
すが、消費税や社会保障費に手をつ

けずに財源はどこにあるのでしょ

う？？　もしこれが利用者側の負担

増につながるのだとしたら、単純に

は喜べない話です。さらに後期高齢

者医療制度は廃止の流れだそうです

が、導入にかけたお金のことを考え

ると、これも「？」です。

…なんて、庶民は言いたい放題言

うだけなので、これを受け止める民

主党のみなさんは大変な重圧だと思

います。「きっと今の状況より良く

なるはず」と信じていますので、ぜ

ひがんばって改革を推し進めてほし

いです。

言いたい放題
言ってしまいますが…
（神奈川県　ポチ　43歳）

投票行ってきました。政権交代は

必要だったと思いますが、民主党の

あまりの圧勝ぶりにちょっとびっく

り。

マニフェストはざっと目を通した

程度ですが、あれをすべて実現する

のって、素人の目でみても不可能な

のでは…？

やっぱり「介護職員の給与4万円

アップ」に惹かれて、民主党を応援

した介護職って多かったんですか

ね？　たしかに実現すれば嬉しいで

子育て支援に
賛成です
（東京都　PEN 36歳）

子育て支援、子ども手当て…。民

主党のマニフェストを見た感想は、

私を含めて独り身の人にとっては結

局増税になるんだろうなあ、と。給

与4万円アップで相殺といったとこ

ろでしょうか（本当に実現するか疑

問ですが！）。けれど、高齢化より

も少子化のほうが長い目でみると社

会に与えるダメージは大きいと思う

ので、必要な政策だと思います。年

寄りにお金をかけるなということで

はありませんが…。

9月号の
★募集テーマ

から

トシオさんの言葉に感謝！
（福島県　レイコ　39歳）

口はわるいけど心はあったかい利

用者のトシオさん。「民主党に入れ

たらアンタの給料もちょっとはマシ

になるんだろ？ だったら入れてや

るよ」と豪快に笑いながら投票場に

行ってくれました。まったく泣かせ

ることを言ってくれます。最近はマ

スコミがさんざん介護職の給料の安

さを宣伝してくれるものだから、つ

いには利用者さんにまで心配される

始末です。ヤレヤレ。こうなった以

上、トシオさんの心意気をムダにし

ないためにも、民主党にはマニフェ

スト実現に向けてがんばってもらわ

ないと！

まずは現状把握を
お願いします
（奈良県　ドグマチール　47歳）

民主党案の介護職員給与4万円ア

ップや処遇改善交付金などの政策

は、福祉介護職に日の目が当たって

それはそれで良いのですが、その前

にもっと有効に税金を使うための介

護現場の現状把握をしてほしいと思

います。

例えば、要介護高齢者のセーフテ

総選挙の投
票、

行ってきま
した！

ご存知のように総選挙の結果は民主党の圧勝に終わり、9月16日には新政権が正式に発足しました。次に

気になるのはやはりマニフェストをどうやって実現させていくのか。「介護職の給与4万円アップ」など耳

ざわりの良い言葉が並んでいますが、現場のみなさんからは「ホントに実現できるの？」といった疑問の声

を多くいただきました。また、子どもをもつ家庭への支援についても賛否があるようです。

ィネットである特別養護老人ホーム

職員の離職がひどく、乱立気味のヘ

ルパー事業所に介護職が流れていな

いでしょうか？　介護サービス事業

所は経営のため、不必要なサービス

利用者を掘り起こしていないでしょ

うか？ ケアマネもそこに加担して

いないでしょうか？……。在宅サー

ビスは地域による偏重がみられます

ので、行政による適正な事業所指定

等を行ってほしいものです。

給付金については、事業所申請で

はなく個人申請にすべきではないで

しょうか。世帯の課税状況や介護職

による収入が生活の柱になっている

かなど吟味して、給付すべきでは？

ひまつぶしでヘルパーをしているセ

レブの奥様に給付金を差し上げる必

要はないと思うのですが…（失礼）

きれい事でなく
無駄な医療費削減を
（静岡県　ひまわり　49歳）

今回の選挙は政権交代だけが話題

になり、マニフェストはきれい事だ

け！

これからは在宅医療を充実させる

ことに力を入れてほしいと思いま

す。そうすることでムダな医療費の

削減になるんじゃないでしょうか？

だって後期高齢者の医療について

いえば、本当に病院での治療が必要

な人がいる一方、必要がないのにた

だ病院へ行き、そこで出された薬を

結局のまない人もいます。必要な医

療を必要な人に届ける方策が求めら

れると思います。

さらに私たち40～50代は多少

熱があっても仕事に行き、ムリをし

ています。高齢者のことは当然です

が、働いて社会を支えている世代も

大事にしてほしいと思います。

庶民を大切にする
マニフェストと信じて
（宮城県　生まれ変わる日本　32歳）

今までは政治が大企業や公務員、

株主など強い者の味方でまさに資本

主義の弱肉強食社会でした。その結

果、保育や介護といった福祉分野は

知
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る
人
は
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列は、きっと破綻すると思い

