
Q6 介護保険について 

2）介護保険料を払っている方にお聞きします。今支払っている介護保険料についてどう感じていますか 

困っていることやご要望・ご意見をご自由にお書きください 

 

父と母が介護保険料のことでよく話し合っていて高いと言っていました。もう少し安くなると生活も楽になるのでよろしくお

ねがいします。 

【10 代／男性・学生】 

 

将来もらえるか分からない介護保険料や年金などにより今の暮らしが圧迫されることへの疑問があります。 

【20 代／女性・会社員】 

 

よくわからない 

【20 代／女性・会社員】 

 

１年間お世話にならなかったら少しでも良いからお小遣いがほしいです。 

【20 代／女性・会社員】 

 

介護病院の設置の急務 

【20 代／男性・会社員】 

 

所得に対する法定控除の見直し。各自で調べる環境を整備してほしい。 

【20 代／男性・会社員】 

 

NHK の集金人はこわいです。スクランブルにしてほしいです。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

将来利用できるか分からないのに、保険料を多くはらわないといけないのは不満。 

【30 代／女性・主婦】 

 

まだ払っていませんが、自分へのつみ立てではないお金を払い続ける制度に疑問しか感じません。 

【30 代／女性・その他】 

 

ヤングケアラーの支援（実態把握からも）をお願いしたいです。 

【30 代／女性・その他 医療従事者】 

 

少子高齢化。若い世代のお金の負担が苦しい。 

【30 代／女性・その他 病気療養中のため無職】 

 

払っていないが高いと理解している 

【30 代／男性・会社員】 

 

払ってない 

【30 代／男性・自営業】 

 

防衛という名の殺人兵器の予算をすべて福祉へ 

【30 代／男性・無記入】 

 



若い人たちが介護保険適用となった時、今まで収めてきた保険料はしっかり使われるのか。少子高齢化で今後しっかり

適用されるのか。 

【30 代／無記入・会社員】 

 

今から、老後の生活に不安しかない。何歳まで働き続けなければならないのか。働けなくなったら、どうなってしまうのか。

考え出すと気持ちが沈んでしまう 

【40 代／女性・会社員】 

 

高いが止む終えない 

【40 代／女性・会社員】 

 

もらえないお金を払いたくない。 

【40 代／女性・会社員】 

 

保険料は高いと思うが、受けられるサービスは比較的充実していると感じた。（母親介護時/要介護度 5 だった）従事

者の処遇改善をより進め、サービスの維持又は向上ができるなら少し保険料が高くても良い。 

【40 代／女性・会社員】 

 

「高いことで自分に戻ってくる」というイメージが全くわかない 

【40 代／女性・会社員】 

 

介護保険について知識が足りない。給与から引かれているかもしれないが、よくわからない。 

【40 代／女性・会社員】 

 

給料は上がらない。払ってどんなメリットがあるのか 

【40 代／女性・会社員】 

 

将来、今払っている介護保険料が自分に介護が必要となった時に活かされるのか、返って来るのかが疑問。 

【40 代／女性・会社員】 

 

恥ずかしながら会社員で、介護保険料が天引きの為、あまり高い/安いを意識したことがありません。自分は今 40 代な

ので、70～80 代になった時、払った額相当のサービスが受けられたらとも思います。 

【40 代／女性・会社員】 

 

ジャパンハンドラーズのいいなりにならず、日本のお金が海外に流出しないように、国内の企業を充実させてほしい。外資

規制をしてほしい。 

【40 代／女性・公務員】 

 

いくら払って何に使われているのかわからない 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

子育てと同時期だと給料からたくさん引かれていて生活にしわ寄せがくる 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

今後支払いしてても補償があるかわからない。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

数年後に海外で職を得る予定です。その際に、これまで払ってきた介護保険分を渡航先の国へ移せるととても有り難い

ですね。 



【40 代／女性・自営業】 

 

給料が減っているのに、保険料は増す一方で、家計負担がひどい 

【40 代／女性・主婦】 

 

いくら払っているか把握していません。福祉国家に生きていることに感謝しています。介護するのもされるのもまっぴらごめん。

れんごくさんのように死にたい 

【40 代／女性・主婦】 

 

介護者が辛い時 24 時間話だけ話だけでもきいてくれる相談窓口がほしい。マネージャーなどにいつも相談できる訳ではな

い。介護者の負担がへるような提案、情報をしりたい。 

【40 代／女性・主婦】 

 

消費税は福祉に使用みたいな事言ってた気がします。毎日くだらないフリップやボケーっとした首相の顔なんて見たくないで

す。TV もつけません。 

【40 代／女性・主婦】 

 

母が訪問ヘルパーをしていますが、訪問介護をしている人に高額の介護保険料を要求することが矛盾している。 

【40 代／女性・主婦】 

 

本音は高いのですが、仕方ないのかなとも思います 

【40 代／女性・その他 自由業】 

 

失業中です。就職困難 

【40 代／女性・その他】 

 

疲れが取れにくい。（疲れやすい） 

【40 代／女性・その他 休業中】 

 

介護保険料で受けられるサービス（？）が分からない。 

【40 代／男性・会社員】 

 

そもそもの基準が分からない 

【40 代／男性・会社員】 

 

40 になるのでこれから支払います。ちゃんとした所に使われていればいいと思います。 

【40 代／男性・会社員】 

 

自分は介護保険料を搾取されるばかりで、使う側にはならないのだろうと冷めた気持ちでいます。給与天引きされている

から仕方ないですけど、可能であれば払いたくはない。 

【40 代／男性・会社員】 

 

介護を受けている方々、年金生活者からも介護保険料を徴収するのは酷な話だと思う。 

【40 代／男性・会社員】 

 

個人的な経験から、板橋区外ではありますが保健所のリソースが不足していることを感じました。コロナ禍で保健所の不

足が多方面から指摘されていますが、セーフティネットワークの拠点としての保健所および関連福祉施設の規模や機能の

強化を要望します。 

【40 代／男性・会社員】 



 

ワクチン接種や 10 万円の支給など、板橋区は迅速で助かります。 

上にも書きましたが、 

これは国政か都政の範疇かもしれませんが、飲食店等への自粛要請ばかりでなく、感染対策基準をしっかり設けて、安

全性が確保されている事業者には営業を許可出来るような体制に（いい加減そろそろ）シフトしないと本当にヤバいと

思いますので、宜しくお願い致します。 

【40 代／男性・会社員】 

 

こんな保険料では、将来自分に介護が必要になっても、介護は受けられないと思う。 

【40 代／男性・自営業】 

 

介護サービスが、国の税収と見合っておらず、過剰サービスとなっている。国力が下がっているのに、サービスは上げていくの

は、後世の負担となる。既に限界だと思う。国民にしっぽを振って表集めしか政治家はいない。痛みをともなう改革が必

要。 

【40 代／男性・学生】 

 

心身障害者福祉手当について 

 

板橋区では精神障害者には支給されていないが、これを精神障害者にも支給されるように改善して欲しい。 

他の自治体では精神障害者にも支給している自治体もある。そういった自治体でも精神障害への支給は 1 級のみであ

ったり額が他の障害などと比べて少なかったりなど、待遇面で差別されていることが多い。 

また板橋区議会では平成 31 年 3 月 1 日に『精神障がい者に対する交通運賃割引の適用を求める意見書』を国に提

出している。にもかかわらず板橋区で心身障害者福祉手当が精神障害者に支給されていない事実はこの意見書と矛盾

する姿勢ではないかと思う。 

現状では精神障害は身体・知的障害と比べて軽く扱われているように感じる。三障害の制度統一がなされるようになっ

て欲しい。 

障害の種類ではなく、障害の度合いによって適切な支援がなされるような制度になるようにしてもらいたい。 

【40 代／男性・無記入】 

 

東京に払ってるけど、老後は田舎に帰る予定。帰る時に、払った分を田舎に持って帰りたい。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

定年も年金も後ろ倒しになっているのだから、介護保険も 45 歳や 50 歳にしてほしい。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

収入がなくなった時、年金を払っていないのでその時どうしたらいいのかわからない 

【40 代／無記入・主婦】 

 

