
Q6 介護保険について 

3）介護サービスを利用している方もしくは家族が利用している方にお聞きします。介護サービスの利用は十分で

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 

 

成人が家に３名いるから要支援１と区分けされた。成人で働いているため、常に家で面倒見れるわけではなく、とても困

っている。そしてコロナにかかり、認知症が進み、悪化。コロナで外出ひかえ筋力もダウン。施設も入居者が多く入れない。

家で家族が支え合うしかない。この負のループ。コロナはまさに“安楽死”の薬であると思う。 

【20 代／女性・会社員】 

 

親からの DV で住民票の閲覧制限をしていただいています。１年に１回、申請書に親からされたことを記入する。重いで

す。つらいです。過去は変わらないのに、毎年書かないといけないのでしょうか。最近の変化だけ追加で記入などに変えら

れませんか。また本人でないと更新できないのもどうにかできないでしょうか。同意書（本人確認があれば別の人でも可な

ど）。妊娠した際、子供を制限に追加するのも、本人でないとできない、と言われました。１日でも早く子供を安全にし

たいのに、出産後女性は 1 ヶ月安静にしていないといけません。また私は緊急帝王切開で出産。傷が化膿、傷口が開く

と、到底外出できる状態ではなく、１ヶ月以上経ち、医師から OK と言われてから、膜を押さえながら、区役所→警察

署→区役所と、移動しながら手続きを行いました。子供が生まれたら、出生届と一緒に、制限に加える。代理人でも申

請可などに変えて欲しいです。 

【20 代／女性・その他】 

 

利用しないようにするのが一番と思います 

【20 代／男性・会社員】 

 

ＮＨＫ見てないです。お金ないです 

【20 代／無記入・会社員】 

 

祖母が受けているが全額 etc は不明 

【30 代／女性・会社員】 

 

介護が必要なのに、中途半端に動けてできちゃう人の認定がなく、家族が苦しい。仕事が見つからないのに、お金はかか

る。補助が受けられない。 

【30 代／女性・主婦】 

 

祖母の介護を母親がしているが、一昨年まで祖父もいたため、２人の介護で苦労していた。介護する子がメンタル的にま

いってしまう様子を見て、根本的に変えていく必要があると思った 

【30 代／男性・会社員】 

 

利用料がキツイ 

【30 代／男性・公務員】 

 

利用してない 

【30 代／男性・自営業】 

 

利用していない 

【30 代／男性・無記入】 

 

介護サービス施設で職員をしています。介護サービスを豊かにするのであれば、まず人材確保を。そのためには様々な処遇

改善を願います。 



【30 代／無記入・会社員】 

 

命を預かる仕事なのだから、医療関係者のように、介護従事者の給料を上げたり、休日がしっかり休めるようにするなど、

待遇改善をして欲しい。 

【30 代／無記入・アルバイト】 

 

今、ちかくにの児童館を利用していてとてもありがたい。でも緊急事態宣言でやっていなかった時は本当に困りました。この

ような所は子育てになくてはならない場所だと思います。 

【30 代／無記入・主婦】 

 

小・中・高生を高齢者と接する機会を増やしてはどうか。授業に取り入れる。 

【40 代／女性・会社員】 

 

夫の看取りで利用しました。病状が進行するにつれ、介護度も変化すべきところでしたがそのままの介護度だったのでどう

いうタイミングで再認定をお願いすれば良いのかケアマネさんはもっと利用者にいろいろ教えてほしい。 

【40 代／女性・会社員】 

 

他の地域です 

【40 代／女性・会社員】 

 

亡父の介護認定がなかなかうけれなかった。自宅で老々介護になり、腰をわるくしてしまい大変だった。もっとケアマネの対

応を早くしてほしい。 

【40 代／女性・会社員】 

 

利用していない 

【40 代／女性・会社員】 

 

介護認定の基準が厳しく、十分なサービスを受けられる認定を得られない 

【40 代／女性・会社員】 

 

糖尿病の方が増えていると思われます。介護食のサービスが公的に受けられれば良いと思う。宅配サービスなど、有料の 

業者はあると思うが。 

【40 代／女性・会社員】 

 

コロナの影響で、週４回通っていたデイサービスが週２回になり、父の言語能力が悪くなっていると感じます。 

【40 代／女性・会社員】 

 

体が介護になる前に、予防に力を入れるべき 

【40 代／女性・会社員】 

 

家族を介護している人は皆疲れてます。どうにかならないかといつも思っています。 

【40 代／女性・会社員】 

 

介護士さんが来る時に限って本人が頑張ってしまうので、「まだ大丈夫」と思われてしまうことです。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

高サ住宅で、費用が嵩み、文無しになり、金の切れ目が縁の切れ目となり悲しい 

【40 代／女性・主婦】 

 



父親を介護していますが、自宅で介護するのはとても大変です。23 年目になります。もっと自宅介護負担軽減を望みま

す。そして介護施設の値下げ望みます。  

【40 代／女性・主婦】 

 

デイサービスや、ショートステイをもう少し増やしたいが予算の関係で十分利用できない 

【40 代／女性・主婦】 

 

要支援者に対するサービスが足りないと思う。孤立しやすい状況にある。介護保険を使えない 65 歳以下のがん患者は、

病院を選んでも在宅を選んでも、医療費が高額となってしまい、負担が大きい。仕方なく生保になる人も多い。在宅サー

ビスを受けたくても受けられない人もいる。  

【40 代／女性・その他 看護師】 

 

生活保護の不正受給者に生存権として強制労働させるべき! 

