
地区 性別 年齢 世帯構成 自由意見

中部 男 70歳代以上 夫婦のみ

商売上、各家庭を回りますが、お年寄りの方が良く話をかけてきます。約10分位は話に乗っています。どこの施設がいいだろうか？年

金も少ないし、7万円も出しては行けない等。食事にも連れていくことが出来ない等。時々声をかけてください等。寂しい人たちが多い

ようです。

中部 男 70歳代以上 夫婦のみ

現役生活が長かったので「福祉」に直面した思いがありません。福祉とは「形」としてどんなことなのか、あれもこれも分かるように表現

できればいいですね。これから益々重要なことになりますから、上すべりでなく弱きものが救われるような施策が望まれます。アンケー

トを十分生かしてください。

中部 男 60歳代 3世代同居

日頃から自由に集まって話せる場所、また気がねなく行き来ができる福祉活動の場所が必要ではないかと思います。市をはじめとし

た行政機関の自治会への指導が必要ではないでしょうか。税金を使わないでボランティアに参加できる活動を幅広く指導をされるよう

にできないかと思います。

地域福祉に関するアンケート　自由意見

アンケート調査の最後に、福祉に関して自由記述でご意見を書いていただきました。このご意見も「地域福祉計画・地域福

祉活動計画に反映させることに使用させていただきます。

※下表は抜粋して掲載しております。なお、ご意見の内容は原文のまま掲載しています。

中部 女 40歳代 ひとり暮らし

ボランティアには責任が発生しない場合が多いのでは…と思ってしまいます。中途半端な気持ちでボランティア活動に参加するより、

余力があれば自分の身内・知人と共に助け合っていきたいです。

中部 女 40歳代 2世代同居

非常に回答しづらいアンケートでした。支援が充実すれば利用者は助かると思う（うちも助けられたことあり）けど、それを悪用する人

もいるので、利用する人のモラルも問われると思います。また支援が充実していても、その情報を知る手段がなく本当に必要な人に届

いていないこともあり。手助けも人によってはお節介にとられる場合もあるし、そうは言ったものの本当は手助けしてほしい人もいるの

で、日頃のコミュニケーションや気付きが大事だと思います。

中部 女 40歳代 夫婦のみ

佐賀に住み始めたばかりで、地域の行事や福祉サービスや、病院にかかりたくてもそこの病院に行けば良い治療を受けられるかが、

まったく分からなくて困っています。私は難病を二つにも抱えているので、情報が欲しいです。

中部 女 30歳代 3世代同居

小さい子がいますので、その日常や経験の中から感じたこととして書かせていただきます。平日、週末ともにほぼ母親の私がメインで

子育てをしています。父親は仕事、週末は興味の時間にと、子どもを任せて遊んでもらうという時間はあまりありません。相談をしたく

ても疲れていたり、タイミングを計って言おうと思うと、なかなかその機会が取れず、悶々とストレスがたまります。相談の電話など、ほ

ほえみ館にも何度かしたことがありますが、やはり平日時間中でのこと。24時間いつでも誰かが耳を貸してくれるような機関があれ

ば、母親の心は救われるのにといつも思っていました。なかなか難しいでしょうか。

中部 男 60歳代 ひとり暮らし

自分の生活が安定していないのにボランティア活動等、考える余裕がなく、また地域の行事等参加するにも、経済的な気持ちの余裕

がなくては考えすらしないものです。私は一人暮らしの男性で69歳、炊事・洗濯・買物・家の周りの掃除全般・ゴミ出し等までこの先が

不安である。病院にも通っていて毎月多大の出費である。年金は少ないので、固定資産税、介護保険、健保、市県民税と支払ってい

ると、生活保護者の人より大変である。
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中部 女 50歳代 ひとり暮らし