少しでも安くなってほしいが、今のサービスを維持する為なら仕方ないと感じる 

【40 代／無記入・その他】 

 

介護保険料が高すぎる。いざ保険を使おうとすると、又、サービス料を取られる。そして望んだ介護を受けられない。国家

的詐欺ですよね 

【40 代／無記入】 

 

払ってはいないが周りは高い高いとみんな言っている。 

【40 代／無記入】 

 



コロナのせいで施設の親と面会できない。WEB の面会を考えていると言われて，かれこれ半年以上経過。全く進展な

し、四葉、老健施設エーデルワイス 

【50 代／女性・会社員】 

 

事業者が利益を得て、働く従業員にはまわらず、低賃金で仕事をしていると耳にしますそれが本当であるなら。もっと現

場の方へお給料を手厚くするような仕組みを。 

【50 代／女性・会社員】 

 

給料が下がっている為支払いが負担 

【50 代／女性・会社員】 

 

介護施設の多くは介護士不足で大変そうですが、労基に訴えても、施設運営が優先される為、きちんと確認してくれな

いという話をきくが、本当でしょうか？現場はとっても大変そうです。 

【50 代／女性・会社員】 

 

（⑤について）親が保険のお世話になったので、その内容を思ったら安いと感じました。 

【50 代／女性・会社員】 

 

介ゴに頼ろうと思っていなくても払うことに納得できない 

【50 代／女性・会社員】 

 

住み慣れた地域で、最後まで過ごせることが大切と考え、在宅ですごせるシステムができていますが、住み慣れた地域で

地域の人が優先される施設があるといいと思います。ご近所さんがご近所さんのまま施設での生活ができればいいと思い

ます。 

【50 代／女性・会社員】 

 

生活が厳しいため介護を受けるのをためらっています。 

【50 代／女性・会社員】 

 

年金等のように自分の時に還されないのでは？と感じる。 

【50 代／女性・会社員】 

 

現在、介護とは無縁ですが、実際どういうふうに役に立っているのか、情報がない。 

【50 代／女性・会社員】 

 

自分が払った分、利用できるのか？ どのように使われているのか不明なので、払いたくない。 

【50 代／女性・会社員】 

 

私の自宅の近くに「在宅介護」の家があります。深夜に救急車を呼ぶことが何回もあってとても迷惑。要介護の人は施

設に入れて下さい。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

40 才すぎから引かれ、実際使うのは 80 すぎ。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

払った分だけのケアがしてもらえるか 

【50 代／女性・自営業】 

 

介護保険料納付は、年金と同じ 20 歳以上にした方が良い 



【50 代／女性・自営業】 

 

通常生活に支障がない高齢者の介護保健料が高額すぎる 

【50 代／女性・自営業】 

 

69 歳で病院通院。ガン、脳梗塞などがあっても要支援でもないのは何故？ 

【50 代／女性・自営業】 

 

高いと感じるが、充実した介護を期待できるなら仕方ない（納得できるならよい） 

【50 代／女性・主婦】 

 

相場がわからないので何とも言えないが、安ければ安いほどありがたい 

【50 代／女性・主婦】 

 

これからサービス利用する可能性の高い身としては、保険料は安いにこしたことはありませんが、かつて介護従者だった身と

しては、介護保障だけでは生活ができません。悩ましいところです。 

【50 代／女性・主婦】 

 

以前、さいたま市で両親の介護をしていました。ディサービスの時間帯では、フルタイムの仕事が出来ず、大変でした。ママさ

んとかは結構優遇されますが、高齢者をみる中高年にも働きやすい場所を。 

【50 代／女性・主婦】 

 

介護に必要なものをもっと安くしてくれたら…と思います。 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

政府のトップや政治家（議員）の方々の給与・ボーナス・退職金を減らして、介護保険料へ回るようにしてほしい。 

【50 代／女性・その他】 

 

介護保険料の水準が高いか安いか判断ができません。自身の経験からすると、介護は人によるサービスなので、費用が

かかると認識しています。サービス水準がより良くなるのであれば、今より高くても良いとも思います費用と効果について行

政の説明不足と思います 

【50 代／男性・会社員】 

 

介護保険の改悪化を阻止して欲しい 

【50 代／男性・会社員】 

 

本当に介護に使われているのか？他の財源に当てられいる感がしてならない。もう少し安く出来ないのか？？ 

【50 代／男性・会社員】 

 

毎月の給与明細を見て是金や社会保険料の高さにがっかりしている。これだけ取られているなら絶対に無駄使いしないで

ほしい。 

【50 代／男性・会社員】 

 

高所得者、大企業勤務者にこれ以上社会保険の負担をさせないで欲しい。 

【50 代／男性・会社員】 

 

介護改定のスパンが３年では短い。基本報酬は下がり続け、加算は増えるが、その加算を取得するのに、仕事と記録

等が増大。シンプルにした方が望ましいと思う。 

【50 代／男性・会社員】 



 

福祉貴族は根絶すべき。社会福祉法人の幹部が外車を乗るような社会は良くない。 

【50 代／男性・会社員】 

 

本当に介護に使われているの？ 

【50 代／男性・会社員】 

 

介護をつけてないのに意味がわからない 

【50 代／男性・会社員】 

 

若者や働く世代に比べ、老人が異常に多い。老人も健康な人なら良いが、回復の見込みがない状態の者に過度の医

療を行うことの是非を、日本として、真剣に、逃げずに議論する時期が来ていると思う。さもないと日本を担う若い人達

に、将来の希望が持てない国になってしまう。 

【50 代／男性・会社員 日本の将来を真剣に考えるもの】 

 

国の負担割合を引き上げて国民の保険料は引き下げるべき 

【50 代／男性・公務員】 

 

介護従事者の給与を上げるべき 

【50 代／男性・公務員】 

 

高いが仕方ないと思う。国や行政が中抜きし過ぎではと思う。もっと直接現場で働いている方々へ給与を増やして欲し

い。 

【50 代／男性・自営業】 

 

具体的な費用に対する実績を周知して欲しい 

【50 代／男性・自営業】 

 

高齢化か、食生活か、生活習慣か、認知症や運動機能不全が、人口比率に対して、どう推移するかわからない状態

で、保険料を引き下げに言及すべきでない 

【50 代／男性・その他】 

 

介護施設は増えているが、入居するのに高額であり、低所得者が多いので、もっと改善して欲しい。 

【50 代／男性・その他】 

 

要介護認定の基準を下げていただきたい。 

【50 代／男性・その他 長期失業者（1 年以上）】 

 

今後ますます高齢化と少子化が進みます。介護保険では全てを賄う財源が足りなくなります。介護保険料に頼らない

政策が必要。 

【50 代／男性・その他】 

 

サービスの利用要件が首をひねりたくなるような箇所が多い。もっと利用者の要望、生活様式に柔軟に対応できる制度

に変更してほしい。 

【50 代／男性・無記入】 

 

介護に安心感をもたらすくらいに充実して欲しい。 

【50 代／男性・無記入】 

 



今は介護とは関係ないが、いずれ自分が老人病になった時。誰が助けてくれるのか不安 

【50 代／無記入・会社員】 

 

今の時代、普通なのかもしれませんが、昔はなかったものです。私たち現役世代だけが犠牲にならないような、世の中にし

てほしい 

【50 代／無記入・会社員】 

 

気がついたらすごく高い。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

収入がなくなったり、年金受取りになったとき、介護保険料の支払いが生活を大変にしていると思う。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

高くなっていくのに、介護を受ける人の負担も増えている。介護従事者の報酬は低く、家族を養えない。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

介護保険料は確かに高いです。ただ、私たちの子世代、孫世代の直面する負担を考える時、今の高齢者世代だけこの

ような恩恵を受けていいのか（≒平等なのか）、疑問に思います。 

【50 代／無記入・主婦】 

 

払っていても利用できないと思う。利用できるサービスが限られている。安心して利用できる制度になっていない 

【50 代／無記入・その他 パート】 

 

現在は会社給与から天引きですが、来年 60 歳で退職後は負担が重くなりそうで懸念しています。（子供のころからの

いじめや発達障害等で苦労させられ心が疲弊していて、60 歳以降労働するつもりはありません） 

【50 代／無記入】 

 

