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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

域共生社会の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昨年４月、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のではないかとの思いから、困りごと調査を実

施しました。結果、人と人のつながりが希薄化している現状が把握できました。そして本

年、感染拡大に歯止めがかからず、３回目の緊急事態宣言が発出されたことを受けて、第二

回困りごと調査の実施に至りました。前回同様に困りごとを把握するとともに、把握された

「つながり」に主眼をおいた質問項目、コロナ禍においても嬉しかったことなどの前向きな

質問項目も加えました。今なお続くコロナ禍で、区民の皆様が安心して暮らし続けられるよ

うに、相談支援、行政施策、住民主体の活動などに繋げ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３年６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、長く続くコロナ禍での生活において、困りごとを把握し、適切な支援に繋げ

ることを目的としている。特に人とのつながりが薄れていることについて着目し、実態

を把握することで、新たなつながりづくりを創造することに主眼を置いている。 

 

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（５，２２４名） 

調査方法  電話での聴き取り（他記式） 

調査開始  令和３年２月１０日から４月１５日 

回 答 数  ２，７５０件（回答率５２．６％）【前回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９，０３１名） 

※見守りキーホルダーとの重複対象者は除く 

調査方法  郵送でのアンケート調査（自記式） 

調査開始  令和３年２月２４日から４月１５日 

回 答 数  ２，６３２件（回答率２９．１％）【前回 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を記載した

名簿。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。 

 

（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３年２月１９日から５月１１日 

回 答 数  ７４件【前回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 １３１ ３％ １２４ ９５％ 

２ 小岩 ７１９ １４％ ３７５ ５２％ 

３ 鹿骨 １，４８０ ２８％ ５５８ ３８％ 

４ 瑞江 ６２２ １２％ ４６８ ７５％ 

６ 松江北 ６７６ １３％ ３７２ ５５％ 

８ 一之江 １４６ ３％ １４６ １００％ 

１２ 長島桑川 ５１９ １０％ １５５ ３０％ 

１３ 葛西南部 ２６４ ５％ １３３ ５０％ 

１５ 小松川平井 ６６７ １３％ ４１９ ６３％ 

合計 ５，２２４ １００％ ２，７５０ ５３％ 

 

（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 ５９１ ７％ ２１７ ３７％ 

２ 小岩 １，９４１ ２１％ ５６７ ２９％ 

３ 鹿骨 １，４４３ １６％ ４５３ ３１％ 

４ 瑞江 １，１７９ １３％ ３７０ ３１％ 

６ 松江北 １，２６１ １４％ ３１４ ２５％ 

８ 一之江 ５９８ ７％ １５６ ２６％ 

１２ 長島桑川 ３２２ ４％ ７９ ２５％ 

１３ 葛西南部 ２８８ ３％ ８２ ２８％ 

１５ 小松川平井 １，４０８ １６％ ３９４ ２８％ 

合計 ９，０３１ １００％ ２，６３２ １００％ 

※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 ５ ５ 東部 １６ 

２ 中央 １２ ６ 鹿骨 ７ 

３ 小岩 ９ ７ 不明 ０ 

４ 葛西 ２５ 合計 ７４ 
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第２節 回答者の属性 

（１）性別 

No 性別 電話調査 ％ 郵送調査 ％ WEB調査 ％ 合計 ％ 

1 男性   714 26 940 36 17 23 1,671 31 

2 女性 2,036 74 1,692 64 55 74 3,783 69 

 合計 2,750 100 2,632 100 72 

（不明２） 

97 5,454 100 

 

◇回答は約７割が「女性」からの回答であった。 

 ※前回（Ｒ２．４月実施）も同様であった。 

 

 

 

 

（２）年代 

No 年齢 電話

調査 

％ 郵送

調査 

％ WEB

調査 

％ 合計 ％ 

1 64歳以下 48 2 31 1 67 91 146 3 

2 65歳～74歳 330 12 40 2 5 7 375 7 

3 75歳以上 2,367 86 2,575 97 2 2 4,944 90 

 合計 2,745 100 2,646 100 74 100 5,465 100 

 

