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はじめに 

 

『なごみの家』では、誰もが住み慣れた地域で、安心して自分らしい暮らしを続けられる

ことができるよう、「住まい・医療・介護・介護予防・生活支援」を地域で一体的に提供す

る地域共生社会実現に向け地域での活動を行ってきました。 

社会福祉協議会では今般の新型コロナウイルスの影響により、生活上の困りごとがあって

も声をあげることが出来ない方々がいると考えました。そして、その声を可能な限り把握す

るとともに適切な支援に繋げるために『なごみの家緊急困りごと調査』を実施しました。  

電話やアンケート調査によりお困り事があった方々には、支援に繋げる等実施しています。

皆様のご意見を集計、分析させていただき、今後の取組に反映していきたいと思います。 

ご協力いただきました皆様ありがとうございました。 

 

 

令和２年９月 

江戸川区社会福祉協議会  
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第１章 区民向け調査 

第１節 調査の概要 

１．調査の目的 

本調査は、区民の困りごとや意向を把握し、これらを適切な支援に繋げるとともに今

後の区政運営に反映させるための基礎資料とするものである。 

 

２．調査の方法 

（１）電話調査 

対 象 者  見守りキーホルダー登録者（5,134名） 

調査方法  電話での生活課題の聴き取り 

調査開始  令和２年４月１７日から５月３０日 

回 答 数  3,657件（回 答 率  71％） 

 

見守りキーホルダーとは… 

ご自宅や外出先での急変時や身元が分からず保護された時などに、救急隊や警察か

らの照会に応じて、身元やかかりつけ医などの情報をお知らせできるキーホルダー。

対象者は江戸川区に住所がある６５歳以上の方、障害者手帳などをお持ちの方。 

 

（２）郵送調査 

対 象 者  地域見守り名簿登載者（約 9,437名） 

※見守りキーホルダーとの重複対象者は除く 

調査方法  郵送での生活課題のアンケート調査 

調査開始  令和２年５月２２日から６月１９日 

回 答 数  4,165件（回 答 率  44％） 

 

地域見守り名簿とは… 

町会・自治会、なごみの家、区内消防署等が行う見守り支援を希望する方。対象者は

①65歳以上の熟年者激励手当を受けているひとり暮らしの方、②75歳以上の方のみで

構成される世帯の方、③身体障害者手帳の交付を受けているひとり暮らしの方で、肢

体、視覚および聴覚のいずれかに 1 級から 3 級までの障害がある方、④介護保険被保

険者であって、要介護 3 から 5 までの認定を受けているひとり暮らしの方、⑤①から

④のほか、区が名簿登載の要件を満たすと判断した方の名簿。 

 

（３）WEB調査 

対 象 者  指定なし 

調査方法  区ホームページ上でのフォーム入力形式 

調査開始  令和２年５月１日から６月１５日 

回 答 数  123件  
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３．回収結果 

（１）電話調査（見守りキーホルダー登録者） 

なごみの家圏域 対象者 回答数 

圏域 No 地域 人数 構成比％ 人数 回答率％ 

１ 北小岩 １２２ ２％ １２０ ９８％ 

２ 小岩 ７２５ １４％ ４５５ ６３％ 

３ 鹿骨 １，４６０ ２８％ ９４４ ６５％ 

４ 瑞江 ５８５ １１％ ４７１ ８１％ 

６ 松江北 ７１２ １４％ ４８３ ６８％ 

８ 一之江 １２８ ２％ １１０ ８６％ 

１２ 長島桑川 ５３１ １０％ ３６３ ６８％ 

１３ 葛西南部 ２４２ ５％ １８７ ７７％ 

１５ 小松川平井 ６２９ １２％ ５２５ ８３％ 

合計 ５，１３４ １００％ ３，６５７ ７１％ 

 

（２）郵送調査 

なごみの家圏域 対象者 回答数 

圏域 No 地域 人数 構成比％ 人数 構成比％ 

１ 北小岩 ６２１ ７％ ３０１ ４８％ 

２ 小岩 ２，００３ ２１％ ８９９ ４５％ 

３ 鹿骨 １，４３９ １５％ ６３６ ４４％ 

４ 瑞江 １，２３８ １３％ ５６５ ４６％ 

６ 松江北 １，３２９ １４％ ５３１ ４０％ 

８ 一之江 ６２７ ７％ ２６７ ４３％ 

１２ 長島桑川 ３７５ ４％ １６６ ４４％ 

１３ 葛西南部 ３１５ ３％ １２９ ４１％ 

１５ 小松川平井 １，４９０ １６％ ６７１ ４５％ 

合計 ９，４３７ １００％ ４，１６５ ４４％ 

※なごみの家未設置圏域：５篠崎、７松江南、９船堀、１０ニ之江、１１宇喜田・小島、１４葛西中央 

 

（３）WEB調査 

No 地域 人数 No 地域 人数 

１ 小松川 １５ ５ 東部 １６ 

２ 中央 ２１ ６ 鹿骨 １５ 

３ 小岩 ２５ ７ 不明 ２ 

４ 葛西 ２９ 合計 １２３ 
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第２節 回答者の属性 

（１）性別 

No 性別 回答数 ％ 

1 男性 2,479 31 

2 女性 5,268 66 

3 不明 198 3 

 合計 7,945 100 

 

◇回答は約７割が「女性」からの回答であった。 

 

 

 

 

 

 

（２）年代 

No 年齢 電話調査 郵送調査 WEB調査 回答数 ％ 

1 64歳以下 67 48 110 225 3 

2 65歳以上 538 58 11 607 8 

3 75歳以上 3,050 3,974 2 7,026 88 

4 不明 2 85 0 87 1 

 合計 3,657 4,165 123 7,945 100 

 

◇「見守りキーホルダー」「地域見守り名簿」の登録者は 75歳以上の割合が高いため、回

答も 75歳以上からの回答が約 9割を占めている。ＷＥＢ調査だけを見ると、64歳以下の

回答が多い結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性

30%

女性

68%

不明

2%

64歳以下

3% 65歳以上

8%

75歳以上

88%

不明

1%

64歳以下

89%

65歳以上

9%

75歳以上

2%

【全体】 【ＷＥＢ調査】 
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第３節 調査結果の要約  

①自身の生活の変化について 

緊急事態宣言後、自身の生活が変わったからどうか聞いたところ「変わった」（39％）と

回答したのは約 4割であった。 

 

②『生活』についての困りごと【あり：1,614名（20％） なし：5,719名（72％）】 

「買い物など家事に支障が出ている」（44％）が 4割半ばと最も高く、外出自粛要請が日

常生活に大きな影響を与えていることがわかった。次いで、「家族のことが心配」（30％）

が 3割を占め、感染の拡大に強く不安を感じている様子が伺えた。 

 

③『健康』についての困りごと【あり：2,091名（26％） なし：5,221名（66％）】 

「漠然と不安がある」（42％）が 4割強と最も高く、いつ収束するのか見えない現状に不

安を感じている様子がみられた。次いで、「病院のこと」（31％）として通院や予定してい

た検査・手術の日程を延期せざるを得ないといった事態に陥っているとの意見があった。 

 

④『介護』についての困りごと【あり：569名（7％） なし：6,065名（76％）】 

「介護サービスの利用に変化があった」（59％）が 6割弱と最も高く、感染予防の観点か

らサービスが休止となる、または感染の不安から自主的にサービス利用を自粛する方が

多くいることがわかった。次いで、「介護の負担が増えた」（19％）が 2 割弱となってお

り、家族のサービス利用状況が変化したことによって、その影響を受けている家族がい

ることがわかった。 

 

⑤『江戸川区の情報』について 

江戸川区の情報の入手先としては「広報えどがわ」（45％）、「防災無線」（19％）、「区ＨＰ」

（6％）と行政から発信する情報手段は「広報えどがわ」が最も高かった。一方で「情報

不足で不安」（4％）は 1 割を満たさず、情報の入手が困難な世帯は少ないことがわかっ

た。 

 

⑥外出自粛の要請に対する対応について 

「不要不急の外出を避け、生活上必要な買い物や医療機関への受診のみしている」（80％）、

「一切外出しない」（6％）とあわせて 9 割弱となっており、多くの方が感染予防のため

に不要な外出を控える行動をとっていることが分かった。 

 

