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（４）保健福祉行政全体への意見・要望（自由回答） 

 

（全員の方に） 

問 39．保健福祉行政全体や今回の調査について、ご意見やご要望などありましたら、ご自由に

お書きください。 

 

 

保健福祉行政全体や今回の調査について、要望、意見を自由に書いてもらったところ、290 人

から 311 件の回答があった。ここでは、その中から代表的な意見を掲載する。 

 

＜保健福祉全般について＞（42 件） 

■私の家族（夫婦のみ世帯）で高齢者と同居していない事もあって福祉と聞かれてもピンと来な

いのが実感です。自分の身に何か変化がないと分からない点も多いと思いました。（女性／40

歳代） 

■中野区に住んでいてよかったと言える保健福祉を期待している。（男性／80 歳代） 

■年収200万程度のところ国民健康保険料が1.5万というのはキツイです。何とかしてください。

（男性／40 歳代） 

■介護保険等、払うのは当然としても使うときには負担がかからないようにしていただきたい。

保険料や住民税が高くて生活が成り立たない。（男性／50 歳代） 

■父母の世代に比べて福祉は大幅に後退している。自分達が行政のお世話になる時には色々腹立

たしい思いをするであろうと予想している。（男性／70 歳代） 

■保健福祉サービスを必要とする人のニーズに合ったサービスをしてほしい。（行政側の決めた

ラインにみんながあうはずがない）（女性／40 歳代） 

■保険料の年金からの天引きはいつ決定されたのか？PR がなされたとすればその具体例を知り

たい。都・区の広報誌は見ておりますが気づきませんでした。（男性／70 歳代） 

■①年金から保険料を差し引くことは不満です。②介護保険料共です。（男性／70 歳代） 

■地域センターが近くに有ります。そこをもっと活用して健康に関する啓蒙など行ったらよいの

ではと思います。（女性／50 歳代） 

■30 代を過ぎた頃から保健福祉への関心が強くなりました（今回のような調査を行っていること

を知らなかった為驚いています）関心があっても理解しにくいこと、内容が多く、日々の忙し

さもあり、行動することができない方も多いと思います。（女性／30 歳代） 

■休日など運動したいときに、小学校の校庭など利用させてほしい。（女性／20 歳代） 

■予防面でどのような施策があるのか分かりにくい。健康診断と健康増進アドバイスを（医師の

簡単な話だけでなく）2 本立てで行ってほしい。近隣他区に比べて施策が少ないように感じる。

または、区民に伝える方法がよくないのか。（女性／40 歳代） 

■介護している人に対しての援助をしてほしいと思います。非常に厳しい状態です。（女性／50

歳代） 

■介護保険のサービスの運用を利用者任せにしている印象がある。もっと区や支援センターでイ

ニシアチブを取ってほしい。医療現場との橋渡しもしてほしい。（女性／40 歳代） 
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■介護保険のサービスの利用に制限があり過ぎ、同居家族がある場合はその家族が仕事を持って

いるとほとんどサービスが受けられない。今後の改善を切に望みます。（女性／40 歳代） 

■病気をしていないのに保険料を払うのはばかばかしいのでせめて年間1度も病気になっていな

い人には保険料を安くするなど、健康でいることの直接的なメリットがほしいです。（女性／

30 歳代） 

■福祉行政の一部である生活保護者が今大きな問題となっております。年々増加し続ける要保護

者の中には何をやっているんだと思われる事例も聞かされ腹が立つこともありますが、事前の

審査とあわせて事後の調査も必要ではないか。例・パチンコ通い、カラオケスナックへの出入

り等（男性／70 歳代） 

 