特に今女一人暮らしで、経済的な面で不安があり、気軽に法的なことなどお聞きしたり相談できる機関なり、人が欲しいと思うことが多

いです。民生委員さん等はご近所さんだったりして、なかなか相談しづらいし、秘密保持という面でいまいち積極的に近づきにくいの

で、わがままのようですが、ここに相談してよかったと思えるような場所が欲しいと思います。

中部 女 30歳代 夫婦のみ

福祉に限らず、防災や教育など担当部署が横断（いくつもまたがって）いますが、大変かもしれないけれど連携をとってしっかり機能す

るように頑張ってください。

中部 女 40歳代 2世代同居

有償ボランティアの制度をもっと広げてほしい。民間の福祉サービスは高い。（病院通院のタクシー移動など）生活保護のケースワー

カーの数を増やし、不正をなくし保護から早く抜けられるようにしたい。働いていても保護以下の世帯の支援をしてほしい。高齢者の自

動車運転でかなり迷惑しています。早めに免許返納の啓蒙活動を広げてほしい。

中部 女 70歳代以上 夫婦のみ

私は後期高齢者です。今は二人とも元気で、自治会、その他地区で活動しています。今は年齢を感じない位です。しかし手助けが必

要となった時、入居する施設が少なく、入居出来ないと話をよく話を聞きます。普通に生活（金銭）している人が安心して入居できるよ

うなホームを増やしてほしい。核家族になっているので、遠くにいる子どもにはなかなか。

中部 男 70歳代以上 その他

自分たちの校区では今まで災害等に関して、話し合いがありません。佐賀市より自治会長を集合して、市のほうが話し合いの場所を

定めることと、話し合って住民に手助けさせるべきと思います。

中部 女 60歳代 2世代同居

これから高齢化社会になるので、地域福祉は大変重要な課題と思います。しか現実は高齢者を抱えて精神的にも肉体的にも余裕が

無い状態です。すぐに相談できる「おたっしゃ本舗」等を充実したらとても助かります。

中部 女 60歳代 3世代同居

私は家で車椅子での義母を見ています。デイサービスにも行ってもらっています。94歳になります。最後まで家で看取りたいと思って

います。それには在宅院がもっとあるといいと思います。家で過ごせるなら同居してる家族にも行政も教えて教えてほしいですね。私

たちも歳はとります。どうなることやら。

中部 男 70歳代以上 夫婦のみ 福祉がどこまでいっているのか分からない。福祉についてパンフレット等での周知をもっとしてもらいたい。

中部 女 50歳代 夫婦のみ

佐賀市で障がいのある方の不採用についてとても頭にきている。障がい者に優しいだのノーマライゼーションなど謳いながら、やって

いることは違う方向である。とても悲しいことであった。福祉に理解をというのはまず市役所の中からではないだろうか。

中部 女 50歳代 2世代同居

高齢者福祉は最近充実していると思う。それ以上に、若い人、幼い子どもたちへの福祉、支援、特に子育てをしている世代への支援

が重要だと思う。若い世代が夢を持って生きられなければ、社会の未来がないのでは？

中部 女 70歳代以上 2世代同居

一人暮らしや老いて、家事・買物など不便を感じている人が多いと思います。買物等、店が遠いとか固まっている年寄りの人のための

システム、考慮をしてほしい。シルバー人材センターの存在を知ってもらうための情報を流して欲しい。
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中部 未回答 40歳代 2世代同居

（どこからが福祉になるのか、こちらでは切り分けができないので書きますが）福祉の前段階としては、12歳までの子どもと高齢者の

医療費の補助、または免除にするなど、そして特定検診ではなく人間ドック受信料の補助など、財源は厳しいと思いますがもう少し手

厚くしていかないと、この地域にこれからもずっと住んでいたいとはなかなか思えないと思います。またいわゆる福祉という面では共働

きが増えている中、核家族も多く子どもを預けられる場所が必要です。学童に入れない場合は高額の預かり所にお願いしないとなら

ないので、もう少し学童に入りやすくしてほしい。何時間かのパート業務でも入れさせてほしいです。

中部 女 60歳代 夫婦のみ

在宅介護の場合は、サポーターの充実をお願いしたい。これから高齢者の一人暮らしも増えると思うが、できるだけ外にでかけられる

よう、公民館・分館などを開放して交流できる場所を増やしてほしいと思う。

中部 女 40歳代 3世代同居

子育てについてもう少し具体的な支援が欲しい。例えば公共交通機関が脆弱な佐賀市だからこそ、タクシー券の配布等。市役所で全

ての手続きができず、ほほえみ館で手続きをと言われましたが、妊婦や小さな子連れには（マイカーがない場合）移動も大変です。な

ぜ児童手当と医療証の手続きがひとつの場所でできないのか不思議です。3年前も意見しましたが、制度は何も変わらないようです。

マイカーを持っている生活が当たり前のようですね。

中部 男 20歳代 2世代同居

どの高齢者ももっと福祉サービスを受けることができるような仕組みがあれば…（分かりやすくまた面倒でないように）また保育園など

の休日保育が充実してくれれば助かると思います。（どうしても日曜・祝日が休みなので、仕事のときは困る）

中部 女 70歳代以上 その他

手足が不自由なので災害時に手助けをしてくれるホームの方に頼るしかないです。もう少し入所がしやすく、国の援助があれば安心

して生活できると思います。家族に負担が大きく、生活が大変みたいです。して生活できると思います。家族に負担が大きく、生活が大変みたいです。

中部 女 30歳代 2世代同居

児童虐待の早期発見、疑いの情報があっても至急対応してくれなかったりで、助けを求めている子どもがたくさんいると思います。24

時間体制で交代で勤務できる専門の職員を雇い、「昼間行ったが会えなかった」などで助けられないなどないようにしてほしい。障が

い者や高齢者の虐待も同様です。

中部 女 40歳代 夫婦のみ

介護保険の認定とまでいかない高齢者を対象にした機能回復、体操・体力のトレーニング等、より充実してほしい。（母の筋力回復の

ためいろいろ探しました。一般のジムは高額、移動手段が無い、運動の程度も強すぎ）特にPRに力を入れてほしい。公民館へ巡回し

て講座を開くなど。かかりつけ医からの勧めがあると、参加したくなりやすいと思います。（高齢者は自分からするとは言わないため）

相談窓口がショッピングセンターやスーパー、バスで行ける駅等、気軽にすぐ行ける場所にあると嬉しい。時間も長く。常設でなくても

期間限定でもいいと思います。相談したい人は本人だけでなく、面倒をみている若者（息子・娘）働いている人なので、仕事の時間外

で相談したいと思います。（災害の少ない佐賀はとても住みやすい所だと思っています。福祉の方面でもよりよい佐賀になるように期

待しています。よろしくお願いします。）

中部 女 50歳代 2世代同居

本当に手助けが必要になった時になかなか気軽に相談できない気がします。実際、高齢の両親が近くに住んでおり、仕事をやめて現

在お世話（病院・買物・料理など）をしています。寝たきりになっているわけではありませんが、何かと心配なことばかりです。私にとっ

て福祉の相談は敷居が高いです。

中部 女 20歳代 2世代同居

同年代同士や様々な年代の人が（自分が望めば）、気軽に交流できる場所や施設があると良いと思います。マンションでずっと育った

ため、隣の家ともあいさつのみ、地域にいたっては知り合いもおらず、最近寂しさを感じています。そのため、前述のように交流するた

めの場があると嬉しいです。また機会があればボランティアにも参加したいと考えていますが、何があるのかどこに情報があるのか、

いまいち分からずにいます。そういった情報を広く、積極的に発信してもらえると良いです。（すでにあるとしたら無知ですみません）
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中部 女 40歳代 2世代同居

