
性別 年齢 居住地区 自由意見 備考

1 男性 90-94歳 一般高齢者
今は自分で運転して買物に行ったり、病院に行ったりしているが、で
きなくなった時からが心配です。

2 女性 85-89歳 要支援２ 視覚障害があり、日常生活全般において不便がある。

3 男性 70-74歳 一般高齢者

介護保険料が高すぎる。国民年金だけの人にとっては、生活が大変
です。これなら国民年金を収めないで生活保護を受けた方がはるか
に収入は高い。生活保護を受けている人は病院や交通費等ほとん
どが無料に対し、国民年金だけの人は月７万円弱ですべて負担しな
ければならない。

4 男性 90-94歳 要支援２
私は老老介護みたいな家庭です。長男夫婦は札幌で嫁の母親を面
倒見でおりますので、私は清里介護保健にお世話になる予定です。
よろしく。

5 男性 75-79歳 一般高齢者

昨年９月テレビショッピングにて「ゆらこ」を買う。４月中ごろ10分使用
し、３日後10分使用して腰痛になる。説明書を見たら１分とのこと。痛
みが強く、厚生病院へ５月25日行き、レントゲン検査で異常なくとの
こと。しかし痛いので６月10日ＭＲＩ検査をするも以上なし、痛くて歩く
のも今は大変。道路横断するのも大変。今度７月８日整形外科行く
のでその時どうなるか？早く治ればと思う。６月26日出。

固有名詞あり

6 女性 70-74歳 一般高齢者
１人になった時、ケアハウスにいつでも入居可能でしょうか？親戚も
少なく、不安があります。

7 男性 80-84歳 一般高齢者
夫婦ともに介護を受けることになるので、その時はよろしくお願いしま
す。

8 女性 75-79歳 一般高齢者 お世話になりありがとうございます。

9 女性 70-74歳 一般高齢者
気の合った人達とのコミュニティーを作りました。毎日会える場を自
分の家で。誰でも気楽に集まれる場所にしたいと思っています！

10 女性 80-84歳 一般高齢者
１日１日体の衰えを感じ、今の世の中どうなるのか、とても不安です。
病院や買物交通に不便、保健福祉サービスや介護保険等はどんな
サービス、どの程度で使えるのか。保険料は高くなってくる。

11 男性 65-69歳 一般高齢者
コロナウイルスで町民方々、多く散歩されていて、会って話（立ち話）
をされている。大変よいと思います。

12 男性 65-69歳 一般高齢者 車を運転しなくなった後の交通機関が不便になること。

13 女性 80-84歳 一般高齢者
・現役で仕事をしている者には、記入にとまどう質問が多々ある。
・年齢だけで、調査の対象を決めるのでなく、別の方法も考えてほし
い。

14 女性 75-79歳 一般高齢者 今のところ、ありません。

15 女性 80-84歳 一般高齢者 おうちを訪問する日を多くした方がよいと思います。

16 男性 65-69歳 一般高齢者

今回のアンケートは65歳以上を一律的に対象としており、年代層や
職層別の実態を十分に把握したものにならないと思われる。超高齢
化の実相や地域実態、個別差を適切に把握することが計画作成に
は必要と思われる。

17 女性 75-79歳 一般高齢者

・現在夫が車で病院買物等に行けますが、高齢ですので、これから
先この地において、交通手段が一番心配です。
・サークル活動も、清里町まで出なければならず、いろいろ出席して
はみたのですが、いちいち支度をして出るのが遠く、止めてしまいま
した。緑町の中であればよいのですが…。

18 女性 85-89歳 一般高齢者 車の運転を返上したいが、買物・病院通い等が不安。

19 女性 75-79歳 一般高齢者

１年毎に、体の不調を感じるようになった。現在は２人で暮らしている
のでなんとかなっているが、やはりどちらでも１人欠けてしまった場合
はアンケートの回答通りにはならなくなってしまう…と思う。そう遠くな
いうちにそういう事態に遭遇した場合には、どうぞよろしくお願いいた
します。いつもありがとうございます。

20 男性 70-74歳 一般高齢者 いずれ車を手放した時の交通手段が必配です。
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21 女性 70-74歳 一般高齢者

私は70歳すぎで、車も乗り、義母の介護、夫の見守り、子ども（グ
ループホーム）のことなど色々とやることがある。自分が介護を受け
るようになれば、また考えも変わると思う。今住んでいる所でのんび
り暮らしたい。

22 女性 65-69歳 一般高齢者
ひとりで生活しているため、認知症などになった時のことを思うととて
も心配です。近くに息子はいますが、子どもの世話にはなりたくな
い。