【40 代／女性・その他】 

 

公共住宅の家賃を単身定収入者、介護者ように安くしてほしい。JKK、UR など→都営に入居しづらい人に。 

【40 代／女性・無記入】 

 

対象外 

【40 代／男性・会社員】 

 

年寄り（選挙）も大切だが、子ども子育て世代を大切にすべき。 

【40 代／男性・会社員】 

 

4 月からデイケアの利用料金が上がっていて困っている。リハビリをしないと足腰が弱くなるし、母が今のデイケアを非情に

気に入っていて安易に変更できない。 

【40 代／男性・アルバイト】 

 

全般的に見直しが必要、※日本国内の行政ほぼ全て。 

【40 代／男性・自営業】 

 

ヘルパーさんが、病気や介護等でどんどん辞めてしまう。新しいヘルパーさんの補充が間に合わず、しかたなく家族で介護す

るしかない。 

【40 代／男性・自営業】 

 

障がいで、訪問看護を受けたが、男性看護師の態度と言葉がなっていない為、断った。 

【40 代／男性・その他】 

 

今後ますます老人が多くなるので介護施設を増やしてほしい 

【40 代／無記入・会社員】 

 

年金で足りる施設はなかなか入れない。空きがない。毎月 10 万赤字であずけるしかなかった。 

【40 代／無記入・自営業】 

 

コロナで会えない 

【40 代／無記入・自営業】 

 

介護従事職に対しての意識、待遇の改善。質の良い人材の教育、医療機関との連携を可能にするような改革を希望

する 



【40 代／無記入・主婦】 

 

以前から利用していたがどのサービスを利用できるのかなどがわかりにくいことと相談はどこにするのかなどが病院のアドバイ

スで知るしかなった。 

【40 代／無記入】 

 

家族が突然要介護になり、ケアマネージャーがついた。月一回訪問に来られるが提案されるのは手すり、段差について。ど

んな行動や体制に注意が必要とか、介護の勉強会など聞かなければ答えてくれない 

【50 代／女性・会社員】 

 

せっかく決まった特養だが、エーデルワイスでクラスターが続き、受け入れ拒否をされて、いまだに特養に入れずにいる 

【50 代／女性・会社員】 

 

施設を利用しているが、入居費が高い。 

【50 代／女性・会社員】 

 

訪問リハビリをもっと利用したいが制限があり、利用できない。（点数に余裕があっても、リハビリのサービスに利用できな

い）家族は 50 歳代とまだ高齢者でないため、積極的にリハビリをやりたいが、自責で受けるしかない。 

【50 代／女性・会社員】 

 

介護サービスではありませんが子宮頸がんワクチン公費期間を（現在 16 才マデ）もう少し長くしてほしい。コロナワクチン

との兼合でなかなかタイミングが難しいです。 

【50 代／女性・会社員】 

 

介護保険を払っているのにどうやってサービスを受けるのかわかりません。 

【50 代／女性・会社員】 

 

母が民間施設に入っていますが、私が月 20 万円以上払っていても、介護保険から高額な料金が施設に払われている。

介護保険料の使い方がちゃんとチェックされていないと思う。儲かるから施設が増えている。 

【50 代／女性・会社員】 

 

介護している人がいないため良くわかりません 

【50 代／女性・会社員】 

 

家族にいませんのでわからない 

【50 代／女性・会社員】 

 

個々のニーズに応えられる受け皿が整っていない。 

【50 代／女性・会社員】 

 

スタッフの教育、待遇が良くなることで、サービスを受ける側が気持ちよく過ごせるようになるといい。1 人だと食事や風呂

が入れない。そのためにデイに行くという目的のみが大きい気がします。 

【50 代／女性・会社員】 

 

キャンセル料が高すぎる 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

元気な年寄りを元気なままでいられるサービスの確立。なかなか入っていけないグループにすんなり入れることが、年寄りを

１人にさせないことの１つではないでしょうか。 



【50 代／女性・自営業】 

 

介護度の認定を受ける時、自宅に認定委員 がいらして、数週間後に、会議で認定が決定されるまでに、進行して寝た

きりになっても、すぐには認定度の変更が効かなかったので 、世話をしながらの、再度認定の手続きなどが大変でした 

【50 代／女性・主婦】 

 

今後の希望。板橋区外で介護サービスを親が受けているが、ステージによってなので（4 にならないとダメとか…）あまり良

くない。板橋区では是非当人（家族）の希望も汲み取って欲しいです。 

【50 代／女性・主婦】 

 

利用料を下げてほしい 

【50 代／女性・主婦】 

 

これからうけるか検討中 

【50 代／女性・主婦】 

 

ケアマネさんの力量や性格がずいぶんと違ってくると思うので、そこを強化するのが一番の道では…。 

【50 代／女性・主婦】 

 

年金の中で充実したサービスを受けられると良いと思います 

【50 代／女性・主婦】 

 

介護サービスを利用しているが、１回の介護利用費が高すぎる。 

【50 代／女性・年金生活】 

 

コロナでケアマネとも連絡がとれにくい 

【50 代／女性・その他】 

 

ピンポイントでやってほしい事があっても柔軟な対応ができずあきらめた事があった。介護認定によるできないできるがわか

れているが○○はいらない○○はほしいという介護に対応できない所があって困った。 

【50 代／女性・その他 保育士】 

 