赤ちゃんが生まれたばかりの母親にもっと支援をしてほしい。本人が気がつかないうちに、うつになっていることがある。また離乳食も

その時になって初めて困難さを感じる。しかしコミュニティセンターへ出かけていく余裕かない。赤ちゃんを連れ出すことは大変。例え

ば自宅に様子を見にくるついでに、離乳食の作り方を実際に指導しに来てくれるとありがたい。同様に自宅で介護をしている人も余裕

がない。料理方法のコツなどを自宅に来て教えてもらえると、精神的にも気晴らしになる。

中部 女 40歳代 3世代同居

ボランティア、地域の見守り等を積極的にしたいが、仕事のせいでなかなか協力できない。学校のPTAは役員になったりと積極的には

協力しているが、地域のものとなると全然できていない。問題を起こすような子どもが多い地区は、やはり声かけ・見守り等地域活動

が目に見えて行われていないような気がします。もっと仕事や経済面、精神的にも余裕ができれば協力していきたいと思っている。

中部 女 50歳代 夫婦のみ

医療関係に勤務していますが、福祉等に関するシステムについてあまり知らないという患者さんが多く、うまく利用できていないことが

多いように感じます。

中部 女 40歳代 2世代同居

子どもを保育園や児童クラブ等で見てもらうのではなく、親がしっかりと子育てできるように子育て世代の親の就労環境を整えるべき

だと思います。長時間勤務を少しでも改善できるような施策が必要だと思います。

中部 女 40歳代 2世代同居

発達障害を持つ子どもの親です。子どもが安心して学べる場が、成長するにつれ少ないように思います。大変だとは思いますが、少し

でも学べる場を増やしてもらえればと思います。よろしくお願いします。

中部 男 70歳代以上 3世代同居 災害時、避難及び手助けを依頼するときの連絡する福祉の連絡方法（電話等）。

中部 女 30歳代 2世代同居

今子育て中ですが、実家から戻り一人で家にこもり子どもを見ていくのはすごくストレスだと思いました。まだ子どもと二人で外に出ら

れなかったり大変だったりする中で、0ヵ月～3ヶ月の間で2～3時間でもいいので少しでも離れたいと思うことが度々あり、しかしそうい

う場所が見つけられず相当悩みました。今はそのストレスも軽減しましたが、子どもと二人引きこもっている母親はたくさんいると思い

ます。一時的に集まる場所ではなく、昼も夜もいつ来てもいいよ、という場所があればいいなと思います。

中部 女 60歳代 3世代同居

佐賀は特に災害が無いので、みんな人事みたいな感じがする。もっと災害情報を流し、佐賀でも大変なことが起きますよ、と個人個人

が意識を持つようにならなければと思う。

中部 女 20歳代 2世代同居

福祉についての取り組みが具体的に何をどうしているのか分からないので、もっと情報をいただけたらと思います。「佐賀市地域福祉

計画」についても理解している人としていない人様々だと思うので、現在の計画を紹介していただけると良かったと思います。このアン

ケートで福祉の今後がよりよいものになることを願っております。

中部 女 60歳代 3世代同居

認知症の親を施設に入所させているのですが、他の病気、怪我等で入院したり退所を迫られた場合、またその後の施設探し等の助

言や、実際に施設を紹介していただける相談窓口の充実をお願いします。いつも不安を抱えています。

中部 女 40歳代 2世代同居

子どもが産まれて何ヶ月かの頃、市の保健師さんが家庭訪問してくださいました。外に出ることがおっくうで、いろんな施設があると聞

いていてもでかけなかったので、人に相談する機会がなかなか出来ない時に話し相手になってくださったことを覚えています。私は資

格は全く持っていないのですが、そういう話し相手になるだけで役立てられるのであれば、役に立ちたいとは考えています。
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中部 女 60歳代 2世代同居