介護が必要なときに受けられる支援内容との関係なので、保険料が高いか良いかはわからない。そもそも介護は保険料

という考え方があっているとは思えない。 

【60 代／女性・会社員】 

 

71 歳になる女性、一人暮らしで、転倒し腰の骨を損傷し、歩けなくなりました。年金から保険料を払っているのに、週一

の買い物（食品）を 2～3 ヶ月お願いしたかったのですが、利用できない、と言われたそうです。改善する点だと思います 

【60 代／女性・会社員】 

 

まだ介護は利用もしていません。利用するにはある程度の負担は必要でしょうか～年金も減…何だか… 

【60 代／女性・会社員】 

 

65 歳になって、国保と介護保険と両方支払うのは、結構きびしいです。今のところ介護の世話になっていないので。パー

トの収入の 20％になります（月額）。 

【60 代／女性・会社員】 

 

65 歳になったら一気に引き上げられた。 

【60 代／女性・会社員】 

 

「実際に介護を受けたときに、充実したサービスが受けられないのでは?」という不安感が高いです。 

【60 代／女性・公務員】 

 



税金ばかり。年金と少しのアルバイトで。税金・公共料金で、アルバイト代はなくなる。老後の蓄えどころではない。税金の

使い道にも不満、無駄多い 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

毎月の支払いが高く、負担に感じています 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

少ない年金額なのに介護保険料が引き落とされる 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

年金から引き落とされる事。支払いの自由がない 

【60 代／女性・自営業】 

 

介護を使わない人に、何かサービスがあると良い。損した感じである。介護を使う人、使わない人、おかしい 

【60 代／女性・自営業】 

 

国民年金額が少ないのに介護保険料を差し引かれると生活費が少なくなり生活がくるしくなる。 

【60 代／女性・主婦】 

 

介護保険を利用している弱者から介護保険料をとるのはいかがなものか。無料に 

【60 代／女性・主婦】 

 

96 才の母がおりますが、今まで一度も介護保険作った事がありません。一年度ずつ使わなかった分返金してもらいたいも

のです。 

【60 代／女性・主婦】 

 

算定方法は不満です。住民税課税（昨年度所得 180 万円）の為、国保保健料と共に高額です。所得税は 0（所

得控除額 238 万円）ですが、私の年金 59 万を足しても生活できず、息子に頼っています。夫は特養に入所、毎月の

費用負担は約 13 万円です。医療費は 66 万でした。生活保護だった母も最後は特養で、独居の時から世話をしていま

したが、生活者に不自由はなく、矛盾を感じています。 

【60 代／女性・主婦】 

 

年金が少なくなっていく中、高い介護保険料を払うのは負担です。 

【60 代／女性・主婦】 

 

今年 7 月より払っていますが、あまりの高さにびっくりです。完全に年金生活になった時に不安です。 

【60 代／女性・主婦】 

 

国民健康保険料と同じ位にしてほしい 

【60 代／女性・主婦】 

 

高いと感じているが、現状を考えるとやむを得ない。今後介護が必要な人が増え続ける事には不安を感じる。 

【60 代／女性・主婦】 

 

年金から引かれるので大変です 

【60 代／女性・主婦】 

 

今の所は何とか一人でやっておりますが、今後の健康、 つまり、今後の生活維持ができるのかどうか、とても不安。 

【60 代／女性・主婦】 



 

高すぎ、自分達が必要な時には、負担金が、介護保険がはじまる時には、充分した取り組みなどと、良い事言ってたの

に。 

【60 代／女性・主婦】 

 

年金生活者には介護保険料は高すぎると思います。75 歳以上は減額等の配慮をして欲しい。 

【60 代／女性・主婦】 

 

夫が 65 歳以上になり、介護保険料を払い始めたが、収入もあるので当然だが高すぎる。 

【60 代／女性・主婦】 

 

介護保険料を払っていても、今のコロナと同様、受け入れてもらうにはハードルが高く、それでも受け入れられても、金額が

高い。絶対に改善が必要。年金からの天引きも改めて欲しい。 

【60 代／女性・主婦】 

 

40 歳より払い 30 年近くなるが、65 歳以降も結構高い（国民健康保険も払っている)。家庭で自立し、暮らせる体制

に（主に一人暮らしでも）してほしいが、利用幅がほぼないと思われる 

【60 代／女性・年金生活】 

 

40 才以上の皆保険であるならば地域差があるのはおかしい。本当にサービスが必要な場合も条件があり受けられないサ

ービスがある事も困ります。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

年金生活者にとっては高いとは思いますが、介護従事者の処遇改善の為には仕方ないと思っています。公務員なみの

処遇にしなければ私達の行く末はかなり暗いと思います。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

余裕ない年金から介護保険料からひかれていますが、本当に必要になった時、うけれるのか不安です。不安を与えない

見える政策をわかるように示していただきたい。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

年金が減額される状況なのに保険料が確実に上ってくる 

【60 代／女性・年金生活】 

 

あまりにも高く、年金から引かれているので苦しいです。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

将来、今より年老いて一人になる生活が不安。高齢で飼えなくなったペットの世話をしてくれる所があれば良いのですが。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

給与が少ないのに、介護保険料が大変だった事がある 

【60 代／女性・年金生活】 

 

年金暮らしの９６歳の父が払っている保険額を知って、あまりの高い金額にびっくりしました。父は田舎に住んでいます。

地方はサービスが都会のように充実していません。ガマンしている部分が多い。なのに支払う保険料は収入一律です。おか

しいと思います。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

国、地方自治体からの財政支援、補助を増やしてほしい。 



【60 代／女性・年金生活】 

 

10 万円未満の年金から都民・区民税、介護保険料、健康保険料を支払うと、1 ヶ月の生活費ができない。家賃も支

払えない。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

年金から引かれているのは～？ 

【60 代／女性・年金生活】 

 

収支をはっきり示してほしい。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

現在の立場で高くも安くも感じ方が違う 

【60 代／女性・年金生活】 

 

少ない年金から引かれていますが、金額を見ると高いと思う。今元気ですが、ガンをしたので長く生きれるとは思いませ

ん。 

【60 代／女性・年金生活 生活保護】 

 

年金が十分でないのに、国保、介護保険 etc. に支払うことは、かなり苦しい。高いお金を徴収するのであれば、北欧・ド

イツなどのように明細をはっきりさせてほしい。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

介護保険料を 支払いせず元気で過ごしている 65 歳以上の人たちに昔金があっても良いのでは 

【60 代／女性・その他 ケアマネ】 

 

母子家庭でやっと子育てを終え、自身も 65 歳を過ぎ、やっと老後の生活のために、これから貯蓄しようと思っても、なん

と税金の高いことか! 体を痛めながらの血税を、ざるのように私利私欲に使わないでほしい。国民から集めた税金は国

民のために意義のある使い方を。 

【60 代／女性・その他】 

 

政府は防衛費、特に戦闘機の購入や開発費を減らし、国民の生活や健康を守るために我々の税金を使うべきだ。日

本共産党が本当に政権を執りたいのなら、他野党と共に真剣に現与党打破に立ち向かってほしい。 

【60 代／女性・その他 契約社員】 

 

実際に利用することになると、家族は度々仕事を休んで面接を受けなければならず、何とかならないか。ケアマネさんは、

「何をして欲しいですか？」と言うが、何ができるかを教えてくれなければ、何を頼んでいいのかわからない。頼む方は頼みた

いものが山積みだから 

【60 代／女性・その他】 

 

介護認定を緩やかにして、施設を増し受け入れ対策をしてほしい。施設頼っているばかりではないのでしょうけど、介護する

人立ち場になれば、それも必要だと思います。 

【60 代／女性・その他 団体職員】 

 

（①について)少ない年金の中から容しゃなく引かれ少しずつ上っていく～！！！ 

【60 代／女性・その他 介護支援パート】 

 

少ない年金から引かれるのはつらい。生活保護のほうが多い金額ですよ!! 