心をひらかない 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

父が死ぬ時何もできなかった。母の負担が重すぎだった。 

【50 代／女性・その他】 

 

父がレピー小体認知症とパーキンソンになり、ペースメーターも入っていますが、もちろん障害者手帳をもっています。都営や

区営住宅になかなか入れない。改善してほしい。現在、階段で 4 階まで上がっていてつらそう（エレベーターなし） 

【50 代／女性・その他 働きたくても障害があるので働けない。年齢で働くことができない。】 

 

父が生前、介護サービスを利用させて頂きました。その時介護してくださった方々は、とても親切で、利用は申し訳なかった

です。介護の仕事をされている方、特に現場で働いている方の給料アップをお願いしたいです。 

【50 代／女性・その他】 

 

高齢者にばかり予算を使う、という批判もありますが、介護サービスがあることで子（特に女性）が仕事を続けられてい

る、という側面があります。 

【50 代／女性・無記入】 



 

現在は利用しておりません。過去に利用していた経験からすると、相談体制が弱いと思います。当方サイトでよく調べてい

く。あるいは強く交渉していかないと困っていることの 解決策まで辿り着けません 

【50 代／男性・会社員】 

 

利用料が高額 

【50 代／男性・会社員】 

 

認知症の度合いで入れない（抑制されている） 

【50 代／男性・会社員】 

 

幸い、現在はサービスを利用していません。 

【50 代／男性・会社員】 

 

母が年金だけでは利用料を払えないので私が利用料を負担している 

【50 代／男性・公務員】 

 

普段はできているけど、ちょっと体調が悪い時に単発で買い物、洗濯などを気軽に依頼できるような、シンプルで柔軟なサ

ービスであるとギリギリまで自力で暮らしたい人はたすかるのだけれど 

【50 代／男性・自営業】 

 

都内の介護サービスは未利用。隣県のサービスには満足している（某警備系)。都内の介護サービスが乱立しているが機

能しているのか？ 

【50 代／男性・その他】 

 

サービスは受けていない。 

【50 代／男性・その他 長期失業者（1 年以上）】 

 

要介護の等級が一つ上がると「高い」と感じるようになると思う。やがて上がるので使用料に段階がもう少しあった方が良

いかと思う 

【50 代／無記入・会社員】 

 

使用しなくてもいいサービスまで目一杯使用して介護保険を使っている人が多いと思う 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

計画書で約束した事しかやってもらえない。介護についてもっと考えて頂きたい。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

他区では、区独自の緊急事態支援金が、介護、保育従事者に出ました。コロナの発生のない事業者の支援が足りな

い。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

レイフル、認知症等の予防対策充実 

【50 代／無記入・主婦】 

 

利用料が 1 割でも、内容に限りがある。受けるサービスにより追加料金を取られる 

【50 代／無記入・その他 パート】 

 

デイサービス施設が密になるため利用を控えている。ワクチンは 2 回接種を終えているが、感染が心配である。 



【60 代／女性・会社員】 

 

区ではなく都の方になってしまうのですが、都営アパートの不公平。別の区の人なのですが、常に数万円の物を身につけ、

このネックレス 10 万円したのよ、と言います。中学生の娘さんたちに 5 万円あげ、百貨店で好きなものを買いなさい、と。

ちなみにタンス預金は数千万円あるそうです 

【60 代／女性・会社員】 

 

認知症患者は、調査の日に頑張って見せるため、たったの 10 分程度の様子から、認定区分が決定されるのは不満。

実際はもっと使いたいのに制限している。 

【60 代／女性・会社員】 

 

５月中旬に、私の両親の住んでいる町の高齢者支援から、手紙を頂きましたので、電話をしましたところ、母親に認知

症の症状が現れ始めていて、父も 88 歳と高齢なため、“お父様の負担がかなりおありのようですが、支援はあまり受けた

くないらしく、かといってお母様につきっきりですと良くないと判断して、週 1～２程度お父様の方だけでも、同世代の方た

ちとの交流を持って頂くようにしています。娘さんとしては、ご両親の面倒を見られるのは、お仕事をされていると伺っています

ので、難しいでしょうね”と聞かれましたので、コロナ以前であれば、時々実家に帰省して家事を手伝っていましたが、むしろ

父親からコロナを心配して帰ってくるなと言われている、ことを伝えました。ですからワクチンもを済ませたら、時々両親をサポ

ートしたい、と伝えました。幸い父母とも持病はなく、父は現在でも運転、食事を作ることができることが唯一救いですが、

やはり刻一刻と歳は取っていきます。私自身の定年が、あと 3 年経ちますと 65 歳定年を迎えますので、どうかその間、今

の状態で何とか生活をしていってもらえることを願っているという状況です。 

【60 代／女性・会社員】 

 

各家庭によって、費用の負担を増やしてもサービスを受けたい人もいる。それが出来ないのが不満です 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

親が利用しているが他区なので 

【60 代／女性・自営業】 

 

買い物が出来る人がヘルパーといっしょに買い物をしている。よくヘルパーが言っている予支援はいらない。利用している人、

家族はお手伝いさんと勘違いする人がたくさんいると言う、パチンコをして遊んでいる人がヘルパーを利用しているとちょっと

違うと感じると言う。 

【60 代／女性・自営業】 

 

母の年金が、すべて施設の支払いになる。実家の維持は預金を下ろしている。老後にお金がかかりすぎ、私の代になると

施設に入ることはできない。 

【60 代／女性・自営業】 

 