⑦自身が取り組まれている感染対策について 

「手洗い・消毒」（88％）、「マスクの着用」（87％）と多くの方が積極的に感染予防の対策

を講じていることがわかった。 
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第４節 調査結果 

１．自身の生活の変化について 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 普段と変わらない 4,570 58 

2 変わった 3,103 39 

3 無回答 272 3 

 合計 7,945 100 

 

◇「変わった」（39％）の回答が全体の4割を占め

ており、新型コロナウイルスの影響で日常生活

に何らかの変化が生じている世帯が一定数ある

ことがわかる。 

 

 

 

 

２．現在の困りごとについて 

（１）生活について（複数選択可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 買物など家事に支障

が出ている 

704 44 

2 家族のことが心配 477 30 

3 経済的な不安 384 24 

4 不安を分かち合える

人がいない 

290 18 

5 その他 240 15 

6 相談先がわからない 224 14 

 合計 2,319  

 

◇「買い物など家事に支障が出ている」（44％）

の回答が 4 割半ばあり、日用品の購入時など、

店舗の激しい混雑に感染への不安を強く感じて

いるとの意見、自身や家族の感染が不安との意

見が多かった。 

◇外出自粛が長期間にわたっていること、それにより他者とのコミュニケーションが不足

することがストレスを感じる原因となっている様子が伺えた。  

普段と変わらない

58%

変わった

39%

無回答

3%

0 200 400 600 800

買物など家事に

支障が出ている

家族のことが心配

経済的な不安

不安を分かち合える

人がいない

その他

相談先がわからない
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（２）健康について（複数選択可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 漠然と不安がある 888 42 

2 病院のこと 650 31 

3 精神的な不安 528 25 

4 その他 503 24 

5 どこに相談したらよ

いか分からない 

195 9 

 合計 2,764  

 

◇「漠然と不安がある」（42％）の回答が全体の

4 割強を占めており、感染や事態がいつ収束

するのか分からない現状に不安を感じている

様子がみられた。 

◇「病院のこと」（31％）の回答が 3割あり、定期通院や予定していた検査・手術の日程を

延期せざるを得ないといった事態に陥っていることからくる不安を抱えている様子がわ

かる。 

 

（３）介護について（複数選択可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 介護サービスの利用

に変化があった 

338 59 

2 介護の負担が増えた 109 19 

3 介護のストレスが増

えた 

102 18 

4 その他 76 13 

 合計 625  

 

◇「介護サービスの利用に変化があった」

（59％）の回答が全体の6割弱を占めており、

サービスの提供が停止された世帯や、自主的に

サービスの利用を取りやめるといった対応をし

ている世帯があることがわかった。 

◇介護サービスの利用が減ることでその家族の負

担が増えているとの回答が見られた。 

  

0 100 200 300 400

介護サービスの利用に

変化があった

介護の負担が

増えた

介護のストレスが

増えた

その他

0 200 400 600 800 1000

漠然と不安がある

病院のこと

精神的な不安

その他

どこに相談したら

よいか分からない
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（４）江戸川区の情報について（複数選択可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 広報えどがわ 3,574 45 

2 家族・知人 1,805 23 

3 その他 1,585 20 

4 防災無線 1,529 19 

5 区のＨＰ 456 6 

6 情報不足で不安 357 4 

7 ＦＭえどがわ 116 1 

 合計 9,422  

 

◇「広報えどがわ」（45％）回答が 4 割半ばあ

り、自ら情報を得ている人の中では、広報え

どがわを活用していることがわかった。 

◇「情報不足で不安」（4％）との選択者は 1 割

に満たない結果となっており、多くの方が何

らかの手段で情報の取得ができていることが

わかった。 

 

 

３．外出自粛の要請に対する対応について 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 不要不急の外出を避

け、生活上必要な買

い物や医療機関への

受診のみしている 

6,333 80 

2 普段と変わらない 772 10 

3 一切外出しない 497 6 

4 不明 343 4 

 合計 7,945 100 

 

◇「不要不急の外出を避け、生活上必要な買い物

や医療機関への受診のみしている」（80％）の

回答が全体の8割を占めており、外出自粛要請

を守りつつ感染予防に取り組んでいる世帯が最

も多いことがわかった。 

  

0 1000 2000 3000 4000

広報えどがわ

家族・知人

その他

防災無線

区のＨＰ

情報不足で不安

ＦＭえどがわ

不要不急の外出を避

け、生活上必要な買

い物や医療機関への

受診のみしている

80%

普段と変

わらない

10%

一切外出

しない

6%

不明

4%
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４．自身が取り組まれている感染対策について（複数選択可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 手洗い・消毒 7,017 88 

2 マスク着用 6,895 87 

3 ウォーキング 2,726 34 

4 体操 1,873 24 

5 その他 393 5 

 合計 18,904  

 

◇「手洗い・消毒」（88％）、「マスクの着用」

（87％）はどちらも9割弱に達しており、多く

の方が自主的に感染予防に取り組んでいること

がわかる。 

◇また、「ウォーキング」（34％）、「体操」

（24％）といった体を動かすことで健康を維持

しようとする前向きな回答も一定数確認され

た。 

  

0 2000 4000 6000 8000

手洗い・消毒

マスク着用

ウォーキング

体操

その他
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第５節 自由記述 

多くの困りごとや区政に対するご意見・ご要望をいただいた。内容により分類するととも

に、解決策や今後の課題を示していく。 

同一主旨のご意見・ご要望や、個人が特定されてしまう記述等を除いたうえで、代表的な

ものを掲載している。 

 

○意見の分類 

生活 

・外出自粛  ・活動自粛  ・家族・近隣の支援  ・将来への不安 

・人との交流が不足  ・買い物・物資  ・自主的な気分転換 

・経済的な不安  ・子育て          

健康 
・通院の不安  ・運動不足  ・健康の不安  ・自主的な運動 

・持病の不安  ・感染の不安  ・感染予防 

介護 ・介護サービスの利用減少、利用自粛   ・介護の負担 

情報 ・防災無線  ・情報源  ・求められている情報    

その他 ・区政全般  ・変わらず生活を送っている 

 

『生活』について                               

【外出自粛に関する意見  ６０１件】                                                                       

■毎日何もすることがない、外出ができずにストレスを感じる 

■区の施設を利用できなくなった 

■買い物等、最低限の外出以外はしない 

■人混みを避けている 

■取り組んでいた趣味や活動ができなくなりストレスを感じる 

■自宅で活動をするには限界がある 

 

【活動自粛に関する意見  ３３０件】                            

■リズム運動が無くストレスとなっている 

■町会活動が無くなった 

■趣味・サークルの活動が休みになった 

■ラジオ体操が休みになった 

■なごみの家が再開してほしい 

■くすのきカルチャー教室が休みになった 

■くつろぎの家が閉まっている 

■人生大学に行っていない 

■ボランティア活動を再開したい 

■普段の活動ができずに生活リズムが狂う 

■運動機会が減り不安を感じる、足腰が弱くなった 
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【家族・近隣の支援に関する意見  ２１６件】                   

■子どもが定期的に訪問してくれている。家族がいると安心感がある。 

■家族に家事や買い物、料理を手伝ってもらっている。 

■幼稚園が休園になった孫の面倒を見ている。 

■友人、隣人と電話やメールで励まし合い元気を得ている。 

 

【将来への不安に関する意見  １８２件】                     

■仕事がなくなった。仕事を休んでいる。 

■詐欺の電話増えた。変な電話増えた。 

■学校が早く始まったらよいと思う。 

■一人暮らしのため生活に不安がある。漠然と不安がある。話し相手がいない。 

■病気、障害があるため生活に不安がある。家族が病気のため不安がある。 

■早く普通の生活に戻りたい。 

 

【人との交流不足に関する意見  １７２件】                    

■人（家族、知人）と会うことや会話することが無くつまらない、寂しい 

■知人を家に招くことが無くなった 

■直接会うことができないため、電話をしている 

■一人暮らしのため、人と話せずもやもやする 

 

【買い物時に関する意見  １４３件】                       

■買い物時に２ｍ間隔をあけるのは難しい 

■買い物は人が少ない時間を狙ってでかけている 

■家族に買い物を依頼している 

■スーパーでの買い物は混雑が怖くて行くことができない 

■買い物に行く回数を減らしている 

■人混みを避けるため、生協などの宅配サービスを利用している 

 