ＷＥＢ調査対象者詳細内訳 

年代 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 合計 

人数 1 6 27 17 9 8 6 74 

％ 1 8 36 23 12 11 8 100 

 

◇「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歳以上からが約９割を占めている。ＷＥＢ調査だけを見ると、３０代、４０代

でＷＥＢ調査回答者の７割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男
31%

女
69%

未成年
0%

６４歳以下
2% ６５歳以上

7%

75歳以上
91%

10代
1% 20代

8%

30代
37%

40代
23%

50代
12%

60代
11%

70代
8%

【ＷＥＢ調査】 【全体】 
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第３節 調査結果の要約  

 

① 前回の緊急事態宣言期間に比べて生活はどう変わったか 

前回と「変わらない」と回答した方々が約７割であった。一方、「少し悪化」、「大き

く悪化」の回答が約２５％であった。 

 

② 現在、困りごとはあるか 

分野問わず、困りごとがある方は約３割であった。 

 

③ 『生活』についての困りごと 

◇生活についての困りごとの回答のうち、「買い物」に関する困りごとが約２２％を占 

めた。「感染リスクを下げるために、買い物の回数を減らす」「通販や宅配を利用する

ようになった」など多くの意見があった。生活の維持には買い物は必須であり、多く

の方が感染対策の上、買い物をしていた。 

◇長く続くコロナ禍において、家計への不安が見られた。 

◇前回の緊急事態宣言時と同様に「閉じこもっている」「寂しい」「なごみの家にいけな

い」など、出かける先や活動の場が無くなり、外出自粛が生活に与える影響が大きい

ことが伺えた。 

◇一方で、前回の宣言時に比べて緊張感が無いとの意見があり、地域の様子に不安を

感じている様子が伺えた。 

 

④ 『健康』についての困りごと 

◇調査対象者は熟年者が多いこともあり、筋力や体力の低下を懸念する声が多かった。 

◇健康維持を目的に、意図的に身体を動かす機会を増やしたり、ウォーキングしたり

する人が多く居た。 

◇生活様式の変化により行動が制限されたことを原因に、家族の認知機能の低下を訴

える声や自身の症状の悪化を自覚するといった声が見られた。 

◇前回の調査時よりも、より具体的な認知症の進行、体調の悪化、身体機能の低下の回

答が多かった。 

◇前回の調査時とは異なり、ワクチン接種がキーワードとして上がってきた。 

◇長く続くコロナ禍での生活に精神的に不安を感じている、うつ傾向にあるといった

意見が多くなった。 

 

⑤ 『介護』についての困りごと 

◇「生活」「健康」に比べると「介護」に関する困りごとの訴えは少ないが、家族の介

護負担が増えたという意見は多くなった。 

◇認知症の進行や体調の悪化など、感染拡大をきっかけとする状態の変化があったこ

とが伺えた。 

◇「介護をする・サービスを利用する＝人との接触」になるため、感染予防の点から利

用を控える、怖さを感じるといった意見が見られた。 
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⑥ 『家族』についての困りごと 

◇在宅ワーク等で、普段いない夫が家にいて、ストレスが溜まるという意見があった。 

◇家族関係が悪化し、ストレスを感じるといった意見があった。 

◇同世帯の家族との時間が増えたとの意見がある一方で、離れて暮らす家族と直接会

う機会は制限されてしまっている様子が分かった。しかしこれを機に、電話、メー

ル、LINE などを活用し、コミュニケーションを取りはじめた人もいた。 

◇家族の体調悪化や子育ての悩みなど、外出自粛の環境下において同世帯で暮らすか

らこそ生じる問題を抱えている様子が分かった。 

 