ます。それにしても、ほとん

ど外出できない利用者さんが

投票に行ってきたというので

びっくりしたら、案の定、そう

いうときだけ外出介助（！？）

してくれる某組織の車に便乗

したようです。認知症のある

利用者を選挙に利用するのは

やめてください！

ユーザ名：xwa95978

政治には不信感を抱いてい

ますが、大切な総選挙。もち

ろん投票に行きました。民主

党の美味しい話がどこまで実

現できるのか、ちょっと見た

いですね。生活が本当に良く

なるのか、それとも一部の人

だけが得をすることになるの

か。でも本当に消費税を上げ

ずにできることなら、今まで

の政治家は何をしていたので

しょうか？

ユーザ名：michalu520

マニフェスト通り、働いて

いる我々の待遇が改善されれ

ば、嬉しい限りです。しかし、

心身共にボロボロになるまで

介護を続けている家族の方た

ちを見ていると、「ここの改善

はないの？」って感じます。
選挙後、訪問先では、民主党

政権に対する期待の声を多く

聞きます。多角的な視野で政

策を行ってもらいたいもので

す。

ユーザ名：hiroasis

選挙当日は宿直業務に当た

っていたので、期日前投票に

行ってきました。各党のマニ

フェストを見ても、その場限

りのバラマキ感が否めません。

自己努力だけでは経営が成り

立たない居宅介護支援や訪問

介護などの事業所がモチベー

ションを持ち続けられるよう

な取り組みを進めていくべき

だと思います。

ユーザ名：xiaoyu

朝一番に投票すませました。

マニフェストは少し目を通し

た程度。私が今、一番望むこ

とは「ワーキングマザーに優

しい世の中」です。自分がそ
の立場になり、つくづく感じ

ました。先日、上司からこん

なことを言われました。「小さ

い子供を抱えて身軽に動けな

いんだから、黙って会社に従

え」と。育児休暇ももらえな
かったのに…。

ユーザ名：544538

私たち国民が選んだ党なの

だから、民主党には期待を裏

切らないで改革していっても

らいたいものです。ここで生

活して良かったと思える国ヅ

クリを期待しています。

ユーザ名：2872000746

どんな選挙も選挙権がある

限り行っていますが、応援し

ていた党が惨敗でした。政治

が新しく生まれ変わるのは良

いことだと思いますが、しっ

かりと地に足をつけた世の中

になるよう、がんばっていた

だきたいと思います。世の中

を見つめなおしたいとつくづ

く感じた選挙でした。

ユーザ名：hanshinfan

介護職の給与アップや施設

整備といっても、それができ

るなら前政権でもやっている

だろうし…。今年に入ってか

らの要介護認定の混乱も、結

局は財源不足からサービス利

用を減らすために認定基準を

下げようとしたことは明白。

そういった現実に対して、新

政権がどんな対策を講じるか。

野党はどう対応するか、お手

並み拝見です。

ユーザ名：straker

民主党案で、報酬額を引き

上げたとしても直接給与に跳

ね返らないことは今回の報酬

改定で実証済みです。介護従

事者を本当に労働者として位

置づけるなら、基準賃金など

もキッチリ決めて、それを守

らない事業者には介護報酬に

ペナルティを課すなどの方策

を実施してもらいたいもので

す。

ユーザ名：rieko5

子どもへの給付金、確かに