【物資に関する意見  １２１件】                         

■アルコール消毒液が欲しい 

■マスクが足りない、無くなったらと考えると不安 

■マスクを手作りしている、マスクを作成し配ることで喜んでもらえた 

■マスクを作りたいから型紙が欲しい 

■国のマスクが届かない 

■市販のマスクが高い、出費がかさむ 

■町会からマスクの支給があった 
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【自主的な気分転換に関する意見  ７９件】                            

■自宅で塗り絵や脳トレをしている 

■ＴＶを見て体操している 

■庭木の手入れが気晴らしになる 

■普段できない家事に取り組んでいる 

■家族や知人と電話で話すことで気分転換している 

■室内でできる趣味、活動に取り組んでいる 

 

【経済的な不安に関する意見  ５１件】                      

■収入が減少し本当に生活が苦しい 

■コロナの影響で解雇になった、仕事が減ってしまった 

■求職中であるが、求人数が少なくて見つからない 

■生計中心者が休職しているため補償をしてもらわないと生活できない 

■会社の対応にも不安 

■働けていないうえに、母子家庭のため生活が苦しい 

■依頼した住宅確保給付金申請書が届かないため不安 

■子どもが休校のため食費の支出が増えた 

■各種制度に申し込みをしたいがパソコンが使えないので困っている 

■収入が減ったため、子どもの教育費の捻出に支障が出そう 

■求職活動をしているが、うまくいかない 

■最低限の生活の保障をしてほしい、経済的な支援をもっとしてほしい 

■「自粛」を訴えるだけでなく、補償をしっかりとしてほしい 

■自宅にいる時間が増えて、支出が増えている 

■特別定額給付金の支給があったとしても来月には破綻してしまう 

■来月の家賃を払ったら、食料を買うお金がなくなる 

■基礎疾患があるため、自主的に欠勤している 

■子ども手当受給世帯に金額上乗せがありますが、高校生の子がいる世帯への支援を検

討してほしい 

 

【子育てに関する意見  ３２件】                         

■障がいを持つ子どもがいて、お互いストレスでぶつかる事が増えた 

■子どもの保育園が登園自粛になった為に仕事を休んでいる 

■休校休園により障がい児である子の育児をする時間が増え、精神的にも体力的にもか

なり疲労を感じている 

■テレワークと子育ての両立は難しい 

■子どもが自宅外で安全に過ごせるように校庭開放などの環境整備をしてもらいたい 

■子育てと仕事に追われて心身ともに疲弊している 

■子どもが休校休園となったが、サポートしてくれる親族が近くにいないため今の生活
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を続けることはとても困難に感じる 

■学校から出された課題があるため、結構な時間子どもの勉強をみることになった 

■子どもの学習面が心配 

■幼稚園の休園中に月謝を支払うことに不満がある 

■癇癪やパニックを頻繁に起こす子どもに優しくできない時がある 

■子どもがずっと家にいて、ストレスが溜まっている 

■少しでも外で遊んでほしいと思うが、子どもなりに今の状況を理解しているのか外に

は出たがらない 

■母子家庭のため、自分や子が感染したらどうしようかと不安になる 

■子どもはマスクの着用やソーシャルディスタンスは理解できない 

■育成室でもオンライン療育を開始してほしい 

■子どもとずっと騒音を気にしながら家にいると、いつか虐待してしまうのではと不安

になる 

■保育園での食事が食べられなくなったため、栄養バランスが心配 

 

 

〇意見からわかること 

感染拡大による外出自粛要請により、日常の様々な行動が制限され、これまで当たり前で

あったことが大きく変わってしまう現状に大きなストレスを感じていることがわかる。行動

の制限により、人と会う機会の減少、会話する事が少なくなるといった弊害がある。さらに、

外出自粛のもとでも、生活必需品の買い出しなどは欠かすことができないため、スーパーマ

ーケットでの混雑に感染不安を感じてしまうといった現状がある。 

 経済的には、収入が減った、職を失ったなど大きな影響があった。その状況下で、在宅勤

務、学校の休校などで家にいる時間が増えたため生活費の支出増、とりわけ食費の支出増が

あった。 

 その一方で、外出自粛期間中だから普段できないこと、清掃や庭の手入れ、家でできる趣

味活動などで時間を費やしているという意見があった。マスク需要が高まり、品薄であり困

った人もいたが、マスクを手作りし、配っているという互助の取り組みも把握された。 

常に感染予防を意識しながらの生活や、テレビ等で報道されている新しい生活様式に慣れ

るには時間を要することがわかった。 

 

〇今後の課題 

▽今後重要となるのは、感染防止に留意した新しい生活様式に基づいた生活である。それに

は、ソーシャルディスタンスを守ったうえでの新しい活動の仕方や他者との接触方法の模

索が必要である。 

▽外出自粛を限りなく続けていくことは非現実的であり、それよりも感染予防策を徹底した

うえでの集いの場の運営を考えなければならない。 

▽これまで行ってきた活動が制限されるのであれば、替わりになる活動や自宅でできる活動
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の模索が必要と考えられる。 

▽普段からできることとして、感染予防に関する物資の備蓄の推奨、生産業者との連携、手

作りマスクの活用等を考えていかなければならない。 

▽生活必需品の購入時に店舗の混雑で感染のリスクが生まれることに対しては、混雑緩和時

間での利用の促しや、感染のリスク軽減の対策を徹底することで、安心して利用ができる

ような環境を整えていくことが考えられる。 

▽子育て世代の親の精神的負担を軽減できるような支援の検討、子どもが安全に遊べる環境

の模索が必要である。 

▽経済的な支援の充実、各種支払いの猶予措置の検討が必要となっている。 

 

 

『健康』について                               

【通院に関する意見  ２１７件】                         

■病院へ気軽に行けなくなった、病院は感染が怖くて行けない 

■通院を避けるため、処方箋を郵送してもらった 

■薬は多めにもらい、通院を控えている 

■家族・知人に薬の受け取りを依頼した 

■通院をやめ、電話受診を行っている 

■病院が混雑防止のため電話予約制になった 

■通院先を総合病院から小さな病院へ切り替えた 

■病院で予定していた手術、検査が延期となった 

■予定していた受診を延期した、定期受診の回数を減らした 

 

【運動不足に関する意見  １７８件】                       

■運動不足だと感じる、体力が低下した、足腰が弱ることが心配 

■介護サービスの利用を休止しているため運動不足になった、フレイルが心配 

■散歩を控えているため歩けなくなることが心配 

■早くにこにこ教室を再開してほしい、体操に参加している頃よりやせてしまった 

■運動不足で足がつる、足が重くなった、転倒した 

■運動機会が減ることで体調不良となった、持病が悪化することが心配 

■運動ができずストレス発散できない 

 

【健康に関する意見  １５７件】                          

■家族の健康が不安 

■食欲が無くなった、体調が悪いと感じる 

■家族が発熱したため、病院を受診しようと考えているが不安 

■自律神経が乱れている、精神的なストレスがある 

■忘れっぽくなったと感じる 
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■不安で眠れなくなることがある、うつ病があり気分が沈んでいる 

■軽い微熱があり病院へ電話したら、保健所へ相談するように言われた 

■体調不良のため検査をしたが、コロナウイルスではなかった 

■咳が出ると不安になる、体温が高くなると不安になる 

■ストレスで体調不良になった 

■体調不良を感じたらすぐに病院へ行っている 

■息苦しさを感じることがあり不安 

■改善してきている足の痛みの悪化が心配 

■食事などで体調を整えるよう心がけている 

 

【自主的な運動に関する意見  １５４件】                     

■自主的に運動をしている（階段昇降、バランスボール、散歩、ラジオ体操、ストレッチ、

縄跳び） 

■江戸川ＣＡＴＶでリズム体操を見ている 

■テレビを見て早口言葉をしている 

■なごみの家で教わった体操やストレッチを行っている 

 

【持病に関する意見  １２８件】                          

■喘息があるため特に注意をしている 

■認知症の悪化が心配 

■持病があるため感染が心配、外出は控えている 

■喘息なのかコロナに感染したのか不安になることがある 

 