⑦ 『その他』についての困りごと 

◇感染不安から公共交通機関を使わなくなり、行動範囲が狭まることにより外出機会

も減り、家に居る時間が増えたという意見があった。一方で、通勤で公共交通機関を

使わなくてはいけないが、混んでいて感染の不安を感じている方もいた。 

◇感染者数や予防方法、ワクチンについて等、新型コロナウィルスに関する情報の錯

綜に起因する不安が大きいことが、改めて確認された。 

◇独居生活からくる不安や将来の生活の不安に加え、詐欺と疑われる電話がかかって

くる等、コロナと直接関係はないが、生活上の不安が増している様子が伺えた。 

 

⑧ 人と会う機会、話す機会が減ったと感じるか 

◇人と会う機会、話す機会が減った方が全体の６割を超えており、特に知人や別世帯

の家族との機会が減っていることが把握された。 

◇人と会う機会が減っていない方々は、感染対策を取りながら人と会っていたり、電

話で話をしたりしていた。メールや SNS の活用に関しては、機会が減っていない方

のうち、約２割に留まっていた。 

◇人と会う機会が減った方の中で、SNS 等を新たに学んでみたいと回答した方は約２割

であった。 

 

⑨ コロナ禍でも、良かったこと、嬉しかったこと 

◇なごみの家の見守り活動や、開館していることに感謝をする声が聞かれた。 

◇コロナ禍で簡単に人と会えなくなった状況下で、離れて暮らす家族や知人から生活

の様子を伺う電話や気遣いがあり、それに対して感謝をするとともに、人との絆を感

じることに繋がっていることが分かった。 

◇感染拡大を機に自身の健康管理の重要性を考えさせられたとの意見があった。また

インフルエンザが流行しなかったこと、病気をせずに健康でいられることのありが

たみを感じたとの意見があった。 

◇手作りのマスクを作ること、そしてそれを配布するといった行動を通して、地域の

ために活動を始めた方もいた。このような活動が広がることで自助、共助の地域づく

りが進んでいくと考えられる。 
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第４節 調査結果 

（１）前回の緊急事態宣言期間に比べて生活はどう変わったか 

１ 大きく悪化  4.4％（235 件） 

２ 少し悪化 20.1％（1,075 件） 

３ 変わらない 71.9％（3,836 件） 

４ 少し改善  3.1％（165 件） 

５ 大きく改善  0.5％（25 件） 

６ 未回答   2％  （82 件） 

 

 

 

 

（２）現在、困りごとはあるか（以下、代表的な意見） 

１ ある 34．3％（1,829 件） 

２ ない 65．7％（3,497 件） 

 

 

 

 

 

（２）－１『生活』についての困りごと【ご意見 1,082 件】 

□買い物について 

・買い物の回数を減らしている。 

・買い物を家族に頼むようになった。 

・通販を利用するようになった。 

・夫婦二人とも高齢で買物が大変。将来に不安を感じる。 

 

□外出頻度について 

・外出が減って家に閉じこもることが増えた。 

・町会・自治会のイベントや活動がなくなり外出頻度が減った。 

 

□人との面会等について 

・家族や知人と会うことが無くなった。 

・人との関わりが無くなった。一人になって寂しい。 

・遠方の家族に会えなくなった。 

 

□子育てについて 

・子供には、祖父や祖母、友だちなどいろんな人と触れ合って刺激が欲しいが、感染が

怖くてできない。 

 

大きく悪化
15%

少し悪化
72%

少し改善
11%

大きく改善
2%

生活の変化

 

ある
34%

ない
66%

困りごとの有無

※「変わらない」を除く 
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・公園に喫煙者が常駐していて、子どもを遊ばせづらい。 

・赤ちゃんがいるので、買い物など施設内に入るのが怖い。赤ちゃんはマスクも出来 

 ず心配。 

・我慢を強いられている子供たちのメンタルが心配。 

・子どもを思いっきり人と触れ合わせて遊ばせてやれない。 

 

□経済について 

・子どもの休校が続き、家計の負担が増えている。 

・コロナの影響で失業して生活が維持できなくなることを考えると、不安になる。 

・夫が引きこもりになっていて意思の疎通ができず、収入も自分のパート収入のみな

ので、生活費を賄えない。 

・仕事が緊急事態宣言で休業となり、収入が減ったままの状態です。 

・雇い止めされた為、収入が絶たれた。貯金を崩して生活しているが、昨年こちらに引

っ越し済みの為、もともと少ない貯金が底をつきてしまった。 

・テレワークのため、光熱費が増えて生活が苦しくなった。 

 