私のこれまでの市に対する気持ちですが、福祉等の市からの冊子等に記されている文面は遠いものだと感じています。これまで相談

に行ったことがありますが、ひとつも相談にはのってもらえませんでした。その時思いました。文面上だけの冊子だと（母子家庭の支

援）、福祉（今回）とは違うかも知れませんが、それで行政とは形だけだと、つくづく思いました。

中部 女 30歳代 2世代同居

自分が出来る福祉の活動があればぜひ参加したいですが、現在は子どもに手が必要なため、時間的に余裕が持てません。保育士の

資格はありますが、今は活かせず。託児などのボランティアなど、情報があればいいなあと思っています。

中部 女 50歳代 2世代同居

障がい者をもつ者としていろいろな面でお世話になりありがたく思っていますが、いろいろな病院等に車椅子が置いてあるところが増

えると、もっとどこにでも行くことができると思います。やはり車椅子を車に積んでいくのは大変なので、改善していただければありがた

いです。

中部 男 60歳代 3世代同居 福祉等の予算にも限りがあるので、地域でのボランティア団体の充実を図る。

中部 女 50歳代 2世代同居

福祉に関わる人々の給料を上げて、人数を増やして手助けできるようにしてほしい。ボランティアも良いがやはりプロ意識でやっても

らったほうが安心できるから。福祉の充実には職業として関わる人々を増やすことが一番安定すると思います。

中部 男 70歳代以上 夫婦のみ 介護予防の健康スポーツ推進。

現在の福祉内容を理解していないのでよくわからない。利用する頃にならないと関心がないというのが情けなく思います。資料もたくさ

中部 女 50歳代 2世代同居 んあると思いますが、ありすぎて理解しにくいような、どのようにどれから読んでいけばよいのか。一覧表になっていて市役所、病院を

どのように相談するのかが知りたいです。

中部 未回答 50歳代 夫婦のみ

高齢の母を介護している時、介護認定という意味も知らぬまま過ごしていました。ある一定の年齢に達したら健康状態など把握して、

アドバイスをもらえる公的な機関がほしいです。おたっしゃ本舗の存在も分かりますが、知っている人ばかりではないですし、文書を配

布するだけでは十分ではないと思います。大都市ではないので、心のこもった人間同士のふれあいの中から、情報がほしいです。最

悪テレビでもいいので。

中部 男 70歳代以上 夫婦のみ

私自身もそうですが、多くの人が福祉に関しての関心度や知識がとても低いと思われます。もっと勉強して関心を持ち、社会に貢献し

ていければと強く思います。福祉というものを知らなすぎるのでは。

中部 女 50歳代 夫婦のみ

障がいのある者と一緒に行動していると、中には偏見の目で見る人がいます。交流の場面が増えていくと理解が増えるのかと思いま

す。

中部 男 50歳代 夫婦のみ 国民年金内で入所できる施設が少ないと思う。

中部 女 70歳代以上 3世代同居

近所全体高齢者ばかりで、どうなっていくか不安。河掃除などあるが、出ないとお金をださないといけないので、代わりに若い人が居

るところはよいが、いないところはとても気の毒。もっと考えてほしい。

中部 男 20歳代 その他

障がいを持つ人、持たない人、子どもも大人も老人も、関わりを持ってどんな人なのか知る機会があれば、皆同じ人なのだと、異なる

のはいろんな個性や性格なんだと感じることができるはず。だから地域でも学校でも職場でも、いろんな人が交流できる機会をイベン

トに関わらず設けてほしい。
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中部 女 50歳代 2世代同居

母子家庭で子どもに発達障がいがあります。相談する窓口がもっと充実したら良いと思います。生活もしなければいけないため働か

なくてはいけないし、子どもの将来など不安なことが多いのでもっと相談できるところがあればと思います。

中部 女 20歳代 2世代同居

病院や買物に行く際、自分で車を運転できない人のための交通手段の充実。バスを小さくしてもっと個人のニーズに合った運行がで

きるようにしてほしい。介護・医療費の補助。子育て中、働けない家庭への補助や、保育施設の充実。

中部 女 50歳代 2世代同居

子どもが乳児だったころは乳母車を押したりする時、歩道の段差や歩道がないところを通るのは怖さを感じた。乳母車ごとは入れるト

イレも少なく外出しずらいと思ったが、今は親が歳を取り、道路を歩く時やはり歩道がないとか段差が少しあると、足がうまく運べない

ことで外出したがらない。歩道の整備をしてほしい。

中部 女 50歳代 2世代同居

障がい者の方や認知症の方の手助けを考える時にどうだろう、と思っても「いらぬお節介」と思われないか？と一歩踏み込めないでい

ることがあると思います。一目で分かるものや気にかけてもらえるようなものが目に付けば、出来る範囲で手助けが出来ると思いま

す。

中部 女 40歳代 2世代同居

4月に引っ越してきてまだ知らないことばかりだからとは思います。子どもが病気した時、タクシーで病院へ行ったり来たりしました。タ

クシー代も大変でした。割引とか聞いてくれると助かります。また子育ても、親戚も誰もいないため、息抜きするところがあまり見つける

ことができません。コンビニとかで割引とかきいてコーヒー一杯でも飲めないかなといつも思います。いろいろ愚痴っぽくなりすみませ

ん。幼稚園でもっと佐賀の遊ぶところ、食文化、歴史とか歌とか、どんどん教えてあげてほしいです。

中部 男 50歳代 3世代同居 障がい者の駐車場に一般の人が停められないようにしてもらいたいです。中部 男 50歳代 3世代同居 障がい者の駐車場に一般の人が停められないようにしてもらいたいです。