【感染に関する意見  １２１件】                         

■家族が感染しないか不安 

■スーパーなど人が密集する所での対策がされているのか不安 

■パチンコ店が営業していることが不快 

■人混みを避け、他者と接触しないように注意している 

■いつ感染するかと不安になっている 

■著名人が亡くなったことで不安になった 

■いつまで続くのか不安、早く事態が収束してほしい 

■外を散歩している人が増えたため用心している 

■咳をしている人を見ると不安になる 

■独居生活のため発熱時の不安がある 

■神経質になってしまう、眠れないことがある 

 

【感染予防に関する意見  １００件】                       

■三密状態にならないよう注意している 
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■家のドアノブやスイッチを消毒している 

■花粉用の眼鏡をしている 

■外出しないようにしている 

■毎日体温を計っている 

■家の中でもマスクをするようにしている 

■手洗いや消毒に気を付けている 

■手袋を使用している 

■換気をしている 

■出かける際は消毒液を持ち歩いている 

■エレベーターのボタンなどは怖いので触らないようにしている 

■消毒液を自身で作っている 

■自身や家族の健康状態をまめにチェックしている 

■規則正しい生活をする 

■外出時はソーシャルディスタンスを意識している 

■人との接触頻度を少なくするようにしている 

■マスクの外し方に注意をしている 

■公共交通機関の利用を控えている 

■首から上に触らないよう心掛けている 

■感染予防の注意点を家族と話し合っている 

 

 

〇意見からわかること 

健康面に関しては、外出自粛の影響によりこれまで行っていた運動ができなくなり体力の

低下、ＡＤＬ（日常生活動作）の低下でできなくなることがでてくる不安が大きいことがわ

かった。これに対し、ご自身で運動不足を解消するために人が少ない時間帯にウォーキング

をする、家の中で運動をするなどを心掛けている方々もいた。運動といわないまでもストレ

ッチや脳トレなど工夫されて取り組まれている方々もいた。 

感染に関しては、特に持病がある方々は不安感が強く心配する声が多くあった。通院が必

要であるものの、感染の不安から自粛する、処方箋を郵送でもらうなど利用の変化が把握さ

れた。 

感染しないために自主的に予防対策をされている方々も多く、改めて感染不安が大きいこ

とがわかった。 

 

〇今後の課題 

▽運動機能の低下を防ぐことを目的に、自宅での運動、脳トレなど自宅でできるプログラム

の提案をしていくことが考えられる。 

▽医療機関利用に関する不安を解消するための相談受付を設けることで、持病の悪化を防ぐ

こと、健康面の不安を抱える方への支援を行っていくことが考えられる。事前予約や電話
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診療を行っている医療機関もあるため、そういった情報を周知していけるとよい。 

▽感染予防についての情報を広く周知していくことが必要であり、それにより安心して生活

ができる環境を整えていく。 

 

 

『介護』について                               

【介護サービスに関する意見 １４４件】                      

■デイサービスを減らしたため運動不足、身体機能低下した 

■デイケアに行けていない 

■今後デイサービスが休止になることが不安 

■デイサービスやショートステイが休止になった 

■ヘルパー、訪問リハビリが休止になった 

■ヘルパーが来なくなり入浴できていない 

■リハビリに行けないので自宅で工夫している 

■一人での入浴が心配、転倒の恐れがある 

■ヘルパーの回数が減り買い物に支障がでている 

■施設入所が延期になってしまった 

■感染が不安のため、自主的に介護サービスの利用を休止した 

■デイサービスの利用を申し込んだが、コロナの影響で延期となった 

■サービスを自粛しているため体調の悪化が心配 

 

【介護に関する意見  ２２件】                          

■家族の介護が負担になっている、ストレスになっている 

■介護が必要な家族がいるため、自身が感染したらという不安がある 

■サービスが休止となり、入浴を介助することが負担になっている 

 

 

〇意見からわかること 

 介護サービスについて、本調査においては在宅生活をしている方々が主であり、デイサー

ビス利用者が多かった。平常時は人との関りが多く持たれる場であるため、ご自身や家族で

利用自粛をされる方々も多くいた。当然のことであるが、その一方で家族の介護負担が増し

たことは否めない。 

 

○今後の課題 

▽デイサービスやホームヘルプサービスのような在宅介護サービスにおいては、ソーシャル

ディスタンスを保つ、三密を防ぐなどは難しい。 

▽介護サービスの状況変化による家族介護の負担が課題である。 
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『情報』について                               

【防災無線に関する意見  ２５９件】                       

■防災無線が反響してよく聞こえない 

■防災無線をもっと聞きやすくしてほしい 

 

【情報源に関する意見  １６２件】                        

■インターネットを活用している  

■町会、自治会の回覧板をみている 

■テレビやラジオが情報源となっている 

■テレビのニュースを注視している 

■ケアマネジャーから情報を得ている 

■デイサービスへ行った際に情報を得ている 

■地域新聞を見ている 

■江戸川メールニュースを見ている 

■SNSで情報を得ている 

■区からの情報は見ていない 

 

【情報に関する意見  ６５件】                          

■区内の感染者情報について地区などの詳細が知りたい 

■区内感染者について詳しい事が公表されないので心配 

■区の情報を広く知らせてほしい 

■「不要不急」について、何が良くて何が悪いのかわからない 

 

 

〇意見からわかること 

 情報については、今回の困りごと調査に限らず、災害時においても意見としてあげられる

ものであった。本調査は特に熟年者が中心だったこともあり、情報伝達方法についてはイン

ターネット、SNSなど容易に情報収集できる方法に関しては少数意見である。情報伝達方法に

ついては検討すべき項目と考えられる。 

 

〇今後の課題 

▽情報伝達方法について、町会の班編成の中で出来ることなど新たな地域の取り組みをして

いく必要がある。併せて、熟年者の方々をはじめとした災害時に要援護者になる可能性の

高い方々への情報伝達方法について早急に検討が必要となる。 
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『その他』について                              

【区政全般に関する意見  １６４件】                       

■江戸川区は取り組みが迅速で、安心して暮らせている。 

■区の職員の方、お忙しいとは思いますが頑張ってほしい。 

■江戸川区の対応は他の区より迅速だと思っている。 

■必要な手続きが役所に行かなくてもできるようにしてほしい。 

■給付金の支給をスムーズに対応してほしい。 

■何かあってもなごみの家があるから安心している。 

■困りごと調査の電話をもらえてありがたかった。見守りに感謝している。 

■見守りキーホルダーがあると心強く感じる。 

■困りごと調査を機になごみの家のことを知った。 

■現在は困っていないが、頼れる場所（なごみの家）があることを知ってよかった。 

 

【普段の生活に関する意見  １１９件】                      

■自立しており、不安はない。 

■忙しく過ごしているため、以前と変わりはない。 

■神経質にならないように普通に生活している。 

■元々あまり外出しないので特段の変化なし。 

■日課の散歩を継続している。 

■普段通り電車やバスを利用している。 

■感染に気をつけながら仕事をしている。 

■コロナの環境にあわせて生活を工夫している。 

■外出しない生活に慣れた。 

■規則正しい生活を心がけている。 

 

 

〇意見からわかること 

江戸川区は全国に先駆けて、ドライブスルー方式の PCR 検査センターの立ち上げ、軽症者

を受け入れる民間ホテルの借り上げ等、迅速に対応した。また、区独自の支援策なども展開

しており、一定の評価を受けていることがうかがえる。一方で給付金事務を含めたコロナに

関連する対応を速やかに行ってほしいとの声もあった。 

なごみの家からの声かけ、見守りキーホルダーによる見守りに感謝を述べる意見があり、

不安を軽減するきっかけになっていることが伺えた。 

 

〇今後の課題 

▽引き続き、感染拡大に対する取り組みを継続していくとともに、第二波を見据えた備えを

行っていくことが必要となる。さらには感染収束後の新しい生活様式についても区が率先

して示していくことが求められる。 



19 

 

▽今回の感染症の広がり、生活様式の変化にともなう不安の拡大が懸念される。困りごと調

査をきっかけとした声かけによってわずかでも地域の不安を払拭できたと考え、今後も困

っている方への支援を絶やさないような取り組みが求められる。 
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第６節 個別対応事例 

1. 個別対応相談に繋がった件数 

電話調査・・32件 

郵送調査・・95件   計 127件 

 