＜高齢福祉について＞（31 件） 

■一人住まいの年配者に気を配って訪問するなどしてほしい。（女性／60 歳代） 

■銭湯が少なくなってきているので歩行が不自由な人が入浴しやすい方法を考えて下さい。（女

性／60 歳代） 

■高齢者に対する多くの気遣い等に非常に感謝しています。例外かもしれませんが、今回からの

高齢者に対する後期高齢者（75 歳以上）への呼び名に対し、人生の最後期の年齢ということで

少々心を痛めております。初期・中期・後期は分かりますが、人生最後の期に入ったという感

にはいつも心が痛みます。もう少し別な呼び方はなかったんでしょうか？（男性／70 歳代） 

■介護保険料の徴収が何で 40 才からなのか理解できない。介護を支えるのならもっと若い年齢

からの徴収でいいし、介護される人が払うのであればもっと高齢の年代からの徴収でいいはず

だ。（男性／50 歳代） 

■当事者ではないので TV で見る知識しかないのだが、後期高齢者制度等でお年寄りが大変だと

言うのをよく見るので、ぜひお年寄りと障害のある方にやさしい区になってほしいと思う。後、

20 代の無料（あるいは低料金）の健康診断を行ってほしい。（女性／20 歳代） 

■特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設などの入所が早くできるようにしていただきたい。

（女性／70 歳代） 

■高齢者になっても安心して住める様にお願いします。一番心配していることは、高齢になった

時の住宅問題です。（女性／40 歳代） 

■老人の多い時代なので、時代はインターネット等の時代かもしれませんが、パソコンにインタ

ーネットを利用できる人ばかりでないので訪問を中心のサービスをもう少し多く取り入れて

ほしい。（女性／50 歳代） 

■家族の者ですが、介護保険制度を利用させていただき、本当に感謝しています。一方でヘルパ

ーさんの待遇や介護時間の設定などもう少し改善してもいいのでは、と思う点もあります。地

域のためにこれからもよろしくご検討ください。（女性／70 歳代） 

■老人にやさしい中野区になってほしい。生活の困った人には、相談、協力をしてほしい。（女

性／40 歳代） 

■後期高齢者医療制度などが最近話題になっていますが、その他いろいろな所で税金がかかりす

ぎて、それがどのように使われているのか分からないし、社会全体もそうですが、政治も不透

明なお金が多すぎます。これからますます高齢者が増える中、もっと高齢者へのサポートに力

を入れていってもらえればと思っています。（男性／20 歳代） 
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＜行政全般について＞（40 件） 

■適正な業務・経費バランス感覚と日常生活感覚の両立した行政をお願いします。この調査の結

果は、どのような形で公表されるのか、詳細ではなくとも多少具体的に、アンケート用紙のど

こかに明示して頂くと助かります。（男性／30 歳代） 

■行政等に積極的に参加したいと思いますが、場所・内容等がわからず参加できません。（男性

／80 歳代） 

■各種の書類の文章をもう少し分かり易く短めなものにして頂きたい。（女性／70 歳代） 

■老人にも分かりやすい対応説明と、親身になって相談にのってもらえる行政であってほしいで

す。誰の為の行政か考えてくれる事を望みます。（女性／60 歳代） 

■保健福祉行政について国は後ろ向きであるので中野区は地方自治を発揮してぜひ前向きに対

応することを切望する。地方財政が苦しいことはよく分かっているが、究極の行政サービスは

福祉である。（男性／60 歳代） 

■高齢者、病人は弱者です。行政は常に弱者の立場に立って考えていただきたい。つねに法令や

規則が優先している様に思えてならない。中野区の行政目標は一つ、”日本一の老人天国”で

頑張ってください。（女性／70 歳代） 

■地域センターを時々利用するのですが、なぜあんなに人（職員）がいるのでしょうか？人員削

減した方がよいと思います。（女性／40 歳代） 

■役所が行っていることの多くが、利用者のみしかよく分からないことが多いと思います。もう

少しわかりやすくどのような事が利用できるのか知りたいです。（男性／40 歳代） 

■会社人間にとって、地域の保健福祉行政はあまり関心がなかった。（男性／60 歳代） 

■認知症の母親を持つ友人の話を聞くと、まだまだ民間に頼らなければならないのが実態の様で、

行政としてどこまで公平に制度を作るかが今後の課題と思われます。（男性／50 歳代） 

 

＜本調査について＞（42 件） 

■きめ細かな調査で大変満足している。これまでに他地区（港区、練馬区）に居住したことがあ

るが、中野区はダントツに行き届いている。但し、私自身がその年齢（高齢）になったから特

に強く感じていると思います。（女性／80 歳代） 

■表題の「意識調査」と言う言葉は、役所の担当が私達を見ているという表現で不適切と考える。

視点を変える必要があるのでは。（男性／60 歳代） 

■アンケート調査をすることで皆のことを把握することができるのはいいと思います。ユニバー

サルデザインや成年後見制度など言葉を改めて知りました。（女性／50 歳代） 

■実態把握のためにもその都度こういう調査を実施して政策に反映して欲しい。（男性／60 歳代） 

■私としては、このような調査をするにはかなりのお金がかかるのではないかと案じています。

こんなことにお金を使うならもっと福祉にまわして欲しいです。（女性／70 歳代） 

■この様なアンケートでは欠点は分からない。自己満足的な問が多いような気がする。（男性／

50 歳代） 

■大変でしょうが、中野区民の成人者男女全員のアンケート調査をしてほしい。（男性／50 歳代） 

■アンケートには積極的に協力しますが、集計結果のフィードバックは区報等でぜひお願いした

い。（男性／60 歳代） 

■調査票の紙面が多すぎる（経済的（送料含む）、環境面から）レイアウトを工夫すれば半分以
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下の紙面、重量にできる。（男性／50 歳代） 