□近隣・周辺環境について 

・公共交通機関の利用が怖い。行動範囲が狭くなった。 

・前回の緊急事態宣言時より、皆の気持ちが緩んでいて緊張感が無い。 

・地域の高齢者の方が不便をされているのを目の当たりにしている。お手伝いしたく

ても私にも私の家庭と家族があり、コロナの不安にさらされ、簡単にお引き受けでき

ないのが実態。町会活動もストップしていて、どんどん孤立化が進んでいると思う。 

 

（２）－２『健康』についての困りごと【ご意見 1,257 件】 

・感染しないように体調管理に努めている。 

・基礎疾患がある家族がいるので、感染しないように気をつけている。 

・外出機会が減ったため、筋力の低下が心配。 

・リズム運動やなごみの家の教室等、運動する機会が減って体力が低下した。 

・歩行が遅くなった、疲れやすくなった、視力が悪くなった、耳が悪くなった、リハ   

ビリを中断した、血圧が高くなった。 

・自粛が続き、ストレスが溜まる。うつになりそう。 

・手洗い、うがいを徹底しているものの、感染が不安。 

・外出自粛がきっかけで物忘れが多くなった。認知症が進行した。 

・介護度が上がった。 

・外出ができないため、自主的に体を動かすようにしている。 

・ワクチン接種についての情報がわからない。 

・ワクチン接種について区から方針を示してほしい。 

・アレルギーがあり、ワクチンを打てないので不安。 

・家にばかりいるとメンタルが落ちて来てしまい、食欲不振や活力低下に陥る。 
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・育児、というより家庭でのストレスの発散がうまくできない。 

・地域の高齢者の方とお話すると、受診を控えている方にもお会いする。特に歯科など

急を要さない定期健診にかかるタイミングが難しいようだ。 

 

（２）－３『介護』についての困りごと【ご意見 385 件】 

・感染不安の為、デイサービスを休むことが増えた。 

・コロナでリハビリができない。 

・ヘルパーを利用するようになったが、知らない人が家に入るとストレスが溜まる。 

・配食サービスの利用を開始した。 

・認知症が進行して介護の負担が増えた。 

・サービスの利用を勧められているが、感染が怖いため延期している。 

・家族の介護をしているが、感染が怖いため食事を共にすることは避けている。 

・施設に入っている家族と面会ができない。家族の顔を忘れてしまった。 

・母が動けなくなったら、どうしたらよいかわからない。 

・人の接触を減らすため、デイサービスや移動支援をできるだけ減らし、家族で介護を

分担しているため、家族の負担が増えた。 

 

（２）－４『家族』についての困りごと【ご意見 365 件】 

・夫婦で過ごす時間が増えた。お互いが認知症にならないか心配になった。 

・感染拡大により、離れて暮らす家族が会いに来なくなった。 

・別世帯の家族を頼れなくなった。 

・家族と会うことがなくなり電話になった。 

・家族が入院しているが、面会できていない。 

・子どもがうつのため家にいる。一緒に住んでいると気持ちが暗くなる。 

・家族のうつ病が、感染拡大の期間に悪化した。 

・子どもの休校や行事の中止が続き、かわいそうに思う。 

・小さい子どもはコロナのことを理解できないため、子育てに苦労している。 

・旦那が在宅ワークになってしまい、ずっと家にいることがつらい。 

・家族にも癌を患ってる者や高齢者がいるので、コロナ感染が何より恐い。 

・経済的に余裕がないと心の余裕もなくなっていき、家族に冷たく当たってしまうこ

とが増えた。 

・在宅勤務になり、家族との時間は増えたが気を遣う。 

・孫に発達障害があり、マスクを嫌って使用できない。療育等を利用しているが、感染

予防ができないので心配している。 

・仕事に就きたいが、コロナ禍で働けない。シングルで働かないと、手当てが失効して

しまう。ただ介護しているために仕事も難しい。 

・コロナが怖くて、赤ちゃん連れでは買い物が出来ない。バスや電車には乗れない。 
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（２）－５『その他』について【ご意見 584 件】 