中部 男 60歳代 2世代同居

最近の災害は誰にでもどこでも起こりうる。そこで情報（災害情報、避難情報）等の伝達が重要。日頃の情報を伝える仕組みや避難訓

練が必要。近所も高齢者のみの世帯が多い。安否確認や災害時の安全の確保、避難などシステムの構築はされているのか。高齢者

が増えて、地域の行事の存続が危ぶまれている（人手と経済的なことも含めて）若い人への伝統や技術などの継承に行政は補助、助

成をしてほしい。

中部 女 50歳代 3世代同居

福祉に限ったことではありませんが、佐賀市においては（以前福岡市在住）移動手段が大変に不便です。バスの乗車料金の助成等

はありますが、通院等は高齢者が健康であっても家族のものが送迎の負担を強いられます。商業施設へも高齢者（免許返上した）が

自由に行けたり、佐賀市街に高齢者が集える、生きがいを持てる、中央老人センターのような施設、それに循環バス等、路線の見直

しをお願いしたいと思います。まだ私は運転ができますが、佐賀市においては車がないと生きがいも精神の健康も失うような気がしま

す。（福祉という点からはずれているかもしれませんが）小さいバスでもいいので本数を出して欲しい。

中部 女 70歳代以上 ひとり暮らし

病院へ5ヶ所行っています。医療費は一割で助かっていますが、その折のタクシー代が大変です。タクシー代の補助とか出来ないもの

でしょうか。

中部 男 50歳代 2世代同居

高齢者を対象とした配食サービスを希望します。特に民間の給食業者は土日・祝日・正月（年末年始）・お盆など休みになるので不便

で、年間を通して配食されるシステムがあると助かります。

中部 女 60歳代 2世代同居

アンケートに答えていたら問題点が浮かびあがってきました。自治会の役員等はひきうけていますが、いざ災害が起きたとき避難する

時にお願いが出来るほど深くの付き合いをしていないことに気づきました。家は97歳の義母を抱えていますし、私たちも65歳から高齢

者と言われるならあと少しで高齢者になります。老々介護と義母の避難が心配です。

中部 女 70歳代以上 ひとり暮らし 災害時の地区避難場所が遠いので不安に思います。身体障害者のため。
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中部 女 60歳代 2世代同居

年々高齢者が増加していく現状に、行政として本当に大変だと思います。日常生活の支援、見守り、医療の増大等々。そのために私

たちは元気なうちから、自分にあった運動をし、近所の方々とよく話しをして情報交換をし、よく笑うことが必要だと思います。元気な高

齢者は周囲にたくさんいらっしゃいます。

中部 男 70歳代以上 2世代同居

地域の子どもたちを守る、育てる活動がなされている組織・人は回覧等で見るが、具体的な行動・活動が見えない。PR不足なのか、

実活動がなされていないのか。どういう活動がどのようにされているのかをPRしてほしい。具体的な活動のアイディアはあるのかを知

りたいものです。

中部 男 40歳代 2世代同居 これからは高齢化社会が進む中で、独居老人等に対する備えが現状では無理があるのでは。民間会社に外注したらどうでしょう。

中部 男 40歳代 ひとり暮らし

現在高齢化社会になっており、介護保険だけにとどまらず、佐賀市独自の福祉サービスをどんどん作り上げ、高齢者が住みやすい街

づくりを行ってほしい。一般的な福祉施策だけでなく、細かなサービスにも佐賀市独自で取り組んでほしい。そのためにも行政だけで

なく、福祉事業者と連携をとり、他の地域からも見本となるような福祉の街づくりを行ってほしい。

中部 女 50歳代 2世代同居

デイサービスを受ける時下着・タオル等の預かりと洗濯のサービスもしていただけると助かる。離れたところに高齢の親二人で暮らし

ており、母が認知症でデイサービスを受けさせることになったが、行きたがらない上に父も母も洗濯はできなくなっており、家族は遠方

で行けない。ホームヘルパーは拒否が強く入れられず。デイサービスで入浴させてもらえるようになり良かったが、施設での洗濯サー

ビスもしてもらえるとありがたい。

中部 女 60歳代 2世代同居

先の広島水害等、夜間や避難場所まで遠い場合はどこに避難すればよいのか。一人暮らしの場合の避難の手段等、体制がどのよう

になっているのかがよく分からないため、自治体等で具体的なマニュアルを作って配布してほしい。

中部 女 70歳代以上 夫婦のみ 民生委員もおたっしゃ本舗も全然訪ねて来ません。

中部 女 50歳代 3世代同居

災害時、防災ラジオなどを持たない場合、地域公民館から放送してほしい。（避難訓練時、町の公民館放送は聞こえなかった）信号の

ない横断歩道の夜の明かりをもっと明るくしてほしい。

中部 男 60歳代 夫婦のみ 高齢になった時の交通手段の充実（免許返却時）田舎は特に交通の便が悪い。

中部 女 50歳代 2世代同居

介護に携わる人たちの待遇の改善。高齢化社会の中でこれからとても重要な仕事だと思います。賃金面などもっと良いほうへ考えて

ほしい。

中部 男 40歳代 3世代同居

両親共に高齢になり、今後の生活がとても不安です。自分自身での介護が困難（不可能）な場合、どのような選択肢があるのかも分

かりません。介護保険、介護休暇等の言葉はよく耳にしますが、果たして自分はどうすればよいのか、何ができるのか分かりません。

認知症気味の両親を抱え、常に不安な日々を過ごしています。

中部 女 60歳代 2世代同居

まず地域で助けあえるよう、支援が出来る者、手助けを必要とする者の意識を変えられる改革な啓蒙促進を、行政でもっと取り組んで

ほしい。

中部 女 30歳代 2世代同居

少しでも働きやすくするために、幼稚園でも小さい子の一時預かりなどができたら助かります。保育園より今は幼稚園のほうが先生の

目が行き届いているので、先生の人数を増やして、一時預かりをやってほしい。

中部 女 30歳代 3世代同居

介護ベッドを安く借りられるサービスがあり、とても有り難く感じた。購入するまでもなく、安価で利用できるサービスはこれからの高齢

化社会を支える一助となるのではないだろうか。
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中部 女 20歳代 3世代同居