■高齢者にとっては○×式でよかったです。（女性／80 歳代） 

■この「用紙」も税金を使っていることと思います。無駄にならないように今後に役立ててくだ

さい。（女性／40 歳代） 

 

＜情報提供について＞（32 件） 

■もっと情報公開、周知をしてほしいと思う。（女性／20 歳代） 

■中野区の保健福祉サービス自体、あまり把握できていません。（どんなサービスが、どこで受

けられるか等）保健福祉サービスの広報にも力を入れてもらえると良いと思います。（男性／

30 歳代） 

■中野区の保健福祉施策を分かり易く PR して下さい。（女性／70 歳代） 

■中野区報もたまに読みますが、区民全体に関わる、特に社会保障についてはもっと紙面の工夫

が必要だと思います。誰でもがわかりやすく、インパクトのある紙面構成、言葉遣いが大事で

はないでしょうか。（男性／50 歳代） 

■保健福祉の基礎知識、新制度等をメールマガジンという形で配信してはどうでしょうか。（男

性／40 歳代） 

■区報を見ていると毎回いろいろ書いてあるが、毎回同じ様な内容で知っている人でないとよく

わからない場合が多い。もっと広く、詳しく知ってもらうための手段ややり方が必要だと思う。

（男性／30 歳代） 

■保健福祉行政についての内容的なもの、どういうことを実施しているのか広報などから知れれ

ばありがたいと思います。（男性／50 歳代） 

■保健福祉行政がどの様なことをやっているのか分からない（地域センター等に行ったらパンフ

レット等があるのかもしれませんが）定期的にパンフレット等が各家庭に配られたらと思いま

す。（男性／50 歳代） 

 

＜保健福祉の窓口について＞（17 件） 

■今回の調査とは関係ないのですが、以前区役所へ書類を提出しに行った時、不備があったのに

もかかわらず窓口の方が嫌な顔一つせずとても丁寧に対応して下さり助かりました。どうもあ

りがとうございました。（女性／20 歳代） 

■現生活の中では特に保健福祉等を意識して生活する必要を感じていませんが、これからは老人

の仲間入りする年齢になります。もしものとき何時でも相談できる窓口をオープンにして頂け

れば安心です。（女性／60 歳代） 

■日中仕事をしている人にとって区の行政機関を利用できる時間がありません。せめて土曜の午

前中は区役所を利用できるようにしていただければ、相談等行け、行政活動がより透明的に見

えてくると思います。まずは役人達自身の努力が必要と思われる。（男性／20 歳代） 

■区役所窓口での応対姿勢がもう少し広い視野／範囲でアドバイス出来るようになっていただ

けたらありがたい。（男性／60 歳代） 

■電話で福祉の話を聞くことがありますが、つっけんどんに話させる人、窓口・受付、担当者の

方皆様とは言いませんが、不親切な時も有り怪訝な顔をされた事も有りました。年寄りは心細

いものです。にこやかな対応をお願いいたします。（女性／50 歳代） 
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＜調査によってサービスを知る機会になったという意見について＞（15 件） 

■アンケートによって自分の知識を感じました。一番身近な区の事、他の事をよくこれから勉強

したいと思います。（女性／80 歳代） 

■中野に来て 1 年たったが、知らないことがたくさんあった。私のような一人暮らしだと知らな

い人が多いと思う。（女性／20 歳代） 

■今回のアンケートで、知らない制度や言葉がたくさんあり、普段時間的な余裕もないので今後

困ることが増える気がし、不安になりました。（女性／40 歳代） 

 

＜障害福祉について＞（6 件） 

■身体の不自由な方が暮らしやすい環境作りに最大限の努力をお願い致します。健康な体の私達

はどうにかなりますので…。（女性／20 歳代） 

■高齢者福祉も大切だと思いますが、東京都はもっと精神通院者に対しての制度を見直してほし

いです。（女性／30 歳代） 

 