子育て支援は大事なことです。

でも、これって不平等な気が

しませんか？　だって、子ど

もがいる家庭もあればいない

家庭もあるんです。それより、

生きている人は誰もが年をと

ります。安心して老後を迎え

られるように、もう少し真剣

に高齢社会を見据えた政策を

期待しています。

ユーザ名：brang

各政党のマニフェストを読

み比べましたが、介護の人手

不足が解決できるような政策

は見当たりませんでした。介

護報酬を上げて解決するもの

だとも思いませんし…。そこ

で提案ですが、資格の取得費

用を無料にするなどの政策が

あれば、介護の仕事に興味を

もつ人も増えるのではないで

しょうか？
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で、早めに投票に行き、あとはテレ

ビで選挙特番をずっと観ていまし

た。マニフェストには確かに耳ざわ

りの良い言葉が並んでいますが、そ

の実現にこだわりすぎてもよくない

と思います。介護報酬7％アップで

現場の給与が4万円アップ？ ちょ

っと現実離れした数字だと思いま

す。給与水準が低い業界はほかにも

あるだろうし。公約が実現できない

とわかったときの対応に注目してい

ます。できれば、しっかり説明責任

を果たして修正案を提示してほしい

ものです。

↓↓↓

総選挙の投
票、

行ってきま
した！

9月号の
★ 募集テーマ

から

ユーザ名：tokatoka

投票に行きましたが、どこ

の政党のマニフェストにも、

魅力を感じませんでした。民

主党のものも、育児世帯だけ

が優遇される印象があって、

疑問です。育児の負担はお金

だけで解決できず、保育所を

増やしたり、ハード面の見直

しも必要だと思います。そう

じゃないと、私たち介護従事

者にとっても育児しづらいで

すよね。

ユーザ名：halhal

政権交代で介護職員の処遇

改善金が高くなるんでしょう

か？ いいんですが、今後の

人手不足解消にはインパクト

が薄いような…。だって、い

つなくなるかわからないし、

新卒の基本給が上がらないこ

とには、根本的な解決にはな

らないように思います。夢が

持てる改革を実現して、ぜひ

長期的な雇用対策をしてほし

いですね。

ユーザ名：ja1dim

もちろん、期日前投票に行

ってきました！　ケアマネは

国によって作られた資格商売

です。ですから、良きも悪く

も国や自治体に振り回される

ことになります。今後の政権

に期待したいし、政治に無関

心なケアマネは、税金や介護

保険料を納めている利用者に

失礼だと思っています。

ユーザ名：keinisno1

マニフェストなんて信じま

せん。耳に心地よい言葉の羅

政権交代による改革で福祉が苦しい

職業でなく、楽しく幸せな職業に生

まれ変わることを願って、日々の仕

事に励みたいと思います。

実現はムリ？　
そのときの対応に注目
（北海道　忍　41歳）

投票日はたまたま休みだったの

軽視され、格差が広がったのではな

いでしょうか。そんななかで民主党

が掲げたマニフェストは弱者の味方

となり、強者に依存した社会を改め、

庶民の生活を大切にする社会を作る

ものだと信じたいです。

不況で税収も減り、経済も成長し

ない今後の日本だからこそ、予算編

成をしっかりやって福祉や農業の分

野に目を向けてほしいです。今回の