２.相談属性と相談件数（重複あり） 

生活・・115件 介護・・26件  

健康・・32件  その他・・8件   計 181件 

 

３.各なごみの家別の相談件数 

北小岩・・ 9件 小岩・・  50件 

鹿骨・・  2件 瑞江・・  10件 

松江北・・ 37件 一之江・・ 3件 

長島桑川・・1件 葛西南部・・0件 

小松川平井・15件     計 127件 

 

４.主なつなぎ先・紹介先と件数 

熟年相談室・・22件   くらしごと相談室・・4件 

健康サポートセンター・・2件  その他・・9件   計 37件 

 

５.相談支援の事例 

事例①生活関連 

□件名：夫からの DVについて  

□相談者：女性・70歳代 

□対応：なごみの家長島桑川 

□関係機関：熟年相談室 居宅介護支援事業所担当ケアマネジャー  

健康サポートセンター 

【相談内容】 

過去に夫から暴言・暴力を受けていたため、また同じことが起こるかと不安。数年

前からなごみの家のサロンを利用していたが、今回の調査を機に改めて相談される。 

【支援内容】 

本人の了解を得て熟年相談室と情報共有。複数の関係機関が関わっているが、居場

所の利用で本人とも信頼関係ができているため今後は関係機関と連携しながら関わ

っていくこととした。 
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事例② 生活関連 

□件名：家族の生活困窮 

□相談者：女性・70歳代 

□対応：なごみの家小岩 

 □関係機関：社会福祉協議会 くらしごと相談室 

【相談内容】 

新型コロナウイルスの影響で、飲食業で働いている子どもの仕事先が休業し経済

的に困窮している。個人に対する支援策はあるかとの相談。 

【支援内容】 

社会福祉協議会で行っている「特例貸付」と生活援護課で行っている「住宅確保給

付金」を紹介する。後刻、当事者である息子から電話があり、ホームページなどを見

て確認し申請手続きを行うよう薦める。 

 

事例③ 介護関連 

□件名：入浴できていない 

□相談者：女性・80歳代 

□対応：なごみの家松江北 

□関係機関：熟年相談室 

【相談内容】 

脊柱管狭窄症のため、歩行困難。アパートにお風呂はなく近所の銭湯にも行けない

状態。6か月入浴せず、自分で清拭していた。デイサービスで入浴させてほしいとの

こと。入浴だけでなく、生活全般に支障が出ていることが予測された。 

【支援内容】 

熟年相談室に連絡、同行訪問にて状況確認。入浴の他、ごみ出しに支障が出ている。

買物などの生活支援も受けたほうが良いと思われるが、自分でできることは自分で

やりたいとの意思が強いため、まずは、本人の希望であるデイサービスでの入浴から

始める。今後、熟年相談室、なごみの家で連携し本人との関係を築き必要なサービス

導入を目指す。 

 

事例④ 介護関連 

□件名：母の介護サービスを減らしたため介護負担を感じている家族からの相談 

□相談者：女性・50歳代 

□対応：なごみの家瑞江 

【相談内容】 

軽度認知症の母を介護している娘の相談を受ける。新型コロナウイルス感染が心

配で、自主的に母のデイサービスの回数を減らしている。そのため、娘も仕事を休み

介護している。娘も精神的な疾患を抱え、不安の中、介護もしなければならない心境

を吐露される。 
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【支援内容】 

介護サービスを受けていることから母のことは CMなどに相談するよう薦める。な

ごみの家は若い世代の相談も受けられることから、介護の愚痴や娘の相談も受けら

れると話す。安心した様子であった。 

 

事例⑤ 健康関連 

□件名：コロナウイルス感染を疑う時の相談先について 

□相談者：70代 女性 

□対応：なごみの家松江北 

【相談内容】 

帰国者・接触者相談センターなどは電話が繋がりにくいと聞いた。新型コロナウイ

ルス感染を疑う症状が出て相談センターが繋がらない場合にどこに相談すればよい

か、独居のため容態が急激に悪化した場合にどこに連絡すればよいか心配だとの相

談 

【支援内容】 

看護スタッフが対応。日中はかかりつけ医に相談することを話す。また、救急相談

センター（＃７１１９）や東京消防庁消防テレホンサービスの番号を案内する。 

 

事例⑥ 健康関連 

□件名：不安を分かち合える人がいない（精神的不安） 

□失相談者：女性・80歳代 

□対応：なごみの家北小岩 

【相談内容】 

独居の上に外出制限で出かけられず、人と接する機会がない。今までカゼの症状が

出れば気軽にかかりつけ医に相談できたが、今は感染が怖く病院にも行けない。も

し、新型コロナウイルスに感染したらと思うと不安で仕方がなく、ストレスを強く感

じている。 

【支援内容】 

お話を傾聴する。不安はだれかと話すと軽くなることがあるので気軽になごみの

家に連絡するよう伝える。また、看護スタッフもいるので体調の相談も受けられると

説明。身近に相談場所があって安心したと話される。 

 

事例⑦ その他 

□件名：調査をきっかけにした友人の相談 

□相談者：80代 女性 

□対応：なごみの家小松川平井 

□関係機関：なごみの家松江北 熟年相談室 

  



23 

 

【相談内容】 

同じサークルで一緒に活動している女性について心配なことがあると相談。サー

クルの活動日時を尋ねる電話を頻繁にかけてくるなど、認知症の症状が出ている様

子とのこと。別の友人は本人からの頻繁な電話のせいで疲れ関わりたくないと話し

ている。なごみの家で何か関わってくれるかとの相談。 

【支援内容】 

直接、その女性に連絡を取るよう依頼されたが、個人情報保護の観点から本人の承

諾なく連絡先をきくことはできないと説明、その女性からなごみの家に連絡するよ

う伝えてもらう。併せて、女性の居住地であるなごみの家松江北に連絡。地域見守り

名簿や見守りキーホルダーの登録、相談歴などはなかった。熟年相談室への相談を含

めなごみの家でできることはないか検討していく。 

 

事例⑧ その他 

□件名：調査をきっかけになごみの家の見守り支援活動に繋げる 

□相談者：70代・女性 

□対応：なごみの家鹿骨 

□関係機関:地域の見守り支援活動 

【相談内容】 

病気はあるが介護サービスは受けていない。長年仕事をしていたため地域との繋

がりがない。民生・児童委員の訪問を年 1 回受けているがそのような見守りを常時

して頂けるとありがたい。何か江戸川区で施策はないか。 

【支援内容】 

新型コロナウイルスの影響で中止しているが、なごみの家でも地域のボランティ

アとともに見守り支援活動を行っていることを紹介。再開するときはご連絡するこ

とを約束した。 
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第２章 地域支援会議委員向け調査 

第１節 調査の概要 

１．調査の目的 

地域支援会議委員のもとに、区民から困りごと等の相談が寄せられていると想定し、

その把握を目的として実施。 

 

２．調査の方法 

（１）郵送調査 

対 象 者  地域支援会議委員（368名） 

調査方法  郵送での地域からの生活課題に関する相談状況の聴き取り 

調査開始  令和２年５月２２日から６月２１日 

回 答 数  183件（回 答 率  50％） 

 

地域支援会議委員とは… 

町会・自治会、民生・児童委員、医師会などの医療・介護事業者、警察・消防、ボラ

ンティアなどが地域課題の解決に向けて協力関係を築き、支えあい、助けあいの支援を

随時検討している。そのための地域の方々の相互連携の場として地域支援会議を設けて

いる。 

 

第２節 回答者の属性 

なごみの家圏域 対象者 回答数 

No 地域 人数 構成比％ 人数 構成比％ 

１ 北小岩 ２５ ７％ ９ ３６％ 

２ 小岩 ６２ １７％ ２７ ４４％ 

３ 鹿骨 ４４ １２％ ２０ ４５％ 

４ 瑞江 ５１ １４％ ３４ ６７％ 

６ 松江北 ４４ １２％ １７ ３９％ 

８ 一之江 ２４ ７％ １６ ６７％ 

１２ 長島桑川 ４７ １３％ １５ ３２％ 

１３ 葛西南部 ３８ １０％ ２７ ７１％ 

１５ 小松川平井 ３３ ９％ １８ ５５％ 

合計 ３６８ １００％ １８３ ５０％ 
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第３節 調査結果の要約 

