世帯が多いと思います。炊事、洗

濯など日常の事が自分で出来なくなった場合、

この場合はある意味簡単です。資金に応じた施

設に入所すればよいのです。低年金生活者が入

る施設が少ないのが現実です。支給される年金

で入所出来る施設があればそれが理想です。三、

常盤平団地、小金原団地は空室が多いと聞きま

す。丸々一棟、二棟を開けて対応をすれば良い

と思います。改修するより新しく作ったほうが

安価ならばそれでも良いが、あれもこれもとな

り高騰することは考慮しなければなりません。

必要があればエレベータを設置、食堂兼ホール、

浴場、介護詰所等を作り、独居高齢者夫婦はそ

のようなところに入所すれば良いと思います。

人手がかかるくらいがちょうどよいのです。あ

まり便利過ぎてもいけません。それを考え施行

するのが福祉行政です。福祉に関して、私利私

欲が先行する、まだ若い我が国は北欧の福祉国

家を手本とするのか、理想は高くあるべきです。

どうすればそれが可能になるのか、考えるべき

です。四、疑問があります。現在、紙パンツの

支給券が配布されており、本当に助かっており

ます。店舗によってパンツだけ交換です。パン

ツに加えて消臭液、あるいは手袋、あるいは口

腔ケアスポンジ等を追加交換できる店舗があり

ます。この対応の違いは何なのでしょうか。ど

の商品も必需品です。以上、思ったことを羅列

してみました。最後に皆が皆、裕福ではないの

です。勤めをしながらの自宅介護は昼夜を問わ

ず家族の負担は重労働となっています。お礼を

一言、母がお世話になっているデイサービス、

ショートステイの職員様、ケアマネージャ様に

は並々ならぬ暖かな気持ちで接していただいて

おり感謝の念でいっぱいです。以上を考慮の上、

対策を講じるよう、宜しくお願い申し上げます。

（女性、96歳） 

○寝食を忘れ働く相談員のさけびより！！①特別

養護老人ホーム入居待ちを改善してほしい（例）

入居者特別保険料を設け、財源としてもよいと

思う）。②救急車をタクシー替わりに使い馬鹿が

いる世の中。救急車の 1 回の出動で 1000円位の

料金は払っても良いと思う。我が命を助けてく

れる救急隊員に感謝を。③ボランティア（無償）

精神も良いが、多少の有償ボランティアがあっ

てもよいと思う。（女性、79 歳） 

○家族より。特別養護老人ホームの充実。低所得

者でも入所できる所。（女性、89歳） 

 

■ 主に職員について 

○介護ヘルパさんの給与等を引き上げる。（男性、

72 歳） 

○1.妻がくも膜下出血の病魔に冒され（遊泳中）、

千葉西総合病院に午後 2時に救急車で搬入され

たが、検査は翌日 1 番で行ってくれるも、手術

が遅れた為現在のような状態になった（寝たき

りで、呼びかけにも応えられない。見えている
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か、聞こえているかもわからない）。2.「要介護

5」「身障者 1 級」の認定を受け、お陰様でいろ

いろな恩恵を受けていることに感謝している。

3.介護施設の職員の方々の待遇が低いことに、

気の毒に思っている（しょっちゅう職員が入れ

代わっている）。（女性、72歳） 

○介護サービスは良く受けています。皆親切です。

介護の職員方の報酬を増やして上げて下さい。

働きやすい条件にして上げて下さい。（男性、87

歳） 

○このアンケートは必要ですか？認知機能低下の

人には答えられないし、返答・回答、あてはま

らないものが多くある。近いものに○をつけた

が、正しいものではない。ケアマネージャーの

質がバラバラで当たりハズレが大きい。人とし

て向いていない方がケアマネの場合もあった。

変更したらとても良い人に出合った。（男性、83

歳） 

○施設職員、又アルバイト職員共々楽しく生き甲

斐ある職場である様、給料、働く時間・勤務内

容の充実の向上が必要なのではないでしょうか。

老いの為突然起きる事のある転倒・食事時の喉

詰り、咳き込み等ケアすべき職員の人員不足・

配慮不足で対応が充分とは言えない。（女性、96

歳） 

○外国人労働者を介護に導入してほしい。（女性、

81 歳） 

○介護支援をうけている。「自分で出来るので今月

でやめたい」と申した人がいます。ところが手

伝いに見えている人が私の仕事がなくなってし

まうから続けてやらせて欲しい。やめたいとい

うのに自分達の意向で介護支援を続けることは、

保険料のむだ。（女性、74歳） 

○・介護者から時間帯を変更されたり・1 回 1 時

間だけだと依頼するものが限定される・メイト

さんの人間性に融通性がない。・使いづらい・だ

んだんさぼりとか 1 時間だけいればよいという

空気間がある。・安い賃金だから一生けんめいし

たくないと思っている（男性、65歳） 

○介護保険で提供されるもので満足するには辛い

ものがあります。事業所の教育も中途半端でヘ

ルパーさんの意識もいまひとつでした。私は自

立することができて良かったのですが、ヘルパ

ーさんが来る日は具合が悪くなりました。スト

レスを感じました。（女性、65歳） 

○ヘルパーの数が足りない。ヘルパーが忙しそう

で用事を頼みにくい。ケアマネージャーには現

在満足している。（女性、63 歳） 

○ヘルパーさんをはじめ、多勢の福祉関係者の

方々に支えられて、在宅で生活しています。し

かし、娘が病気になった時など、急な対応にケ

アマネさんは、ご苦労しています。ヘルパーさ

んの数が少ないとのこと。これだけ、大変なお

仕事をしていただいているのに、お給料は安い

とのこと。国や市は、もっとヘルパーさんや、

福祉関係者の方々の手当を上げて下さい。そし

て高齢者が安心してくらせる社会を作って下さ

い。（女性、96歳） 

○子供も居ても（産んでも）仕事、遠くに居るた

め、本当に身動きが出来なくなった時、思う様

には、心が有っても、世話には成れないと思う。

どうして、これから先、身を処して行くか、と

ても不安でも、私達（夫も）で出来るだけの頑

張りと、最低限の軽費はかけるつもりですが、

サービスがどれだけ老人のために手を入れてく

れるかです。介護をして下さる方々も大へんに

思いますが、良い職員、係を育てることと、タ

イグウと思います。大へんな割には他の職業と

比べると給与面で恵まれているとは思いません。

もっと役所が中心に成り、その係の方々が動く

べきです。ケアマネ、はじめ、各仲介所（紹介

所）事業所が軽費、マージンを取り過ぎている

と思います。たいした事をしていないのに書類、

会議ばかり多くし、もうけ主義の業者もいます。

新聞やマスコミの情報を感じます。中間マージ

ンを少なくし、直接、看て下さる方々、介護の

方に予算を多くしなければ、介護する方々がい

なくなり、質も悪くなり老人がつらい思いをし、

我まんする人生を終わらなければなります。今

でもそういう感じをします。介護をもうけの業

としてではなく、役所がしっかり老人のために

目を向け、予算を使う（大切に）べきです。東

京知事さんみたいに無駄をなくし、実のあるこ

とを精一杯して下されば、介護保険に対しての
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目が変わると思う。（女性、76歳） 

○施設の介護福祉の方が足りないので各々負担が

多過ぎて気の毒と思う。（女性、95 歳） 

○2 年程前からデイサービスにお世話になってお

ります。施設のスタッフのサービスには感謝し

ています、が、ご利用者様などとへりくだった

言い方は、利用する方も様づけでは「来てやっ

ている」と勘違いをして強気になり少々の事も

不平不満を言う、呼び方は○○さんで良いので

はないかと思います。（女性、81歳） 

○デイサービスや、ショートステイにお世話にな

り行くと、手のかかる老人が非常に多く、それ

をお世話して下さる職員の方々は非常に大変だ

と思います。頭の下がる思いです。若い職員さ

んが多いと言うことは、いいことだと思います。

感謝の気持一杯です。（女性、91歳） 

○介護に必要なサポートセンター人材を身近にに

作ってほしい。交代用員を時給で安価にしない

と弱者は使えない。もう少し事業所を減らして

質を高めて下さい。金もうけのための事業所が

多すぎる。（女性、76歳） 

○介護・看護人材は今後ますます不足していきま

す。国、自治体が中心となり、民間企業の協力

のもと、人材育成の仕組みづくりを急ぐべきで

はないでしょうか。（男性、50歳） 

○ヘルパーさんの給料を上げてほしい。（女性、75

歳） 

○私共の生活も苦しく、やりくりして暮らしてま

すが、特養ホームの職員の方の待遇を改善して

もらえたら、良いサービスがふえると思ひます。

今の政治は本末転倒です。3 月に家の中で転倒

骨折救急車で入院、その後リハビリで 3 ヶ月入

院、ソシアルワーカーから要介護を③に上げる

と云われ、市の調査を受けましたが、査定は②

にとめおかれました。その後都内在住の息子迄

呼んで、施設の入所を進めてきました。しかし

私（夫）費用を出せませんし、息子も出す気も

お金もないし、やめました。要介護 3～5になっ

て施設に入れざるをえない場合、費用等はどう

したら良いのでしょうか。相談の窓口はあるの

でしょうか。（女性、81歳） 

○週 3 回ホームヘルパーさんに頼んでます。常に

時間と顔ぶれが変わります。二階へは入っても

らいたくないのですが、二階の掃除機を使いた

いとか。下に 3種類の掃除機があります。二階

は息子の家。階段にホーキがしまってあります。

ヘルパーを頼んだ事によりつかれます。息子と

私で半分ずつの資金で建てた家です。そのヘル

パーさんを断る訳にもいかなし、不用な物迄買

って来たりします。私がしっかり意見を言わな

いのがいけないのでしょうか。人それぞれ生ま

れ育ちが違うからと我慢します。（女性、88歳） 

○訪問介護、移動支援、ケアマネージャー、いろ

いろな分野の事業所があるようで、これらの事

業者・従業員にまかせて安心安全でしょうか。

たとえば部屋の片付け中にほしい物をポケット

に入れるなど、事実あります。認知症や一人暮

らしの心身障害者、暴言、けとばし、などなど

多くある事と思います。事業者も従業員も資質

の問題だと思います。たとえ事故あっても表面

にでることないと思います。（男性、76 歳） 

○ケアマネージャーは、親切に相談や説明をして

ほしい。（女性、82 歳） 

○1 人で居ると不安で淋しく生き甲斐がないと思

う時があるのですが、ヘルパーさんが来て話し

が出来て優しくして下さるのでとても嬉しく明

るくなれます、ヘルパーさんに感謝をしていま

す、ありがとうございます。これからもよろし

くお願いします。（女性、79 歳） 

 

■ 主に要介護認定について 

○介護認定の申請の際の健康診断を、かかりつけ

の病院がない人もいるので、受診できる場所を

提供していただけたらと思います。（女性、90

歳） 

○姑がアルツハイマーです。先の様子が不安です

が、入所施設が必要になったときにすぐ入れる

所がほしい。どのようにしたらいいのか。アル

ツハイマーは 1日来て、査定をうけてみてもそ

の時は色々、答えられても、家族は一緒にいて、

日々、手や目がかかり、休まりません。今回も、

どうして介護 1なのかと不満です。きちんと見

極められる、市の職員を訪問させて下さい。よ

ろしくお願いします。（女性、90歳） 



（４）要介護認定者調査《本人回答》 

118 

○私は脳梗塞で要介護 4の認定を受けましたが頑

張って頑張って、1 年半で 2 迄に復帰しました

が、現在は頑張ってもこれ以上良くなるどころ

か悪くなっていますが、再度の審査で要介護 1

になると言われましたが、おかしいです。一人

歩きはできない、視覚障害があるのに納得でき

ません。行政（担当者）は上に向かって仕事を

し、我々患者に向いていないと強く感じました。

私は少しでもご迷惑をおかけすまいと日々思っ

ています。お願いするばかりの者だけではあり

ません。（男性、83 歳） 

○介護認定調査に際して、本人との面談の際には

本人の尊厳を意識されて適切な質問等に配慮し

て頂ければと思います。（男性、88 歳） 

○松戸市の介護認定審査員が個々によって審査格

差がかなり異なる面が目立っている。他市の等

級よりきびしいように感じられる。各市の統一

が望まれるのではないか？（男性、61歳） 

○もう少し要介護度を見直してほしい。（女性、91

歳） 

○介護認定制度には問題があると考えます。一方

的な見知より（役所側）きちんとした公平な見

立て検証が必要。実際認知度が上がっている場

合がおうおうにして多いのも事実。ケアマネな

どの意見多数。予算ありきではなく、市全体の

見直しが必要。節約、税の有り方も見直す事。

役員、議員などの給与削減が重要。（女性、88

歳） 

○要介護 2の認定を受けているが、実際は室内歩

行が杖 2 本使用して何とか歩行出来ている。（他

に室内の要所に手すり取付けて歩行の助けとし

ている）が、生活介護の時間が足りず、自費で

カバーしている。医療介護の時間配分が個々の

要介護者の実情に適合していないことが多々あ

る。要介護の度数（？1、2、3、4、5）によって

点数の振分けが一律に決められているのは納得

出来ない。要介護 2 と 3の認定区分をもっと柔

軟にする必要があると思う。（男性、88 歳） 

○脳梗塞 2回病い更に脳腫瘍、クローン病、敗血

症、胃せんこう手術、ひざ関節変形症で人工関

節押入手術、脊髄病と様々の病気と戦い足腰の

痛みに耐える生活の中で隣接の市に住んでいる

私の症状よりはるかに軽い人が要介護 2 の認定

を受けている事を知り自分自身納得出来ない部

分があります。K市の境(松戸市との）に住む人

が毎回小金原中央公園まで早朝歩いて散歩に来

ている日とが要介護 2驚いています。今健康保

険に頼って家に整形理学療法士に来て貰ってリ

ハビリ治療をしています。何とか御考慮お願い

します。（女性、73 歳） 

○本人が認知症と自覚していないので、調査員が

本人ばかりに聞いても細かい事などまったく伝

わらず認知症の判断にならないのでは。本人の

前でどうですか？と聞かれても返事ができない。

改めて介護者に聞きとりをしていただきたい。

（女性、86歳） 

○・状況は以前と変わらないのに要介護度が下げ

られた理由が説明されない事に疑問を感じる。

（本人の意見ではない。）・現在の本人の状態は、

この様なアンケートに答えられる状態ではない

し、その様な事に保険料を使っていることを改

善する事が第 1 だと感じる。・アンケートの内容

が長すぎる。（男性、88歳） 

○介護認定が厳しくなりまいた。家族の事情等、

十分考慮されるよう切にお願いします。（女性、

88 歳） 

○家族から、なんであの人がデイサービスに行く

のと近所の人達が不思議に思う様な人（体操ク

ラブに行き、集会に行き、歩行も普通、会話も

普通、どこからみてもなんでと見える人が）介

護保険を使っている。公平に審査してもらいた

い。（男性、84歳） 

○自分より元気な人達が自分より高度は介護を受

けているとは世の中の出来事は不思議だらけで

す（良くしらべる事ですね）。（男性、86歳） 

○高齢者は、体調が急速に悪化する事があるので、

必要の介護度申請を早くすすめる必要有り。特

別養護老人ホーム等に必要な時早く入れるよう

にする必要有り。介護者がゆとりをもって、対

処出来る環境が必要。（女性、79歳） 

○今回初めて入院生活をし、少し気落ちしており

ましたが病院でのリハビリを受けたら前向きな

気持になれました。退院後もケアマネージャー

の方から色々お聞きして介護保険の利用、介護
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福祉に支えられて現在まで立ち直ることが出来

ました。手厚い制度にありがたく思っておりま

す。但し認定されるまでの期間をなるべく早く

して頂けたらと思います。（女性、82歳） 

○介護認定において、市や主治医等の話し合いに

よって決定されるそうですが、同居家族の意見

なども取り入れているのでしょうか？聴きとり

が、あったような、無かったような…。（男性、

85 歳） 

○市の要介護認定について、毎回受給者について、

身体の変化が無いにもかかわらず、認定度合に

変動があるのはどうかと思います。当人は頑張

ってやれる事はやろうとしていますが、そこを

できるからいいですねといわれるのは、少し当

人のやる気をそぐ感じがするのは間違いです

か？（女性、75 歳） 

○介護認定制度の基準が非常の不明確。何が出来

て、何が出来なかったら要介護とするのか数値

等も含め目で見てすぐにわかるものにして頂き

たい。認定制度については、認定までの期間の

短縮に努めてもらいたい。（男性、76歳） 

○財源が厳しいという理由で介護認定の審査がよ

り厳しい基準で行われ、切り捨てる福祉になっ

ていると思う。本当にこまっている人には手を

差しのべる福祉であって欲しい。実状をよくみ

て欲しい。機械選別ではなく、人がヒトをみる

認定審査をお願いしたい。（女性、69歳） 

○介護認定や生活保護を受けている方の認定のあ

り方が少し矛盾している様に思われる。基準に

対し、もう少し厳格な調査をしないと不公平差

が埋まらないし、税金の無駄にもなる。生活保

護を受けている方本人が話した事だが、預金は

下ろしタンス預金にしなさい。タンスの中まで

は調べないから・・・と民生委員の方が市議会

議員と来て教えてくれたと言う。話も聞いてい

ます。厚生年金で月 75,000 位頂いて、犬も飼っ

ていて、戸建ての家に住んでいます。みなさん

にアメ玉や果物等振る舞い、一人暮らしの買い

物以上に物を振る舞っている姿は、とても良い

気持ちになれません。（女性、73歳） 

○身の回りのことが出来ているのに、デイケアに

来て好きなことをしている人がいる。認定が不

公平に感じる。もっとしっかり調査してほしい。

（男性、69歳） 

○平成 28 年度に介護 2→1に下げられてしまい、

充分な介護が受けられなくなりました。下げら

れた理由も判然とせず、高齢（95歳）で不自由

な身体機能の低下（デイサービスで車椅子生活

が多くなり、家内の移動も手押し車になってし

まった）。緊急再確認を強く希望します。介護 2

→1 になり、ベッドも電動レンタルベッドも取

り上げられ、普通のベッドになり、本人は大き

なショックを受けました。＜住所、氏名の記入

あり＞（女性、95歳） 

 

■ 主に経済的な負担について 

○負担が多くなるのは困る。（男性、72 歳） 

○介護保険料の負担者を適正にする。例えば、30

才以上の負担とし、少なくとも 90才未満までと

する。90才以上の非課税世帯の者にも保険料負

担を求めるのはおかしい!!と思います。（女性、

96 歳） 

○介護保険や保険料を上げれば、利用する人が少

なくなると思います。あまりとしよりからお金

をとるのはよくない事だと思います。（女性、93

歳） 

○現在年金収入は 5百万円（企業年金基金を含む）

ですが介護が 1割から 2割となり先行き 3割負

担になると云う。現役時代の 1/4 の収入減に対

し一旦上がった生活レベルをこれ以上落とすこ

とは難しく（固定資産税など松戸市は比較的高

い）負担の増加は我が家の場合はほぼ限界であ

ります。全体を考えればサービスの維持向上を

期待したいが、保険料引上げの財源は、もっと

大型の富裕層に浸透させ、サラリーマン上がり

の高齢者により多くの負担を求めるのは立ち止

まって頂き度いと思料します。（男性、85歳） 

○サービス利用を負担する代金を少なくしてほし

い。（女性、80歳） 

○年金が少額なため介護保険料の引き上げは困る。

年齢が高齢となっているのでサービスを必要と

する事項が増えるのが現状である。（女性、94

歳） 

○介護保険引上げ反対。（女性、66 歳） 
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○高収入の高齢者から、沢山の税金や、保険料を

もらうべきだと思います。松戸市には、土地を

いっぱい持っている方も多いので、お金のある

方からもらって下さい!!（女性、68 歳） 

○デイサービス、もっとやすくならないか。（男性、

70 歳） 

○今現在でも介護保険料が高いのに、これからも

っと値上げとなると生活が苦しくなる。（男性、

83 歳） 

○年金等の収入が低い低所得者の介護について市

がどれだけ助けてくれるのか?（男性、80歳） 

○特養に入所させたいが、とても本人の年金でお

願い出来る金額ではなく、まして家族にも余裕

がないので、料金を引き下げてほしい。（男性、

79 歳） 

○サービスを充実し保険料を引き下げろ！（女性、

93 歳） 

○私達高齢者は長い間介護保険料の支払いを行っ

てきた。これ以上保険料があがっては生活に影

響がでてくる。今でも毎年上昇している。困っ

ている。（男性、87 歳） 

○保険料負担が大きくなると国民年金では生活出

来なくなるので困ってしまいます。やむを得な

いとは思いますがよろしくお願い致します。（女

性、83歳） 

○その他のコストを削減して、保険料を引下げる

方向で検討し努力して欲しい。料金を上げてサ

ービスするのは誰でも出来ることだ。市長を含

め市役所として、その他の仕事の効率化合理化

により、現状維持をして欲しい。（女性、82 歳） 

○唯でも年をとります。その一人一人は社会のた

めにいろいろな仕事をしてきた人でその人達が

安心した生活ができるよう環境を整えるのは自

治体と国の役目です。お金がかかるからサービ

スをあきらめろというこんな質問自体がおかし

いでしょう。税金を払っているのは一生懸命働

いている国民で、その国民にもっと充分税金を

つかうべきでしょう。早く死んでしまいたいと

いう親の口から出ることばをきく程、淋しいこ

とはありませんよ。（女性、91歳） 

○保険料負担増加には絶対反対。税金は国を支え

て来た年寄り世代を最優先とし、一生涯を終え

る迄行政が責任を持って行ってほしい。企業優

先の社会から国民を大事にする社会へ、大きな

転回を望みたい。（男性、78 歳） 

○後期高齢者の介護保険料が高すぎて困ります。1

回約￥43,000、年約 10回。（男性、85歳） 

○高齢者福祉費用は今後、更にふくらみ、現役世

代の負担がますます重くなるので、保険料負担

はこれ以上増やしてはいけないと思います。利

用者の料金負担を引き上げなければならないと

思います。（女性、91歳） 

○とに角、弱者から、お金をまき上げないでほし

い。本人のことでお金がかかっているのに、そ

の他の老人を支える金など出せる分がない。年

金から引く制度に反対です。あなた方の力で、

やめさせてほしい。圧力をかけてほしい。（男性、

84 歳） 

○老年になっても安心して生活ができるのも、思

いやりのある介護をうけている。それは介護

士・ケアマネージャーの働き、活動のお陰と感

謝して、デイサービスに励んでいる。このよう

なことは、国や市の介護・福祉制度が充実して

からだと思う。これを続けていけよう、私たち

の収入（年金）のある人は、応分の支出して行

くべきである。（男性、89歳） 

○介護保険料を引き上げる事により、年金を最低

額しかもらっていない人は生活が困難になると

思います。（女性、49歳） 

○なるべく保険料の負担を少なく介護サービスの

水準維持をお願いしたい。毎日病院通いをして

いるので、年金を減らされ保険料を引上げされ

るのは生活するのが大変です。（女性、75歳） 

○介護施設の入居時の一時金が高額すぎる。（女性、

88 歳） 

○利用する人とあまり利用しない人とでは、料金

が違うと思います。安いから沢山利用する人の

為に全体が高い保険料になるのは、納得出来ま

せん。そもそも消費税の引き上げ分が介護など

のサービスに使われるとのことでした。政府も

あいまいなのできちんと議論をして下さい。（女

性、93歳） 

○・保険料額確定以前の年金天引は止めていただ

きたい。年金から余分な金銭が抜き取られた場
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合、返戻申請の面倒な手続きが必要な上、申請

用紙の郵送料、銀行振込確認の交通費などの負

担が発生して、実際には全額返済にならないか

らです。・保険料の支払いは年金天引だけでなく、

銀行口座振替の選択肢も加えていただきたい。

前期のような不当な扱いは解消します。（男性、

78 歳） 

○介護保険料と利用料の二重取りは矛盾である。

利用するための保険料・保険であるはず！（女

性、91歳） 

○独り暮し。危険だからサービスを使いたいのに

要介護がつかない！要介護が上がり介護者だけ

では無理だからひんぱんにサービスを使いたい

のに負担額が増えるので結果散々介護保険を払

ってきたのに使えない！とても疑問を感じる。

（男性、86歳） 

○保険料が高いと思います。（男性、87 歳） 

○介護保険のおかげで有りがたいと思っているけ

れど、私は、55才で仕事やめたので、最低の資

金活用しか出来ない。介護保険の低い人々を、

もう少し、いろいろな費用をひくくして下さっ

たら、有りがたいと思う。55 才で、仕事やめた

ことを、今はすごく後悔している。「65 才まで

働けばよかったナ。」と思っている。（女性、91

歳） 

○保険料の値上げしないでください。（女性、82

歳） 

○保険料が高い!!毎月の生活費に食い込む。もっ

と保険料を安くしてほしい!!（男性、87歳） 

○年収で介護保険の利用料が二割になるのが色々

の控除の後で決めてほしいです。年収の高い人

はよいのですが低い者にとってはきびしいです。

（女性、88歳） 

○年金が少ないので保険料が引上げられるのはき

びしい。しかしサービスがその分受けられる。

なくなるのもきびしいです。（女性、89 歳） 

○介護保険料が市区町村によって異なり負担金が

大きい。余り利用出来ない。（介護サービス）老

人医療費、介護保険の料金がたかくて、月々の

負担が大きい。（通院した場合）（女性、87 歳） 

○年金が少額な上、後期高齢者の支払い金が差引

かれ悩みの種です。夫が失明の為私自身の身体

の痛みがあり、現在施設を利用しては居ります

が、それでも私自身としては満足のいく日数で

はありません。高齢者の負担金を、もう少し安

くなりませんでしょうか？（男性、82歳） 

○それまで通り、体が動かなくなってからケアマ

ネさんの勧めで住宅改修、訪問入浴、診療、看

護を受けて大変有難かった。それまではそのサ

ービスの存在すら知らなかった。ただ、自己負

担もサービスを超えて月 5万円くらい（かかり）

で年金生活者としては苦しくなっている。介護

保険（？）の負担も最初は 1 割だったのがすぐ

に 2割となり、何かのサービスを減らすことも

考えなければならないのか、と暗い気持ちにな

る。体は増々動かなくなるから、助けは今以上

必要となるであろうに、経済的に追いつかない。

（男性、87歳） 

○介護が必要なのに、デイサービスの施設に行き

たがらないから困っている家庭もあると思うの

で、このような調査は良い事だと思う。積極的

に社会に参加できない（性格、体力的に）人は、

家族で看る人がいたら居心地の良い家庭での生

活を好むと思う。介護保険の負担は大きく年金

から引かれるので大変だが誰もが通る道なので

この制度をずっと守って頂きたい。（男性、78

歳） 

○保険料や利用料を安易に上げる事には反対です。

私どもも介護にかかる出費はとても増えていま

す。家計費を見直し、本当に必要な費用かどう

かがまんする出費など考えて、生活しています。

国も県も市も決められた財源で高齢者を、支え

る事を考えて、必要でない出費は抑えるという

あたり前のことをする政治をしてほしいです。

又、若い人から保険料を徴収するなら将来の心

配がないようにしてほしいです。65才以上の私

たちは短期間の少しの保険料で介護が受けられ

ます。（欄外）支払ってた期間が不公平？（男性、

73 歳） 

○上記 Q93の「3」「4」の集約はやむを得ないとさ

れる。本人自らの介護は自分で責任を取るの考

えで、本人が少しは考えてやって貰うこと、高

齢者は死まで長くはない。節約的に。高額治療

費のかかる案件は押さえる、押さえてやること
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は出来る。（男性、85歳） 

○現在の介護保険、福祉には、とても有り難く感

謝しております。それらが無ければ、とても、

毎日の介護はやっていられなかったと思います。

ただ、今後、保険の値上げを考えますと、先行

きが暗くなります。今のサービスを充実して頂

いた上で低所得者の保険料値上げは、最小限に

して欲しいと思います。（女性、94 歳） 

○要介護 5にて寝たきり状態で、必要を思われる

介護サービスを利用しています。収入は年金の

みでその全てがサービスの自己負担分としてな

くなってしまいます。なんとか自己負担の軽減

はできないのでしょうか？（女性、81歳） 

○低収入者から段階的に保険料を割引く制度。二

人で暮らす高齢者同士の家に対する対策が必要

と思う。（男性、76 歳） 

○介護者の介護保険料が高い。年金がへらされて

いる。収入により決めてほしい。高齢者福祉っ

て何ですか？（男性、66歳） 

○介護保険などの世話にならない人達にこれ以上

介護保険料を負担させることは出来ません。可

能な限り軽減、削減する必要があります。自己

負担をふやしても介護保険料は上げないで欲し

い。自分もかなりの介護保険料を払って介護の

世話になっています。なんともかとも、大きな

ことは言えません。（性別無回答、81歳） 

○所得に応じて、利用負担割合を段階的に、1割 2

割 3割 4割とかにしてはどうでしょうか？（女

性、85歳） 

○少しの年金で出るお金は各保険が上がってさし

引かれ年金が現在も下がっていますよね。生活

保護者の人は何も払わないで医療も無料収入で

すね。そこから介護料、保険料払うようにすれ

ば他の人々が負担が助かるのではと思います。

生活保護より下ですよ、すごく矛盾を感じてお

ります。一人で過ごしながらやりくりしながら

暮らす事は大変ですよ。国も議員を半分に減ら

すと言っても実行しないし、弱い立場の者の現

状をわからないのですね。ラジオも年金の話を

してましたね。不安な国民の事はすぐに決める。

ありがとうございました。（女性、83歳） 

○通帳の残高のコピーを出させるなど、少し、や

りすぎではないか。その人の収入で介護の利用

料が変わるのは仕方がないが…。収入が同じで

今まで切り詰めて老後のために貯金してきた人

が使ってしまった人より利用料が高くなるのは

どうでしょうか。（女性、83 歳） 

○現在通院時介護タクシーを利用していますが生

活が苦しく大変です。もう少し何とかならない

ものでしょうか。食べる物も切りつめています。

常に死を考えています。（男性、74 歳） 

○あちら、こちらで良く聞きますが、あまりにも、

デイサービスふえるため、通所デイサービスに

通う患者のとりあいになっている様で、かるい

（少しだけ足がいたいぐらいで、うちに無料で

良いから来てくれない、と言って、通ってもら

う。そして、デイサービスでは、介護保険でも

らうから良いと言って、こんな人がいるから、

介護保険が高くなるでは困ります。良くたしか

めてほしい。国民年金の 4～5万では、介護保険

は年金からむりやり引かれるでは、生活が大変

です。要介護 2、で週 2 回デイサービスに行っ

ていますが。6千円ぐらいかかるのは大変です。

要支援の人は安いのに、さがありすぎます。（男

性、78歳） 

○高齢者が増えている中、役所の負担が多く、大

変な事と、とてもありがたく思っていますが、

財政面に於いて無理がある様です。所得の多い

人に負担をお願いして介護保険料の検討をして

ほしい。（女性、91 歳） 

○昨年 9月、脳梗塞で倒れる前日まで働いていた

ため介護保険 2割負担で施設に入れる予定です

が、家族の経済的負担が大です。(H.29.7.31 迄

国民健康保険の病院でリハビリが出来れば有り

がたいのですが…。）（男性、76歳） 

○介護度が上がり、利用するサービスが多くなっ

ての、2割負担は、負担が大きいと感じる。（男

性、92歳） 

○長年充実した生活が送れる様にと頑張って働い

てきた。年金が介護費用になってしまう現実、

本人の負担が大きすぎる。ケアマネやデイスタ

ッフなど「入所やショートステイを利用した方

が良い」と勧められるが、早々簡単な事ではな

い！夫が入所して 2 割負担では、残された者は
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どう生活できる？全てが 1 割負担にして欲し

い！！（男性、87歳） 

○介護保険料、介護サービス料（自己負担）など

は結局のところ子の負担となっている（実質的

に）。介護に係わる費用負担の増大は、介護サー

ビス利用をためらう要因となる。介護者である

子は現役世代であり、仕事と介護の両立という

問題に直面しており、その主な問題点は、介護

費用の増大である。介護サービスを積極的に利

用しなければ離職を招く。結果として更に現役

世代は減少する。介護保険料、介護サービス費

用は現状のまま抑えつつ、機械化、AI 化を推進

して、サービス水準を向上させるべきかと…。

（女性、78歳） 

○デイサービスを週 3日通っています。経済的に

苦しいです。（男性、81歳） 

○所得の差が大きく、国民年金の場合、生活が苦

しい方が多い現状です。介護サービスも年金受

給が多い方には増額を実施し、サービス料など

に当てるべきではないかと思います。（女性、51

歳） 

○上記に関して自己主張の意見を云ったら切りが

ない。長命と医療に関係して居り国民はその恩

恵に浴している。保育園落ちた日本死ね式の馬

鹿日本人の増加が心配である。高金利で貧乏人

より巻き上げた張本人達を含め富有者に適用辞

退させるべきだ。何れにせよ或る程度の負担増

加は覚悟せねば。使い損の様な風潮は止めるべ

きであり、志は明治大正昭和初期の日本人の心

に戻ればよいが…。（男性、93歳） 

○・受けている年金額の割に、保険料が高額だと

思う。（40才から約 30年、給与から支払ってい

たので）・現役世代の負担を、増額することなく、

国が？無駄使いせず高齢者、福祉予算をふやせ

るのでは、ないか？（例）議員報酬や、活動費、

年金の優遇等。（女性、73歳） 

○少ない年金、これだけしかないからこれ以上と

らないでください。年金で生きてくださいって

言われたって生きていける金額じゃないってみ

んな思っています。貯金を切り崩して苦しいで

す。（女性、80歳） 

○ヘルパーのお金、ただにしてもらいたい。（男性、

57 歳） 

○私は国民年金、主人は公務員でしたが、年収は

高くなく、これ以上保険料負担が上がれば生活

していけません。子供の無い老夫婦は不安だら

けです。（女性、83 歳） 

○1.保険料の値上は困ります。現在年金暮らしで

す。年金が上がる訳ではなく。2.サービスが現

在で暮らしている為少なくなったら生活できな

いと思う。夫婦ともに共倒れになります。（女性、

79 歳） 

○介護の現在の状況、病名、第三腰椎圧迫骨折、

心臓冠動脈狭窄症（血管内にステント 3 本挿入

してあります）、圧迫骨折による神経狭窄で足に

痛みがあり歩行が出来ない、毎日が痛みとの戦

いです。ブロック注射、介護用品（車イス、ベ

ット、手すり）で痛みを軽減しています。本人

はデイケア等に行っても痛みの為、ベッドに横

になるしかなく、他人とのコミュニケーション

等は無理だと言っています。介護用品は必要で

す。もっと安価になれば良いのですが。（女性、

90 歳） 

○保険料は収入によっては現状より高くなっても

仕方がないが、特に平均以下の収入の高齢者様

のサービスの費用は抑えてほしい。子供の頃か

ら、高齢者の生活や必要な手助けの教育をして、

孫や子供が高齢者を気持よく支えられる社会に

したい。（女性、95 歳） 

○保険料負担増加を求めると同時に年金生活者の

年金を削減するのであれば保険料増加の負担は

どうかと思う。（男性、84歳） 

○介護保険の上限まで使っていない人の保険料は、

減額するあるいは、返金するなどして下さい。

（女性、101 歳） 

○介護保険料の引き上げは、現在のままで良い。

利用者に一割と言わず、利用する時に負担額を

多くする方が良い。自分のためなら負担するけ

ど、自分は健康なのに保険料のみ納めるのは如

何、と思う。介護保険料とは名前のみえ、何に

使われるかわからない。（女性、92 歳） 

○介護保険料は、今より高くしたら、大変だと思

う。払えない人も出てくる。人間ドックとか、

検査する人はお金を持ってる人だから、国が、
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人間ドックに助成など必要ない。つまらないと

ころにお金をかけている。人間ドックをする人

は、貧乏人はあまり考えないと思う。国は少し

むだなことにお金をかけ、介護保険料をあげる

ことしか考えていない。ぜいたくな減棒に助成

は必要ない。病気も、早期発見よりも症状が出

てから、昔のようでいいと思う。（女性、80 歳） 

○保険料高すぎる。（女性、88歳） 

○介護施設を利用できるのは金銭的に余裕の有る

方が出来るだけ。余裕のない方は保険料だけ支

払っているだけで不公平である。（女性、97歳） 

○保険料の引上げには反対。（男性、85 歳） 

○介護保険の充実は望ましいが、要介護になり介

護保険の適用を受ける身となった現在では、年

金生活で収入も限られているのでできる丈、負

担も軽く充実した介護が受けられることを望ん

でいる。（男性、84 歳） 

○論より証拠でしょうか、現実を見て頂くのが良

いかと思います。今月に支払った金額です。保

険料の負担は厳しいし、引上げられたら生活の

“めど”がつかない。毎月平均￥16,000～

120,000 円が「夫」にかかります。この他、介

護保険、通信費、水道光熱費で月約￥40,000円

程かかります。（男性、75歳） 

○40才からの保険料納付を 20才からに引き下げ、

個人の負担を軽くして欲しい。年齢に関係なく

収入に応じた保険料にして欲しい。同居者がい

ることで受けられないサービスが多すぎる。（女

性、88歳） 

○年金に入っていない為、娘（63才）に全てふた

んをかけている。通所介護に通わないと、認知

度が進む為、通所させていますが負担が大きく、

介護保険料等も負担し、生活に大きく苦しみが

あり肉体的にもきつい。収入がない老人を見る

場合の費用さく減や、助成、税金を減らす等お

願いしたい。（女性、90歳） 

○介護サービス利用負担が 2 割となり、同じサー

ビスを受けるにも不公平感がある。高額な厚生

年金保険料を長年にわたり支払ってきたからこ

そ、年金収入が少し多いのに、なぜ、そこから

2 割負担とならなくてはいけないのか、不満。

車いすの高齢者も気軽に街に出られる道路の整

備や、交通移動手段を考えてほしい。（男性、84

歳） 

○今のままの負担で今と同じサービスを受けたい。

デイサービスを利用しているが、施設に入るお

金が減ったら施設も大変だと思う。小さいとこ

ろは経営も大変だと思う。（女性、75歳） 

○年金もないのに高い保険料を払うのがつらい。

（女性、85歳） 

○保険料を引き上げる事ばかり考えないといけま

せんか。使い方はどうなのかなと思う事があり

ます。税金の使い方も。（女性、88 歳） 

○介護施設の利用料が 2割とは、ひどすぎる。（男

性、86歳） 

○①介護保険の増額は、なるべくない方が望まし

い。②現在通院は、息子の配偶者（嫁）の世話

になっているが、同行不可はタクシーで行く事

になるので、その交通費の補助を考えてもらい

たい。（女性、85歳） 

○保険料の引き上げはやむを得ないが、年金収入

とのバランスを考えてほしい。（女性、85歳） 

 

■ 主に介護予防について 

○老人向きの、ラジオ体操の様なものを、近くで

毎日やっていただけると有難いです（神社の境

内）など一人では、なかなか出来ません。友人

も出来るのではないかと思われます。（朝、7時

～8時頃に）（女性、89歳） 

○私は介護認定を受けて、ベッドのリースや、週

1 のお掃除を利用しています。年は 69才で、デ

イサービス等を利用するのは大部抵抗がありま

す。もし松戸市に、例えば図書館の用に、地域

に、スポーツジムの様な所があり、市民には少

額で利用出来る施設がると、いいなと思います。

都内には、その様な施設があるところがあり、

気軽に、個人に合ったストレッチ等が出来て、

うらやましいと思っています。（女性、69歳） 

○体調を崩して（発熱）などで 1 週間程入院（ベ

ッドと車椅子だけの生活）をすると、それまで

1 人で生活できた人が（入浴、トイレ）歩けな

くなったり、介護度が大きく悪くなります。転

倒防止（予防）、病気の予防が大切になると思い

ます。（女性、92歳） 
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■ 主に認知症対策について 

○認知症の予防でなく、現在、認知症になってい

る人たちにどの様な事をしていいか、その様な

対策をかんがえてほしいと思います。（男性、85

歳） 

○特にありません。一つだけ、本人が認知症と知

る方法はありますか？（男性、87歳） 

○認知症予防の為の講座や体操等、なる前の要望

対策をしてほしい。（男性、87歳） 

○要介護 1でも認知症の方などは、生活支援中心

の支援が必要。利用できなくなったときは自立

での生活はできなくなる（一人暮らしの為）。（女

性、83歳） 

○現在はデイサービス、ケアマネージャー、介護

保険制度があり心強いです。民間の身元保証会

社なども徐々にできつつありたすかります。が、

一番困るのは金銭の管理です。自分が認知症に

なると、司法書士の先生などに、私のお金が盗

まれると思います。生活できなくなります。お

世話になります。御苦労様です。（男性、69 歳） 

○認知症の高齢者の生活には近隣住民や、商店（コ

ンビニなども）の協力が必要になります。力を

かしていただければ、1 年、1 ヶ月より長く高齢

者が自分の生活を続けられると思います。それ

には理解が必要になると思います。たくさんの

方々に助けてもらって生活しています。（男性、

90 歳） 

○認知症に対する理解が必要。近隣の住民、商店

の方の協力があて今の生活が続けられています。

まわりの方々に助けてもらっています。（女性、

89 歳） 

 

■ 主に相談や情報提供について 

○「介護事業」について、地域にはまだ十分に制

度を知らない人が実に多い。もっと「市」でや

さしく解説した説明書（手引・案内書）を全戸

に配布するなど更に普及させて欲しい。（全町会、

自治会に市から財源支出しているのだから、町

会・自治会に市からの説明書を配布位してもよ

いのではないか。）（参考）東京都大田区では、

町会・自治会に財源補助を通じて「区報」の配

布を委託している。（新聞の折り込み料の方が安

価なのに。）（男性、76 歳） 

○少し難しい質問でした。1 人 1 人介護が違うの

であてはまる所が…。1 日 1 日変化があるので

今後の心配もあります。そのような時にすぐに

相談でき対応して頂ける事を望んでいます。限

られた収入の中でどの期間まで介護をやるのか

不安もありますが、ぜひ支えて下さい。よろし

くお願いします。（女性、77 歳） 

○市の介護担当者がとても親身になって相談にあ

たってくれる。介護を受ける身、又介護をする

者にとって大変心強く思って居る。（女性、72

歳） 

○自分が要介護になっていろいろな事を勉強した。

65 才以下の人にももっと介護保険や高齢者福

祉について広めてほしい。（女性、46歳） 

○寝たきりでなくても、友人でもなくただ家の中

にひきこもっている老人のために、もっとこん

な活動やサークルや趣味の場があるという事を

伝えてほしい。（資料等の郵送など）（女性、85

歳） 

○介護保険や高齢者福祉について、どのくらい迄

使えるか？細かくしるしてもらいたい。（女性、

82 歳） 

○身体能力の低下、認知症の状況は人によってま

ちまちです。介護する人間にとって一番大変な

のは下の世話、徘徊、暴力（本人の）です。こ

れらは精神的に疲弊し、強いストレスとなりま

す。これらの解決策はないものなのか。又、介

護度が進むと紙オムツ、パンツ、パット、下敷、

専用洗剤などなど、必要な物が増えお金もかか

ります。洋服やくつにしてもこのような人用の

物は廉価な物も、又、便利な物もなく、それら

1 つ 1 つがストレスになります。在宅介護が進

められている中、どうしたら快よく、家族全員

が重介護対象者と共に生活できるのか、まだま

だ課題がありますネ。さしあたり寝たきりにな

った時の紙オムツのスムーズな取り換え方法の

講習があったら参加したいです。（女性、96歳） 

○介護保険のしくみは難しく理解できず、サービ

スの利用に際しても書類が多すぎて大変。自力

での申込や契約は困難をきわめる。本当に必要

なサービスを受けやすくしてもらいたい。又、
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高齢者福祉の内容も良くわからず、受けられる

べきサービスがあるのかどうかもわからない。

（男性、90歳） 

○介護サービスを受ける時の手順などがわかりづ

らい。介護サービスを受ける施設、ケアマネー

ジャーなどピンキリなので決める時迷う。（男性、

90 歳） 

○高齢者支援についての窓口について。常に解り

やすく（または、どの課も窓口であるような、

ことについて）、常に連絡すること。・このよう

な多量のアンケートは無理であるから止めろ。

（男性、年齢無回答） 

○1.介護保険のてびき、高齢者いきいき安心セン

ター、ハートページなど諸冊子があるが、専門

用語が種々雑多で、同じような言葉が多すぎて

理解しにくい。2.実際の介護サービスを受けて

いないので、大ざっぱなことしかわからない。

もっと図解があっていい。3.近いうちにサービ

スの利用を考えたいのでケアマネージャーとも

話したい。（男性、81歳） 

○市のサポートがよくわからない。家族で調べな

がら介護を行っている。突然の事に対応してく

れたり、気軽にたのめる事ができない。（女性、

60 歳） 

○サービスの仕組み等介護関係に関する事全ての

告知をもっと多くして欲しい。（女性、81歳） 

○介護施設に関する情報をもっとくわしく知らせ

てほしいと思っています。（女性、89歳） 

○国や県・市で介護保険や福祉に関し相談出来る

窓口を増やして欲しい。又、その情報を国民に

わかりやすく公開して欲しい。（女性、77歳） 

○市役所と医者とホームヘルプとケアマネとの情

報共有すること。（男性、68 歳） 

○Ｐ.14Ｑ81 での自立支援、介護予防の認識が、

利用する方も提供する方も、把握できていない

と思います。ヘルパーを家政婦代わりにしてい

る方は多いと思います。本当に介護を必要とし

ている方に使ってほしいです。それを見極める、

提供する側への指導をきちんと統一してほしい

です。介護保険サービス以外の高齢者施策をも

っと進めるべきではないでしょうか。（男性、65

歳） 

○健診の中に、認知症、うつ病などの問診を松戸

市で独自にプラスすることが、まずできること

（若者にも）。集団検診をなるべく減らして、24

時間、365 日対応できるよう個別に受診できる

ようにして、受診者を増やすことが医療費を減

らせる。（忙しい人ほど危険）献血センターで、

健診も受けられるようにして、若い人の受診者

を増やしてほしい。（若い時から気をつける）ガ

ン検査など、高校生以上から早めに始めて健康

の知識を教えて欲しい。（食生活も）早めに対応、

認定をうける、病院からデイサービスなど紹介

してほしい。「窓口の案内」（市と連携）（男性、

80 歳） 

○介護保険制度や、高齢者福祉サービスについて、

平日市役所に行かないとわからず、対象者に郵

送等により小冊子を送付して下さるなど。休日

しか仕事が休めず、いろいろな手続も不便であ

る。また、病院等にいる相談員も専門用語をつ

かうなど説明をもう少しこちらの立場に立って

（目線）対応して欲しい。（女性、85歳） 

○年金受給者で毎年のように保険料が引上げられ

ていますが、出来るだけ抑えられるよう希望し

ます。介護保険制度や福祉のサービスについて

理解しにくい点があります。機会をとらえ分か

り易い説明を要望します。（各種会合等への出前

講座）（女性、84歳） 

○周知徹底。（男性、62歳） 

○市の取組や制度をもっと充実してほしい。1．サ

ービスの拡大・ムダの排除。2．サービス人材の

確保。3．事業者の指導。など。（男性、79 歳） 

○高齢者に対する制度にもかかわらず、難しすぎ

て理解しにくい。専門用語でなく、わかりやす

い表現を使用することが望まれる。（男性、78

歳） 

 

■ その他 

○現在の制度で今後も続けてもらいたい。（男性、

74 歳） 

○・高額納税者が充実した介護を受けられるよう

にしてほしい。・今まで長年仕事をしてきて、納

税していましたが、自分に十分還元できていな

い不満があります。（女性、83歳） 
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○ピラミッド型の社会ではなくなるので、それに

対応した社会づくりを考えてゆくべきだ。ただ

保険料を上げたって、全ての料金が上がれば、

意味がない。負担にならないための機械やロボ

ットが必要になるのでは？心の通うサービスを

望むなら、介護者に心のゆとりができる生活を

保障するべきだ。今月、父は亡くなりました。

なので少し前の状況で書いてます。（男性、83

歳） 

○福祉関係について、統一的に充実させていただ

きたい。貧の格差があるようです。（男性、71

歳） 

○高齢者福祉に関して大いにキボウします。（女性、

71 歳） 

○高齢者の労務サービス提供による施設作り等…

（男性、79歳） 

○少なくとも、現在のサービス水準を維持してほ

しい。（男性、85歳） 

○松戸駅にエレベーター、エスカレータをつけて

欲しい。（女性、84 歳） 

○最近バリアフリーのトイレが増えて来た事はと

ても良いと思いますが、手すりの位置を良く考

えて作って欲しい。（女性、68歳） 

○介護保険は広く国民が福祉の恩恵が受けられる

国家の事業として、有難い施策であると思われ

るので、Ｑ93の回答として、やむなく、①を選

んだが、国の方も予算をまわして欲しい。（女性、

72 歳） 

○保険のしくみ、制度が理解出来ない。手続きが

ややこしく、書く物も多すぎて負担。（女性、86

歳） 

○実態調査は大切だが、このレポートを書くのも

ストレスになる。一人で両親を介護するのはつ

かれる。ケースバイケースでそういう状態にあ

る人々にもう一歩進んで介護者への支えんをの

ぞむ。（女性、84歳） 

○高齢化が進み、老老介護が増加して行く中、介

護者のケアも必要だと思うのできめ細かいケー

スを考慮して支援願いたい。（男性、92 歳） 

○介護保険料はできるだけ低く、高齢者福祉は厚

くが理想だが、このような二律背反にあること

からそのバランスをとることが大切。（男性、83

歳） 

○なかなか外出する事が少ないので「コミュニテ

ィーバス」などあればいい。家からバス停が遠

いので、20 分ぐらいかかるので、そこまで行く

のもたいへんなので、なかなか外に出る事が出

きません!!こまっています!!（女性、75歳） 

○本人が要介護 4、配偶者も要介護 4 であり介護

者の身体的、精神的、経済的負担は非常に大き

い。先月、本人は死亡したが、最後まで、本人、

家族とも在宅での介護を希望し、実現できた。

今後も介護サービスの向上と費用負担の軽減を

推進するべきである。（男性、87歳） 

○少なくとも、現在のサービス水準を維持してほ

しい。（女性、79歳） 

○介護保険の切り捨てはやめて下さい。医療費の

増、年金の切り下げ、年寄りには辛い話ばかり

です。公共料金重くのしかかります。（女性、85

歳） 

○経済的問題と密接にリンクする、要介護度に応

じた介護給付が必要。プラスして医療費負担の

さらなる軽減。（女性、67歳） 

○主人 72 才、アルツハイマー型認知症（発症 3

年目）介護 1。昨年ケアマネージャーさんと出

合え、デイサービスに週 3日通える事ができ本

人はとても元気で明るくなり、病院の先生もび

っくり、「本当に良い場所に行けて。男性は施設

に通う事はとてもむずかしいのでこんなにもス

ムーズにデイサービスに通える人はなかなかい

ないのですよ」と…。私も子供達もどうしたら

いいのかと悩み苦しみ、1 つ 1 つクリアしなが

ら今日まで支援課の方々にも色々お話しを聞い

て頂きました。ありがとうございます。介護保

険のあり方は介護を受ける立場になって始めて、

勉強し、いざという時は本当にありがたいシス

テムだと実感している所。なるべく今の制度を

続けて行って欲しいと思います。これからは介

護する方も高齢になっていくので今の制度を持

続して、又、一つ上の制度、よりよく高齢者が、

平等に過ごせる社会になっていけると良いと思

います。妻（男性、72 歳） 

○予防に重点をおくか、介護に重点をおくかで、

かなりの違いがあるが、その整理/理解合わせが
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基本と思う。年/生活レベル/カンキョウにも左

