
2018年ひとこと提案集計（西東京・生活者ネットワーク実施）

回答者：171人(2018年10月15日現在）

【ケアラーについて】

○をつけた人 92 54%
○なしの人 77 45%
無効 2 1%

　　（複数回答可）
① 介護（ 高齢者 ・ 障がい者 ） 22
② 長期の看病 14
③ 療育 2
④ こころや体に不調（依存症・ひきこもりなども）のある家族のケア・きづかい12
⑤ その他 2

無効 2
無記入 77

２．１の質問に○がある人は、「ケアラー」と定義されますが、そのことを知っていましたか？
① はい 44 25.7%
② いいえ 70 40.9%

無記入 57 33.3%

　　　（１で○をつけた人（92人）の中で）「ケアラー」と定義されることを知っていましたか
はい 34 37.4%
いいえ 57 62.6%
無記入 1 1.1%

３．１の状態になったとき、したいこと、してもらいたいことはありますか？（複数回答可）
① 休みたい 18
② 交代要員がほしい 42
③ 愚痴を聞いてほしい 19
④ 知識・情報がほしい 44
⑤ 地域の手助けがほしい 24
⑥ ケアラー自身がケアできなくなった時の緊急対応がほしい45
⑦ すぐに入れる施設がほしい 30
⑧ その他 2

１．家族、親族などに、以下にあげたようなお世話を、無償で行った経験（現在含む）がありますか？あれば、経験のあるもの
に○をつけてください
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　いわゆる「介護」だけでなく、療育、こころや体に不調（依存症・ひきこもりなども）のある家族のケアやきづかいなどを家族・親族に行っている人を「ケ
アラー（介護者）」といいますが、ケアを家族が抱え込んだり、自分がケアラーであることを認識できていないこともあります。
　高齢者介護においては、される側の制度は整いつつありますが、ケアラーの支援制度は西東京市ではまだ取り組みが始まっていません。
　今回の調査でも、ケアの経験があると答えた92人のうち、「ケアラー」の定義を知らなかった人は57人でした。
　市も広報に努めていますが、精神的・時間的余裕のない「いままさに介護中」のケアラーに支援や情報が行き届いているとは言えません。
　生活者ネットとしては、ケアラーの人たちが、いざという時に必要な支援や情報につなげる「ケアラー手帳」の発行を提案しています。
　また、ケアラー支援をしている市民の活動が市内にはあります。そういった市民の活動を応援する仕組みを行政に求めていきます。



【香害について】
洗剤、柔軟剤、消臭剤、整髪・化粧品などの香料で健康被害を訴える人が増えています。重篤な場合、生命への危険も生じ「香害」と呼ばれるようになっています。

１．「香」で不快な思いをしたことがありますか？
① はい 108 63%
② いいえ 33 19%

無回答 30 18%

　特に何か症状が出たことのある人は具体的に教えてください：記述33人 （記述はすべてそのままの掲載）

香料

化粧品、整髪料、洗剤

くしゃみ、鼻水、頭痛

いろいろな点で避けています

鼻水、鼻づまり、涙目、頭痛と吐き気など

洗濯物。近所で干しているものが漂ってきた。メーカーの責任ですよね

香害より煙草の受動喫煙の影響で困っている

気分が悪くなった。鼻が痛くなった

息子たちが赤ちゃんだった頃、近所のおばさんたちに抱っこしてもらったら、おばさんの香水が赤ちゃんに移って1日中香水の香りが取れず嫌だった

近隣の洗剤の匂いが洗濯物からしてきて気分が悪くなる（窓を開けられない）

気分が悪くなった（電車内）

頭痛

電車の中で気持ち悪くなったことがあります

皮膚炎・炎症

乗り物で香りが逃げないため長時間不快でした

柔軟剤で吐き気

頭痛

嘔吐、特に雨模様の天候のバスや電車の中での香りのきつさと体臭の混ざった気持ちの悪さ

むせる。消毒のアルコールでもむせるので病室に見舞いに行くと相部屋の人で弱い人は結構つらいかもしれない

柔軟剤が新製品に変更になったので使用したが、刺激臭と感じた。同時期鼻炎になり、季節に関係なく、くしゃみが出るようになり耳鼻科に都度通院
（アレルギー反応なし）

100円ショップに入れません。プラスチックの匂い×。鼻の奥がツーンと痛くなり、次に頭痛がきます。柔軟剤の匂いがきつすぎつと知り合いに言ったこと
あり。保育者なのに…。
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消臭剤を使うとのどにひびき、せきが出る