相談について 

〇地域支援会議委員の方々が相談を受ける立場である方々が多いため、約半数の方々が相

談を受けていた。 

〇相談者は日頃から関りのある方々が多かった。 

〇相談内容は、新型コロナウイルスの感染不安からくるものが多かった。例えば、急病時 

にどうしたらよいか、自身が要介護状態になったらどうしたらよいかという相談であっ

た。 

〇相談者は、不要不急の外出自粛により人と会わないため、コミュニケーション不足であ

ることが分かった。 

〇運動不足で歩けなくなる不安がある方が多い。 

 

感染防止でされている取り組み内容について 

〇三密を避けての行動をされている。 

〇町会自治会の中には、アルコール消毒薬を配布しているところもあった。 

 

収束後に必要なこと 

〇「新たな生活様式」に適応したまちづくり 

〇住民同士の情報交換の機会 

〇従来の防災対策（避難所を中心に）では、通用しない。早急に新たなガイドラインや必

要な物資の備蓄が必要である。 

 

なごみの家に期待すること 

〇三密を避ける、手洗いの励行、マスクの着用などの「新しい生活様式」の情報発信元に

なる。 

〇総合相談の場として機能。 

〇居場所の再開。 

〇「新しい生活様式」にあわせて安心安全のイメージづくり。 
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第４節 調査結果 

１．現在、地域の方からの相談を受けているか 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 受けている 102 56 

2 受けていない 73 40 

3 その他 5 3 

4 不明 3 1 

 合計 183 100 

 

◇地域からの相談を「受けている」（56％）が5

割を超え、地域からの相談を受けている委員が

一定数いることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

２．どのような方法で相談を受けているか 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 電話 45 42 

2 来所・来宅 44 41 

3 その他 11 10 

4 訪問 4 4 

5 不明 3 3 

 合計 107 100 

※第４節－１にて「相談を受けている」「その

他」との回答数の合計は107 

 

◇「電話」（42％）「来所・来宅」（41％）での

相談が大半を占めているとの回答であった。 

 

 

 

  

受けている

56%

受けていない

40%

その他

3%

不明

1%

電話

42%来所・来宅

41%

その他

10%

訪問

4%

不明

3%
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３．相談の内容は表面化しにくいものであるか 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 そうは思わない 47 26 

2 そう思う 40 22 

3 わからない 15 8 

4 その他 13 7 

5 未回答 68 37 

 合計 183 100 

 

◇相談を受けた内容が表面化しにくいものである

かは「そうは思わない」（26％）と「そう思

う」（22％）が同程度なる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

  

そうは思わない

26%

そう思う

22%

わからない

8%

その他

7%

未回答

37%
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４．新型コロナウイルスの発生以前に比べての変化について 

（１）相談件数 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 変わらない 75 41 

2 増えた 35 19 

3 減った 21 11 

4 その他 14 8 

5 未回答 38 21 

 合計 183 100 

 

◇「増えた」（19％）の回答が2割となり、生活

環境の大きな変化によって様々な相談が発生し

たことがわかる。一方で、「減った」（11％）

の回答が1割確認されたことで、外出自粛の影

響で相談を含めた様々な活動が停滞している様

子が伺える。 

 

⇒相談件数が増減する原因としてどのようなものが考えられるか 

 

 

 

 

 

  

変わらない

41%

増えた

19%

減った

11%

その他

8%

未回答

21%

相談件数が増加する理由 

・見えない不安があり、健康な人も心を病んでいる 

・生活に不安がでている  ・いつまで続くのか分からない不安が大きい 

・高齢者には正しい情報がきちんとわかりやすく届いていない 

・物資不足による不安 (マスク、体温計、アルコール等) 

・生活不活発で、体が衰えたこと等での運動に関する相談が増えた 

・感染症対策に対する不安や知識の不足 ・マスコミ情報に対する不安 

・感染拡大の恐れによる事業不振  ・行政の各施設が休業になっている事 

・家に籠ることによるストレス  ・感染しているのではと不安 

・コロナによる世の中の変化、漠然とした不安 

相談件数が減少する理由 

・外出自粛で人との接点が減り、困ったことを相談しにくくなっている 

・訪問を控えている  ・人の動きが減っている 

・外出時自粛により相談も自粛している  ・相談連絡も自粛し我慢していた 
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（２）相談者 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 日頃から関わりの

ある人が多い 
92 50 

2 初めての人が多く

なった 
13 7 

3 関係機関からの相

談が多くなった 
3 2 

4 未回答 75 41 

 合計 183 100 

 

◇「日頃から関わりのある人が多い」（50％）と

の回答が5割となる結果なった。新型コロナウ

イルス感染拡大によってこれまで関わりが少な

かった所からの相談は若干数に留まる結果とな

った。 

 

⇒具体的にどういった方から相談を受けたか  

 

 

 

 

 

  

日頃から関わりの

ある人が多い

50%

初めての人が

多くなった

7%

関係機関からの相

談が多くなった

2%

未回答

41%

・一人住まいの高齢者  ・母子世帯  ・近隣住民  ・病院の患者 

・ケアマネジャー  ・施設利用者の家族  ・町会関係者 
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（３）相談内容は以前に比べて変化したか 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 変わらない 67 36 

2 変わった 31 17 

3 わからない 5 3 

4 不明 80 44 

 合計 183 100 

◇「変わらない」（37％）は全体の4割弱とな

り、新型コロナウイルスに影響なく相談がある

ことのほうが多いとの結果となった。また、

「変わった」（17％）は2割弱の回答があり、

下記のような健康面の不安や生活の変化につい

ての相談が多いとの結果となった。 

 

⇒相談内容は具体的にどのように変化したか 

 

 

 

  

変わらない

36%

変わった

17%

わからない

3%

不明

44%

・感染症に関することが増えた  ・外出自粛に関することが増えた 

・物資の不足を心配する内容が増えた  ・健康面への不安に関する内容が増えた 

・家族の介護に関する内容が増えた  ・家庭内でのトラブル等増えた 

・2月～3月は感染対策についての相談が増えた 

・5月以降はメンタルカウンセリング的な相談が増えた 

・収入減少など経済的な不安に関することが増えた 

・今後の事を見据え早目の介護申請等してくる家族が多くなった 

・健康に対する不安感はとても強くなっている  

・精神疾患をもつ方からの相談が増えた 
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５．具体的な相談内容 

（１）生活について（複数回答可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 誰かと話したい 48 27 

2 家事（掃除・洗濯・買い

物など） 

27 15 

3 相談ができる人がいない 25 14 

4 誰かに見守ってほしい 23 13 

5 家族のこと 23 13 

6 その他 18 10 

7 家計のこと 17 9 

 合計 181 100 

 

◇「誰かと話したい」（27％）が最も多く選択さ

れた。長期間の外出自粛を強いられることで、

人とのコミュニケーション不足がストレスの原

因となっていることがわかった。 

◇3番目に「相談できる人がいない」（14％）、4

番目には「誰かに見守ってほしい」（13％）と

の回答があった。家族や地域との繋がりが無い

ことが不安を感じる原因となっていることがわ

かる。 
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（２）医療について（複数回答可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 急病時の不安 41 34 

2 医療の相談 32 26 

3 通院時の付き添い 23 19 

4 病院 15 12 

5 その他 11 9 

 合計 122 100 

 

◇「急病時の不安」（34％）が最も多く3割半ば

の回答となり、医療機関が逼迫している可能性

を踏まえ、自からの体調が悪化した場合や新型

コロナウイルスに感染した場合に医療機関に受

け入れてもらえるのかを心配する声があった。 

 

 

 

 

（３）介護について（複数回答可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 介護が必要になった時の

不安 
33 25 

2 介護のストレス 30 23 

3 認知症の不安 25 19 

4 老老介護の不安 23 17 

5 介護に関する情報がほし

い 
16 12 

6 その他 5 4 

 合計 132 100 

 

◇「介護が必要になった時の不安」（25％）との

回答が最も多く、将来の生活に不安を感じてい

ることが分かった。次いで、「介護のストレ

ス」（23％）が多く、家族の介護が負担となっ

ていることがわかった。 
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（４）健康について（複数回答可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 体力の低下 50 35 