右されますが、本人（自分自身）と市とのレベ

ルが合う様なしくみが出来れば良いのではない

か。（女性、87歳） 

○多くの高齢者には介護が必要に成るが、不要な

人も居るので介護保険は自由に参加、不参加の

選択（手段が）可能であれば幸いです。（男性、

75 歳） 

○腰椎圧迫骨折により、要介護 1 になりましたけ

ど、わからない事が多く大変でした。ケアマネ

ージャーと云う方にめぐまれないと、よくいか

ないと思いましたが、そういう事があるのがふ

しぎです。介護を受けると云うことは不安が

色々ありますので、親切にしていただきたいと

思いました。（女性、74歳） 

○今後保険料負担が多くなるのは目に見えている

が、保険料引き上げるなら国会議員や行政の無

駄をなくしてからにして欲しい。又、1 人暮ら

しのお年よりのサポートやその介護のための介

護離職をせざるをえない人にサポートもして欲

しい。親の介護をしたいのに、仕事もやめられ

ず、自分の体も悪化していく現状をなんとかし

てもらいたい。（女性、79歳） 

○サービスを利用出来るまでの時間、期間が長

い！本当に困っていてもそれまでの間入浴出来

るまでに 1ヵ月かかりました。（女性、79歳） 

○介護する家族のことも、もっと考えてもらいた

い。老老介護や老・病気持ち家族による介護、

のことも考えてもらいたい。（女性、89 歳） 

○障害、要介護のレベルなど、個人の状態により

マッチできるサービスの提供。（女性、60歳） 

○1～2 割負担でこれだけのサービスが受けられ

る介護保険制度は助かります。（男性、77歳） 

○皆、サービスを気軽に利用しすぎていると思う。

介護サービス業者への報酬が高すぎると思う。

（男性、76歳） 

○介護の保険等條令の見直し。（男性、89歳） 

○自宅で介護する場合に（仕事を止めて介護にあ

たっている）・昔のように世帯が大勢だと誰とも

が看られる。その家族に補助金をだせば皆な幸

せになると思う（介護をするようになると思

う）。・学校等、あきのある施設に軽度のお年寄

を集め、体操、お話会等をやるのも良いかと。

（男性、74歳） 

○介護の現場を、どれだけの人が、どれだけ知っ

ているのでしょうか。机の上だけでは分からな

い現実があります。介護施設で働いている人達

の大変さはいうまでもありませんが、サービス

の受け方を知らないでいる人達も多くさんいま

す。福祉って、何ですか？（女性、87歳） 

○本当に必要としている人が利用をしているのか

な？子供が幼稚園に行くように、朝に向かえが

来ると乗せられて、残った家族が何をして時間

を使っているのか？もっと細かく調査をしても

良いのでは？値上げをせずに、どれ位の無駄が

有るかと見直す時期では。気になったので記し

ました。（女性、70 歳） 

○介護保険サービスは、自治体任せではなく、国

主導で、統一的に行って欲しい。（女性、62 歳） 

○病院への通院等、市内のバスの充実を計ってい

ただきたいと思います。（男性、75 歳） 

○・国の財源から出すという意識を国の統治者は

持つ必要がある。他国の支援に莫大なお金を投

じる前に、自国の民の首を絞めることを止め、

国民の命と生活を守ることを最優先にするべき

と思う。・日本国民として、どこに住んでも、全

国同じく医療、福祉、税が同じくするべきと思

う。県や町村によって異なるのはおかしい。支

払い税が同じなのに、福祉の恩典が異なること

に疑問を感じる（例.タクシー券、バス代、弁当

代、他）。・国が責任をもつべきことを、地方任

せにするのはおかしいし、無責任と思う。（女性、

74 歳） 

○老々介護の現実では、家族の援助がなければ共

倒れになります。仕事につけず、介護、家事一

切をやってくれている家族が居てこそ、自宅で

の生活がなりたっています。両親の年金と、貯

金を使い乍らの現状です。介護者の将来を考え

ると、このまま介護を続けるのが辛いです。両

親の介護で、仕事につけない家族（介護者）に

経済的な支援をしていただきたいと願っていま

す。（男性、84歳） 

○現在のサービス水準を維持して頂ければ、あま

り贅沢な文句も言わず、毎日感謝感謝で生活し
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たい。（男性、83歳） 

○制度が難しい。わかりやすくして欲しい。（女性、

72 歳） 

 

２ 行政に対する意見 

○母を車イスに乗せ、出かけた時、南花島、上本

郷、あまりにもひどい歩道で車イスを押すのに

大変な思いをし、出かけるのをやめました。車

イスでも大丈夫な道路を作って下さい。困って

いる人達が沢山いると思います。（女性、63歳） 

○もう少し社会保障をよくやっていってもらいた

いと思います。（男性、90歳） 

○介護保険や松戸市の福祉には、助かっています。

介護保険の適切な利用については、良い介護支

援センターやケアマネージャーがポイントかと

思います。その意味では、大倉記念は最低です。

一度調査されたらと思います。とにかく 3～4

ヶ月、何の介護サービスを受ける機会がありま

せんでした。（女性、60歳） 

○デイサービスのちほうジジイ客の、口による、

いやらしい口説きや、セクハラ、身体をタッチ

する、セクハラがひどい。わるい客は、辞めさ

せるか、入らせない、審査、措置をとって。44

当時私と、59才アルツハイマー、中村みずえさ

ん、くどかれ、さわられ、キスされた。中村誠

也、81、いやし、で。お役所、仕事してないで、

デイに、セクハラの客ジジイ、調べる、立ち入

り検査して欲しい。ちほうジジイは普通デイ、

入れず、ちほう専門デイに入れて欲しい。安心

してリハできない。つかみかかっておそわれる。

普通にフロアや通路で男客に。今の市川デイ、

所長、わるい客、特養入れて、いなくならせて

くれた。2名。1.ウィズ・セクハラ、77の唯一

いる男客、私のアゴさわる、菅原かな。2.ふぉ

るて、72、いはら。スタッフ女性の服、胸、尻

さわる。1 週間全部いる客。3.リハビリ教室 2

号館。坂本 75、砂田 90 位、私のももやうでさ

わる。4.いやしのデイサービス松戸北原 95、ひ

ぐち 94、ゆき 72、足、もも、肩、うでさわる。

中村誠也は口チューする、髪、肩さわる。とに

かくちほうのふりしてさわる奴もいる。松戸市

は、皆、柄がわるい。立ち入り調査して、ウィ

ズ、2 号館、松戸北、ふぉるて、私、被害者、

ウソ 1つもいってない。H26.と H27.の時のこと。

（女性、47歳） 

○高齢者の心の声をさとってほしい。（男性、89

歳） 

○自宅の近所の道路が狭いうえに、特に交通の制

限がされていないため、外出時、自動車を避け

る必要が多く発生し危険を感じる。以前、自動

車を避けた時に転倒して軽傷をおった。車輌通

行に制限を加える（一方通行等）様にしてほし

い。（女性、86歳） 

○バス通りに住んでいますが、つつじの植込みは

必要なのか疑問です。福祉用具など便利になっ

ていくのはとてもよい事だと思いますが、自転

車など通る時や速く歩く人からよける場所があ

るべきではないかと思います。他部署への働き

かけとかあるのでしょうか。（女性、83 歳） 

○いつもお世話になり、ありがとうございます。

（女性、84歳） 

○保険料負担を引上げる前に、不正利用（保険）

について厳しくチェックしてムダな保険料出費

を減少させる。（男性、78歳） 

○うーん…子供の特技を見つけて伸ばしてあげる

ように、高齢者は何か好きなことをやってきて

いるはず。手芸、書道、洋裁、ピアノ→音楽。

それをみつけてあげて、むずかしいでしょうが

伸ばして興味をわかせてやって下さい。（女性、

82 歳） 

○デイサービスに行っていますが家に居てもつま

らないので来て居ると言う人が何人もいるが現

役世代の人の為にそんなデイサービスはもった

いない。デイサービスの施設をもう少し役所は

監督してほしい。（女性、73 歳） 

○高齢者に子供の世話をしてもらう施設を作って

ほしい。高齢者に自信と、やりがいが芽生え（肉

体的に疲れるだろうが）、体力もつき、認知症改

善になると思う。（色々な人とかかわる事で）子

供も優しい子に育つだろう。働く親にとっても

助かるのでは？（女性、年齢無回答） 

○介護保険を使用している方々に出合うと、本当

に必要なのか、もっと個人が努力すればいいの
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にと思う方々が多い。本当に必要が有る人には、

有効に使用してもらいたいが、なまけぐせで、

酒を飲んだり、パチンコをしたり、している方々

も結構いる。保険料が上がることは認めても、

なまけ者のために負担する事は絶対にしたくな

い。若い頃から、自律の精神を養う様、市民の

教育も強化すべきでしょう。（男性、84 歳） 

○ご苦労さんです。よろしくお願いします。（男性、

83 歳） 

○車椅子にのって移動しているが、とても走行し

にくい。狭い歩道、わがもの顔に横行する人が

居て、こちらが我慢して待つことをしている状

況。これらがもっと改善されることを切望して

いる！（男性、69歳） 

○・現在左半身麻痺状態。左足に装具を着け介助

により散歩しておりますが段差や傾斜があると

足が竦み、立ち止まってしまいます。1.歩道の

高さがまちまちであり 2.自家用車の出入りの

為歩道に傾斜をつけているが各家庭により、傾

斜の角度がまちまちである。これを統一しても

らいたい。・松戸市で一番乗降客が多いと思われ

る松戸駅にホームから改札口、改札口から一般

道路へのエレベーターが無い。その他常時タク

シー使用になってしまう。これは JRのことであ

るが、是非市として申し入れてほしい。（男性、

80 歳） 

○高齢者に対して役所からの書類の言葉はむずか

し過ぎる事が多いと思います（此のアンケート

についてはこの限りに非ず）。もっと一般にわか

りやすい言葉で指示されれば役所ももっと身近

なものになると思います。（女性、97歳） 

○歩道の段差、傾斜、デコボコなくして下さい。

（女性、75歳） 

○必要な人に必要な施策をうって下さい！（男性、

82 歳） 

○子供も居ても（産んでも）仕事、遠くに居るた

め、本当に身動きが出来なくなった時、思う様

には、心が有っても、世話には成れないと思う。

どうして、これから先、身を処して行くか、と

ても不安でも、私達（夫も）で出来るだけの頑

張りと、最低限の軽費はかけるつもりですが、

サービスがどれだけ老人のために手を入れてく

れるかです。介護をして下さる方々も大へんに

思いますが、良い職員、係を育てることと、タ

イグウと思います。大へんな割には他の職業と

比べると給与面で恵まれているとは思いません。

もっと役所が中心に成り、その係の方々が動く

べきです。ケアマネ、はじめ、各仲介所（紹介

所）事業所が軽費、マージンを取り過ぎている

と思います。たいした事をしていないのに書類、

会議ばかり多くし、もうけ主義の業者もいます。

新聞やマスコミの情報を感じます。中間マージ

ンを少なくし、直接、看て下さる方々、介護の

方に予算を多くしなければ、介護する方々がい

なくなり、質も悪くなり老人がつらい思いをし、

我まんする人生を終わらなければなります。今

でもそういう感じをします。介護をもうけの業

としてではなく、役所がしっかり老人のために

目を向け、予算を使う（大切に）べきです。東

京知事さんみたいに無駄をなくし、実のあるこ

とを精一杯して下されば、介護保険に対しての

目が変わると思う。（女性、76歳） 

○厚生年金や国民年金に加入中、支払完納前（満

期前）に病気などにかかり、収入が途絶えた場

合すみやかに生活援助資金の貸し出しや、生活

保護が受けられなくて、日常生活がたちゆかな

くなった時の家庭訪問による調査などが行われ

ないのはどうしてか聞いて見たい。（男性、78

歳） 

○あちら、こちらで良く聞きますが、あまりにも、

デイサービスふえるため、通所デイサービスに

通う患者のとりあいになっている様で、かるい

（少しだけ足がいたいぐらいで、うちに無料で

良いから来てくれない、と言って、通ってもら

う。そして、デイサービスでは、介護保険でも

らうから良いと言って、こんな人がいるから、

介護保険が高くなるでは困ります。良くたしか

めてほしい。国民年金の 4～5万では、介護保険

は年金からむりやり引かれるでは、生活が大変

です。要介護 2、で週 2 回デイサービスに行っ

ていますが。6千円ぐらいかかるのは大変です。

要支援の人は安いのに、さがありすぎます。（男

性、78歳） 

○両膝関節手術に入院 2ヶ月（日大駿河台病院）。
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その後、同病院精神科でアルツハイマー型認知

症と診断される（平成 22 年.12 月）。現在週 2

回デイサービス（グリーン）小金上総町に AM10

－PM15:00 行ってます。よく面倒を見てくれま

す。現況位でいればよいのですが、私も 82 才過

ぎ高齢化社会での、国の方針には疑いがあり、

松戸市も大変でしょうが、老人福祉に現状維持

位で進んで下さい。お願い申し上げます。（女性、

82 歳） 

○今後ともより充実した施策をお願い申し上げま

す。2.)を支持します。（男性、86歳） 

○市役所の関係部署の皆様には、いつもお世話に

なっており、感謝申し上げます。（男性、77 歳） 

○一番大変な時代に育った吾々高齢者の事をわか

ってほしい。娘、孫達も仕事が多忙な為、近親

者のアンケート御遠慮頂きます。（女性、77歳） 

○二世帯住宅というだけで役所は決めつけ、言葉

の暴力も有り、ケアマネージャーの仕事を把握

していない方が多く（訪問の際話した事、通院

日等々）、又、地域包括センターの方の希望をし

ていない事を進める事も有り、迷惑しました。

本人が何を考えているか聞く耳を持ってほしい。

介護を受けている人それぞれ顔が違う様に、状

況も考えも違うので配慮が必要と。一方的な押

し付けはトラウマになる。傾向の一つです。何

でも法律を出さず、利用者の改善法を地域、市・

県、も考えてほしい。お役所の頭は何でも文面

通り！（女性、72歳） 

○外出して、つかれた時、一休み出来る所がほし

い。（男性、74歳） 

○お役所仕事が多いように思います。手続きの簡

便化により、より効率化の上昇を望みます。（男

性、72歳） 

○Ｐ.14Ｑ81 での自立支援、介護予防の認識が、

利用する方も提供する方も、把握できていない

と思います。ヘルパーを家政婦代わりにしてい

る方は多いと思います。本当に介護を必要とし

ている方に使ってほしいです。それを見極める、

提供する側への指導をきちんと統一してほしい

です。介護保険サービス以外の高齢者施策をも

っと進めるべきではないでしょうか。（男性、65

歳） 

○定期的に（月に 1 度か 2度）、様子うかがいをし

に来訪して欲しい。（女性、100 歳） 

○介護サービス者、ケアマネの過失につき、千葉

県及び松戸市の介護保険課に電話で問い合わせ

をしたが、まったく満足のいく回答を得られな

かった。特に認知症患者という社会的弱者に、

本来彼らを守るべき人達・サービス機関が、自

分達の過失と問題点をなすりつけ、責任転換を

している。またそれを取りしまる機関が、事実

上、存在しています。松戸市の介護関係は、中

身がからっぽで機能していない。（女性、81歳） 

○健診の中に、認知症、うつ病などの問診を松戸

市で独自にプラスすることが、まずできること

（若者にも）。集団検診をなるべく減らして、24

時間、365 日対応できるよう個別に受診できる

ようにして、受診者を増やすことが医療費を減

らせる。（忙しい人ほど危険）献血センターで、

健診も受けられるようにして、若い人の受診者

を増やしてほしい。（若い時から気をつける）ガ

ン検査など、高校生以上から早めに始めて健康

の知識を教えて欲しい。（食生活も）早めに対応、

認定をうける、病院からデイサービスなど紹介

してほしい。「窓口の案内」（市と連携）（男性、

80 歳） 

○識者が、分かりやすく言えば、高齢者よりも予

算を労働生産人口や子育てにより多くつけるべ

きだ。と言う意見が最近、出てきました。国家

の視点から見るとそれは正解かも知れません。

しかし、全ての人が、やがて老いるのです。姥

捨山の様なことをしたら、ますます将来が不安

になり、お金を使わず貯蓄に回ってしまいます。

社会全体が高齢者など社会的弱者を寛容に受け

入れる様に、教育や啓発をすすめるべきだと思

います。介護施設やヘルパーなどをもっと細か

く行政が介入してもいいと思います。此に関し

ては半官半民を増やしてもいいと思います。（女

性、74歳） 

○国や市から、いろいろな助成金や補助金を頂く

ことには大変感謝しています。これらの戴くに

は書類を提出する必要があります。一部は業者

が代行してくれますが、中には自分で確当する

書類を成作しなくてはなりません。多くの介護
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者は老齢で、この書類成作に感じることが多い

と思います。出来るだけ簡素にして頂くことは

出来ないものかと悩んでおります。（女性、70

歳） 

○介護サービス利用負担が 2 割となり、同じサー

ビスを受けるにも不公平感がある。高額な厚生

年金保険料を長年にわたり支払ってきたからこ

そ、年金収入が少し多いのに、なぜ、そこから

2 割負担とならなくてはいけないのか、不満。

車いすの高齢者も気軽に街に出られる道路の整

備や、交通移動手段を考えてほしい。（男性、84

歳） 

○制度の利用が簡単にできるように、書類等の手

続きを分かりやすくして欲しい。（女性、80歳） 

○2012年に右脳視床部より出血、六ヶ月弱のリハ

ビリ入院で退院後丸 4年経過しました。維持期

にはいり松戸市内の小規模リハビリ通所 3箇所

を試しましたが、いずれも痛みのため中断しま

した。最後に本年 5-6月と通った施設で左腕と

左足をいためてしまい、以来歩行能力が著しく

損なわれ、来年は一体どうなるのか心配です。

原因は無資格職員のよる無理な体操です。看護

士、理学療法士、等々非常勤で無資格職員が日

常的にリハビリ指導を行ってました。有資格者

による一対一の指導は財政的に不可能なのは理

解できます。だからと言って利用者に害を及ぼ

すことは許されません。このような施設は重度

の麻痺のある利用者を安易に受け入れるべきで

はないと思います。来るものは拒まずと言う売

上至上主義の経営姿勢を恨んでいます。許認可

関係者各位には実態把握と指導を徹底され、利

用者に害を及ぼして知らん顔の施設をなくす様

心がけて頂きたい。書類はどのようにでも繕え

ます、現場を見てください、それも抜き打ちで。

重篤被害者より上記三箇所中一箇所が病院付属

の施設で、内容はしっかりしていました。（男性、

79 歳） 

○先日近くの支所で、高額医療費に付いて問い合

わせたが、健康管理の係が別棟です。と言われ

た。係の人が出勤していなくて暫く待ったが来

ないので、帰りました。職員の方も都合が有る

でしょうが、松戸本庁に行かなくても済む様に

時間を早めて係りの窓口に居て欲しいです。難

聴なので電話での応対は苦手で、対面で話しを

したい気持を解って下さい。（男性、84 歳） 

○市の取組や制度をもっと充実してほしい。1．サ

ービスの拡大・ムダの排除。2．サービス人材の

確保。3．事業者の指導。など。（男性、79 歳） 

○今日現在、毎日幸せに過ごす事ができておりま

すおのも、介護保険のお陰でございます。引き

続き、お世話になりますので、宜しくお願い致

します。（女性、80 歳） 

○・高齢者にこんなに多く質問しようとしている

役人は何も仕事をしないのでは。・数字をみて処

理するのは誰でもできる。・松戸市役所の人達へ、

自分で仕事をして下さい（もっと足を使っ

て）！！（男性、75歳） 

○現役時に、きちんと保険料を支払いをした人に

対しては、きちんとした対応をするべき。一方、

低所得者や福祉利用者は本当にその措置か適当

であったか厳格に審査すべき。安易に頼る者に

対しては、厳しく対応すべき。格差があっては

ならない。（女性、83歳） 

○個人、家庭、地域交通機関、福祉関係、病院な

どなど、本当に命を生かされる税金の使い方を

お考え頂きたい。実行なされますように、望み

ます。国のあり方は、もっとお考え頂きたいで

す。（女性、69歳） 

 

３ 回答者・介護者の現況 

○現在まだ入院中です。無作為に選び郵送する費

用はムダではないでしょうか？入院中の為、回

答できない質問が多数です。（男性、65 歳） 

○1.妻がくも膜下出血の病魔に冒され（遊泳中）、

千葉西総合病院に午後 2時に救急車で搬入され

たが、検査は翌日 1 番で行ってくれるも、手術

が遅れた為現在のような状態になった（寝たき

りで、呼びかけにも応えられない。見えている

か、聞こえているかもわからない）。2.「要介護

5」「身障者 1 級」の認定を受け、お陰様でいろ

いろな恩恵を受けていることに感謝している。

3.介護施設の職員の方々の待遇が低いことに、

気の毒に思っている（しょっちゅう職員が入れ
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代わっている）。（女性、72歳） 

○主人は西病院を退院して二年になりますが、い

まだに歩けないで車いす生活ですが、私の健康

の間は家で介護したいと考えております。なる

べく介護保険料をへらしたいと考えております。

（女性、83歳） 

○予防が一番の節約。でも、なっちゃうものはな

っちゃうし、同じ地域の人が集まるデイサービ

スがあってもいい。店や小学校、公民館、公園、

花や木、身近な共通の話題。広い範囲で県別と

かも。年をとってから、義母を引きとったので、

全然つながりがなく、せめて山口県（出身県）

の話が出来る 1日が、月 1回でもあればなあ、

と思います。ぼんやり、テレビを見てても、山

口県！と反応が違います。ボケが、改善されな

いか、期待したいです。（女性、86 歳） 

○消費税の 10％への移行が先のばしになったた

め、高齢者の負担が重くなっている気がします。

若い方は働かなくてはならず、昔の様に大家族

ではありません。そして皆、長生きです。在宅

での介護を本院が望んでも、結局老々介護にな

ります。政府が言うように総活躍とは？そこに

老人は、入っていない気がします。主人も若い

頃はあんなに働いたのに、まだまだ安心に暮ら

せません。子供に負担をかけたくない、と心か

ら思いますが。オリンピックで何千億などと聞

くと複雑です（介護者より）。（男性、72歳） 

○私は具体的に介護を受けていないと、自分では

思っています。介護士の方は、二、三度見えま

したが、私には物たりませんでした。やはり人

間ですから相性があります。自分の友人と話し

合えればずっといい様に思います。2 ヶ月に 1

度高校の友人達と読書会。毎月第 3土曜には、

私の専門の朝鮮史の研究会があり、その帰りに

いろいろ話し合います。その方が長い間の友人

達ですので、私のことをよく知ってくれている

ので（高校の友人、大学の友人、大学院の友人）、

話がすぐにわかって、正直に行って、市から来

る方は、マトはずれの事を聞いて来ますので、

申し訳ないですが…めんどうです。（女性、81

歳） 

○家族より所感。入院生活長く、3 ヶ月毎に病院

先が代わり、今後リハビリ終了次第、自宅へ戻

る状態なので、とても妻一人（高齢なので）介

護は無理。どの様なルートで介護支援を受けた

らよいやら、初めて世話になるやも知れません

ので、よろしくご指導下さい。（男性、84歳） 

○介護の観点より、身体を回復、治す為のリハビ

リテーション継続が必要。現在、病院のリハビ

リテーションを打ち切られ、今後、治す為の手

段を断たれたようで、悩んでいる。（男性、57

歳） 

○介護保険料がどんどん上がって行き、サービス

の負担が 2割になり、今までの 2 倍の金額にな

ってしまったので、サービスを受けるのも考え

てしまう。年金もどんどん削られて行く。自分

はなんとか生きている間サービスを受けられる

かもしれないが、子供の世代はどうなるかと思

うと不安でたまらない。（男性、91 歳） 

○保険料を支払っている時は、何も考えなかった

が、今サービスを使い、本当に良かったと思え

る。自分はこのアンケートを書いてくれる人が

いたからよかったが、誰もいないと書けないと

思う。（女性、89歳） 

○本人に代わって、介護者である娘が回答いたし

ましたので、実際の本人の考えとは違うところ

があると思います。（女性、96歳） 

○今現在、老健（認知症病棟）で、とろみ食を採

っています（ごえん性肺炎予防の為）。今年 3

回入院。今は 100％食べています。食べられな

くなったら、延命処置はしないつもりです。こ

の施設は看取りはしないので、食べられなくな

ったら、他の施設（特養）か病院（受け入れて

くれるかわからない）に行くようになると思い

ます。この時、どこの特養が受け入れてくれる

のか、どうなるのか、心配です。地域法活支援

センターで紹介してもらえたらと思ってます。

が、自分で捜さないと駄目なのでしょうか。（男

性、83歳） 

○Ｑ93、「3」（原文は丸囲い③）費用負担でくるし

いです。Ｑ83、看護小規模多機能型居宅介護で

月に 10万円位かかり、私がみてるため気持ちも

費用もぎりぎりで。（男性、79歳） 

○明日は我が身、ほんとうに今日が無事に過ごせ
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たら、感謝しています。時間がいっぱいあるよ

うに思われますが、行動すべて遅いです。赤ち

ゃんに戻ると聞いておりましたが、全くその通

りだと痛感して生活しています。家族にも知っ

てもらいたい思いですが、自分から言えない気

持ちもあり、やはり病は、なってはじめて痛み

わかるのです。つくづく思います。前を向いて

歩きます。過去は振り返りたくありません。（女

性、81歳） 

○平成24年7月に倒れて新松戸中央病院に入院す

る（1ヶ月）。リハビリの為柏厚生病院に転院し

て（6ヶ月）その後施設に入所（偕楽園）する。

そこで尿路感染症で新松戸中央病院に入院して

鼻腔にされた。入院の日の昼食まで口で食べて

いました。（介助）現在療養型の病院に入院、施

設にいる時から特養に申し込んでいますが鼻腔

で入所出来るのでしょうか？（男性、71歳） 

○年金が少額なため介護保険料の引き上げは困る。

年齢が高齢となっているのでサービスを必要と

する事項が増えるのが現状である。（女性、94

歳） 

○私は人生をまっとうして居ます。これ以上長生

きしたくない。私の臓器きをささげたい。献身

の会を作って欲しい。（男性、79歳） 

○私は寝たきり状態です。介護して頂ける方には、

感謝しております。これ以上他人様に迷惑をお

掛けしたくありません。できるなら入院に。家

族の負担を軽くしたいです。（女性、82 歳） 

○今回の回答は本人の気持ちということで答えて

いますので、認知症状のある母は答えようがな

い設問が多いと思います。介護する家族として

の意見であれば又、答えは違ったものになって

いましたが…。又、母も認知症になる前は理解

していた事柄であっても現在は理解していない

という状況です。（女性、93 歳） 

○項目がたくさん、ありました。近隣も高齢者ば

かりになり、介護状態になった時どうしたら良

いのでしょう。やはり施設への願いするしかな

いのかな。私も立てない歩けなくなる一歩手前

です。（男性、77歳） 

○私の方が先に死にそうです。何もかも大変です。

（男性、68歳） 

○記入させて頂きありがとうございました。主人

は、脳内出血の為、高次脳機能障害者でござい

ます。記入は、私（妻）がさせて頂きました。

現在は、家族でいられる事が感謝でなりません。

今年で八年になりますが、夫婦ですから、妻が

看護するのは当り前と思っております。今でも

生活出来る日々は、いろいろな事が有りますが、

ともにささえあって、努力して、皆様に助けて

頂き、感謝しています。散歩に二人で行きます

が、気軽に入れて、ともに、病気で苦しんでお

られる方々とお話し出来る場所がほしいです。

コーヒー一つでも心なごみます。宜しくお願い

します。乱文・乱筆すみません。（男性、77歳） 

○介護保険利用者や高齢者に対して、市が強い関

心を持って居られることに感謝いたします。こ

のアンケートに回答させていただいて、ふと気

付かされたことは、私自身が大変消極的な生き

方をしているということです。積極的に集まり

に出るとか、友人を作るとかするべきだと思い

ました。私は老人と話すのが苦手で老人の文化

にも入り込めないタイプ、困った老人だと認識

いたしました。これから少しずつ努力して、積

極的に生きねば…と考えさせられました。（女性、

82 歳） 

○私は月に 2 回は市立病院へお世話になってます。

81 才と云う年齢でバス、電車、バスとの乗り降

りが苦痛になり、介護タクシーが頼めない時は、

介護タクシーは前もって予約制です。ですので

出来ない時は普通のタクシーです。八柱と市立

病院直通のバスが出てます。私は小金原ですが、

なぜ小金原の方からも直通のバスが出ないのか

といつも思ってます…？私はまだ家族と暮らし

て居て助けてもらって生活はしてますが、年を

とると云う事の辛さが、身にしみて来てます。

まだ自分で出来る事があるとは云え、車椅子の

方、身体の不自由な方をたくさん目にしてまだ

私は恵まれている方だとは思いますが、悩みは

つきません。お世話をする方も大変だと思いま

すが、松戸を住み良い所だと思う様な所にして

欲しいと思ってます。（女性、81歳） 

○介護申請中です。（女性、71歳） 

○入院中ですが、移動させられる事が多い。現在
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病院 4ヶ所目です。（女性、78歳） 

○本人は認知症でよくわからない点が多々ありま

すので私（配偶者）が見ていた感じで記入致し

ました。悪しからずご了承下さい。（男性、83

歳） 

○視覚 1 級手帳交付（平成 23 年から）されていま

す。（男性、81歳） 

○（重度の認知症のため記載不可）（女性、87歳） 

○特別養護老人ホームに入所希望してますが年金

生活者のためお金がありません。特別養護老人

ホームに入所出来るように成ったら、入所当時

TEL 入所出来なくなったとの連絡有り、理由う

つ病とのこと、事故があった時困ると言う事で

した。ただ、小金原病院で死にたいと言ったた

め、すぐ奥田病院に入院、すぐ気がついたので

すがお世話に成りました。（男性、60歳） 

○私は 87 才になり、19 年間サンセットホームに

入っております。母 1人子 1 人の夫のところに

とつぎ 73 才～96 才迄寝ていた姑の看病は、死

ぬ前 10年は、特養に入っていましたが本当に姑

も家族も辛い年月でした。今は、自宅にお風呂

に入れてくれる事や、ホームヘルパーさんが来

てくれる事を本当に有りがたいと存じます。歩

けなくならないように、身体は丈夫ではありま

せんが、家族に迷惑をかけないように生涯を終

わりたいと思います。（女性、87歳） 

○（81才の私と 76 才の妻、身障の妹、3人の家族

で現在は何とか家族で支え合っていますが、数

年後は全く分かりません。子供の同居を考慮中

です）本人記入でないので消します（女性、70

歳） 

○1 人暮らしで年金 100 万未満で家賃を（公団）

払い生活をしてます。保険料負担が引き上げら

れた場合、病院代、食事代あんど、支払できな

くなります。（女性、72歳） 

○主人が前立腺癌の為、11月より介護付き老人ホ

ーム施設でお世話いただいております。私（妻）

として、お世話下さる皆々様に感謝の日々です。

（男性、85歳） 

○入浴、洗身つまずくので注意している。（女性、

75 歳） 

○お世話になっております。本年の 9月から介護

を受けさせて頂き、今特にありません。（女性、

74 歳） 

○脳梗塞になり左手左足が不自由になり、9 年目

に入る。初めは何も出来なかったけど、少しず

つリハビリに行きどんどん良くなって来ました。

杖で歩ける用にもなったし左手も上に上げられ

る用に足も今は「中指」はいたいけど、あとは、

どこも痛くないです。「腰」は少し痛いけど─。

楽しくリハビリもして、何より行くのが楽しみ

です。右手でミシンで、何でも作ります、洋服、

ベスト、小物、庭で花も植えて、きれいに咲か

せますし、片づけも少しずつやっているので、

生きがいです、週 3 回行っています。病気にな

ったからと、くやまない、明るく生きています。

1 年目からミシンで作っていました。今も。（女

性、73歳） 

○認知症ではないが体力低下がひどくアンケート

自体を読み通す力が無いのでお答え致しません。

（女性、84歳） 

○現在 1 戸建てに一人で住んでおりますが、1 人

で住めるだけ住んでおりたいと思います。その

後は、病気になり先生に 1人娘が一人（8人で）

で金町のマンションにおりますのでこの後の事

は良く考えてくれると思いますので良く考えて

もらいたいと思います。（女性、77 歳） 

○私の両親は、母が 6年前認知症となり、父も車

イス生活、現在母（89才）、父（91才）、どちら

も有料老人ホームに入居 6年目となります。私

も会社が何度も倒産に現在でも妻と一緒に仕事

をしていなければ生活がなりたちません。私（67

才）妻（64 才）、両親に蓄えがあったといえ、6

年目になる有料ホーム生活、どちらかでも特別

養護老人ホームへと、切に望むところです。介

護負担を減らす為母は、弟の長野の方（有料施

設）に住んでおります。不足する費用は父の蓄

えから出しています（母は、月 4万の年金のも）。

それなのに、父の少額の家賃収入の為なんと（介

護保険料が）2 割負担になったので、私には理

解できません。両親が 90才過ぎたらどちらかは

特養へ入居していただきたいものです。（男性、

91 歳） 

○特になし。今まで家族、ケアマネ等によくして
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頂いています。（女性、85歳） 

○自分も今要介護の認定を受けたのですが、どう

いう手続をしていいかわからない。又、障害者

の子も介護があるためどうしたらいいのかこま

っています。（女性、66歳） 

○私は今現在 9 月から主人亡くなりましたので 1

人暮らしです。現在私も娘一人だけで娘もすで

に 50 才すぎており家族もあり市川にすんでお

りますが月のうち 2～3回逢う程度です。経済的

にも娘の家庭の都合もありすべて主人の年金で

暮らしておりますが亡くなりましたので（9 月

に）年金は半分になりこれから先の事ばかり心

配です。病気の為預貯金もなくなりました。娘

もあてになりません。幸い私は足も人より丈夫

に歩く事に不自由に思った事ありませんが、80

半ばですので老いております。現在一人暮らし

ですから。乱筆にて（女性、87歳） 

○94才ですがまだ自分の事は、自分で出来、今の

所、それ程困った事は無いです。デイサービス

を利用してますので、生活に変化がある様です。

これから動けなくなった時どうするか、心配で

す。（女性、94歳） 

○住宅内改善について市の補助がある事を誰も教

えてくれないで実費で改修した。（女性、80歳） 

○アンケートを書きながら、何か生きている希望

を失ってしまいました。何の目的もなく生き永

らえて多くの人達に迷惑をかけていることをし

みじみ感じました。何の楽しみもなく人に迷惑

をかけながら只々生きているということは本当

に寂しいです。特に何も希望はありません。現

状で援助していただければ結構です。（女性、90

歳） 

○私は、腰が悪くそれ程、長生きはしたくない。

腰の病気（股関節脱臼）具合が悪くなった時、

長生きの治療より、苦痛だけを取り、口から食

べられなければ点滴などでの栄養などもしてほ

しくない。あるならば尊厳死を望む。（女性、73

歳） 

○現在二人暮しでも娘 57才（病気）で母親 85才

で介護している状態ですので、とても不安です。

（女性、57歳） 

○要介護認定者は右手麻痺、失語症等で、自身字

も書けず、話す事も出来ず、従って意見など有

っても伝えられません。（女性、78 歳） 

○次のページ以降は近親者に見てほしくないです。

（男性、84歳） 

○認知症の為、本人に考えや意見はありません。

よって家族（代筆者）の意向や考えがアンケー

トの答えに一部反映されています。（女性、76

歳） 

○本人が既にグループホーム入所の為、設問に答

えようないものもあり、ご容赦下さい。要介護

者本人が病気発症で緊急に受診が必要なときの

家族の同行が、息子家族は共働きで緊急性に即

応し難く、グループホーム入所の一因になりま

した。本当は、出来るならまだデイサービスと

ショートステイの活用で、より活動的で自立性

ある生活を維持したかった。いまは、グループ

ホームで安心な面と、症状が進んでいくような

不安な感じです。（男性、82 歳） 

○現状で満足している。（女性、86 歳） 

○この先年金生活不安です。（男性、75 歳） 

○右手右足がまひで何にも出来ない。かいご 4 で

やって居る。今はデイサービスだけ介護保険使

用。（男性、84歳） 

○現在、サービス付高齢者住宅にお世話になって

います。初めてです。いろいろ経験させて頂き

制度にも感謝しております。私が別に記入する

ことではないと承知しながら、現在私には子供

60 才、59 才とおります。この子等のことを考え

ますと私の世代で十分以上の手当を頂くことに

心苦しくも感謝申しております。（女性、87歳） 

○主人が具合悪くお金もかかるので仕事をやめる

ことが出来ない。通所も多くしてほしいが本人

もつかれるし、1 割でも歯科、皮フ科、内科、

通所で月に 4 万円位は出費あり色々と出費もあ

り介護度高いほどお金がかかると通所も思い通

り出来てない。（男性、80歳） 

○介護保険、高齢者福祉、どこからどこまでが介

護保険でどのへんが高齢福祉なのか、わかりづ

らい…。障害者福祉の方と併用も出来ないので

不便です!!（男性、61 歳） 

○薬の管理をケアマネさんにたのむ。（女性、80

歳） 



（４）要介護認定者調査《本人回答》 

137 

○実態調査は大切だが、このレポートを書くのも

ストレスになる。一人で両親を介護するのはつ

かれる。ケースバイケースでそういう状態にあ

る人々にもう一歩進んで介護者への支えんをの

ぞむ。（女性、84歳） 

○おじは同居でしたが、自分の事を言わずに生活

して、一緒にしていた事は食事だけでした。そ

んな中、悲しすぎる老後、やっとデイサービス

に行って毎日に張りができました。本人は何も

行動できないのが高齢者福祉なのか…。今は腎

炎で倒れただけ、歩けると思って、半年入院中。

おじは“いつまでここに居なきゃいけないんだ

～！”と訴えます。主人は“おじとオレどっち

が大切なんだ～”娘は“どうせ私はひとりでや

ります”母の事、私はがんばっているんだけど

皆、不満なんだと思うと…。退院後どうなるの

か、おじも私も不安だ。在宅にしたいけど、ホ

ームは入れないだろうし。グチでした。すみま

せん。（男性、71歳） 

○・現在左半身麻痺状態。左足に装具を着け介助

により散歩しておりますが段差や傾斜があると

足が竦み、立ち止まってしまいます。1.歩道の

高さがまちまちであり 2.自家用車の出入りの

為歩道に傾斜をつけているが各家庭により、傾

斜の角度がまちまちである。これを統一しても

らいたい。・松戸市で一番乗降客が多いと思われ

る松戸駅にホームから改札口、改札口から一般

道路へのエレベーターが無い。その他常時タク

シー使用になってしまう。これは JRのことであ

るが、是非市として申し入れてほしい。（男性、

80 歳） 

○認知症の母親を毎日みていますが、だんだん出

来ていた事が出来なくなって、何回も同じ事を

聞かれ、わかっているけれど、息子としてはと

てもつらいです。外に出た長女が週 4日位来て

はくれますが、デイに出すのにしたくをしたり、

くすりをみたり、仕事に行く時は家のとじまり

はだいじょうぶか？不安になります。母も、自

分がボケて来ている事に心をいためて、毎日死

にたいというのが本当につらいです。いいとき

もあるので。今はいいですが、これから先、自

分も年をとって親をみてあげれるか、不安でた

まりません。長男より。（男性、82 歳） 

○妻に負担をかけていることがつらいです。（男性、

69 歳） 

○具体的に将来自分がどの様になるか分からない

ので日々を安心してくらせる様に望むだけです。

介護のみでなく、町の治安、防犯など精神面で

の安定も大事な事と思われます。（女性、73歳） 

○現在訪問看護士の世話になっている為困ってい

ることは有りません。（男性、80歳） 

○ムスコ（65才）カイゴ 3実父（96才）カイゴ 1

現状ではますます世話になりたいと思います。

なにとぞよろしくねがいます。（男性、65歳） 

○老人ホームを利用したいと思いますが自分の資

金と、何年生きるか分からないので、どういう

ホームが良いのか判断に苦しみます。自分が千

葉県で子供が埼玉県の場合、千葉が良いか埼玉

が良いか迷って居ます。今までは自分の判断で

物事を判断して良い人生を送って来ました。良

い想いで夫婦幸せに過ごして来ましたがこれか

らは一番むづかしい人生が待って居るようで不

安です。（男性、90 歳） 

○息子夫婦と同居生活なのですべて相談して居り

ます。（男性、90歳） 

○身体能力の低下、認知症の状況は人によってま

ちまちです。介護する人間にとって一番大変な

のは下の世話、徘徊、暴力（本人の）です。こ

れらは精神的に疲弊し、強いストレスとなりま

す。これらの解決策はないものなのか。又、介

護度が進むと紙オムツ、パンツ、パット、下敷、

専用洗剤などなど、必要な物が増えお金もかか

ります。洋服やくつにしてもこのような人用の

物は廉価な物も、又、便利な物もなく、それら

1 つ 1 つがストレスになります。在宅介護が進

められている中、どうしたら快よく、家族全員

が重介護対象者と共に生活できるのか、まだま

だ課題がありますネ。さしあたり寝たきりにな

った時の紙オムツのスムーズな取り換え方法の

講習があったら参加したいです。（女性、96歳） 

○保険料の負担が大きくなるとの事ですが、どの

ように考えたらよいでしょう。年金等の検討が

ない限り私達はどうにもなるものでありません。

アンケートも現実を見て頂き現役世代が減る一
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方と存じますが介護される立場はみじめなもの

です、つらいものです。勝手な事を申し上げま

した、これが私の本音です。どうぞよろしくお

願い申し上げます。（男性、88歳） 

○11月 15日死亡、子供が記入した。高サ住に H27

年 12 月入居していた。（女性、96歳） 

○本人が要介護 4、配偶者も要介護 4 であり介護

者の身体的、精神的、経済的負担は非常に大き

い。先月、本人は死亡したが、最後まで、本人、

家族とも在宅での介護を希望し、実現できた。

今後も介護サービスの向上と費用負担の軽減を

推進するべきである。（男性、87歳） 

○4 月末からデイサービスに行くようになりまし

た。口ぐせのように「やめよっか」と言ってい

ますが、お迎えがきてくれるので、大変助かっ

ています。良い制度だと思っています。センタ

ーの方々が優しく、良くやってくださるので、

元気で長生きしてると思っています。（女性、92

歳） 

○とにかくパーキンソン病と言う病気とはあまり

知らない人もたくさんいるのです。私も自分が

こんな病気になるとは思いもしなかったのでび

っくりしています。月たんいで悪くなる事がわ

かります。家の中でも思うように歩けないです。

まるでお酒をのんでほろよいのようにフラフラ

と歩くのです。だからちょっとどこかにぶつか

るとすぐコロンでしまいます。顔やウデや足に

ものすごい青アザが出来ます。そのため何回と

なく病院に行ってます。自分で出来る事は何で

もしたいのですがそんなフラフラな人が何かを

やろうと言うと主人がやめろとうるさく言うの

です。そんな事をしてコロンだらどうするんだ

と言うのです。そう言われると何にもする事が

出来ません。体をうごかす事が好きでしたが今

はなにも出来なくなり本当にくやしい思いです。

早く死にたいと思う事も有ります。やりたい事

はたくさんあるのですが何にも出来ないのです。

一生懸命でこの文も書きましたが何を書いたか

わからないと思います。（女性、79 歳） 

○現在、持ち家で介護支援、シルバー人材の人に

よる庭の草とり、通院のためのタクシー券の利

用、etc、お世話になっています。現在 85 才、

最低限の身のまわりのことなど出来ますが、今

から先のこと…身体も精神も高度の認知症など

になった時、私自身を引き受けてくれる看護施

設があるかどうか、いつも心配しています。金

銭的な心配はいりませんが、ねたきりで意識も

ない状態で遠くはなれた娘を呼んで、4、6時中

世話してもらいたくありません。私自身両親の

世話をしたこともなく、兄夫婦がひたすら 90

才以上までめんどうをみてくれていた大変さを

思いますので。そんな施設があるのかどうか教

えて下さい。（女性、85歳） 

○妻です。主人の心配でうつに成りかけ、外に買

い物に行くだけです。町会の集まりも、老人会

の集も、出来ずにいます。話は、ケアマネと民

生員の人に話を聞いてもらいます。（男性、80

歳） 

○介護保険がこれ以上高くならないよう、自己責

任において、いろんな事に気をつけてます。認

定を受けた時はショックでしたが、その後のリ

ハビリや自主トレーニングで社会復帰でき、と

ても感謝です。まだ骨盤骨折は完全に直ってな

いが、日常生活は不自由なく快適です。これか

らも介護保険を使う事の無いよう、気をつけて

生活したいと思います。（女性、69 歳） 

○今、92才、いずれ助けて貰う時が来ると思って

いますが、92才の今のところ、救助を求めるこ

とは起きていない。兵隊の時死なず、幸せであ

った。4 人生き残って幸せでした。それで神を

愛するようになった。感謝と愛が復員後旧制大

学に間に合い、キリスト教に関心を持つように

なったのは生きられて帰れたから。旧制大学に

間に合い幸せでした。今 92才、生きていられた

幸せを人と神に感謝しております。復員後公務

員にならず、出版社に勤めるようにした原因で

す。（男性、92歳） 

○どこに行くにもタクシー、病院にかかる費用よ

り高く大変です。昨年大腸ガンの手術をしてか

ら腸がでてしまいおなかが大きくなって足に来

ています。いつも心配なのは介護をしている妻、

私がなにかあった時一人ではいられないのでそ

の時のため泊まるところに申込んであるのです

が介護 3でないと申込まれない様です。いつも
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心配しています。（男性、85 歳） 

○わたしは 1 人でいるのでいつも悩んでいます。

主人も子供もみんな死んでいません。いまは 1

人でいます。【住所・氏名の記入あり】あまり字

が書けないのでごめんなさい（すみません）。（女

性、92歳） 

○認知症の為代筆です（男性、80歳） 

○現在、施設に入院している。2年位経過。（女性、

94 歳） 

○自分が関わった事でケアマネージャーに対して

思っていた仕事との違いが大きい事に驚いてい

ます。（女性、55歳） 

○知人の夫さんが施設に入所、毎月 20万支払うと

の事です。私の場合は利用料は払えません。ど

うしたらよいかわかりません。Ｑ883.特別養護

老人ホームに入所出来ればいいのですが不安で

す。（女性、82歳） 

○息子と娘がおりますが、はなれて住んでいるの

で意見を書く事が出来ません。申し訳ありませ

ん。（男性、年齢無回答） 

○介護点数を下げずに、体調維持の為、今迄のサ

ービスを続けていきたい。悪くなれば大勢の人

が介護保険料にもひびく。悪循環になると思い

ます。（男性、69歳） 

○最後は特別養護老人ホームでお世話になると思

っております。主人 81才、私 79 才。（女性、79

歳） 

○本当に有難くサービスを受けさせていただいて

います。感謝申し上げます。（女性、59 歳） 

○主人 72 才、アルツハイマー型認知症（発症 3

年目）介護 1。昨年ケアマネージャーさんと出

合え、デイサービスに週 3日通える事ができ本

人はとても元気で明るくなり、病院の先生もび

っくり、「本当に良い場所に行けて。男性は施設

に通う事はとてもむずかしいのでこんなにもス

ムーズにデイサービスに通える人はなかなかい

ないのですよ」と…。私も子供達もどうしたら

いいのかと悩み苦しみ、1 つ 1 つクリアしなが

ら今日まで支援課の方々にも色々お話しを聞い

て頂きました。ありがとうございます。介護保

険のあり方は介護を受ける立場になって始めて、

勉強し、いざという時は本当にありがたいシス

テムだと実感している所。なるべく今の制度を

続けて行って欲しいと思います。これからは介

護する方も高齢になっていくので今の制度を持

続して、又、一つ上の制度、よりよく高齢者が、

平等に過ごせる社会になっていけると良いと思

います。妻（男性、72 歳） 

○本人は S.31年 12月 3日生要介護 3状態が重度

なので早く、特別養護老人ホームに 1日も早く

入所させたいです（今は株式会社メイトケアに

入所しています。歩けない、読めない、書けな

い、自分の年もわからない、手はふるえる）ま

た家には大正 13年生まれの母がいます。介護認

定はしていませんが大変なんです。（女性、59

歳） 

○ご本人に読み上げて、ご本人のこたえを、記入

はケアマネが行いました。（女性、84歳） 

○しせつに入ってる為、全部お願いしています。

（女性、96歳） 

○介護保険、高齢者福祉の恩恵にあずかることが

でき、感謝しております。家族以外の福祉関係

の方々にもお世話になり社会はやさしいと感じ

ます。（男性、74歳） 

○本人は週 4 回のデイサービスを楽しみにしてお

り、一日中皆さんとお話ししたり、笑ったり出

来て、楽しいと云っております。その一つには

施設の皆さんの、親切なお世話と、送迎車があ

るため殆ど屋外は歩けなくても、入院中又は病

院通い以外は殆ど休まず参加出来る源であり体

調が、悪い中でも何とか維持されている理由だ

と考えて、本人も感謝しております。どうも有

難うございます。今後とも継続していただきた

くお願いいたします。（女性、83歳） 

○年々人口減少、高齢者が増え、行政機関におか

れましては現在のより良い高齢者の為の生活、

将来の展望等など大変な施策等に御苦労の多い

事と存じ厚く感謝致しております。どうか現在

将来増々頑張ってより良い結果になります様祈

ります。よろしくお願い申し上げます。老いた

りと言えども私達の少しでも負担のない様に頑

張って生活して居ります。（男性、93歳） 

○1.介護保険のてびき、高齢者いきいき安心セン

ター、ハートページなど諸冊子があるが、専門
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用語が種々雑多で、同じような言葉が多すぎて

理解しにくい。2.実際の介護サービスを受けて

いないので、大ざっぱなことしかわからない。

もっと図解があっていい。3.近いうちにサービ

スの利用を考えたいのでケアマネージャーとも

話したい。（男性、81歳） 

○アッパク骨折のためホームにお世話になって居

ます。娘時代は戦争時代かかわり各家族制度人

生ふりまわされた気持ちです。もう少し介護保

険制度の簡単制度、あまりにもわずらわしいの

は入所の際の手続きはビックリです。娘から聞

きあぜんです。人生終のおわりはお金との戦い

です。（女性、90歳） 

○長生きしすぎた。年を取るとろくな事ないと月

に 2～3回思います。毎日自分 1人では生きて行

けない。家族は勿論介護の人にも毎日来て貰わ

なければどうしようもない現状ですので悲しい

です。（女性、87歳） 

○お金がなくて苦しいです。年をとって生活も大

変です。勤めていればお金が入るけど、私は出

る一方です。（女性、93歳） 

○現在、入院中なので本文についてお答えできな

い個所が有りますので申し訳有りません。（女性、

96 歳） 

○本人は脳梗塞のため 8月以降入院していますの

で本アンケートは入院前約 10 年にわたり介護

して来た夫が本人になり代わり入院直前の状況

を解答しました。（女性、92 歳） 

○腰椎圧迫骨折により、要介護 1 になりましたけ

ど、わからない事が多く大変でした。ケアマネ

ージャーと云う方にめぐまれないと、よくいか

ないと思いましたが、そういう事があるのがふ

しぎです。介護を受けると云うことは不安が

色々ありますので、親切にしていただきたいと

思いました。（女性、74歳） 

○介護者として、主人が倒れて 12年ですが、再度

去年入院するまで介護保険使用せず、入院して、

病院の紹介で使わせてもらってます。老人の多

い年齢に老人も少しずつでいいから出来ること

…基本は歩くことから初めて、寝たきりの日数

を 1日でも短縮することと思ってます。松戸歩

こう会を始めて、25 年続けさせてもらって…25

年に次の人にタスキをお願いしましたが、これ

からは 2 人の超老々介護、1 人は絶対元気で介

護をと…私はいつも…そして自分もよく言われ

る健康寿命をと…願ってます。基本は一日何分

でも歩き、人と話すことと思ってます。（男性、

92 歳） 

○介護保険の適用を受け、様々なサービスを利用

しており、大変感謝しております。（男性、89

歳） 

○私が 18の頃、東京都町田市にある芙蓉病院（当

時、理事長四ヶ所ヨシさん）で、准看護婦とし

て 5ヵ月勤めました。で、おむつ交換とか、食

事介助とか、朝のムシタオル配りとか etc。医

師に叱られて、勉強が足りないと恥じ、都心へ

出ました。会社勤め、約 20 年の後、40 代に千

葉県の幕張で外科医院に勤め（主に老人専門の

医院）、カシロン・ノイロトロピンの静脈注射と、

失念したもう一組の静注（20cc）を 1 日 18本前

後打ち、当時、65 才前後の Dr にしかられなが

ら、1 年 2 ヵ月頑張りました。当時、そこの待

合室は、午前中、お年寄りのサロンでした。ま

さか、自分が…。（女性、69 歳） 

○近所の 1人暮らしの人にあなたは幸せねと言わ

れます。嫁に面倒を掛けています。とても幸せ

です。何でも言う事に対応してくれています。

良く私をやさしく、何でも話せて面倒を見てく

れています。ありがたい事です。なるべく世話

をかけない様に足・腰の運動をしています。要

介護 3 になると保険料が高くなるのでそうなら

ない様、日頃、努力しています。（女性、92歳） 

○独り暮らしというものはむなしいものです。デ

イでは楽しくさせて頂いていますが帰ってくる

と死にたくなります。世の中私だけが独りでい

るかのような気になるのです。不思議なもので

夜になると家に帰りたくなります。猫ちゃんが

待っていると思うからです。このむなしさは言

葉には言い尽くしがたいのです。今の親子関係

（自身）は無惨です。子供なんていてもいなく

ても同じです。くやしいのです、ペットの方が

可愛い私です。生命保険は猫ちゃんにあげたい

のです（これから相談します）。「近親者の方に

回答していただく…」→そんな人はいません。
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介護は身体だけでなく心も介護して下さい。お