在宅介護から、介護病棟での長期入院となり、よくやってもらっていると思う。しかし、料金が本人の年金から足が出てし

まうので、この先が不安である。 

【60 代／女性・主婦】 

 

利用料を安くしてほしい 

【60 代／女性・主婦】 

 

区外の介護施設に入所中。区の健康診断所等が利用できない。 

【60 代／女性・主婦】 

 

私の母は、地方で介護サービスを受けて元気にしています。東京の私たちも地方と同じようなサービスが受けられたらと思

います（お弁当 1 食 250 円、タクシー券など）。 



【60 代／女性・主婦】 

 

生活保護を受ける時に親戚の人たちに連絡をすることは廃止してほしい 

【60 代／女性・主婦】 

 

やはり先立つのはお金だと思う。受けるのには負担金が必要です。 

【60 代／女性・主婦】 

 

大変な仕事(施設）なので、職員をもう少し多くした方が良いと思う。 

【60 代／女性・主婦】 

 

おむつの取替えが大変で毎日訪問サービスで取り替えてもらえるとありがたい 

【60 代／女性・年金生活】 

 

安心して自分の望む場所で、家族に負担をかけず老後をむかえたい。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

デイサービスだけ利用しているが、今の情況にぴったりのサービスがない 

【60 代／女性・年金生活】 

 

利用している。が、十分と言えるかどうか…。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

毎月いただける紙パンツの量が足りなく、他で買っているが増やしていただけたらありがたいです。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

家族が半日のデイサービスを利用しています。介護保険以外の料金が安くなってほしい。当日キャンセル料（300 円）の

支払いがある所とない所があり、無料だと助かります。又、飲み物代も 300 円と 100 円の所があります（1 半日） 

【60 代／女性・年金生活】 

 

使いたいサービスが身の回りにありません。都会は使いたければ何でもそろうので、うらやましいと思います。平等ではありま

せん。同等の金額を支払っても同等のサービスを受けられない事はおかしいです。都会だけ充実して行くのは「ギモン」で

す。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

昨年 9 月 4 日に 95 歳で母が亡くなりました。母は要介護 1 でした。母は最後まで頑張ってくれました。だんだん弱って

いく母でしたが、一人っ子の私は 69 年間母と暮らしてきました。悲しみと寂しさが消えません。５年前にガンをして今はな

んとか暮らしています。 

【60 代／女性・年金生活 生活保護】 

 

義母が介護施設に入所しています。利用料金は本人の年金と同額ですが、今後利用料金が上がれば、入所が厳しく

なります。区の補助があると安心です。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

年金受給者が、認知症ではないがメンタルの病気にかかっている時の、入所施設はどうしたらよいのでしょうか。収入がか

なり低い場合には、どう対処したら良いでしょうか。 

【60 代／女性・年金生活】 

 



ケアマネです。令和 3 年 4 月以降制度改定により、デイケア、デイサービス 、大規模等の加算が多くなり、自費でできる

事により、サービス変更になる方がいます。国は何を考えているのでしょう 

【60 代／女性・その他 ケアマネ 】 

 

いずれ自分が利用することになった場合、おそらく上記②の問題が生じてくると思われます。「介護」の問題については、

地域を巻きこんだ形の活動も必要なのではないかと考えます。（行政に期待はできないので） 

【60 代／女性・その他 フリー編集者】 

 

民生委員と介護サービスの違いを、民生委員の人からも当人に説明してもらえると助かる。民生委員さんにそんな余裕

はないかな？ 

【60 代／女性・その他】 

 

両親がそれぞれお世話になりました。介護が始まった時、先が見えずいつまで続くのか、どう変化していくのか不安でした。

ケアマネージャーなどスタッフの方々に大変お世話になり、感謝しております。ありがとうございました。 

【60 代／女性・その他】 

 

①は京都府での話です。 

【60 代／女性・その他 自由業】 

 

奇数月の生活費 

【60 代／女性・その他 生活保護】 

 

手続きが複雑で、老人には無理だと思う。 

【60 代／女性・無記入】 

 

①コロナ感染が心配②土日祝日が利用できない 

【60 代／女性・無記入】 

 

認知症に対する諸策がワンパターン。子供のときからの教育。 

【60 代／女性・無記入】 

 

現在、身内の者が施設に入居しておりますが、人が変わり（給料が安いようです。～汚い職です）良い人がこの仕事に

就いてくれません。ぜひ働いてくれる人への待遇を良くしてあげて下さい。3 年～5 年～10 年と働いたら住宅を無償提供

する、都内の電車・タクシー券無料、スマホ代無料等、働いてもらえるようにして下さい。（議員などのお金をまわしてあげ

て下さい） 

【60 代／男性・会社員】 

 

未だ 

【60 代／男性・会社員】 

 

コロナのせいで、施設にいる親に何ヶ月も会えずに困っています。政府の無策ぶりに腹が立ちます。施設にも面会の工夫を

して欲しいです。やっとオンライン面会が始まりましたが、ビニール越しでもいいので直接会いたいです。 

【60 代／男性・会社員】 

 

小規模多機能居宅介護がもう少し注目されるとよいと思う。上手く活用できれば、介護者退職等は起きないと思う。 

【60 代／男性・会社員】 

 

不合理な介護サービスであるかといって、代案は、考えつかないのであるが納得ができない 

【60 代／男性・会社員】 



 