・公共交通機関を使わなくなった。 

・前回の緊急事態宣言事に比べ、電車が混んでいて不安を感じる。 

・なごみの家の催し物が中止になって寂しい。 

・リズム運動やなごみの家の体操に参加できないため、ストレスが溜まる。 

・身近に感染者が出たため、不安が一層増した。 

・警察を装った詐欺の電話があり、怖かった。 

・単身生活のため孤立感を感じる。取り残されたように感じる。 

・なごみの家でスマホ教室を実施してほしい。 

 

（３）コロナ禍において、人と会う機会、話す機会が減ったと感じるか 

 

◆減った 63.9％（3,269 件） 

 

 

 

（３）－１ どの様な関係の方と会う機会が減ったか（複数回答可） 

１ 家族（同世帯） 2.4％（132 件） 

２ 家族（別世帯） 25.9％（1,410 件） 

３ 知人  45.6％（2,486 件） 

４ 近隣  16.7％（909 件） 

５ その他  9.5％（517 件） 

 

（３）－２ LINE や ZOOM、テレビ電話など 

新しい生活様式を使用してみたいか 

１ はい 23.5％（663 件） 

２ いいえ 76.5％（2,160 件） 

 

 

 

 

（３）－３ 減ったと回答した人で、人と会う機会をつくるため希望するものは何か 

（複数回答可） 

１ 電話での傾聴、安否確認 38.5％（758 件） 

２ 訪問での傾聴、安否確認  9.9％（194 件） 

３ 近くで集まる場所（サロン） 31.6％（622 件） 

４ その他   20.1％（395 件） 

 

 

 

 

家族（同世帯）
2%

家族（別世帯）
26%

知人
46%

近隣
17%

その他
9%

誰とのつながりが減ったか

 

電話傾聴
38%

訪問傾聴
10%

居場所サロン
32%

その他
20%

希望するもの

 

はい
23%

いいえ
77%

新しい生活様式を学びたいか

 

減った
64%

減らない
36%

人とのつながり
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◆減らない 36.1％（1,850 件） 

 

（３）－４ 減らないと回答した人はどのように機会を継続しているか（複数回答可） 

１ 平常と変わらず会えている      36.4％ （1,303 件） 

２ 電話で話しをしている      33.5％ （1,201 件） 

３ メールをしている       11.2％  （402 件） 

４ SNS など（LINE、ZOOM）、テレビ電話を利用している     6％  （215 件） 

 

 

第５節 コロナ禍が続く中でも、良かったこと、うれしかったこと【ご意見 1,601 件】 

□なごみの家に関すること 

・なごみがやっていてよかった。 

・一時期、心身ともに低下していたが、なごみ・熟相のおかげでサービス利用につなが

り元気になったこと。 

・なごみの定期訪問・電話等の安否確認をしてくれていること。 

・なごみの家があるおかげで大変心が癒される。 

・一人でつまらない時はなごみに行き、話せることがうれしい。 

・困ったことがあったときに、なごみの家に相談したらすぐに対応してくれたこと。 

・体調を悪くした際に、なごみの家から細やかな気遣いをしてもらって感動した。 

 

□人のつながりに関すること 

・こんな大変な時代に、助け合ったり、人を思ったりする人がたくさんいることを知っ

た。 

・人の繋がりを感じられた。 

・友達との絆が強くなった。 

・友達からの電話が増えた。手紙をもらうことがあった。 

・旅行に行けない反面、銭湯に行く機会が増えた。近隣交流が増えた。 

・団地に毎日電話をくれる方がいて、とても嬉しい。地域の方に見守ってもらっている

ことを感じ、心強い。 

・ご近所の仲間が協力してくれることのありがたみを痛感している。 

・最近、滅多に会わない人が訪ねてきてくれて 1 時間ほど話をしてくれた。とてもう

れしくて勇気もわいた。絆を感じた。 

・近隣の方や友達と楽しく交流している。 

・会えなくても電話での心の交流ができたり、お互い、相手を思いやる気持ちができた

ことはよかった。 

・近所の人達の助け合いが本当にうれしい。町会の人々に感謝している。 

・近所の方が時々様子を見に来て下さるのでうれしい。 

・心配してもらえるありがたさを感じる。 
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□家族のつながりに関すること 