願い致します。（女性、73歳） 

○主人の様子が日々変化していくのを見るのは辛

いです。この先、どの様に変わっていくのだろ

うと不安です。先日ケアマネージャーより施設

で他の人とのトラブルがあったのでもしこれ以

上、悪化すると対応出来なくなり他を捜しても

らうようになるかもしれないと告知されました。

その後、担当医（もの忘れ課外来）に相談しま

したところ、この病気に効く薬は無いと言われ

ました。それでも一種、薬を増やし様子をみて

いるところです。前頭葉側頭型認知症です。（男

性、68歳） 

○現在は介護保険を利用しデイケア週に 3日行く。

（男性、78歳） 

○家内が介護施設に入居し約 7年、⑤しており、

週 1回、定期的に訪問しており安全の確認をし

ており、介護方に食事等（排泄その他を含む）。

本人介護①（男性、91 歳） 

○すみません、私は腰がいたくて何も出来ないの

です。主人がいうには背骨がまがっているから

入院出来ないというのですが。おねがい致しま

す。主人も重体ですが何もかもやってもらって

います。すみません、何とか生きています。（女

性、79歳） 

○両膝関節手術に入院 2ヶ月（日大駿河台病院）。

その後、同病院精神科でアルツハイマー型認知

症と診断される（平成 22 年.12 月）。現在週 2

回デイサービス（グリーン）小金上総町に AM10

－PM15:00 行ってます。よく面倒を見てくれま

す。現況位でいればよいのですが、私も 82 才過

ぎ高齢化社会での、国の方針には疑いがあり、

松戸市も大変でしょうが、老人福祉に現状維持

位で進んで下さい。お願い申し上げます。（女性、

82 歳） 

○市民アンケート、解らない所もありましたが協

力しなければと思う、記入致しました。主人要

看護 2で 3年、胃ガン手術で 7年すぎ、私も高

齢になり自分の事もたいへんになりました。サ

ービスを受けてもらうと良いのですが私で済み、

他人さんに見てもらうのが気を使うのでいやで、

家で勝手に、酒・タバコをしている老人も多く

なり、介護保険もたいへんな様で、サービスを

受けられた事が明年は出来なくなる話もきいて

います。現場でお仕事に携わる方に感謝して、

もっともっとたいへんな人がいる事を思い、あ

まり先の事を考えずにみまもるだけです。（男性、

76 歳） 

○軍隊（特攻隊志願）でお國の為と戦って来たが、

終戦となり仕事も軍隊で教えて貰った精神で今

日迄懸命に働いて来ましたがハット我に気づけ

ばもうこの年でガッカリです。市の職員さんに

教えて貰いましたが親は子供を一生懸命育てて

気ましたが子は親の面倒を見なければならない

と云う法律はないそうですネ、これもガッカリ

です。それでも子供はこの法律を知ってか知ら

ないか分かりませんが親の事を心配して物心、

両面で支援くれる子供もいます。（男性、91歳） 

○H28.6.11 に主人が脳出血により左脳にダメー

ジを受け、認知機能高次脳機能障害、記憶障害、

注意生涯、失行構成障害、言語障害運動障害と

こんなに脳の力は生活する上でいろんな事を司

っていることを現実に知った。少しでも健康な

内に生活習慣、健康診断を受けて置けば良かっ

たと、後の祭りです。病気をかくすのでなく、

リハビリでこんなに良くなったと云いたいです。

リハビリ病院で訓練を受けたい。“熱望です”。

（男性、76歳） 

○お世話になり本当に助かっております。おかげ

様で身体の動作も大分、ラクになりましたが、

表面にみえない痛さだけは、他人様には理解し

て戴けないのが一番辛く感じております。お世

話になっている介護事務所の方々や、ヘルパー

さんには心から感謝致しております。ありがと

うございます。（性別無回答、79歳） 

○83 才です。介護保険や高齢者福祉に関しては、

良くなって来ているように思いますが、なるべ

く自立出来、一人でも生活出来るように、努力

して行こうと思ってます。（男性、83歳） 

○（介護者）突然に要介護 1 を認定され、本人も

身体が思うように動かずいらだちもあり、介護

者に当たったりもします。声が大きく、言葉も

荒くなったりもします。あまり任せてしまうの

も良くないのではないかとも思い、出来ること
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は、自分でやろうと云う気合いを入れて取り組

んでもらい、出来ないことは手助けしていけれ

ば良いかとも思ってます。未だ、介護 1 の状態

ですので。（男性、79歳） 

○収入が国民年金だけなので今年金を下げるとか

言う事が出ているがこまる。自営でなくなって

20 年近くたつ。（男性、76歳） 

○介護している妻は、自分の本当の気持を夫に言

えない。2 年近く、自由な時間がなくつらいで

す。ケアマネージャーさんがうまく話をして、

少しでもデイケア（3 時間）を進めてくれたの

は、ありがたかったです。夫は今、体調不良に

なり、あと半年、あと一年、一人で世話するよ

り仕方ないと思っています。本人の性格を考え

ると、言葉に気をつけてお互いおだやかに暮ら

せるのが一番と思う世話しています。いつまで

も希望を持って、努力しているので、（室内歩行）

その気持は、よくわかります。（男性、76歳） 

○以前、（柏）やわらぎ苑の野澤さんがケアマネー

ジャーとしてお世話をして下さり、その施設で

ボランティアもさせていただき、充実した日々

を送ることができました。今度まだ、ボランテ

ィアをさせていただこうと考えています。日々、

何か目的（仕事）があると何とか一日充実でき

ます。ただの家事だけでは充実できないので。

（女性、61歳） 

○本人（91 才）本人はこのアンケートには答えな

い（面倒なので無視）。日常のすべてを私（妻）

が代書しています。他人との接触を好まない人

です。（男性、91歳） 

○私が軽度の障害があり妻が軽度の認知症をわず

らっている為どちらかが急病に成った時の対策

がとれない場合があるのが非常に心配です。（男

性、74歳） 

○この様なアンケートでも書くことが体の負担に

なっている。いい加減な答え方になった。（男性、

83 歳） 

○現在、デイサービス、ショート、訪問看護を利

用しながら、なんとか生命維持している状態で

す。皆様に感謝です。（代）（男性、86歳） 

○毎年年金が少なくなり又 1 年ごとに身体の調子

が悪くなり、難聴で補聴器も両耳に必要。両膝

の月 2 回の注射は駄目、手術をしなければ治ら

ぬとの事。又心臓も手術して薬を飲んでいる。

腰椎の方も脊柱管狭窄症手術市、金具が 6ヶ所

に入っている。その為 5分位で腰が痛む。今後

身体の調子は悪くなり医療費が多くなると思う。

生活が不安定。（法人税の減税等もってのほか。

年金で暮らしている人達の事を考えてほしい。）

（女性、86歳） 

○現在千葉・柏リハビリテーション病院に入院中。

（男性、67歳） 

○松戸市へ移って約 40 年、透析 40 年、車椅子に

なって約 14 年、本当に松戸市に引っこしてきて

良かったと思います。近くの市でここ迄あたた

かく病人をあつかってくれる所はないからです。

（※東京都は別です!!）（男性、69 歳） 

○私共の生活も苦しく、やりくりして暮らしてま

すが、特養ホームの職員の方の待遇を改善して

もらえたら、良いサービスがふえると思ひます。

今の政治は本末転倒です。3 月に家の中で転倒

骨折救急車で入院、その後リハビリで 3 ヶ月入

院、ソシアルワーカーから要介護を③に上げる

と云われ、市の調査を受けましたが、査定は②

にとめおかれました。その後都内在住の息子迄

呼んで、施設の入所を進めてきました。しかし

私（夫）費用を出せませんし、息子も出す気も

お金もないし、やめました。要介護 3～5になっ

て施設に入れざるをえない場合、費用等はどう

したら良いのでしょうか。相談の窓口はあるの

でしょうか。（女性、81歳） 

○私は一人くらしですべて自分で出来る事は自分

でやるときめて自分でやってます。犬とねこと

三人で一日でも長く生きたいと思ってがんばっ

てます。（女性、80 歳） 

○高齢者にここまで書くのは非常に負担が大きい

ように思います。出来るだけ要介護のクラスが

上がらないようにと思いますが、むつかしいよ

うに思います。出来るだけ努力致しますが、よ

ろしくお願い申し上げます。H16.12.3この様な

アンケートをする時は、誰かにアンケートを持

たせて、解答させた方がいいと思いますよ。（男

性、91歳） 

○在宅で、介護保険のサービスで生活していたが、



（４）要介護認定者調査《本人回答》 

143 

入院の回数が多くなり、施設入居をしましたの

で、回答にそぐわない所があるかと思います。

（女性、87歳） 

○今後、自宅介護に成ったら、どうしたらいいか

わからない。自分が仕事やめて介護にあたるし

かないか？義理の母親は 84 才で、今後、介護が

必要に成ったらできない。相談所を知りたい。

（女性、60歳） 

○実は、現在本人は転倒による骨折の為、長期入

院中の状態です。この間に認知症の症状が思い

の他、早く進んでしまっています。そして、高

齢による多臓器不全を起こし、命の危険を招い

てしまっています。救急病院から医療病院へと

転院させられさて、次は…？と迫られ、療養型

病院（老人病院？）なのか、施設なのか、自宅

なのか？究極の選択を迫られ、「どうしよう？」

という時に、今の状態に陥ってしまいました。

『病院』って何なのでしょう??（女性、88 歳） 

○設問の内容が、よく理解出来ていない為、一部

には、曖昧なアンケートの回答になっているか

も知れません。すみませんでした。（女性、85

歳） 

○現在、デイサービスは、週 3回お世話になって

おります。（男性、80歳） 

○介護で介護していくことの大変さを知った。介

護される者の気持ち、思いが、認知の症状でわ

かり得ない事が多いので、介護される者のスト

レス、機嫌の良し悪しで中々家族以外の人に相

談、助けを求めることが難しい事もある。介護

する家族の体調、ストレスがとても心配である。

代筆者、別居の娘より。（女性、55 歳） 

○個人情報とかアルツハイマーになっている人の

人権とかに私はふりまわされ、主人のわがまま

が人権と個人情報の壁に泣かされています。今

現在、主人のアルコール依存とアルツハイマー

で自分自身の事など考えられません。アルツハ

イマーの主人の人権、病気になった方を世間も

同情的でお世話して下さる方や、家族の人権が

ないがしろにされているとしか思えません。法

律も…。私は主人を観てて、主人の家族を観て

て自分の事しか考えない人々に、どう対すれば

と悩むばかりです。もっと介護する方々をつぶ

さない政治であってほしいと思います。（女性、

69 歳） 

○今迄にこのような福祉や保険についての記事を

読む経験はかなり少なく、改めて意見や感想を

のべるのは難しい。むしろ目の前で起こった日

常の感想を思い返して考えた方がよいかも知れ

ない。多くの方々が明るく親切に対処している

姿を見かけて心に新しい感動を覚えることが

多々ある。平和な時代に生きることの喜びを感

じる。（女性、85歳） 

○字がうまく書けないので、失礼させていただき

ます。夫が加齢で黄斑変性となり、いつ失明す

るかわからない。（女性、79 歳） 

○本人がアルツハイマーのため、書けませんが、

言っている事は、現在の住居で生活したいが、

体が動かないので、短時間のデイサービスを毎

日行きたい。←昼ごはんを食べに行くだけの日。

おふろだけの日など。または、訪問介護を 30

分ずつ 1 日 2回来てほしい。（女性、93 歳） 

○現在パーキンソンになっている。出来るだけ現

状維持に務めたく思い、週に 3回通所リハビリ

にて体を動かす様にして筋肉の衰えを防ぐ為に

努力している。通所リハビリを利用できること

は有難い事だと思っています。（女性、83歳） 

○時々家の中で転倒する事がありますが、そんな

場合は本当に困っています。半身マヒの体なの

で起こしてあげられない時に、どうしていいか

わかりません。（男性、79歳） 

○市や介護、医療機関に大変お世話になっていま

す。（女性、69歳） 

○現在中央病院でほとんどお世話になっています。

今のところ充分です。（男性、82歳） 

○私は 49才の時、後縦靭帯骨化症の手術を受け難

病と言うことも知り、その後股関節、腰すべり

症、セキチュウカンキョウサクの手術を受け、

今は転倒が原因で、両肩そしてひざを痛めて治

療中です。1 人住まいと言うこともあり、今後

の不安でいぱいです。両松ば杖を使用していま

すが、歩くということはとても大変です。家の

中は歩行器を使っています。（女性、72 歳） 

○・健常者がいると、ヘルパーさんの仕事が制限

される。而し健常者が朝六時に仕事に出て、夜
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八時頃帰宅する。よって、介護人の仕事は援助

がない、疲れる。・車椅子で旅行へ行きたいが、

案内パンフレットはないのでしょうか？（女性、

86 歳） 

○人生の半分病に向き合い、残り 11年寝たきりで

体全体が働かず、気管切開をし胃ろうをし、大

変な毎日を過ごし皆様のお世話がなかったら出

来なかったと思います。在宅で 11年介護し、と

こずれも作らず介護し、何もかも介護のお世話

にならなくても気持があれば出来ると思います。

（性別無回答、82歳） 

○途中に申し訳ありません。本人の様子を見てる

範囲で記入しました。（男性、73歳） 

○以上、娘が回答しました。すみません。（女性、

80 歳） 

○独居、歩行困難なため 1番困っているのは、（女

性、65歳） 

○今年 3月に思ってもいなかった事が我が身に起

こり半年もの長きにわたる入院生活を送りまし

た。そこで耳にした事聞いた・読んだニュース

など考えさせられました。日本の福祉・介護は

まだまだ諸外国には及ばないと感じました。ま

ずは経済な事、そして退院出来た時の身の振り

方など諸々関係者の方の向き合う姿、やさしさ

など考えて戴きたいと思います。幸い、私はや

さしい家族に恵まれ手厚い介護を受けまったく

動かなかった手もこうして雑ではあるが字を書

ける様になり幸せを取り戻しました。（女性、76

歳） 

○本人に答えられる能力がありません。前項の質

問もなりかわり答えましたが、本人がそう思っ

ているかどうかはわかりません。（女性、93歳） 

○現在は病院で治療を受けてまあまあ 1 日を自由

に過ごしていますので、動けなくなってからの、

また眼がもっと不自由になったらどうしようと

いう心配があります。この程度だったら家の廻

りや家庭内の雑事がよくできない程度で庭等そ

の他シルバーの方に助けられていますので、あ

りがたいと思っています。（女性、76歳） 

○介護施設～四ヶ所変わりましたが本当に役立っ

ているのは利用者の三割乃至四割であって、後

の六割近くの人はまったく介護の必要性がない

人が利用しています。介護保険料値上げには絶

対反対です。私は厚生年金ですからまだしも妻

は弐万数千円の国民年金の支給額に月六千円の

介護保険料は「酷」です。そもそも国民年金は

老後の生活費なのですから。いたずらに介護保

険の値上げを考えないで、介護施設の内容を吟

味して税金を支払うに値しない施設は排除すべ

きです。一日いても体操一つやってくれず、一

日中食事とお絵書きをして、はい、それまでと

云う施設もありました。うちいは静かにしてい

る施設なのですからと云われた、施設が松戸市

野菊野にありました。入所して三ヶ月でやめま

した。妻は今年五月から人工透析をしておりま

す。男性の透析者も多いですから注意していま

す。（男性、92歳） 

○入院する度に介護保険や高齢者福祉に大変助か

りました。ありがとうございます。現在週に 3

回透析に行っています。（女性、81 歳） 

○両親が認知症、在宅で介護しようとしたが結局

両親共に骨折させ、認知を進行させてしまう。

両親共に見ている為、仕事を出来ず 2年が経過、

両親の年金だけで 2 人分の特養の支払が出来無

い。市民税非課税の問題で結局 1 人分の（特養

でさえ）の支払しか出来ず、見殺しとなる。毎

日、父親の病院と母のホームに通い、少しでも

認知の進行を止めようとしているが、父の病院

後の生活を考えると、どうして良いのか。両親

の年金でホームに入れないしくみは、なぜ？（女

性、85歳） 

○要介護認定からはじまり住宅改修、福祉用具購

入、福祉用具貸与、退院後は訪問入浴訪問リハ

ビリ、介護タクシー等々介護保険サービスにと

ても世話になっています。デイサービスは送迎

バスで車イスのベルトをはずさないままスイッ

チを入れ、しめつけられてから二度と行かない

と云うので在宅全面的になりました。今後とも

よろしくお願い致します。（男性、82歳） 

○70％：30％で本人と、介護者（妻）で記入しま

した。（妻）（男性、72 歳） 

○昨年は心臓冠動脈バイパス手術 5本、足指壊死

による形成外科手術（足指 3 本欠損）、入院中に

透析になるなど計半年近く入院致しました。病
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院の相談窓口の方々に、お世話になり、市役所

で様々な恩恵を受けることになりました。手続

きをするに当たり、どの課でも適切に、優しく

…対応して頂きました。現在退院してから 1年

たとうとしております。透析、定期検診検査を

受けながら快復に向かっております。感謝しな

がらすごしております。（男性、71 歳） 

○「かやの外」ということばを聞いたことがあり

ますが、私のように、年金から介護保険料、後

期高齢保険料、住民税など、さし引かれのこり

が、手金となります。手金がいただけてありが

たいですが若い頃の私は、一人の子をおぶって

一人の（上の子）の手をひいて託児所にあずけ、

子も泣き親も泣き泣き働いてかせいだお金です

……。当時は自分の子どもより人様の子どもの

方が、大切な世の中でした。そのかわり親御さ

んも信用してくれていました。いままでアンケ

ートに答えたようなことは、今、80才になって

はじめてきくことばかりで、全くの「かやの外」

でした。市が大きくなって私たちのような枯葉

人間までは手も目もとどかないのでしょうか。

残念です。情けないです。長いアンケートで何

日もかかりました。途中抜けたりしていると思

います。どうぞ、お許し下さい。（女性、85歳） 

○介護保険、高齢者福祉があるようですが、どう

ゆう判断（元気な人でも）で決めるのかまだわ

かりません。（女性、77歳） 

○介護を受ける側の世代になり、若い人の世話に

なっているので負担が気になっている。（女性、

82 歳） 

○介護や高齢者福祉に関して今後ますます、人口

が減少し、家族が分散していくなかで、親の介

護をするのは非常に難しいです。私に関して言

えば、介護する者も七〇才近くになり、高血圧、

手足の筋肉の衰え、自分の健康もままならなく

なって来ております。家内も同様に高血圧、白

内障など健康について、不安な状態です。親の

今は私の将来を見ているのです。老々介護は現

実です。同居していれば、こんな介護者が普通

だと思うのです。健康で裕福で、施設に入所出

来る人なんてそんなにいないと思います。友人

のように兄弟で本人分の年金と足りない分を出

し合うというのが理想です。そこで、介護保険、

高齢者福祉制度が出来たのです。このような制

度が悪いはずがありません。ただ、一〇〇人い

れば、一〇〇人の要望に応えられるように、き

め細かくすべきです。この先、私も介護される

予備軍として、母の介護と私が正気なうちにど

のように介護されたいのか、列記します。さて、

我が家の介護状態についてお知らせ致します。

母、九六才、腰が曲がり、膝も曲がって硬直し

ています。歩行は手を添えなければ困難な状態

です。寝返りもままならない状態です。従って

一日の殆どはベッドでの生活です。私（68 才）

が誰なのか教えないと分かりません。繰り返し

確認させます。家の中も、朝夕のデイサービス

の移動だけ車イスです。靴を履くことも脱ぐこ

ともスムーズには出来ません。こんな状態でも

デイサービスとショートステイを交互に利用し

て過ごしております。ショートステイを利用す

る理由は私と家内（66才）の健康と体力回復の

為です。夜中には必ず二度ほど起こされます。

本人は起こしている積りはないのでしょうが、

何をするにも声を発したり、補助テーブルなど

所かまわず叩くのです。そうしなければ動けな

いのでしょう。若い人が「ヨイショ」ならば、

母は「パンパンパン、パンパンパン」三拍子で

す。この調子が良いのでしょう。しかし、夜間

は私には「誰か来てー」「誰かー」に聞こえるの

です。よくベッドから落ちることがあるからで

す。このように夜間は起こされます。毎日の事

ですから大変です。九六才の人間は昼夜を問わ

ず、眠ければ寝、食べたければ食べ、時間の感

覚がないのです。デイサービスは朝、送り出し、

夕食を済ませて戻ります。今日の夕食は何を食

べたのと聞いても、「食べてない」、今、食べて

ばかりでしょう、と言っても「食べてない」で

す。結局、ジュースと菓子などを枕元に置いて、

横になって食べます。ベッド中では三拍子の意

味のない、言葉、調子をとって発しています。

それが夜中ずっと続きます。いつ寝ているのか

不思議なほどです。一年ほど前までは紙パンツ

を履いていても、ベッド横に置いた簡易トイレ

で用を足していました。しかし現在は、上手く
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出来ず、ベッドはもちろん床まで、びしゃびし

ゃ、大便まみれになることが多くなって来まし

た。この臭いが消えることはありません。床は

汚れた処だけを外したり、交換、出来るマット

を敷いています。なぜかナメクジも出てきます。

この光景は家族にとっては辛く、悲惨です。い

つまでこれが続くのかと苦痛を感じます。（ひょ

っとして、施設に入れるべきレベルなのでしょ

うか？）この状況は施設で、他人が面倒を見る

となると余程の理解がないと出来ないと思いま

す。（施設職員による残酷なニュースを目にしま

す。）私も言う事を聞かない時は手を叩いたりし

ますから。早く死ねばいい、と思われて死ぬの

は悲しい限りです。さて大、小便を紙パンツに

すれば、交換をすればよいのですが、出来もし

ないのに簡易トイレに移動して用を足そうとす

るのです。多分、汚れるのが嫌なことだと、ま

だ理性が残っているのだと思います。ここ一、

二週間のことですが簡易トイレでは出来ないこ

とを悟ったのでしょう、小便はパンツにするよ

うになりました。介護する者としては汚れ物が

なくなるのは助かります。汚物処理は大変です。

しかし、ベッド、シーツ、布団が汚れない日は

ありません。洗濯物は二日、あるいは三日分を

必ず洗濯をします。下着類は少ないですが家で

は洗えない防水シーツ、ブランケット、毛布は

コインランドリーで毎回洗います。一、このよ

うな状況になると家庭での昼夜を問わぬ介護は

困難になってきます。その次に考えるのが、施

設に入れたいが資金が、となります。資金がな

い故に、自宅で介護をと考える家庭については

金銭的、物質的にも負担にならぬように最善の

策をお願いしたいと思います。最後の最後は病

院での看取りかも知れませんが。二、核家族が

大半で、老人世帯が多いと思います。炊事、洗

濯など日常の事が自分で出来なくなった場合、

この場合はある意味簡単です。資金に応じた施

設に入所すればよいのです。低年金生活者が入

る施設が少ないのが現実です。支給される年金

で入所出来る施設があればそれが理想です。三、

常盤平団地、小金原団地は空室が多いと聞きま

す。丸々一棟、二棟を開けて対応をすれば良い

と思います。改修するより新しく作ったほうが

安価ならばそれでも良いが、あれもこれもとな

り高騰することは考慮しなければなりません。

必要があればエレベータを設置、食堂兼ホール、

浴場、介護詰所等を作り、独居高齢者夫婦はそ

のようなところに入所すれば良いと思います。

人手がかかるくらいがちょうどよいのです。あ

まり便利過ぎてもいけません。それを考え施行

するのが福祉行政です。福祉に関して、私利私

欲が先行する、まだ若い我が国は北欧の福祉国

家を手本とするのか、理想は高くあるべきです。

どうすればそれが可能になるのか、考えるべき

です。四、疑問があります。現在、紙パンツの

支給券が配布されており、本当に助かっており

ます。店舗によってパンツだけ交換です。パン

ツに加えて消臭液、あるいは手袋、あるいは口

腔ケアスポンジ等を追加交換できる店舗があり

ます。この対応の違いは何なのでしょうか。ど

の商品も必需品です。以上、思ったことを羅列

してみました。最後に皆が皆、裕福ではないの

です。勤めをしながらの自宅介護は昼夜を問わ

ず家族の負担は重労働となっています。お礼を

一言、母がお世話になっているデイサービス、

ショートステイの職員様、ケアマネージャ様に

は並々ならぬ暖かな気持ちで接していただいて

おり感謝の念でいっぱいです。以上を考慮の上、

対策を講じるよう、宜しくお願い申し上げます。

（女性、96歳） 

○・介護保険について介護申請をしましたが、病

院から療養型病院に入院、その際医療費につい

てですが、療養型病院は月 20 万前後（年間 240

万+交通費）とかかります。病院と住民税非課税

の場合申請すれば高額限度額を受ける事が出来

ますが、療養型病院はどのようになっているの

か解らず案じています。・嚥下は先が見えなくて

私達老人にとって、とても重要と身にしみて感

じました。食べる事が出来れば寝たきりを予防

できるのではと思います。嚥下について、いろ

いろ学びたいと思います。（誤嚥、誤嚥体操、予

防、誤嚥肺炎、のみ込み等々）歩行訓練で手ス

リにつかまり 2、3回休まず往復出来るようにな

りました。そして食事も経鼻栄養から流動食を
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食べられるようになりました。然し現在は食事

は中心静脈、今はたまに車イスに乗り少しでも

筋力が保てればと努めています。※松戸市立病

院救急科の方々には心暖かく看護をして戴き今

でも深く感謝しています。（男性、84歳） 

○お願いこのアンケートが届いて記載中

（H28.12.14～19）にかけて本人（要介護 4）は

体調に急変があり救急で検査の結果、脳梗塞の

疑いで入院してしまった、よって本アンケート

に対して適確に回答が出来ない。（平成 25 年 2

月より、自宅療養しながら訪問リハを受けてい

た。自力歩行不可、着替、寝起も不可。但し食

事は自分ではしを使って食べていた。会話、テ

レビを視るも OKだった。本月 12/14 より上記の

状態となり緊急入院となる（女性、74歳） 

○寝たきりになったどうしよう。此の頃、朝起き

ると手足の痛みを感じ、着替えに時間がかかり、

そんな時、老人性うつ病になったのか心配です。

ねたきりになったらどうしよう。今はそればか

り（お金がないから）。有料ホームにわ入れない

から。そればかり心配です。（性別無回答、85

歳） 

○妻が 10年程前から家の中で転倒をくり返し、足、

腰の再三の骨折で入院のくり返し。昨年 5月に

ヒザを骨折し、とうとう立ち上がる事も歩く事

も全く出来なくなり、寝た切りの状態。現在、

月に一週間のショートステイと週 2回のヘルパ

ーさんに来てもらっての入浴で大変助かります

が、毎日の介護の大変さに将来の事が思いやら

れるので、近々経済的にも余裕が無いので特養

の方に申込みたいと思っています。（女性、75

歳） 

○目が見えないのでくすりを用意するのが大変で

す。1 日 3 回です。透析日、非透析日は 1 回ご

とに、ちがい大変です。（男性、82 歳） 

○独居老人ですので終わりにします。（女性、89

歳） 

○母 96才、歩行できず、ふだんはベッドでの（介

護福祉具）生活。食事等は子（夫婦）が、行っ

ている。まだ自分で食事はとれる。入浴は週 2

回のデイサービスを利用。何せ高齢のため、家

庭での介護生活を選択して、介護をつづけてい

る。本人も私らも、多少のストレスはあるが、

別に苦にはしていない。当然のことと介護をし

て、最後まで、見守って行きたいと考えている。

前期のアンケート、代理として、娘の夫が記入

しました。（3 人暮らし）孫は勤務と別居。（自

営業。現在、介護には負担と思っていない）（男

性、65歳） 

○目が悪く年が年（90才）ですのであまりよく判

りません。近親者も忙しく中々来られません。

足が悪く、何をするにもヘルパーさん頼りです。

（女性、90歳） 

○私は夫が亡くなり 18年一人暮らしです。出来る

限り自力でした。足・腰椎の骨折など、歩行が

ままならず。デイサービスにて入浴の世話にな

っています。外出は付き添いでない限り出掛け

ません。整形外科：月 2回治療、内科：高血圧

月 2回、通院（車、タクシー等）。どこまで出来

るか頑張っています。81 歳です。買い物も外出

も一切できません。配達です。（女性、81歳） 

○時間的に無理の様ですので・・・。（女性、83

歳） 

○これからもっと高齢者の増加がみこまれるので、

各自が出来る事はせいいっぱいする気をもって

健康に気を付ける様、心がけたいと思います。

（女性、73歳） 

○私の母は、5 年前認知症でも一人暮らしを一生

懸命続けていまいしたが、突然ゴミ収集所に鍵

が取り付けられ、ゴミが出せなくなり、家の中

にゴミを溜めるようになってしまいました。文

京区では、老人独居の場合は家の前までゴミを

回収してくれるサービスがあったので、松戸市

に問い合わせしましたが、そのようなことはや

っていないとのことで、認知症でも自立した生

活をおくることが困難になってしまいました。

近隣の方に後日、うちの母がゴミの出し方が悪

く、大変だったと苦情を言われた。母のつらさ

とご近所のつらさ、両方とも申し訳なく思いま

した。今は解消されているのでしょうか？（女

性、88歳） 

○現在、介護付き有料老人ホームに入居したため、

回答が妥当でない箇所もありますので、ご了承

下さい。（女性、86 歳） 
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○12 月 18 日に転倒し、21（水）に脳出血で現在

入院中。入院前に記入した所が多いので、退院

してからが不安で一杯です。（男性、74 歳） 

○脳卒中になって認知症を併発している場合、ど

う対処できますか？私の場合、父を療養型病院

を選びました。他に選択肢があれば教えて下さ

い。（男性、92歳） 

○本人んどう考えているか、不明です。回答しな

がら？？ばかりでした。本当は回答しなくても

良かった（出来ない）のではないかと思いまし

た。（男性、83歳） 

○今回、このアンケートを記入する直前に、骨折

をして今入院したため、自宅での生活がない為、

記入に困った部分があります。以前での生活の

内容で記入いたしました。（女性、77歳） 

○介護を受ける身となり、その重要性、有難さが

身に染みた。幸い私の場合、回復の余地有ると

の所見を得ている。逆の立場になれる様、回復

に向け努力していくつもり（無理は出来ない

が・・・）。（男性、73 歳） 

○私は現在 83歳になる男性で、長男夫婦と同居し

ています。今は、何の不自由もなく暮らしてし

ます。5 年前に妻が亡くなり、毎日お茶とご飯、

お線香をあげています。月曜から金曜まで、デ

イサービスを利用しています。土日は、ショー

トステイを利用しています。（男性、83 歳） 

○本当は介護施設に行きたくはないが、子供への

負担を考えるとやむを得ず行っている感じ。息

子は 1 週間全て行ってほしいと思っているが週

4 日にしてもらっている。理由はストレスにな

り疲れる。介護者とスタッフの出入りが多く、

顔見知りになったかと思うとすぐいなくなり、

又、新しい人との出会いが始まり、その繰り返

しである。（女性、91歳） 

○このアンケートは在宅の方向けに設計されてい

るようです。当方は介護付き老人ホームに入所

していますので、そういう方向けの様式が必要

だと思います。ご検討いただければ幸いです。

締め切り日を過ぎての提出です。よろしくお願

いします。（女性、86歳） 

 

４ アンケート調査について 

○認知症のある者には、この様なアンケートに答

えることはとても出来ないと思います。（女性、

67 歳） 

○字が小さ過ぎて読めないし、内容が分からない。

自分は家族が居るからまだ良いが一人暮らしの

人には答えられない。（女性、87歳） 

○選択肢に「自分がしない、したい、したくない」

しかないので回答できないものだらけ。したい

したくないではなく、体が動かず、できないの

です。（性別無回答、年齢無回答） 

○今回の回答は本人の気持ちということで答えて

いますので、認知症状のある母は答えようがな

い設問が多いと思います。介護する家族として

の意見であれば又、答えは違ったものになって

いましたが…。又、母も認知症になる前は理解

していた事柄であっても現在は理解していない

という状況です。（女性、93 歳） 

○このアンケートは必要ですか？認知機能低下の

人には答えられないし、返答・回答、あてはま

らないものが多くある。近いものに○をつけた

が、正しいものではない。ケアマネージャーの

質がバラバラで当たりハズレが大きい。人とし

て向いていない方がケアマネの場合もあった。

変更したらとても良い人に出合った。（男性、83

歳） 

○質問内容が一般的すぎて、答えに困るものが多

い。（女性、64歳） 

○Ｑ60～Ｑ62で「友人・知人」のことを書かれて

いるが、もう少し定義をはっきりさせてほしい。

仮に安否を気づかう人がいるのか？という趣旨

であるならば、毎週クリーニングを届けてくれ

るクリーニング屋のお兄さんやヤマト運輸の宅

配お兄さんは気さくに話をするので知人に入る。

週に何度も顔を会わせるデイサービスでは、大

嫌いな人もいる。自分の安否を気づかって見守

ってくれる人達は、実はクリーニング屋や宅配

のお兄さんです。できれば「友人・知人・気さ

くに話せる人（業者を含む）」が良いかと思う。

（女性、86歳） 

○このアンケート調査、本人は無理です（高齢の
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為）。次回からは、できません。（女性、96 歳） 

○今回のアンケートに関しての意見です。私は要

介護 5の主人を介護し 12年目になります。介護

の中 9,000人を無作為にとアンケートを送られ

て来ましたが、辛いアンケートが沢山ありまし

た。どうせなら要介護 5の人達に合うような事

も沢山あったと思います。介護をしている家族

として腹立たしい質問が沢山ありました。今後

このようなアンケートを求める時はもう少し考

えてほしいと思います。（男性、66 歳） 

○アンケートの数が多すぎる。もう少し要約して

欲しい。返送の封筒が小さすぎではないでしょ

うか。介護 3 級で特養申込んでおいたのがダメ

になった、体はどんどん悪くなるのになぜ？デ

イサービス 1 割から 2割に全額が上がり大変で

す。（2人共 75才以上で、介護する）妻は大変、

ひっくり返った時、ベッドまで乗せてくれる人

がいなくて（介護の妻はできない）夜中こうい

う時、助けてくれる連絡先があるといい。（男性、

78 歳） 

○年よりには記入事項多すぎる。（男性、95歳） 

○Q63 以降は、認知症で要介護 3、4になった本人

の意志、意見ははかりかねます。介護者が、そ

の前の問からの流れでおしはかってマジメに記

入していきましたが、だんだんと頭を悩ますこ

と多くなり、非常につかれました。どこかに、

「本人の意向がわからない場合─重度の認知症

等─は記入しなくてよい」と書いてあれば迷わ

なくてすみます。介護者本人あての調査書も書

いたばかりで、またこの様な調査書が送られて

きて、やむを得ないこととは思いつつもいささ

か「むかっ腹」が立ってます。（女性、93歳） 

○・「Q93 の問題の設定」に問題アリ、国の予算体

系自体を見直すべき。軍事費を介護へ、オリン

ピックの不要な予算を介護へ等々。・上記のこと

を考えると、他の質問も大丈夫かと考えたが…。

この質問は、松戸市独自なのか、そうであれば、

国へ、制度の変更も含めて、申請すべきだと思

います。（女性、92 歳） 

○・状況は以前と変わらないのに要介護度が下げ

られた理由が説明されない事に疑問を感じる。

（本人の意見ではない。）・現在の本人の状態は、

この様なアンケートに答えられる状態ではない

し、その様な事に保険料を使っていることを改

善する事が第 1 だと感じる。・アンケートの内容

が長すぎる。（男性、88歳） 

○介護が必要なのに、デイサービスの施設に行き

たがらないから困っている家庭もあると思うの

で、このような調査は良い事だと思う。積極的

に社会に参加できない（性格、体力的に）人は、

家族で看る人がいたら居心地の良い家庭での生

活を好むと思う。介護保険の負担は大きく年金

から引かれるので大変だが誰もが通る道なので

この制度をずっと守って頂きたい。（男性、78

歳） 

○今回の質問で、項目が多くて苦労。（男性、84

歳） 

○高齢者支援についての窓口について。常に解り

やすく（または、どの課も窓口であるような、

ことについて）、常に連絡すること。・このよう

な多量のアンケートは無理であるから止めろ。

（男性、年齢無回答） 

○質問内容が、細かくむずかしすぎるので理解し

づらい。（女性、82 歳） 

○アンケートが複雑すぎる。（男性、90 歳） 

○福祉に関する意見ではありませんが、このアン

ケートの設問、あるいは、解答の文章が面倒だ

ったり、判りにくいため、回答しにくいと思い

ます。個人的なことですが、週 3 回通所、リハ

ビリ 2 回、その他週 3箇所で、タクシーチケッ

トなどもありがたいのですが、実質あまりにも

足りないと感じてます。もうすこし移動の補助

があったら、うれしく思います。介護タクシー

無しでは、どこにも行けないのは、ほんとうに

苦しいです。（男性、68歳） 

○こんなに沢山のアンケートは疲れる！（男性、

75 歳） 

○量が多くて、とても疲れました。もう少し減ら

してほしいです。（以上）（男性、86 歳） 

○本人が理解できる文章には答えられたり、短い

文は読みますが、納得させながらのアンケート

は時間もかかり大変です。一人暮らしの方や夫

婦二人暮らし方…別々のアンケート用紙があっ

た方がいいと思います。（男性、76 歳） 
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○高齢者にここまで書くのは非常に負担が大きい

ように思います。出来るだけ要介護のクラスが

上がらないようにと思いますが、むつかしいよ

うに思います。出来るだけ努力致しますが、よ

ろしくお願い申し上げます。H16.12.3この様な

アンケートをする時は、誰かにアンケートを持

たせて、解答させた方がいいと思いますよ。（男

性、91歳） 

○このたびのこの様な企画は素晴らしい事だと思

います。この市の企画を見て、『一般市民が考え

ていることと、違いが無い』という事が大切だ

と思いました。これからも他の方面でもこの様

な取り組みがなされるとありがたい…と思いま

す。（男性、85歳） 

○質問が多すぎです。（女性、83歳） 

○アンケートの項目が多すぎます。質問を 1/3～

1/4へ絞って下さい。（女性、72歳） 

○独居の人は「このアンケートがかなり難しい」

との声を多数聞きました。（女性、50歳） 

○難しい事を聞かないでほしい。（女性、76歳） 

○・高齢者にこんなに多く質問しようとしている

役人は何も仕事をしないのでは。・数字をみて処

理するのは誰でもできる。・松戸市役所の人達へ、

自分で仕事をして下さい（もっと足を使っ

て）！！（男性、75歳） 

 

５ その他 

○国民年金を若い頃から支払い続けている者もい

れば、支払ってない者も平等に福祉を受ける権

利を主張するような扱いに矛盾を感じる。少子

化に伴い、高齢者があふれ、4 人に 1 人が認知

症となるような世の中にまともな介護ができる

訳がなく、この悪循環に対処するには、年金を

未払いの者には厳しく、対処すべきで、誰もが

平等である考えには、納得できない。（女性、57

歳） 

○いずれ介護される事になるかも知れないが、費

用負担（預金の能力が充分でないから）が心配。

老々介護の将来が心配。5 階建の 5 階に居住し

ていて、階段を自力で昇降出来なくなったらと

思うとやはり不安が大きい。教育費や、病院代

が無料の国に見習えとは言わないが、福祉国家、

福祉重視都市と云う割に高負担、低サービスの

国、市であると思っている。低所得者層や、中

流以下の生活者への思いやりがない。市長は

元々民主党出身だと思うが、議会の自民党系無

所属議員の言うがままの状況になっており、反

省と改革を望みたい（アルゼンチンなどを勉強

して来てほしい）。（男性、80 歳） 

○後期高齢者医療保険の自己負担、保険料が高す

ぎる。自己負担 3割はその考え方が判らない。

平成6年度の国民健康保険料が年額 305358円で

した（減額 2月 50,893 円）。（男性、84 歳） 

○昭和 22～24 年代に誕生した新生児が、65 才以

上になる時期。学校給食事業開始と国民の栄養、

食品の豊かさの追求意識化、健康安全な生活習

慣向上等を政策として行って来た中での現在の

ような対応。まずさやおくれを考えると歴代の

政府の見通しの甘さと怠慢にあきれてしまって

いる。と言ってもしかたがないことで今となっ

ては高齢者をこれ以上増やさない政策が必要だ

と本気で考えている。神奈川県のあの事件を想

い出す。（男性、68 歳） 

○全てにおいて現実にかけはなれていて、怒りを

おぼえます。（女性、83歳） 

○なし（女性、71歳） 

○月 25万円を受給している人と、[年金]を、もら

えなかった人の差別が開いていることを知りま

した。（女性、85歳） 

○保険料負担について考えてみた。利用者が薬を

ほしがる、医師もそれに応じる。もう少し利用

者を教育できる医師であってほしい。目立って

いることが生活扶助を受けている人は、必要以

上の治療乃至薬を出している。皆おかしいと思

っている。1 例として、毎月血液検査をする。

その様な検査をする病はない。高等教育を受け

た方がたまたま生活扶助を受けることになった

方、鼻水が出たと言うと薬 10 日分、肩がこると

言ったら痛み止め 1 ヶ月分もらった。その日の

内に外の医療機関に移ったと私に語った。ちな

みに私は食道炎のため胃酸の分泌をおさえる薬、

手足のふるえを抑える薬、二点のみです。（女性、

88 歳） 
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○見た目が普通に見えても不自由で手助けが必要

な人向けにマークを付けることが出来ると外出

もしやすくなる。目が見えにくく白杖をもつほ

どでもないとか文字がかけないとか助けを求め

たい時に声をかけやすい社会になればと思う。

手助けを求めれば親切に手伝ってくれる人は多

いと思うが、言葉がしゃべれないと伝えられな

かったり、えんりょしてしまう。（女性、67 歳） 

○年金生活者にとって、物価はどんどん上昇する

のに、年金はへていくので、今後が大いに心配

です。（女性、87歳） 

○介護保険と直接関係ありませんが、交通機関、

道路等、社会インフラ面で高齢者や、被介護者

への配慮があまりに不足している様に思われま

す。例えば・歩行者の青信号があまりに短時

間。・歩道が狭く、傾斜があり、狭い。車イスで

はとても通れない。・乗り入れ交通機関で通しの

切符を買うと駅員に叱られる。障害者いじめが

結構ある。・松戸市の玄関とも言える松戸駅にエ

レベーターがない！！（女性、63歳） 

○介護認定制度には問題があると考えます。一方

的な見知より（役所側）きちんとした公平な見

立て検証が必要。実際認知度が上がっている場

合がおうおうにして多いのも事実。ケアマネな

どの意見多数。予算ありきではなく、市全体の

見直しが必要。節約、税の有り方も見直す事。

役員、議員などの給与削減が重要。（女性、88

歳） 

○Q89 で書いたのですがパーキンソン病の訪問診

療を希望する患者に対して納得の出来る医師を

育成して欲しい。現在断られているため、通院

しているが厳しい（神経内科医）（男性、72 歳） 

○弱者の権利を守るための地域社会づくりが大切

です。（女性、85歳） 

○具体的に将来自分がどの様になるか分からない

ので日々を安心してくらせる様に望むだけです。

介護のみでなく、町の治安、防犯など精神面で

の安定も大事な事と思われます。（女性、73歳） 

○介護保険 up よりも先に生活保護者を何とかし

て欲しい。本当に必要な人にしか生活保護を支

給しないで欲しい。介護保険料少なすぎ、本当

に 1人暮らしの人は、生活出来ていないと思う。

私の家は、同居しているから、何とかやりくり

しているけど、1 人の人はどう生活しているの

か？不思議です！1 日も早く生活保護者の見直

しをして欲しいです。子供手当てよりも年寄り

の方を重点的に進めて欲しい！以前から、施設

があっても人手不足で入れなかったり、本当に

困ります。人件費も up するとかして、従業員の

モチベーションをあげる事がとても大切な事だ

と思います。必要な人や職業の人には、人件費

を削ってしまう事は違うと思います。反対する

人がいたとしたら本当にその人が介護される身

になって欲しいです。実際に直面した人にしか

わからない事です。直面した人じゃない人に話

してもわかってもらえない事は、イヤという程

経験しました。（女性、79歳） 

○なし（女性、77歳） 

○憲法 25 条関連福祉法を守りその実現に努めて

欲しい。（男性、81 歳） 

○金持って遊び歩いているやからから全部金取

れ！サービス業や手数料で大きな所得だけに日

本はすればいい。バカらしいから農業、漁業、

製造業は一切日本はやめちまえ！私はやめる。

（怒）（女性、86歳） 

○松戸市緑ヶ丘町内民生委員がいない。必要。（女

性、75歳） 

○病院、特養ホーム等で寝たきりの老人を目前に

すると、これでは倖せであるはずがないと思い

ます。当人が元気な内に登録しておくと（私の

希望なんです）安楽死が出来る法律がほしいで

す。自分で何も出来なくて看護を受け、自分は

何も分からない状態なら死んだ方が。充分人生

を満喫出来た様に思えます。（女性、79 歳） 

○介護は小さい子供からおとしよりとふれある機

会をもうけてやるといい。できれば中学校高校

生など介護の体験などをさせた方がいいかもし

れない。（女性、84 歳） 

○介護保険、高齢者障害者なのに、世帯主が高額

の収入ラインをこえているからと言って、医療

負担がストップされて少しでの割合ができたら

辛いと思います。（男性、70 歳） 

○いまの世の中でも同じ貧しい者は自分の生活で

いっぱいでも今の世の中ではもっと大変な世の
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中になったと思う。自分の生活で精いっぱいの

人が多すぎて、頼れる心から話し合える人は居

るでしょうか、他人の不幸を喜んでいる人が多

いように見えて空気雲の様子も分からない、先

が全くよめない時代になったのでは。隣の人に

も本根で話せない時代になったと思います、で

うれしくても困っても自分の胸だけで住所も子

供や孫の名前も言えない、教えない時代になっ

たと思ってます。あらゆる処にニセ者が出まわ

っててちょっとでも油断しなくても、それをネ

タにゆすりたかりにねらわれてダニヒルストー

カーと着きまとわれる恐れの世の中になって、

ニセ警官迄来る出まわってる、本音を見分ける

のに、難しい世の中になってしまって家の中で

デンワ出ても 1 人ですか 2人ですかと聞く人、1

戸建てですか自分の土地ですかときく、電話で

ドキッとします。（女性、80 歳） 

○高齢者には高額な医療は必要ないと思います。

家族も本人もかえってつらいと思います。（男性、

84 歳） 

○後期高齢者とは名ばかりで、何もかも上がるば

かり。現役世代と代わることなくサービス利用

等とても受けられる状態ではない日々の生活。

現役時代と 80 過ぎの現代何一つ代わっていな

い社会に不満だらけです。（男性、81歳） 

○生まれて現在迄の生き方により、個人差で恵ま

れ方で幸、不幸が多いか少ないか分かれる。有

がとう御座居ました。（女性、89歳） 

○子供手当てを無くしその分高齢者に使うべきだ

と思う。生活保護の方には、市は優しいのに年

金をもらってない人にはなにもしてくれない。

私は、娘達に養ってもらっているのでなんとか

食べれますけどつらいです。（女性、82 歳） 

○ありがとうございました。（男性、78 歳） 

○医療保険の利用者負担金は高齢者でも若い人の

初任給程度の所得があれば現役並所得者として

3 割負担であり、また負担上限額も引き上げら

れる。若い内は一般に医療を必要とする場合は

少ないが高齢になれば健康を害する頻度が増加

するのは避けられないから若い人と同列に扱う

ことは上辺の平等であって本当の平等ではない。

実質の平等を考えて頂きたい。（男性、88歳） 

○今後保険料負担が多くなるのは目に見えている

が、保険料引き上げるなら国会議員や行政の無

駄をなくしてからにして欲しい。又、1 人暮ら

しのお年よりのサポートやその介護のための介

護離職をせざるをえない人にサポートもして欲

しい。親の介護をしたいのに、仕事もやめられ

ず、自分の体も悪化していく現状をなんとかし

てもらいたい。（女性、79歳） 

○公団住宅での 1人暮らしの認識を家族で補って

ほしいです。（女性、71歳） 

○現在の介護保険のサービスに感謝しています。

医療保険について、医療費の自己負担額を 1割

から 2割にすること。（男性、85歳） 

○現状のままにすごせればよいと思います。少子

化はさびしいです。高齢者の福祉もお願いした

いと思いますが、まず人口を増す努力する必要

があると思います。そうすれば家族で高齢者を

支えられると思います。気持だけでは何もでき

ません。現実に若い世代の支援をお願いしたい

です。（男性、88歳） 

○・受けている年金額の割に、保険料が高額だと

思う。（40才から約 30年、給与から支払ってい

たので）・現役世代の負担を、増額することなく、

国が？無駄使いせず高齢者、福祉予算をふやせ

るのでは、ないか？（例）議員報酬や、活動費、

年金の優遇等。（女性、73歳） 

○アンケートしてもどこまで声が届くのか？高齢

者社会、日本は一番高齢者介護保険料、年収 180

以下の人は 1 割、収入の多い人は 2割に近いう

ちに変わるようだ。保険料増、税金増もやって

来る。テレビでよくやっている池上章ニュース

解説、日本の介護は外国から見るとおくれてい

る、消費税も 25％と多く支払う、国民に明細な

説明、国民が納得、日本は少ないけど明細な説

明なし、税金多く支払っても老後は国が最後ま

で見る安心していられるとのこと、すばらしい

外国と見ている。学生時代は戦争中だった私の

時代、老後厚い手を伸ばして戴けると働きずく

め老後になってうばすて山、寂しい悲しい、人

生って何だっただろう。考えるとつらい、でも

今の人は年金頂いている、少なくとも若い働き

ざかりの人達は少なく、働く高齢者を支える人
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が少なく、貧困日本国民老人多く、先の見とほ