介護度が時期により上下し、調子の良い時に判定されると、その後急に悪化し、見通しが狂って大変なことがあります。

演技もできない人も多いでしょう。 

【60 代／男性・公務員】 

 

介護サービス内容が分からない 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

私は税金で、（固定資産税高いです）所得税、住民税、国民健康保険税等の年間 40 万円位支払っています。つら

いです。仕事はアルバイトです。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

親の介護を体験しました。現場の方々は一生けん命やっていただいてると思います。それでも家族は大変でした。早目早

目の対応が必要です。（私の母は意識不明です） 

【60 代／男性・自営業】 

 

病院や公の施設の独立行政法化に反対です。 

【60 代／男性・自営業】 

 

安楽死法の制定を 

【60 代／男性・自営業】 

 

介護サービスを利用しているものがいない。それでも個人介護保険を請求される民間保険でも年令と保険金でも 1 万を

超えるのだろうか。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

子供が成人して健康保険の支払は少なくなったが、介護保険が始まったので以前より上がった。介護はまだ受けたことが

ない。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

介護の制度が、施設で働いている人が低賃金で働くようになっています。その中で充実した対応をするのは難しいと感じ

ます。こういうものには余裕が必要では。ぎりぎりで行うのは良くない。 

【60 代／男性・その他】 

 

介護施設が足りない 

【60 代／男性・その他】 

 

すでに終わってしまいましたが、家族が一緒だと家族の負担は減らないような気がしました。 

【60 代／男性・その他】 

 

運よく母親（91 歳、要介護 4）が特養にお世話になってます。 

【60 代／男性・その他 パートタイム】 

 

介護が金銭においても受けられないのなら廃止して欲しい。 

【60 代／男性・無記入 定年者会社員】 

 

身体介護はわかりやすくなされていると思うが、認知症に関しては介護者の理解が低く対応が不充分と感じている 

【60 代／無記入・公務員】 

 



申請して 1 ヶ月近くならないと認定されないということ。65 歳以下で、病気のため申請した。面接の時、ほとんど自分の

事（生活面）はできたので、要支援 2 だったかな？ でも、末期ガン余命半年と病状は進む。認定は遅い。利用でき

るサービスは限られてしまう。結局利用するものなく利用せず。何のために保険料を払っているのか。様々な人間がいるか

ら、丁寧に対応するときりがないかもしれないが、本当に困って必要としたいのにできなかった。悔しい!! 役に立たないな

ら本当は支払いたくない。 

【60 代／無記入・主婦】 

 

いつ困りごとが来るのか。困りごとは天災と同じく天災になってからでないと、分からないことが問題です。 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

ケアマネによりサービスが変わると思うので、全体的なレベルアップは必要だと思う。従事者の処遇改善も同様にサービス

アップには必須です。 

【60 代／無記入・その他 無職】 

 

3 割負担は大きい 

【60 代／無記入】 

 

実費の部分が多すぎる 

【70 代／女性・会社員】 

 

ケアマネージャーの質がその人の人間性によるところが多いと感じました（母の時） 

【70 代／女性・会社員】 

 

今まで両親のデイサービス等を活用したが、ケアマネージャー（社会福祉士でした）に誠意がなかった。 

【70 代／女性・公務員】 

 

通所サービスを月・水・金と利用していますが、個別リハビリは週 1 回のみ、時間も短くてリハビリに期待は出来ないと思っ

ています 

【70 代／女性・主婦】 

 

有難い事に…夫婦共に高期高齢者ですが、利用しておりません！ 

【70 代／女性・主婦】 

 

介護認定を受けていなくても 65 才以上でひとりぐらし、そのような人がケガや急病になった時短期間でよいのでヘルパーさ

ん等支援制度ができるとよいと思う。 

【70 代／女性・主婦】 

 

入院時にパジャマ、タオル類をレンタルしているが、無償または半額負担にしてほしいとおもいます。若い時はスポーツバッグ

に着替え等を入れ、通うこともできましたが、年を重ね楽なレンタルにしてしまうが、その分金額の支払いが、年金ではたい

へんです。そうすればどうにかやりくりできるのでお願いしたいです。 

【70 代／女性・主婦】 

 

高齢で寝たきりの状態になってしまいましたが、老人施設にお世話になり、行き届いたサービスを受けて、大変ありがたいで

す。子供も 70 代半ばです。最後まで自分一人で世話をするのは、世話をする方が先にあの世へ行くのも、十分想像で

きます。 

【70 代／女性・主婦】 

 

公営の介護施設をもっと増やして欲しい。 

【70 代／女性・主婦】 



 

買物や通院、悪天候の時は自転車が使用できません。バスの経路の復活、増設、本数の増加。 

【70 代／女性・主婦】 

 

老健への入所が長引いているが、今後どうすべきか、判断がつきかねている。相談をどこに最初にすべきかがわからない。 

【70 代／女性・主婦】 

 

利用したいが、少なからず出費があり、みなができるわけではない  

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護に限らず、保険料をたくさん払っているものよりも、ほとんど払っていない人の方が、より手厚いサービスを受けられる社

会って何なの？ 

【70 代／女性・年金生活】 

 

人手不足のため用事があっても、なかなか来てくれず、入居者が自分で動いたため、左手を骨折してしまった 

【70 代／女性・年金生活】 

 

りんりん号を病院（高中）などに行く足にいてほしい。一丁目―西台―高中―駅―成増―厚生病院―医師会。

（シルバーパス使用に）回るコースにしてほしい。今では無駄 

【70 代／女性・年金生活】 

 