【60 代／女性・その他】 



 

90 代の母は数年前に要支援１の認定を受け、バリアフリー用具の購入補助を受けました。更新し、その後要支援２と

なりましたが、介護保険の利用はしておりませんでした。何回かすると更新した際に、利用時に改めて申請するように言わ

れました。「いつでも申請できるから」との事でした。いつでも必要な時に、利用できるために認定を受けていたのですが、そ

れではいけないのでしょうか。保険料は、この状況では高いと思います。介護保険制度は施設や業者のものではなく、利

用者の立場であるべきです。 

【60 代／女性・その他】 

 

払うことへの不満はありませんが、いざという時の対応の遅さをどうにかしないと。口座振替は簡単で保険料の支払いはス

ムーズ。でも介護を受けるとなると手続きが煩雑。これをどうにかしてほしい。 

【60 代／女性・その他 準公務員東京都非常勤講師】 

 

40 歳より支払い現在 65 歳になりますが、また 25 年支払いしたのにずっと働き続け（45 年）払い続けて、自分が介護

保険を受ける年になると、２割になる。今まで高齢者を支えてきたのに、年金６万円の人々、厚生年金も安くなるし、

今後生活していくのに不安になります。世の中おかしいと思います。 

【60 代／女性・その他 医療関係】 

 

要介護、要支援だけでなく、元気な老人の孤独が多く見られます。利用が一部の方に限られています。 

【60 代／女性・無記入】 

 

これから年金のみの生活になると、介護保険料がとても上がると年金生活の友達から聞きました。生活出来るか不安に

なる。 

【60 代／女性・無記入】 

 

相変わらず医師を頂点とする保険体制ではいづ山医療保険制度同様、破綻してしまうのではないか。 

【60 代／男性・会社員】 

 

まだ実感がないです。 

【60 代／男性・会社員】 

 

希望の施設：老健など、順番（空き？）待ちです。そうならないよう日本に生まれたら、安心して老後を過ごすことが出

来るようにしてほしいです。 

【60 代／男性・会社員】 

 

年金からの天引きなのでどうにもこうにも、ずるい！ 

【60 代／男性・会社員】 

 

年金より引かれる 

【60 代／男性・会社員】 

 

年金生活者からは徴収しないでほしい。 

【60 代／男性・会社員】 

 

支給される年金額に対して介護保険料が高額である。 

【60 代／男性・会社員】 

 

健康な人には（所々悪い〈からだ〉所、病気持ち、持病持ちあるが）なんら介護保険には対象にならず不合理である 

【60 代／男性・会社員】 

 



高い介護保険料を払っても、特養などには入れない。 

【60 代／男性・会社員】 

 

親が払っている介護保険料は年金から支払われていますか。高いし、生活（親の）にひびきます。現実には、介護サービ

スを受けられていません。 

【60 代／男性・公務員】 

 

超高齢者国となっても昔の意識のままの高収入議員さんが多い気がします。低所得・低学歴の方々は手続も困難、先

の見通しもなく、独居なら本当に大変です。 

【60 代／男性・公務員】 

 

60 才過ぎても働かないと生活できない時代になって大変です。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

介護保険料の収支をわかりやすくしてほしい。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

受給している年金額に対して、介護保険料・健康保険料の割合が高い。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

介護保険制度の維持・拡充のため、国の財政支援を、飛躍的に投入させるよう、貴党に尽力いただきたい 

【60 代／男性・自営業】 

 

ケアマネージャーの目が被介護者よりも、介護施設を経営している会社に向いている場合がある。人員の訓練などとケア

プラン作成等の仕事を分離させても良いかと思う。 

【60 代／男性・自営業】 

 

国保の介護保険料の税率に対しての保険料が高すぎる。特に低所得者にとってはかなりきびしい。低所得層の税率や

保険料の割合を見通すべき。 

【60 代／男性・自営業】 

 

介護されて生きたくない。大至急安楽死法の制定を望む 

【60 代／男性・自営業】 

 

金がない 

【60 代／男性・年金生活】 

 

年金生活となり、限られた収入での割合が高く負担感が大きい。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

退職して年金生活に対しても介護保険料を請求してくる行政とはいかがなるものか。福利厚生の充実を個々の負担では

なく国・市町村の姿勢を示して欲しい。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

所得に傾斜させているとは思うが、中間的所得層には厳しい。年金生活者には非常に重い負担となっている。 

【60 代／男性・年金生活】 

 



所得段階別保険料額（202 年度）によると、第 6 段階（前年の合計所得額 125 万円未満の人は、81900 円

（6.55％）の年間保険料で、第 14 段階（前年合計所得額 1500 万以上の人は、224500 円（1.49％）。何故、

低額の人は 6.55％もとられ、高額の人は、1.49％なのか。不公平の是正を願います。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

介護保険料は名ばかりで実態は税金である。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

払っているのが高い割には利用がなかなかできない 

【60 代／男性・年金生活】 

 

高齢になるほど安くなるようなシステムにして欲しい 

【60 代／男性・年金生活】 

 

外国に比較し高いイメージがありますが、従事している方を考えればぎりぎりなのかと思います。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

年金者介護保険料支払い高い 

【60 代／男性・年金生活】 

 

使っていないのに保険料のみ取られる。障害者なので自立支援法を利用している。介護保険への移行はしない。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

年金より差し引かれてしまうので、どうにもならない。相談する場所も知らない。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

介護保険料を年金から直接取っている為に、収入が年金のみなのに高額すぎること。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

一種住専に住むが、隣の私有地、道路で 19:00 頃まで大声で遊ぶ。まだ小学校低学年なので近くの公園で遊ばせる

のは不安と思うが、いい加減ウンザリ。親の見識疑うが、子供に責任は無い。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

税金にてやりくりしてほしい。 

【60 代／男性・その他 年金生活者】 

 

年金以外に収入がなくなったときに不安 

【60 代／男性・その他】 

 

介護保険料を払っても、介護自体が満足な力となってくれないのが心配です。 

【60 代／男性・その他】 

 

年金生活者にとっての負担はかなり大きい 

【60 代／男性・その他 非常勤職員】 

 

給付増えているのでしかたないでしょう。 

【60 代／男性・その他】 

 



上記の保険料もさることながら、特別住民税―前年度の年金＋会社での年収の合算で云ってくる―なるもの高すぎて

払えない。仕事を辞めてから一年前のことを云われても生活が成り立たない。 

【60 代／男性・無記入】 

 

年金が少ないのに、介護保険料、税金が高い。いざ自分が受けたとき何割負担になるのか？ 金持ちのための介護保

険ではないか？ 

【60 代／男性・無記入 定年者会社員】 

 

将来、保険料を介護に使用できるのか不安。保険使用のハードルを下げてほしい。 

【60 代／無記入・公務員】 

 

知識や理解のあるケアマネージャーに当たるのは運であるから、現実に不公平感をおぼえる。 

【60 代／無記入・自営業】 

 

年金と見合わない 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

仕事を辞めた翌年も負担が重く、なんのために働いたのか、と思う。年金が少ないからがんばったのに。 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

自分自身がどう情況であるか？ 自分で判断できない！ これが問題です。 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

65 才を過ぎて、少ない年金の中から、さらに介護保険料をさし引くのは、ひどいと思います。 

【60 代／無記入・その他 舞踊家】 

 

要介護者の囲い込み（訪問介護がついているマンション等）が、不必要なサービスを生み、保険料が高くなっている。も

っと区や市町村の職員が立ち入り調査をすべきです。 

【60 代／無記入】 

 

生活保護で生活が苦しくて→死にたい。板橋区の商品券を配付して下さい。 

【60 代／無記入】 

 

年金から差し引かれているため、元々少ない年金がさらに少なくなり、やりくりがたいへん。 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

将来、保険の世話になると思うが、現在（71 歳）は現実的に高い 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

介護保険料は使わなければ、掛けた分戻ってこない、と聞いたような気がするのですが、掛け捨てというのが納得いかない

のですが。それはどのように使われるのでしょうか。 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

無償化してほしい 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

70 歳以上は介護保険料をなしにしてもらいたい 

【70 代／女性・アルバイト コロナになってから働く場所がない】 

 



介護されていないのに払うのはおかしい 

【70 代／女性・自営業】 

 