＜健康・医療について＞（25 件） 

■医療費が高い。（男性／20 歳代） 

■インフルエンザの流行時に、地域にもっと情報を伝えてほしい。流行している学区など、子ど

もがいなくても知りたい。（男性／30 歳代） 

■区の財政が厳しいのは分かりますが、がん検診などの受けられる回数・検診できる施設が他の

区に比べて劣っていると思います。平日仕事で帰りが遅いため（17 時以降）区の施設の利用を

考えた時、土日に利用できる所が少ないですし、指定された日中では利用できないことがほと

んどです。中野区の場合、区の中での地域間格差も大きいと思います。ほとんどの施設が区役

所近辺にあるということです。（女性／50 歳代） 

■昨年私は半年ほど入院しましたが、高額費医療制度にとても助かりました。子どもが小学生で

すが、母親が不在の場合公的に相談するところがなく不安でした。今現在、予後も不安が多く

相談できるとところがあればと思います。（女性／40 歳代） 

■区の健康診断は 20 歳代でも受けられるようにしてほしいです。子宮ガンは 20 歳代でも受けら

れるのは知っていますし、2 年おきに受けています。その他の一般的な診断も受けられるとと

ても助かるのですが…。（女性／20 歳代） 

 

＜まちづくりについて＞（23 件） 

■お年寄り、障害のある方はもちろん子ども達も世代を越えて交流できる中野区にして欲しいで

す。廃校になった場所も使えるといいなと思います。（女性／30 歳代） 

■中野区での犬の散歩の犬の放尿の不潔さに驚いています。野良猫もとても多くてフンに困って

います。銀バエも多くて不衛生だと思う。保健衛生上とても問題が多いと思う。（男性／60 歳

代） 

■私のような会社に所属している立場の人間は、地域サービスをほとんど利用する機会はありま

せん。そのような立場の人間も利用できる部分のサービス（千代田区の図書館のような）を積

極的にやってもらいたい。中野区民という実感を全く持てない。（女性／30 歳代） 

■全体が全く見えてこない。健康の為のスポーツ支援など他の市などでは活発な活動をしている
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市町村がありますが、中野は高齢者、特に 60～70 代のまだ体力のある人々の活用・活動に努

力するべきと思います。（女性／60 歳代） 

■小・中学校の空校舎を介護施設に利用してどうか。（女性／50 歳代） 

■子どもの頃から福祉教育などしてほしい。優しい人間が育たないと社会はよくならない。（女

性／50 歳代） 

■地域毎（小学校区毎）に区民が軽費で利用できるスポーツセンターを設置してほしい。また、

そこでは子どもの保育施設を併設してほしい。親と子が一緒に安心して利用できる施設が望ま

しい。（男性／30 歳代） 

■地域の活性化のために参加をしている人がメリットを感じられるシステム作りをお願いしま

す。ボランティアであれば運営等にもお金が掛からないと思います。（男性／30 歳代） 

■病気になってしまう前から気軽に健康について話し合えるサロン的な場所（明るく、ある程度

広く、行きたいなあと思われる雰囲気の）がぜひほしい。（女性／70 歳代） 

 

＜児童福祉について＞（14 件） 

■保育園での子供の預かり（一時保育）について、2 人目以降料金を安くして欲しい。また、日・

祝も預けられるとよい。時間も遅くまで預けられるとよい。（女性／30 歳代） 

■子供に対する施策については、金銭面のみならず以前居住していた練馬区、板橋区に比して明

らかに劣っていると感じます。学校（中学校、小学校）に対しても区の助成や対策は、不足と

思えます。（男性／40 歳代） 

■子供を作ることを考えているが、出産する産院等は中野区では適当な場所が見付からず、他の

場所で考えています。産んだ後も働くことを希望していますが、周囲の話を聞くと苦労されて

いるようなので、少しでも中野区が子育てしやすくなることを望みます。（女性／30 歳代） 

■高齢者・障害者はもちろんですが、子育て支援にも積極的に取り組んでほしい。子どもが産ま

れると、力を入れて取り組んでいる区に引っ越す方も多いです。（女性／30 歳代） 

 

＜地域活動について＞（6 件） 

■区報が頻繁に届き嬉しく思います。しかしながら私のような独身者（老人ではなく、子供もい

ない）が関われる様な地域活動がありません。ボランティアなど、地域活動の企画や情報を望

みます。（女性／40 歳代） 

■地域の活動等は大変よいことと思っていますが、又区で行っている活動も素晴らしいと思いま

すが、あまりにも熱心になりすぎて、あいている時間に手伝いをしたいと思っている人を遠ざ

けてしまう傾向があると感じます。（女性／40 歳代） 

■体が丈夫で元気な人々がこれからも元気で税金を払えるよう支援できる条例を作り、実際に少

しずつでも支援を進めてほしい。（男性／60 歳代） 