母が施設に入所しているが立地条件があまり良くない。緑もほとんどなく少々暗い感じがします。（工場が多い）。交通

量が多く、店もほとんどなく買い物にも不便。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護サービスを使わずに死亡した場合に少しでももどしてほしい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

コロナの影響で病院に入院したがかえって病状悪くなり（家族と面会できず）かえって悪く帰ってきた。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

夫が特養に入っていた時介護にかかわる部分は一割負担ですが、従食は同居人が住民税課税のため減額申請が出

来ずわずかの貯金を毎月下ろして支払っていました。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

利用していない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

手厚いサービスを受け助かっているが、費用が気にかかります 

【70 代／女性・年金生活】 

 

現在利用してない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

1 人暮らしで体調不良になったらどこで相談したらよいでしょうか。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

年金がだんだんへっていく 

【70 代／女性・年金生活】 



 

ケアマネのコンタクトが多くなるように、ケアマネの方を増やしたらどうか。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

よく耳にします。週１回１時間の介護サービス利用、何の意味がありますか？ 一人暮らしの方はお買い物でも助かる

方もいますが、夫婦揃っている家では、何をお願いしていいかわからないと聞きます。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

夫（71 歳）が介護を受けています。難病なので医療費の限度は月 5,000 円。医師、看護師、薬、リハビリ。介護保

険で入浴、ヘルパー、介護ベッド等のレンタル料。尚、自分の用事で外出の時は、自己負担で「見守り｣となり 1 時間

2,200 円です。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

デイケアの料金が上がって困る。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

リハビリもできる施設が少ないので増やしてほしい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

我が家には、週４日ヘルパーさんが来るが、食事を作る人も油こいものばかり。若い夫婦でないので、これには閉口してし

まう。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

今のところ全くわからないがとても腹立たしい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

高すぎる。809,000 円で 3,5400 円払わなければならない。今二人で都営住宅に住んでいるからなんとか生活できていま

すが、一人になった時に心配です。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

１人暮らしですが、時々考えると不安になる。生活は年金で、つましく過している。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

もっと本人の本質を見分けてほしいです。見た目は何でもないのです。周囲が困ってしまうことあり。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

現在 78 歳ですが、西友のお掃除、3 日に一度、午後 2 時から 6 時の勤務ですが、体の続く限り働いていたい。高校

時代、バスケで全国大会出場なので、元気はいいです。洋裁を教えていました。油絵は 52 歳から 25 年間、新国立美

術館（元示現会会員）に 100 号を出したりしました。北区展には今年出品できると思いますが、これから何をしようか

思案中です 

【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）】 

 

介護サービス会社は、時間から時間で、1 時間内では、掃除も半端、買い物も半端で、体の動かない人への配慮が足

りない。1 時間では何も半端すぎて、イライラする。1 時間 30 分にしてくれたらありがたい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

使わない人は納得できません。（死亡）まで 

【70 代／女性・その他】 

 



受けていない 

【70 代／女性・その他 無職】 

 

利用したい方がきめ細かく利用できていない。以前から利用している方がすごく有利で、新しく介護申請しても受け入れて

もらえない方が多くみられる 

【70 代／女性・その他】 

 

もし介護サービスを受けるようになった場合、手続の簡素化あるいは予備軍の登録（IT 活用） 

【70 代／女性・その他 賃貸業】 

 

現在、要支援から要介護に申請中。独居の 93 歳の母が、第一腰椎圧迫骨折。訪問サービスがどこまで可能か？ 

【70 代／女性・その他】 

 

ひざ関節の手術やってベッドを先生に入れて下さい。シャワーチェス、歩行器、シルバーホクソンからりようしている。 

【70 代／女性・無記入】 

 

3 歳ぐらいまでに脳の中が８部くらいできますので、親の愛情をいっぱいにあたえるかして。保育園が足りないと、愚痴をい

っておりますが、昔から、子どもを産んだら塩をなめても、３歳までは自分で育てなさいとおしえられていました。 

【70 代／女性・無記入】 

 

介護度とヘルパーの活用がわからない人が多い。具体的な支援方法を積極的に示してほしい。 

【70 代／男性・会社員】 

 

老後基礎年金でも利用できる施設の拡充 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

自己負担の食事等が高過ぎる（この分で収益を上げようとしている気がする） 

【70 代／男性・自営業】 

 

老人で、ヨチヨチ自転車で走行する方々が多い。区の援助で 3 輪車を補助するとかしないと、事故は増えます！ 

【70 代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

介護サービスは受けていない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

利用していない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

利用出来ているし、みなしんせつである 

【70 代／男性・年金生活】 

 

介護サービスは受けていません。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

※介護施設で格差が情報収集を大事に行って欲しい。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

利用ナシ 

【70 代／男性・年金生活】 



 

長い間、仕事、生活、介護と多くの事を努力してきましたが、結局、自分と家族の力がないと、介護は出来ません。

（24 時間ですから） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

サービスは十分だと思うが、ギリギリ課税なので、特養に家族を入所させたくても入れられない。年金受給者に 15～20

万の費用は出せない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

私は 74 歳ですけど一度も保険は使ってないです。70 歳または 75 歳からは支払いをなくしてほしいです。75 歳まで一度

も使用してない人は無料にしてください。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

亡くなった母（９４歳）も、なかなか介護の点数を上げてもらえずに、利用料との兼ね合いでサービスを抑制してしまっ

た。母は片目が見えず腰は骨折していた。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

施設入所すみ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

介護認定期間が短かったため、サービス利用を受けられなかった。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