国民年金が終わったら、介護保険料を払うことになり、スライドで高くなるのが不安です。若い方を苦しめたくないと思い

ますけど。 

【70 代／女性・自営業】 

 

少ない国民年金から引かれるのはとても辛いです 

【70 代／女性・自営業】 

 

現在は私が介護をしていた時と比べると、とても良くなっているが、あと５年したらお金ではおぎなえない現実がある。教育

の場で、介護とは、人が人を助けるとはなど、勉強に取り入れてほしい。 

【70 代／女性・自営業】 

 

利用料 2 割はつらい 

【70 代／女性・主婦】 

 

夫の介護が必要な状態で居ますが、どうしても行きたがらない 

【70 代／女性・主婦】 

 

保険料が高額なのに、サービスはよほどのことがないと受けられない。 

【70 代／女性・主婦】 

 

財政のこともあると思いますが、少しでも安いほうがと望みます。 

【70 代／女性・主婦】 

 

年金が少ないのに保険料が高すぎる。 

【70 代／女性・主婦】 

 

少ない年金をさらに減らされ、介護保険料は差引なので（高いので区役所に行ったが、法律で決まってきたのだが、と係

に言われ嫌な思いをした）否応なしだ 

【70 代／女性・主婦】 

 

介護保険を払っているのだからと言って、使わなきゃ損だという考え方の人がいる事です！聞くと腹が立ちます！ 

【70 代／女性・主婦】 

 

今は全く利用してないが、将来利用するかもしれないので我慢している状態 

【70 代／女性・主婦】 

 

払っていたとしても掛け捨てです。意味がない 

【70 代／女性・主婦】 

 

年金は毎年 100 円とか下がっているのに、介護保険料は高くなり、実質年金額が減少している。 

【70 代／女性・主婦】 

 

保険料は少々高額でも質の良いサービスのためには当然と思います。 

【70 代／女性・主婦】 

 

利用している人に多めに払ってほしい 



【70 代／女性・主婦】 

 

介護保険だけでなく、衣類費、食料費、生活費全般が高くなっている。 

【70 代／女性・主婦】 

 

低年金から高率な差し引きに生活を切り詰めている。貯金もなく入院費、葬儀費等を考えたら先が暗い。 

【70 代／女性・主婦】 

 

家庭で介護ができる人がいる場合は、介護保険が使用できないと聞いたのですが、どうなっているのか。はっきりとした説

明があってしかるべきことだと思います。 

【70 代／女性・主婦】 

 

超高齢者社会・少子化による労働力不足を考えると、今後、介護保険料が上がっても仕方ないと思う。 

【70 代／女性・主婦】 

 

76 歳（女性）ですが無職です。昨年の 10 月から国民年金の収入は、1 ヶ月 4200 円減っています。令和 3 年度分

介護保険料 72,400 円請求が来ています。非常に高いです。 

【70 代／女性・主婦】 

 

保険料は給料から強制的に引かれるが、介護が必要となった時の使える内容が不十分だと思う。利用者が希望する介

護を充実させてほしい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

国民年金のみ収入のため、預金を崩しているが、生活に困っている。先、何年持ちこたえられるか、不安な毎日です 

【70 代／女性・年金生活】 

 

国民健康保険料と介護保険料の二つの支払いは負担が大 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護保険はまだ受給していませんが、10 年後の現状を心配しています 

【70 代／女性・年金生活】 

 

おむつ代が自費 

【70 代／女性・年金生活】 

 

コロナになってから支払いが大変です 

【70 代／女性・年金生活】 

 

保険料だけ取られて、水は介護になった時、それぞれにお金を払わなければいけないので心配（ヘルパー代、ベッド用介

護用品代、通所サービス代など） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

医療受診していない人には軽減を。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護保険料と国保払うと年に 60 万ちょっとしかならないです。 

【70 代／女性・年金生活】 

 



昨年度まで看護限度額が認定されていたのですがちょっと多くなったといって限度額認定とりけしにされた。（少しでも老

後に役立てるように節約して貯金をすればこのような処置です。） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

まだ介護を受けていませんが、助成してください。提出書類が細かすぎるのでもっと簡単にできないものか。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

自分自身だけの問題ではないが、生涯利用しない人もいるのでは、利用してない方にはキャッシュバックして欲しい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

保険料を払っているのにサービスを受ける場合はプラス料金がかかります。それに比率的に見ると高額所得者には安くて

低所得者には高いと思います。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

現在介護保険を使用していないのに関わらず、保険料が高すぎ。年金生活の為、家計を圧迫している。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護度のきめかたが、納得いかないことが多い。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護を受けていないのにも関わらず、保険料が高い。 

【70 代／女性・年金生活 坂下に在住】 

 

少ない年金だから値上げはやめてほしい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

離職し年金のみの収入となり介護保険料も下がると思ったのですが、高くなりがっかりです！！ 

【70 代／女性・年金生活】 

 

わずかな額の年金生活者から自動的に介護保険が引かれている 

【70 代／女性・年金生活】 

 

払っていても利用できない率のほうが高い。足腰が不自由でも入院などしないかぎり認定対象とならない。認定…2 でも

動けない人が多い。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護が必要になった時保険を使えるかが心配 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護保険発足当時から夫婦で払っていたがいざ利用したい状況になった時に認定されなかった。老々介護で苦労した。

亡くなる 2 周間前にやっと認定された。役に立っていない。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

本当に体調が悪く成った時、お金がなくても頼れるのか？不安？ 

【70 代／女性・年金生活】 

 

使っている人の負担を増やすべきである。使いたくても認定されなくては使えない制度なので、使っていない人の負担は減

らすべきである。 

【70 代／女性・年金生活】 



 

認定されて利用していれば安いのかなと思う。利用していない者には高く思う 

【70 代／女性・年金生活】 

 

国民年金基金にも加入して、老後の生活を良くしたいと、努力してきたつもりですが、住民税、所得税、健康保険料、

介護保険料が、いつの間にかすこしづつ値上がりしていて、毎月の年金額が減らされて行く事に納得がいかないでいます。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

一度も利用したことがない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

高いとは思うけれど、介護を受けている人たちにかかる膨大な経費を思うと仕方ないかと。認定の仕方も怪しいと思える

人もけっこういるような。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

どちらを向いても、政府のお友達に有利なように、大事な徴収されたお金が流れていく様には、政府に対しての不信感し

かありません。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護保険を利用しないことが多いのに、保険料が引かれるのが不満。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

少ない年金から高額が引かれている 

【70 代／女性・年金生活】 

 

収入の線で決められているのは分かりますが、１円を多くても高い金額になる。 年金生活している方は、年金額が１円

を多く頂いたばかりに 1000 円以上高い介護保険料になります。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

近頃、初期的なのか、わざとなのか、他人をバカにしている場に立ち会うことがあるけれど、人として「みっともない」です。自

立思考を身につける教育をしてください。学校教育になってないですね。もっと人間らしい教育を望みます。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

私７５歳、年 83,300 円。夫 71 歳 72,400 円。年金に対して高額です。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

年金生活ではやっていけない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

年金が少なくなっていく今日 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護保険料を払っているが、利用していない人については割引をしてもらいたい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

今は何も自身には使用していないが、長い間相当差し引かれている。 

【70 代／女性・年金生活】 

 



遺族年金と自分の国民年金は家賃代。いつまで私の生活が出来るか？不安です。毎日の病院通い、世の中お金だと

つくづく感じています。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護保険料を支払っている者として、充実した対応をして頂きたく思います。要望をすぐに反映できる様な仕組みを作って

下さい。年齢的にも「待った」がききませんので、予防はもちろんですが、御願い致します。亦、健康老人も多くいらっしゃる

と思いますが、そういう方々にも視点が行きます様、意識を高め、明るい社会を切に望んでおります。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

自分がかけている生命保険より高い 

【70 代／女性・年金生活】 

 

現在は、微力ながら、お手伝いできることがあれば何か？ と思ってます 

【70 代／女性・年金生活 樺太生まれ、78 歳、シルバー人材センターにて（西友勤務）】 

 