福祉の制度の問題でもあるのでしょうが、介護を行っている方（家族等）の心のケア等も大切にしていただきたいと思います。役所の

机上の空論だけで、現場を見ない体制、または現場に来ても、表面だけを見て判断する姿勢を見直して欲しいと思います。福祉の問

題に悩んでいるのは本人だけではないんです。

中部 女 60歳代 夫婦のみ ふれあいサロンなどがなくなっていくのが（地域の事情で）とても残念です。

中部 女 30歳代 3世代同居

福祉制度を理解、または知らない老人がたくさんいる。一人暮らしの方で家族の助けがない等あれば、行政で福祉サービスを受けら

れるよう、手助けする制度がもっと充実すれば良いと思う。

中部 男 70歳代以上 夫婦のみ

平均寿命は女性が世界一、男性も4位で80歳を超えました。しかし健康寿命は女性が73歳台、男性が70歳で10～13年の差がありま

す。健康寿命を延ばすための取り組みをもっと積極的に進めてもらいたい。病気にならない、寝たきりにならないため、まだ元気な時

から「予防」のための教育、日常生活での実践項目の徹底、食事・運動・学習・指導など、あらゆる機会を計画的に造りだしてもらいた

い。幅が広すぎると思うが、「予防」が第一だと思う。

中部 男 60歳代 夫婦のみ

小学校の廃校が進んでおります。学校を老人施設として少人数で教室が空いているところを利用する。今の学校は学生以外の入校

を禁止じゃなくて、逆にどんどん入ってきてもらうことが大事である。学生は人の死を知り、老人は子ども達とおしゃべりをする。学校

（文部）・老人（厚生）？縦割りのやり方を正すべきである。公務員はもっと本気で改革すべきである。

中部 男 30歳代 2世代同居 社会（会社）などの理解がないと、休みを取りにくい体制を変えないといけないと思う。

中部 男 60歳代 兄弟姉妹のみ

多くの人は隣人との関係に無関心で面倒くさがりです。しかし突然目の前に困っていたり、助けを求める人がいれば、意外に手を差し

伸べてくれるものです。少なくとも面倒くさくない程度の近所付き合い、コミュニティがあれば、隣人との関係もスムーズにいくと思って

ます。どんな相談にも応じられ、またその時応じられなくても、相談に応じられる機関を紹介、連絡してもらえるようなコミュニティ、ソー

シャルワーカーなどの設置が必要かもしれません。（コンピュータによる相談も含む）

中部 男 70歳代以上 2世代同居

自治会長時代に地区の災害時にそなえる地図（浸水地、消火栓、ガス配管）地区内の高建築物等含めた災害マップを作成したが、現

在は誰もかえりみない状態である。佐賀市では校区、地区別にもっと指導して住民の防災意識の徹底指導をしてほしい。

中部 女 70歳代以上 ひとり暮らし このようなアンケートがあるということが特に安心感が沸きます。スピーディな策をお願いしたい。

中部 女 30歳代 2世代同居

以前近所のひとり暮らしのおばあちゃんが亡くなられていたみたいで、警察の方が来られていました。今までニュースなどでは見てい

ましたが、実際に近所でもこういったことがあるんだなと思い、何か自分ができることはなかったのかなと考えさせられました。子ども

がいじめにあった時のことが、今とても心配です。こういった高齢者や子どもの対策を考えていただけたらと思います。

中部 女 40歳代 3世代同居 市役所をバリアフリーにしてもらいたいです。

中部 男 20歳代 2世代同居

健康増進、介護福祉施設が佐賀県、各市町村にどれだけあるのか分からないので、新聞・広告・インターネットなどで情報提供してい

るのであれば、何を見ればいいのか教えてほしい。

中部 女 70歳代以上 2世代同居

子どもを預ける場所がたくさんあったら良いと思います。高齢者であっても元気で暮らしている人がたくさんいます。寝たきりにならな

いための工夫が必要だと思います。
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中部 男 40歳代 2世代同居