私は結婚もした事なく独身です。私の父は 75 歳で亡くなり、母は 90 歳で亡くなりました。両親は１回も介護保険を使

ったことがなく、母は 87 から 92 歳の間は認知症になり、私は 57 歳で会社を退職し、５年間介護しました。私は健康

で、介護保険料を払い続けています。介護保険料の減額などの検討をお願いします。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

ワクチンをうったくせにマスクにフェイスシールドまでしてくるのは異常。酸素吸入中にマスクを強要。殺されると思っています。

その他は親切。 

【70 代／男性・その他】 

 

母が区の老人ホームに入っております。ワクチン接種になってから、面会が、済んだ人のみになりました。うつす可能性は同

じような気がするのです。困ります。直接言うのも何だか考えてしまいます。 

【70 代／無記入・自営業】 

 

介護負担が 1 割→2 割になり、サービスを抑制せざるを得ない 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

「受けたいサービス」がありません。一人で利用できる個室風呂（介助なし・予約制・送迎あり）→高齢で一人暮らしの

時、自宅のお風呂に一人で入るのは不安だしお風呂屋さんには行きたくないし、介護施設のお風呂は使わせてもらえな

いし…緊急ヘルパーさん→介護者がケガや病気、急用の時様子を見に行ってもらえるだけでもありがたいのですが… 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

保険料を低くする 

【70 代／無記入】 

 

都営三田線西台駅下りエスカレーター早急にお願いします。 

【80 代以上／女性・主婦】 



 

介護認定の時、本人対談とは別に本人抜きで介護者との面談、聞き取りが必要と思う 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

一応介護サービスは全部受けられたが、現場はあまりにも人手不足で大変。安心できる医療・介護とはとても言えない。

やるだけで精一杯で見えなくなっている。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

介護サービスの負担の度合がどこまでかはっきりしない。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

今お世話になっている施設は、事業所も入所先にも恵まれていて、感謝しています。とても助けられています。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

訪問介護の技術の向上を望む 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

85 才 87 才ですが、やっと 31 日にワクチンをしました。なんで板橋区はこんなにおそいのですか。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

受けているがわからない 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護保険を払っていますが、介護サービスを利用できるのは要介護 3～4 にならないと介護保険をつかえないとききます

が、利用出来る介護サービスのしくみをわかりやすく知りたいです。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

最近介護保険のお世話になったので、わからないことが多々ある 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護サービスは受けていない。今までも現在も。審査が厳しいから。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

現在要支援１です。元気にジムに通っていますが、1 の人は週１回、要支援２になると週２回行けます。その他にも受

けられないものが 2-3 ありました。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

利用している者です。退園が３時半と５時があって、３時半を希望しましたが、規則であなたは５時になると言われまし

た。規約を読んだのですが、当てはまる項目が見当たらないのですが。同意書とられる。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

入居当時より管理費が 5 倍くらいになり 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

１人暮らし 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 



上記に書きましたが（脳梗塞の発症 3 回、右手、足に転倒後の痛みがあり、トイレやお風呂掃除ができない）。孫は

午前 9 時半に家を出て、帰宅は終電という勤務です。昨年 9 月までは OK だったのに。なぜ打ち切られたのかわかりま

せん。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護サービスを知らない人がいる。広報が不足。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

認知症の家族をデイサービスにお願いしている。彼らを「お客さん」にしないで、残っている能力を施設や仲間のサービスに使

ってやってほしい。能力は 1 人ずつ異なるので大変とは思うが。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

デイサービスに行けず（コロナが怖いから）訪問にしている 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

2 時間いる人もいるのに、私には 3 分から 5 分もいない。どうして介護費用が足りないのかな、と思います。チャイムをしな

いで戸をガタガタ叩く介護者もいる。チャイムをよろしく。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

私自身が若い時に夫を亡くし、娘を育てるのに大変でした。今、娘は私に尽くしてくれています。ただ、お互いに生活は楽

でないのが淋しいです。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

今はこのサービスを受けることで何とか生活できますが、これ以上サービスを受ける必要が生じると、経済的負担に耐えら

れないと困っています。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

月４回、１回 1 時間のホームサービスの内容は不充分。現実的でないサービス提供、制約。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

要支援 1 を受けているが、今後進行するだろうから、その後が良くなるよう願っている 

【80 代以上／女性・その他】 

 

老老介護となった場合、公の施設の利用が、介護 1、2 などでも入れると良い。今、私の利用所は、月 30 万円かかり

ます  

【80 代以上／女性・その他】 

 

誰にでも生活保護を与えることはない。よく調査してください 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

介護支援の為と消費税 10％になりましたがあまり変っていません。むしろ介護使用がむずかしくなっています。消費税

10％のお金は何に使われているのでしょうか。一番の疑問点です。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

格差がある 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

北欧の良い点をまねてほしい。日本は 20 年遅れている。 

【80 代以上／女性・無記入】 



 

身内が介護付施設に入っております。半身不随、口がきけない状態、コロナで約３年近く会えない。お風呂に入れない

とか。３ヵ月に１度でも、家に連れ帰って世話をしたいが、ままならない。仕方がない状況とはいえ、人間的でない。生き

ている心地がしない。長生きは私どもには苦痛でしかない。日本共産党へ。私は、今のところ、まだ共産党が特別に良い

訳ではありません。他があまりにも良くないからです。勉強しております。頑張っていただきたい。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