非課税世帯の介護要 2 以上は無料にしてほしい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

意見。年寄りを福祉自動車で集め、おゆうぎ・食事・おやつ・風呂へ入って、朝から夕方 4 時まで遊ばせるのに、介護保

険使うな 

【70 代／女性・その他 子供の扶養】 

 

年金が減るのに介護料が高い。せめて介護を使わないで（一度も）死亡した時は遺族に一部を、たとえば葬式代とし

て返金してもいいと思います。介護を使う人はじゅうぶん使うし、使わない人は使いません。納得がいきません。払うのがい

やだと言っているわけではないですが、少々でも返金があれば納得できます。以上です。 

【70 代／女性・その他】 

 

わずかな収入で支払いが高すぎる 

【70 代／女性・その他】 

 

現在支払っているだけ。いずれは使うかもしれませんが、もう少し安くなるといい 

【70 代／女性・その他】 

 

今現在７１歳の一人住いです。まだ介護は受けていませんが、支払いが高くなり困っています。 

【70 代／女性・その他】 

 

現在 76 歳になりますが、膝関節症を４月に手術したのですが、痛い足を庇いながら仕事をしています。又、少しでも働

ける内は、皆様の負担にならない様にと。働いている人は、介護を受けている人より少し安くしてほしいです。若い人もそう

だと思います。私受けるかもしれませんので、まだ仕事できるので、すごく矛盾を感じます。何しろ高いです。家賃を払うと

大変です。 

【70 代／女性・その他】 

 

介護保険料も年金と同じにして若い世代からも払うようにしてほしい 

【70 代／女性・その他】 

 

まだ介護保険を使ったことはないが、いづれ使うようになると思うから、この保険料では充実しているのではないかと思う。

（これは上野千鶴子さんの本を読んで思ったことです。） 

【70 代／女性・無記入】 

 



年金収入だけでは支払いが困難になる 

【70 代／女性・無記入】 

 

生保なので、安いお金で家賃高い。病院にいくのに、手術したので歩けないので、タクシー代がかかって困る。生活が苦し

い。 

【70 代／女性・無記入】 

 

今年から少し保険料が上がりました事 

【70 代／女性・無記入】 

 

何に使っているかよくわからない。 

【70 代／女性・無記入】 

 

高い・低いの基準を何で測るのかが良く分からない 

【70 代／男性・会社員】 

 

収入が下がったこと 

【70 代／男性・会社員】 

 

行政の本気度を示してほしい。具体的なアナウンスと実績を示してほしい。 

【70 代／男性・会社員】 

 

介護保険料が高いので生活保護の方が生活レベルが高い 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

老人ホームが高額過ぎるのでもっと安くして欲しい。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

令和 2 年度、収入 1024590→介護 91100 健保 48.926+税金 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

目の不自由な方に（HOYA MWIOHiKARI（眼鏡））が開発され、この眼鏡をかけると見えるようになるとの事でし

た。しかし価格が高額な為、なかなか買うとなると大変ですが、今、地方自治体、東京では新宿区と何か所かしか、助

成金の補助が出ていません。出来ましたら、板橋区も是非助成金の補助を取り上げていただけないでしょうか。目の不自

由な人に光を！ 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

年金でやっと生活している。介護を頼んでも年金の関係で家賃も払ってもらえないので、アルバイトで何とか生活を。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

介護を受けるようになった時は、働けなくなるので、自己一部負担金が払えなくなるので支払いの意味がない。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

ある程度の保険料は支払います。ただ、それなりの介護をしていただきたい。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

議員等の人々の給与を下げる。1 人につき年間 1 億円ぐらいの金額を必要としている現実。交通費等無料の中止 

【70 代／男性・自営業】 

 



天引きだから、どうしようもない、病弱な方への支援を考えると致し方ないが、自身の体を考えている方が多すぎる。 

【70 代／男性・自営業】 

 

健康管理を自分でちゃんとせず介護を受ける必要が出て公費を無駄に使っている。介護を受けないで済む健康な体作

り、維持の徹底や施設、場所等の設置提供 

【70 代／男性・自営業】 

 

コロナで、持続化給付金をもらい、介護保険料を軽くしてもらったが高い!! 

【70 代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

合い見積もりも取らないで、支払っている。業者のいいなり。保険料がいくらあっても不足するのでは。 

【70 代／男性・自営業】 

 

現在夫婦 2 人とも健康につき、何の見返りもない。保険料は負担に感じる。制度の維持のためと理解している。 

【70 代／男性・自営業】 

 

年金がどんどん減っていく中で、介護保険料が上がっていく。 

【70 代／男性・自営業】 

 

払っているが、自分の時必要とするサービスが受けられるか不安？ 板橋区民用の特養を区外で良いから充実してほし

い 

【70 代／男性・年金生活】 

 

今払っている保険料に見合う介護が受けられるのか 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金収入からすると高いと思う。サービスを充実させる為には必要なのかとも。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

安いほうが良いが、若い人の負担を考えると仕方ない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

貴党は反対ばかりせず国難にあたって全党協力が少しは必要 

【70 代／男性・年金生活】 

 

老令年金支払って来て 40 数年何とか年金で生計を頼りにこれからというのに今度はその少ない年金から介護保険とい

う名のもとで生活費の削減確かに長生き時代の上医療費の拡大は理解できるが自治体の経費削減は他に沢山あろう

かと思う。暴大なコンピューターを利用しているにもかかわらず公務員の数は増えるばかり。現在数の 15％削減は可能な

世界だと思う。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

収入所得が少し上がると保険料が上がる。自己住宅の処分など控除額と残り分が所得とみなされる。老後の為の分

なのに。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

介護保険財政の国の補助を大幅に増し、負担を軽減するしくみをつくって下さい。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

保険料の支払いはやむを得ないと思う 



【70 代／男性・年金生活】 

 

年金生活 

【70 代／男性・年金生活】 

 

介護保険の支払いは、収入があれば良いが高齢者で年金収入しかない者に死ぬまで支払うのはおかしい、介護保険を

使わず死ぬ人が 60％以上もいる。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

今の保険料が限界 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金からの特別徴収をやめてほしい 

【70 代／男性・年金生活】 

 

保険料を大事に使って欲しい。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

介護受けていないのに支払わないとダメか受けてから支払うのが当然でしょう。一度も受けずで支払うのは納得がいかな

い。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金生活者としては年々保険料が高くなるのは困ります。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

父がお世話になっている時は、ありがたく安いと感じましたが、今はまだ利用していないので分かりません。年金生活なので

少し不安はあります。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金が少なくなっていくのが心配 

【70 代／男性・年金生活】 

 

保険料は 40 歳から支払っていますが、年金生活費からはきついです。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

どのように使うか良くわからない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

税金が高い中で介護保険料は厳しい 

【70 代／男性・年金生活】 

 

なるべく介護にならないように頑張っています。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年収 100 万で介護、国保のモデルはどう考えてもおかしいでしょう。持ち家の人は生活できても借家の人は生き地獄で

す。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

必要なことはわかっているが高い！ 



【70 代／男性・年金生活 派遣社員】 

 

年金生活者（国民年金）にとっては負担が重すぎる 

【70 代／男性・年金生活】 

 

収入によって違うだろうが、介護受けてないのに受けている人よりも高い。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金収入の５％強は高い 

【70 代／男性・年金生活】 

 

介護保険の受給ができるか、現政権下では不安。年金から強制的に引かれるのも乱暴。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

介護保険に限らず、収支がわからないので協力の気持ちがない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

75 才以上無料化が望ましいと考える。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

収入（年金）がじわりじわりと減っているのに、国民健康保険料と同じく、じわりじわりと値上げされていることに強い怒り

を感じている。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

生活保護の人と変わらない程度の年金で何とか頑張っている。自分が長年払ったお金を国の名目で（勝手な法律

で）年金（＝生活費）から抜き取るのは、国が公然と人の財布から搾取するのは泥棒と同じで、頭にくる。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

保険料ばかり払っているが介護してもらうことはないです。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

高齢者がますます増える（佃煮にするほど）のに少ない財源なので、適切（有効）に使用してください。当局に進言し

てください。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金の意味がないです 

【70 代／男性・その他】 

 

生活費以下の年金収入に税金をかけるな 

【70 代／男性・その他】 

 