ぜんそくの悪化〝咳”

気持ちが悪くなった

気分が悪くなる

胃腸の調子が悪い時、嘔吐感を感じた

目やのどが痛くなる。咳が出る

本屋、衣料品売り場で腹痛。日常品には香りのない物を出してほしい。洗剤など一度使うと衣服から匂いが取れず困る

電車の中などで強烈な香水のにおいにたまらず逃げることがある

ぜん息

強い香りは気分が悪いです

トイレットペーパーに香りが付いているのを家族が購入。トイレ中、気分が悪くなり全て捨てた

２．合成香料など化学物質による人体への影響を知っていましたか？
① 知っていた 69 40%
② 聞いたことはある 49 29%
③ 知らなかった 23 13%

無回答 30 18%

吐き気、せき込み、頭痛、呼吸困難。香のある人のそばにいられない。電車に乗れない。人と接することができなくなって家から出られない。医者なのに
香害を知らない先生にあたって、治療もないので仕事を辞めたら、そこまでしなくてもと言われ腹が立った。メーカーに使用禁止してもらいたい

香の害に悩まさている人が想定以上に多いことと、それぞれに症状が出ていることがわかりました。
生活者ネットは、香害と化学物質過敏症の周知を求め、市長は「ホームページ等で周知を図る」と答弁を得、学校においては給食だよりや学校便りで
の周知が行われました。
しかし、香りは個人の自由だとの考える方が多いのもまた事実です。化学物質過敏症によって登校や通勤ができなくなる人がいること、自らも突然被害
者になるかもしれないことへの認識不足を補うよう、より一層の周知が必要と考えます。
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回答者：171人中、市外を除く166人の回答者(2018年10月15日現在）

【資源ごみ収集について】

１．上記を踏まえ、資源物の収集方法・回数について、あなたの考えに近いのはどちらですか？
① 回数が減っても戸別収集が良い 28 17%

② 現行の拠点収集（週１回）がよい 129 78%
無回答 9 5%

各回答の年代分布

　①と答えた方は、月に何回まで減らしても許容できますか？
① ２週に１回 9
② ３週に１回 11
③ ４週に１回 6

無回答 3
（1人が①②両方を回答しているため合計数が29人）

市は資源物（ﾋﾞﾝ・缶・ﾍﾟﾄﾎﾞﾄﾙ、古紙・古布）の戸別収集を検討中です（6/18現在）。現在は拠点収集で毎週１回の収集です。戸別収集は費用がかさむことから、収集回数が減る可能
性もあります。また、戸別収集導入の理由を「高齢化によるゴミだし困難者の増加」としていますが、既にある「ふれあい収集」を利用すればよいとの意見もあります。限りある市の予算
をどのように使うかしっかり検討する必要があります。
※ふれあい収集：ごみ出しが困難な対象基準に該当する高齢者や障がいのある方に申込で行う戸別訪問収集
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30 40 50 60 70 80 不明 ←年代

① 1 1 1 2 3 0 20
② 1 8 14 5 14 8 79



●「回数が減っても戸別収集が良い」人の記述：12人 （記述はすべてそのままの掲載）

年代

60
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30

70

●「現行の拠点収集（週１回）がよい」人の記述：44人

年代

50

70

60

80

80

70

雑誌などの重いものを出すのに何度も往復するので大変。腰痛があるので戸別収集だととてもたすかります

意見

自分で出すごみは自分で責任を持つことが大事と考えます

収集所は各家が当番制できちんとしているのですが、他者が指定日以外にいつでも捨てていくので皆困っています。いっそのこと戸別収集
にしてもらえたらと思っています（ﾋﾞﾝ、缶等々も）