福祉の推進のためには行政の力だけでは限界があり、どうしても地域の協力が不可欠になると思います。そのためには社会全体が

福祉への理解と、推進のための体制整備に努めるべきだと考えます。

中部 男 30歳代 夫婦のみ

高齢化の進む中、介護の必要な人が増えているし、身体・精神的な障がいのある人の社会参加も以前よりは増えてきている中で、歩

道や施設の出入り口、店舗の出入り口や構造等のハード的なものも、周りの人の意識や考え方等のソフト的なものもバランスが取れ

ているとは思えない。現状のみが先に行って支える体制は不十分に思う。子どもに関しては注意できない親、先生が多すぎる。公共

の場での常識的な親としての立ち振る舞いが出来ない人や、子どもを注意された時の親の対応がおかしい。一番必要なのは子どもを

育てて考えることのできる親を育てることだと、最近は強く思う。

中部 女 50歳代 夫婦のみ

学校教育に対して、義務教育で子どもが不登校になってしまったら、どこに相談すればいいのだろうか？学校ですか？教師に相談し

ても、他人事としての返答しかもらえず、家庭で対応しなければならない。せめて学力の面だけでも保障してもらうような制度はないの

でしょうか？

中部 女 40歳代 2世代同居

まだ特別老人ホームが少なく、待機待ちが多いとテレビでも言っています。佐賀は農家や自営業が多いと思うし、国民年金では特老

に入るにも厳しいのが現実ですが、少しでも安く、子どもに負担が少なく入れるようなシステム化をしてほしいです。

南部 女 30歳代 3世代同居

高齢者の福祉用品（オムツなど）のサービス。福岡市はドラッグストアが定期的にオムツを届けるサービスがあるそうです。金額も一

割程度だそうです。佐賀市の場合、同居家族に納税者がいれば、サービスを受けられないと聞きます。オムツなどは切実なので、

サービスを拡充してほしい。

南部 女 70歳代以上 夫婦のみ 災害時避難する時、地震・水害によって場所は同じ所でしょうか？

南部 男 30歳代 3世代同居 障がい者福祉に関する助成金等、各種助成金について積極的な広報を行ってほしい。

南部 男 50歳代 3世代同居

高齢者や障がい者は健常者が思っている以上に不自由さを感じていらっしゃいます。どうか社会全体がこういう方たちが健全に生き

がいを持って暮らせる社会になるように願ってやみません。そのために消費税を福祉の充実に使っていただきたいと思います。

北部 女 20歳代 3世代同居 県立図書館はバリアーフリーになっていないので改善してほしい。歩道で車椅子で移動しにくいところがあるので、整備してほしい。

北部 女 50歳代 3世代同居

高齢者は人に迷惑をかけることを嫌うので、自然体で接してあげる方向で考えてほしい。また昔のような人間的な付き合いを周りの人

がするべきだと思う。

北部 男 40歳代 2世代同居

国と地方の財政が危機のためか、今までの公的サービスを地域での助け合い、ボランティア、NPO等の活動に比重を移しているよう

に思う。そのこと自体良いことだと思うので、スムーズに移行できるよう各方面に配慮して欲しい。福祉においても佐賀らしい特色を活

かしながら、福祉サービスが充実したものになればと思う。よろしくお願いします。

北部 男 70歳代以上 夫婦のみ 子どもに痛ましい事件が起こっています。全力で対処してもらいたい

北部 男 30歳代 2世代同居

金銭面、時間面で余裕がない方が大多数だと思う。ボランティア活動もやりたくてもできる余裕がない現実があります。地域で災害が

起きたときは正直ボランティア活動に参加したいと思いますが、会社の理解と金銭面を考えれば難しいと思います。もどかしい気持ち

を抱えた方が多いと思うので、参加しやすい社会作りを期待します。

北部 男 50歳代 2世代同居 建物の近くに障がい者駐車場を設置してほしい。障がい者のメリットを増やしてもらいたい。
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北部 男 40歳代 2世代同居

住民に聞くのも分かりますが、他府県の状況はどういうことをしているのか、把握しているのですか？良い事柄だと取り入れてみるの

もいいのでは？

北部 女 40歳代 2世代同居

災害の規模によりますが、仕事が出来る状態であれば職場近くの避難所にお世話になりたいと思います。近所の方や自治会長さん

も、身内がいる他の市町や県外に行かれるかも知れないし、責任感で残ってもらうくらいなら安心できるところにうつってほしいと思い

ます。

北部 女 70歳代以上 ひとり暮らし

一人暮らしであると緊急の時、自分で連絡できない場合があると思うと心配である。自治会役員や民生委員の方、大変でしょうが時折

にでも安否確認の電話をしていただければと思う。（私の場合、隣家に家族がいるので安心しています。）

北部 男 40歳代 2世代同居

地域の中の単身高齢者の方等、いわゆる情報弱者、交通弱者とされるような方への、例えば民生委員の方などの地域の方の役割は

大変重要だと思います。

北部 女 50歳代 3世代同居

民生委員さんや区長さんだけでは、物理的に個人宅を訪問するのに限度があるため、地域の班長さんレベルの範囲内での（10数軒）

担当者としてお願いし、何か問題はないか、半月に一度位の訪問をしてもらい、何かあれば民生委員へ報告する体制をとってはどう

でしょうか。

北部 女 30歳代 2世代同居

「福祉」、このアンケートからも感じることですが、高齢者などに手厚く、地域の公民館やコミュニティーセンターなどの活動なども、時間

も金銭的にも余裕のある世代に比重をおとしているように感じる。自分のことですが、小学校の長期休暇中の児童クラブを申し込んだ

ところ（夏休み前、初日一番に申し込みに行きました）、すでに10人以上町の状態。その後私立に申し込みましたが…共働きや親が近

くに住んでいない家庭には厳しい現状です。立派なハコモノを作るのなら、その中のシステムを見直してほしい。くに住んでいない家庭には厳しい現状です。立派なハコモノを作るのなら、その中のシステムを見直してほしい。

北部 女 40歳代 2世代同居

私は福祉施設（入所型）に長く勤めていますが、なかなか障がい者に対しての理解度は低いと感じています。ただし、地域が悪いので

はなく、施設自体が地域に溶け込もうとしていない体質にあります。お互いが行き来することで「虐待防止」にもなります。佐賀県のあ

らゆるサービス業の方は、10年前からしたら理解度は上昇していますが、ノーマライゼーションには至っていない状態です。ただ、行

政の方は施設の現状をどれだけ把握されているのかなと思います。「地域福祉」に必要なものは何なのでしょうか。教えてください。

北部 女 30歳代 2世代同居

福祉職に就いている者です。よく「自分がなってみないと分からない」と耳にします。自分もしくは家族に福祉の必要性が出た時に（は

じめて）制度やしくみを調べると言われます。自治会などでもっと積極的に福祉サービス、制度について広める事が出来れば、取り残

された高齢者が少なくなるのでは？もっと行政が高齢者を守って欲しい。

北部 男 60歳代 3世代同居 日頃の近所付き合いが大事。

北部 女 50歳代 3世代同居

福祉福祉といわれているけど、市に合併してわが町の社会福祉協議会のディサービスがなくなり、どれだけの高齢者の人が残念がっ

ておられたか・・・大和のディサービスはのこっているのに。先へ先へえはなく現在をどう継続して行くべきかをまず考えるのが良いの

ではと思う。独居老人の多い町にはそれなりの交通機関を配慮するのもひとつの考えだと思う。

北部 女 30歳代 3世代同居

歯科医院に勤務しています。お年寄りや子どもは病院にかかる機会が多いと感じています。私自身は独身で子どもはいないのです

が、せめて中学を卒業するまでは医療費の負担軽減を望みます。

北部 女 50歳代 夫婦のみ

山間地なので土砂災害が不安です。いつも雨量に対して気をつけています。まだ自分たちで動けますが、後数年後に人口も数も少な

くなった時、我々のような山の中まで福祉な届くのでしょうか。
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北部 女 60歳代 3世代同居 最近福祉についてもころころ変わりますので、その時その時変わったことなど知らせてもらいたい。

