
アすべき点は山ほどありますが、担

当ケアマネとして私はできれば実現

させてあげたいと思っています。け

ど、肝心の給付金は宙に浮いたまま。

政治家の方はわかっているのでし

ょうか。どうしようもなくくだらな

い政策だとしても、真剣に待ってい

る人はいるんです。もう国会での議

論なんて見たくもありません。早く

給付金を配ってください。

デジカメ
ほしいんですが…
（東京都　K.Kさん　44歳）

カメラ好きなので、新しいデジカ

メがほしいんですが、嫁が許してく

れないだろうなあ…。どう使うかと

いわれても、私には決定権がないの

でなんともいえません…。

家や車のローンも残っているし、

今働いているケアマネ事業所は件数

も減りぎみで、いつつぶれてもおか

使っち
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今、担当しているコウキチさん

（78歳）は、がんを患っておられま

す。本人も薄々は気づいておられる

のかもしれません。主治医からは

「半年先はわからない」と言われて

います。奥さんのユキコさんとは本

当に穏やかで仲に良いご夫婦なんで

す。そのユキコさんが最近、「給付

金が出たら、あの人を温泉に連れて

いってあげたい」と言うようになり

ました。病状や付添の問題などクリ

あきれてます！
ウケてます

使っちゃい
ます

る人が全国にどれだけいることでし

ょうか。

どうせなら、こんな形の給付金じ

ゃなくて、高齢者を振り込め詐欺や

犯罪から守るためにお金を使ってほ

しいです。

どうせなら、
100万円配って
ください
（大阪府　ポジティブさん　34歳）

1人1万2,000円ですか。確かに

少なくない金額ですが、お酒好きの

私としては、うっかり財布に入れて

おいたら一週間後には飲み代に消え

てそうです…。財布のヒモをしっか

り握ってくれる人がいたらいいので

しょうが、当方まだ独身なもので。

周りに話を聞くと、結婚してる諸

詐欺被害が心配
（神奈川県　ヤヨイさん　45歳）

早くもこの定額給付金をねらった

詐欺が出始めているようですね。ウ

チの事業所でも、「気をつけてみて

おこう」と他のケアマネと話してい

ます。

わが身はさておき、やはりケアマ

ネとしては、利用者さんのことが心

配です。世帯ごとに公平に配るのは

いいんですが、独居など高齢世帯に

配るには何か詐欺防止の仕組みが必

要なんじゃないでしょうか。

給付金の是非はともかく、制度の

変わり目などに必ず出てくる、高齢

者をねらった詐欺には、本当に腹が

立ちます！　何度か経験しました

が、お金を取り戻すのも難しいし…。

なけなしのお金を盗られて困ってい

先輩方はほとんどが、貯金するか奥

さんのヘソクリになるだろうなんて

言ってます。こんなことで、本当に

消費を促す効果があるんでしょうか

ね？？

中途半端な額ではなくて、いっそ

のこと1世帯に100万円くらい、ど

ーんと渡してくれたら、今の暗い世

の中も少しは明るくなるのかもしれ

ませんね。未曾有の不景気ならそれ

くらいしましょうよ。まあ、現実的

ではない話ですが。

配るなら、
早くしてください！
（茨城県　コウノトリさん　39歳）

賛否両論あると思いますが、配る

と決めたなら、早く配ってほしいと

いうのが私の思いです。

年をまたいで、すったもんだが続く定額給付金。我が家での使い道から、財源活用の提案までさまざまな意

見が集まりました。やはり、ケアマネさんならではの視点で、高齢者の詐欺被害などを心配されている方が

多いようです。

2月号の ★ 募集テーマから

あきれてます！

あきれてます！

あきれてます！



寄付します
ユーザ名：me-kako

寄付しますね。善人ぶるわ

けではないですが…

本来なら政治の力で本当に

困っている人に配分してほし

いのですが、それをやってく

れないので。福祉関連団体か、

ホームレス支援団体など考え

ています。

仕事服を買います
ユーザ名：marumaruko

もらえるものは頂きます。

他の分野に回したところで、

皆が納得するわけでもないし、

それなら、全国民に還元した

ほうが、いいのでは？

私は、1万2,000円もらえ

たら、仕事用の服（私服なの

で）を買います。

またストレスが
たまります
ユーザ名：kbym

4人家族で64,000円。地

域振興券の時はデジカメを購

入しましたが、今回はしばら

く口座から動かさない予定。

居宅ケアマネはいつ事業所

廃止に追い込まれるかヒヤヒ

ヤものですからね。そう考え

るとまたストレスがたまる…

保健医療に
使って
ユーザ名：evviemma

もらえるのは嬉しいから、

ぜひ頂いちゃいましょう…っ

て気持ちもあるけれど…何に

使うんだろ？

とりあえず、ご飯でも食べ

に行こう。けど、もっと福祉

の分野や医療の分野に使って

もらいたいとも思います。不

妊治療への負担金がほしいか

な (^-^;)

食べるのは
勇気がいります
ユーザ名：sunsun

「毒まんじゅう」ってところ

ですかね。

政治家に
言いたい
ユーザ名：bbyoko

以前、地域振興券というの

がありましたが、アレが景気

対策になったかといわれると

甚だ疑問でした（お若い方は

ご存じないかも…）。

行き当たりばったりの政策

はいかがなものかと思います。

政治家に、「ちーとばかしお

金を配って偉いことしたつも

りになってんじゃあねえ! !」
と言いたいです。

消費税を下げたら？
ユーザ名：yasuto07

どうして、定額を給付する

の？ それなら「今年だけ消費

税を4%か3%に戻して軽く

する」っていえば、給付する

処理の手間がいらないんじゃ

ない？

そう思うのは私だけでしょ

うか??