今でも毎週は出していないです。減ってもよいので本などまとめて出すと重いし段ボールもかさばるので個別に来てもらうと助かります。今
のままでも不満はありません

拠点収集でも4週に1回でよい

不法投棄がある。自治会で回遊し資金源になっている

地域の人たちと古紙回収を月1回行っていますので、3週に1回でも問題ないと思うし拠点収集だと何日も前から出す人などがいて、ちょっと
高齢の方が曜日を間違えて出したり収集拠点が家の前なので常に気にしなければならない（おせっかいおばさんなので）

資源ごみに限らず、各ごみ出しの量は年々増えてきているのでしょう。私も高齢なのでいくいくは資源ごみの場合、回数が減っても戸別が良
い。週に1回回収は理想的です

認知の人や高齢世帯が地域に増え拠点の管理が難しくなっている。分別ができない人に伝えるときなど気を使う

資源物収集用に残置されているカゴが市の美観を損ねています。また当方の家の前に大量の資源物が週1回置かれるので大変迷惑してい
ます

今の場所がダメになったら、またいろいろとモメゴトが多く、代金支払っても戸別の方が助かります。もう90歳近くなのでモメゴト、苦労は嫌で
す（遠くまで持っていくのはきついです）

後期高齢に近い戸建てで一人暮らし、古紙は重くて持っていくのが大変なので戸別が良い。自治会の集団回収が大変

本や雑誌、段ボールは重くて拠点まで持っていくのが大変。拠点が遠い

意見

拠点は遠くない。分譲地の敷地内。共有地としているため税金を払っている

現在、3戸に１か所の拠点収集で大変助かっています

ごみはそこに住む人の社会性のレベルがわかります。気持ちよく住める地域として、これに気を使うことがほとんどすべてと思っています

ふれあい収集という制度があるのを初めて知りました。対象基準を実態に合わせて見直すなど、工夫と検討ができるとよいと思います

出されるペットボトルの多さにびっくりです。他の資源ごみも含めてですがそれらを減らす努力をしなければと思います。生協の買い物と比
べスーパーの買い物をするとごみが増える

事実ごみ出しに困難がある。しかし、重い、大きすぎるなどは、近所の友人に頼むなどしたらよい。戸別収集にはお金がかかりすぎるから

今はまだ体が動くので原稿でもよいのですが、体、特に足が不自由になると戸別を望みたくなると思います



年代

70

60

拠点の方が合理的。事業者にそこまで負担を負わせてよいものか

意見

税金の使い方を考えると現行制度でよいと思う。ごみ出し困難者への対応は別に考えればよい。資源物を戸別収集した場合、どれくらいの
費用が必要か、資源物回収率の変化などシミュレーションし市民に示して意見を聞いて検討すべき

拠点収集場所がすぐ近くなので現行で不自由ではない。遠くであれば考えが変わるかもしれない

ふれあい収集を利用すればよい

資源物は可燃ごみ程多くないと思われるので、今まで通りでよいです。プラゴミは戸別になっているのでそれで充分です

十分だと思う

現行14世帯分（ｶｺﾞが3点、ﾋﾞﾝ、缶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）夏季はﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙがカゴからあふれ、あふれた分は袋に入れて出しますが…。現在の回収ルー
ルに至るまで50年の歳月がかかっている。市民がどこまで気を使って（出せばいいということでない）出すかを言うこと、市民の義務です。心
遣いが必要。町内会とか団体は少なくなっているのが現状。業者対市民（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）により、集団回収（資源）も地域ｺﾐｭﾆﾃｨとして存在するのも
良い。

3軒で集団回収していて今のままでよい

戸別は冗談じゃない。可燃の戸別はとても便利になったがこれ以上便利にする必要はない

今のままで十分。これ以上便利にする必要はない。税金は別のことに使ってほしい。便利にするなら自己負担を増やすべきでは

地域に資源ごみを回収しているところあり回数が減ってもごみ量が少ないので耐えられる

個人で出す量違う。夏場はたまって大変。一人暮らしのひとはふれあいを使っている

回数が減ると困る。拠点でうまくやっている

税金をかけすぎるのは良くない

ルールを守って出しているので戸別でもよいのですが「古紙」は戸別だと職業が分かるようなプライバシーがたくさんあるので戸別収集には
反対します。資源ごみを持っていく悪い業者を見るので余計反対です