国民ばかりに押しつけるな！国会議員の人数削減や給与カットすべき。 

【70 代／男性・その他】 

 

４年間介護認定の見直しをしても全然認めてもらえない 

【70 代／男性・その他 生活保護】 

 

年金から当たり前のように介護料をどうして取るのですか。 

【70 代／男性・その他 無職】 



 

低い年金者でも介護受け入れができること 

【70 代／男性・無記入】 

 

年金から引くな。所得に応じて 

【70 代／男性・無記入】 

 

予防に各々努力している。介護保険料が毎月年間、すごく支払っているのに、その意義を見い出せない 

【70 代／無記入・会社員】 

 

介護認定を受ける前にも、安価に通所サービスを利用できるように希望します 

【70 代／無記入・アルバイト】 

 

何も介護を受けていないのにやや保険料高すぎると思います。せめて介護を受けていない老人には少しは保険料が安く

なれば良いなぁ～と。 

【70 代／無記入・主婦】 

 

介護保険はどういう所に使っているのか？ 

【70 代／無記入・主婦】 

 

高い保険料を払い、利用するのにまた、1 割 2 割の利用料を取るのはあまりに冷たい。利用したくてもできない人が多い

と思う。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

どの程度から介護認定してもらえるかがわからない 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

予算を考えての事で歳入歳出を上手にできればの話ですネ。（これも国政の問題になってしまいますが） 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

父（故人）が利用していた分を母（90 代）が利用している分を払っている気分です。自分がもっと高齢になった時、一

部負担金が支払えずにサービスを利用できないのではないか？という気がします。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

団塊世代の後期高齢突入に伴う、施設介護、自宅介護両面での利用者に対応したサービスが安定的に得られるな

ら、保険料は高くはない。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

これだけ支払っているが、いざ自分に必要になった時、まだこのシステムが存在して いるか心配。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

年金なのに非常に高く、私は認定されない（左半身やや不自由)。 介護保険、使用できる可能性はとても低いと思う

ので、払いたくありません。（民間の保険に入ったほうがメリットあるかも） 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

７０歳以上は無料に。４０歳から 30 年支払いしている 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

低年金者は保険料を免除してもらいたい 



【70 代／無記入】 

 

前、介護使っていた時、不憫さを感じた 

【80 代以上／女性・アルバイト】 

 

介護保険認定検査は内臓疾患者には冷たいと感じます 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

年金の中で％が高くなりすぎ 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

とぼしい年金から医療保険、介護保険が差し引かれ、生活の質が向上しない 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

介護を全然利用しない老人の行き場がない。健康でいいと思っているが、老人会もない 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

私は８２歳ですが、介護保険は使ったことがない。少ない年金から引落されるのがおかしいと思う。使わない人は安くし

てください。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

どんな場合にサービスを受けられるのか知りたい 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

基準所得金 514,174 円に対して、年額保険料が 81,900 円。約 10%以上を差し引かれています 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護が必要になっても、保険料と介護サービスを支払うことは、低所得者にはできない。所得の高い人ほど介護を受けて

いる 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

私は 80 才ですが介護保険料を支払しないといけないのですか。病気はしてなくて健康保険は何十年も使っていません 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

（①について）後期高齢医料の支払い額が、自分の月使用量の 9 倍程。全く使ってない。徴収額は収入額から算出

されても借金など、支出額は全く考慮されない。85 才まで徴収額が多くて、今は経済的に苦しい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

※年金生活者です。介護保険料年間 178.000 も支払って居り（二人で）、今は元気で居りますが、この先の事を考

えると不安です。介護をしっかりとして頂けるのか？と。（年 60 万の収入で 68.000 の介護保険です。） 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

年金は少なくなり保険料だけ高くなる。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

年金暮らしなので介護保険料が年間 7 万以上はとても大変です。現在の半額位にしてほしいですね。今でも働いていま

す。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 



夫が死亡。1 人ぐらしは淋しい！ 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

支援 1 になっていてもベッド貸りているだけで 5 年、他には何も使えない。何で保険料払っているのか？ 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

病気にならないように若い頃から努力して保険制度のお世話に一度もならず 80 才過ぎて健康に努力している人達に介

護保険料徴収するのは自己努力者をあなどった制度です。80 才以上で保険を使用していないものは保険料無しにすべ

きです。日本の医療制度は努力する精神をダメにしています。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

限られた年金で固定資産税など支払い高い。できるだけ介護にもかからないよう努力し健康などには気をつけてるのに高

いと思う。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護保険料、非課説世帯なのに保険料が高すぎる。保険料を払った上でサービスを受ければ又 1 割とられて、そんなこ

とでは暮らしていけない。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

在宅でしか介護を受けられない点、保険料は天引きされるのに介護を受けるのに種々の条件が有る。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

金額については分からない 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護保ケン料は年金が少ないので高額は困る。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護保険が出来お世話になって居ります。介護従事者が慢性的に人員不足を感じます。処遇の改善で解決出来るよ

うに思います。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

年金だけでは生きていけません。国はぶっかが上がれば年金も増やすということで初めた年金制度だったと思いますが、い

つどこでかわったのか毎年年金はへらされるのはどうしてなのか知りたい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

保険料あって、介護なし状態 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

保険料で運営している施設が、利益目的でやっているから、絶対よくならないと思う。施設は、民間事業者が大多数

で、公共のものには入れない。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

８７歳ですが利用した事がない 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

現在、介護利用しておりません（87 歳女性） 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 



このコロナ禍でデイサービス等通所者が減り、経営難に落ち込み、 マイナス分の補充の負担を強いられています。経営補

充を利用者でなく公共費で補填してください。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

１人で遠くまで行けない。旅行がしたい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

訪問サービスの充実もさることながら、私は昨年 9 月までは要支援で、家事援助を受けたが、10 月からは切られてしまっ

た。理由は 29 才男孫が外階段から 2 階にいるから、と。それ以前は孫がいても OK だったのに。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

年金のみの生活になってから、貯金が親の医療費で消えてしまって、食費に不足する。都営住宅を申し込むも当たらず。

物価は毎年上がるが、年金は一生同じ。生活は破綻状態。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

１人だと大変だが娘と同居なのでなんとかやれている 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

年金が低いので払っていくのが大変です。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

安いか高いか検討つきません。支払金額を前期引き落とし、夏ぐらいに再度調整額が決まりますが、なんとか年度初め

に決められませんか。だんだん判断難しい（年齢的）です。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護保険料を支払うようになって以来、ずっと思っていたことは、自分で介護を依頼することなく支払ったままで人生を終

わるのではないか、痛感する。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

脚・腰が悪いので介護を受けたいのですが、支払いできません。年金も年間 60 万円ですのでつましく暮らしています。生

活保護を受けたいです。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

年金月 4 万円の人からもしっかりとる 。元日イオンで座っていたら、あの人は介護の人は食事の買い物も送りもしてくれ

るという。人により違うのかな。どうして子もいてやってくれる人がいる人に介護の人よくやってくれる。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

高いとも思っていないが、体が痛んでつらいことばかり、生活がもう少し楽にくらせたら楽しいと思う。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

生活費のすべてである年金が増えないのに、介護保険料、健康保険料が早いスピードで値上がりするので、本当に困っ

ています。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

払い始めて？十年。一度も使ったことない。少しは免除してほしい？ 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

国民年金 92,184×6  年金給付金 4,368×6 

【80 代以上／女性・年金生活】 



 

利用してないので判りません。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

収入がないので安くしてほしい 

【80 代以上／女性・その他 収入なし】 

 

高い保険料を払っているのにお願いする時は又払うことはできません。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

年金生活なのに毎月の保険料（後期高令者保険と合わせて）2 人で 15000 位かかる。大変な負担。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

過去何年間でも介護保険料を利用していない人には少々でも保険料を下げる事を希望する。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

D サービス。前は悪かったが今行っているところは充分です。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

自分でできることには、保険を使ってほしくない。だから保険料が高くなるのだ。スーパーまでタクシーとは許せない 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

介護を受けないように常に心掛けている→体操など月謝を年間 75,000 円くらい使う。区で体操教室など無料で参加

できるようにいてほしい。正しい指導で（サークルは問題ある） 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