23 男性 70-74歳 一般高齢者
おじさま料理教室を再度開催して頂きたいです。家ではできないこ
と、知人同士で物づくりをする事が楽しみです。

24 女性 70-74歳 一般高齢者

病気になった時、お金の管理ができなくなったり、１人で交通機関が
利用できなくなった時など、先々のことが不安である。介護保険のこ
とや高齢者の福祉サービスなど知らないことが多いので、詳しく知ら
せてもらえると助かります。

25 男性 70-74歳 一般高齢者 冬の買物が不便。

26 女性 80-84歳 一般高齢者

今年に入ってから、毎日、新聞、テレビ等でコロナのことが取り上げ
られ、自分の年齢も80歳を越えたこともあり、漫然とした「死」を考え
ることが多くなりました。新聞のお悔やみ欄にも私の年齢以下の方
が多くなっており、人生の最終段階に入った感があります。ともかく、
せっかくいただいた命でありますから、これからも亡き両親の供養を
続け、前向きに生きていかねばとも思います。せめて「孤独死」だけ
はと考え、様々な方策はとっていかねばと思っております。それにし
ても、今回のコロナ問題で生活スタイルや死生観までかなり変わりま
した。札幌の「茨戸アカシアハイツ」の入所者で亡くなられた方々のよ
うな可哀想なことが、これから起きないようにしてもらいたいと思いま
す。私はまだ車を運転して、以前程ではないですがあちこち動けます
が（他市町への通院、他町への買物。清里ではできない買物）、年齢
を考えると早晩運転は止めざるを得なくなり、その時がとても心配で
す。もう一つ、私の心配事。実は家の周りが広いため、ここ何十年と
迷い猫やら、捨て猫が多くやってきて、動物好きのため、ついつい保
護してしまい、家で飼って、複数匹います。自分がもしコロナに感染し
たり長期入院したりした場合、これらの猫をどうしたらよいか、心配で
頭から離れません。介護保険事業とは筋違いですが、福祉サービス
の一部分として何とかなりませんでしょうか。（しかるべき方策を考え
ていただけるとありがたい。当然ですが有償でもよいと考えていま
す。）汚い字ですみません。判読してください。

固有名詞あり

27 男性 80-84歳 一般高齢者
自分自身の通院についてはよいのですが、家族または他人の通院
の世話になるような時、助成措置があるとありがたい。

28 男性 85-89歳 一般高齢者 私は今のところなんとか自分でできるので、妻について書きました。

29 男性 70-74歳 一般高齢者
近くに身内の者がいないので、１人でも何とか終末を迎えることがで
きる町であってほしい。

30 男性 95歳以上 一般高齢者

老人ホームの利用について。老人ホームを他町村の人も利用されて
いるために、当町の住民が入所希望した時に入所できないことのな
いように願いたい。言い換えれば、税金を当町に納めていない者が
入所できて、税金を納めている当町民が利用できない状況にならな
いようにお願したい。

31 男性 65-69歳 一般高齢者 免許証返還後の通院、買物等交通の不安。

32 男性 75-79歳 一般高齢者
介護が必要になった時、施設が順番待ちなので、入所したくてもすぐ
に入れないと聞いています。施設の充実を期待しています。

33 男性 75-79歳 一般高齢者 介護保険料が高すぎる。

34 女性 65-69歳 一般高齢者
・日常の買い物として商品品数が少なく町外に出る事が多いです。
・通院時のハイヤー代などに負担を感じます（往復20,000円以上）。
・介護保険料も負担に思います。
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35 男性 80-84歳 一般高齢者
妻が介護のデイサービスの方々にお世話になっています。施設で働
く人に頭が下がります。職員を１～２名増やしてあげてはどうかなと
思います（叶うことであるなら）。

36 女性 75-79歳 一般高齢者
町内に義兄妹がいるので世話になっている。何かあると連絡するこ
とになっている。

37 男性 85-89歳 一般高齢者 90歳。

38 男性 70-74歳 一般高齢者
・医師不足への地域包括的取り組み。
・医療施設介護施設ネットワークの構築。

39 男性 85-89歳 一般高齢者
高齢になってくると日常の不安があります。親戚での高齢者が一人
暮しの時、保健サービス、介護サービスの世話になり感謝していま
す。

40 女性 75-79歳 一般高齢者 冬の除雪が大変。

41 男性 75-79歳 一般高齢者

日頃、町には、お世話になっています。私が一番心配しているのは、
車が運転できなくなった時です。夫婦が病院や買物などのことです。
少ない年金でやっていけるかということです。それが一番の気がかり
です。

42 女性 80-84歳 一般高齢者
昭和33年に清里町に来た頃は人口１万名以上だったのに、今は
4,000人を切ったことは淋しい限りです。何とか人口を増やすことはで
きないのでしょうか。高齢者と話をすると、必ず出る話題です。