回数が減ると23区内のようなひどいごみの出し方になるかもしれない。地域で集めることにより自制心が働いていると思う。力の弱い人しか
いない所では手助けし合ってでも今の方がきちんとできて資源物の区分けも効果的になると思う。西東京は結構頑張っているからこのまま
もっと良い方法があればそれもよい。ご近所との交流のチャンスにもなる。収集車のガソリン節約になり地球にも少しは優しい

戸別収集になるとゴミだらけの街になってしまう

ﾍﾟｯﾎﾞﾄﾙのﾘｻｲｸﾙ処理でも大きな問題があることを知りました。ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙとても便利ですが、できるだけﾏｲﾎﾟｯﾄ持参に心がけています。便利
さ優先を見直せる時代に…無理なのでしょうね

資源ごみについて、集団回収（月1回）をしていますが、勤め人、狭い家の方は市の（週1）を利用している。高齢者の集団回収には、近所の
人に協力してもたっている

拠点回収で声を掛け合うことできれいな資源物が可能になっている

マンションは2週に1回ではあふれるのでは。週1でも時々路上にまでびん、缶があふれている

自宅の前が拠点で不便はない。戸別にするなら資源ごみの有料もやむを得ないのでは

不燃の回数を増やしてほしい。金属、油はもっと少なくてよい

業者の負担が増えるのは気の毒。足腰がたつので拠点でよいが…その場合は回数を減らすしかないか…



年代

70

●選択は無回答の人の記述：6人

年代

ふれあい収集に力を入れてください。他は拠点収集、それも月2回で良い 50

どちらともいえない

どちらともいえない。2週に1度になると1回の回収の量が増えるのでは

高層マンションに住み、エレベーターのない居住者には戸別収集が良い。低層住宅では現状でよい

ずっと同じ人の家の前におかせていただき心苦しい。市の負担が増えるのも気になる

隔週でも

意見

古紙が高齢者には重い。ふれあい収集の範囲を拡大すればよいのでは。いまのままで不都合はない

拠点回収は地域のコミュニティの場。なくしてしまってよいとは思えない。可燃ごみの戸別回収は本当に助かっているが、資源物はこのまま
でよい

拠点づくりは大変で、皆、自分の家の前は嫌だというので持ち回りになった。今はそれでうまくいっている

今のままでよい

ふれあい収集の取り組みを周知できるとよいと思う

戸別希望者には戸別で対応する。基本は拠点収集が良いと思う。

どちらかに決めず可能な人に②、高齢など事情のある人は回数を月1回くらいに減らして戸別収集とするなど柔軟な対応を望みます

希望者のみ戸別回収する自治体がある。そうすればよい。ごみ袋を有料だから回数減るならタダにしてください。回数が他より少ないのだか
ら、現在より減ったら困ります。袋も60歳以上は無料の市に住んでいた。ここは有料でしょう

拠点収集場所を明確にして、出し方の決まりの表示をはっきり書き出して街の美化を損なわない努力が必要です

容器ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの量はとても重いので古紙、古布と一緒にくくらないでほしい。古布はここにより量も回数も違うし少ないと思います。古布は月
1回で大丈夫。プラは毎週、古紙は2週に1回でいいと思います

容器ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ⇒週1回、古紙・古布⇒月1回（新聞を取っていない核家族は必要ないと思います）

意見

ごみ出しのお手伝いができる人を登録して近所の高齢者やケガをされた、病気になった、とか妊娠中でできない方などのごみ出しをサポー
トする体制をつくったらどうか。私はお手伝いできます！

　回数が減っても戸別収集が良いという人は、非常に少なく、年代がわかった人のうち、70代14人、80代8人と、高齢の方も現行のままでよい人の方が
多い結果でした。
　今回のアンケート回答のもう一つの特徴は、37％（62人）もの人が意見を寄せてくれたことです。毎日の生活にかかわることだけに関心が高いというこ
とだと思います。
　「回数が減っても戸別収集が良い」の意見では、紙類が重いので戸別にという意見や決められた通りに出さない（出せない）人への対応として望む方
が複数でした。一方、決められた通りに出せない人への対応としては、ふれあい収集やなんらかの支援制度をつくればよいという意見が書かれてお
り、無回答の意見でも「手伝いができる人を登録して高齢者やケガ・病気・妊娠中の方のごみ出しをサポートする体制をつくったらどうか。私はお手伝い
できます！」という積極的な意見もありました。生活者ネットとしても、そのような制度で支援することで対応が可能だと考えます。
　検討会での議論が進んでいますが、今一度、もっと市民の声を聴くべきだと考えます。