しの明るい国となってほしい。生きることはす

ばらしいこと、有りがたい。頑張って、泣いて

もよいことは参ってこない、努力して自分の体

を大切に、生きる嬉びを勝ち取ろう。これから

もお世話になります。（女性、84歳） 

○大せいの人の中で生活保護者よりも低い年金の

人も居ますのでその辺の高低を何とか援助をお

願いしたいです。あまりにも不公平だと考えま

す。（女性、85歳） 

○視覚障害者のための福祉をもう少し考えてもら

えませんか。（女性、78歳） 

○安楽死を容易に実行する医学的手段の開発と法

律の整備を望む。（男性、81 歳） 

○保険料は収入によっては現状より高くなっても

仕方がないが、特に平均以下の収入の高齢者様

のサービスの費用は抑えてほしい。子供の頃か

ら、高齢者の生活や必要な手助けの教育をして、

孫や子供が高齢者を気持よく支えられる社会に

したい。（女性、95 歳） 

○特になし。（女性、80歳） 

○良くわかりません。（男性、67歳） 

○Q93 ですが、高齢者が安心して生活できる為に

費用等が増えるのはあたりまえの事。（介護に従

事される方達の収入を維持する事を考えた

り）・少子化を何とかして欲しい。・長い目でそ

こに力を入れて欲しい。松戸市が（千葉県が）

先頭をきってアイデアを出し、市民県民が生き

がいのある人生を送れるように！（女性、81 歳） 

○身体障害者手帳 2 級 1種身体障害者、自分以外

2 人知っているが、2 人はタクシー券もらってい

るのに、私だけタクシー券もらえないのが疑問

に思う。最初もらったが、すぐ間違えたから返

すようにいわれ返したが。（女性、81歳） 

○Q93-3.→皆が安心して暮らせる社会（北欧のよ

うに）。（女性、67歳） 

○制度として大賛成、福祉国家日本万歳!!だけど

給付額がね??国民高齢化、一寸心配!!（男性、

82 歳） 

○日本国内で起きてる様々な問題、現場、医療や

介護施設内でも厳しさをどう把握されて、保険

料の決定があるのか、料金がどう流れてるのか

解らないで Yes とはいえません（正直な所）。（男

性、75歳） 

○・国の財源から出すという意識を国の統治者は

持つ必要がある。他国の支援に莫大なお金を投

じる前に、自国の民の首を絞めることを止め、

国民の命と生活を守ることを最優先にするべき

と思う。・日本国民として、どこに住んでも、全

国同じく医療、福祉、税が同じくするべきと思

う。県や町村によって異なるのはおかしい。支

払い税が同じなのに、福祉の恩典が異なること

に疑問を感じる（例.タクシー券、バス代、弁当

代、他）。・国が責任をもつべきことを、地方任

せにするのはおかしいし、無責任と思う。（女性、

74 歳） 

○今の所、特にありません。（男性、81 歳） 

○社会の皆様方の理解と御協力を心よりお願い致

します。（男性、89 歳） 

○国民年金世帯で生活は厳しい。蓄えがそろそろ

無くなりそうで、正直不安です。又、生活保護

は、できれば受けずに生きていければいいので

すが、いずれはと思うと、正直穏やかではあり

ません。沢山の人達が生活保護を受けられて安

心して過ごせる制度があればと（現実には無理

なのでしょうが）願っています。（男性、72 歳） 

○海外支援する以前にも、もっと高齢者福祉にお

金をかけるべき、あと 1 台 10 億円もするような

戦車や戦闘機が何台も必要？日本は、出産・子

育て、高齢者に対してもっと目を向けてほしい。

（女性、78歳） 

○年金の充実。（男性、68歳） 

○寝食を忘れ働く相談員のさけびより！！①特別

養護老人ホーム入居待ちを改善してほしい（例）

入居者特別保険料を設け、財源としてもよいと

思う）。②救急車をタクシー替わりに使い馬鹿が

いる世の中。救急車の 1 回の出動で 1000円位の

料金は払っても良いと思う。我が命を助けてく

れる救急隊員に感謝を。③ボランティア（無償）

精神も良いが、多少の有償ボランティアがあっ

てもよいと思う。（女性、79 歳） 

○介護認定や生活保護を受けている方の認定のあ

り方が少し矛盾している様に思われる。基準に

対し、もう少し厳格な調査をしないと不公平差
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が埋まらないし、税金の無駄にもなる。生活保

護を受けている方本人が話した事だが、預金は

下ろしタンス預金にしなさい。タンスの中まで

は調べないから・・・と民生委員の方が市議会

議員と来て教えてくれたと言う。話も聞いてい

ます。厚生年金で月 75,000 位頂いて、犬も飼っ

ていて、戸建ての家に住んでいます。みなさん

にアメ玉や果物等振る舞い、一人暮らしの買い

物以上に物を振る舞っている姿は、とても良い

気持ちになれません。（女性、73歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）要介護認定者調査《家族等回答》 

155 

（５）要介護認定者調査《家族等回答》 

 介護保険や高齢者福祉に関して、766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、介護する家族への支援） 

357件 

２ 行政に対する意見 62件 

３ 回答者・介護者の現況 214件 

４ アンケート調査について 84件 

５ その他 57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 

○介護の相談に、地域包括支援センターへ行きま

したがあまり親身になって相談にのってくれな

かったし、結局ケアマネージャーも自分で探し

たし、『病院の相談員に相談したらどうですか？』

と言われた。このアンケートも以前は家で同居

し介護していたが現在は入院しているので途中

から当てはまるものがなくなった。意味がない。

（女性、85歳） 

○高齢者の一人暮しなので、定期的に見守って下

さるとよいと思います。ケアマネージャーさん

も事務的に月 1回来られますが、もう少しかか

わってくれると助かるのですが。（女性、94歳） 

○ふれあい広場に週 2回、あらかると週 1回と一

週に 3 回行っていますのでだいぶ良くなって来

ました。楽しくケアをしています。おかげ様で

少しずつ少しずつ良くなりました。いつもおし

ゃれして行くので楽しみです、右手で服は作り

ます。脳梗塞 9 年目になる。（女性、73 歳） 

○各自治会 1 人住いの定期訪問の完全実施。1 人

でも忘れないように訪問する。（女性、81歳） 

○特養ホームにボランティアに 30 年いっていま

すので介護にはあまり困らないで過ごせていま

す。できれば、ボランティアに行っていろいろ

生きる事について知ってくれたらよいと思いま

す。（男性、85歳） 

○気持ちのよい施設若い人も集まる所そこで働く

老人いろんな年代の人が集まる所で役に立つ老

人になりたい。（女性、84歳） 

○高齢の夫（83）が物忘れの多い妻（80）と二人

での生活なので今後、この様な夫婦が多くなる

ので、困った時など安心して相談出来るやさし

い地域であってほしいと希望します。（女性、79

歳） 

○母と 2人暮らしなので、いずれは自分も独居老

人になるかと思うと不安がある。今後増々増加

の一途をたどると思われるので、対策が早く整

う事を希望する。（女性、82 歳） 
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○介護者がストレスで、高齢もあり体調をこわし

ても医療機関へなかなか受診出来ない。要介護

者と介護人が共に参加出来る集会や喫茶の場所

が近隣に出来ることが大切です。（男性、85歳） 

○高齢者の独居解消の流れが必要ではないか。身

内がいれば極力同居するという考えを皆が定着

できればよいと考える。高齢者の独居は本当に

厳しいと感じます。（女性、81歳） 

○2015年 8月より介護保険の利用料負担が引き上

げられました。要介護 3の保険料は高額になり

ます。要介護 3以上でないと特別養護老人ホー

ムに入所出来なくなりました。入居時待機者が

市内に 1243人（平成 28年 3 月末日）となって

います。将来不安です年金の引き下げも行われ

ている。介護の社会化、いつまでもどこでも安

心して受けられる介護として始まった介護保険

は負担の増大から家族介護にもどりつつあると

思います。今後、年々増加する高齢者世帯、医

療と介護に負担が多額になる事はとても不安で

す。地元の医療と介護と予防、生活支援が受け

られる取り組みをお願い申し上げます。（女性、

92 歳） 

○今後、増えると思われる独居老人のケアの充実。

（女性、86歳） 

○民生委員の巡回が少ない。（男性、81 歳） 

○定期的に来訪して欲しい。（女性、100歳） 

○あて名のいる地区の民生委員は役目をはたして

いないので（まわってきたことがない）必要な

いか、役目を果たすようにうながしたいが、誰

なのかもわからないので、できないのか。現状、

民生委員に、いやいやながらやらされたと思う

しかない。（女性、85歳） 

○自宅生活の外の環境づくりが重要と考えます。

長年住んでいる地域の仲間との食事会や談笑で

きる場作りを充実すると健康、生きがいにつな

がると思います。具体的には町会の活動に補助

等の物心両面の支援を強く期待します。（女性、

95 歳） 

○介護していて不安な事はいつ何が起きるかわか

らない、その時の対処策。自分も高齢であり、

どこまで判断出来るかが大きな課題です。町内

で助けあい出来る制度がほしいです。（書き忘れ

ました。「遠い親せきより近くの他人」運動の推

進）（男性、81歳） 

○本人には収入が全く有りません。主人と私の年

金で 3 人のくらし、その上、義母のデイサービ

ス、ショートステイの出費はしんどいです。こ

の先私達の老後も待っています。どこかでやっ

ているように、細やかに在宅でヘルパーさんが

回って 24時間ケアにしてもらい、安くすませら

れたらよいなあと思っています。これは未来（私

たちの老後）のはなし、現在は体調をこわして

いる私には介護を忘れたいくらい、しんどいで

す。なにもかもいやです。早く義母には安い施

設に入って欲しい。でもやはりお金が心配です。

（女性、93歳） 

○高齢者の一人暮らしが多くなっているので近隣

のふれあいや見守りが必要（地域での助け合い）。

（男性、76歳） 

○一般の人が介護を学び、ボランティア参加しや

すい制度が出来ると、良いかと思います。（女性、

86 歳） 

○ケアマネジャーから地域で高齢者を見守る様、

行政で指導されているとの事だが、未だ、隣近

所では知っている方々が少ない。介護者の身内

としては、ちょっとした事でも近所でお世話に

なった事を聞くと、手土産を持って、その都度、

お礼に出向いている。（女性、88歳） 

○現状百回の精神で見守れ！！私は相談員しなが

ら、配偶者の介護と併せて町内独居人の見守り

をしています。10 年になりますが、研修とか会

議が多くて（机上の空論ばかりだ）実践活動が

なされていないと思う。最も効果があり、必要

な力は向こう三軒両隣だと思う。しかしこれも

又我関せずのようです。市としては、この向こ

う三軒両隣を十分に理解し活動できるように工

夫をしてほしい。（女性、79 歳） 

○地域のつながり、支える関係性づくりが大切な

ことはわかるが、善意の行動でも食い違えば、

トラブルになりそうと思う。ご近所に相談した

り、頼ったりすることは、ためらわれる。トタ

ブルになると住みづらくなる。ただ、そういう

「地域」を作っていくことが必要とは思ってい

る。（女性、89歳） 
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■ 主に在宅サービスについて 

○緊急時（介護者が急に対応できなくなった時な

ど）に、一時的に利用できるホームヘルプサー

ビスがあると嬉しい（現状は週何日を契約しな

ければならないが、必要のある時だけ来てもら

える、柔軟な対応を希望）。（女性、65歳） 

○ショートステイサービスの利用（無理承知での

一方願い）を受け入れてくれるので大変助かっ

てる（要介護者 96才）。経済的理由により、ア

ルバイトをしている為、時間の制約を受けづら

い！（女性、96 歳） 

○要介護 3でトイレが全くダメで、紙パンツの支

給が受けられれば。トイレの意識がありません。

（女性、64歳） 

○制度によってたすかっている面が多くありがた

いです。オムツ代はけっこうかかります。1 ヶ

月パット 2袋じゃすぐなくなります。どうせな

らもっと。要介護 5 ですが、保険料も高くなる

のでデイサービス週 2だけですましてます。あ

りがたいです。感謝です。（女性、91歳） 

○介護保険には、助かっています松戸市のサービ

スが良いか悪いかはよくわかりません。理由は、

他の市町村のサービスを比較出来ないからです。

悪質な介護支援センターに苦労しました。大倉

記念は、いつも職員は不在ですし、適切なサー

ビス情報の提供すらありません。（女性、60歳） 

○おむつ券は、自宅近くでも手に入れられるよう

にしてほしい。きまった所が遠いと困る。（男性、

65 歳） 

○国が決めた、H29.4 月～。要介護 1、2 が、介護

タクシー使えなくなるは、本当ですか？外来、

行けなくなって、困るのですが。どうか、今迄

通り、使える様、お願いします。以上、きいて

くれ、ありがとう。よろしくお願いします。（女

性、47歳） 

○只今入院中に付、必要では無いが、透析その他

の通院の時使用する介護タクシーの券がいつも

不足するので増やしてもらえたら有難いですが。

眼科透析その他で週 4～5回通院してます。（男

性、78歳） 

○緊急に、ショートステイを利用したい時の受入

れを行って頂ける仕組（地方に行かなくては、

ならない等）。要介護 5 で、イロウ、吸引ときく

と断られる看護師が常駐していない等。（女性、

82 歳） 

○4 種類のおむつを使いますので支給を有難く感

じています。（男性、95歳） 

○介護保険関係私は要介護 3 ですので、生活の上

いろいろと大変不便のところがいろいろありま

すが、ミニ援助券で大変助かっています。あり

がとうございます。（男性、88歳） 

○現在、訪問リハビリのサービスを受けています。

事業所がもっと増えていくともう少しサービス

が増やせる（沢山受けさせたい）と思います。

言語聴覚士さん、作業療法士さんが増えると在

宅で生活する事が可能になる市民の方々が今よ

りも居らっしゃると感じます。（女性、66歳） 

○紙おむつの支給のさい、支給券を出し後日取り

に行く為、毎月 2 回薬局に行くのは面どうです。

電話でお願いし 1回で済むようにして下さると

助かります。（女性、79歳） 

○要介護者が、気持よく通所したくなるような、

送迎（短時間であると良いが）で 40 分乗ってい

る時は「・血圧が上がった・トイレの心配」な

ど本人はイライラしてる。手を貸して欲しい時

（転んだ時など）にすぐ来てくれる、オタスケ

マンの様な人がいると、とても安心です。預か

って欲しい時に預かってくれる所があるといい。

（男性、78歳） 

○Ｑ108の質問 1、3、5、6の（）内の対象者規定

は緩和して戴きたい。（女性、88歳） 

○勝手なお願いですが、福祉タクシー券が 11 月い

っぱいで終わりになりましたので、3 月分まで

配布していただけたら幸福です。（男性、75歳） 

○要介護者が必要とする事に特化したサービスが

ない。（後遺症による上下肢の運動麻痺の回復の

ための訓練）訪問リハビリは、期限があり、い

ずれ通所に変更させられることになると思うが、

希望する訓練が受けられる施設がわからない。

（女性、67歳） 

○御世話になっております。夫が認知（アルツハ

イマー）で要介護 3 ですが、私が入院等（脳こ

うそくで入院の経験あり）した場合を考えると

不安です。夫がスポーツジムやバトミントン等



（５）要介護認定者調査《家族等回答》 

158 

のレクが出来るようにスタッフさんが場所があ

ると（受け入れる）いいなと思います。（男性、

69 歳） 

○デイサービスも働く者の時間に合わせて頂き送

りむかえの所を、紹介して頂きたい。現在は家

でまっているが、電子レンジ等袋のまま入れ火

が出たとか、バチバチ言っていたと話すと、本

当に火事にでもなるのではと、恐い思いです。

（男性、80歳） 

○介護者が病気（現に発症）になった時、すぐに

ショートステイに入れたらよいです。（女性、99

歳） 

○介護保険料が高く、年金は減額され、医療費は

嵩むばかり。子どもの世代は、自分達の家庭を

維持していくことが精一杯。子育てや長時間労

働でいつ倒れてしまうかと心配で、親の介護ま

で背負う余裕はありません。高齢な配偶者が一

人で介護を担っている現実を見て欲しいです！

ケアマネさんや医師に支えてもらって何とか自

分も生きながらえている状態です。今まで、血

と汗と涙を流して働いて税金を払って来たのは

何だったのかと思います。日々疲れ果てている

中でこんなに分厚いアンケートを返送できる人

が何人いるでしょうか。結果がどう使われるの

か気がかりです。ショートステイの時も様々な

プログラムが利用できるとよいと思う。（部屋で

ずっと過ごすだけの所があり、本人は行きたが

りませんでした）（男性、69 歳） 

○要介護認定に際し、本人の症状だけでなく、介

護する家族の状態も加味して欲しい。W 介護で

苦しんでいるため、サービスを使用できる範囲

を増やして欲しいと切実に願う。（女性、90歳） 

○・デイサービスは 1日 7時間（？）と決まって

いるが、1 人暮らしの母は冬帰宅すると外はま

っ暗であわてて雨戸を閉めるなど忙しくなって

しまう。半日利用というのもあると良いと思

う。・介護認定は実際より軽めに審査されている

と思います。（女性、83歳） 

○・とにかく柔軟性が全くない。本来困るのは、

目先の対応であります。病院への移動も、救急

車を呼ぶほどでない場合など予約でないと介護

タクシーもきてくれない。介護保険扱い事業者

は自費扱いでは、きてくれない。・介護用品を借

りたいと思っても、計画書に記載するための会

議等と言われる。こちらも忙しいので保険利用

しているので、直接介護する以外の時間はとら

れたくないので自費負担にしている。（女性、88

歳） 

○在宅医療を受けている場合、治ってもう当分先

生に訪問してもらわなくても大丈夫だと思い、

その事を言うと、最低でも月 2回診ていないと

駄目だと言われ、仕方なくそのまま訪問診療を

受けている。何でもないのに来て診てもらって

いるだけで 7 千円位毎月取られるのはどうかと

思う！「嫌なら辞めてもいいですよ」と言われ

ると、イザと言う時困るので現在に到っている。

悪い時だけ診てもらう事は出来ないのだろう

か？（女性、94 歳） 

○初期認知症で車イスでない利用者が行きたくな

るようなデイサービスが見あたらない。どこも

似たようなデイサービスばかりだ。（女性、58

歳） 

○腰が痛く、病院迄歩行困難のためタクシー利用。

タクシー利用券がほしいです。1 人で行くのは

無理です。よく転んだり途中、休み休み行きま

す。ひざも悪く、困っています。道路のおうだ

ん歩道でころび青で渡ったのに赤になってまし

た。車がたくさん、待ってました。（女性、84

歳） 

○デイサービスも、もっと時間を長くしてほしい

人もいると思います。（女性、90歳） 

○要介護 5の寝たきりの母を介護している者です

が、紙おむつの支給で（ライフリー一晩中安心

尿とりパット 6回分）を利用していますが、こ

れは幅がせまくて尿が脇からもれてしまうので、

できればアテントの（夜一枚安心パット 6 回分）

を紙おむつ給付に入れてほしい。（女性、97歳） 

○松戸市はデイケアに通っていると、2 ヶ所では

リハビリが受け入れられません。現在の状態を

維持する為にも 2ヶ所に通えるように是非して

ほしいです。8 年目に入り老々介護になる不安

が増して来ています。（男性、69歳） 

○突発的な事態に対応してくれる施設がたくさん

あると利用しやすい。（急な時に困るから）（女
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性、46歳） 

○介護認定者の送迎を今後ともお願いいたします。

（女性、83歳） 

○介護度によって保険料が違うのはわかりますが、

例えば介護度より内容が変わってお願いした場

合は、これは介護時間外のため出来ない、例え

ば庭で転んだ場合起き上げることは出来ない、

それをしてほしかったら介護度を上げて欲しい

といわれた方が、話しておりましたが、本当に

細かい規則があるのに驚きました。（男性、81

歳） 

○介護者が高齢者や病弱の場合、同居の家族がい

ると家事援助が受けられないのは困る（同居者

は仕事を持っており日中は留守です）。（男性、

89 歳） 

○デイサービスに行けるのだったら、訪問リハビ

リをへらすように松戸市は言っていると聞きま

したが、リハビリに来てもらうのを楽しみにし

ている本人が聞いたらがっかりしていました。

とっても、残念です。（女性、82歳） 

○病院へ行く時、母は車イスで（立つのがやっと）

介護タクシーを利用していますが、高熱やたと

えば吐き気がある時など、往診してくれる病院

があるといいなと思います。体重もある普通の

タクシーや乗用車に乗れないので休日具合いが

わるくなった場合どうしようか心配になります。

（女性、83歳） 

○病気によっておむつのサービスを受けたい。（男

性、68歳） 

○今、市からおむつ券を頂だいていますが、紙パ

ンツ 1 つではとても足りません。月々5 千円程

かかります。毎日、施設に、紙パンツとパット

4 つ持って行きます。売っている店をさがすの

も大変でした。一番利用しているイトーヨーカ

堂が 1 年で買えなくなり、薬局では取りよせに

なったりそこにあるものでと言われました。介

護負担も 65 才になりましたら、2 割になり、利

用等を減らさなければならなくなり、仕事を休

むことが多くなりました。どういう福祉が受け

られるかを簡単に知る方法があればと思います。

（男性、64歳） 

○オムツ券を使用させて頂いて、ありがたいので

すが、品名がより限定されて、いままで使って

いたものに使用できず不便です。金券にして、

利用者の状況に応じたものを購入できるように

するか、以前位の品名にしていただければ有り

難いです。（女性、92歳） 

○デイサービス等（見てて、もらうだけでメリッ

トはある）がそのあり方を精査する。たとえば、

幼稚園児（保護者/有志）との融合を計る、高齢

者は自立心（役に立つ）気持を高める、参加す

る保護者（高齢者と幼児を見る）を教育して、

メリットがあるようにする（介護保険）。（女性、

72 歳） 

○ケアマネージャーに疑問を持っています。市か

らの審査項目を守っているのかわかりませんが、

本人の出来ることばかり、（椅子に座って手足を

動かす動作など）介護者が依頼したいのは、座

ったら自力で立ち上がれるか、ベットに一人で

寝られるか、着替えが人の手を借りないででき

るかなど、介護者にとって重要なことを行って

くれませんでした。入浴も排泄も人の手を借り

なければ出来ず、デイサービスに週 3回着替え

とおむつ、尿もれパット持参でお世話になって

います。その甲斐あって、少し歩けるようにな

りましたが、尿もれは自覚なく自立できません。

これは、一番の致命傷ではないでしょうか。本

人は一日椅子がベットに腰掛けて新聞などを読

んでいる。（男性、85歳） 

○今、主人は介護は有料老人ホームに入所して 2

ヶ月になるが、費用がかかるので何とか特養に

入所出来たらと思っています。車椅子でも出来

る体操教室等があったら良いと思います。（男性、

84 歳） 

○福祉用具をレンタルしているのですが、母の遠

慮がちな性格上、「そんなに使用しなくても大丈

夫です！」「なんとか自力で頑張れます！」とか

言ったため、レンタル用具（車いす）を必要な

しと思われたため、返却することになってしま

い、ベッドも自費になってしまいました。友人

に話したところ、本人が本当に必要で困ってい

ることを強調しないと貸してくれないよ、と言

われました。困っているのは、事実なのですが、

母におおげさに言うようにしむけないとダメな
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のでしょうか？なかには、困っていないのに、

いかにも困ってると見せて、貸与を受けている

人もいます。正直者がバカを見るようで平等き

わまりないです。すごく不満です。貸与のしか

たを考えてほしいです。（貸与業者の誘導尋問が

すごすぎて驚きました。これでは、借りること

ができないと思いました）（女性、85歳） 

○もっとサービスを充実し、本人がえんりょなく

生活できるようにしてほしい。税金負担を、収

入額ごとにもっとこまか査定して、サービスを

充実させて欲しい。元気な笑顔をみてみたい。

引き籠もりも多く、改善してほしい。（女性、56

歳） 

○ショートステイ利用時（1～3 泊）、ビジターで

デイサービスを受けたり出来る制度があれば良

い。普段利用しない施設で日中個室で過ごすこ

とは苦痛。（男性、73歳） 

○ショートステイのできる条件が、厳しく、実態

に合わせての利用ができない。（女性、79歳） 

○住宅改修に関して、介護保険を使うとなったら、

工務店は急に値上げをします。たとえば、手す

りをつけるのに 5万と言われていたものが、「介

護保険で」と言うと 7万になった。また、ケア

マネの紹介の業者では、手すり 3本で 16万だっ

た。業者の言い分では、「皆さんは 1 割負担で 1

万 6千円ですから」と。建築業者は、その手で

介護保険から多くのお金をもらっています。市

がその値段を見破らなければ、介護保険のお金

など、どんどん吸いとられてしまいます。（女性、

85 歳） 

○要介護 3紙おむつ 1 枚ふやしてほしいです。（男

性、87歳） 

○葬祭等予定の立たない時、特に泊まりが必要に

なった時に入所できる施設、及び急な時、食事

の宅配が 1 食、2 食でもできる様なシステムが

あると助かります。（男性、74歳） 

○介護保険でデイサービスを利用したりしていま

すが、毎月 1 回のケアマネージャーの家庭訪問

は介護している家族に負担になっています。他

に方法がないでしょうか。又日常生活で知りた

い情報（介護のアドバイス？）や介護の便利な

グッズや知恵はケアマネでは無理だと思います。

インターネットが使えればいいのでしょうか。

（男性、65歳） 

○配食の件ですが、市の補助とかカロリーや見守

り的な役割があるとはいえ、あまりに味を無視

しているとしか思えない。一般的に年寄は柔ら

かいものしか食べないと決めているような作り

方で、はっきり言って非常にまずい。一考をお

願いしたい。（女性、89歳） 

○在宅介護者支援のための紙おむつ月 1 枚（おむ

つ 20 個）は半月（15 日）ですぐなくなり 1 ヶ

月 2枚を要望します。また介護用備品、品物等

を購入する際は介護保険証を見せて 20％引き

位で購入できる等補助を出してもらえるとあり

がたいです。（女性、75歳） 

○要介護の母（認知症）をデイサービス等に通わ

せたいが、もう少しむかえの時間を早める等の

方法を考えて欲しい。たとえば、駅周辺で、一

時的にあずかってもらえる様なサービスがあれ

ばぜひ利用したい。（女性、80歳） 

○介護保険があって助かってる処があると思いま

す。デイサービス、ショートステイにあずけら

れる事で私的の用事が出来るので良いと思いま

す。（女性、92歳） 

○1.ゴミ捨て。集積所へ持参するのが困難。近隣

も高齢者。2.通院。交通機関の利用が出来ない。

そのための要望として 1.介護保険での利用が、

10 分、20 分、30 分できるようにして欲しい。

2.ミニ援助券月1回1時間以内を月2回か3回、

ゴミ捨てと玄関先を掃く仕事で、1回 30 分利用

ができるようにして欲しい。（女性、65 歳） 

○デイサービスを利用しているが、よくやってい

る施設が少ない。半数以上が、パートを適当に

使って、ただ介護のメニューをこなし、利用料

を取るのが目的の所が多すぎる。ただし、良く

やっているデイサービスが少数ではあるが、長

く利用している。（女性、94 歳） 

○プライドがあるので、デイサービスを利用する

のがむずかしい。弱者としてではなく、大人の

遊びとしてのリハビリみたいな場を提供して欲

しい。とくに認知症は、自覚がなくて、どんど

ん消極的になってしまうので、それを阻止でき

たらうれしいのですが…。（女性、83歳） 
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○通院の為タクシー利用を低額にしてもらいたい。

（女性、76歳） 

○同居生活 10 年以上の介護（被介護者は介護 4）

をしておりますが介護者の住民登録が東京都の

為に被介護者の“紙おむつ又はぱっと”に助成

（？）が受けられないとの事ですが再考をお願

いしたいと思っております。（女性、89 歳） 

○同居人がいても介護できない時もあるので、ホ

ームヘルパーさんが入れるようにしてもらいた

い。費用が通常 1 割～2 割ですが､各家庭の状況

次第では 3割でも利用したいところです。どう

か、検討して頂くと助かります。（男性、73 歳） 

○入浴サービスなどが、デイサービスなどではな

く、入浴だけを予約性で、できる施設があった

ら助かる。月 1～2回とか、家のお風呂が冬期寒

くて利用しづらい時など、一時的に使えるサー

ビスがあるとうれしい。（女性、86 歳） 

○2～3か所にてお世話になりましたが、時間の無

駄遣いが多く、もっと充実した方法が無いかと

思っています。例えば、自分の好みのサークル

で力をつけてみるとか。サークルの有る所もあ

りますが、充分の活躍が出来ず、もったいない

感じがします。（男性、81歳） 

○デイサービスとショートステイが併用している

施設がたくさんあればと思います。（女性、89

歳） 

○税金の医療控除と同じく、介護に使った費用も

控除対象にしてほしい。海外出張等で不在をす

る時は、ヘルパーさんのサービス利用時間を増

やす事が出来る等、毎月の決まった時間（点数）

以外に一定の自由に使える分を設けてほしい。

（女性、83歳） 

 

■ 主に施設サービスについて 

○介護される側もする側も当の本人でないと理解

できない事も沢山有り、又、その家庭の事情、

etc で、同居しているからと必ずしも、介護が

可能という訳ではありません。特に心情がから

んで来ると、難しいものがあります。今後は、

特別養護老人ホームの必要性（数の面）を強く

感じます。健康寿命を長くする努力も必要です。

（女性、89歳） 

○年金で入れる施設を…希望。（女性、83歳） 

○特別養護老人ホームに入れる率を多くしてくれ

ると助かる。（女性、99歳） 

○特別養護老人ホームの充実。入所待ちの期間の

短縮。（女性、86歳） 

○80 才以上になり介護がむずかしくなって来た

時、安い施設がもっと出来れば良い。（男性、73

歳） 

○利用料の安い特養は、介護度に制限があり、老

人ホームは利用料が高く、年金ではまかないき

れない。（女性、87 歳） 

○介護保険の適用に 3ヶ月以上の居住要件があっ

たために、3 ヶ月介護保険利用不可では仕事が

できないので介護者（記入者、長女）が引き取

ることができず、長年居住していた松戸市で施

設を探し入所させました。独居の高齢者の場合、

親族が同一区市町村に住んでいるとは限らず、

結果的に介護者からは遠方の施設に入れざるを

えません。本人にのみ 3ヶ月以上の居住要件を

課すことは不合理であると考えます。地域包括

支援センターは、率直に言って、ほとんど役に

立ちませんでした。もっとコーディネート力等

を涵養する必要があると感じました。（女性、87

歳） 

○認知症でも入れる特養を増やしてほしい。（女性、

81 歳） 

○息子、娘の協力で妻を有料老人ホームに入居さ

せられたのは幸いですが、自分もいつそうなる

のかが不安です。国も、市も財源不足は良く解

りますので、大変ですが何とか安価に利用でき

る施設が数多く出来ることを願っています。（女

性、79歳） 

○利用する立場であり、有難い。日本は福祉に充

実しており、元気成れば恩返しもしたいが、そ

うも出来ない。出来る限り日常生活には注意も

しています。高齢者利用に、施設の絶対数が足

りないと思える。特養の利用待ちに将来なると

思うが、もう少し価格利用面で年金生活者（一

般低所得者が）入所出来るように行政もふやし

て欲しいと思います。一般情報によれば月額 18

万円は、支払い不可能です。低価格で入所でき

る施設を早急におねがいします。（男性、77歳） 
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○蓄えが有ると云っても、一生懸命仕事し、70才

まで仕事し続けて、我が家の 2階を貸し、得た

お金です。子供 3人を育て、何一つ贅沢もせず

生活していました。特養に、2 人の高齢の両親

のうち、1 人でも入居させて、いただけないも

のでしょうか…。特養の入居順が不透明です。

困っているのは、皆同じなんです。（男性、91

歳） 

○ねたきりになった時特別養護老人ホームがすぐ

に利用出来る用になる事を願っております。（女

性、94歳） 

○平均寿命が長くなり、介護する側の家族の高齢

化も進んでいます。高齢者を家庭で世話するの

はとても無理がでてきています。要介護者は必

要な設備の整った施設で、専門のスタッフが介

護するのが効果的と思います。設備やスタッフ

の数、質を上げるために、もっと税金を投入す

るべきと思います。労働力となる世代を家庭で

個々に介護にあたらせるのは国全体として効率

的とは思えません。（女性、81歳） 

○制度等、よく変更になる為よくわかりません。

101才と 93才の両親をみています。何かと大変

なのでもう少し時間に余裕が欲しいので施設が

欲しいです。（男性、100歳） 

○主たる介護者が高齢者のみの世帯では在宅介護

が困難である場合が多いので、特別養護老人ホ

ームのような公的介護施設の充実を促進して欲

しい。（女性、82歳） 

○低い利用料で入居できる介護施設の充実。（女性、

94 歳） 

○私は施設の介護職を 7年して来ました。自分は

気持で利用者さんのお世話をしていると、喋れ

ない・意思を伝えられない利用者さんも、気持

がつたわる事が分かりました。「今日は居るのね」

と手を合わせて、うれしがる人、パーキンソン

で喋れない人は、紙に私の名前を書いて、呼び

ます。排泄してても、にこっと笑ったり、お礼

を言われたり、私はやりがいの有る仕事だと思

ってます。でも気持で仕事をしてる人は少数で

す。業務として事故が無いように勤務をしてる

人が大半です。居ごこちの良い場所ではありま

せん。私は娘に、認知になったら、施設に入れ

てもらうように言ってあります。それまでは自

宅介護にしてと頼んであります。（女性、69歳） 

○特別養護老人ホームをこの先公平に入所出来る

ような仕組を作ってほしい。先行き、介護がい

つ迄続くか不安です。施設をふやしてほしい。

デイサービス入所して 9年目です。（特養の施設

があるデイサービスに行ってないと先行き中々

入所できないと聞いており、不公平だと思いま

す。）（女性、96 歳） 

○近くに特別養護老人ホーム・デイサービス・ホ

ームヘルプサービス・ショートステイ施設が欲

しい。可能な限り在宅でがんばりたいが、介護

サービス施設も安心して利用できるよう充実し

て欲しい。（男性、81歳） 

○特別養護老人ホームに申し込んで 2～3 年たち

ますが、まだ入居出来ない。この対策を充分に

なされていない。後どの位で、入居できるとか、

連絡、対応もない。（女性、83歳） 

○在宅で寝たきりの認知症の母を看ています。国

は在宅介護を推進していますが現実はとても大

変です。四六時中大声で呼んだり便をいじった

り、等々介護する側もつい怒鳴ってしまいます。

ショートステイ月 2 回利用していますが 5～6

万かかってしまいます。国民年金の範囲内で必

要な時に入れる施設を充実させて欲しいです。

（女性、91歳） 

○介護認定 1 を受けておりますが、まだ利用はし

ておりません。食欲がなく、体が衰弱してお風

呂に入る元気なく、1 年以上も体をふいている

だけですので、センター入浴をお願いしたいと

思います（私も身体障害者 4 級です）。現役時代

の人が親の介護で会社をやめて、介護をしなく

てはならない様なことは、本人や社会の為にも

大きな損失です。この様な事例には国が優先し

て施設に入居出来る様にしてあげることが国の

義務だと思います。（男性、73歳） 

○特別養護老人ホーム等々、年金生活の中で介護

を受けられる施設を作ってほしい。（安心して生

活出来る介護施設）（男性、75歳） 

○母親が介護保険を利用させてもらい助かってい

ますが、今後、認知症が進んだり、介護する人

が高齢化して介護できなくなった場合に入所施
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設が高額で入れないので年金額位で入れる施設

が増えてくれれば助かります。子供達も生活が

大変なので負担はかけられません。※介護で仕

事を辞めなければならない時、自宅介護（介護

者）に介護保険から援助金があれば助かります。

（女性、90歳） 

○現在本人は療養病棟に入院しているが、療養病

棟についてあまり知られてないと思う。この施

設と老人ホームの関係もわからない。一方は医

療、一方は介護とのことであるが。要介護要支

援でもない一人暮らしの 95 歳の私、何か手近に

支援応援してくれるものがないでしょうか？

（女性、92歳） 

○現在有料老人ホームが多く出来ています。「いず

れはと思い」ほとんどのホームへ見学に行きま

すが、今の年金ではとても入れる所はありませ

ん（年金は大学卒で大企業へ就職、定年まで。

決して低い方ではありません。サラリーマン生

活で標準だと思います）。松戸市にはお金持ちの

老人がいかに多いかと感じました。私は結婚後

11回目の引越しで矢切駅へ 2分という所に土地

をさがし、住んでいます。最後も松戸市でおわ

ります。満足しております。自分のことが出来

るうちはひとり暮らしでがんばります。「年金生

活者が入れる施設を」ぜひ御願いします。◎「市

長さんは」御存知なのですか？よく市民をみて

下さい。バスの定期券（年間 30,900円）で動い

ています（バスを利用するしか方法がありませ

ん）。東京都のようには「ムリ」でしょうがもう

少し安くなりませんか！（京成バスの協力も必

要ですけど）（女性、80歳） 

○老人ホーム、施設の 1泊体験（低金額）。（女性、

71 歳） 

○特養が少なすぎ、特別な事情が無いと介護 3 以

上しか申し込み出来ず、介護年数等も考慮して

頂きたいと思います。（女性、95歳） 

○もっと早く特別養護老人ホームに入所できるよ

うにしてほしい。（女性、95 歳） 

○介護ホーム施設は高額すぎて自分の様な遺族年

金（15万）にも満たない者が心配なく入れる軽

費のケアハウスの様なものが多く出来る事を望

んでいます。（独居老人）（女性、81 歳） 

○本人の年金支給額で入所できる特養や施設が少

なすぎる。空きを待つうちに亡くなってしまう。

（女性、86歳） 

○もう少し費用の安い福祉施設があったらと思い

ます。（女性、96歳） 

○今は在宅介護で良いが将来老老介護になったり

介護する側が病気になったりした場合、息子た

ちに介護の負担を追わせたくない。施設の空き

状況が気になる。ショートステイ利用時は個室

を使用しているが部屋代が高いのであまり利用

できない→個室でももっと安くしてほしい（老

健）。（男性、65 歳） 

○特養、老健は申し込んだらなるべく早く入れる

用にしてほしいです。（男性、89歳） 

○特養を増やして、入所しやすくして下さい。介

護している人間が、こわれてしまいますショー

トステイ、デイは経費がかかります。親の介護

で、子供世帯のお金がなくなって、自分の老後

が不安です。（女性、89歳） 

○88才の主人の母を介護しています。嫁の立場で

最後まで家で介護する自信がありません。会社

勤めもできなくなり、収入もなくなりました。

介護保険の負担額が増えれば、ますます金銭的

にも大変になります。もう少し簡単に特別養護

老人ホームに入居できるように施設を増して頂

きたいです。（性別無回答、64歳） 

○自宅介護だと国の方針になってます。老夫婦の

場合、両方共に老人であります。自病持ちの人

が多いと思います。不健康の体で介護に頑張っ

てますが、何時、不起の病になってもおかしく

ありません。その場合入所しやすい老人ホーム

があったらと思ってます。（女性、85歳） 

○・紙おむつは、月に 1回支給されるが、それで

はとても足りない。・母が高齢になり、かなり介

護が大変。特養に入れたいが、母の年金では足

りず、私が月に 8万程負担することになる。そ

うなると、入所させられない。母の年金（1 ヶ

月 10 万）程度で入れるように是非、お願いした

い。（女性、95歳） 

○安心して年をとれる様に特別養護老人ホームを

造って下さい。誰でもが心置きなく年をとれる

様に是非共お願いいたします。（女性、72歳） 
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○制度を支える人と制度のサービスを受ける人と

の間の「共生」に対する理解が、より深まれば

良いと思う。受ける立場になって「申し訳ない」

思い（「有難い」思い）を強く感じて居ります。

又、自分の体力にも将来の不安を感じて居り、

いつまで在宅介護を続けられるか心配ですので、

特別養護老人ホームの入居が「待機老人」社会

にならない様な施策にも積極的に取組んで欲し

いと思います。（女性、65歳） 

○介護施設の料金が高く、現在母（本人の妻）が

入所しているが、本人が入所するだけの経済的

余裕がなく先行きが心配です。特養のキャパを

大幅に増やさないと、社会が破綻すると思いま

す。（男性、83歳） 

○特別養護老人ホームもっと増やしてほしい。い

くら待っても全然入所出来ない！（男性、57 歳） 

○居宅介護したいが介護する側の健康面に自信が

持てず、介護施設を利用するのも近くで、安価

な入所先がなく経済面で悩んでます。現在要介

護で老健施設に入所させておりますが、介護職

務としての質が問われるような心ない介護師の

対応に毎日不安と心配が続いてます。家族とし

ては安心して入所できることを望んでいました

のに…。（男性、78 歳） 

○先の事を考えるともっと沢山の特養を作って頂

きたい。有料老人ホームは負担が大き過ぎるの

で、安価で済む特養を希望するが、実際には入

所出来るようになるまでが長くかかり、それま

での家族の負担が大きい。数年前に実家の母（東

京）は特養に入れたが、義母のこれから先を考

えると、とても気が重くなる。（女性、92歳） 

○色々むずかしく、Q113もあまりわかってなくて

○にしてしまいました。〈本人〉現在私は高齢者

住宅に入っていますが決して安いとは思いませ

ん。住民が安心し金額も安い施設があると助か

る。皆も同じ考えです（封筒が小さ過ぎ入れる

のに手も力がなく皆困ってました。内容も簡た

んで判りやすい分でお願いします）。（女性、90

歳） 

○施設を頼むには、頼む方も気を使ってあげる。

気を使ってくれるホームは、見た目で分かるか

ら、出来るだけそういう人を見つける。（女性、

79 歳） 

 

■ 主に職員について 

○介護ヘルパーさんの給与等を引き上げる。（男性、

72 歳） 

○上記 Q114 の 3，情報検索システムは、対応可の

サービスとあっても、ほぼ 100％は断られるの

で、虚偽ばかり。介護が必要のない者ばかり手

厚いサービスが受けられる仕組みを根本から見

直し、改善する必要がある。ケアマネはサービ

ス施設の交渉の邪魔にしかならない。看護士を

手厚く優遇し、訪問看護の利用時間を長くすれ

ば、かなり介護が楽になると思う。（女性、75

歳） 

○1.現在の福祉政策に感謝している。2.介護施設

で働く職員の待遇改善を強力に進めて欲しい。

彼等をみていると気の毒でならない（若い男の

人は結婚できないと思う）。（女性、72歳） 

○私の母は高学歴ですので（大学院博士課程）、や

はり、その事も考えて、介護者を考えて頂けれ

ばと思います。一般的なことのみ聞かれ、疲れ

てしまうような感じですし、友人がたくさんい

るので、その方たちと話す方が楽しそうです。

介護者は介護人に合った人がいいと思う。この

アンケートを作った方は本当に大変だったと思

います。御苦労様でした。（女性、81歳） 

○ケアマネージャーの方が介護する妻の私のスト

レスにならぬように、体をきづかってアドバイ

スをしていただいております。こうゆうやさし

い方が職を退かぬように、厚い援助をお願い致

します。（男性、83 歳） 

○ケアマネの適正判断は誰がしているのか？（男

性、83歳） 

○家族が身内の介護をするのはあたり前のことで

すが、ヘルパーさん達の苦労にもっとむくえる

町造りにして欲しいです。（女性、86歳） 

○ホームヘルパーを増やす為もっと給与を上げて

ほしい。（女性、86 歳） 

○・介護する側の人権に配慮した方策が必要。こ

れからの人が大事。・介護保険を使わなければ、

翌年の保険料が半額になる等の施策が必要。（女

性、91歳） 
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○デイサービスのリハビリ等での気づかい・指導

について、素人では考えの及ばない点までフォ

ローして下さり精神面でも安定します。とても

感謝しております。（男性、69歳） 

○近いからと云ってまじめな人もあれば時々紛失

する時がある、指摘すると 1 週間後に何となく

出てくる??（男性、65 歳） 

○ヘルパーが来て居りますが思う様に掃除も出来

ずキソク、キソクで仕事の時間ばかり気にして、

実働 1 時間が 30 分位で座り込む人が多いです。

もっと教育をきちんとして下さい。お金はそん

なに楽をして頂けるものではありません。（女性、

88 歳） 

○・戦争をする予算（軍）から、福祉の予算へか

える様、松戸市として頑張って下さい。・全体的

に言えることですが、本人が要介護 2以上であ

れば殆ど回答はできないか、できたとしても不

正確な回答だと思います。明確に解答者（本人

もしくは介護者）を区別した調査（Q93 まで）

をすべきだと思います。このアンケートの集計

は信用できません。・現在担当して頂いているケ

アマネージャーは信用できる方で安心していま

す。（ケアマネージャーを見抜く講座があった方

が良い。組織の職員の方も、「でも・しか」で仕

事をされていて、必ずしも信用できません。etc。）

（女性、92歳） 

○ケアマネージャーはどこまでの相談なら対応可

能なのかがわからない。（男性、53 歳） 

○介護で会社を辞めるのは会社政府のやり方で考

えて欲しい。民間の老人施設は高すぎて、つぶ

れて困っている人がいると聞いて悲しい思いを

しています。あと介護施設で働く方が安い給料

でやってくださっても年をとったら出来ません。

給料を上げて年金を増して機械で出来てそれで

も良いという方は使うべきと考えます。在宅で

やるのも大変ですので見守ヘルパーさんも家族

がいれば、具合悪くても安心して来てくださる

人もいらっしゃるかもしれないと思います。（女

性、62歳） 

○今後ますます介護が必要な人が増えると思うが、

必要な介護が受けられるよう、良いシステムを

作って下さいますように、がんばってほしいと

思います。また介護にたずさわる職員の方の待

遇をぜひしてほしいと思います。（女性、92歳） 

○人によって協力的なケアマネージャーと、そう

でもないケアマネージャーがいるので困る。

色々なアドヴィスが必要である。（女性、80歳） 

○本人の回復程度に合わせ、ケアマネ等からサー

ビス利用を減らす提案をしてほしい。（男性、74

歳） 

○ヘルパーさんの資格が安くとれると良い（介護

している人は格安で介護方法を学べるとか）。

（女性、83歳） 

○自分の親が介護を受ける様になり、介護や福祉

などに関心を持つ様になりました。雑誌等に介

護ヘルパー業界はブラック企業が少なからずあ

ることを知りました。本当に立派な職業なので、

きちんとした待遇にし、もっと高給にしてもい

いと思います。その方が長い眼でみた場合、ト

ータルで安く済むと思います。（女性、74歳） 

○近隣の人やケアマネージャーなどでも、介護の

経験が無い人には、実際のところ理解出来ない

のだと思う。特にケアマネージャーは知識はあ

るが介護の実態はわかっていないと感じる事が

多い為、何かあっても相談する気になれない。

（女性、86歳） 

○施設に入居すると、ケアマネージャーを選択す

る事が出来なくなり、肝心な時に休んでいたり

して、やる気のないケアマネージャー（施設の）

に一任しなければならないことにストレスを感

じる。（女性、86歳） 

○ヘルパー待遇改善。総市民ヘルパー化計画。（男

性、62歳） 

○無人室内に勝手に入らない。錠や印鑑を勝手に

持ち出し、又は使用しない。補助コード、勝手

に取り付けたり、その他身元の良い正直なヘル

パーをお願い致します。（男性、88 歳） 

○一部だとは思いますが、デイサービス付き添い

について、年配の方は補助の仕方が万全ですが、

若い方に、手を貸さずに車に乗るまで見守って

いるだけの介護士の方がいらっしゃいます。（男

性、95歳） 
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■ 主に要介護認定について 

○認知症の要介護認定 1～5 の基準が分からない。

（女性、67歳） 

○ごくろう様です…が…要介護認定が松戸市は甘

い！？～とか。様々な理由があるでしょうが、

車の運転（80才）をしていて「介護 5」はいか

がなものか？？？見直しもこまめに！！（女性、

93 歳） 

○高齢者が急に介護認定を受ける時、時間がかか

りすぎ。介護用品を 100％で購入することがあ

る。又、訪問看護も、一番必要な時ではなく、

良くなってから来ることもあった。（女性、100

歳） 

○運動能力、認知度など、この一年くらいではる

かに進み、衰えてるのに、要介護 2から要介護

1 になったのが、納得できない。90 才以上で 2

年経過して、普通に状態が良くなる事はないと

思います。（女性、91歳） 

○82 才の認知症の母がひとり暮らしをしていま

す。週 1回、東京より通い介護しています。自

身の家族、義母、仕事と、余裕のない日々です。

幸にもケアマネ、ヘルパーさん、デイの職員の

方々には、よくお世話していただいてますが、

認知症の介護基準には疑問を感じます。身体能

力に異常はなくても、生活能力は低下していき

ます。その辺りの検討をお願いします。（女性、

82 歳） 

○以前と同じ症状であるのに要介護認定の程度が

変わる（軽くなる）ことがある様に感じます。

認定員の主観が入ったり、介護費用（予算）の

関係で無理に変更する様なことがない様にして

いただきたいです。（女性、63歳） 

○認知症だが、聞き取り調査（認定時）等、外部

の人と接する際、商売をしていたせいかとても

あしらいが上手で、しっかりしていると思われ

てしまう。本人を前に事実を話すと泣かれてし

まったのでとてもつらい。2 度とできなかった。

改善案はないだろうか？（女性、年齢無回答） 

○要介護認定を受けるには認知症でなければダメ

のような印象があります。認知症でなくても、

年齢的・身体的に介護や援助が必要なこともあ

り、認定区分になっていなくても、どうしても

必要なサービスは受けられるようであってほし

いと思います。（女性、89歳） 

○初めは要介護 2に認定されたが、僅か 2年の間

に要支援2→要介護1→要支援2と変えられまし

た。これでは将来が不安で落々と利用できませ

ん。認定者がこの病気の本質を理解していると

は思いません。症状は悪くなる一方です。（女性、

79 歳） 

○同居人がいる場合、介護度が低い評価ですが、

老々介護は個人差もありますが、相手の状況次

第で（半身マヒなど）一人ぐらしで比較的元気

な人に方が重視されるのは不公平だと思う。介

護する側の体の弱り具合で万一の場合、その元

気な人より残された人の方が生存が危険だと思

う。（女性、74歳） 

○・介護保険を使用するための順序がいまいちわ

からない。・介護認定を受けるのに期間が長い

（調査期間）。（女性、67歳） 

○要介護度が高くなったからひんぱんに利用せざ

るを得ないのに負担が増えてしまう。独り暮し

だから心配でサービスを使いたいのに独り暮し

だと要介護がつかない…結果を介護者が無理を

押して身体をこわす。要介護度制度に疑問を感

じる。（男性、86歳） 

○父は 90 才という高齢であるのに、H.28.4 では

要支援 2という認定でしたが、当時より状態は

あまり良くなかった。その後、徘徊や転倒を繰

り返し、8 月 10日にはショートステイを利用せ

ざるを得なかった。表面上の認定結果が症状を

悪化させたと考えられる。もっと早く、要介護

認定がされていたら、もう少し対応ができたか

も…。経済的に苦しいが住民税非課税ではない

ので（境界線状態の収入）、助成金などの対象に

もならず、たいへんです。（男性、90歳） 

○要介護状態の認定の基準が納得いかない。自治

体によっても異なるように思える。独居高齢の

場合 1 人ではまったく自活できず常に見守りが

必要でも、認知症ではないかぎり、在宅支援に

なり、家族に負担がかかりすぎる。老々介護は

皆そうですと言われてしまう。（女性、101 歳） 

○ケアマネージャーや市の介護認定の方が、本人

のウソを見やぶることが出来ず、去年の 4月に
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「介護 2」。当時いたケアハウスから、介護が常