43 女性 85-89歳 一般高齢者 お弁当をもらっています。意見はありません。

44 女性 80-84歳 要支援１ 交通。

45 男性 65-69歳 一般高齢者

本町は高齢化率が37％を超えており、今後75歳以上の後期高齢者
の増加が見込まれ、介護サービスの利用者は増加するものと思わ
れます。特に、2025年に「団塊の世代」が75歳を迎える頃には、介
護・医療サービスが増大することから、これに対応した介護・医療
サービス体制の確立と介護・医療現場で働く人材の確保を検討して
頂きたい。健康づくりと介護予防事業を推進し健康寿命の延伸を図
り、要介護・要支援者を１人でも少なくして、高齢者が住み慣れた地
域で安心して生きがいを持って活動的に暮らすことができるよう、具
体的な生活支援策を計画に定めて頂きたい。

46 女性 70-74歳 一般高齢者

今、介護に関する実感はほとんど感じてません。これからだと思うが
身体の衰えを感じるこの頃です。趣味やスポーツトレーニングなど積
極的に進んで行うなど、日々の体力作りも行う。介護保険の料金の
高いのは頭が痛いです。やはり一人ひとり自分の体力を考えながら
毎日の生活を続けてほしいと思う。

47 男性 70-74歳 一般高齢者
年２回、社会福祉協議会の相談員が自宅にこられ、生活の状況を見
ていただき、話しをしていただくことはよいと思っています。今後も続
けて下さい。

48 女性 80-84歳 一般高齢者

通院の時なるべく自分の車で行きますが、とても疲れて大変です。病
院があまりよくない。きちんと検査などをしてくれない。薬だけ。なに
かあっても１日空いていない。こんな町にいたくないけれど、どこへも
行けない毎日不安と苦しみの生活。子どもも近くにいない、夫は認知
症、毎日が不安と苦しみ。どうしたらどう生きればよいか。１日話をす
る人もいない。死にたい時もある。

49 女性 80-84歳 一般高齢者

清里町は高齢者保健福祉サービス、介護保険等は進んでいると思
います。この町に住めて幸いと思っています。いつも思うのですが、
病気になったら清里の病院に入院できたらいいと思います。病室が
あるのにもったいないと思います。入院ができれば、病院は近いし、
ありがたいのですが、そんな日が来る日を祈ります。

50 女性 75-79歳 一般高齢者
今は車で自由に出ていますが、年ですので運転ができなくなった時
は介護の世話になることと思います。
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51 男性 85-89歳 一般高齢者

私ども高齢者２人、家族は年々高齢が続くことになります。現在のと
ころ、多少の痛みやけがなどは医療機関に定期的に診療を受け、な
んとか生活をしておりますが、いつどちらか、入院か最悪の状況にな
るかもしれません。月に１回程度見守り確認するよう配慮頂ければ
幸いです。

52 女性 80-84歳 一般高齢者 家族と暮らしているのでまだわかりません。

53 女性 70-74歳 一般高齢者

年金生活にとって、介護保険の支払いは大変です。自分はいつ介護
保険のお世話になるか分かりませんが。全然使わないで終わること
もあるだろうし。主人もひと月も使わず、使えず亡くなりました。町民
の何割くらい使っているのか。もっと低くてもよいと思います（一人世
帯のみ）。少ない年金の中から国民保税と介護保険を引かれたら生
活していけません。

54 男性 70-74歳 一般高齢者
日頃から老健の職員の皆さまには大変お世話になっております。不
安、不便はほとんどありません。ただひとつ、なんでも小さなことで
も、優しく相談ができる老健であってほしいと思います。

55 女性 70-74歳 一般高齢者

一番の心配事は住宅です。自分の持家ですが、土台がだめになり修
理するお金もなく、町営住宅は一人暮らしでは１部屋の所しか入れな
いとのこと。週末には子ども達が様子を見に来て泊まっていくので２
部屋はほしいです。年金だけで入れる住宅はないのでしょうか。

56 男性 65-69歳 一般高齢者
高齢者サービス（保健福祉）が増え続けていく中で特に介護施設の
現場で働くスタッフ、マンパワーの充実、待遇改善に充分配慮した施
策が重要でないかと考えます。

57 男性 65-69歳 一般高齢者
時間外、祝日等に急に具合悪くなっても地元で見てくれる病院がな
いことが不安です。

58 女性 70-74歳 一般高齢者
介護保険料金が高すぎる。掛け捨ての状態ですが一度も保険を使
用せず死亡する方もいる。それはどうなのでしょうか。

59 男性 75-79歳 一般高齢者
・店がないこと。
・交通の便が悪いこと。

60 男性 65-69歳 一般高齢者
現在、コロナ禍にあって、地域のボランティア活動が実施できない状
況が３月頃より続いており、現在も中止しています。活動方法につい
ての指針等があれば、ご指導をお願いします。

4