【自由記述】 （記述はすべてそのままの掲載）

医療費の補助を練馬・中野なみの18歳までに

自分自身が介護になった場合、所属団体のどこかに入りたいです。予約をすることができないのでしょうか

来年8月に住民票等自動交付機がなくなる記事を見ました。マイナンバーに不安を感じているので、なんとか交付機を残してほしいと思います

社会のためのご活躍を感謝します。高齢者ですので、積極的にはできなくてすみません

化学技術屋なので香害知っている

市庁舎の建替え問題、田無庁舎の中庭をつぶしての解決は不支持

香害）個人の自由である。給食の白衣で指摘を受けた。登校拒否、いじめにつながる。議会で取り上げる等やりすぎ

女性（81歳）一人暮らし。子育て応援、空家対策、期待しています

こいこい橋からカラフル公園への道が狭く、千川上水沿いからのＴ字路の角度が不便なので何とかしてほしい

ご活動を感謝して見守っております。私は90代になりまして何もお役にたつことはできませんがお許しください

以前、鈴木美紀さんに大変お世話になりました。今も心から感謝いたしております。ﾈｯﾄﾜｰｸさんはずっと応援をいたしております。頑張ってください

お店、消費者も意識を変えないとと思います。水は本当に資源ですね。プラゴミも何とか減らしたいです

私の50代は80～90代の高齢者と共にあった。入院・入所に至るまでにも苦労はあったし、入院・入所中もお見舞いというより半ば手伝いに出向かねば
ならずお世話いただいて感謝しつつも最も疲れた

成人の日の記念品がフリクションのボールペンと聞き驚きました。記念品はなくてもよいのではないでしょうか（ちなみに私は横浜市金沢区で辞書をい
ただきました）

地域に根差した活動、また、平和と民主主義を守る活動に期待しています。市議さんを早く3人に取り戻してほしい。それにしても活動がまだまだ弱いで
すね
香害は通勤（約1時間同一路線）や会社内（事務職内勤なので終日）でも悩ましい問題です。アレルゲンとなりうることの周知、行政にもメーカーにも求
めたい

香害で症状が出たわけではありませんが、若者の使う整髪料の香料はあまりに強すぎると思います。憲法改正論議でこの先不安も大きいですが、高
齢者で体の不自由な方の選挙がもっと楽にできるようにすべきだと思います。子ども条例に関しては家庭支援センターの職員の過労が大変気になりま
す。通報増加もあり休み返上の忙しさ。人員の増員が必要と思われます。
生活クラブ入っている。ご近所さんで年に４回くらいでよいので、顔合わせ会をして欲しい。そうして知り合えばエッコロ共済での助け合いもお互いにで
きる

東伏見神社近くのトンネルの照明が明るすぎて危ないしもったいないと思います。生活者の目で問題を見つけて対応してくださり感謝しています。目の
付け所が新鮮で、西東京市の政治が動きそうな予感がしています。細やかな活動を応援しています

市内の生産農家の除草剤散布（特にﾓﾝｻﾝﾄ社製）の実態を知りたいです。どこの農家でも全く雑草は生えておらず、黒々とした土を見ると複雑な思いを
いたします

現在の市長の頭の中には西東京市の地図は旧田無しかないのでは？市民全体のことを考えて公平に市政を行って下さい。市庁舎とか連絡ムダバス
を走らせる

香害についてはやっと取り上げてくれて良かったと思います。また抗菌グッズも身体や空気に影響があるのでは心配しています。地球を汚しているので
はないでしょうか

東伏見交差点（交番前）の大雨時のたまり水はひどいです。東伏見トンネルは大丈夫でしょうか？気になってます。いつもご苦労様です。女性ならでは
の細やかな視点で困っている人のためにご活動下さいませ

香害は迷惑なことです。特に満員車両（通勤・通学時）では強制的に曝露させられ苦しむ人も多いです。嗅覚が皆さん麻痺していませんか？！日本人
の嗜好傾向懸念されます。