時必要だからと 5月に退去に命じられた。ケア

マネの施設で老健入居までの 2ヶ月で「介護 4」

（やっと認知をケアマネが認めたため、4 月が 2、

8 月で 4となる）。いまだに特養には入れず、本

人は不安と認知で精神的に不安的状態。どうし

てくれるのでしょうか。私に何をしろと!!きち

んと仕事してほしかったよ。松戸市の役人。（女

性、83歳） 

○住宅改修など手続きに時間がかかる為、自分で

手すりなどを付ける為、費用がかかってしまう。

手続がもっと早く出来る様にかんたんにしてほ

しい。（女性、81歳） 

○要介護の認定時の市の担当者の主観的な判断で

介護レベルが決められて居る様に思う。認知症

は進む病気なので 2-3 年度時は、レベルを 2-3

に希望しても判定が厳しく、利用金額のアップ

がされず心配である。（女性、81歳） 

○認知症軽度で健康状態良好ということで介護保

険の認定区分が要介護 1となっています。一見

軽度であっても短期記憶が喪失しているので日

常生活全般に介護が必要となりサービスの利用

限度額を超えてしまい負担がかかり、サービス

をあきらめるを得ず、介護者の精神的・経済的

負担となっている。（女性、88歳） 

○必要性があっても介護度により、利用出来ない

事への不満。このアンケートへの記入する時間

も介護者にとっては、労力です。自分にあてる

時間など無い毎日ですから。（女性、79 歳） 

○・リハビリ等を続ける事で、改善されてきた場

合に介護認定が下がるのが疑問に思いました。

続ける事に依って保たれるので、そして、健康・

元気につながると思います。・1人で居る時間が

多い環境の場合、特に夕方時分に寝てしまうと

そのまま食事もとらない事もあるので夕方（夕

飯時）の巡回等があると助かります。（女性、92

歳） 

○介護認定が下がったが、介護の負担は増えてる

ので、高齢という年齢を考慮してほしい。（女性、

95 歳） 

○要介護状態区分が、市町村によってだいぶ、差

があるように感じます。（女性、83 歳） 

○親と同居していても本人が介護申請をこばむ事

があり、一定の年令になったら、健康にかかわ

らず、全ての人が介護認定を受けるような制度

が欲しい。（女性、87歳） 

○義母は、身の回りのことを含め、自分で出来る

事が、かなり少ないが、介護保険申請時と更新

後も、要介護 2と変わらず、同じ 2でも、かな

り、レベルが落ちている。どのような基準で決

定しているのか、不明な点が多々ある。（女性、

69 歳） 

○認知症の人は、短期間で悪化する事があります

ので、要望に応じて、介護認定を行ってほしい

と思います。（男性、77歳） 

○母は、夫の借金を苦に離婚をし、70 歳まで働い

た為に、負担限度額認定制度を受けることが出

来ませんでした。しかし、現実は貧しくて働い

ていた為に、蓄えが少なく、現在の介護サービ

スも厳しい状況の中で受けています。また、介

護サービスを受けるにあたっても、貧しくて同

居をしているのにも関わらず、このような家庭

が入所待ちの不利になったり、介護度が上がる

のにも時間がかかったりと、とても大変な思い

をし、国に対して不満の気持が大きいです。家

では、夫ががんになり、子どもも働き始めた為

に、2 人の介護を 1 人で行っている状況で、自

分までおかしくなりそうです。基準を決めて表

面的に認定をするのではなく、家庭状況など、

内面をしっかりと見て、判断をして欲しいと強

く願っております。（女性、77歳） 

 

■ 主に経済的な負担について 

○ショートステイも、デイサービスも、利用させ

ていただく以上は、食事をとるのは当然のこと

です。施設によって食事の質に差があるとして

も食事代を補助してもらえないことに、納得が

ゆきません。又、ショートステイでは個室代を

とられます。最近は、全体が個室でできた施設

が増えています。個室を特別にみるのであれば、

大部屋を増やすべきではないでしょうか？（男

性、82歳） 

○介護保険の負担者を実情に合わせて再検討する

必要。（40 才以上の負担（加入）→30才以上に、
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85 才又は 90 才以上の負担義務を免除）これに

より、保険料の安定が図られ、かつ超高齢者か

らの保険負担も避けられる。（女性、96 歳） 

○自己負担をなるだけ小さくしてほしい。（男性、

84 歳） 

○・同居の子供がいると、市民税を払っているか

ら、第 4段階の支払い基準になったり、特養申

し込みの基準がマイナスになるので、子供は住

所を変えなければならない。子供は自分の生活

で精一杯なので、援助は期待出来ないし、働い

ているから、介護の手助けも出来ないので、働

いている子供達は除外してほしい。・地域包括支

援センターに、特養で、24時間看護士さんがい

る施設はどこか？と質問しましたが、そこまで

はわからないと言われました。自分で聞いて下

さいと言われましたが、この程度は、しかたな

いのでしょうか。（男性、83 歳） 

○介護負担金で生活がくるしい。自分の気持ちが

いっぱい。何年続くのか。（男性、79歳） 

○負担額が 2 割になったことが納得できない。自

分が早朝から夜遅くまで仕事で不在なのに、少

しの発熱でデイを利用できない。その際の食事

や見守りはゼロになる。もし自分が事故で死亡

や入院したら、誰も気づかない。自分自身の収

入は賃貸家賃払えば 5万ほどしか余裕ないのに、

この先どうやって生活すればいいのか、とても

不安に思っている。（性別無回答、84歳） 

○高齢者負担が多い。（女性、66歳） 

○ショートステイなどの負担（金額）が大きく、

介護に疲れてもあずけられないのが現状です。

もう少し、何とかならないものかと思います。

（女性、68歳） 

○ケアマネージャーさん、デイサービスの皆様が

やさしいので父も前向きに暮らして居ります。

介護保険料の増加は生活を苦しくさせてしまう

ので、なるべく、収入に応じたペースアップに

して頂きたいです。（男性、83歳） 

○利用させて頂いているのも事実ですから、何と

も言えませんが、所得によって、利用者負担が

増えるのは仕方のないことと思います。本人が

んばって、週 1回でも、デイケアに通いますが、

酸素を利用しているので、その酸素ボンベの減

りが少なくなってきました。出来ること、体力・

気力も少なくなっていくことが老いなのも事実

です。（男性、90歳） 

○訪問診療を月 2回受けています。月の費用が高

額（約￥20,000）すぎます。（女性、63 歳） 

○限度額認定の枠をもう少し、家族の配偶者が課

税だと×はひどい。課税の段かいをふんでの認

定にして下さい。病院介護がおむつ、他色々高

くてこまっている。病院施設で料金バラバラ。

介護人（男性、70歳） 

○国民保険、介護保険料を払ってまた利用すると

またお金がかかり大変負担。1 日あずけて働き

たいが、収入より保険料が高くなってしまって

しまうので何もたのまない様にするしかない。

（男性、72歳） 

○高齢者であっても収入の多少の差がある、収入

の多い人は、それなりの負担をするのが良いと

思う。1 人暮らしの人が保険を利用する方法が

もう少しわかりやすいとよいと思う。（女性、90

歳） 

○介護保険料高すぎます。現在私 80中ば過ぎても

一度も介護保険ばかり払ってお世話になってま

せん。利用する人は私の近所にはたくさん居り

ますが。マッサージなどに毎日使ってます。介

護保険、私一度も利用しておりません。90才近

くになり気をつけておりますが（幸せと思いま

すが、腹立つ事もあります）。だから元気ですか

ら使おうと思いません。個人医者に血圧の薬頂

くだけですが、保険料、私のは高すぎます。常

に食事も運動も気をつけてます。乱筆にて（女

性、87歳） 

○仕事と両立のため、訪問介護（自宅での見守り）

の時間が少なく自費でお願いしています。もう

少し、介護保険での負担をお願いしたい。（女性、

63 歳） 

○支援 1・2の方は、施設利用の金額が安すぎます。

介護保険料を押さえるためにも考えていただき

たい。（女性、73歳） 

○介護保険料（税）が高すぎる。利用したいと思

うサービスが少なすぎる。皆、同じ様な内容の

サービスしかない様に思える。（男性、79歳） 

○要介護度が上がって介護保険利用の限度額が増
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えても、単位数も増加するため、利用できるサ

ービスの単価が上がり、結果として利用できる

サービスの質も量も変わらないのに、本人の自

己負担は増え、喜ぶのは同じサービス内容で収

入の増える介護事業者のみ。要介護度と単位数

のリンクに基づく今の介護保険制度は一度見直

すべきではありませんか。（女性、76歳） 

○自己負担ゼロの社会にして下さい。（男性、96

歳） 

○自己負担ゼロに向かった社会にして下さい。（女

性、89歳） 

○仕事を止めて介護だけに成ると、はりがなくな

り、私も 1 日ボーと生活しなければならない（生

活保護うけて）。しかし今はまだ働きたい。アパ

ートなので家賃が高い。半分市に負担してもら

えるといいんですが…。市営住宅申込んでいま

すが、（10 年）まだ当りません。当るまででも

いいんですが。ケアマネージャーには、年中無

休でおうたいしてもらいたいです。（男性、71

歳） 

○お世話になります。有難うございます。根本的

には経済的な心配が第一と存じます。よりよい

情報をご期待申し上げます。中邨（男性、88歳） 

○実際に介護を受けている実姉のことで毎月利用

明細書を見るたびに、去年より今年と、身体の

具合に依るのだと思いますが、費用がどんどん

増してくるので驚きます。こわくなります。例

えば特定施設介護 1（30 回）夜間看護（30 回）

と云う具合で、特定○○、特定○○と云って加

算があり大変で、貯金が少なくなり、実妹の私

に負担がそのうち来るのではと不安です。介護

は有り難く大変お世話になっておりますが、費

用はかかりますから長生きすることは幸せか不

幸か悩みます。（女性、92歳） 

○デイサービスに週 3 回行っています。2 倍にな

り（料金）大変です。妻が、からだがよわいの

で困ります。サービスの所は、皆しんせつで良

かったです。（男性、80歳） 

○デイサービス等利用しています。1 割負担 2 割

負担でも、その他病院、薬代、オムツ代と、年

金だけで生活している私達は、とても生活が大

変です。これ以上介護保険代が値上がりします

と、これから生きていくのが苦しいです。（男性、

83 歳） 

○自己負担額が多くなって困ってきている。紙お

むつが月 1パックでは全く足りない。3～4パッ

クくらいにはしてほしい。市や県に申請（難病

等）する手続きが難しい。役所で書類（住民票・

課税照明等）を添付しなければならないのは、

認知症でなくても高齢者本人には不可能。代わ

りに行っていて実感する。（男性、87歳） 

○介護保険に毎年 20万以上支払、ショートステイ

を利用したくても 2 割で 1泊 2日で 2万ちかく

とられ、利用出来ない。（男性、73 歳） 

○・保険料を引き上げないでほしい。・誰でも必要

に応じて利用できる仕組みにしてほしい。・特別

養護老人ホーム（4 人部屋）を設置してほし

い。・働いている時は税金をたくさん払って体が

動けなくなったら年金で払えないような介護

（老後保障）では国政としてゆがんでいるとし

か言えないのでは？市として国にどしどし意見

を出してほしい。（男性、70 歳） 

○介護保険が全体的に高い。ほとんどの人が思っ

ている。（女性、95 歳） 

○居宅サービスの区分支給限度基準額、例）1 月

当たり 30,806単位（要介護 4）場合、複数支給、

区分けが担当のケアマネージャーにお聞きする

のですが、今一、良くわかりません。（女性、87

歳） 

○高齢者社会が進む中、若い人の負担増が心配で

す。（女性、93歳） 

○300 万少し多いだけで 2 割負担、介護者が無理

するしかない。（男性、81歳） 

○毎月の施設に支払いが高いので大変。（女性、89

歳） 

○娘夫婦に養ってもらってます。私は、若い頃主

人と別れ、年金を払うほどかせげなかったので

年金をもらっていませんのでサービスを受ける

にもお金がかかると思うと娘の旦那に遠慮して

しまいます。娘夫婦と一諸にいるせいで娘達に

負担をかけていると思うとつらいです。年金を

もらってない人は、もう少し安くしてもらいた

いです。（女性、82 歳） 

○個人が支払う保険料が高過ぎます。高齢者も同
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じく高過ぎます。万一ということで火災保険が

いい例です。別なことですが薬が高くなってい

ます。調剤薬局とか林立しています。わかりま

せん。（性別無回答、81歳） 

○生活保護者の厳選と費用の削減（生活保護費が

優遇されている）し、介護福祉に回す。終末期

病院の費用負担が大きい。（女性、93歳） 

○国民年金が少ないので、介護保険を、もう少し

安くしてほしい。それに、ケアハウスに週 2回

通っているのですが、かかる費用が 6千円と、

高すぎます。要介護 2なのでもう少し安くして

ほしいです。（男性、78歳） 

○介護負担金を全員 1割に戻して下さい！！介護

度 3以上の人はアンケートに答えられません。

記入する側も、このような様なアンケートは大

変すぎます。方法をあらためてほしい！！（男

性、87歳） 

○・介護保険利用わずかな差で 2 割になった。週

3 回のデイサービスを 2 回にしなければいけな

いのか迷ってます。デイでもリハビリもしてく

れ週 3 回にしたいと考、えむずかしいと思って

います。・自分も入院するようになった時、ショ

ートステイにすぐお願い出来るか、費用はいく

らか心配です。腰、ひざの手術はやめています

（どこに行っても手術と言われています）。（男

性、69歳） 

○ショートステイが 10割負担の為、高額で利用が

あまり出来ません。せめて半額位にして貰える

と助かります。（女性、79歳） 

○今後高齢者が、だんだん増え、介護の時代にな

る。質のよいデイサービス、ショートステイ…

等の介護施設のレベルアップ。たまに、内部の

調査等をして、利用者が楽しく毎日をすごせる

ような事をたくさん考えてほしい。横につなが

りでそれぞれの施設で今よりも、もっと、質の

よいサービスをたくさん利用者にできるような

事を、市として考慮してほしいと思います。金

額も、多くなると、負担もあり今後が心配です。

なんとか利用代金軽減を、望んでいます。（女性、

89 歳） 

○・病院受診や何かの外出に、タクシーを利用し

ているが金額がばかにならない。・付き添えする

私の身体の体力限度が心配。（男性、76 歳） 

○今後高齢化社会により介護保険料の負担が増加

する事は理解できますが、今現在、叔父の年金

でギリギリの支払の為、これ以上、負担が大き

くなるのが不安である。身寄りは私共しか他に

一人もいません。（男性、75 歳） 

○介護保険料が健康な人で介護サービス受けてい

ない人にとっては高額だと思っています。（男性、

71 歳） 

○回答者（代筆）は現在、ケアホームに入居して

居り、週 3回（月水金）と透析に通院して居り

ます。種々の事情があり今は一人です。何かの

変化があればすぐ連絡があり、対処出来ます。

松戸市も介護保険や高齢者福祉の充実には感謝

して居ります。保険料引き上げは、将来の子供

達の為にもやむ得ない事だと思います!!（男性、

82 歳） 

○所得金額により介護保険内容の料金額を定めて

ほしい。出きるだけ利用するサービスの負担を

軽減してほしい。（女性、86 歳） 

○介護度 4、5の方は、デイサービス、ショートス

テイ、長期利用、3 ヶ月、それぞれ、利用料を、

安くしてもらいたいです。（男性、70歳） 

○2割負担が高すぎると思う。（男性、86歳） 

○介護保険や高齢者福祉に、もっと国の補助を投

入して欲しい。事施設の充実と使用料金を低く、

おさえて欲しい。（年金が削減されると払えなく

なる）いずれ消費税が 10％になると思うが、全

額を福祉に利用して欲しい。（女性、74 歳） 

○介護保険は上げないで下さい。（女性、79歳） 

○毎月介護保険料を取られていますが、使う事が

無い場合は生命保険と一緒で掛け捨てになると

いう事でしょうか?!年金が下がっているので介

護料が負担になっています。（女性、61 歳） 

○介護保険料をふやさないでほしい。介護される

人、介護している人の保険料の負担金も少なく

してもらいたい。（女性、74 歳） 

○金額上げないで。（女性、63歳） 

○所得の少ない高齢者の介護保険料の見直しを要

望（高い）。（女性、83 歳） 

○移転する市立病院へお願い。ワンストップの老

人科新設、そこから各科、地域病院・医院等へ
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連携する。サラリーマンの妻からも介護保険を

徴収する。このアンケート完了まで大変でした、

もう少し簡略化。（男性、88 歳） 

○介護保険料は所得割にすべきだ。（女性、97歳） 

○介護保険料負担増は、同居の親族負担が増えま

す。経済的、精神的に不安です。（女性、91歳） 

○低所得者から介護保険料を年金から支払うのは

生活をしていく上で大変です。その負担が介護

をする私達になります。要介護 1 でもおムツが

必要なのですが、この負担も苦になります。よ

りよい福祉制度を願います。（女性、85 歳） 

○介護事業が利用者に対して介護費用の 20％出

してほしいとの事で大変に困っております。（女

性、79歳） 

○両親 2人を介護費用が高い。年金だけではまか

なえない。自分達の老後が不安。（女性、81 歳） 

○保険の使用についてありがたいと感謝している。

しかしながら、毎年改定される保険料について

は、税金と合わせて負担に感じている。（女性、

83 歳） 

○なぜあれ程高いのでしょう。施設はどこもかな

りの収入と思います。車の数や建物を見てもす

ごすぎる。もっと安くする工夫が必要です。本

当に高い、食事は質素すぎる。（女性、90歳） 

○12 年間同じ施設を同じように利用しています。

ケア・マネージャーが付かないと介護保険を使

って施設を利用できないというのはケア・マネ

ージャーの料金の無駄のように思います。普段

はケア・マネが居なくてもいいと思います。必

要があるときその都度ピンポイントでケア・マ

ネを利用するようにした方が保険者の費用が軽

減されていいと思います。（女性、92歳） 

○夫婦で介護保険料金を取られているので、もう

少し料金が安くなると良いと考えています。（女

性、76歳） 

○課税対象者ですがほんの1万0000円収入が多い

だけで 2倍の支払いは困っています。年金のほ

とんどが老人ホームの費用になり、ほんの少し

残っただけで生活するのはつらいです。何とか

考えて頂きたいです。（男性、85歳） 

○病院に行くたびに、交通費（タクシー利用）が

高く、大変です。バスや電車を利用する事が出

来ません（足に障害が残っている為）。いつも病

院へ行くたびに痛感しております。（男性、78

歳） 

○介護保険料と利用料の増額が検討されています

が、今以上増額となると、生活が大変になりま

す。（女性、72歳） 

○介護サービスの拡充も必要でありますが、仕事

が介護のため出来ない人のため、税金減額を考

えてほしい。なお、介護のサービスの拡充のた

めに介護保険料を上げる事は、なるべくしない

ようお願いしたいです。（女性、85 歳） 

○保険料を支払っているのに、給付外（要支援等）

になるのは困る。このアンケートは、サービス

を受けるには高負担もやむを得ないとの答えを

誘導しているように感じた。福祉予算をけずる

前にやることがあるのではないでしょうか。（男

性、83歳） 

○親の介護はしたいが、生活の為仕事もしないと

いけない。以前、ホームヘルパーをしていた時、

自分の親を介護して収入を得られたらいいのに

と思った。働く可能性があるので、それはダメ

と聞きましたが・・・。施設利用料が高く、余

裕がないと入れない家庭が多いと思います。（女

性、81歳） 

○住宅改修の費用が決まった業者だけの為か、割

高だと思いました。（男性、82歳） 

 

■ 主に介護予防について 

○今後の高齢者の増加を思うと、若い命より年寄

りの為にお金を使う。→未来がない。デイサー

ビス、老人ホームの事業所の以前に、集会所（役

所、ボランティア運営）があれば、通所回数を

減らせます＝節約になります。（女性、85歳） 

○松戸市は、テレビで他市でやってる無料の健康

（体を動かす運動）は、どこでやってますか？

（男性、68歳） 

○なるたけ自分で気を付けて健康維持に努力して

いる高齢者、少なくとも 80才以上の健康人に対

する市とか国の配慮がないのが残念。（例えば要

介護でない人への恩典なんかがなぜないのか？）

（女性、82歳） 

 



（５）要介護認定者調査《家族等回答》 

172 

■ 主に相談や情報提供について 

○認知症対応型通所介護の施設や、市で行ってい

るサービスの制度などを知らなかったので、も

っと大勢の人に紹介する機会があるといいと思

う。24時間、困ったときに助けてもらえる、連

絡して相談したり、手配してもらえる機関があ

るといいと思う。薬局で“余った薬はないか、

受け持ち薬局を持とう”と言われているが、家

に余っている薬について相談しても結局、今度

調節するよう言われ、今までと同じだった。家

に親をおいているのに待たされるのがとても辛

い、困る。調剤はないしいつも決まった薬なの

に。方法を何か考えて欲しい。（男性、91歳） 

○介護保険のサービスについて、いろいろ変わる

ので、もっと説明して。費用がだんだん高くな

っていくので大変です。（女性、74 歳） 

○周りには、介護申請の方法や介護サービスの利

用方法を知らず、本人も、介護される本人の生

活の苦労やストレス、家族内のみで介護してい

る家庭がたくさんあります。状況が入手しにく

く、何か、情報が入手しやすい方法はないもの

かと…。（女性、76 歳） 

○松戸市に限って言うと、高齢者についての情報

発信はあまりにも不足している。誰も情報を知

らない。他の市と比較して、かなりレベルが低

い。アンケート質問が多すぎる。これでは回収

率は高くない。インターネット化してほしい。

松戸市は何につけてもレベルが低い。（女性、86

歳） 

○高齢者はパソコンも使えず、英語も分からない

のでお知らせは分かり安く知らせて欲しい。ホ

ームページと云われても分からない。子供にき

くしかない。（男性、83歳） 

○親族が 70 歳を過ぎたら、介護保険制度や認知症

について、もっと知っておくべきだったと思い

ます。これからたくさんの人が困るはず、いろ

んなケースを紹介しながら考え準備していって

ほしいです。サービス選択の自由度経済的負担

の軽減は限界でしょうか？（女性、84歳） 

○施設に関する情報が少ないと思う。施設の入所

状況や入所の際にかかる費用、月の料金等自力

で調べる事が出来ない家庭が多い事も認識して

いてほしい。入所したいと思っている人達はパ

ソコン、スマホ等で調べる事が出来ない人達だ

と思う事が出来るかどうかが、新たな智恵を生

みだせるかどうかと思います。（女性、76歳） 

○誰でも、わかりやすくしてほしい。（女性、85

歳） 

○いろんな助成など自分から聞いたりしないとわ

からないことが多く、うけられる助成などうけ

ていない人もいると思うので、社会の皆が理解

できるよう、くふうした方がいいと思います。

介護保険料は、必ず、払うことになっていると

思うので。（女性、49歳） 

○介護事故をおこした施設の公表をして欲しい。

（女性、78歳） 

○定期的に 60 代以上の内容は知らせてほしい。

（女性、88歳） 

○高齢者福祉についてもっと勉強する必要がある。

パンフレット、資料があればほしい。（男性、81

歳） 

○松戸市が独自に行っている高齢者施策について

知らない方が多いように思います。もう少し周

知されるようお願い致します。（女性、92歳） 

○別居して介護していますが、本人が分からなく

（認知症）なっている為、その地域での情報入

手が困難です。是非改善を!!（女性、83歳） 

○すべてが、わかりづらい。要介護 3で介護保険

料を毎月使っていない場合はどうなるのでしょ

うか？使っていない人には、割引きになるサー

ビスなどを付けても良いのでは？（男性、61 歳） 

○すべての人々が情報の共有化をする。（女性、80

歳） 

○年齢と共に今後どうなるのか、どう介護してい

けるのか、近い将来必ずおこることを不安に思

っています。同居していますが、夫も娘も介護

に関しては他人事で。家族だけでは限界なのは

現実で、なのにこちらから声を出さなければ外

には声は届きませんし、その方法も窓口も公的

なものはわかりにくいです。110 番の様にまず

困ったらとび込めるわかり易い窓口が欲しいで

す。（男性、89歳） 

○別居介護です。夜間早朝に急に体調が悪化し、

本人から助けを求められない状況になったら…
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という事をとても心配しています。何か迅速に

対応できる手段等がもしあるのなら、ぜひ教え

てほしいと思っています。市の広報誌等への掲

載、お願いします。（女性、83歳） 

○サービスの情報がなかなか届きにくく、私達市

民の理解不十分だと思う。もっと利用させて頂

き、介護生活を支えて頂きたいと思います。今

後サービスの利用が高まる中で、費用の確保（平

等性）などが問題ですね。（女性、97歳） 

○松戸市公式ホームページにどのような掲載があ

るのかパソコンを持っていない者にとって、ど

のような方法があるのか？パソコンなど持って

いる事をあたり前の基準に疑問を持ってしまう。

介護者に外に出る様すすめているが、交通介護

タクシーが病院以外は、介護保険適用とならな

い。体が不自由でも外に買い物など行きたい場

合介助料が大きな負担となってしまうのでなか

なか外に連れて外出できない。病院以外でも介

護負担になってくれると経済的にも楽である。

（男性、70歳） 

○情報が伝わらないのはデイサービスの経営方針

によるものと思う。利用者同志だけでの融合す

るのは難しいと思う。（男性、77歳） 

○主に介護者に大腸癌が見つかり、即入院手術が

必要との事になったが要介護者を最短でも約 1

ヶ月間の介護先がすぐには見つからず、ケアマ

ネと一緒に探し廻り、約 1ヶ月かけて、ショー

トステイ先の目途がついたが、どこに相談して

も自分でさがしなさいとのことで約 1ヶ月の日

と時間をついやしてしまった。この様な時にた

よりにする強力なサポートがほしい。（女性、78

歳） 

○介護保険や高齢者福祉に関して PR はしていた

だいていると思いますが、必要として初めて関

心が持てる事もあると思いますので、ある程度

の年齢になった時個人的にアタックしてほしい

と思います。（男性、90歳） 

○Q.114.情報収集について①又は、みどりの封書

を送られる同封される、介護事業所の名簿だけ

の情報です。高齢者はホームページと簡単に言

われても使えません。多くの老人は同じと思い

ます。情報がとれないのが一番「－（マイナス）」

のことです。私は頸椎手術後、体が手足体が不

自由に成り尿もれもひどく成り、この先どんな

ことしても、下の始末を自分でしたい、ねこま

ないことを目的にリハビリ他、医療を受けてい

ます。なんとしても、これ以上に悪く成らない

で、少しでも良くなる様に希望は、また持って

なるべく明るく（はりきってというが）頑張っ

て医院に通院しています。とても疲れます。た

だ、脊髄科（頸椎の先生が少ない）せいか、手

術した大学病院に行ったら、とか、なんで来た

とか脊髄の先生が、いらっしゃらなかったり（大

病院ですが）、紹介され、たのまれたから、その

（大学で）やっていたんだ、大学医に行かなけ

れば看ないとか（割としないでは大病院ですが）

大学の方が上だからそちらに行ってとか、公立

病院でも平気で口にします。痛いから、それで

も行きますと、先生が来てもいないから来ない

で下さいと、整形外科の看護士さんから、わざ

わざ TELして来る。院の中の地域相談の方に話

を入れて、いたくてたまらず TEL し、またその

時は行って下さいということですのに、ことわ

られたりしますので、医療の情報がとても欲し

いのです。ケアマネさんも多忙で情報を余りお

持ちでない様です。行ければ都内でも行きたい

のですが今は動けません。介護よりも医療情報

が欲しいです。現在をいじするか、少しでも治

したい、らくに成って明るい週末を迎えたいの

です。間は、足、関節も悪く、治療をしていま

すので、頸椎の専門ではないのですが、心やさ

しい対応でいたみを緩和して下さっています。

この病気に対して、とても動けなくなることが

不安で、夜、朝方、考えこんでしまいます。右

手が不自由で乱字、乱筆に失礼します。（女性、

76 歳） 

○介護については私達は素人です。民生委員、デ

イサービス、ケアマネージャーの話を聞き、今

後の相談にのっていただきたいと思います。（女

性、85歳） 

○コミュニケーションの提供をふやすこと。（男性、

83 歳） 

○ながいき手帳は知りませんでした。どこでもら

ったらいいのでしょうか。（女性、92歳） 
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○包括支援センター等、その窓口の使い方がよく

わからないので、もっと分かりやすく広報して

ほしいです。（男性、76歳） 

○高齢者だけだと耳が遠くなっていたり、パソコ

ンも使えないので情報伝達や入手が難しい場合

がある。郵便ポストやバス停、スーパーなどの

商店が遠い。このアンケートがわかりにくかっ

た。（女性、86歳） 

○介護保険制度の内容十分わからない。（男性、98

歳） 

○パソコンの不備、不勉強などでホームページ等

利用出来ない場合はどうなりますか？ご検討下

さい。（女性、80歳） 

○介護を受ける時以前にこれから具合が悪くなっ

たら 1 人でどうやって暮らしていけるか、とい

う不安があり、その時になってからではなく以

前にサービスを内容を教えてくれる所がほしい

です。また、市からもっと積極的に情報を出し

てほしいです。（女性、91歳） 

○介護している家族がもっと情報を得ることが出

来るように相談出来たり、悩みを共有出来る場

所を作ってほしいです。（女性、53 歳） 

○利用できるサービスもまだまだあるかと思いま

すが、「知らない」ので利用できないケースもあ

るのではと感じます。要介護者はもちろんの事、

介護者の立場をもっと理解して戴きたいと思い

ます。差し当たり、要介護認定を受けている家

族に介護度に応じたお知らせ等、頂けると助か

ります。（女性、41 歳） 

○急に介護する立場になった時、何もわからず、

情報を持っている人は、うまく利用していて、

市がいくら活動しても自分にこなければわから

ず、なった時、よく説明してほしかったと思い

ます。75才になっても他人事だと思っていまし

た。（男性、74歳） 

○パソコン等ないので「ホームページを見なさい」

と云われてもとまどいます。（男性、77 歳） 

○介護保険や福祉に関する情報をわかりやすく提

供して欲しい。相談出来る窓口を増やして欲し

い。認知症の予防にもっと真剣に取り組んで欲

しい。（女性、77歳） 

○高齢者サービス情報ホームページ、冊子等知り

ません。広報全体目を通す時間なし。個々に送

付して戴ければ目を通す事出来る。高齢者ゆえ

字は大きくして下さい。（男性、76 歳） 

○介護の仕方を勉強するところがほしい。（男性、

76 歳） 

○高齢者はパソコンそのものを保有していないケ

ースが多い。ホームページを見てほしいという

一方的なアナウンスの仕方に疑問を感じる。（男

性、76歳） 

○ながいき手帳のある事を知りませんでした。（男

性、74歳） 

○ローマ字も知らない老人である。近代情報器具

を駆使する事の出来ない老人は、他に居るかも

知れないが？松戸市公式ホームページもパソコ

ン等も見たことも無い。（女性、88 歳） 

○広報まつどを郵送してほしい。（女性、89歳） 

○健診で認定のしくみ、窓口を紹介して、皆が早

く介護を受けられるようにしてほしい。早く受

ければ、自立の期間が長くなる。（男性、80 歳） 

○介護サービスに関する情報をもう少し、わかり

やすく普及してほしい。（女性、77 歳） 

○両親と離れて暮らしているので、市のホームペ

ージなどの情報が充実しているとうれしいです。

（女性、82歳） 

○パソコンがない場合は、市役所等に行くしか方

法がない。ケアマネージャーに聞いても、「自分

で調べるように」と言われる。（女性、90歳） 

○介護者として介護保険料を長年納入しています

が、未だ介護を受けたことはありません。いず

れその時期は到来すると思っていますので、介

護保険制度の内容や高齢者向けのサービス等に

ついて理解したいのです。情報収集の不足を痛

感しています。機会をとらえて説明してくださ

い。（女性、84歳） 

○ながいき手帳ほしいです。介護保険の認定申請

時に頂けたらよかったと思う。体も、心もかな

り疲れているので、1～2日休みたいと思ってい

ます。が、自分の親だからがんばるしかないと。

（女性、86歳） 

○Q114につきまして。本人宅は新聞も取っており

ませんので、折り込みの情報誌等は受け取れな

い状況です。こういう世帯にもサッシ情報が行
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き渡るようにして頂けると助かります。（男性、

82 歳） 

○介護認定を受けた際に、今後の相談場所なども

教えてもらったが、市外の為なかなか相談出来

ない。市ごとではなく、国として行えるといい

と思う。（女性、75 歳） 

○子世代は、Q114 の質問での広報まつど 2、3 に

ついて比較的見やすいですが、高齢には見づら

い様に思います。もっと簡単に高齢者が目にと

まる様な見やすい物（わかりやすい）があれば

良いかと思います。両親に聞いても分かってい

ない部分が、多々ある様で。（女性、77 歳） 

○多種の書類があり、高齢者本人では手続きの方

法等、文章が難しく、そのまま放っておく事が

ある様です。もっと分かり易い内容にしていた

だくと良いと覆います。（女性、82 歳） 

○低所得者でも入れるような老人ホーム？の情報

をどのように調べればよいかわからない。自分

の生活と介護の両立がどんどん難しくなるので

はと思われ、相談をどこでどのようにするか悩

む。（女性、85歳） 

○難しくよくわからないことが多いので、説明等

をわかりやすいものにしてほしい。（男性、78

歳） 

 

■ 主に介護する家族への支援について 

○現在は病状悪く入院していますが、退院した場

合、色々と援助が欲しいですが、ケアマネージ

ャーさんがよく相談にのってくれてたすかりま

す。老人ホームでなく通える施設を調べておき

たいと思います。（男性、82 歳） 

○認知症の患者は、記憶が 3 分も持たない上に、

新しい情報が入っていかず、受け入れてもらえ

ませんので、現状を変える事は難しく、急激な

変更は無理だと思います。離れ離れにずっと暮

らして来た親子をいきなり仕事、生活、環境を

捨てて、介護の為同居されるのは、今後の社会

的な問題に。介護保険料の値上げやヘルパーな

どの時間が少なくされると、老老介護世代の子

供の方が支障が増え、離婚、破産、病気が増え

てしまうと思います。（女性、78歳） 

○（アンケートを記入した知人の意見です）・通院

時（自宅→病院→自宅）の介護保険で利用でき

る付き添い（病院の中も）サービスがあれば、

助かる人が大勢いるのではないかと思います。

以前、認知症の母の介護をしていたのですが、

通院の日は仕事を休まなくてはならなくて困り

ました。・母はおとなしい認知症でしたが、介護

は大変でした。おとなしくない認知症患者の介

護者は毎日ギリギリの精神状態で過ごしてると

思います。介護者を救う仕組みがあれば良いな

と思います。ネットに介護者の悲痛な叫びが載

ってます。ご覧いただければと思います。（男性、

77 歳） 

○老々介護がふえて来ています。介護をする者へ

の一層のケアーを願っています。介護殺人を理

解できます。（女性、101歳） 

○将来、介護者の健康問題が発生したときにどう

するかが課題。その時になったら、というのが

現実。（女性、77歳） 

○現在は配偶者である私が介護してますが、もし

自分が病気になった時の事を思うとすごく不安

になりますが、こういう場合すぐに一時的に面

倒を見ていただける施設が安易に利用できる

（場所）ことをお願いしたいです。（男性、83

歳） 

○老々介護に対する援助がもっと手厚くないのか。

（女性、80歳） 

○介護者が倒れた時の対策が出来ておりません。

どのような方法があるのか教えてほしいです。

（女性、77歳） 

○老老介護など、所得の少ない家庭への援助は、

矢張り、金銭面が一番と思います。（女性、78

歳） 

○介護保険料を支払っていながら、サービスを受

けていない人には、ポイントを提供し、ポイン

ト数に応じて無料サービスを受けられる事とか、

在宅でがんばって介護している人（世帯）には

手当てを充実させるとかすれば、介護者も多少

はむくわれるし、安易に施設利用する人（世帯）

も少なくなると思う。施設を増やしても介護職

員は増えないし。（女性、93 歳） 

○40 代の人で介護している人がどのくらいいる

のか円グラフで表示して欲しい。年代別に表示
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して欲しい。同じ境遇になっている人が身近に

いないので、そういう人と知り合いになり、共

に励まし合ったり相談したり、智恵を出し合っ

てがんばっていきたい！そういう人達がどこに

いるのか 1日も早く知りたい、出合いたい！教

えて欲しいです。ケアマネに、ショートステイ

も時々利用して自分達の体を休めてネ！と言わ

れたけど、とんでもない、すぐ活用出来ないし、

2 ヵ月前から予約しないと利用出来ないし。年

寄りの人で認知症介護をしている人は、疲れて

しまうからショートステイにあずけたりするの

は理解出来る。But 介護したくないからといっ

て施設にあずける人もとても多い。はっきり言

って困る。私は何とかやっているが本当に疲れ

る。優先順位の見直しをして欲しい！頻繁にに

預けるわけではないが。2ヵ月待ち、3ヵ月待ち

には驚きました！介護されるよりもする方が本

当に大変です。夫も他人、夫の親達も私の母は

他人・他人事です。直面していないから人の気

持ちがわかりません。1 人っ子だから本当に相

談相手にはすごく苦労します。1 日も早く同じ

境遇の人と知り合いたいです。教えて欲しいで

す。1 人っ子の人がどう介護を乗り越えたか聞

きたい知りたい（本も少なくて情報が入りにく

い）。介護されるよりもする人の方が大変です。

こちらの意見の方が大切！改善して下さい。さ

れますように！（書く場所が少ない、たくさん

書けない。もっとたくさん枠をもうけて欲しい

です）（女性、79歳） 

○主人が難病指定の病気になり介護保険にお世話

になる事になり、思ってもみない 1年でした。

しかし、ありがたい事に色んな施設を利用させ

てもらう事ができてうれしく思ってます。自分

（私）一人では介護できない事いっぱいこの先

でてくると思うので、すぐに対応できるサービ

スをぜひお願いしたく思います。（男性、70歳） 

○介護に疲れました、と言うのが本音です。認知

症は波があり暴言で精神的にクタクタ、先生に

話しても強い薬をつかう他ないと言われればガ

マンです。本人と介護者の意識の違いも大きい

のではないでしょうか？1 年に 1 回でもどこか

で預かっていただき、体をリフレッシュ出来れ

ば、又違うと思いますが…。男性はショートス

テイなんかもっての他と考えている人が多いと

思います。24時間、時間はあってない様なもの。

お休みが欲しい！そして気軽になんでも相談出

来るところがあればと思います。（男性、81歳） 

○・介護保険は何に使えて何がダメなのかよく分

からない。・介護する側は、大へんなので、一週

間でも病院の方で預かってもらえたら（年に何

回とか何ヶ月かに分けて）助かります。そう言

う制度が出来れば、有難いです。介護者も目一

杯頑張っているので。・介護者もいつも健康とは

限りません。自分をぎせいにしています。・アン

ケートだけで終わらない様願うばかりです。（男

性、69歳） 

○老々介護のため、介護している者が急病になっ

たときの対応を心配してます。（女性、83歳） 

○80 才以上が 91 才の介護をしている状態。何か

と無理があります。被介護者の私からすれば迷

惑を掛けぬ様に心掛けて余命を過ごすだけ、頑

張ります。介護者援助に力を入れて下さい。（男

性、91歳） 

○高齢で介護認定者が 2 人の家庭に対するケア。

（男性、76歳） 

○もう 7年以上脳梗塞と失語症の母にインスリン

を打っています。父も胃ガンをしたり、先週腸

閉塞で退院しました。ほぼ全てしてます。泊ま

りの旅行にインスリンがあるので行けません。

お金が発生しても良いので、その日だけとか出

張サービス的なのがあったら、自由が増えると

思ってます。介護者への支援と一時金とか子供

のみ優遇されてる気がしますけど宜しくお願い

します。（女性、76 歳） 

○・オムツ券は助かります。・在宅介護を週 3日以

上している人に対して、外で働きたくても働け

ないので、何らかの補助があれば助かります。

（男性、69歳） 

○介護のすぐやる課ができないものか？必要と思

う時にできないとなんの為の介護なのかと思う

事も多い!!公的にもっと自宅での介護を優遇す

べきと考えます（自宅での介護は本当にいろい

ろあります）。（女性、60歳） 

○デイサービス 1日、訪問看護師 1時間、リハビ
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リ週 2 回で 2 時間、訪問医師 20 分、訪問入浴

40 分、後は家族で介護しています。私も 4 年位

前に介護の勉強を松戸の広報を見参加しました。

今はその介護のおかげで助かっています。家族

で介護している家庭にお手当を頂けば働かない

で家で介護出来ると思います。（女性、97歳） 

○家族が 1人で、なおかつ、介護者も病気もちの

こともあることを知ってほしい。その場合は、

特別な配慮がほしい。（女性、89歳） 

○現在預貯金の切りくずしと公的年金（2 人合わ

せて約 80万年間）で生活しています。介護家庭

にやさしいサービスがあれば良好なのですが。

医療費、光熱費、食料費等。（女性、90 歳） 

○介護者は、自分より重い高齢者を介護している

ので高齢者と同じような、マッサージ、筋トレ、

主治医の治療などのサービスを受けられると助

かります。（男性、98歳） 

○・時代が進むにつれ、なに事もホームページと

やらになり、わからなくなる。・介護者への（自

宅）保証のような事がほしい。自分が歳をとっ

ていくのにむなしくなる。（女性、93歳） 

○同居したての去年は介護サービスを受けられず

に大変つらかった。同居していても働いている

者の場合、全てをかかえては共倒れになってし

まう。働かなければ親を助けられないし、働い

て同居していれば受けられないサービスがある

のが親娘ともに不満。（女性、88歳） 

○介護者は、精神的にストレスがたまってしまい

ます。認知症の親の介護の場合、言葉がきつく

なったり、怒鳴ってしまうこともしばしばあり

ます。その事がまた自分のストレスになり困っ

ています。相談できる場所、頑張りすぎなくて

いいと言ってもらえることが必要だと思ってい

ます。自分の心と身体を守るのは必死かもしれ

ません。（男性、90 歳） 

○認知症の両親を介護中です。できる限り在宅介

護希望ですが少しずつ症状は悪化していくのを

知っています。介護者の心のケアが必要になっ

ていきます。自分の心と身体も守らなくてはと

必死です。そういう方がたくさんいることをわ

かっていただきたいと思います。（女性、89歳） 

○介護者へのサポートを検討してほしい。介護離

職ゼロと言っても、介護者は職場では管理職等

の責任ある立場の年代です。中途半端な働き方

ができないから離職を選ぶ現実を直視すべきで

す。（女性、43歳） 

○介護している人達が集まって経験談など、話し

合える場があればいいと思います。トイレの回

数が多い。その都度介助しているので、一日中

家を空けられない。自由な時間（外へ出る時間）

が非常に少ない。（女性、92 歳） 

 

■ その他 

○現在の制度で今後も続けてもらいたい。（男性、

74 歳） 

○高齢者社会になり、私の住んでいる地域も独り

暮らしの方が沢山います。坂道が多く、皆さん

外出されるのに苦労しています。乗り合いバス

や、病院までのバスなど、地方で行っているよ

うな、買い物に連れて行くバスなどがあれば皆

さん助かると思います。冬の雪のあと、大通り

だけでなく住宅内の雪かきなども 1人でできな

い方が沢山います。市に除雪車など出していた

だけたらと思います。（女性、88歳） 

○もう少し利用しやすくわかりやすい保険制度に

してほしい。認定の結果で疑問が残ることがあ

る。高齢者だけでなく福祉全体が以前より後退

した感があり、将来が不安です。少子化の問題

も本気で国にはとりくんでほしいし、松戸市に

住みつづけてよかったと思える福祉を実現して

下さい。（女性、90 歳） 

○私（介護者）は埼玉県北部居住。独居の母（84

才）を介護しています。利用できる福祉サービ

スが、松戸市内のみでなく、私の住む地域でも

利用できるようになれば助かります。そうなれ

ば、私の都合に応じて母を自宅に呼んでしばら

くめんどうをみたりしてあげることができます。

病院等の連携も同様です。（女性、84歳） 

○生活保護者ばかり、手あつく介護保険を使いた

い放題のような気がする。不公平。（女性、94

歳） 

○学校や企業がこの問題にとりくみできるような

しかけづくりが必要だと考えます。若者の意識

の向上（これは大きな力になる）と介護離職防
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止につながると考えるからです。（女性、84歳） 

○健康保険証や臨時給付金の申請書類などの郵便

物が、本人の自宅にしか送付されないこと、一

度本人に渡ってしまうとどこに行ったのかわか

らなくなり、手続きが遅れたり期限が過ぎてし

まったりする。市外なので、いつ、どんな書類

が送付されているのかもわからないので、気を

付けようもない。（女性、86 歳） 

○①介護申請につき市→各種機関をたらいまわし

されてようやくケアマネージャーにたどりつい

た。この一連の手続きについて簡素化する方策

を考えてもらいたい。相当の労力を要した。②

この様な詳細な質問は本人には出来ない。項目

を減らすなど効率化を図るべし。（女性、79歳） 

○ショートステイの手続きをしたが、書類があま

りにたくさんあり、そのショートは、夜間の見

守りが弱かったので、結局利用せず。新たに、

別のショートの申し込みも考えているが、又、

一から書類を作ると思うと、時間もとられるし、

気が重い。全て…利用する際に、もっと、かん

たんな書類で対応できないか!?（男性、87 歳） 

○介護保険サービス提供事業者と、ケアマネージ

ャーの職務関係を明確に切り離し、適切なサー

ビスが本当に必要な対象者に届くようにし、保

険事業費用の圧縮を図り、若い世代の負担を軽

くする努力が必要であると思います。（利用しな

かった人に、報償する制度もつくってはどうで

しょうか）（女性、91歳） 

○介護保険の制度や内容がわかりづらい、高齢者

に理解してもらうのは不可能な程、むつかしい

と思う（取り残されてる方がいるのでは？）。手

続き、契約等の書類が多すぎる、すべての人（サ

ービス提供者、役所含）に無駄な時間だと思う。

介護サービスを行う、オーナー、経営者の資質

の向上の為の管理、指導を願う。サービス提供

者さんの職場環境を整えて介護全体の質の向上

を願っています。（女性、86 歳） 

○認知症は知らない間に進んでいて、なかなか母

の事を認めたくなかったので病院に連れていか

なかった。これから多くの人がサービスを利用

すると思います。私自身の生活もある為仕事は

辞められません。今は何とか母の所へ行き身の

回りの世話をしていますが…かなりしんどいで

す。市や国のサービスをもっと簡単に利用でき

ると良いと思います。ささやかな希望です。よ

ろしくお願い致します。（女性、80 歳） 

○4 人の親の介護をしています（実父が亡くなり

今は 3人）。現在の介護保険制度にたいへん助け

られています。今後サービスが減ることはとて

もとても困ります。（女性、82歳） 

○長年介護保険料を払って、介護が必要になった

現在、充分な福祉を受けられているのかわから

ない。サービス利用の開始も手続が複雑で難し

く、ケアマネージャーの力量によって差が生じ

る。介護認定の基準もよく理解できず、本当に

本人のための認定になっているのか不明。介護

保険の還付金もタイムラグが長すぎて、計算の

基準も不明。介護に忙しい中、疑問やイギ申立

てなどしている時間などとれません。わかりや

すく、明確にしてもらいたい。（男性、90歳） 

○「親を介護するには家が狭い（アパートも含む）」

と考えてる人がいます。自宅介護を促進するひ

とつの方法として、空きが多い団地の部屋を 2

部屋ぶち抜いて広くし、介護者、被介護が同居

できる住宅（賃貸でも分譲でも可）を確保する

施策はいかがでしょうか？（女性、93歳） 

○介護保険があってケガや病気にあっても利用で

きるので、老人が多くなると思うので子供の負

担が減るのであれば制度継続をお願いいたしま

す。（女性、84歳） 

○松戸に住んで、50年近くになりますが、自分が

介護する立場となり介護保険や高齢者福祉の充

実が大切な事を感じます。しかしながら、要介

護状態区分により必要とするサービスも異なっ

ています。必要とするサービスが多ければ多い

程、自己負担額も増加する為、限られた収入の

中で充実したサービスを受ける事ができればい

いのですが…。（女性、81歳） 

○自分の母親が介護保険を利用していたので、い

ろいろ理解しているつもりでしたが、自分の夫

が介護保険を利用する事になり、福祉用具を借

りたり購入したりいろいろ利用できてありがた

い制度だと思います。是非持続可能な制度とし

ていけるよう賢く利用していくべきだと思いま
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す。（男性、69歳） 

○サービスを受けることができるのは、とてもあ

りがたいです。が、手続き等がとてもめんどう

ですね。（女性、88 歳） 

○2 号保険者の特定疾病の差・限定されているも

のが少ない気がします。1 人では生きて行けな

い状況が有るのに、線引きされてしまう。誰に

頼れば良いのかどうするものか、悩んでしまう。

（男性、58歳） 

○介護保険財源不足は単に保険料負担の引上げで

なく、多角的抑制施策が必要。その一例として、

1.介護保険は機能維持、回復、生存的生活支援

等に限定 2.支給限度基準額そのものを 1、2、3

割等負担に細分化し利用の抑制。3.当制度発足

以来、介護保険を長年納めながら未利用の高齢

者に対し何等かの特典と啓発（未利用高齢者は

5 割負担の国、地方に貢献）。（女性、73 歳） 

○保険で利用できるサービスが削られていき不安。

（男性、90歳） 

○介護者（母）が無年金で、無収入ですが保険料

他の負担金が安いので助かっています。現在の

制度は充実している（恵まれている）と思いま

す。（女性、84歳） 

○もっと仕組を解りやすくして欲しいです。（女性、

81 歳） 

○介護保険制度は、大変ありがたいと思っていま

す。この制度があるので、在宅が実現している

と思っています。（デイサービスでのお風呂、シ

ョートステイで介護者の自由時間）感謝してい

ます。この制度が、長く続きますように願って

います。私自身は、健康寿命で頑張りたいです。

（女性、92歳） 

○停車スポットを細かくした乗り合い車や気軽に

利用できるタクシー等、外出の足を充実するこ

とで高齢者の外出機会も増える様に思います。

（女性、85歳） 

○介護の機械化を急ぎ、経済的な社会負担、介護

者負担を減らすべきである。同時に、介護従業

者、特に若年層の介護従業者を積極的に減らす

べきである。（女性、78歳） 

○介護保険を持続可能とするために、サービスの

種類を見直して、市町村から県単位の広域社会

保険課を図っていただきたい。介護を社会で支

えるというのであれば、国主導のサービスの削

減及び負担額の拡大など、より複雑化している

のであれば、思いきって、もっとシンプルな制

度設計を考えていただきたい。ほとんどの家庭

は、家族で介護していると思います。（女性、84

歳） 

○母とは住まいが違うので松戸市高齢者サービス

の情報収集はあまりしておりません。今年は父、

母と要介護認定を受けたので、包括支援センタ

ーの方たちには大変お世話になりました。書類

の手続に関しては不便なことが多々あったので、

家族（親子）と認められる制度が出来るといい

なと思いました。（別居での申請は何かと大変で

した）（女性、80歳） 

○通院など移動の際に介護者が車の運転をしない

ので困っています。市内を巡回するコミュニテ

ィーバス等の利用ができると、高齢者の方でも

外出する機会が増えるのではと思っています。

やはり、外出をしないと、精神的にも、体力的

にも衰えていくのではないでしょうか！（女性、

83 歳） 

○二世帯住宅とはいっても、見てもいないのに、

それで決めつけるのは好ましくないと思う。一

人暮らしと同じの所もある事も有ると云う事を。

入退院、生活費等、すべて、家の者が手を出せ

ない家もあるという事も忘れないでほしい。（女

性、72歳） 

○泉ヶ丘（松飛台）は市のはずれに在る為か誠に

交通（足の）便が悪い。病院（松戸、和名ヶ谷、

常磐平等）に行く直行のバスも無い。高齢者免

許を返納したら、タクシー代もばかにならない

だろうし…。市役所や支所も含め、必要な所へ

乗り換せずに行ける、交通網を考えて欲しい。

（男性、85歳） 

○独居に関わらず、同居世帯にもサービスをして

もらいたい。（女性、86歳） 

○現在の介護サービス（母には、預貯金があるの

で費用の心配はない）より、10 年後、20年後に、

介護サービスの運営ができるのかが、とても心

配です。現状も大切ですが、今後、先の見通し

ができるのでしょうか。合理的に経費の削減な
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ど（サービス削減などとは異なります）考えな