・娘や孫からの贈り物がとてもうれしかった。 

・遠くに住んでいる娘が頻繁に会いに来るようになった。 

・長男家族と週 1 回ラインをするのが楽しい。 

・互いに心配しあうことで、家族の絆が強くなった。 

・家族で過ごす時間が増えた。 

・夫が子どもの成長を毎日間近で見られること。 

・家族が電話をくれて気遣ってくれた。家族の絆を感じる。 

・現在大学 4 年生だが、年に数回でも友達に会えることや、外に出て空気を吸うだけ

で、とても幸せな気持ちになる。また、これまで大学やバイト、部活であまり家にい

なかったため、ほとんど夜にしか家族と会う時間がなかったが、コロナ禍により、以

前より家族といる時間が増えたことや、家族の存在の大切さを改めて実感すること

ができたため、良かった。 

・主人の外食が減り、家での団欒時間が増えた。 

・面倒な飲み会がない。夫も飲み会がないから、家事や子育てに参加できる。      

 

□新たな趣味・発見に関すること 

・きれいな花や景色を見ることが幸せ。 

・散歩に出られるようになったら、近所の公園や緑が多い等、改めて発見できたことが

多くなり楽しかった。 

・家に居る機会が増し、読書したりパソコンを使う機会が増した。 

・ガラケーからスマホに買い替えて、曾孫の写真や動画等が見られるようになった。い

ろいろと挑戦して楽しんでいる。 

・出前の種類が増えた。 

・趣味や掃除など、家での活動に時間を使えるようになった。 

・手作りでマスクを作って、周りから喜ばれた。 

・自分を見つめ直すいい機会になった。 

・昨年よりは感染対策の仕方が分かってきて、少し気が楽になった。 

・家の中のものが整理できた。 

・散歩や親水公園のランニングなど、安心して楽しめる日々のルーティンができた。 

・料理のレパートリーが増えた。 

 

□健康に関すること 

・読書する機会が増え、脳活性化の一助となっている。 

・家にいることが多く、夫の肺疾患の急変に気づくことができ、命拾いできた。 

・なごみの家のにこにこ運動教室のプリントを見ながら、自宅で運動することができ

ている。 

・うがい、消毒の習慣がついた。 

・マスクや手洗いをして、風邪をひきにくくなった。 

・普段から体力づくりをするなど、風邪をひかないように気を付けるようになった。 
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・インフルエンザが流行しなかったこと。 

・コロナ禍でも病気をせず、元気に過ごすことができることに喜びを感じる。 

 

□その他 

・テレワークで、睡眠時間が増えたり、家事がしやすくなった。 

・お客様から感謝の手紙が増えた。 

・駅や電車が空いていて外出が楽になった。 

 

 

第６節 その他の困りごとや意見【ご意見 1,334 件】 

□なごみの家に関すること 

・コロナが落ち着いたら、なごみの家に行ってみたい。 

・なごみの家のにこにこ運動教室が再開してほしい。 

・生活に不安があるため、なごみの家が安否確認をしてくれたり、相談に乗ってくれた

りすることはありがたいと思う。 

 

□感染に関すること 

・デイサービスに行かないと体と頭が弱るため仕方なく行っているが、感染が怖い。 

・スーパーに買い物に行くと人が多いため、感染が怖いと感じる。 

・早くコロナの感染が収まって、今まで通りの生活に戻ってほしい。 

 