全員がもらえるの？
ユーザ名：shirame

どう考えても変です。

派遣切りなどで仕事も家も

なくなって、本当に困っている

人には「住民票の関係で給付

金がいきわたらない」と言わ

れてるし、世帯ごとの通知だ

から、「DV受けている奥さん

なんか手に入れることができ

ない」とも聞きました。一体

何のためにやるんだか…

税金システムを
変えてほしい
ユーザ名：422259

支給するのにも手間も費用

もかかるのに、なぜするのか

わかりません。

税金を下げるとか何重にも

税金を取られる仕組みを変え

るとかしてほしい。

利子率を
下げる手も
ユーザ名：papermoon

期間限定で、銀行の利子率

を0%にして（今もあまり変わ

りませんが）、消費税も0%。

さらに会社の法人税率を下げ

て、その分を労働者の給料に

あてるようにする。そうすれ

ば、消費がよくなり、景気も

よくなるのでは？

税金、余ってる？
ユーザ名：masumi

受け取っても、ケアマネの

年間投資（書籍・研修費）で1

年ももちません…。

1万2,000円でいったい貧

乏暮らしの何が変わるのでし

ょうか? 苦労して働いてい

る中で搾取されている税金が

余っているの？ と思ってしま

います。

仕事が
増えるんでしょうか？
ユーザ名：163

独居や認知症、施設入所手

続き中の人は受け取りどうす

るのかな? もしかして、ケア

マネや相談員にその作業が押

し付けられるとか??

役所に受け取りに行くだけ

で給付金よりタクシー代が高

くついたり…

細かいことを気にするとき

りがない！

違う支援を考えて！
ユーザ名：manekibuta

ケアマネ的に考えますと、

止めてほしい！

利用者さんの生活面では助

かる人もいますが、そうでな

くても振り込め詐欺対策で四

苦八苦しています。

だまされやすい高齢者に違

った形で支援できませんか、

麻生さん!!

月刊ケアマネ
買います
ユーザ名：ja1dim

絶対に受け取りたくないで

す。

でも、もらったら「月刊ケア

マネジメント」を年間購読し

ます。職場じゃとってくれな

いし、ゆっくり読みたいから。

自分の資質を少しでも向上

させて、サービスがよくなれ

ば、税金を使った意味も少し

はありますよね。
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やっぱり「預金する」という声が多く集まりました
↓↓↓

などと思っております。

給付金には反対という意見もわか

りますが、実際に辞退までする人は

少ないのではないでしょうか？

私としては、あとは使い道を考え

るだけなのですが、最近いよいよ調

子が悪くなってきた掃除機を買い替

える足しにしようかなどと家族と話

しているところです。預金はせずに、

消費拡大に協力する予定です。

大家族が
多いせい？
（岩手県　R.Yさん　41歳）

岩手県でケアマネをやっています

が、利用者さん宅を訪問して世間話

をしていますと「定額給付金に賛

成」「早く配ってほしい」という声

を意外と多く聞きます。別に与党の

大センセイの地元というわけじゃあ

りません。ニュースや新聞などでは、

国民の大半が反対しているといいま

すが、この違いってなんでしょう？

一介のケアマネにちゃんとした理

由はわかりませんが、ひとつ感じる

のは、イナカ特有の家族の多さです。

私が担当している家々もそうなんで

すが、二世代、三世代が一つ屋根の

下で暮らしているケースが多いの

で、計算すると世帯ごとにもらえる

金額がばかにならないんですね。金

額の問題じゃないと言われてしまい

そうですが、10万近く給付される

家もざらだと思います。もちろん家

族が多ければ、それだけ支出が多い

ことも確かなのですが。

そんなふうに考えると、地域ごと

に今回の給付金騒動のとらえかたも

違うのかもしれませんね。

しくないのが現状です。「100年に

一度の不況」だなんて、さんざんニ

ュースで聞かされて、先々のことを

考えたら、やっぱりわずかな額でも

預金に回すのが妥当ですよね。

けどなあ…、デジカメもほしいん

ですよねえ…。

掃除機を
買い替えます
（東京都　高田幸則さん　52歳）

「ほかにいろいろ使い道、あるだ

ろ！」ってツッコミたいところです

が、どんな使い方したところで、反

対する人や団体はいるんでしょう

し、世帯ごとに一律給付というやり

方も、これはこれで仕方ないのかも、

とりあえず…預金です
ユーザ名：sora2008

とりあえず預金することに

なるみたいです (家内による

と…)

ただ、独居や高齢者のみの

世帯へ給付がもれなくできる

のか、家族が年金を管理して

いる場合、本当に本人に届く

のか心配です。

どこかに
飛んでいくでしょう
ユーザ名：yokoyoko

個人的には高校生・中学生

小学生の子どもがいるため、

少しでも収入が増えるのはう

れしいです。きっと羽が生え

て何に使ったかわからない状

態で財布の中から飛び立って

いってしまうでしょう。

2月号の ★ 募集テーマから

さらに多くの、いろいろな世代のみなさんに参加していただきたいと思い、ケアマネジャー向けの情報サイ

ト、「ケアマネジメントオンライン」と連動しました。

サイト内の特設ページから簡単に意見が投稿できます

（会員登録が必要です）。

ウケてます

使っちゃい
ます