老後は安心して暮らせる。そういう社会であってほしい。３年ごとの介護保険の見直しで、いつも悪化の道をたどっている。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

介護や医療にかかわる人たちを、もっと大切に優遇しないと駄目です。人はだれかの助けなしでは生きられない。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

年金が月額 25,000 円程しかないのでこの方が不安であります。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

すごく困っています 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

介護保険は一度も使ったことがないし、介護保険払ってるのに、頼めばまた金払うわけでしょう。矛盾してますよ。年金も

貰ってない自分には、そう思います。週３日、生活する為、朝４時前に起きて、１番電車に乗って、４時間ばかりです

が、30 年以上。でも今 83 歳になりますが、きつくなります。今は、他に迷惑をかけず、いつまでそして自分の足で生活で

きるかだけです。 

【80 代以上／男性・アルバイト】 

 

やむを得ない場合もあるので考慮する必要がある 

【80 代以上／男性・自営業 年内中に廃業の予定】 

 

3 年 7 月 4 日、介護保険料還付の通知が来ました。25,900 円です。なぜか理解ができません。共産党区議の皆さん

の力があるのかなと感じております。 



【80 代以上／男性・自営業】 

 

ヘルパーさんが働きやすい状態にするために、待遇を良くし、10 年 15 年 20 年とボーナスポイントなどをつけて増員してほし

い 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

80 歳を超えているが、介護サービスを一度も受けた事がない。そもそもなにをどうしたら受けられるのか？ 介護保険料

はばっちり払っている 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護者にならないよう日頃努力しているが、毎回の値上げにはバカバカしく、頭にくる。（介護者になっても、介護制度が

あり介護者にならないための努力をしなくなる考えが多すぎる） 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

年収に応じた保険料に上限を高くする（3％～5％） 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

90 歳の長老を軽く見る思潮を正せ! 自公に特に言いたい 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

88 才になるのに介ゴの恩恵がまったく受けられない 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

保険料が高いがやむを得ない。収入による格差をもっとつけてもよい 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

胃・肺がんの無料検診の拡充 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護制度が実施された時から天引きされ、定年になり、年金より天引きされないと思っていたが、80 歳になっても天引き

されている。それに窓口負担。政治家は何を考えているのか？ 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

保険料値上げ、その根拠を数字を使って説明してください。説明もなく、法律はこうなっているから保険料はこうなる、とい

う現在の姿は正常とは云えない。「臭いものに蓋」はいけない。民主主義を云うなら現在の政治は異常だと云いたい。  

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

84 歳の夫は下半身が不自由で、外出・散歩ができません。介護１でサービスが無。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護、健康保険、住民税等少ない収入（年金）の中の 20%余と、大きな負担になっている。その他に所得税（本来

はゼロのはずが年金機構のやり方で取られている）必要な確定申告をしても、全ては戻らない。家賃（または固定資産

税)、各種保険等必要経費(？)の負担が大きい!! 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

年金額に比べ高すぎる 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

86 歳になりましたが、未だ一度も介護を利用した事がありません。何とか生活が出来ています。 



【80 代以上／男性・年金生活】 

 

自治会費と会費一部の者が勝手に集めて（……いる） 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

リハビリ病院、リハビリ通所施設を増やして、介護予防を充実させる。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

子どもと同居していると保険料の請求が 2 ヶ所から来る。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

小生 90 才になります。今まであった収入を食いつぶしています。介護の費用は年金の範囲でとてもつらいです。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

高い保険料を支払っているのに、若夫婦と同居という理由で対象外にされている。毎日の買い物にも苦労しているので、

何とかならないか、相談に乗って欲しい。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

年金受給者に対して割合が高いから 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護保険料を安くしてほしい 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

国の予算を増やさない限り、介護の改善はあり得ないと思うが？ 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

平成 25 年度の保険料が、余っているのに値上げした。共産党も賛成した。 

【80 代以上／男性・その他】 

 

80 歳を超えているが、今のところ、自分の事は全部処理でき、近所付き合いもできている。介護保険が発足時から払っ

ている。健康な者に対するキャッシュバックがあっていいのでは？ 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

年金が安いのに？ 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

生活保護で援助されていると思う。 

【80 代以上／無記入・年金生活 生活保護】 

 

現在 80 歳。1 年ほど前から（1、半）体調を崩し、足を引きずっています。体重も 12 kg 減でつらいです。見に来てくだ

さいましたが、どうしたら介護施設を利用できますか？ 夫と二人ですが、食事作りたいがとてもつらいです（毎日の） 

【80 代以上／無記入・年金生活】 

 

足が不自由ですが、病院にいかず頑張っています。友達が来て家事を手伝ってくれている。この場合少し保険料をくださ

い。 

【80 代以上／無記入】 

 

公共料金の天引きが多すぎ、議員の給料が高すぎる。会議中寝ている人が多すぎ議員数を減らすこと。 



【無記入／女性・年金生活】 

 

介護従事者の形に方に使われるのでしたら、多少高くても仕方ないと思っています。それを思えば安い方でしょうか？ 

【無記入／女性・年金生活】 

 

利用してませんので見当がつきません。 

【無記入／女性・年金生活】 

 

年金を下げないでほしい。介護保険料下げてください。 

【無記入／男性・年金生活】 

 

年間年金が 120 万を 3 万円出ただけで、介護料は年 5 万円になっています。生活できないですね。 

【無記入／男性・年金生活】 

 

仕方ないと思いますが、減収している今は厳しいです。 

【無記入／無記入・会社員】 

 

議員を減らせ！ 

【無記入】 

 

40～64 歳と 65 歳以上の保険料を一律同じ基準で収めたいと思います。今までどおり公費からの出費もいいです。 

【無記入】 

 

収入が少ないのに高い。介護サービスシステムは良いが、保険料徴収に個人差がある 

【無記入】 

 

1000km 離れた実家に両親がいるが、父は難聴だし認知機能の低下を嘆いていた。母は骨粗鬆症で去年 Na 不足で

倒れているのが不安だがお互い通院しているようなのでいいのかな？ 

【無記入】 

 

バリアフリートイレでも、寝かせられるベッドが付いているところは少ない。寝たきりでも外出する意欲はあります。選択肢を

増やして下さい。 

【無記入】 

 

他に比べて値上り率が高すぎる 

【無記入】 

 

介護に限らず、若い世代の社会負担の金額が大きすぎる。これでは子供を産めません。(自分の子供を育てるお金が作

れない。) 

【無記入】 

 

安くなったら保険制度の崩壊になりませんか？ 

【無記入】 

 

この問の意味を感じません。介護保険制度により助けられている人は安く感じ、利用していない人は高く感じるものではな

いでしょうか？今、介護サービスを利用しているかの問があっての設問ならば分かるのですが「高い」と考えてもらいたい意図

しか感じられず残念です。 

【無記入】 

 



少子化対策が進まないと仕方がないと思います。 

【無記入】 

 

利用せず終りかも 

【無記入】 

 

区民相談員は名ばかりで何もしない。今度行くと言ってもう 1 年以上連絡なし 

【無記入】 

 

申請が難しい。やっていただける事が少ない（制限がある） 

【無記入】 

 

第 2 号被保険者、40 歳以上で負担しているが、悪性疾患や脳血管疾患は 30 代、もっと若くて 20 代で患っている方

もいる。介護を必要とする人が 40 代以上だけではなくなってきている。 

【無記入】 

 

知らないうちにとんでもないことが進められていくということがある。ex.駅南口に数年後に 27 階の タワーマンションができ

る。何百億円もの税金を使って!! 

【無記入】 

 

まだ払っていないので今後のことなどを考えて出ている余裕はない 

【無記入】 

 

国民年金なので支払いが高くて困っています 

【無記入】 

 

年金と銀行の残りでどうやって生活するのか 

【無記入】 

 

いざ利用しようとしても制限が多く使えない。使用しない人にはお金は返金してほしい。 

【無記入】 

 

無料にしてほしい 

【無記入】 

 

やたらと介護施設ができているが（民間の）、保険料から助成金使われているのか？ 

【無記入】 

 

生活も苦しい 

【無記入】 

 