介護が受けられない 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

家族介護で共倒れしそうです。施設に、本当に困っている人は早く入れて欲しいです。何百人待ちでは、何年待つのか、

先の見えない毎日で苦しいです。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

デイサービスを始めたばかり(1 回）でよくわからない 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

制度改悪でサービスが抑制されている。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護にならないようボケ防止の推進やその方策をもっと指導すべきだ。共産党も介護者（とくに認知症）にならないため

の方策をもっと声を大にして行うべきだ。甘いだけではだめだ、支援者は増えない。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護に対する検査員の姿勢が甘いため制度の見直しを徹底する。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護を受けていないが、老人を大切にすべきだ 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護が必要な時、どこに、誰に相談するのか？ 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

人様にお世話に出来るだけならないように努めている。この事が会社貢献につくしているとも思う。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護サービスを受けるには、体の調子が悪くなった時にどうしたらいいのか分からない。70 歳を過ぎた人には、手続きの仕

方をどんな人にもわかるようにしてもらいたい。年金から天引きするだけで、実際どうしていいか手続きのやり方が分からな

い。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

通院の介護（付き添い等）サービスを受けたい。84 歳の夫は歩けないので車イスです。私は 79 歳で力がないので大変

です。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

何時もお世話になっていて有り難いです。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護者がコロナ陰性かどうか心配 



【80 代以上／男性・その他】 

 

相談の限界が心配だ 

【80 代以上／男性・その他 ボランティア】 

 

妻が介護サービスを利用していたが、良くやってくれていた。感謝している。 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

介護サービスのないようについてよく知らない。啓発して欲しい。 

【80 代以上／男性・無記入 無職】 

 

年金が月 5 万円。やっと食べていくのが大変です（この中で公共料金・税金など)。たまには自分の好きなものをお腹い

っぱい食べたいと思うことがあります 

【80 代以上／無記入・年金生活】 

 

ほとんどベッドで過しています。14 歳、17 歳の孫を育てています。中学校に保護者が必要。病院、医院も中学生まで

は、保護者が必要な為、歩行困難のためタクシーを使用。学校でも孫が車イスを押してくれる。 

【80 代以上／無記入・年金生活 生活保護】 

 

主人が寝たきりなのでうちのものが大変です。私が年をとっているので 

【無記入／女性・主婦】 

 

93.7 歳女性です。亡息の家族が埼玉です。もしもの時は近所の方にお願いはしておりますが、現在は週１回のリハビリ

に通所させて頂いておりますので、元気にしておりますが、もしもの時が一番心配しております。 

【無記入／女性・年金生活】 

 

まだ、受けたことがないのでよくわからないが、これから勉強するつもりだ。 

【無記入】 

 

あんな老いぼれと一緒にしないでほしいという偏見 

【無記入】 

 

医療的ケアの対応が不十分。たんの吸引の資格や制度を改善して欲しい。 

【無記入】 

 

十分すぎる 

【無記入】 

 

個人情報を聞くので適切な質問ではない。これでジェンダー平等を質問しているのはおかしい 

【無記入】 

 

介護サービスを受けようと思っても家族がいるとダメなもの（病院に行く前に食器を片付けを手伝いだと思っても本人の分

だけとか…）が内容に多くあり、実障の生活情況と合わず、ゆうずうがきかなくて困っている 

【無記入】 

 

８月から介護保険負担限度額認定の制度が改正され、父の特養の負担が大きくなります。減免額は少なくなり、3 年

に 1 度の見直しの度に改悪されてこの先不安です。 

【無記入】 

 



親は、他人に生活の中に入られたくない。子どもは使っていきたいが… 

【無記入】 

 

全区的な問題になっていなくても、しっかりと問題を提示し、それについての意見を聞くという積極的な運動の提案が必

要!! ex.低空飛行問題、駅前再開発問題（高層マンション)。公的施設の統廃合問題。 

【無記入】 

 

コロナ対策で施設に入ると、家族と会えなくなるのが困る。 

【無記入】 

 

あなたがたに、何かお願いや頼みごとをしても、一切合切やってくれないし、実行するだけの力がないのは分かっているので、

頼むわけないだろう。 

【無記入】 

 

私はまだ払う方だけなのだが周りを見るとよほど悪くならないと介護が回ってこないのでは。 

【無記入】 

 

私は子供といますが、私がいなくなったら、一人で活力が出ないと思います。どうしたらいいのですか。親と一緒にいない方

が良いのでは。 私が一人では生活にならない。老人ホームもだめ。 

【無記入】 

 

私はおばの件で困っています。実は台東区に住んでいるのですが、年金暮らしをしているけれども、昨年までいただいていた

年金を支払いできないものを今までいただいていた分を、毎月 2 万 7000 円ずつ都・区に支払いしなければいけなくなった

ため、生活保護を受けようとしたところ、老人ホームへ入るなら許可するけれども、入所しなければ受けられない、と話してく

ださった。本当に困っている。以前に老人ホームに入ったことがある。老人ホームではお金を皆みずから届けなければいけな

いので、死んでしまったら、一週間何もずつあげるという約束であったのに、預けた人が近々顔をださない。お願いしても出し

てもらえない。それで生命保険の解約をしなければいけない。何年も掃除をしていない家は埃だらけの空室。契約解除は

しておらず、そのために入所して、世話をしても、二ヶ月で退所しております。自分でいやと断った為、生き地獄です。 

【無記入】 

 