いと。介護システム・ボランティア（無償）を

利用。このアンケート、本人回答できたら介護

状態ではないですね。（女性、87歳） 

○松戸 JR ホームは上行エレヴェタのみで降りる

エレヴェータ、エスカレータもない、何時も杖

をついて一段一段降りて行く。下る途中で一回

休み又、降りて行く。他の駅では上・下エレヴ

ェータがある。聞けばもうすぐとの事、毎度同

じ返事である？デイサービス等集合場所で皆そ

う思ってる。（男性、90歳） 

○若いころはわからない、足が不自由な事がこん

なに困ることか。エレベータ、エスカレータ、

イス、がないと外出ができないつらさ。もう少

しふやしてほしい。（男性、73歳） 

○介護保険、高齢者福祉のどちらも、ただ存在し

ているだけで、正しく機能していず、責任を取

る場（人）がいない。介護保険、高齢者福祉を

使用する、「社会的弱者」及びその家族に対し、

行政は責任の所在を不明にする事で、問題を消

してしまう。（女性、81歳） 

○現行介護保険制度は大家族を念頭に置いた制度、

しかし、現在は核家族化、子供も 1人か 2人、

制度の立ち位置の見直しをしてほしい。会社員

（フルタイム）通勤片道 2時間、認知症の母、

なかなかサービスを受け入れてくれず、私にそ

ばにいてほしがり正直しんどいです。同居人の

いる日中独居高齢者に対するサービスの制限が

厳しい。8 月まで父も同居していました。現在

有料の施設に入所しています。費用等大変です。

自己負担増の話しも有り、介護費用も医療費同

様所得控除対象にしてはいかがでしょう。エレ

ベーターの無い旧公団住宅のエレベーター設

置・建て替え等、行政で後押し出来ないでしょ

うか。アンペアー不足で IHに出来ず、日中母の

火の取り扱いが不安です。（女性、86歳） 

○書類が多すぎる。本人には理かいできないもの

が多すぎる。もっと、かんたんにわかりやすい

ものにしたほうがいいと思う。有効期限内に手

続きをしたのに、役所は期限がすぎても、なに

も連絡がなく、いそがしいからしょうがないと

のいいわけをされて、はらがたった。もっと、

改善してほしい。（女性、81 歳） 

○車いすの高齢者がタクシーに乗りたくてもいや

がられる事がある。介護タクシーの利用は通院

だけである。車いすの高齢者の交通移動手段を

考えてほしい。外出したくても、できず、結局

家にいることになってしまう。（男性、84歳） 

○MRSAなどの感染があっても、安心して介護が受

けられる体制を作って欲しいと思います。（女性、

80 歳） 

○介護保険制度と介護サービスのニーズが合って

いない事が多い。介護従事者（サービス）は良

く理解してくれている人が沢山いるので、意見

を聞いてあげてほしいです。（女性、77 歳） 

○現在、デイサービスやショートステイ使用で、

どうにか家族が安定して生活できております。

今後、同居家族の高齢化と進行、私自身の身体

もつらくなってきており、日常的にコミュニケ

ーションが難しく、介護者の問題、介護人達の

方々の問題です。制度と施設の充実をよろしく

お願い致します。（女性、80 歳） 

○実際に必要となって初めて介護保険の手続き等

が分かりました。親切な相談員に巡り合って、

退院後の行き先など早くに決める事ができまし

たが、複雑な仕組みは理解が難しいです。今後、

更なる高齢化に向け、よりよい制度を望みます。

（女性、86歳） 

○困っている人がなるべく軽い負担で、様々なサ

ービスを受けられるように、制度などをどんど

ん整えてほしい。また、そのような事に理解が

進むように。（男性、54歳） 

○エレベータがあると外に出られるようになる。

オムツをもっと支給してほしい。（女性、84歳） 

○要介護状態の区分が本人の状態が変わっていな

い（むしろ悪くなった）にもかかわらず、要介

護 5から 4になったのが、納得できなかった。

リハビリ病院から老健に移り（自宅が改修中の

ため）、リハビリが大幅に減ったことで、本人の

状況がよくなっている。老健でのリハビリを充

実させてほしい。介護も支援も必要としていな

い高齢者（80歳以上）にも、受けられるサービ

ス、例えば、体操との趣味等を充実させてほし

い。全く介護保険を使っていない高齢者への見
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返りがあると、励みになる。（男性、58 歳） 

 

２ 行政に対する意見 

○認知症により、判断力が衰えることで、介護を

要する場面が多いと思います。身体的介助をす

るのではなく、時候に合う服装をさせる、食料

品の消費期限を確認するなどの介入を要するこ

とが多く、時間もないことから、対応に苦労し

ています。両親とも書類記載や税金支払いがで

きていなかったので、市へ連絡し、こちらで対

応するようにしましたが、いちいち、色々な部

署へ連絡しなくてはならず、煩雑に思います。

対応の一本化をご検討ください。（女性、83歳） 

○いつもお世話になり、感謝しております。これ

からも宜しくお願い申しあげます。（女性、69

歳） 

○松戸市も子どもと高齢者にやさしい住みやすい

町になるようによろしくお願いいたします。（女

性、86歳） 

○高齢者社会になり、私の住んでいる地域も独り

暮らしの方が沢山います。坂道が多く、皆さん

外出されるのに苦労しています。乗り合いバス

や、病院までのバスなど、地方で行っているよ

うな、買い物に連れて行くバスなどがあれば皆

さん助かると思います。冬の雪のあと、大通り

だけでなく住宅内の雪かきなども 1人でできな

い方が沢山います。市に除雪車など出していた

だけたらと思います。（女性、88歳） 

○1.現在の福祉政策に感謝している。2.介護施設

で働く職員の待遇改善を強力に進めて欲しい。

彼等をみていると気の毒でならない（若い男の

人は結婚できないと思う）。（女性、72歳） 

○利用料が 1 割といっても、元値が異常に高い。

水増し請求で税金や、保険料が使われていると

思うと、腹立たしい。一般常識で、正しい値段

の 1割なら文句もないが、その辺が、業者にま

かせっきりなのはどうかと思う。ちゃんと、精

査してほしい。（男性、83歳） 

○もう少し利用しやすくわかりやすい保険制度に

してほしい。認定の結果で疑問が残ることがあ

る。高齢者だけでなく福祉全体が以前より後退

した感があり、将来が不安です。少子化の問題

も本気で国にはとりくんでほしいし、松戸市に

住みつづけてよかったと思える福祉を実現して

下さい。（女性、90 歳） 

○支援やサービスはありがたいのですが、子供た

ちや孫たちの世代が困らないような、長期的な

視野で、運営していただきたいと思います。省

ける所は省いて、若い世代につなげてほしいで

す。独身者が多い世代、益々たいへんだと思い

ます。（男性、68歳） 

○アンケートも必要とは思うが、住民本位の市政

に反映させるために労を惜しんではならないと

思う。実地に会って、実情や声を聞くことの方

が大事だと思う。今の政府の福祉政策は国民へ

の負担増の強制が多くて、憲法 25条の精神の充

実ではなくて後退続きで介護や医療を必要とす

る私たちの立場に立っていない。年金、介護、

医療などの社会保障の充実に立たないと、悲劇

は増えていくばかりです。（女性、58歳） 

○感謝しています。松戸市は他市にくらべて手あ

ついなと思っています。減らさないで下さいね。

（女性、83歳） 

○歩行機等を使って歩く時だと歩道が悪くて大変

危険な思いを何度もしている。段差、水たまり

などをなくしてほしい。凸凹舗装等、歩行機、

ベビーカーなど利用している歩行者も同じ思い

をしている。危険な歩道が多すぎる。（男性、69

歳） 

○有難いと思い感謝して居ります。（女性、82歳） 

○介護 5の母をみていると「介護」という言葉は

むずかしい。長生きして、お金の出費をひかえ

生活している。介護を始めた時より、現在はお

年よりは 1年に 1才増えていっているのに真逆

に利用したい事が年々できなくなっている。い

ずれ母を看取る、次は私の時代の介護はどうな

るんでしょう。不安が沢山あります。このお仕

事にたずさわっている方々も年をとり、自分の

身におきかえてしっかり良い方向へ進めて下さ

い。（女性、94歳） 

○この国の「社会保障」とはどの様な事を指して

いるのか？最近は失望する事ばかりで私も含め

て介護者は疲弊しきっているのではないか？追
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い詰められて最後は行政に頼るしかない貧乏人

は全て切り捨ての対象になっているとしか思え

ない。夫婦が…親子が…殺し合って真面目に生

きて来た犯罪とは全く無縁の善良な市民がある

日突然に犯罪者になってしまう、信じられない

が現実である。原因は「介護に疲れた…」であ

る。財源がないので国民負担を」お願いすると

いう事で平成27年8月より特養老人ホームの介

護費用が法改正の名の下で値上げされた。月に

7～8万で入所出来たのが 18 万～20万と値上げ

され特養すらも貧乏人には手の届かない所にな

ってしまった。高齢者社会は突然にやって来た

訳ではない。20～30 年前から危機が叫ばれてい

たのではないか？今日迄政治は何をやって来た

のか？不作為の罪ではないか？見せかけの「福

祉」ではなく本物の「福祉」を展開して頂きた

いと心からお願い致します。（女性、73 歳） 

○色々、ご支援頂きまして、ありがとうございま

す。（男性、74歳） 

○松戸市役所の皆様ごくろうさまです。何時も大

変お世話に成っております。ありがとうござい

ます。これからもよろしくお願い申しあげます。

（女性、87歳） 

○低所得者のカイゴの方法を教えて下さい。山口

はる子（女性、74歳） 

○皆様に大変お世話になっております（夫）（女性、

76 歳） 

○世の中に高齢者が多い為かかなり重度にならな

いと介護認定がとれない気がします。父のよう

に 80 才過ぎてから市に申込む場合は余命も考

慮するとどんどん介護保険を使って生活の質を

下げないよう生きていてもらいたい。私達若い

世代がかなり保険料を支払っているのは老人に

使ってもらう為だから有効活用して下さい。（男

性、84歳） 

○消費税を上げて福祉関係にその税金を使ってい

ただければと考えています。又、市で無駄な予

算と考えられるもの（今すぐ必要でない）その

予算を 1％でも減らして将来を子育てや教育に

廻してほしい。（女性、88歳） 

○介護保険の制度や内容がわかりづらい、高齢者

に理解してもらうのは不可能な程、むつかしい

と思う（取り残されてる方がいるのでは？）。手

続き、契約等の書類が多すぎる、すべての人（サ

ービス提供者、役所含）に無駄な時間だと思う。

介護サービスを行う、オーナー、経営者の資質

の向上の為の管理、指導を願う。サービス提供

者さんの職場環境を整えて介護全体の質の向上

を願っています。（女性、86 歳） 

○何時もいろいろお世話になっております。感謝

しております。今後ともよろしく御願い致しま

す。（女性、94歳） 

○これからも、よろしくお願いします。（男性、83

歳） 

○むつかしい。ヤサシク書いて下さい。（男性、95

歳） 

○・戦争をする予算（軍）から、福祉の予算へか

える様、松戸市として頑張って下さい。・全体的

に言えることですが、本人が要介護 2以上であ

れば殆ど回答はできないか、できたとしても不

正確な回答だと思います。明確に解答者（本人

もしくは介護者）を区別した調査（Q93 まで）

をすべきだと思います。このアンケートの集計

は信用できません。・現在担当して頂いているケ

アマネージャーは信用できる方で安心していま

す。（ケアマネージャーを見抜く講座があった方

が良い。組織の職員の方も、「でも・しか」で仕

事をされていて、必ずしも信用できません。etc。）

（女性、92歳） 

○より良い支えんを願う。（男性、92歳） 

○高齢者支援課の皆様のご努力に深く感謝致しま

す。多かれ少なかれ誰にもやってくる老齢にど

う対処するか、出来得る限りは自助努力でやっ

ていきたいですが、それがかなわぬ時が来ます。

その時にはお世話にならざるを得ないと思いま

すが、今後ともどうかよろしくお願い申し上げ

ます。有難うございます。（女性、85歳） 

○市の政策に継続性不足を感じる。“タテ・ヨコ”

の連携不足。（男性、79歳） 

○高齢者が安心して暮らせる松戸でありますよう

よろしくお願いします。（女性、74 歳） 

○いきいき社会、輝く社会、etc、かけ声は立派で

すが、中味が供なっていません。予算配分で、

なぜか福祉関係は、最後で調整弁にされてしま
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う。自己責任が声高になり高齢者はますます、

生きづらくなっている。在宅の方針は結局、家

族にしわよせがくる。どうしたら良いのか、し

っかり、行政を担う者は考えてほしい！（女性、

96 歳） 

○強制的にいろいろな人の意見を聴いて、介護保

険や高齢者福祉の施策を進めましょう！強制的

に聴かないと、いろいろな意見は出てきませ

ん！年よりにアンケート用紙を折るのは、たい

へんです！（男性、82 歳） 

○今後ますます介護が必要な人が増えると思うが、

必要な介護が受けられるよう、良いシステムを

作って下さいますように、がんばってほしいと

思います。また介護にたずさわる職員の方の待

遇をぜひしてほしいと思います。（女性、92歳） 

○・保険料を引き上げないでほしい。・誰でも必要

に応じて利用できる仕組みにしてほしい。・特別

養護老人ホーム（4 人部屋）を設置してほし

い。・働いている時は税金をたくさん払って体が

動けなくなったら年金で払えないような介護

（老後保障）では国政としてゆがんでいるとし

か言えないのでは？市として国にどしどし意見

を出してほしい。（男性、70 歳） 

○超高齢者社会が、明るい未来となるよう、早目

に手だてを打っていって欲しいと思います。若

者と高齢者が仲良く暮らせる社会の仕組みを作

って欲しいです。今回 2回目のアンケートでし

た。回答する量が多すぎると思います。答える

のに何日もかかります。もう少し介護者の立場

を考えてください。（女性、59歳） 

○市長さんありがとう、西口駅に呼鈴つけてくだ

さってありがとう。私は両足を手術しました。

鎖骨をおって障害者になって歩けない。でも一

人でタクシー券で東京病院、色々の所に行って

います。でも、東口の病院に行く時はタクシー

が呼べません。ヨーカドーの方にも呼鈴を、付

けて下さい。御ねがい致します。茂代 81才（女

性、81歳） 

○いつも御世話になっています。ありがとうござ

います。。妻を大変世話になりましたので、良く

分かります。遅くなりましてすみませんでした。

（男性、78歳） 

○高齢者に住みやすい町をよろしくお願いします。

（女性、96歳） 

○介護のすぐやる課ができないものか？必要と思

う時にできないとなんの為の介護なのかと思う

事も多い!!公的にもっと自宅での介護を優遇す

べきと考えます（自宅での介護は本当にいろい

ろあります）。（女性、60歳） 

○アンケートの実施ありがとうございます。ひと

りひとりが、人として尊ばれますよう祈ります。

（女性、83歳） 

○高齢者福祉 etc電話問合せしても電話口の職員

が答えられないでたらい回しされない事が多い。

（性別無回答、79歳） 

○余り高齢者福祉に公の費用を使うと、若い人達

の負担が多くなるかなと心配です。（男性、85

歳） 

○私の場合、まだポイントが残っていればヘルパ

ーさんをお願いしますが、今はきびしくて家族

に協力して貰って出来なければ現金に成ります

とのことで、我は両肩も動かない両ヒザも Oき

ゃくで洋服の脱ぎ着ができないので大変困って

います。マネージャーの言われる通りですか。

年金からは時間 3,000円とか 2,500円とかそん

な高額な時給は払えませんので、何とか係の役

所の方良き御指導下さい。永井マネージャとは

4 月より変わりましたがストレスにて体調が悪

く今も検査中です。（女性、85歳） 

○松戸市では、人工透析が出来ず、現在柏市（北

柏リハビリ総合病院）に入院中だが、松戸市で

人工透析が出来る病院は建てないのか？（女性、

87 歳） 

○このようなアンケートは始めてです。皆さんの

ご健勝を祈っています。（女性、82 歳） 

○今後高齢者が、だんだん増え、介護の時代にな

る。質のよいデイサービス、ショートステイ…

等の介護施設のレベルアップ。たまに、内部の

調査等をして、利用者が楽しく毎日をすごせる

ような事をたくさん考えてほしい。横につなが

りでそれぞれの施設で今よりも、もっと、質の

よいサービスをたくさん利用者にできるような

事を、市として考慮してほしいと思います。金

額も、多くなると、負担もあり今後が心配です。
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なんとか利用代金軽減を、望んでいます。（女性、

89 歳） 

○利用できるサービスもまだまだあるかと思いま

すが、「知らない」ので利用できないケースもあ

るのではと感じます。要介護者はもちろんの事、

介護者の立場をもっと理解して戴きたいと思い

ます。差し当たり、要介護認定を受けている家

族に介護度に応じたお知らせ等、頂けると助か

ります。（女性、41 歳） 

○回答者（代筆）は現在、ケアホームに入居して

居り、週 3回（月水金）と透析に通院して居り

ます。種々の事情があり今は一人です。何かの

変化があればすぐ連絡があり、対処出来ます。

松戸市も介護保険や高齢者福祉の充実には感謝

して居ります。保険料引き上げは、将来の子供

達の為にもやむ得ない事だと思います!!（男性、

82 歳） 

○ますますお世話になるばかりです。よろしくお

願いします。（男性、86歳） 

○本当に人間を人間として扱ってほしい。（男性、

96 歳） 

○今後金銭的に施設利用を継続できるか心配です。

また、保険料の増加や、サービス等も心配です。

高齢者や、その家族が安心して生活できる様に

してほしい。（男性、73歳） 

○今後も ADL 向上・維持のために支援していただ

きたくお願いします。（女性、69歳） 

○介護保険の利用の内容がわかりにくい。今回の

調査は本人にはむずかしすぎる。認知症の事は

よく考えているが、症状は似ていても、高次脳

機能障害のことは、あまり知られていないので、

困る。市でも理解してほしい。（男性、70歳） 

○現状高齢者が増え大変だとは思います。これか

らも宜しくお願いします。（女性、86歳） 

○現行介護保険制度は大家族を念頭に置いた制度、

しかし、現在は核家族化、子供も 1人か 2人、

制度の立ち位置の見直しをしてほしい。会社員

（フルタイム）通勤片道 2時間、認知症の母、

なかなかサービスを受け入れてくれず、私にそ

ばにいてほしがり正直しんどいです。同居人の

いる日中独居高齢者に対するサービスの制限が

厳しい。8 月まで父も同居していました。現在

有料の施設に入所しています。費用等大変です。

自己負担増の話しも有り、介護費用も医療費同

様所得控除対象にしてはいかがでしょう。エレ

ベーターの無い旧公団住宅のエレベーター設

置・建て替え等、行政で後押し出来ないでしょ

うか。アンペアー不足で IHに出来ず、日中母の

火の取り扱いが不安です。（女性、86歳） 

○ヘルパーさん、ケアマネージャー、市役所は一

生懸命して下さっているのに、そのすべての何

分の一も住民にはとどいていない。まして、小

金原は、全国からのよせ集まりの町なので、親

身になってもらえる人が居ない。意識ばかりが

強く、自分だけが他人より上ならそれで幸せだ

と思う人が多いようだ。特別の場所と言う事に

市役所が気づいてほしい。（女性、84歳） 

○書類が多すぎる。本人には理かいできないもの

が多すぎる。もっと、かんたんにわかりやすい

ものにしたほうがいいと思う。有効期限内に手

続きをしたのに、役所は期限がすぎても、なに

も連絡がなく、いそがしいからしょうがないと

のいいわけをされて、はらがたった。もっと、

改善してほしい。（女性、81 歳） 

○質問多すぎます。文章むずかしいです。市役所

の対応に時間がかかりすぎる（書類等）。（女性、

74 歳） 

○お世話になりながら回答が遅くなり、申し訳ご

ざいませんでした。病院（主治医の先生の診察

など）（透析のクリニック）、ケアマネージャー

さま（現在月 1回訪問して下さり介護タクシー

紹介して頂きました←スムーズに通院：週 3 回）、

透析などの支援を受けながら快方に向かってお

ります。お役所の皆様に深く感謝致します。（男

性、71歳） 

○心のある充実した介護、高齢者に優しい松戸市

であってほしいです。頑張って下さい。（女性、

88 歳） 

○高齢者の希望をきいてほしい。（性別無回答、94

歳） 

○介護保険制度があるので、心おだやかに過ごす

事が出来、本当にありがたいです。（男性、82

歳） 

○娘が千葉市の保育所で働いています。色々な
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市・町・村などの行政のサービス等（医療機関）

で、最も松戸市は進んでいるし、優しい。子ど

も達に対しても優しいと感じています。これか

らも宜しくお願いします。（女性、91歳） 

 

３ 回答者・介護者の現況 

○出来得る限り介護保険を利用しないよう常時健

康に留意して行きたいが、妻が要介護 3 になっ

ているので介護者は大変だが 2人 3脚でがんば

る。市及び関係者に感謝を申し上げます。（女性、

73 歳） 

○夫は 3年前、脳出血で要介護 3 の認定を受けま

した。１年後は要介護 2、それから 2 年後の今

年 9月の認定は、本人の努力、リハビリの効果

もあり、日常生活は良くなりましたが、認定は、

変わらず要介護 2でした。私達は「がんばった

のに…」と少しがっかりした気持ちになりまし

た。主治医の方は、総合病院なので、異動もあ

り、3ヵ月に 1度の薬をもらう受診のみです。（男

性、67歳） 

○1年前から、認知が進み月額 17万ほどの施設に

入所させましたが、本人が毎日生きているだけ

で、楽しいと思う時があるのか、何も覚えてい

ない人生、これからが不安で仕方がない。ただ

死に向かい合う年齢で何ができるか生きがいを

探すのは難しい。（女性、57 歳） 

○色々考えると不安になっている日々です。（女性、

74 歳） 

○国保では…手取りはわずかです。生活費を考え

たらとても余計な物は購入もできないし生きて

も行けない!まして子が親をみるのは当たり前

と…ずっと（故・父）やって参りましたが、さ

て今後、自分の人生は？！と考えたら、やって

られないってのは本音ですか…ネ。（女性、80

歳） 

○勤務中にデイサービス等から呼び出しがかかっ

たとき対応がむずかしい。又、緊急の呼び出し

電話がきたらどうしようかといつも気になって

しまう。自宅と勤務地まで通勤時間が 1時間 20

分かかる。（女性、88歳） 

○妻が障害者 72才、夫が 73 才、ガンが見つかり、

これから、3 月末まで、入退院をくり返します

ので、残された妻は、大変ですが、年金が夫婦

共少ないので、どれだけのサービスを受けなが

ら生活出来るのかが心配です。生活保護の人は、

心配なく過ごせて、気持が楽そうで、何か納得

いかないです。一生懸命働いて、国民年金だけ

では、やって行けません。介護保険も、初期の

頃に厳しく制限していたら…と思います。元気

でスタスタ歩いていた人もみんな介護保険を使

っていた場面も、いつもみて来ました。今頃に

なって厳しくなってほんとうに使いたい人が困

っています。（女性、72歳） 

○本人のための費用（デイサービス、食事等）は、

年金でなんとかなるが、介護者の生活費、家賃

等は、働かざるをえない。仕事を今やめてしま

ったら、私自身、復職は、むずかしいと思う。

（女性、59歳） 

○若年性アルツハイマー発症から 12年、要介護 5

で認知症のあらゆる症状を卒業して現在は意思

表示や言葉も発する事が出来ずベッドと車イス

が居場所の状態で全てを介護する人にゆだねて

いる状態でアンケートに答えるのがむずかしい

部分が多くありました。（女性、69 歳） 

○主人は今介護 2です。ケアマネージャーと相談

しながらいろいろなサービスを受けています。

介護保険制度がある事にとても感謝しています。

（男性、86歳） 

○ありがたい事にみな様には、良くしていただい

て本当に助かってます。これからも私達 2人を

宜しくお願いします。（男性、74歳） 

○本人は大腿骨骨折手術で 40 日入院、その後約 3

ヵ月リハビリ入院、そのまま自宅に戻るには少

しコントロールが必要で老健に約 1.5ヵ月が現

況です。なるべく早く自宅に戻して、人間らし

い生活をさせてやりたいものと思っています。

（女性、96歳） 

○今の所、デイサービスに行くのがたのしみに行

っています。（女性、93歳） 

○マンションの 3階にすんでおります。一、二階

は貸しておりますがほとんどローンと入ってな

い部屋（空室）もあり、税金もはんぱじゃなく、

年金（主人）2ヶ月で 24万位、どうしたらいい
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のか。主人は要介護 3で車イスの生活、すべて

が 2割負担、デイサービスももっといってほし

いが、支払い出来ず、なやんでいます。（男性、

75 歳） 

○当方は難病患者で病院生活を余儀なくされてい

ます。故にアンケートも制限ありの解答です。

（女性、71歳） 

○ケアマネージャーにすべて相談します。（女性、

81 歳） 

○病院に入院している時おしえて下さいました。

たすかりました。今、ヘルパーさん週 2 回、リ

ハビリの先生に週 1 度来て戴いてます。色々な

病気にかかり自分がうごけない分、おぎなって

下さるので大変にたすかっております。（女性、

80 歳） 

○介護者が病気等になったら本人はどうなるのか

と不安になります。グループホームを今さがし

ている所ですが、すぐに入れない様です。（男性、

72 歳） 

○特養に鼻腔でも入所出来るのか心配です。毎月

の支払いが大変なので安い所に行きたいです。

（男性、71歳） 

○（P.21～27）の記入は、本人（宛名人）と主な

介護者（家族（即ち妻と次男））とが、打合せし

つつ事由に記入させていただきました。（男性、

85 歳） 

○・上記の内容を知って、対応出来る家族なら安

心ですが、それ以外のサポートすることが出来

ない方は、大変だと思う。・実際に親が介護を申

請するとき、トータルに答えられる所がない。

全てが絡結してないので、答えが一つ一つバラ

バラであった。ひと通り申請が終わってやっと

全体像が理解できました。（現場の人々に、市に

感謝です。）（女性、85 歳） 

○両親が要介護を受けています。介護老人保健施

設に入所もしているので費用面で利用する事を

考えなくてはならない事もあります。介護は、

自分で調べないと分からない事ばかりです。何

を聞けばよいかも分からなかったです。（女性、

84 歳） 

○アンケートが活かされればうれしいです。血の

つながった親子だから今のそして今後の介護が

むずかしいです。看ない、させない、やらせな

いと言うのが一般になれば…と感じています。

（女性、80歳） 

○私（介護者）自身仕事をしながら介護していま

す。老老介護です。医療関係の仕事をしている

者で 71才ですが、在宅、施設等へ往診していま

す。年をとって介護者の方への対応が良く出来

ていると思う。高齢者も頑張っています。（女性、

93 歳） 

○特養を出て療養型の病院に入院しているが、特

養の時には手当など銀行に振込まれる事が多く

有ったが、入院してからは振込みなど無く、高

齢者支援とは？よくわかりません！（女性、94

歳） 

○何をするにも、お金がかかるので、嫌になりま

す。申し訳ないですけど、いっその事…と思う

事があります。（男性、79歳） 

○本人は失語症なのでなかなか意思の疎通が出来

ない。それでも本人は幸せだと云っているので

介護の甲斐があります。（男性、82 歳） 

○全日制で介護は出来ない。致し方の無い事か？

（男性、88歳） 

○介護を受ける様になった現在、介護保険や高齢

者支援などに無関心だった事を反省しておりま

す。（男性、76歳） 

○介護 5の母をみていると「介護」という言葉は

むずかしい。長生きして、お金の出費をひかえ

生活している。介護を始めた時より、現在はお

年よりは 1年に 1才増えていっているのに真逆

に利用したい事が年々できなくなっている。い

ずれ母を看取る、次は私の時代の介護はどうな

るんでしょう。不安が沢山あります。このお仕

事にたずさわっている方々も年をとり、自分の

身におきかえてしっかり良い方向へ進めて下さ

い。（女性、94歳） 

○在宅での介護が無理になった時、よい老人ホー

ムへスムーズに入れるのか？また、その金額等、

大変心配です。（男性、80歳） 

○私の場合、同居といっても自営業で一人で留守

番をさせる事が多く、老人が一人で生活してい

るのと同じです。一人住まいと同じでも同居が

いると査定が厳しいようですネ。（女性、96歳） 
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○H28.10.29、転倒し大腿骨骨折、3年前にも骨折

しているので両方の大腿骨骨折となった。今ま

では手すりにつかまり 1人でトイレに行けてい

たが、ただいま入院中。どのくらいの回復がで

きて帰ってこられるか。これからリハビリ病院

への転院をすすめられている。本人はデイなど

外へ出ることをいやがり、私が介護できるのだ

ろうかとの不安がある。体にも自信はなく共倒

れにならなければいいなと思っている。（女性、

89 歳） 

○妻は認知症で加療中（要介護 4）に脳梗塞を起

こして施設でリハビリ中です。症状が固定して、

退院すれば今後の介護方針が明らかに成るので

しょうけれども、今は過渡期なので推測で記入

しています。（女性、79歳） 

○母が 95 才まで生きると、私は 77 才位になり健

康とはいえ、多少不安が有る。現在でも父母通

算で 8年を越えました。（女性、87 歳） 

○主人が暖かい介護をいただきます。日々に感謝

しつつ、自分自身健康に留意しながら終日を迎

えたく思っております。（男性、85 歳） 

○ケアマネージャーが良く話を聞いてくれるので

助かってますが本人がなかなかデイサービスに

行きたがらないので世話をする私が大変です。

夜も何度も起こされるので疲れました。なんと

かならないでしょうか。私も年をとっています。

主人もうすぐ 88才、私 83才。（男性、87歳） 

○様々なサービスなど自分の親のケアで知ること

ができるようになった。社会システムを有難く

感じている。一人暮らしの方は自宅にこもって

いることが多い。他の家族が抱えている問題の

多くは情報交換で知ることが多い。具体的な内

容はある程度親密にならないと現実的な詳細を

理解できない、個人差がある。（女性、98歳） 

○このアンケート用紙が配られた日に父（本人）

96 才が退院しました。インフルエンザから肺炎

になって 3週間かかりました。母 93 才から、私

の留学中 1人でいますので、とても心配でした。

時々料理等して火を使うので…。留守番してく

れる人を、どんな形でたのめるか知りたいです。

又母を病院に連れて行く時も父をひとりにして

おくのでこれ又心配の種です。（男性、96歳） 

○特にありません。3 年前に突然パーキンソン病

になり、身体が不自由になり介護保険にお世話

にあっており現在は充分です。老々介護も定着

致しました。（女性、74歳） 

○主な介護者の私も高齢の域に入ります。長い年

月年金を納めてきても、今、年金をもらってい

る母よりも少ない年金額しか受け取れず、今後

介護保険の見直しで保険料や、利用料が値上り

しても、払っていけないでしょう。将来の生活

は大変不安です。あちこち体の痛みも増え、面

倒見られない日が来ると、私は介護を受けられ

るのか。（女性、82 歳） 

○代理執筆のため（主介護者ではない）（男性、96

歳） 

○介護をきっかけに親子関係が悪くなった。（女性、

年齢無回答） 

○現在は未だ介護を受けて居りませんが、可能な

限り頑張りますが、困った時は介護相談出来る

ケアマネージャーに相談致します。（男性、86

歳） 

○母一人私一人、父と弟は死亡。たのみはケアマ

ネージャーさん、たよりにしています。（女性、

82 歳） 

○本人が（後半も）全部記入してしまいましたの

で、まちがいとして消したところがあります、

すいません。前半は介護者と相談しながら書き

ました。（男性、73 歳） 

○要介護 2なのに障害の子の介護があるので大変

です。何か良い方法がありますが…。答えまっ

ています。（女性、66歳） 

○このたびのこのアンケートは大変苦労いたしま

した。妻にはもう判断力はなく私も高齢のため

書くのが大変でした。（女性、80歳） 

○年金が少々多いからと負担額が倍になってしま

い、これから先のサービスは余程のことがない

限り利用するのは控えようと思っています。不

安なのは私自身の体力が来年 80 歳になるので

自信がなく共倒れが心配です。1 割負担の人が

気軽に利用しているのが羨ましいです。（男性、

82 歳） 

○ただグチを聞いてほしい。答えなんかいらない

から。（女性、90歳） 
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○介護を受けていても上から下まであると思いま

す。話す事・食べる事・動く事が出来なくても

今側で生きていてくれるだけ、笑顔を見せてく

れるだけで私は介護生活を続けれます。主人は

要介護 5の区分です。話せない。食べれない。

動けない状態です（左手が少々動く程度です）。

私達の話す事は理解していますので、うなず

き・アイコンタクト・口の動き等で意思の疎通

を図っています。今回の調査表は読み聞かせ、

うなずき等で答えています。辛そうな質問は省

きました。返事の無い問いには印はつけません。

倒れて 12年目です。その辺の事情を御理解下さ

いませ。出来る限りの質問には答えたつもりで

す。H・28・12・5内（男性、66歳） 

○二人暮しでも現在高齢者の私が娘 57 才の介護

をしているのでもう体がきついです。いつどう

なるかわからないと思うと不安がつきまといま

す。（女性、57歳） 

○良くわからなくてすみません。遅れました。ご

めんなさい。（男性、78歳） 

○本人（夫）が医療機関治療嫌いなので他人に入

られるのは特に…（人嫌い）。現在私自身が訪問

介護を手伝っているので（週 4時間程度）ある

程度の事は承知している。（男性、78歳） 

○パソコン等をやっています。（本人）（性別無回

答、87歳） 

○定年退職者の私は、家のローンも有り、働かな

ければ今後の生活が、立ち行かなくなる状態で

す。今すぐにでも父を特別養護老人ホームに入

所させたいと願っています。父と私及び私の家

族の今後の生活のためにも、自由に働くために

も、ぜひ、なるべく早く入所させたいと思って

います。（男性、83 歳） 

○本人の性格や考え方があるので、子ども側の思

いを通す事がむずかしい。一番、身近な私が、

泥棒になったり母親役にされたり、日々、色々

な事がおきます。納税者としては、福祉事業に

（ごく字で行っているサービス等）に関しては、

不公平感のない内容にして欲しいです。（女性、

83 歳） 

○80 に近い親が嫁が難病で自宅では介護出来な

いので入院生活を送って、洗濯物を自宅で洗濯、

週 2～3回持ち帰るが、家事と買物、私の方が参

っています。私が寝ついたらと思うと、眠れる

日々です。高齢者サービスなど夢のまた夢。（女

性、49歳） 

○（高次脳機能障害者のため）長男 5（4才）（男

性、84歳） 

○現状で満足している。（女性、86 歳） 

○2 人で暮らしているのでどちらがいなくなって

も困ると思います。その時は宜しくお願いしま

す。86才夫 85才妻ですから。（性別無回答、85

歳） 

○介護保険のおかげで色々なサービスを受ける事

が出来てありがたく思っています。（女性、78

歳） 

○初めて介護を受ける時にケアマネージャーを通

さないと全て事が始まらないことを知らなかっ

た。（女性、96歳） 

○最終的に介護保険が有って私達家族は大変助か

っています。（男性、82歳） 

○義弟が今は入院中ですがいつ在宅介護が始まる

か、どうすればいいか、日々ドキドキしていま

す。80 才、私はどうすればいいのでしょうか。

（男性、71歳） 

○デイケアやショートステイを利用しながら在宅

で介護していますが、私も保育士として日中は

働き、朝・夕の義母の介護は、身体にとてもき

ついです。着替え、食事、何一つできない義母

を起こして食べさせて、それが毎日続き、腰痛

もでています。私自身が病気になりそうですが、

介護をやめるわけにはいきません。（女性、89

歳） 

○公金の補助なしでは介護サービスを受ける事が

できませんし、自宅でみるしかなかったので本

当にありがたい制度ではあります。自宅でみて

いたら、共倒れしていたと思います。ただ、現

状のサービスを増える一方の高齢者が利用して

いったらあっという間に破綻するのだろうと思

います。でも、保険料負担を増やせば現役世代

の老後不安、ひいては若い世代の少子化はます

ます進むだろうと思います。（女性、82 歳） 

○アンケート内容が本人が多く、本人の理解力低

下もあり、適当に介護者が記入しました。解答
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の選択がほしかったです。例…認知あり、なし

で（女性、90歳） 

○毎日時計の針のように生活をしている所。介護

しながら 2ヶ所のアンケートを読んで書くのが

大変でした。出すまでが気になってしまうので。

（男性、79歳） 

○ベッドをおかりしました。絶対使わないと言っ

ていましたが、今は利用して良かったと言って

おります。ありがたかったです。（女性、67 歳） 

○これから先、親を介護するのに、子供が少ない

人が多く、1 人の子供が両親を、妻が両家の親

を見る事になり、私もそうですがやっと子供が

巣立ってやれやれが、残った私の人生は両家の

親の介護です。もうその内私もされる方になる

と思うとゾッとします。なるべく世話にならな

いようにしたいとは思っていますが、自分の事

は後まわしで、毎日がストレスです。（男性、82

歳） 

○今は介護しています私の体調も本当に悪く、こ

の先を考えると全てが不安でいっぱいです。肉

体的にはもちろん精神的にも、行き詰まってま

す。夫の介護サービスも、ただで使えるわけで

はありませんので、お金の面でも。このままで

は、二人でホームに入る事を思うと眠れない

日々です。お互いに、生きてゆく元気もないし、

死ぬ勇気もないのです。辛いです！（男性、73

歳） 

○現在リハビリ病院に入院中の為、アンケートに

答えられない所もあります。（男性、67 歳） 

○介護保険料が高く、年金は減額され、医療費は

嵩むばかり。子どもの世代は、自分達の家庭を

維持していくことが精一杯。子育てや長時間労

働でいつ倒れてしまうかと心配で、親の介護ま

で背負う余裕はありません。高齢な配偶者が一

人で介護を担っている現実を見て欲しいです！

ケアマネさんや医師に支えてもらって何とか自

分も生きながらえている状態です。今まで、血

と汗と涙を流して働いて税金を払って来たのは

何だったのかと思います。日々疲れ果てている

中でこんなに分厚いアンケートを返送できる人

が何人いるでしょうか。結果がどう使われるの

か気がかりです。ショートステイの時も様々な

プログラムが利用できるとよいと思う。（部屋で

ずっと過ごすだけの所があり、本人は行きたが

りませんでした）（男性、69 歳） 

○4 人の親の介護をしています（実父が亡くなり

今は 3人）。現在の介護保険制度にたいへん助け

られています。今後サービスが減ることはとて

もとても困ります。（女性、82歳） 

○私は施設の介護職を 7年して来ました。自分は

気持で利用者さんのお世話をしていると、喋れ

ない・意思を伝えられない利用者さんも、気持

がつたわる事が分かりました。「今日は居るのね」

と手を合わせて、うれしがる人、パーキンソン

で喋れない人は、紙に私の名前を書いて、呼び

ます。排泄してても、にこっと笑ったり、お礼

を言われたり、私はやりがいの有る仕事だと思

ってます。でも気持で仕事をしてる人は少数で

す。業務として事故が無いように勤務をしてる

人が大半です。居ごこちの良い場所ではありま

せん。私は娘に、認知になったら、施設に入れ

てもらうように言ってあります。それまでは自

宅介護にしてと頼んであります。（女性、69歳） 

○一人暮らしの認知症高齢者は、様々なサービス

があっても自ら利用することは現実的に無理。

私共は、ヘルパーさんがこまやかに対応して下

さることで本当に助かっています（緊急時など

すぐにかけつけて様子をみてくれる、等）。こう

したサポートがなかったら、別居での介護は不

可能だったと思います。（女性、89 歳） 

○夫婦共々年齢が高くなり認知症でなくても日々

の生活が大変になりつつある中で動けている以

上介護がなかなか利用出来ないと先々の不安が

あります。同居する夫が様々の病気を抱え病院

通いの中ハードな家事をしていくのは段々無理

になります。この先どういう方向で考えて行け

ばいいのでしょう？（女性、73歳） 

○在宅で寝たきりの認知症の母を看ています。国

は在宅介護を推進していますが現実はとても大

変です。四六時中大声で呼んだり便をいじった

り、等々介護する側もつい怒鳴ってしまいます。

ショートステイ月 2 回利用していますが 5～6

万かかってしまいます。国民年金の範囲内で必

要な時に入れる施設を充実させて欲しいです。
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（女性、91歳） 

○質問があてはまらず。（女性、77 歳） 

○現在介護 4 の母を介護していますが、介護 5 に

なった時、つまり紙パンツから紙オムツへ変え

ざるをえなくなった時に在宅介護をしつづける

自信がありませんが、有料施設は経済的に難し

いし、特養に入居できる条件にあてはまらない

し、寝たきりになるまえに、お迎えがきてくれ

たらと、不謹慎に思ってしまいます。（女性、96

歳） 

○介護拒否が強く、遠方介護のためどのようにし

て良いか困ってます。ケアマネージャーからの

提案も少なく、自らインターネットで調べ、ケ

アマネにサービス対応方法等を伝えている。介

護者が 40 代のため窓口を調べて自ら動けると

認識されている。毎週末の介護は精神的にきつ

い。ケアマネを変更した方が良いのか？悩みま

す。的確なアドバイスを頂きたいです。（女性、

79 歳） 

○老労介護は大変です。（男性、83 歳） 

○介護に疲れました、と言うのが本音です。認知

症は波があり暴言で精神的にクタクタ、先生に

話しても強い薬をつかう他ないと言われればガ

マンです。本人と介護者の意識の違いも大きい

のではないでしょうか？1 年に 1 回でもどこか

で預かっていただき、体をリフレッシュ出来れ

ば、又違うと思いますが…。男性はショートス

テイなんかもっての他と考えている人が多いと

思います。24時間、時間はあってない様なもの。

お休みが欲しい！そして気軽になんでも相談出

来るところがあればと思います。（男性、81歳） 

○介護する方も高齢のため健康が心配。持病があ

るため施設に入所するにも入所金が問題。（女性、

94 歳） 

○要介護 5の母をみていますが、介護保険限度を

目一杯使わせていただいています。本当にあり

がたいことです。（女性、85 歳） 

○介護する側にとって年をとり毎年大変になって

きました。来年はどうなりますか。今足がいた

くて病院へ通ってます。私しか介護する者がい

ません。（男性、68 歳） 

○低年金の中から介護保険はきびしい。高齢者福

祉利用は充実してない。特養に入ってる人は幸

せ、恵まれてると思う。長生きは幸せだとは思

えません。以上（男性、80歳） 

○11/24、脳卒中で倒れ、入院中のため、正確な回

答が出来ない。今後のことはケアマネさんと相

談し、進めて行きたいと思う。（女性、81歳） 

○息子は32才の平成16年3月1日に自宅で倒れ、

左前頭部の開頭手術をして命を取り止めました

が右上肢機能全廃、右下肢機能全廃で靴の装具

は寝るまで付けています。外出は 1本杖、家の

内は 4 点杖を使います。言語のリハビリは週 1

回行きます。右目の視野が狭い。父 78 才母 72

才が介護をしています。（自宅）（男性、44 歳） 

○今の時代は息子、娘でも親の介護をたのみます

と、介護は断られ直ぐショートステイに頼みた

がる。費用が安いのであれば頼みたいのですが。

旅行にでも行きたいと思うと、倍のお金が必要

になります。ストレスは溜まるばかり。何とか

なりません？（男性、87歳） 

○高齢者や介護が必要な人が増える一方で、不安

ばかりで対策がわかりません（自分もすぐその

仲間になります）。自己管理は必要と思います。

介護保険のいらない生活を送れれば一番良いで

すね。認知の介護は本当に大変です。（男性、67

歳） 

○とにかく毎日疲れます。本に書いてあるような

介護はゼッタイにできません!!書面にしたり口

で言ったりする程、簡単ではりません。結局、

人ごとですからネ。残念ながら自分も行く道な

のです、ツライですヨ!!（男性、88 歳） 

○P.20に記入した通りです。若い人達に負担がか

かり申し分けない気持ちが強いです。（男性、73

歳） 

○私は糖尿病のため左足膝上切断のため車椅子で

の生活です。又、要介護 2ですので出来るだけ

自分でやるようにしております。（男性、75歳） 

○Q.114.情報収集について①又は、みどりの封書

を送られる同封される、介護事業所の名簿だけ

の情報です。高齢者はホームページと簡単に言

われても使えません。多くの老人は同じと思い

ます。情報がとれないのが一番「－（マイナス）」

のことです。私は頸椎手術後、体が手足体が不
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自由に成り尿もれもひどく成り、この先どんな

ことしても、下の始末を自分でしたい、ねこま

ないことを目的にリハビリ他、医療を受けてい

ます。なんとしても、これ以上に悪く成らない

で、少しでも良くなる様に希望は、また持って

なるべく明るく（はりきってというが）頑張っ

て医院に通院しています。とても疲れます。た

だ、脊髄科（頸椎の先生が少ない）せいか、手

術した大学病院に行ったら、とか、なんで来た

とか脊髄の先生が、いらっしゃらなかったり（大

病院ですが）、紹介され、たのまれたから、その

（大学で）やっていたんだ、大学医に行かなけ

れば看ないとか（割としないでは大病院ですが）

大学の方が上だからそちらに行ってとか、公立

病院でも平気で口にします。痛いから、それで

も行きますと、先生が来てもいないから来ない

で下さいと、整形外科の看護士さんから、わざ

わざ TELして来る。院の中の地域相談の方に話

を入れて、いたくてたまらず TEL し、またその

時は行って下さいということですのに、ことわ

られたりしますので、医療の情報がとても欲し

いのです。ケアマネさんも多忙で情報を余りお

持ちでない様です。行ければ都内でも行きたい

のですが今は動けません。介護よりも医療情報

が欲しいです。現在をいじするか、少しでも治

したい、らくに成って明るい週末を迎えたいの

です。間は、足、関節も悪く、治療をしていま

すので、頸椎の専門ではないのですが、心やさ

しい対応でいたみを緩和して下さっています。

この病気に対して、とても動けなくなることが

不安で、夜、朝方、考えこんでしまいます。右

手が不自由で乱字、乱筆に失礼します。（女性、

76 歳） 

○実母を引きとって同居をはじめて 1年が過ぎま

したが、今まで気付かなかった身体の衰えとい

うのが現実的に判り、今後が不安になりました。

妻が身体が弱く、定期的に通院もしてることか

ら、将来（今はいいが）不安である。（女性、90

歳） 

○主人は脳出血で入院くりかえし、4 回も出血し

ておりました、3 月の末から現在に至っていま

す（リハビリ病院）。回答できません。途中まで

回答しましたが私（妻）が主人の元気の時 1年

前のことを書きました。参考になりましたでし

ょうか。（女性、79 歳） 

○主人は今年の 2月より介護保険サービスの、今

は週 3 回のデイサービスでお世話になっており

ます。無我夢中であっという間に 1年近く経っ

てしまいましたが、私も 5 年前に、それ迄 30

年務めた会社を圧迫骨折して退職し、今も腰が

曲がったままで、十分に気がゆき届かず虚しい

です。ただただデイサービス先のケアして下さ

っているスタッフの方々に感謝するのみです。

（男性、77歳） 

○本人は要介護 3です。でも歩けない、認知症、

てんかん、読めない、書けない、計算出来ない、

手はふるえる、おむつ、時計もわからない、春

夏秋冬もわからない、自分の年もわからなくな

りました。今は[株式会社めいとケア]に[要介護

3？]（女性、59 歳） 

○数年前から母は、認知症になり、町会の役員を

やめました。友達もいなくなり、話し相手にな

ってくれると思った人は、金目当てでいくらだ

まし取られたか分かりません。今はデイサービ

スに行くことが楽しみで、生き生きとしていま

す。本当にデイサービスのおかげです。家族も

助かっています。感謝!!感謝!!（女性、92 歳） 

○介護保険は使用させていただく側になって、改

めて、すばらしい制度だと感じます。ケアマネ

ージャーさんには何でも相談してますし、デイ

ケア・デイサービスの事業所の係の方にも一生

けんめいに対応して下さり、利用者の夫もうれ

しそうです。私もホッと息をつけます。73才の

私も、ある程度の介護（？）はできてます。で

すから松戸市では認知症サポーター養成講座を

受けた方（私も以前に）が沢山いらして、その

後のフォローがないわという方もいます。何か

お手伝いがしたいが、もう一歩、市で動いて下

さるとうれしいです。例えば 25P へ（男性、74

歳） 

○本人（あて名）の介護が始まって、4 年目に入

りますが、本人の配偶者（私の母ですが）、母も

要介護 3～4 の時がありましたが、足が悪く、寝

たきりでしたので、8 年間介護をして、去年亡
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くなりました。本人（私の父）の認知症がわか

った時点で、2 人の介護が、約 3 年位ダブった

訳ですが、それはそれは大変でした。私もずい

分涙も流しましたが、ヘルパーさん、ケアマネ

ージャーさん、家族の理解、医師の助言等で、

何とか切り抜けてきました。この間つくづく思

った事は、皆口に出して皆さんに聞いて頂く。

幸いな事にヘルパーさん、医師等の助言が、と

ても役に立ちました。又金銭面での心配も無か

ったので、良かったと思います。そして、市の

事業等、これからもよろしくお願い致します。

（男性、89歳） 

○夫婦仲の悪い義父母の対応が大変です。積年の

恨みで「絶対何もしてやらない」と毎日毎日豪

語し、義父に傷んだ食品や数日前に調理した残

飯を与えてしまいます。そんな状態でも「食事

の用意が自分でできる」と判断するのか？夫婦

のことは夫婦にしかわからないのでどちらが悪

いとは言えませんが、家庭内で虐待ととれるよ

うな事態になっているのに対処方法がわかりま

せん。「死ね」やら辛辣な言葉を繰り返す、怒鳴

っている日々に疲弊し恐怖感しかありません。

（女性、84歳） 

○老々介護で介護者は非常に疲れて居ります。特

に食事の問題が一番苦労です。（男性、80歳） 

○人間が 1生涯生きる事の困難ツーカン。（女性、

89 歳） 

○高齢者だけだと耳が遠くなっていたり、パソコ

ンも使えないので情報伝達や入手が難しい場合

がある。郵便ポストやバス停、スーパーなどの

商店が遠い。このアンケートがわかりにくかっ

た。（女性、86歳） 

○今一番心配していることは住環境（エレベータ

ー無し 3 階）です。（男性、84歳） 

○①老老介護の日々で、介護する方が健康を保て

なくなった時が心配。②子供達にできるだけ世

話をかけなくない。③今後体力や病状の悪化が

進んだ時、介護保険の充実がますます必要とな

るだろう。（女性、79歳） 

○妻は、くも膜下出血の後遺症で長期間意識不明

の状態で入院しております。したがいましてこ

のアンケート調査の回答が不十分で大変申し訳

ありません。（女性、76歳） 

○男 89才と女 84才の夫婦、両人高齢で健康に留

意し、最悪のときは子供に依特に注意は階段、

いろいろ工夫しています。夫婦共健康に感謝し

ています。（男性、89歳） 

○現在有料老人ホームが多く出来ています。「いず

れはと思い」ほとんどのホームへ見学に行きま

すが、今の年金ではとても入れる所はありませ

ん（年金は大学卒で大企業へ就職、定年まで。

決して低い方ではありません。サラリーマン生

活で標準だと思います）。松戸市にはお金持ちの

老人がいかに多いかと感じました。私は結婚後

11回目の引越しで矢切駅へ 2分という所に土地

をさがし、住んでいます。最後も松戸市でおわ

ります。満足しております。自分のことが出来

るうちはひとり暮らしでがんばります。「年金生

活者が入れる施設を」ぜひ御願いします。◎「市

長さんは」御存知なのですか？よく市民をみて

下さい。バスの定期券（年間 30,900円）で動い

ています（バスを利用するしか方法がありませ

ん）。東京都のようには「ムリ」でしょうがもう

少し安くなりませんか！（京成バスの協力も必

要ですけど）（女性、80歳） 

○介護保険を利用させて頂き助かっております。

今後とも宜しくお願い致します。（男性、75歳） 

○私は医師やケアマネに不安に感じた事は聞いて

いるので不安も心配も有りませんし。13 年前か

ら義母の介護をして居て（5 年前に他界しまし

た）義父も実母も見させて頂いているのでなれ

たものです。心は暖かく居られるので仕合わせ

です。（女性、87歳） 

○4月に本格的に介護同居を始め、3月に母は病身

（93才）で、老健に入所、父は母が入所したた

め、在宅介護 25年目を母から引き継ぐことにな

った。私自身も仕事を介護時短しているが、収

入も減収している。デイ、ショートの在宅介護

サービスを利用しているが、自分自身の休日は

無い。いずれは父を特養ホームに入所希望だが

本人がいやがっていて困っている。（男性、88

歳） 

○担当ケアマネージャーの方の助言等により、き

め細やかなサービスを利用しており、感謝して
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おります。（男性、89歳） 