□コロナ対策に関すること 

・区のコロナ対策の動きを詳細に、誰でも分かりやすい方法で知ることができるとよ

い。 

・ワクチンを早く接種して、以前のように人とふれあえるようになりたい。 

・ワクチン接種の情報が少ないため不安がある。接種するかどうかはテレビや区ホー

ムページ、区報などの情報から判断したい。 

 

□その他 

・スマホが使えるようになりたい。教えてもらえるとありがたい。 

・オリンピックが楽しみ。コロナが落ち着いたら会場に出かけたい。 

・話すことで精神的なストレスが解消されたり、人との絆を結ぶことができたり、物忘

れも軽減できる。できるだけ人と話をしていきたい。 

・前回の緊急事態宣言時に比べて慣れてきてしまった。感染者数が数百人でも驚かな

くなった。 

・高齢者であるため、動けるうちにやりたいことをやってみたいが、今はそれができな

いのが残念。 

・外出自粛の期間がこんなに長くなるのであれば、何か身につくことをやっておけば

よかったと思う。 
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第７節 要望 

・防災無線や江戸川区役所の車が定期的に巡回し、注意事項を啓発してほしい。 

・生活の中で直面する「困りごと」は多種多様で、しかも突然湧いてくる。「できる／

できない」で二分することなく、どんな人・どんなことでも、受け止めていただきた

い。 

・医療従事者だけでなく、放課後等デイサービスを含めた福祉関係者についても、不織

布マスク使用を徹底して欲しい。 

・PCR 検査を希望者はいつでも受けられるようにして欲しい。 

・高齢者施設の充実 

・早起きボランティアのようなものがあれば参加したい。草むしりとか公園の掃除と

か、外で身体を動かせるボランティアをしてみたい。 

・なごみの家に行きたいのに、コロナ禍だから行けなくて悲しい。コロナが終わったら

行ってみたい。 

・また特別給付金を出して欲しい。全国民一律 10 万円 

・単発で参加できる講座やイベント(これなら若者とかも参加しやすいと思う) 

・生活が苦しく、早く生活するためのお金が欲しいし、早く緊急事態が解除となって欲

しい。 

・早くワクチンを打ちたい。 

・高齢者施設だけでなく、障害者（児）施設、放課後等デイサービス施設などのコロナ

対策指導訪問をお願いしたい。その際、換気等の三密指導、指摘はもちろん、スタッ

フのアルコール消毒の仕方(しっかり手指全体にできているか、消毒の頻度)や、マ

スクの付け方、不織布徹底などもお願いしたい。 

・より身近なアウトリーチ機関なので、さらに具体的な支援を受けるために区役所や

保健所・病院に行かなくてはならない場合、同行支援の選択があるといいと思う。 

・夜６時などに、公共放送をやめて欲しい。うるさいだけで何の意味もない。 
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第２章 まとめ 