北部 男 60歳代 ひとり暮らし

過疎化が進む地域から何を言っても無駄だと思います。他の地域（神石町）が実施しているような熱意が感じられない。少数意見だの

予算問題など議論していては、いつまでも解決できない。その気があるならば、早速大幅な支援組織を立ち上げるべきだと考えてい

ます。

南部 女 30歳代 2世代同居

佐賀市に転入して間もないですが、健康診断の情報等が分かりにくく、受診できるのか等よく分かりません。他の市町村は個別に受

診票が送られてくるので、受診項目も確かめやすい。受ける受けないは個々の自由として、受ける権利があるのか知りたいです。（も

しかしたら佐賀に移住して間もないので自分の認識不足かもしれませんが）

南部 女 70歳代以上 2世代同居

50歳～60歳台の人々が身体がなまらないように、無理の無い程度でできるボランティアとか勉強会（成人学級・老人大学）等に引っ張

り出すリーダー養成。その人から出席するように声かけしてもらう。先日「介護勉強する人を数人出してもらえないでしょうか」、と頼ま

れ声かけしたところ、「それに行けばボランティアに出てくれとしつこく言われるから行かないほうが良い」と、自分だけでなく同年齢くら

いの人に言って行動しようとする人にブレーキをかける人がいて、びっくりしました。（その人は地方公務員退職者です。）勉強しましょ

うよとお世話係でもするくらいなくてはと私は思います。給料は税金から出ています。仕事の時だけ立派なことを言っても人はついてき

ません。介護勉強あと2ヶ月に一回ほど卒業生勉強会があっていますが、強制的なボランティア出動はありません。リーダーに立つべ

き公務員卒業生しっかりしてください、と私は言いたいです。

南部 女 60歳代 ひとり暮らし

近くの公民館など（歩いていけるところ）で認知症予防などで身体を動かすことや頭の体操など、講習会を開いてもらいたい。身体が

動く時に手伝いをして、動けなくなった時にその時の対価で使用する。

南部 女 60歳代 2世代同居

介護保険についての質問が無かったのですが、一つ疑問があり意見を書きます。保険の使用においてケアマネージャーさんの立場

がとても重要だと思います。サービスにおいてしてよいサービス、出来ないサービス、きっちり利用される方に説明の責任があると思

います。時にはお手伝いかのように扱われる方がいます。またサービスの枠いっぱいに使用するよう必要の無いサービスまで入れた

りと、ケアマネージャーさんの教育が必要だと思います。

南部 女 60歳代 2世代同居

積極的な福祉のあり方を模索していただければと思います。本当に福祉の助けが必要な人は、どのようにすれば福祉の助けが受け

られるのか具体的に知らない人が多いと思います。地域の中に深く根ざすべき民生委員の方々も現状は役目済まし程度ということも

多く、これでは意味がないのではないだろうかと感じることもあります。できればもっと報酬を増やして、職業としてきちんと働いてもら

わなければ、生保のお金なども結果的には必要な人にはいきわたらないのではないかと考えます。

南部 女 40歳代 2世代同居

市の乳幼児訪問（4ヶ月までの）を希望するにしましたが、電話があったのみで（留守電）その後連絡もなく、来られませんでした。私は

友達や家族に助けてもらいましたが、一人で頑張っている人もいますし、待っている人もいます。子どもの数が多いとも聞きましたが、

対応できるよう、もれが無いようしていただければと思います。

南部 女 60歳代 夫婦のみ

避難訓練を一度も経験したことがないので年に一度くらいはやっていただきたい。避難場所は知っていても地域の方々が同時に動く

と、どういう状態になるのか想像できない。

南部 女 70歳代以上 3世代同居

老人ホーム、デイケアーホームは多いが、障がい者ホームは少ないと思います。障がい者を安心して預けられる場所がもっともっと多

く必要だと思います。
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南部 女 60歳代 2世代同居

災害時に避難するにあたってのはっきりした説明書きが欲しいと思いました。公民館に集まってもいいけど、自分の家のほうが安全だ

と思うし、住民が学校に車で押し寄せても困るだろうし、大きな災害が起こっていないから大まかなことしか決められていないような気

がします。

南部 女 60歳代 夫婦のみ 問19に対して、自分の地区の避難場所より他の地区の避難場所が近い場合もあると思う。その時はどちらへ行けばいいものか迷う。

南部 女 70歳代以上 3世代同居 自身が高齢のため、これからの若者への負担が気になります。若い世代が積極的に取り組める福祉活動等あれば嬉しいです。

南部 未回答 30歳代 夫婦のみ 自身が高齢のため、これからの若者への負担が気になります。若い世代が積極的に取り組める福祉活動等あれば嬉しいです。

南部 未回答 30歳代 夫婦のみ

不正受給だけはないようにしてほしい。生活保護や母子手当て等。真面目に頑張っている人のためにも。本当に必要な人に必要な援

助が行われることを願います。
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