2 体を動かす機会がほしい 39 27 

3 健康の漠然とした不安 35 24 

4 健康に関する情報がほし

い 

15 10 

5 その他 5 3 

 合計 144 100 

 

◇「体力の低下」（35％）、「体を動かす機会が

ほしい」（27％）との回答が多く、外出の自粛

や様々な活動の休止による身体機能の低下を懸

念する内容の相談が出ている。 

 

 

（５）住まいについて（複数回答可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 階段が不便 17 35 

2 その他 12 24 

3 バリアフリーにしたい 10 20 

4 住まいの老朽化 10 20 

 合計 49 100 

 

◇「階段が不便」との回答が最も多く、加齢によ

る身体機能の低下等が関係していると思われ

る。 
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（６）くらしについて（複数回答可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 経済的な問題 35 49 

2 就労・雇用 17 24 

3 育児 10 14 

4 その他 6 8 

5 教育 4 6 

 合計 72 100 

 

◇「経済的な問題」（49％）「就労・雇用」

（24％）との回答が多く、感染拡大による失業

や減収の影響が出ていることがわかる。さらに

は、外出自粛による支出増加も一因とされる。 

 

 

 

 

６．地域に不足しているもの（複数回答可） 

No 選択肢 回答数 ％ 

1 情報 62 39 

2 他機関との連携 30 19 

3 その他 19 12 

4 行政の不安 17 11 

5 サービス 16 10 

6 物資 13 8 

 合計 157 100 

 

◇「情報」（39％）が不足しているとの回答が4

割と最も多かった。感染拡大により感染者やそ

の感染ルートについて多くの方が不安を感じて

いることがわかる。 
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第５節 自由記述 

地域支援会議委員より各テーマについて寄せられた意見を以下に記載した。個人や団体

が特定できる文言は削除したうえで、代表的な意見を掲載している。 

 

現在、地域で取り組まれていることはどのようなことか  

■スタッフが感染源にならないよう留意。三密を避ける。作成した対策マニュアルに従

って行動している。（訪問看護ステーション） 

■接触８割減。社会的距離を取り時差出勤、感染予防。マスク購入出来たら活用できるボ

ランティア団体へ寄付予定。（介護事業所） 

■緊急ショートの依頼など、できる限り相談対応している。（特別養護老人ホーム） 

■訪問に不安を感じる人が多く、町内パトロールを中止。（町会・自治会） 

■一人暮らしの方々に電話で生活状況の確認をしている。（民生児童委員） 

■積極的な関わりは見合わせている段階ではあるが、今後事業再開に伴い、徐々に関係

機関との接触を戻していく予定。地域の声の集約や第二波に向けての積極的な情報発

信を検討中。（熟年相談室） 

■交流室は閉所。個別面談は実施。電話相談、緊急の訪問、同行を実施。週１回のお弁当

テイクアウト、ヨガプログラムの YouTube 配信、週１回のオンラインでの交流機会を

設けている。（地域活動支援センター） 

■地域へアルコール消毒液の配布。（町会・自治会） 

■一人暮らしの方への定期訪問や電話聴き取りを実施。（ふれあい訪問員） 

 

 

新型コロナウイルスの収束後、地域には何が必要か 

■完全収束は当面難しいため、三密禁止、手洗い励行、マスク着用の継続を啓発するこ

と。（訪問看護ステーション） 

■見守り訪問（民生・児童委員） 

■高齢者はコロナが怖いと言いながら不用意に外出することもあるため注意を促したい。

（熟年相談室） 

■一番必要性を感じるのは、災害時の避難場所について。（訪問看護ステーション） 

■ADL 低下や認知症進行の方が増えると思うので、そのような方々が参加できる場の強

化。（特別養護老人ホーム） 

■多くの人が家の中での生活でストレスが溜まっているので、皆さんとふれあいをした

いと思う。（民生・児童委員） 

■早急に今後の避難所の在り方を取りまとめてもらいたい（町会・自治会） 

■新しい日常を踏まえた住民相互の情報交換の機会。（町会・自治会） 

■共働きの家庭、一人親も増えている中、親も子も安心して自由に行ける場所があるこ

とは嬉しいです。もっとなごみの家の内容などを地域内に広めて多くの方々に知って

もらいたい。（町会・自治会） 
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■徐々に交流の場を広げること。新型コロナウイルス第二波を考慮に入れて、決まりを

守りながら時間の短縮と場所を工夫しながら相談を受けたいと思っている。（ふれあい

訪問員） 

■生活様式や社会の変化があるなか、正しい情報が届いているか心配になると思う。特

に高齢の一人住まいの方に対して生活の様子を把握したい気持ちはあるが、自立と自

由を干渉しないようにするバランスが難しいと感じている。（民生・児童委員） 

■感染予防を図りながら新たな通いの場や見守りシステムの構築。（熟年相談室) 

■ICTを用いた、交流、情報、安否確認ツール。（熟年相談室） 

■新しい生活様式に適応した街づくり。（地域活動支援センター） 

■正しい情報をすべての高齢者にわかりやすく伝えること。詐欺などの犯罪から守るこ

と。（無記名） 

■まずは今までのように通常通りに業務が行えるように体制を少しずつ整えていく必要

があると思う。その上で関係機関が連携を密により良い地域支援体制の構築が図れれ

ばと思う。（消防署） 

■集う会などがなくても近隣同士が気に掛け合い、声を掛け合い、支えあい、困ったこと

や必要なことは行政につなぐ地域の関係性の構築（健康サポートセンター） 

■収束したとしても第 2 波、第 3 波の予測はされている。手洗い、うがい、マスク、外

出を控えた行動は必要。医療、サービスを控える方がいるので、相談先の気づきが必要

かと思う（訪問看護ステーション） 

■新型コロナウイルスの影響で失職した人に対する救済事業の創出（江戸川人生大学 OB） 

■第二波が来た時の情報共有の体制作り。マスク、感染予防に必要な備品のストック確

保。（訪問看護事業連絡会） 

■熟年者が新しい生活様式の中で抱えるニーズへの予防策。収束後のアウトリーチ。（熟

年相談室） 

■従前と同じ防災対策（避難等）の在り方が通用しないと考える。この様な場合の対処を

準備するために、ガイドライン及び必要な物資等の備蓄をすることが重要と考える。

行政の役割が大きいと思う。（町会・自治会） 

■かかりつけ医でも PCR検査ができる事。（地域ボランティア） 

■高齢者の筋力低下・閉じこもりが心配なので(コロナ感染も心配ですが)高齢者の見守

りネットワークの再構築やその方法の検討が必要だと感じている。（健康サポートセン

ター） 

 

 

地域での活動を推進していくうえで「なごみの家」に期待することを具体的に 

■地域の孤立しがちな熟年者の居場所提供等。（民生・児童委員） 

■情報発信元になってもらいたい。（訪問看護ステーション） 

■行政と地域との連携の場。（消防署） 

■医療と介護の隙間に位置する方への見守り訪問やケアマネとの連携にとても期待。（医
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療機関） 

■総合的な相談の場の提供。団らんの場。若者とシニアの交流、人生経験を伝える場所。

（介護事業所） 

■連携・伴走支援・見守り訪問・情報提供・居場所の提供・地域支援会議等を積極的にや

ってほしい。（民生・児童委員） 

■居場所の提供。当ステーション利用者様の中になごみの家を利用させていただいてい

る方が多数いる。今回利用制限がかかり、大変残念に思っている。利用者様も感染予防

のため仕方ないと理解はしている。１日も早く通常の利用ができる日を皆で待ってい

る。４月中は紙マスクも手に入らず、アベノマスクも届かず、予防面での大変さがあっ

た。なごみの家で手作りマスクをボランティアで募り、困っている方に制限つきで配

布等も一つの活動になると思う。（訪問看護ステーション） 

■地域住民のためにできることは何でも試みて、課題問題等を分析して新しい対応を試

行すること。（町会・自治会） 

■新型コロナ後も不安があるため、「足が遠のく」と考える。そのため「見守り訪問の強

化」「再開の広報」を行うことで、安全な見守り等の体制が再開したことを伝え、不安

の払拭が必要と思う。（介護事業所） 

■情報提供。正しい情報をタイムリーに発信していただけるとよりよい地域での対応が

取れると思う。（民生・児童委員） 

■立場を超えて話し合いができる機会。（地域活動支援センター） 

■「新しい日常」に照らした地域支援の在り方についてご協力いただけたらと思う。（消

防署） 

■外出を抑えてきた事で ADLが低下、コミュニケーション力が落ちた地域住民に対して、”