 本調査は、令和２年４月に引き続いて、第二回として実施した。調査期間は緊急事態宣言

が発令され、またはまん延防止等重点措置が公示されるなど、生活の制限がかかっている中

での調査であった。長く続くコロナ禍での生活において、困りごとを把握し適切な支援に繋

げることが重要である。人とのつながりが薄れていることについて着目し、実態を把握し、

新たなつながりづくりを創造することを目的として実施した。 

 その結果、困りごとに関しては、真新しいことはなかったが、若干ではあるが困りごとが

増えたといえる。また、長く続くコロナ禍での制限を強いられる生活を起因としたストレス

増が見られるようになった。それが深刻化している状況も把握できた。特に、３０代、４０

代が外には見えにくい家庭内での夫婦関係などにストレスを抱え、どこにも吐露できていな

い現状があると考えられた。誰しもが少なからずストレスを感じ、生活をしている中で、心

身機能が悪化している人がいることも把握された。 
 分野別の困りごとに関し、「生活」については、買い物に関する回答が、生活分野の回答

のうち約２２％を占めており、前回よりも増えている。感染対策をして買い物を継続してい

るが、感染不安や新たに通販や宅配の利用を開始するなど、形を変えて買い物をされてい

た。また、前回は経済面の困りごとは少なかったが、今回は、家族の収入が減ったなどの意

見が出てきた。 

 「健康」については、前回よりも心身機能低下、認知症の進行など、健康状態が悪化して

いる回答が多かった。特に先述したが長く続くコロナ禍でストレスが溜まり、精神的な不安

を感じ、うつ傾向またはそれ以上の受診すべき状態のような回答も出てきた。 

 「介護」については、前回同様に困りごととしては多くはないが、家族介護に負担が出て

きていた。 

 「家族」については、外出自粛生活による在宅ワークなどにより、一緒に過ごす時間が増

え、絆が深まったとの回答がある一方、ストレスが溜まっている現状も把握された。また、

遠方の家族や親戚と直接会うことはできないが、SNSを活用しコミュニケーションを取り始

めた方もいた。 

 感染については、引き続き不安を感じている。しかし、一方で良くも悪くも慣れが生じて

感染対策を怠って生活をしている人を見受けるなどの回答もあった。新たな項目としてはワ

クチン接種に関することも出てきており、新型コロナウイルス感染症が収束するまでは、感

染不安は消えないといえる。 

 コロナ禍において、家族や親戚、知人とSNSを使用し、つながりを継続する方々も出始め

た。家族や知人、近隣の方に助けてもらったり、声をかけてもらったり、人のつながりのあ

りがたさを感じている方々も多くいた。さらに健康に関して、健康管理の重要性を改めて認

識された方々もいた。 

前回調査において、人のつながりの希薄化が把握されたが、新たな生活様式でのつながり

のツールとしてSNSの活用により、つながりを継続している方々は少数であった。また、こ

れから新たにSNSの使用方法について学びたいという方は全体の約２４％であり、浸透には

時間がかかるといえる。しかし、これを機に身近な場所で学ぶ機会があれば学びたいと考え

る方々が出てきたことも事実である。SNSの普及の推進は必要なことであり、使用方法など
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学ぶ機会のない方々へのサポートなどを地域の身近な相談の場であり、居場所であるなごみ

の家が担っていく場になれば良いと考える。 

コロナ禍において、孤立しやすい状況に陥っている方々もいる。これまで同様に、独居高

齢者や老老介護をされている世帯、障害者世帯はもとより、本調査において若年層にも目を

向けていく必要性が明らかとなった。若年層に関しては、情報収集はできるが自身の困りご

とを表出できなかったり、言える場がなく溜め込んでいるといえる。「おうち時間」という

言葉が出てきたように家族で過ごす時間が増え、家族のありがたみを感じる一方で、それが

ストレスになり、身体や心の健康が悪化していると考えられる。 

本調査の電話および郵送調査は熟年者が中心となっており、若年層にはWEB調査で回答い

ただく形をとった。WEB調査に関しては、自分で区ホームページにアクセスし回答する形の

ため、回答者が限られる。今回、WEB調査のチラシを作成し周知を図ったが、配布場所の選

定など、新たな周知方法を考えていく必要がある。またWEB調査は無記名形式のため、困り

ごとについて把握できても、それに対して回答が難しい。そのため、回答できるような形の

調査方法も検討すべきと考えられた。 

以上のように、第二回困りごと調査においては、前回と比較すると、長く続くコロナ禍に

おいてストレスが溜まっている現状が把握された。一方で、良くも悪くもコロナ禍での生活

の仕方を身に付けて過ごせている方々もいる。誰しもが何らかのストレスを感じながら生活

をしている状況下、これまでは身体機能のフレイル予防を進めてきているが、心の安定に資

する全世代に対応できる心のケアを考えていく必要性が明らかとなった。さらに、人とのつ

ながりに主眼をおいた調査であったが、改めて、人と会う機会、人と話す機会が減っている

現状が把握された。コロナ禍において加速しているSNSの活用については、これから学びた

い方は少なかった。しかし、まずは機器に触れる機会、学んだり学びあったりする機会、区

民同士の新たなつながりの形にもつながることも期待されるため推進したい。 

 

 

 

 