○自分の親が急に介護が必要な状況になり、介護

保険や福祉のありがたみを、身をもって、身に

染みて感じております。いずれ我が身も…とい

う心配・不安もありますが、今は、本当にお世

話になっている介護サービスの方々に助けてい

ただきながら、元気に暮らしていきたい、いけ

ればと思っています。（女性、83歳） 

○おととしまで 35 年間、教員をしていたが、母が

認知症（要介 1）になり、退職をした。（57才）

働きたくても、現状では、入所や長期介護サー

ビスを受けることができない人・本人が他人に

頼るのをいやがるので、辞めざるを得なかった

…このような離職が、今後の老人介護の未来を

さらに悪化（収入減にも）するだろうと、懸念

されます。（女性、84歳） 

○本人、自分ともに年をとっていくため、介護の

程度を中心に将来的は心配なことが増えている。

仕事との両立が、困難となる時期が来ることが、

考えられるし、そうなった時のことが不安であ

る。（女性、83歳） 

○介護する人が高齢になっているので高齢するこ

とにより多く学ばせて頂いております。デイサ

ービスの行き帰りに（送迎）職員の方々のやさ

しさに助けられております。（女性、93 歳） 

○利用料金（デイサービス）請求額がひと月 8 万

3 千円越えることがありびっくりして聞きまし

たところ、上限を越えたので自己負担をと言わ

れ、支払いました。それからは、デイサービス

の利用日を数えるようになりました。孫の面倒

を時々頼まれ、オーバーしてしまいました。（男

性、68歳） 

○介護保険を使って 91 才と 86才の両親は二人で

暮らせています。もし、使っていなければおそ

らく、今の生活は成り立たなかったと思い感謝

しております。（男性、91歳） 

○どの介護施設、ケアマネージャーが適している

のかわからない。（男性、64 歳） 

○85才の主婦です。二男が障がい者ですのであま

り無理は出来ませんが今の生活で天に感謝し乍

ら祈りをこめ、生きている者に感謝して二人で

生活しています。長男 46才、主人 91才でこの

様を終いました。私は感謝しています。今の自

分が生きる事のみ祈り感謝し其の今の事を涙

GA 出ます。うれしいから幸せだからです。（女

性、85歳） 

○遠方にいるため、ヘルパーさんにお願いしてい

る。（女性、83歳） 

○受けたいサービスが、人によってちがうのでた

いへんですね。実際に母の状態も日々変化する

ので、どう対処していいのか迷うことが多い。

幸いケアマネさん、ヘルパーさん、デイサービ

スの方々のアドバイスがたいへん役立っていま

す。（女性、89歳） 

○松戸が駄目で、流山市役所に世話になっていま

す。（男性、68歳） 

○介護される側もする側も、貯金がなければサー

ビスは受けられない。年金だけではたりないと

いう事です。自分の身は自分で守るしかない。

だから、お金を貯めています。若い人が少ない

のだから、しかたないです。（女性、88 歳） 

○要介護 1でヘルパー支援で調理・掃除を週 4 回

来てもらって、なんとか一人暮らしして続けて

いっている。今後要介護 1で生活支援が受けれ

ないと思ってしまう。施設入所も特養でないと

経済的に難しいが申し込みもできないのでいざ

となったとき引きとることもできないので不安

ばかりです。（男性、83歳） 

○・病院受診や何かの外出に、タクシーを利用し

ているが金額がばかにならない。・付き添えする

私の身体の体力限度が心配。（男性、76 歳） 

○本人（父）の気持ちは、娘に迷惑をかけたくな

い、が第 1のようです。トイレなどの介助は、

娘より他人の方が気楽のようです。特養にはな

かなか入れず、デイサービスから、同じケアマ

ネさんということで、施設に入りました。（男性、

92 歳） 

○私も介護受けています。でももう疲れました。

妻は毎日訳のわからない事を言ってるし、薬は

朝晩 20種類近くのんでいるし、先生に聞いても

よくなりますよと云ってはくれますが、なほる

とは云いません。知り合いに妻と同じ状態の人

でもう十数年現状のままです。私は十数年生き

られる訳ありません。現在は殆んど毎日死の事



（５）要介護認定者調査《家族等回答》 

194 

ばかり考えてます。他の人に迷惑かけないよう

にするにはどうすればよいか、どこで死ねばよ

いか、妻を 1 人置いて行くのもどうかと最初に

妻を楽にしてからか（私は死刑でも平気ですの

で）それとも 2人で誰にも解らない所にするか、

1 人になると考え込んでます。ここに書く位で

すから市には迷惑かけないようにする積りです

のでご諒承下さい。（男性、91歳） 

○妻が事を受けるようになってから、未だ日数が

短いので良くわからないのです。（男性、86歳） 

○某大手の病院に 2 ヶ月程入院した際、退院後の

方針を明示した（在宅介護）のですが、その後、

老老介護では無理かもしれないか施設等を捜し

た方が良いとの病院のソーシャルワーカーさん

からの指示により、ハードページ等から数ヶ所

当たっては見たものの、ケアマネさんに相談し、

近隣の病院等を紹介して頂いた所、ソーシャル

ワーカーから担当のケアマネに「特定の所の紹

介はダメという注意が入り」大変ご迷惑をケア

マネさんにはおかけして申し訳なく思いました。

私共にとっては大変有難い対応で、何がいけな

かったのでしょうか？親身になり、信頼できる

ケアマネさんにこの様な相談、提案をして頂い

てはいけないのでしたら、老老介護では知識や、

判断力に無理があります。（男性、74歳） 

○回答者（代筆）は現在、ケアホームに入居して

居り、週 3回（月水金）と透析に通院して居り

ます。種々の事情があり今は一人です。何かの

変化があればすぐ連絡があり、対処出来ます。

松戸市も介護保険や高齢者福祉の充実には感謝

して居ります。保険料引き上げは、将来の子供

達の為にもやむ得ない事だと思います!!（男性、

82 歳） 

○このアンケートは本人がアルツハイマー歴、平

成 20 年から現在に至るので余り確実には書け

ませんでした。無だと思いました。我家では。

（男性、85歳） 

○今まだ自分で出来る事も有りますが、時々出来

ない時も有り先が心配です。私自身心臓の病気

が有りますのでいつまでも介護が出来ません。

その様な事になった時、どこに相談をすればい

いのかわからずでアンケートです。今 1 週間に

1 回自宅に来ていますがこれから先は出来なく

なります。（男性、76歳） 

○H28.9 月に介護 1 の認定を受け、リハビリが始

まったばかりなので、介護者としては、リハビ

リのジャマにならない程度の介助の仕方が難し

い。全部手を出して手伝ってしまえば簡単な事

ですが、本人の為と現在は見守っています。（男

性、79歳） 

○介護保険をあまりよくわからない。（男性、76

歳） 

○H285月 13 日～左大腿骨、股間折る～6月 22日

退院、市立病院。6月 22日～松戸リハビリステ

ーション入院、7 月 7 日右大腿骨折る。7 月 7

日～市立病院に行く。8 月 12 日退院。8 月 12

日～松戸リハビリステーション再入院 11 月 9

日マデ。11 月 9 日～島村洗心苑に入院～続く。

（女性、74歳） 

○夫の両親とは他県に居住の為、交通費の他は、

ばく大。両親の家計は母がにぎっていて預貯金

はほとんど母名義になっているが、要介護 2の

母は、支払をしてくれない。父の少ない預金と

私共の持ち出しで賄っている。裁判所にも相談

したが、どうにもならない。どうにかして欲し

い。私共の生活が破綻してしまう。（女性、82

歳） 

○国民年金では、これから先長生きも思いやられ

ます。介護する側、介護して頂く側。（男性、79

歳） 

○今の所は特に希望もありませんが、そのうちに

自分の行動が維持できなくなったら、「どこへ頼

ったらいいのか」を知っておきたい。（女性、61

歳） 

○遠方に住んでいる為、よほどの事がなければ介

護はしていない。ヘルパーさんにお願いしてい

る。（男性、90歳） 

○本人は、脳の病気の為、意識障害や、手足、体

のマヒがあります。会話を出来ません。従いま

して、設問に対して、回答が出来ませんので、

用紙を返却致します。申し訳ございません。（女

性、80歳） 

○主人も今年で 85 才に成り、今は何とかデイサー

ビス週 3回、で過ごして居りますが、これから
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先、介護が進みます事が、二人暮らしですので

不安です。（男性、85歳） 

○現在は妻である私が高齢ながらなんとか面倒み

ておりますが夫なきあと私自身が倒れた時どう

なるか、とても心配です。（男性、87歳） 

○ケアハウスに入居しているので、ヘルパーに介

護はお願いしている。金銭管理や生活面に必要

な手続きは息子がやっている。（女性、86歳） 

○この調査でやっと制度とむきあう事ができまし

た。中々介護をしていると目もわるいしよむひ

まもなく困ります。ケアマネにたよるしかない

日々です。こまかい字がよめず、困っています。

介護歴 3 年です。83才、介護更新のお電話たす

かりました。ありがとう。（女性、83歳） 

○介護保険料が年金から引かれ保険料が上がり年

金は減り生きづらくなって来ております。（女性、

93 歳） 

○介護センターに週 4 日、世話になっていますが、

とてもよく面倒をみていただき家族の少ない私

共には人とのふれあいがなく動作もにぶくなり

自分本位のわがままが出るようです。多少の緊

急感は年齢的にも必要と思います。先ず人の接

触が大切と感謝しております。（男性、87歳） 

○先々老老介護になるのは必至です。年金暮らし

です。介護費用も増えていくと思われます。い

ろいろな面で先々不透明な感じです。（男性、77

歳） 

○老老介護者に、タスケテ!!（男性、83歳） 

○私の祖父母の時代も 3年位ねたきりで認知症も

ありましたがその時代の母の苦労を思えば有り

難い事です。子そだても自分で保育ママさんを

捜し、外の井戸でおむつの洗濯、現在は福祉に

めぐまれ夢のような生活です。福祉の仕事に係

わる皆様有りがとうございます。（男性、84歳） 

○在宅での介護を 10数年してきましたが、看護の

分野が多くなり、（年に 2～3 回の入院等）施設

にお願いしています。（女性、87歳） 

○「介護保険法では、介護を受ける場合能力の維

持向上に努めなければならない」とありますが、

高齢の母には、そんなことは望めません。我家

は世に言う老－老介護です。夫も、急性心筋梗

塞を患ったり、軽度の糖尿病、私自身も軽度の

高血圧症です。母は今のところ身体的には元気

（他から見れば）です。いつまで介護が続くの

かと思うと、不安ですし、何のために生きるの

でしょうか、と思います。（女性、94歳） 

○現在、病気治療中ですので常々子供とは、これ

からについて話してはおりますが、年末で忙し

いので、この回答はできませんので悪しからず

お願いします。（近親者回答について）（女性、

80 歳） 

○当方 4世代家族のため、当アンケートは、不適

であったと思います。（女性、98歳） 

○自宅が道路に沿っていますので、顔見知りの方

達が声かけして下さいます。私宅に住むクロね

こに日に 2度も声かけに来てくれる人もいます。

私自身は詩をまとめています。昔の歴史を読む

のが好きです。ときどき近辺の歴史を話し合っ

てます。私とクロに話しかける若い人がいます。

いってらっしゃい、おかえり…。私のごあいさ

つ。（女性、88歳） 

○4人目の親（3 人は死亡）の介護で本当に疲れて

います。老々介護、経済的にも身体的にも負担

が重い。今は私の年金や貯金で介護しているが、

自分の時はどうなるのか不安です。もっとサー

ビスを利用したいです。1 人っ子同志の結婚で

親ばかりたくさん！長寿です！（女性、93 歳） 

○介護する側も仕事や自分の生活がある為、介護

に対し時間を向けきれない。（女性、88 歳） 

○私は本人から見て第 3者の専門職成年後見人な

ので、本人の日常の状態から推測して記入しま

した。（男性、89歳） 

○糖尿病のせいで右目がほとんど見えなくなって

しまい、一人暮らしも危険なので、有料施設に

入所させました。金銭的には少しきついです。

（男性、85歳） 

○2 年後の介護利用度が現在より大変になる様な

ので不安です。住居も修理するのに経済的に困

難です。（男性、74 歳） 

○こちら老々介護で夫（介護をうけている）86才、

私（妻）83才。もし私が何等かの体の支障が出

た場合のことをマネージャーと話し合っていま

す。主人は dayサービス等をきらいますが、も

し私が動けなくなった場合、子供や嫁は二階に
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居りますが、仕事を持ち仲々その折の介護は出

来ないと思いますので、その時ははと主人納得

して居りますが。（女性、83 歳） 

○意思の疎通が無理なので回答は…。（女性、93

歳） 

○介護は疲れる、三人分を一人でしなくてはなら

ない。而も高齢者には重すぎる、と思います。

（女性、86歳） 

○私は高齢者ですが若い人の世話にはなるつもり

はありません。現在軽費老人ホームに居住して

いますので三食は配食して頂けます故、他の雑

用程度は自分で出来ます故、何の不自由もあり

ません。主人は 86才、私は 91才ですが自力で

動いています。（女性、90歳） 

○現在手をかして、トイレや、デイサービスに通

っていますが、これ以上体が動かなくなった時

の事を考えると、暗く不安になります。子供を

たよれないので。年金生活者より。（男性、74

歳） 

○子育て、共働きとの両立がつらい。（女性、67

歳） 

○特にありませんが、介護保険、福祉に対してあ

てはまっているのか自分に疑問である（主な介

護者）。（男性、65歳） 

○国策として、福祉の重大性を確認するべき。安

倍晋三他議員達も介護現場でレクチャー受け、

実際におむつ交換、入浴等に手足使い、本当の

現場に身を置き、死にものぐるいで政策にあた

るべき。本人達もゆく道であることを！今日ま

でケアマネージャーさん、デイサービスのスタ

ッフの方、訪看さん、訪歯科さん、ヘルパーさ

ん（給料のあまりにも低さに、元・デイサービ

ス職員としても、強く感じています）のあたた

かく見守り、助けていただいている事大変感謝

しています。（女性、90歳） 

○ケアマネージャーさんに、助けて頂きました。

大変ありがたかったです。（女性、年齢無回答） 

○私の知識は乏しいものですが、訪問看護士さん

を通じて訪問医の意見を取り入れ乍ら今日まで

やって来ました。娘と孫娘が折りに付け気づい

た事を手伝ってくれるので、マアマアやってい

ます。只いえるのは、介護する側の姿勢が一番

大事なのではと思いますヨ、廻りにいる自分の

年齢や同等の生活をしている方とクラベ過ぎで

は。頑張ります。（女性、70 歳） 

○包括支援センターの方に 1 から教えていただい

たので、今デイサービスにお世話になっていま

すが、細かい事は理解出来ていません。このア

ンケート高齢には大変な事でした。（男性、87

歳） 

○ケアマネージャーとの対話の中でこちらから希

望するサービスを「有効ではないからしない方

がいい」といわれ、ならばどんなサービスが受

けられますかと聞くと、「おしつけてはいけない

ので、こちらからは提案できない」と言われる。

どんな選択ができるのかしら教えてもらえない

ので、どう調べたらいかと、市役所でぇ聞きに

行くと、「ではその様にケアマネに伝えておけば

いいですか」との対応。また、地域支援センタ

ーへ出向いて聞いても、「市役所か、ケアマネに

伝えましょう」と同様の対応。結局、ケアマネ、

地域支援センター、市役所ともにどこからも情

報が得られず、どうしようもない。他の市・区

などへ質問に、また「介」関係企業などの HP

からの情報で動いている。もちろん最終的には

ケアマネの「印」がいるので、毎月 5分程度の

面接は続けているが、もっと介護が深刻になっ

て、また家庭の事情がかわったときにどうにも

ならなくなると思うと、他の市区への転居も考

えないといけないのかと思うほどである。（封筒

が小さすぎます）（女性、87 歳） 

○自分（主な介護者）も高齢になってきて、体力・

気力が劣えることに不安がある。連携してサポ

ートしていただく事も考えたい。（女性、62歳） 

○本人がアルツハイマーのため、自分の気持など

の回答については記入者の推測です。複数の介

護者を抱えているため、自宅での介護は無理で

す。地方に一人で住んでいましたが、成年後見

人の制度を利用し、自宅を処分して、有料老人

ホームへ入居し、現在に至っています。（女性、

83 歳） 

○おむつ券以外のサービスはあまり良くわからな

い。（女性、88歳） 

○介護する為に生活する為にも必要なのはお金で
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す。障害者として介護すれば障害者手当や高齢

者ならばそれなりの手当が付くが、それ以外の

人間は収入もなく生活するだけで一杯になる。

介護のストレスは人それぞれだけど、みんな相

当たまっている。愛情などで介護するなんてす

ぐなくなる。あとは惰性と悲しみだけです。（男

性、53歳） 

○今迄病気らしい病院はした事が無かったので、

何もかも始めてのことばかりで、どうしたら良

いか、分からなかったが、介護保険で、色々な

お世話になる事になり、本当に助かりました。

可能なかぎり在宅で介護したいと思います。（男

性、87歳） 

○母が 100才を越えてから月々に衰えてきました。

私も 76 才で老老介護の大変さを身にしみて味

わっています。健康でなければ長生きは幸せで

はありません。介護している私は命を短くして

いるように思えてなりません。（女性、101 歳） 

○実兄について、一方的に離婚届を受けて、元妻

（千枝子様）や次男（ヒデオさん）のゆくえが

分かりません。（男性、75歳） 

○現行介護保険制度は大家族を念頭に置いた制度、

しかし、現在は核家族化、子供も 1人か 2人、

制度の立ち位置の見直しをしてほしい。会社員

（フルタイム）通勤片道 2時間、認知症の母、

なかなかサービスを受け入れてくれず、私にそ

ばにいてほしがり正直しんどいです。同居人の

いる日中独居高齢者に対するサービスの制限が

厳しい。8 月まで父も同居していました。現在

有料の施設に入所しています。費用等大変です。

自己負担増の話しも有り、介護費用も医療費同

様所得控除対象にしてはいかがでしょう。エレ

ベーターの無い旧公団住宅のエレベーター設

置・建て替え等、行政で後押し出来ないでしょ

うか。アンペアー不足で IHに出来ず、日中母の

火の取り扱いが不安です。（女性、86歳） 

○81才の主婦と娘と介護していますが、毎日の事

なので大変です。お互いに年齢になったので仕

方がないと思いますが。（男性、92 歳） 

○本人はパーキンソン病で現在体は自由に動かす

事も、食事も出来ず（胃ろうしています）話も

出来ない状態なので、アンケートも回答出来ま

せんでした。（姉妹より）（女性、70 歳） 

○入院中にて良く知りません。（女性、70歳） 

○介護保険にて、助かってます。幸せです。ただ、

妻（私）が死んだらどうなるんだろう。妻の死

を誰がみてくれるんだろう。本人は、わからな

かったと言うと思う。ホームセキュリティとか

頼めば良いのかな。不安だらけです。254 で、

わかっているんですよね。（男性、72歳） 

○介護サービスの負担が 1割から 2割になり、サ

ービスや福祉用具のレンタルを、縮小せざるを

えなくなった。（男性、97歳） 

○足不自由のため、タクシー等利用してます。車

なし、運転する人もいないので…。（女性、85

歳） 

○お世話になりながら回答が遅くなり、申し訳ご

ざいませんでした。病院（主治医の先生の診察

など）（透析のクリニック）、ケアマネージャー

さま（現在月 1回訪問して下さり介護タクシー

紹介して頂きました←スムーズに通院：週 3 回）、

透析などの支援を受けながら快方に向かってお

ります。お役所の皆様に深く感謝致します。（男

性、71歳） 

○年齢が進むにつれ気が弱くなり個人がだんだん

不安になって先の事はわかりません。世の中で

は有料老人ホームで 1億もかかると云う宣伝で

すが、私達は真面目に過ごして来たのではいく

らがんばってもそれだけの資金を作れません。

人間として差がありすぎるのではないかなぁと

思います。（男性、76歳） 

○現在のところ要介護 2の妻と要支援 1 の義母と

同居し、生活を共にしており、十分な支援をい

ただいておりますので、大変感謝しております

（ケアマネージャーの方、デイサービスの方々

に大変良くしていただいておりますので満足で

す）。今後とも宜しくお願い致します。（女性、

69 歳） 

○介護・高齢者→保険があるようですがどのよう

な判断（元気な人）でも決められるのかよくわ

かりません。私の事ですが幼いころから足が悪

く病院に行ってもげんいんがわかりません。大

人になって立って歩くことなどむりで外出など

できません。このような調査には情けなくなり
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ます。（女性、77歳） 

○交通事故で少し介護が必要になったのですが、

介護保険が使えず、不便を感じたことがあって、

勉強になった。（女性、82歳） 

○介護をしている者として、今は何とかトイレは

行く事ができますが、私も持病があって、おむ

つの取り替えは（一時お願いしました）とても

大変でした。デイサービスは絶対イヤだと行か

ないし、寒くなってきても湯船には足が悪く入

れません。三度の食事があるので、私自身、友

達との時間も持てません。私の病院へ行く時が

唯一ほっとします。（男性、78歳） 

○Q114 には○はひとつしか付けられませんでし

た。情報収集の手段を知る機会がなかったのだ

ということを知ることができました。（女性、83

歳） 

○親は無年金なので保険料は、私家族くが払って

ます。その他、オムツ代など、介護保険では出

ないお金が毎月 6～7万円かかります。デイサー

ビス、ショートステイでも介護保険では出ない

お金が払ったお金の半分もあります。私の家の

家計は、ほんとに大変なんです。もちろん年金

がないので施設にも入れません。親がいなけれ

ばと何回も悪い事も考えた事があります。地獄

です！！（女性、85歳） 

○・家事（三度の食事）一番大変、男手で高齢の

為、種類が多く出来ない。ヘルパーさんにお願

い出来れば（週 1回）。・介護タクシー（車椅子

ごと乗る）の台数が少ない為、定期的に使用す

る時だけ長期事前予約している。急に使用した

くても来てもらえないので、外出はほとんどし

ていない。（女性、72歳） 

○高齢者が高齢者の介護するのは、家族の協力な

しでは絶対、ムリです。どんなに有難く思って

いるか。家族に感謝し乍ら、自分がボケないよ

う、寝た切りにならないよう、努力して行きた

いと思って居ります。（男性、84歳） 

○加齢とともに家族も、介護は体力・気力ともに

大変と感じる様になってきました。将来のこと

を考えると不安です。一番の心配は介護する配

偶者が昨年病気に罹患し入院治療中。そして今

後、夫が一人になったときのことを考えると、

（入院中は息子が帰国して見てくれた）困らな

い様に準備しておかなくてはと思います。（男性、

65 歳） 

○まだ、それほどひどい介護が必要ではないです

が、ひとりなので無理になったら、色々考えな

いといけないと思っています。（男性、81歳） 

○ヘルパーは、食事を作ってはいけないそうです

が、埼玉の八潮市で、実際に介護している人と

聞くと、ヘルパーは食事を作ってくれるそうな

ので、働いていると昼をどうしようか考えまし

た。食事面で、介護している時、心配や不安が

ありました。やはり、あったかいのを食べさせ

たかったので、松戸市は今後考えてほしいと思

いました。（女性、83歳） 

○介護保険利用を受けて（サービス）、初めて有難

さを知った。（男性、65歳） 

○本人が入院中の為、わかる範囲での記入になっ

ています。（男性、82歳） 

○母が今年 2 月に転倒し、外傷性くも膜下出血で

救急病院に入院してから三か所移動しました。

母の容態が落ち着かないうちに、病院から治療

が終わったので移動先を探すように言われ、訳

がわからないまま、病院の薦める老健に移動し

ましたが、半日もたたないうちに、発作をおこ

して、もとの病院に逆送されました。医療と介

護が切り分けられており、病院でもリハビリ病

院や療養型病院など種類が分かれていて、それ

ぞれ入所できる条件があり、それを満たせない

患者は受け入れ先を探すのに一つ一つ施設に電

話をし、訪問して病状を伝え、検討していただ

くまで返事を待ち、患者の身内が私一人だけな

ので、誰も相談することもできず、本当に受け

入れ先が見つかるまでの間、つらかったです。

病院のソーシャルワーカーの方は、早く出て行

ってもらいたいのと、提携先の老健の空きを埋

めるために、病状にあわない施設（うちの母の

状態は重すぎ）を紹介するしかなかったようで

す。こちらも複雑な制度を把握するまで時間が

かかったり、リハビリ病院に転院できたのに言

われるままに老健に行ってしまったり、無駄な

ことをしてしまいました。私は文京区におり、

近くの施設入所申し込みをしましたが、文京区
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民以外は難しいといわれ、途方にくれています。

今は柏の施設に一年のみの条件で受け入れても

らっていますが、来年の夏には転所しなければ

ならず、また行く先を探さなければなりません。

松戸の偕楽園に入所を打診したところ、菅もの

が入っている人はだめだから、と言われ、千の

星松戸では、うちの母の状態での受け入れは赤

字になるから無理、と言われ、本当に親身に受

け入れを考えていいただける施設に巡り合うま

で、精神的肉体的時間的にかなりの負担を強い

られるので、期限内にみつかるかどうか、とて

も不安です。（女性、88歳） 

○要介護度が下がった場合に、認知症はないが、

虚脱や意識障害など、身体的に不自由があり、

転倒等のトラブルの際、必ずしも自身で解決が

できない。介護施設に入所も出来ない。昼間の

通所は可能だが、介護保険の範囲でカバーしき

れない。休日は見守る人がいない。夜間もいな

い場合、独居が難しい。自宅のリフォームも高

額なため、難しい場合、どうしたらよいのか分

からないので不安。（女性、83歳） 

○現在、デイサービスやショートステイ使用で、

どうにか家族が安定して生活できております。

今後、同居家族の高齢化と進行、私自身の身体

もつらくなってきており、日常的にコミュニケ

ーションが難しく、介護者の問題、介護人達の

方々の問題です。制度と施設の充実をよろしく

お願い致します。（女性、80 歳） 

○現時点での介護保険等に対する不満などはあり

ません。今後も、今のサービス等を利用してい

きたいと考えています。（男性、83 歳） 

○本来はいろいろなサービスを得、自分の負担を

少なくしたいが、親が自宅での介護を望んでい

る以上、他人が自宅に入ることを拒み、自分が

やらなければならない事が多くなり、やむを得

ないと思う。だが、それではあなたが潰れてし

まうのではと、心配してくれる方もおり、その

中で葛藤している。私の場合、親が介護を必要

とする時は急に来る、まったくどうしてよいか

わからず、うろたえ、ストレスとなり、苦労し

たが、そのことを多くの人に話すことによって、

情報の得方を知り、ある程度落ち着いた日々を

送られるようになった。なるべく早くに、介護

の情報を得ることが大事で、いろいろなサポー

トの方法を知る事でストレスがまぬがれ、事件

等にならなくてもすむと思われる。孤立するこ

とが、一番の問題と思われる。仕事と介護を両

立するのは大変で、同僚は奥さんの介護の為、

介護離職をし、後の生活は悲惨な話を聞いてい

る。（女性、91歳） 

○最近は室内で転ぶことが多くなり、体を起こす

ことが難しい。本人は体が大きくて、とても大

変です。（男性、81 歳） 

○病院で入院している為、介護について未回答で

した。（女性、94歳） 

○よくわからないことばかりで、手続き等に困惑

してしまう。（女性、72歳） 

○親自身の年金収入がきちんとある為に、現在は

手厚いサービスを利用出来ていますが、今後の

財政によって家庭での負担が増えた場合、家族

が働くことが難しくなり、何もかもが無理にな

るのではないかと不安になります。（女性、83

歳） 

 

４ アンケート調査について 

○質問が重複している。アンケートに 2 時間かか

ってしまった。大変だ。質問が同じ意味で言葉

違いで、しつこすぎる。嫌になった。今後辞め

てくれ。今後 10 分～20 分で答えられる筆問に

して欲しい。しんどい。良い制度にしたいので

がんばった。（男性、73歳） 

○アンケートも良いけど、現場で働いてる人の生

の話が一番良くわかるのでは？対話による聞き

とりも、ぜひして下さい。（女性、86歳） 

○この様なアンケートが要介護者に回答できると

は思えない。文字の大きさや質問の文言も認知

するのは無理だと思う。これに回される費用は

介護自体に使われるべき!!返信封筒の大きさを

考えろ!!小さ過ぎる!!（女性、87歳） 

○アンケートの趣旨が良く分からない。60才代～

70 才代の人と 90才代～100 才代の年齢で、アン

ケートの取り方が、違うと思う。（女性、93 歳） 

○全てにおいて現実とかけ離れていて役に立たず
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怒ります。このアンケートにも怒ります。心が

入っていない。毎日死ぬことばかり考えていま

す。（女性、83歳） 

○質問されても、答えようのない項目も多かった。

設問と回答についての整理がまだまだ必要であ

ると思った（このアンケートについて）。（女性、

68 歳） 

○このアンケートを作成するにあたり、「元気な人」

が介護を受けている方を想定どころか妄想して

作成しているとしか思えない。この様な選択肢

ではかれるものではなく、大半がとても失礼に

思う。今回家族が回答した。可愛そうで本人に

見せたいものではない。何のバロメータにする

のかわからないが、もう少し頭をつかうだけで

なく心も使って行って頂きたい。介護をうける

側がここまでの大量なアンケートを答えられる

と思っているのかも不思議です。（性別無回答、

年齢無回答） 

○質問が長すぎる。（男性、79歳） 

○要介護者に対するアンケートとしては、多くあ

りすぎ。認知症の場合は、ほとんどの質問の理

解が出来ない。（女性、93歳） 

○高齢者のアンケート調査にしては複雑でむずか

しいと思う。もう少しかんたんな方法を考えて

下さい。良く分からず間違って居ると思われま

す。（女性、81歳） 

○くわしくは知らない。ただ、現在、統計技術が

発達しているので、少ないデータで的確な実情

を把握できるので、それを基にその人に市が面

接して実態を掴む方がよいでしょう。（男性、84

歳） 

○アンケートが長すぎる。要介護者への負担にま

ったく配慮がない。（女性、84歳） 

○このようなアンケートはとてもじゃないが 79

歳の父には無理です。（男性、79歳） 

○①介護申請につき市→各種機関をたらいまわし

されてようやくケアマネージャーにたどりつい

た。この一連の手続きについて簡素化する方策

を考えてもらいたい。相当の労力を要した。②

この様な詳細な質問は本人には出来ない。項目

を減らすなど効率化を図るべし。（女性、79歳） 

○このアンケートは不必要、趣旨が不明。このア

ンケートで何が変わるのでしょうか？要介護者

にそった内容ではない。税金のムダです。（女性、

64 歳） 

○設問が多すぎる。もっと簡明に！（女性、97歳） 

○松戸市に限って言うと、高齢者についての情報

発信はあまりにも不足している。誰も情報を知

らない。他の市と比較して、かなりレベルが低

い。アンケート質問が多すぎる。これでは回収

率は高くない。インターネット化してほしい。

松戸市は何につけてもレベルが低い。（女性、86

歳） 

○認知症の人には、こう言うアンケートは無理だ

と思います。今回は、母ではなく、嫁の私が記

入しました。（女性、86歳） 

○アンケートが多くて疲れました。（女性、88歳） 

○返信用封筒が小さすぎる！（女性、70歳） 

○量が多くて大変でした。質問の数を減らすべき

です。（男性、74歳） 

○特になし※返信封書が小さいため作業がしづら

い。（女性、96歳） 

○外国では認知症の人の為の町が作られ、その区

域内は主な店（スーパー、美容院など）があり、

車イスで行き来出来ます。社会から切り離され

た気持ちが強くなるシルバーに取っては良いと

思います。認知症の早期発見・ゆっくり進行を

目指す＝（特に攻撃性の強い認知症を見分け

る：食の好みで可）80歳を過ぎたら年に 1 回脳

の萎縮度合を調べる CT の義務付け提案＝発症

直後＝本人は「認知症でない」と言い張り診断

を拒否。本人に苛立ちが強く、周囲に当たり散

らすので、この時期は、薬の助けが必須。最も

助けが必要とされる「もの盗られ妄想」に関し

ては援助が皆無に等しい。是非考えて欲しい。

お礼のハガキは不要だと思います。「そういうモ

ノこそ節税を」と希望します（女性、83歳） 

○特になし。このアンケートが参考になった。（女

性、85歳） 

○封筒が小さくて入れるのに骨が折れます。（女性、

83 歳） 

○今年の 3月に本人は脳梗塞のため、高次脳機能

障害が残り、現在は介護老人保健施設に入居中

であるが、その様な状況で、アンケート内容に
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回答に困る内容が多かった。アンケート内容の

改善を検討していただきたい。（男性、87歳） 

○・戦争をする予算（軍）から、福祉の予算へか

える様、松戸市として頑張って下さい。・全体的

に言えることですが、本人が要介護 2以上であ

れば殆ど回答はできないか、できたとしても不

正確な回答だと思います。明確に解答者（本人

もしくは介護者）を区別した調査（Q93 まで）

をすべきだと思います。このアンケートの集計

は信用できません。・現在担当して頂いているケ

アマネージャーは信用できる方で安心していま

す。（ケアマネージャーを見抜く講座があった方

が良い。組織の職員の方も、「でも・しか」で仕

事をされていて、必ずしも信用できません。etc。）

（女性、92歳） 

○介護保険料が高く、年金は減額され、医療費は

嵩むばかり。子どもの世代は、自分達の家庭を

維持していくことが精一杯。子育てや長時間労

働でいつ倒れてしまうかと心配で、親の介護ま

で背負う余裕はありません。高齢な配偶者が一

人で介護を担っている現実を見て欲しいです！

ケアマネさんや医師に支えてもらって何とか自

分も生きながらえている状態です。今まで、血

と汗と涙を流して働いて税金を払って来たのは

何だったのかと思います。日々疲れ果てている

中でこんなに分厚いアンケートを返送できる人

が何人いるでしょうか。結果がどう使われるの

か気がかりです。ショートステイの時も様々な

プログラムが利用できるとよいと思う。（部屋で

ずっと過ごすだけの所があり、本人は行きたが

りませんでした）（男性、69 歳） 

○40 代の人で介護している人がどのくらいいる

のか円グラフで表示して欲しい。年代別に表示

して欲しい。同じ境遇になっている人が身近に

いないので、そういう人と知り合いになり、共

に励まし合ったり相談したり、智恵を出し合っ

てがんばっていきたい！そういう人達がどこに

いるのか 1日も早く知りたい、出合いたい！教

えて欲しいです。ケアマネに、ショートステイ

も時々利用して自分達の体を休めてネ！と言わ

れたけど、とんでもない、すぐ活用出来ないし、

2 ヵ月前から予約しないと利用出来ないし。年

寄りの人で認知症介護をしている人は、疲れて

しまうからショートステイにあずけたりするの

は理解出来る。But 介護したくないからといっ

て施設にあずける人もとても多い。はっきり言

って困る。私は何とかやっているが本当に疲れ

る。優先順位の見直しをして欲しい！頻繁にに

預けるわけではないが。2ヵ月待ち、3ヵ月待ち

には驚きました！介護されるよりもする方が本

当に大変です。夫も他人、夫の親達も私の母は

他人・他人事です。直面していないから人の気

持ちがわかりません。1 人っ子だから本当に相

談相手にはすごく苦労します。1 日も早く同じ

境遇の人と知り合いたいです。教えて欲しいで

す。1 人っ子の人がどう介護を乗り越えたか聞

きたい知りたい（本も少なくて情報が入りにく

い）。介護されるよりもする人の方が大変です。

こちらの意見の方が大切！改善して下さい。さ

れますように！（書く場所が少ない、たくさん

書けない。もっとたくさん枠をもうけて欲しい

です）（女性、79歳） 

○問題数（アンケート数）が多すぎます。突然送

りつけられても迷惑です。（女性、77歳） 

○これだけのアンケートに答えるのは体力的に難

しいと思う。（女性、95歳） 

○項目が多すぎる。記入が大変。本人が認知症な

のに全解答は無理。（女性、86歳） 

○アンケート項目多すぎ。（女性、96歳） 

○選択肢不足 Q58など施設入所者は想定していな

かったのではないですか。情報の宝庫の 1つで

すよ。（女性、96歳） 

○目の悪い老人がこのようなアンケートを書ける

はずもなく、まして認知症の症状のある人が全

て記入するのはムリだと思う。もう少し本人の

立場になってほしい。（女性、86歳） 

○今現在母の為に週二回ホームヘルパーさんに来

ていただきとても助かっています。ただ今回の

アンケート、母は目も見えにくく耳も遠く理解

力も乏しくなっているので、このアンケート多

過ぎ、読んでも理解させて書き込むのに時間が

かかりました。もう少し考えて欲しい。（女性、

89 歳） 

○アンケート内容が難しすぎる。一人では、理解
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できない。（女性、91歳） 

○・介護保険は何に使えて何がダメなのかよく分

からない。・介護する側は、大へんなので、一週

間でも病院の方で預かってもらえたら（年に何

回とか何ヶ月かに分けて）助かります。そう言

う制度が出来れば、有難いです。介護者も目一

杯頑張っているので。・介護者もいつも健康とは

限りません。自分をぎせいにしています。・アン

ケートだけで終わらない様願うばかりです。（男

性、69歳） 

○強制的にいろいろな人の意見を聴いて、介護保

険や高齢者福祉の施策を進めましょう！強制的

に聴かないと、いろいろな意見は出てきませ

ん！年よりにアンケート用紙を折るのは、たい

へんです！（男性、82 歳） 

○このアンケートを受け取って、まず、質問の量

の多さにびっくりしました。回答した場合のメ

リットや優遇措置があると筆が進みます。（女性、

86 歳） 

○超高齢者社会が、明るい未来となるよう、早目

に手だてを打っていって欲しいと思います。若

者と高齢者が仲良く暮らせる社会の仕組みを作

って欲しいです。今回 2回目のアンケートでし

た。回答する量が多すぎると思います。答える

のに何日もかかります。もう少し介護者の立場

を考えてください。（女性、59歳） 

○質問事項が多くて、回答を書くのに病労して大

変だった。（男性、84歳） 

○調査を行う意図は理解できますが、文章の難解

さや量の多さは、とても高齢者の人本人がこな

せるとは思えません。封筒にも入れにくいです。

もうすこし対象に合った方式を考えたらいかが

でしょうか。（女性、92歳） 

○返信封筒が小さい。不親切だ。（女性、69歳） 

○このアンケートの設問の意味がわかりにくく、

高齢者（本人）をサポートする人がいないと、

記入できなかったり（抜けもれ）しそう。費用

を掛けてどのくらいの効果が得られるのか疑問

に思います。VOCの取り方として。（他の方法は

無いのか）（男性、91歳） 

○高齢者だけだと耳が遠くなっていたり、パソコ

ンも使えないので情報伝達や入手が難しい場合

がある。郵便ポストやバス停、スーパーなどの

商店が遠い。このアンケートがわかりにくかっ

た。（女性、86歳） 

○今回のアンケートは高齢者にとって負荷の大き

い内容（ボリューム的に）です。もう少し絞っ

て、より簡単なアンケートの方が良いと思いま

す。これはシニアまでの健常者向けアンケート

と云えます。途中で止めたくなる方も多いと思

います。その身になって実際の場を考えておら

れないからと推察されます。健常者の精力的な

年齢ならば OKですが、一番大切な「その人の身」

になっていない感じです。自分本位では？（女

性、96歳） 

○Q58、59Q66(K)(L)？（男性、88歳） 

○こういうアンケートは大そうじなどで忙しい

12 月ではなく、もっと早目に行って下さい。そ

れでなくとも忙しい日々ですから…。（家族）（男

性、69歳） 

○ランダムにアンケート調査を依頼して無責任す

ぎます。1、2 枚ではなく P.27 も有り負担すぎ

ます!!認知度が多い方ころ家族の負担が大きく、

TELL からテープでかかってきたり…本人はそ

の日その日を暮らしていくのが倖せであれば良

いと思っているだけでこんなアンケート答えよ

うが有りません!!（女性、80 歳） 

○アンケートが多すぎます。もう少し簡単な方法

を考えて頂ければと思います。（女性、83歳） 

○介護負担金を全員 1割に戻して下さい！！介護

度 3以上の人はアンケートに答えられません。

記入する側も、このような様なアンケートは大

変すぎます。方法をあらためてほしい！！（男

性、87歳） 

○このアンケートを書くのに次第のエネルギーを

つかいましたが今の私の体力気力等では無理で

す。このアンケートを作った人は本当の老人の

気持を知らない人だと思いました。これを全部

書ける人は高齢者より若い人だと思います。つ

かれました、もう私の所には送らないで下さい。

（女性、79歳） 

○アンケートに応じるのも疲れます。（男性、81

歳） 

○あまりにも多すぎる（頁数）。・アンケート回数
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を増やすなり（少しずつ）。・ケアマネージャー

さんに代筆してもらうなり工夫して下さい。・高

齢者にとっては、的確に、記入する気力が続き

ません。（男性、75 歳） 

○アンケートは大変と思います。（はじめての為）

年をとっている私達にはもう少し短く、した方

がと思う。目もおとろえていますのでと思った。

（女性、78歳） 

○①このアンケート調査はしようがないと思うが

質問項目が多すぎる。②この調査の結果を記入

した世帯に配布してくれるのか？③調査内容が

もうすこしわかりやすくしてほしかった。（女性、

93 歳） 

○・ただでさえ大変な介護なのに、一番忙しい時

期に紙に書かせるアンケート送付はただの“予

算消化”に見えます。PC・スマホからでも答え

られるなど、アンケートにこたえる人の立場に

たって計画してください。・あて名は介護してい

る夫ですが“あなた”は介護をうけている姑。

とてもわかりにくいアンケートでした。もう少

し中身を考えた方がいいと思いました。・外部委

託する予算があったら、介護の予算に回してく

ださい。（男性、50 歳） 

○アンケートが面倒だ。本人が書いたことも正し

く記入できていないし、意味があるのか少々疑

問である。（男性、73歳） 

○移転する市立病院へお願い。ワンストップの老

人科新設、そこから各科、地域病院・医院等へ

連携する。サラリーマンの妻からも介護保険を

徴収する。このアンケート完了まで大変でした、

もう少し簡略化。（男性、88 歳） 

○この様にページ数の多いアンケート用紙を気ぜ

わしい師走に送られますと大変なので時期を考

えて下さい。（女性、102歳） 

○現在の介護サービス（母には、預貯金があるの

で費用の心配はない）より、10 年後、20年後に、

介護サービスの運営ができるのかが、とても心

配です。現状も大切ですが、今後、先の見通し

ができるのでしょうか。合理的に経費の削減な

ど（サービス削減などとは異なります）考えな

いと。介護システム・ボランティア（無償）を

利用。このアンケート、本人回答できたら介護

状態ではないですね。（女性、87歳） 

○介護保険の利用の内容がわかりにくい。今回の

調査は本人にはむずかしすぎる。認知症の事は

よく考えているが、症状は似ていても、高次脳

機能障害のことは、あまり知られていないので、

困る。市でも理解してほしい。（男性、70歳） 

○アンケートが長すぎる為集中力がつづかない。

（女性、84歳） 

○アンケートだけで終わらせないで下さい。（女性、

87 歳） 

○包括支援センターの方に 1 から教えていただい

たので、今デイサービスにお世話になっていま

すが、細かい事は理解出来ていません。このア

ンケート高齢には大変な事でした。（男性、87

歳） 

○ケアマネージャーとの対話の中でこちらから希

望するサービスを「有効ではないからしない方

がいい」といわれ、ならばどんなサービスが受

けられますかと聞くと、「おしつけてはいけない

ので、こちらからは提案できない」と言われる。

どんな選択ができるのかしら教えてもらえない

ので、どう調べたらいかと、市役所でぇ聞きに

行くと、「ではその様にケアマネに伝えておけば

いいですか」との対応。また、地域支援センタ

ーへ出向いて聞いても、「市役所か、ケアマネに

伝えましょう」と同様の対応。結局、ケアマネ、

地域支援センター、市役所ともにどこからも情

報が得られず、どうしようもない。他の市・区

などへ質問に、また「介」関係企業などの HP

からの情報で動いている。もちろん最終的には

ケアマネの「印」がいるので、毎月 5分程度の

面接は続けているが、もっと介護が深刻になっ

て、また家庭の事情がかわったときにどうにも

ならなくなると思うと、他の市区への転居も考

えないといけないのかと思うほどである。（封筒

が小さすぎます）（女性、87 歳） 

○このアンケートは、質問が多く難しすぎる。答

えを出すのに小 5時間もかかってしまい、提出

したくなくなる。（女性、81 歳） 

○こういうアンケートはケアマネージャーとの対

話質問形式の方が良くないか。現状で手一杯な

老々介護の身には何でもおっくうなのだから。
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（男性、73歳） 

○質問多すぎます。文章むずかしいです。市役所

の対応に時間がかかりすぎる（書類等）。（女性、

74 歳） 

○※このアンケートは何のため（目的）ですか。

※本人にしかわからないこと、本人が答えられ

ない場合等々想定していますか、もう少し質問

事項を、精査すべきです。健康な方が想定した

質問では無意味な調査と思います。もし行うな

らば直接面接をして行うべきと、思いますが。

（男性、74歳） 

○調査項目が多すぎて、回答者の負担が大きすぎ

ると思います。健常者であってもこの調査は負

担が大きい。もっとポイントを絞って簡潔に答

えられるよう調査の設計を再検討すべきです。

始めから回答率の低いことを政治的に狙ってい

るのではないか、と勘ぐりたくもなります。（女

性、93歳） 

○選択肢が、現実に同居している〈要介護者〉と

家族の問題意識に程遠い。認知症の介護は同時

に認知症の結果、要介護者が引き起こす様々な

騒動の後始末を含んでいる。例えば踏切への侵

入や交通事故や火災や鍵のかけ忘れへの対応を

どうすればよいか、具体的にどうするかをまと

めて指示してくれる部門はどこにもないことが、

このアンケートでは、わからないと思う。（男性、

80 歳） 

○アンケートの内容が本人と介護者では異なる答

えになる様な事が多くちょっとむずかしい。認

知症なので Q67などは、本人は何も困っていな

い事なので答えられませんでした。Q68 もそう

です。本人は何も知らないので…。（女性、93

歳） 

○娘が全て代筆してます。約 2時間かかりました。

要介護認定されている人へのアンケートにして

は内容が多すぎます。介護している側（配偶者）

も病気をかかえていて、とてもこの量の質問に

答えきれません。このアンケート自体のあり方

をもう少し考えて下さい。（女性、75歳） 

○色々むずかしく、Q113もあまりわかってなくて

○にしてしまいました。〈本人〉現在私は高齢者

住宅に入っていますが決して安いとは思いませ

ん。住民が安心し金額も安い施設があると助か

る。皆も同じ考えです（封筒が小さ過ぎ入れる

のに手も力がなく皆困ってました。内容も簡た

んで判りやすい分でお願いします）。（女性、90

歳） 

○認知症のある高齢者にどれだけ回答できるか、

アンケート内容を考えてほしい。（女性、92歳） 

○このアンケートは何％の方が正確に答えられる

のでしょうか？時間がかかるし、理解場難しい

内容でタイヘン！（男性、92 歳） 

○保険料を支払っているのに、給付外（要支援等）

になるのは困る。このアンケートは、サービス

を受けるには高負担もやむを得ないとの答えを

誘導しているように感じた。福祉予算をけずる

前にやることがあるのではないでしょうか。（男

性、83歳） 

○このアンケートに答えている段階で自立度は相

当高いと思われますので、このアンケートの結

果よりも、少し悪目の数字が実測ではないかと

思われます。（女性、50歳） 

○この複雑怪奇なアンケートで何が分かるのか不

明です。もっと別のやり方があると思います。

（女性、87歳） 

○これまでのアンケートの諸問題は、皆大切だと

思いましたが、問題を読み取るだけでも、とて

も疲れた。問題を考える程、楽しくなりません

でした。本当に楽しくないアンケートでした。

（男性、91歳） 

○このアンケートは本人ではなく家族でも可と有

るが、要介護の人間がどうして 93問に答えられ

るのか、家族にしたって毎日忙しく過ごしてい

る中で答えている。というのは、とても大事な

事である。その所の事情を考えてやっているの

か、とても疑問である。介護施設などへ出向い

て、直接の意見を聞いた方が、とてもいいと思

う。（女性、86歳） 

○あまり設問が多すぎて、頭の中が混乱してしま

い、だんだん判断がつかなくなってしまう。（男

性、82歳） 
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５ その他 

○望めば色々あるだろうけど、たぶん各々精一杯

だと思う。欲を言えばキリがない。現状環境に

従って自分達で出来る事をしていくしかないと

思う。皆が楽に生活出来るようになれば有り難

いと思う。（男性、77歳） 

○20ページに書きました。（男性、72歳） 

○もう少し利用しやすくわかりやすい保険制度に

してほしい。認定の結果で疑問が残ることがあ

る。高齢者だけでなく福祉全体が以前より後退

した感があり、将来が不安です。少子化の問題

も本気で国にはとりくんでほしいし、松戸市に

住みつづけてよかったと思える福祉を実現して

下さい。（女性、90 歳） 

○高齢夫婦にとって病気が最大の不安事です。家

族や、遠くに離れて居住する娘夫婦、息子夫婦、

将来も心配と、不安をかけさせたくありません。

政治の力で福祉国家にして下さい。スイスやア

ルゼンチンを見習うことは夫同様希望です。（男

性、80歳） 

○入院先+ケアマネ+介護者との話し合い、介護者

と介護される者両者の希望のもてる世の中にな

らないか？（男性、84 歳） 

○2020年に、東京オリンピックが開催されますが、

もう少し、国会で社会保障をやっていただきた

いと思います。これから高齢化社会です。（男性、

90 歳） 

○人口減は日本という国の存続にかかわる大問題。

所得の民主的な再配分なしには解決しない。（女

性、83歳） 

○特になし（女性、94 歳） 

○公務員を半分にしろ。税金のむだ使いだ。市長

のでれすけ野郎。（性別無回答、年齢無回答） 

○民生委員の必要性がわからない！認知症サポー

ターを増やすことで何が変わるか分からない！

（男性、85歳） 

○介護保険だけでなく、社会保障制度が崩壊して

いると思います。益々、住みにくい世の中にな

っています。年金もカット法案が衆議院で可決

しました。昭和の時代を生きてきたものが、制

度や仕組みを知らない議員によってくずされて

いく。松戸市も同じなのか残念です。（女性、86

歳） 

○今回初めて介護保険サービスを受けているが、

費用の 1割負担の期間は 3ヶ月と短く、実際に

は申請してから 2ヶ月が過ぎた頃にようやく認

可が下り、1 割は 1 ヶ月しか効かない。こんな

所にも巧妙に国（行政）の負担を減らしていく、

安倍政権の姑息な手段が見て取れる。70 才以上

の医療費負担増の話も含め、これも皆、自衛隊

を軍隊にして、戦費調達を進めるための準備で

あることは明白。年寄りには生きててもらって

は邪魔ということでしょう。高齢者の免許は早

く返納して、余分な税金を納めるのはやめまし

ょう！（女性、63歳） 

○特に無し（女性、71 歳） 

○年金が減らされる事に、大きな怒りを感じてい

ます。父母、2 人いて大変です。ゆとりなどあ

りません。少ない預金を、切りくずすしかない。

国の制度は、まるで死神です（魔物です）。（男

性、84歳） 

○この記入は、主介護者でない為。（女性、91歳） 

○今、現在少子高齢化の時代であり、私ども 70～

80 才になる頃にも人口を高齢化になってゆく

と思い、自分自身が健康寿命になるように努力

をしないと思います。（女性、67歳） 

○要介護者から、あちこちの身体の不調を訴えら

れても長時間の待ち時間は体力的に無理で有り、

要介護者専任の医師か病院の窓口があれば…

（女性、66歳） 

○福祉は個人が努力して生きてくれば減少。障害

者は努力ではどうにもならない面がある。その

あたりを理解していきたい。（男性、84 歳） 

○特にありません。（男性、80歳） 

○介護保険制度は、被介護者、介護者にとって、

とてもありがたい制度ですが、今後、我々団か

いの世代が高齢になると、ますます利用を期待

する人々が増え、今でさえ財源が足りないとい

われているのに…と自分の老後が心配です。か

と言って子供達には、仕事を辞めてまで介護を

してもらうつもりはなく、健康寿命をできるだ

け伸ばし、PPKで逝きたいものです。（男性、78

歳） 
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○私は常磐平団地に住みましてかれこれ 40 年が