受入れ”のモーションが可視化出来たら良い。医療や衛生に対する不安は対応するの

で連携体制を作っていく。（薬局） 

■病院と連携して区民の声を集め、情報共有 区(行政）へ提言等一緒に働きかけていき

たい。 区民の憩いの場として今後も活躍して欲しい。（医療機関） 

■閉じこもり傾向のある方はさらに自宅で引きこもっての生活になっているため、少し

ずつ外に出ていくリハビリとして電話での相談からでも、ハードルの低いところから

スタートできるとよいかと思う。今まで行ってくださっていた居場所作りをしていた

だけたらと思う。（健康サポートセンター） 

■なごみの家は人と人の触れ合う場所なので安心安全のイメージづくりが大変と思う。

（町会・自治会） 

■見守り訪問、ひきこもり対応、相談場所、情報提供などの対応。(訪問看護ステーショ

ン) 

■行きたくても行けない方のへの対応（訪問看護ステーション） 

■正しい知識を持ち周囲の流行情報を迅速に伝え、特に持病持ちや高齢者を守っていく

ことが大切。マスク、手洗い励行を引き続き周知・徹底が大切。（医療機関） 

■交流の場として利用が多いので通常利用ができるようになると良い。見守り訪問の情
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報提供はとても助かっている。多面的な関りがあると良い。せっかく構築して来たも

のが、この新型コロナの影響でゼロになってしまった様子だが、新しい生活スタイル

を構築する機会として、一緒に取り組んでいければと思う。高齢者に関する事で、ご協

力できる事があったら、声がけしてほしい。今後ともよろしくお願いする。（医療機関） 

■今後、益々、子ども達を支援する活動に力を入れてほしい。学習塾も停止と聞いた。家

庭環境に問題がある子どもは直接の対面が必要であり、有効な解決策と考えている。

（登録ボランティア） 

■今までのきめ細やかな対応の継続。篠崎地区にもなごみの家が必要。（保護司会） 

■サービスになかなかつながらず、かつ居場所のない方が安心して過ごせる場所という

存在であり続けてほしい。（健康サポートセンター） 

■なごみの家のスタッフの皆様の活動に敬意を表する。何度か近所の方の相談をし、迅

速かつ丁寧に対応していただき解決に至った。これまでの役所とは一味違う対応に、

感心した。どんな問題でも、誰でも最初に相談できる場所、口では簡単に言えるが、実

際は多くのご苦労があることは承知している。活動状況等を考えると、将来的には十

分なスペースの確保が必要ではないかと思う。（町会・自治会） 

  



39 

 

第３章 まとめ  

本調査について、電話調査では回答率約７１％、郵送調査については回答率４４％と、高

い回答率であった。回答数においては、電話調査では 3,657人、郵送調査では 4,167人、WEB

調査では 123 人、合計 7,945 人と多くの方に回答をいただいた。対象者は主に７５歳以上の

方々なので、全世代型の調査というわけにはいかなかったが、ある程度の傾向がみられたと

言える。本調査は、新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が出され、不要不急

の外出自粛要請が出された最中に実施した。出発点は、誰も経験がないような制限付きの生

活を営む中で、「何かお困りごとがあるのではないか」であった。  

その結果、まず、生活面のお困りごとがあった方々は全体の２０％であった。主に「買い

物など家事に支障が出ている」ことによる困りごとであった。外出自粛要請が出ているが、

日常生活に必要な生活必需品、食料品は買いに出る必要がある。在宅勤務、テレワークをさ

れる方が多くなったため、平日でもスーパーマーケットなどは混雑していた。そのため、時

間もかかり、人も多いので感染が心配になる。また、マスクやアルコール消毒液など感染予

防グッズが品薄状態になったり、食料品も備蓄できるものを大量購入されたりすることによ

り、物資不足の状況になったことも要因としてあげられる。 

買い物以外に関しては、学校の休校により家に子どもがおり、子育てと在宅でのテレワー

クの両立が困難であるということである。子どもも「ステイホーム」が掲げられており、地

域に遊び場がなくなった。子どもの勉強をみる時間、遊び相手になる時間の確保も必要とな

り家事に支障が出たと考えられる。家に長く居ると癇癪やパニックを起こす子どももおり、

親も子も、お互いにストレスが溜まる状況となった。また、子どもだけではなく熟年者が介

護サービス利用自粛により家にいる。また、在宅勤務になり普段は職場にいく家族が自宅に

いることも相互に影響していた。外出自粛により、三食、家で食べることになり、収入が減

っている状況で食費の出費が増えたことは生活面に大きな影響を及ぼしたと考えられる。 

次に、健康面については、全体の２６％が困りごとがあると回答していた。定期通院や薬

を処方してもらう方々にとっては、医療機関に行くことで感染してしまう可能性があると不

安をおぼえていた。中には近くの医療機関に変えた方もいらっしゃった。感染は怖いが、不

要不急の外出自粛により外出したり運動したりする機会が減り、体力が低下し、動けなくな

ることを心配する声が多かった。一方で、この機会にとウォーキングを始めた方や少しでも

と自宅で身体を動かしている方々もいた。 

介護については、全体の７％で困っていると回答された。かなり少ない割合であったが、

これは介護事業者がこの間も感染予防策を講じながら稼働し続けたことがあげられる。しか

し、自主的に利用を自粛された方々もおり、家族の介護負担が増した世帯もあった。 

情報については、「広報えどがわ」から情報を得ている方々が３８％であった。一方で「情

報不足で不安」という回答をした方々は、４％と少なかった。何らかの手段で情報を得てお

り、特にステイホームでテレビから情報を得ている方々も多かったとも考えられる。要望と

しては、感染者が区内のどの地域で出たのかなどの詳細情報が知りたい等の回答があった。

感染不安により出てきた要望と考えられる。少数ではあるが情報が届かない方々もいるので、

特に熟年者への情報伝達に関しては、SNS などのリアルタイムの情報が届けられる媒体の使
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用が困難な状況にある方も多いため、今後も継続して情報伝達方法について検討すべきと考

える。 

 外出自粛の要請に対して、不要不急の外出を避けた方々が多かった。生活面でも挙げたが、

日常生活に必要な生活必需品、食料品は買いに出る必要がある。医療機関への受診など必要

な外出はされていたが、それ以外は自粛された方々が多い。三密を避ける行動をとられてい

た方が多かった。 

感染予防で取っている対策は、手洗い・消毒をされ、マスクを着用されている方々が多か

った。マスクやアルコール消毒薬などの感染予防グッズが手に入らない状態になっていた。

その為、マスクを手作りで作成していた方々がいた。それを近隣の方々や知人に配っている

人もおり、自然と互助の取り組みがなされていた。国が「新しい生活様式」を提唱している

が、収束する見通しが立たない中で継続的に互助の取り組みがなされることを期待し支援し

ていきたい。 

今回の調査で、緊急でお困りごとがある方々、支援を希望された方々に関しては、既に、関 

係機関のご協力をいただきながら支援につないでいる。 

先述しているが本調査の対象者は熟年者が中心である。さらに、ご自身や家族が備えの一

環として見守りキーホルダー、見守り名簿に登録しようという積極的に動ける方々である。

その為、困りごとが少なかったことに関しては、対象者の偏りが影響していることは否めな

い。したがって、今後は、全世代を通じて本当に困っていると声をあげられない人へのアプ

ローチ方法が必要となる。今回の調査を参考に継続して実施していきたい。 

本調査に関しては、なごみの家の看護職（保健師、看護師）より電話調査をした方々に、 

安心を与えられたことは効果があったと考える。特に一人暮らしの方々は、外出自粛要請に

より人と会話する機会が減り、テレビを視聴する等しかなく、そのテレビから新型コロナ 

ウイルス感染拡大のニュースが流れ、一人で誰にも話せずに不安になっている方々も多くい

た。そのような時に電話や郵送により、話を聴いてもらえて、助言までいただけたことで見

守ってもらえている事が分かり安心したという多くの声をいただいた。このような状況下で、

傾聴し寄り添う支援を必要とする方々がいることを改めて考えさせられた。 

 