すぎています。今は介護 4障害 1 級です。車椅

子のお世話になるので自分 1 人では何も出来ま

せん。妻も要支援 2 で大変です。この団地の会

長は孤独死の話とイキイキサロンの話ばかりし

ています。私達のような老老介護の話は 1回も

出て来ません。自分達も老老介護なしであの世

に行くのでしょうか。（男性、79歳） 

○悪くなるだけで言っても何も変わらないぞ！自

民党には、もう二度と選挙に入れないからな！

（女性、86歳） 

○はつらつクラブや民間の手助けに年会費等はら

っているが、いざという時にすぐに使用できな

い。何日間や本人に月前に TELで申し込んで下

さいと言っており役に立ってない。必要な時に

つかう為でないのですか。（女性、79歳） 

○前ページにも書きましたが、性格的に内向性の

人は、多勢の集う所には行きたがらず、狭い社

会しか見ていない。元会社員の人は、引退する

と友達がいなくなり、家の者しか話す人がいな

くなってしまう。学生時代（大学迄）の友達も、

それなりに年老いていくので、人生の終末は寂

しいものだと思う。福祉に関する事が話題にな

るが他人事と思っていたのに…。幼児～高校の

子供達の教育こそ無償化にしないと国が滅びま

すね。高齢者に関するご心配ありがとうござい

ます。（男性、78歳） 

○上記 Q93～94 に（男性、85 歳） 

○松戸市は、けっこう工業団地等ありますが、税

金が高い。（女性、65歳） 

○生活保護者の国からの支援金が、要支援者要介

護者より、差が有りすぎつと思います。両方の

制度を見つめ直す必要が有ると思います。（生活

保護者は、医療費、デイサービス料等が無料、

年金生活者は有料）（男性、72歳） 

○お金を取られるばかりで何の恩恵があるのか良

く判らない。（女性、78歳） 

○老人が医師にかかりますと多くの種類の薬を毎

日、飲む様、日数分出されます。一人暮らしで

は飲み忘れも多く、薬が余ってしまいます。医

師に相談し、薬の数を調整してもらっています。

必ずしも毎日、飲まなくてもいい薬もあるよう

です。健保組合にも余計な負担にならぬ様、無

駄は省きたいと考えています。ささいな事です

が、より良い高齢者福祉サービスにつながれば

と思っています。介護保険のサービスについて

も余計なサービスは受けすぎない様にと心がけ

ています。（女性、84歳） 

○生活保護者の厳選と費用の削減（生活保護費が

優遇されている）し、介護福祉に回す。終末期

病院の費用負担が大きい。（女性、93歳） 

○20p に書きました。（女性、79歳） 

○少子化をなくす様な施策が一番必要だと思いま

す。人口は箱型が理想だと思います。政府は少

子化少子化といいますが対策はなにもありませ

ん。真剣にとりくんでほしいです。日本がなく

なります。（男性、88歳） 

○今後、増々介護されなければ生きていけないお

年寄りは増え、そのために多額の税金が必要に

なるでしょう。公けでは言ってはいけない事で

すが、私の本音は役目を終えたお年寄りよりも、

これからの未来を生きていかなければならない

子ども達の方がはるかに大事です。子育て世代

やその子供達にもっと税金を使って下さい。胃

ろうなどで寝たきりでただ生かされているお年

寄り（私の父がそうでしたが）に対して、自然

な終わり方をもっと議論してもいいのではない

でしょうか。もちろん、私の母も私も絶対に延

命（胃ろうも含めて）しないつもりでいます。

若い人達に託して旅立ちます。（女性、80歳） 

○視覚障害者の介護して居ますが、道路特に歩道

がものすごく悪いです。車庫入れのための段差

がひどく、目の悪い人はつえでの歩行が困難で

す。（女性、78歳） 

○介護保険や高齢者福祉に、もっと国の補助を投

入して欲しい。事施設の充実と使用料金を低く、

おさえて欲しい。（年金が削減されると払えなく

なる）いずれ消費税が 10％になると思うが、全

額を福祉に利用して欲しい。（女性、74 歳） 

○一日も早く“尊厳死”の権利を認め、どんな手

続きをすればよいか決めること。自治体では駄

目かどうか研究して下さい。5 年前に間もなく

出来ると思っていた。国で駄目なら、自治体（松

戸市）で。（男性、77歳） 



（５）要介護認定者調査《家族等回答》 

207 

○人それぞれの人生観が有りどの様に生きるかは

個人の問題、国が関与する問題では無いと思う。

従って介護保険制度は不要。（男性、70 歳） 

○色々な書類の記入や手続きは、高齢者本人には

無理なことが多い。手助けしてくれるケアマネ

ージャーを選ぶのも難しそうなので、民生委員

さんが助けてくれるとよいと思います。（女性、

95 歳） 

○（続き）体が弱っている老人をあちらこちらタ

ライ回し、しなくて良い環境を作ってほしい。

救急病院の後は…本人（家族）の選択で安心で

きる処を！（施設）医師・看護士の 365 日常駐

を希望。（病院）本人（家族）の希望があれば、

期限をつけず看てほしい。どちらを選んでも、

医師が必ず側に居てくれるという安心感が必要

だと思う。宜しくお願いします。（女性、88 歳） 

○現在特に有りません。（女性、85 歳） 

○移転する市立病院へお願い。ワンストップの老

人科新設、そこから各科、地域病院・医院等へ

連携する。サラリーマンの妻からも介護保険を

徴収する。このアンケート完了まで大変でした、

もう少し簡略化。（男性、88 歳） 

○日本は貧しい国だと思います。（女性、84歳） 

○だれもが高齢になりますが実際に高齢になるた

めの準備や身体が動かなくなった場合どうする

かを考えることはなかなかできません。そうな

った時、多くの人は、自宅で看取られることを

望むでしょうが、実際には、現状では難しいこ

とでしょう。また、施設に入ることも難しい様

ですのでほんとうに困ったことです。核家族で

高齢者が身近にいないことも対応に困惑するこ

ととなると思います。ですので学校に行ってる

間からそんなこと考える機会があればどうなる

かなと思うことがあります。（女性、95 歳） 

○現状の格差社会では、格上、一般、生活保護者

で、一般と生活保護者と余り変わらなくなって

来てますので、ここの部分を見直して行かない

と将来は明るくなる事がないでしょう。（男性、

75 歳） 

○富裕層は優遇され、貧困層は冷遇されている気

がする。（男性、60 歳） 

○国策として、福祉の重大性を確認するべき。安

倍晋三他議員達も介護現場でレクチャー受け、

実際におむつ交換、入浴等に手足使い、本当の

現場に身を置き、死にものぐるいで政策にあた

るべき。本人達もゆく道であることを！今日ま

でケアマネージャーさん、デイサービスのスタ

ッフの方、訪看さん、訪歯科さん、ヘルパーさ

ん（給料のあまりにも低さに、元・デイサービ

ス職員としても、強く感じています）のあたた

かく見守り、助けていただいている事大変感謝

しています。（女性、90歳） 

○介護保険を使い、同じサービスをうけても医療

費控除にならない事業者があるが、統一できな

いのか？（男性、67歳） 

○遅くなって申し訳ありませんでした。（男性、85

歳） 

○制度を支える人と制度のサービスを受ける人と

の間の「共生」に対する理解が、より深まれば

良いと思う。受ける立場になって「申し訳ない」

思い（「有難い」思い）を強く感じて居ります。

又、自分の体力にも将来の不安を感じて居り、

いつまで在宅介護を続けられるか心配ですので、

特別養護老人ホームの入居が「待機老人」社会

にならない様な施策にも積極的に取組んで欲し

いと思います。（女性、65歳） 

○特記事項はございません。ありがとうございま

す。（女性、88歳） 

○人と人、若い方への教育。（女性、64 歳） 

○これからますます高齢者が増え社会保障費・医

療費が増えていくことが大きな問題になってい

ますが豊洲の問題、オリンピック、議員の政務

活動費・その他をみると、国や自治体は国民の

血税に対してとても認識不足だと思います。介

護費用やサービスの削減の前に税金に対する考

え方を見直して欲しいと思います。（男性、85

歳） 

○現在介護保険制度を利用してサービスを受けて

生活が出来ている高齢者は恵まれていると思う。

現在 40才の人が高齢者になった時、果たして必

要なサービスが受けられるかどうかと思うと気

の毒になす。（女性、88歳） 

○介護保険について、ページ 20 に書いてあります。

（男性、84歳） 
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○年齢の推移などで、このような超高齢社会にな

る事が判っていながら、今頃になって超高齢社

会になった、なると政治も自治体も、何を言っ

ているのかと、まったくどうかしている？こん

なアンケートに答えて何になる？上げたいだ

け？書き終わって気分不愉快です。お役に立ち

ますか？（男性、73歳） 

○税金の医療控除と同じく、介護に使った費用も

控除対象にしてほしい。海外出張等で不在をす

る時は、ヘルパーさんのサービス利用時間を増

やす事が出来る等、毎月の決まった時間（点数）

以外に一定の自由に使える分を設けてほしい。

（女性、83歳） 

○低所得者への介護の今後の行方が不安。（女性、

89 歳） 
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（６）施設利用者調査 

 介護保険や高齢者福祉に関して、189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 

（施設サービス、施設への入所、職員、在宅サービス、要介護認定、経済的

な負担） 

95件 

２ 行政に対する意見 20件 

３ 回答者・介護者の現況 58件 

４ アンケート調査について ８件 

５ その他 18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 

■ 主に施設サービスについて 

○入所していた時は歩けていたのですが、施設内

で転倒し車椅子になってしまいました。残念で

す。1 か月入院したのですが、その間園に支払

う金額はいつもの月とあまり変わらず、そうい

うものですか？園に責任はないのですか？（男

性、79歳） 

○施設の費用が高いが、いろいろな事情で仕方な

く入れている。とくに生活必需品であり、医療

とも関わる消耗品（おむつや尿パット、オムツ

替え用手袋）を市販の 1.5倍の価格で買い取ら

せるのはひどい。（男性、77 歳） 

○母は認知症で寝たきり、発語もありません。近

頃の施設は個室ばかりで費用が高額になります。

母の状態で個室の必要はないのに、そこに入ら

ざるを得ません。毎月 10万円を超える支払いに、

年金収入では間に合いません。年金で支払える

施設（部屋を 2 人部屋、4 人部屋にするなど）

を増やすことはできませんか。今は 2人部屋に

入っています。（女性、85歳） 

○介護施設に入所している高齢者はインフルエン

ザ予防接種の手続きが面倒で自費で受けている

（入所施設への訪問医師が接種するため高額な

ことも多い）。手続き方法を変えてほしい。家族

も仕事を待っており、手続きが面倒だとあきら

めてしまう。（女性、80歳） 

○車いす生活をしている人は、介護士さんに散歩

に連れて行ってほしい。（女性、92 歳） 

○施設に入居者を入れる場合（例えば認知症の人）、

もう少し認知症の度合いを調べてから入れても

らいたい。他の入居者からひどい迷惑を受けて

います。ちなみに私の脳は 100％正常です。（女

性、73歳） 

○施設も対応がそれぞれ違っていて、以前入居し

たところは本人が嫌で突然退去してしまったが、

現在入居しているグループホームは、本人の意

思を尊重して下さる所で、スタッフの方も以前

のところとは段違い。現在は元気になって良か
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ったと本人も家族も思っています。違いをよく

見極めて入所することが肝心でしょう。（女性、

83 歳） 

○転倒により腰の痛みから車椅子での生活となり

ました。ケアハウスでの自立した生活ができな

くなり特養入所。特養での生活で、私（長女）

は安心して施設職員さんにお任せしています。

母の不満は、職員不足のために入浴回数が少な

いことです（週 2回）。風呂好きの母は 1日おき

に入浴したいそうです。（女性、68 歳） 

○入居施設は安心して暮らせる我が家と同じと思

います。入居者に対するひどい対応がニュース

で流れると心が痛みます。母が入居している施

設は、開所時からスタッフが同じでいつも明る

く利用者さんの表情も穏やかです。良い設備や

施設を視察し他の施設のレベルアップに役立て

て、松戸市のどの施設も安心して入居できるよ

うなってもらいたいと思います。ケアマネさん

の紹介で入居できました。ケアマネさんの一層

の研修指導もよろしくお願いします。（女性、85

歳） 

○特養でも本格的リハビリテーションが受けられ

る様にして欲しい（体が動きにくくなるスピー

ドを少しでも遅らせるためにも）。（男性、86 歳） 

○認知症患者と同フロアのため、鉛筆なども「危

ない」と判断され、書く／描くといった表現法

が失われている。現場の環境変化を期待してい

ます。表現する意欲の芽まで、危険性と一緒に

摘むのはどうかな、と。（男性、年齢無回答） 

○至れり尽くせりの環境であったものの、体調が

回復してからも立ち上がっただけでも注意を受

けるなど、不自由さを感じました。仕方がない

と思いつつも、福祉のあり方の第一に「危険の

予防＝責任の回避」が置かれていると感じまし

た。（女性、86歳） 

○施設に入所して、家より安全・安心と思ってい

ましたが、転倒して、骨折してしまいました。

施設での安全管理〈拘束具使用等）を検討して

ほしい。（女性、82 歳） 

○今後サービス利用対象が、ますます増加してい

くのだから、サービス内容の軽減も思い切って

やっていく必要があると思う。介護される側の

意識向上の場をもっと増やしていくのもいいと

思う。保険料はできるだけ増やさないように努

力してください。（女性、84 歳） 

○施設・病院でのイベント、家族が行けない時で

もできるだけ参加させてほしい。（女性、83歳） 

 

■ 主に施設への入所について 

○特養に入りやすくしてほしい。（女性、92歳） 

○グループホームに母が入居して八年以上たちま

す。年金だけでは毎月の費用が足りず、子供た

ちでそれぞれ毎月負担して入居生活を送ってい

ます。年金だけで入居できる介護施設ができる

ことを願っています。（女性、88歳） 

○末弟が特養への入所を希望していましたが、数

多くの方が入所待ちと聞き、残念です。拡充を

お願いできたらと思います。（女性、89 歳） 

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）を現

在より増やし、あまり待たずに入居できること

を希望します。また、施設増加に伴う「費用負

担の増加」は避けていただきたい（年金が少な

いためです）。（男性、89歳） 

○安心して暮らせる施設へ入所したい。（女性、93

歳） 

○要介護 2以上の者の介護は家族の負担が非常に

大きく、困難に思われる。また、一定期間の施

設入所を経過すれば、入所状態が必要であるに

もかかわらず、対処しなければならないという

シバリは介護を必要とする者や大きな負担を強

いられる家族にとって大きな足かせになってい

る。終身で入所可とする法改変が必要。（男性、

91 歳） 

○現在医療型有料老人ホームに入居していますが、

24 時間看護師がいる特養の増設を希望します。

（男性、85歳） 

○国の政策に関することになりますが、病院と特

養の中間施設としての老健施設があるように、

費用負担および入所しやすさの観点を考慮した、

特養と有料老人ホームの中間施設があればと思

う（サ高住は住宅政策であるため、介護サービ

スには不安が残る）。（男性、94歳） 

○現在入所しているグループホームに大変満足し

ています。ずっと入所していられることを望み
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ます。（女性、88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） 

○それぞれの人が自分の健康に関心を持って生活

するように、いろいろな情報を発信してほしい

と思います。また介護職員の待遇をもっとよく

していかなければと思います。（女性、86歳） 

○施設の介護職員の人数を増やしてほしい。夜勤

帯は入所者60人を4人の職員でみています。（男

性、71歳、要介護 4） 

○ハードな仕事を懸命にこなしている介護士の

方々の報酬を、労働に合わせたものにしてあげ

てほしい。現場の介護士が高齢者にとって一番

大切な存在であるから。（女性、96 歳） 

○どの施設に入所しても人手不足で入所者へのサ

ービスがなっていない。職員の教育が最大の問

題である。働く条件をよくすること、希望の持

てる職場環境への改善、入所者第一の施設を作

るためにまずやるべきことだろう。（男性、70

歳） 

○デイサービスについても、母が骨折して車いす

状態になってしまったのも、入浴時の人手の少

なさによって職員が目を離したスキに起きたこ

とです。職員の方の人員確保と質の向上を図っ

てくだされば、Ｑ－19－2 と充実して家での生

活を一緒にしたいと願っているのです。（女性、

92 歳） 

○介護職員さんの質を上げるために資格を持って

いる人に時給、給料を上げてほしい。現在、い

る施設は全く介護のことを理解していない。（女

性、80歳） 

○介護職員のシフトが大変そうです（夜勤は特に

夕方 16：00～翌朝 10：00 過ぎまで労働してい

る）。最近できた施設で夕方勤務の時間帯を取り

入れた施設がある（夕方 17：00 頃～夜 23：00

頃または 22：00 頃まで）。介護職の退職はない

と言っていた。（性別無回答、年齢無回答） 

○母が過ごしている施設では皆さん、一生懸命仕

事をしておられますが、給与が低いために辞め

る方も多いと聞いている。国の補助をもっと増

やし、職員たちが報われるよう希望する。（女性、

92 歳） 

○代理回答者（入居者の夫）である私自身の意見

です。入居している方は年齢 90 歳前後、職員不

足により一番大切な言葉かけが不足して、ほっ

たらかし状態が続いています。職員の労務状況

を見ても過酷であり、その割に収入が低く、職

員不足が慢性化しています。大変難しい問題で

すが、放っておけば、ますます悪化するでしょ

う。（女性、74歳） 

○高齢者社会のために介護保険は必要ですし、仕

方ないことだと思っています。親も世話になっ

ているので、職員の方には感謝している。（男性、

83 歳） 

○数日前、本人がのどをつまらせたが、早く気付

いて頂き、日常に戻りました。しかし、その後

医師に相談することができず、そのままになっ

てしまいました。施設に医師が常駐できるよう

市でも考えていただきたいです。また、リハビ

指導のできる人も施設に置いて頂きたいです。

（男性、84歳） 

○施設でお世話になっております。ヘルパーさん

に大変お世話になっております。大変なお仕事

なので介護職員の方の手厚いお給料を望みます。

（女性、93歳） 

○介護関連従事者の給与が低いと思います。給与

を上げる方法を検討していただければ幸いです。

（女性、92歳） 

○施設の看護師、職員の方の資質・能力等の一層

の向上をお願いします。（女性、83 歳） 

○入所定員の多い施設では、担当者が明確でない

と、入所者の日々の気持ちを汲むことが出来に

くいのではと思います。入所者の我儘もあるか

もしれないが、丁寧に対応してほしい。（女性、

68 歳） 

○後期高齢者の増加に伴い、スタッフの増員とサ

ービスが必要。スタッフについての賃金アップ

も併せて検討する必要あり。サービスの向上と

サービスに対する報酬増は必然と思われる。賃

金アップを一つの柱としてスタッフ増を望みま
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す。（女性、91歳） 

○どこの施設もヘルパー、看護師、スタッフさん

が不足です。寝たきりの人の介護はまさに 3Ｋ

の仕事です。市・県・国で助成金の支給など支

援がないと退職する人が増えます。あるいは公

務員制度を導入する。人手不足で仕事がハード

なため入所者への対応も雑になってゆく。（男性、

66 歳） 

○職員さんの離職率が高くて、人員確保が大変そ

うです。常に人手が足りない状態を何とかして

ほしい。頼みたいことも頼みづらくなる。もっ

とお給料が上げれば、やめる人も少なくなると

思うので、市を挙げて改善してほしいことです。

（女性、75歳） 

 

■ 主に在宅サービスについて 

○介護すべき家族が自営業者等同居し難い、また、

共働きで家に長時間いられない等、諸事情で介

護できない方が多いと思います。デイサービス

に昼寝等の時間も組み込み、長時間預かってい

ただけたら、皆さん、家での同居を考える可能

性も出てくるのでは。子どもの保育園同様の扱

いになり、延長や泊りも可能なら、なお良いか

と思います。（女性、99歳） 

○要介護者の状況・要望に応じて、サービスが受

けられるようにしてほしい。例えば、買い物等

の外出に付き添ってやること等。介護職員の確

保が不可欠だが、そのためには介護職員の賃上

げ等待遇改善が必用と考えます（女性、92 歳） 

 

■ 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） 

○介護認定が今回要介護 5⇒要介護 4 に変更にな

りましたが、前回の認定の時と全く状態が変わ

っていない（立てない。歩けない、しゃべれな

い）のに何故と疑問があります。（女性、91 歳） 

○現在の要介護区分が合っていない。体調が悪く

入院後、施設に戻った時の悪い状態のままにな

っている。今はかなりしっかりしているが、見

直しの時期、負担額、サービスにおいてどちら

が得、本人にとって良いのか、よくわからない。

施設に戻ってからがいいのだろうか？（女性、

96 歳） 

○今は要介護 4 になりましたが、以前の判定では、

母は車椅子で何一つ一人ではできないのに要介

護 3、疑問でした。これからはこのようなおか

しな判定がないように、しっかり審査していた

だきたい。（女性、85歳） 

○介護区分を決める基準がいまひとつわかりにく

い。調査員に聞いても「私たちは現状を報告す

るだけですので、1 か月後くらいに結果が郵送

されてきますので」と言われました。結局、な

ぜこの判定値になっているのか理解できないま

まです。介護度は一番重要な要素と思うので、

明確な基準および決定前に家族に説明があると

ありがたいです。（女性、83 歳） 

 

■ 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） 

○介護関連の設備や家の一部に手摺を付ける等改

造する費用が高額に感じる。役所等の負担額が

多いのでびっくりした。今後改造費用の値下げ

の努力も必要（以前と違い、高齢者が増え、仕

事も多くなっている）。（女性、69歳） 

○グループホームの入居負担額は大きいです。（女

性、86歳） 

○1 割負担と 2 割負担では差が大きすぎると思い

ます。倍ですよ、倍！25,000 円が 50,000 円で

すよ。（男性、84歳） 

○施設の利用料金がほぼ年金と同金額で、市県民

税や外出などの費用は妻の収入から一部出費し

ているが、自分の年金で済むようにできないも
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のか。（男性、74歳） 

○安倍内閣の決議した後期高齢者の制度はとても

納得できません。毎年、年金から数万円のお金

が勝手に引かれていく。弱者をさらに追い詰め

ていく、きわめて残忍な制度で、早くなくして

ほしいです。施設の費用をもっと安くしてくだ

さい。（女性、80歳） 

○介護保険をこれ以上悪くしないでほしい。年金

（月 5 万円）ではＧＨの費用は払いきれないの

で。公的な援助がもっと必要。ＧＨによって入

所者の処遇に差があるのは問題。1 か所目は日

中の活動がほとんどなく、ＴＶを見せているだ

けだった。食事も本人の状況に合わせてくれな

いため、4 か月で 6 キロもやせてしまい家族は

とても不安になった。（女性、90歳） 

○本人は認知症なので今回のようなアンケートに

答えることはできないので、このアンケート自

体おかしいのでは。現役並の収入のある者の介

護税率の見直しを希望。負担が大きすぎ、施設

にいつまで入居できるのか不安です。（女性、88

歳） 

○少ない年金から差し引かれる介護保険料をもっ

と安くしてほしい。また特養をもっと増やして

入りやすくしてほしい。（女性、97 歳） 

○年金が 3万円くらいなのに、毎月 7万円以上施

設にかかっています。もっと施設等負担を減ら

してください。（女性、95歳） 

○介護保険料が年々上がり過ぎですので、少し下

げてほしいです。（性別無回答、年齢無回答） 

○介護保険料は成人全員からとるべき。施設でか

かる料金を全額保険適用していただきたい。（女

性、76歳） 

○介護保険を値上げして、自己負担額を減らして

いかなくては持ち出しが多くなり、自分たちの

生活に支障が出てくる。（女性、74 歳） 

○とにかく毎月の費用が高い。（女性、91歳） 

○介護保険が高額する。高齢者福祉について年金

について減額を決定した人については高齢者の

命をどのように考えているのか？（女性、80 歳） 

○施設の利用料が高すぎます。もっと公で見て頂

けたらと思います。（女性、93歳） 

○平成27年8月より保険制度が変わり減免を受け

られなくなり、全額負担になっている。このま

までは、預金にも限りがあり、長期施設の利用

はできなくなる。再度、見直ししをして欲しい

（主人も老健に入所しているため）。（女性、87

歳） 

○若年性アルツハイマーの”末期”はじめ頃かと

思います。妻も息子も自分の名前すらわからな

い状態です。何を考えるでもなく毎日を過ごし

ていると思いますが、施設にて手厚く介護を受

け、私としては安心してお任せできる方々かと

思っています。施設の費用が控除対象で無いの

は残念です。少しでも負担の軽減をお願いした

いです。（女性、69 歳） 

○核家族世代がどんどん要介護者になっていきま

す。日本の家族構成の在り方も介護負担増の大

きな要因です。介護者を増やすコミュニティづ

くりや、介護者の生活を守るという観点からも

保険料負担の削減につなげるプランはないもの

でしょうか？（女性、87歳） 

○少ない年金から介護保険料が差し引かれるのは

気の毒。（女性、97 歳） 

○普通の看護施設に入所よりも、特別養護老人ホ

ームに入所した方が経費があまりにも高額にな

ったのが、納得できないように思います。（男性、

88 歳） 

○介護保険以外、消費税を介護に！！（女性、90

歳） 

○介護施設に入所しているが、病気で病院に入院

した場合、オムツ代金が高くなり家族の負担が

大きくなる。（男性、73歳） 

○生活保護者、低所得者が優遇される介護保険が

多くあり、普通の年金所得生活者が個人負担を

多く出すことに疑問ありです。高齢者支援とは

そのようなことなのでしょうか？（女性、75 歳） 

○要介護 3以上になったら介護保険料は負担しな

くても良いと思う。少ない国民年金の中から払

うのは大変だ。施設に払う料金も高いのに。（女

性、90歳） 

○収入源が年金のみです。年金の範囲で施設の生

活ができるよう福祉をお願いしたい。（男性、80

歳） 

○オムツ代が高い。その割に 1日の交換回数は少
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ない。（女性、81歳） 

○サービス水準は維持してほしいが、費用負担が

増すと言われれば、年金が減額されるという現

在、どうしたらいいの？（女性、85 歳） 

○今後年金生活を送る不安のなか、介護保険料の

引き上げなどの負担増は心配である。（男性、90

歳） 

○長女（71歳）が代筆しました。母の場合は無知

ですのでＤとＥは回答できませんので、私の意

見を書かせていただきました。1か月 15 万円の

年金がありますが、月に 3万円ほどの足が出ま

す。私が世話になる時は年金で賄えるようにな

っていればいいと思います。（女性、95 歳） 

○父は認知症でホームへ入居しています。娘の私

が預かったお金の中から（年金含む）対応して

いますが、足りなくならないか常に不安に思っ

ています。現在は健康で過ごしてくれています

が、医療費負担の増加も心配が増す原因です。

（男性、83歳） 

○年金の受給金額も減っていく傾向だと思います。

利用料が高すぎる、今の所がよくても別の施設

に移らなくてはならなくなるかもしれません。

特養の施設利用費はもっと料金の刻みを細かく

することを考えてほしい。介護士不足だと利用

者も質の良いサービスを受けられなくなるので、

賃金を上げることも必要だと思います。（女性、

83 歳） 

○長女代筆⇒ある程度の出費は老健で仕方ないと

思っているが、毎月の支払いは痛い。帰宅して

もデイサービスとショートステイでそれなりの

金額が発生する。（女性、85 歳） 

○施設料や介護用品の定価や料金が大変高額に設

定されており、業者や経営側に多額の出費が支

払われていると思う。多くの参入があった方が

利用者が助かるとはいえ、これでは介護に使わ

れる保険料（の税金）はどんどん出ていくばか

りで、足りなくなるのも当然と思う。（女性、85

歳） 

○夫婦二人で施設に入ることになった場合は、介

護保険の割合や国民健康保険の負担量の減少が

できるような仕組みを考えてほしい。（女性、90

歳） 

○保険料負担が増加することにより、現在入居し

ている施設への支払いが不可能になる時は、ど

のような対策があるのでしょうか。（男性、90

歳） 

 

■ その他 

○特養に入っている人に、このようなアンケート

は無理です。家族が全て対応しているので、そ

ちら宛ての方がよいと思います（Ｄ項目のみは

家族の考えでいいのではないでしょうか）。いず

れにしても介護保険制度がだんだん厳しくなっ

てくるので、これからも維持していけるようよ

ろしくお願いします。（女性、84歳） 

○介護を受けているのに、介護保険料を納めるの

はなぜ？そのうえ、全額家族負担となっている

のはなぜ？（女性、76 歳） 

○今後さらに高齢化が進むと考えられるので、介

護予防の知識を得られる機会がもっと増えてほ

しい。ＩＴを使うのもいいと思います。メール

を送るなど。病院にポスターを貼るのはどうで

しょうか？私の母も軽度認知症の時、もっと何

かしてあげたかったです。（女性、84歳） 

○制度がわかりにくく、まして高齢の方には不可

能と思われます。知り合いの方が病院から勧め

られるままに介護老健施設に入所してから不便

を感じ、不満が大変だったそうです。（女性、83

歳） 

○本人（主人）も入院して、一人住まいの方も多

く、何とか年金でやりくりしている状態です。

社会科見学として森の木ホール、博物館、図書

館など恵まれた所ですが、交通の便が悪く、シ

ャトルバス、介護タクシーを利用出来れば良い

と思います。また希望の場所に食事券、お茶券

などを出していただければ、出掛ける機会も増

えて良いと思います。（男性、82歳） 

○高齢者ドライバーに運転をやめてもらうよう高

齢者向けの移動手段を確保してほしい。認知症

の高齢者を持つ家族へのケアをもう少し手厚く

してほしい。（女性、81歳） 

○要介護の重度・軽度により、本人及び家族の求

めるサービスは大きく異なる。要介護度に適し

たサービスをより的確に受けられることがサー
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ビスの過不足を減らし、介護者の負担を少しは

軽くすることになるかもしれない。些細なこと

ではあるが、ケアマネージャーの資質向上が必

要である。（女性、96歳） 

○年金非課税枠の撤廃（今年度より）によって費

用負担は重くのしかかっている。市・県のサー

ビス拡充に期待したい。（女性、93 歳） 

○今の介護制度は、まず大家族ありき。現在の核

家族と立ち位置が違い過ぎる。要介護者と同居

する子ども（成人）がいる場合、受けられるサ

ービスが限られる。その子供が会社勤務で、自

分の家事をこなしつつ親の介護に関する諸事を

こなすなどということは不可能。介護離職ゼロ

というのなら、このあたりの改善が不可欠。介

護・医療費用の自己負担増を背景に親の出費を

抑えるため離職する子どもが増える。なんのた

めに介護・医療保険費を支払っているのか。長

寿高齢化、団塊世代の高齢化はわかっていたこ

と、政治の無策にあきれ果て、場当たり的政策

に腹が立つ。介護費用も医療費同様所得控除対

象としてはどうか。（男性、92歳） 

 

２ 行政に対する意見 

○明第 2包括はひどすぎる！包括支援センターを

選べないことが不満。ひどい責任者とケアマネ

のため、大変な負担を負った。本町に相談した

が全くあてにならなかった（何のためにあんな

人数がいるのか？）。要介護同様、選択できるよ

うにしてほしい。運が悪かったで済ますには影

響が大きすぎる。包括にはまともな業者を選定

してほしい。選定後はきちんとチェックを継続

してほしい。また、郵送されてきた介護保険の

被保険者証に、他人の納付書の住所と金額が印

字されていた。大事な書類であるのにチェック

はしないのか？個人情報の大事故ではないの

か？行政としての取り組み方に不満を感じる。

（女性、75歳） 

○それぞれの人が自分の健康に関心を持って生活

するように、いろいろな情報を発信してほしい

と思います。また介護職員の待遇をもっとよく

していかなければと思います。（女性、86歳） 

○今まで多くの施設を体験。思い出したくないほ

どひどいグループホームやサービス付き高齢者

住宅を体験し、幾度も骨折させてきました。悔

やみ切れないです。各施設のレベルチェックを。

何とか市の視線を向けて頂きたいと思います。

このアンケートに松戸市の誠意を感じうれしい

です。（女性、87歳） 

○健康寿命を伸ばす試みを多くの地域で実施して

いただきたい。（男性、84歳） 

○高齢者が増加して、介護保険や福祉に財源が不

足しているのは理解できるが、国や地方自治体

の無駄のない予算配分がもっともっと必要では

ないかと思います。（女性、90歳） 

○介護保険をきちんと払っている人は人に迷惑を

かけないようにと、自分で運動したりして後々

のサービス利用を少なくしようと頑張っている

が、負担してもらうのが当然と思っている人の

努力不足も見受けられる。役所は元気な人にも

っと元気でいてもらうため、介護保険加入者を

増やして介護保険料を抑えるようにしてほしい。

（女性、96歳） 

○施設職員が名札をつけていないので、良し悪し

両面で、接遇についての指摘ができない。市か

ら指導をお願いしたい。（女性、88 歳） 

○松戸市はよくやっている。（女性、91 歳） 

○介護職員の方は皆よくやって下さっています。

国はもう少し理解を示して援助してほしいです。

（女性、93歳） 

○民間はいつつぶれるかと不安で、なかなか見学

まで至らなかった。市役所などで、経営状態な

どを見ていくつか候補を斡旋してほしかった。

介護疲れのため、特養でもケア付きマンション

でも、お金の問題より、介護疲れのため、早く

入居することが必要でした。（女性、84 歳） 

○介護者を抱えている世帯の殆どは、身動きので

きない中で、切り詰めた生活を強いられている

が、今後、介護費用自己負担の増大化、年金の

減額化等、先行の不安感が増大化している。今

後の政策としては、安定・安心できることを第

一と考えていただきたい。（男性、99歳） 

○全員が満足することは本当に難しいと思います。

しかし、本当に困っている人には、手を差し伸
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べてくれる福祉政策であってほしいと願ってい

ます。（男性、81歳） 

○予備知識などない中、市役所でいろいろな申請

をしましたが、それが一体何の為の物なのか、

ということが少しわかりにくいので、専用のパ

ンフレット等があるとありがたいです。せっか

くたくさんの福祉・サポートがあるのに届けを

出しそびれていたら、もったいないですからね。

（男性、60歳） 

○役所等でたらい回しにされず、人それぞれのパ

ターン一括で相談できる場所が欲しいです。（男

性、80歳） 

○介護保険があるおかげで大変助けられています。

以前ニチイケアセンター稔台を利用しておりま

した際、どれほど綿密丁寧な施設であったかと

痛感しております｡2015 年 11 月 27 日より「親

愛の丘」に入所しましたが、1 年過ぎないうち

にケアマネが 7人入れ替わったり、ナースも相

談員も次々変わったりして話が通じる人が少な

く、内部的に問題があると感じました。ケマネ

7 人目の小川さんは初対面でいきなり計画書に

サインを求められ、私が目を通そうとしたら、

読まなくていいからサインしてくださいと言わ

れ、驚きました。しかも母の状態を尋ねたら、

就職して 2か月目なので知らない、との無責任

な対応。さすがに腹が立ちました。入所前、「親

愛の丘」の評判はイマイチでしたので心配して

おりました。また未だに空き部屋がたくさんあ

ると知り、驚きました。できれば他の施設に移

りたいと検討しています。退職した主任ナース

に、以前、不信な点を質したら、理事長は施設

運営に一切ノータッチで、改善策等を図ること

がない、と聞きました。上の方がきちんとして

いないところは、職員の志が低いのでは、と辛

いです。入所させていただいていること自体は

ありがたく思っておりますが、入所させて後に

痛感したのは、「親愛の丘」は人気がないとの噂

どおり、松戸市に複数ある特養ホーム間で利用

者の処遇に格差があり過ぎるのは問題というこ

とです。何とか高いレベルで平準化するため、

実態調査と職員の入れ替えが必要だと思います。

入所以来、母は爪切りをしてもらったことがな

く、いつも自宅に連れ帰った際に切っていまし

た。足の爪を切ろうとして靴下を脱がせたら、

足の指の間がジクジクして臭くなっていました。

それまで一度もそのようなことがなかったので、

ホーム職員に話したら「そんなの薬つければい

い」とバッサリ言い放たれました。他にも、食

後口の周りを拭かないのか、いつも汚れている。

他の人の下着やズボン等毎週母のタンスに入っ

ている。認知症患者相手だと仕事の手を抜いて

いるとしか思えません。「親愛の丘」の実態調査

をお願いします。（女性、82 歳） 

○入居施設は安心して暮らせる我が家と同じと思

います。入居者に対するひどい対応がニュース

で流れると心が痛みます。母が入居している施

設は、開所時からスタッフが同じでいつも明る

く利用者さんの表情も穏やかです。良い設備や

施設を視察し他の施設のレベルアップに役立て

て、松戸市のどの施設も安心して入居できるよ

うなってもらいたいと思います。ケアマネさん

の紹介で入居できました。ケアマネさんの一層

の研修指導もよろしくお願いします。（女性、85

歳） 

○数日前、本人がのどをつまらせたが、早く気付

いて頂き、日常に戻りました。しかし、その後

医師に相談することができず、そのままになっ

てしまいました。施設に医師が常駐できるよう

市でも考えていただきたいです。また、リハビ

指導のできる人も施設に置いて頂きたいです。

（男性、84歳） 

○以前亡くなった母が介護用品を一つ借りる時な

どを見ていたら、ケアマネ他 3名が自宅に来て、

同じような書類を説明したりしていました。や

っている仕事の効率が非常に悪く、お役所仕事

そのもの。このようなことを続けている限り、

サービスを受ける側、サービスを現場で提供す

る介護職員の両方にとって良い状況は生まれな

い。保険料は上がるばかり。まずは、行政が変

わらないと！（女性、94歳） 

○介護は本当に大変なので市や県、国の力が必要

です。（男性、78歳） 

○本人が入所してしまい、子供が親が生活するう

えでの諸手続きを全てしなくてはならなくなっ
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た。その割に、本人の同行が必要だったり、問

い合わせても個人情報なので答えてもらえない

というようなことが起きています。高齢者本人

の権利はもちろん大切ですが、併せて子供の負

担を減らすことにも配慮し、手続きの軽減化を

お願いします。（男性、75歳） 

 

３ 回答者・介護者の現況 

○現在で主人と施設にて、貯金を切り崩してギリ

ギリの生活。施設費用と二人の生活、この先五

年、十年、介護保険も大変と思いますが、値上

がりはきついし、高齢者福祉も心配です。保険

料、介護保険、年寄りが増えるばかりで心配で

す（金銭的に、体調的に）。貯金を切り崩して、

本当にこの先大変な時代になってくると思い不

安です。（男性、79 歳） 

○現在、私の認知症の母（要介護 3）は特養に入

居していますが、もうすこし認知症改善のため

の治療方策を講じていただければと思います。

（女性、89歳） 

○脳出血を再度起こし、11 月 15 日より入院中と

なっております。施設にいた期間について、わ

かる範囲で書かせていただきました。入所先は

実家と近かったため、母には行きやすかったよ

うです。（男性、81 歳） 

○面会時一人ぼんやりテレビを見ている（眺めて

いるだけ？）父を見ると「どうして同居できな

いのか」と、その都度心が痛みますが、互いの

生活をベストな状態で維持するには、現状維持

が最適と自分を納得させているのが現状です。

特に、マーキングした質問に関しては、私自身

が父に聞きたい内容ですが、「聞くに聞けない」

というのが本音です。仮に本人に聞くチャンス

があったとしても、認知症が進んだうえでの回

答がどの程度本心なのか、とても難しいです。

たとえば、認知症特有の症状で「なんでもでき

る。困ったことはない（足に障害があり歩行困

難にもかかわらず）。どこにでも一人で歩いて行

ける」などの発言が見られるため、マーキング

箇所への回答はブランクにさせていただきまし

た。父は独居故、入所が優先されましたが、軽

度の認知症同士の御夫婦では入所が難しいと聞

きました。テレビで老老介護による殺人等のニ

ュースを聞くたび胸が張り裂けそうな気持にな

ります。難しいでしょうが、数字での判定では

なく、実態での認定で救ってあげてください。

（男性、86歳） 

○Ｆ2 回答者より。回答の中の「知らない」は本

人に判断がつかないという意味。（女性、82歳） 

○このアンケートにより日頃考えてきたことが少

しまとまり、ナイトケアの運営委員会に直接働

きかけないといけない母の関係者として、改良

アクションをとるきっかけとなりました。松戸

市はどうだかわかりませんが、集計係の方がＱ

11 とか計をとるにすぎないのか。ですが、施設

の表面での現し方では、やはりやってみてわか

る不満を変化させるのは、こちらが合わせるの

か？困りものですが、何とか母が暮らしやすい

よう、子供として模索したいと思います。母は

5 年前の骨折をきっかけにケアの方に来てもら

いはじめ、良い方もいらっしゃいましたが、物

を持ち去られる方もいたりして、変えてもらい

ながら過ごしましたが、また、そういう方がい

らっしゃり、事務所に伝えると、回答は「そん

な者はいません」で、認知症のせいと言わんば

かりのもの。その結果、認知症ではないのに認

知症との処理がなされ、近所の方まで、母を認

知症と言い出し、困りました。（母は）足の具合

が悪く、日常生活にも不自由していましたが、

元気でした。しかし都内から来る私を気遣って

くれたこともあり、施設を決めてくれました。

週 1～2回の訪問で不備が多々現れ、預金もパー

にしてまで他の施設に変わりましたが、現在の

所もなかなか安心できない現状。市としては優

良施設とか・・・。施設としての認識があるの

か？どの程度なのか？利用者側としての必要事

項があれば、心構えとして知りたいです。（女性、

87 歳） 

○足を骨折して車いす生活。現在の公団住宅は三

階まで登らなければならない。（女性、86歳） 

○現在の主人の体調を考えると、今お世話になっ

ている施設が大変ありがたく思っています。（男

性、82歳） 
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○現在ホームにお世話になっていること、大変感

謝しています。私の体調の悪さと医師とケアマ

ネさんの「これ以上無理。共倒れになったら大

変」と言われて入所。現在私もまだ心身ともに

不調で、本当に助かっております。こうして記

入していますが、昨日も急患でお世話になり家

に戻りました。脳に小さな粒があり不安を抱え

ています。（男性、80歳） 

○介護を受けている本人ではないため、○で囲む

ところが少なくなりました。施設に預けた最大

の理由は介護度が高くなったこと、私が仕事を

しながら介護することは不可能なことです。私

自身来年は 70歳を迎えますが、現役で仕事を続

けなければ生活できません。（女性、95 歳） 

○今の母を見ていると穏やかでいつもニコニコ

（特に日中）しているので、施設に入っていて

も恵まれていると思います。これからどんどん

介護が必要な高齢者が増え、介護保険制度自体

大丈夫となのかと。と言っても、自分の生活が

あるので、保険料負担が大きくなるのは困るし、

難しいです。今まで頑張ってきたお年寄りには

幸せな老後を過ごしてほしいが、現実の厳しさ

を考えると・・・。（女性、88歳） 

○すでに2年6か月間入院生活を過ごしています。

幸いに本人は満足していますが、経済的負担が

大きく、影響を受けている。Ｃ型肝炎から肝硬

変で再起に難い状態です。私も 81歳、いつまで

世話できるか心配しています。（女性、77歳） 

○高次脳機能障害および重度言語障害のため、本

人の意思はわかりません。（男性、73歳） 

○認知症がひどく、徘徊が激しかったので、特養

に入所できて助かっております。（女性、85歳） 

○「あなた」自身に判断や記憶の能力がないため。

「制度」について「知らない」を選びましたが、

家族は知っています。（男性、64歳） 

○10年以上施設になったときに、経済的な困難に

陥ると思う。今、妻は預金を崩して生活してい

る。（男性、80歳） 

○現在入所している施設でお世話になっています

が、本人もとても満足しております。介護保険

制度の必要性を実感しています。（女性、90歳） 

○脳に障害があるので、Ｄ、Ｅには答えられない。

（女性、82歳） 

○施設内では口など言える人がいないのでストレ

スがたまり気味です。（女性、98歳） 

○認知が進んでいるので本人はあまりわからない。

（女性、90歳） 

○本人が少し認知症で入所中のため，代りで書き

ました。Ｃ以後は本人でないのでわかりません。

（男性、79歳） 

○高齢化時代に入り、今後の対応をどうすべきか、

考えさせられることばかりです。自分のことは

自分でできるような（健康寿命）将来を送りた

いと考えます（家族の一員・長男記入者）（女性、

97 歳） 

 

４ アンケート調査について 

○特養に入っている人に、このようなアンケート

は無理です。家族が全て対応しているので、そ

ちら宛ての方がよいと思います（Ｄ項目のみは

家族の考えでいいのではないでしょうか）。いず

れにしても介護保険制度がだんだん厳しくなっ

てくるので、これからも維持していけるようよ

ろしくお願いします。（女性、84歳） 

○Ｑ18は偏った質問で不愉快です。保険料負担を

減らし、サービス水準を向上してほしい。（女性、

90 歳） 

○あなた（本人）の意をくんでーとありますが、

認知症であり、正確に意を汲むことは難しいと

思います。アンケートの内容の再検討を望みま

す。（女性、89歳） 

○本人は認知症なので今回のようなアンケートに

答えることはできないので、このアンケート自

体おかしいのでは。現役並の収入のある者の介

護税率の見直しを希望。負担が大きすぎ、施設

にいつまで入居できるのか不安です。（女性、88

歳） 

○認知症の人間には答えるのが困難なアンケート

でした。（女性、90 歳） 

○平成27年6月に次男夫婦と同居するため松戸へ

来ました。デイサービス・ショートステイに通

う生活をしてきましたが、家にいるときは何も

することがなく、寝てました。平成 28年 8 月よ
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りグループホームに入所しましたら、動きがと

っても良くなりました。食事もしっかりとって

る様子。母にＥの質問はできずにいます。介護

する家族へのアンケート調査もして下さい。（女

性、87歳） 

○施設入所者に、このような項目でアンケートす

る意図は何ですか。まともに回答できるようで

あれば入所しないと思います。施設に出向き、

実態調査を聞き取りで行うべきと思います。（女

性、83歳） 

○このアンケートは年寄りが読んで記入するには

難しい。入所している人がこの質問を読んだら

悲しくなる。（男性、85歳） 

 

５ その他 

○昔は親・子・孫と、大家族で一つの家に 5～6

人住むという家族構成が普通でしたが。それが

すっかり変わってしまい、若い世代もそれぞれ

仕事について、老人の世話をする心と時間がな

い。老人も悩んでいます。何しろ、少子化が一

番の元ですね。（男性、90歳） 

○介護に関しては、問題が山積み、単一家族で解

決していくには厳しい。終末をどう迎えるかも。

全国民が安心できる工夫を願うばかりです。（女

性、97歳） 

○西洋（デンマークやスウエーデン）のようにな

ればいいと思います。（女性、74歳） 

○これから介護は難しくなるばかりだと思います。

日常生活の中で少しでも健康に過ごせるよう努

力することが大事だと思います。（男性、79歳） 

○安倍内閣の決議した後期高齢者の制度はとても

納得できません。毎年、年金から数万円のお金

が勝手に引かれていく。弱者をさらに追い詰め

ていく、きわめて残忍な制度で、早くなくして

ほしいです。施設の費用をもっと安くしてくだ

さい。（女性、80歳） 

○介護保険はやむを得ないことと思っています。

（女性、95歳） 

○認知症の状態は多様であるため、独りにするこ

とが困難です。薬で一時的に鎮静させる等の措

置の在り方も考慮すべきか、と思うこともあり

ます。（男性、52歳） 

○自宅での介護が難しくなったとき、何らかの施

設が必要です。難しい大きな要因は、1．歩行が

不可能になる、2．排尿・排便が一人で出来ない、

の二つ。家族が 24時間介護をしなければならな

くなったとき、一人体制では共倒れになります。

（女性、82歳） 

○施設側が本人の健康状態を常に注視する体制に

あるとは言えず、家族が本人の話から気づくこ

とも大切。その意味で施設に任せきりにせず、

場合によっては入院（短期）も考える姿勢を保

持すべきと理解しています。（女性、87 歳） 

○住み慣れた家で生活することが大切だが、認知

症になると施設から自宅へと環境変化させるこ

とが大変だと思う。（女性、96歳） 

○今後、高齢者が増え、それと共に保険料が増え

ることは仕方ないと思える。病院で改善の見込

みがない、寝たきりで意識も混とんとしている

高齢者を見ると尊厳死の選択があっても良いの

ではと思う。誰しも家族への心身にわたる負担

は望んでいませんが、生かされている状態が良

いのか疑問に感じる。（女性、88歳） 

○年齢を重ねれば、どうしても心身に不都合な個

所が出てくるのは、誰にもある問題。その解決

手段としての社会政策の充実は今の若い層を安

心させるためにも必要と思います。（女性、83

歳） 

○本人はどんな状況でも環境でも、家族と生活し

たいが、介護者の生活や負担、経済的理由で受

け入れられない人が多いと思います。良い方法

があればぜひ教えていただきたい。介護保険で

は何を利用できますか、お願いします。（女性、

84 歳） 

○現状でも介護への負担が多すぎる。（男性、89

歳） 

○要介護状態になる前から、自宅をバリアフリー

にするなど来るべき老後に備えなければ、介護

を必要とするようになってからでは間に合わな

い。施設の数が足りなくなるのを想定して、各

個人が住環境を整えたうえでデイサービスなど

を受ける方向が必要です。（女性、92歳） 

○施設のある場所が不便なため、スタッフがよく
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変わり、人数も少なく忙しいので、会話をして

もらえない。車がないと行けないところのため、

家族もなかなか会いに行けない。施設の前にバ

ス停をつくってほしい。（男性、95 歳） 

○Ｑ18 に記載されている様に少子高齢化社会現

象は、大分以前より予測されていたが、国の政

策が後手後手のような気がする。長期的計画や

対策が早期に実行されてこなかったことが、立

場の弱い国民・市民がしわ寄せを受けているの

ではないだろうか。年金また医療費問題もしか

りである。（女性、96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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


