
実施期間：1月15日（金）～1月24日（日） 回答者数：142人

おおむね賛成です。
今後、高齢者向け住まいや施設の戸数が不足しないかどうかが懸念されます。

これから高齢化はどんどん進み高齢者の数は増えて行くと思われます。
人材の確保については、子育て中の人は子どもが園や学校に行っている間だけ働きたいと
思います、ですから短時間勤務の募集があれば、昼間はある程度の人材確保の見込みがあ
ると思います。
私の両親はまだ元気な為、介護のことを調べたりしていないため知識がありません。豊田
市暮らしの便利帳に包括センターなどの名称は載っていますが、その前の段階になった時
(例えば、家族が認知症かもと思ったら)まずどこに連絡してどのような手順を踏んで行く
のかを詳しく載せていただけるとありがたいです。

高齢者が安心して暮らすためには、お金はもちろん大切ですが、孤独にならないようにす
る事が大切なのかなと思います。高齢者にはなかなか市役所の情報は入りにくいと思うの
でネット社会ではありますが、ネットが使えない人がほとんどなので、ネットありきの情
報ではなく、紙ベースで情報を流して高齢者に対して色々な福祉などがある事を伝えてほ
しいと思います。

介護に関しては施設の整備や、保険料の計画は具体的に計画がありますが要介護者の増加
 に対して若年者の減少、少子化による介護人材の確保が一番の課題ではないでしょうか。

この問題についてももっと具体的な方法を考える必要があると思います。

高齢者にとって、災害時の支援は不可欠である。そのために、日頃から支えあって生活で
きる地域社会でありたいと願う。
介護保険料事業、運営については、適正に行われることを望む。介護保険を使用しない元
気な高齢者に、何かしら還付があるとよい。

住みよい街になるようにしてください。

あれもこれも良かれと全面網羅的で、ポイントや重点施策が見えない。
良かれと思いつく項目でなく、現状で何が足りないのか、実際の高齢者は何に困っている
のか、何が足りないのか現状と現場に即した具体例の把握ができていないと感じる。

「第８期豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）」に
関するアンケート

【1】当計画案について、ご意見をお聞かせください。



介護保険料を上げるより市議・県議の給料を減らして財源にしたらどうですか。
金のない市民から巻き上げるよりよっぽど良い給料を貰って贅沢な暮らしをしているんだ
から少しぐらい市民の役に立つ事したらと思います。

介護人材不足が継続的にあるという点で、無資格でもできることがあるのか、資格を取る
にはどのような方法があるのかなど知れる機会があると良いと思う。
認知症について、他人事ではなく自分や周りの人もなるかもしれないので、今のうちから
知識を身につけたいと思った。

近隣の目を意識して気軽に参加できる環境が無く老人クラブなど参加しづらい。

大方針には賛成です。
高齢者の働き甲斐については難しいですね。
本当は元職場でずっと働きたいところだと思いますが、いつかは定年退職しないといけな
いし。
そのあとのシルバーワークも合うかわかりませんしね。
介護保険料の増額も仕方ないと思いますが、我々働く世代からすると納めるだけで、私た
ちにどう還元されるのか全く不明です。
将来的な展望も含め示していただきたいものです。

テレビでコロナになり高齢者の単身住まいが取り上げられており、それを知ってから高齢
者の単身住まいの方達がとても不安になりました。以前のように仲間での集まりがあった
り、講座へ出かけたりと出来なくなっているので、何とか元気にいてもらいたい。
年齢的には、高齢者扱いだがとっても元気な高齢者の方もたくさんいらっしゃるのでそう
いった方達をもっと活躍？元気を維持できる施設なり、ボランティアなり、地域に結びつ
く何かをしてきただきたい。

高齢者になっても楽しめる場所があるとうれしい。生涯学習や趣味の場がたくさんあると
いいと思う。

高齢化が進むため、支えるためのプランが必要。

・「2025年には65歳以上の5.5人に1人が認知症となる見込み」のことは衝撃的な数値で
ある。
　一人暮らしや高齢者夫婦同士、子どもおらず面倒をみれない家庭が出てくる。
　そのような家庭への補助とともに、施設の整備が課題と考えられる。
　そこで、まずは認知症にならないように防止することが重要である。
・認知症になった場合の治療法の開発を国、研究機関、大学等で促進して欲しい。



現状分析については、以前私自身もアンケート回答したものにとっても結果が確認できて
よかった。
すなわち、高齢者でも最後まで生き甲斐を持ち、（収入を伴う仕事に携わる、ボランティ
ア）それを支える人材の育成の重要性は、自身も回答したことなので安心した。同時に、
そこに存在する問題点、移動手段やサポートセンターの情報が知れて良かった。
 作成された次期の計画は立派なもので、これが予定通り遂行されることを望む。そのた
めにはコロナ感染の収束が不可欠だ。

年が変わっても、新型コロナ感染症禍の猛威は止むことははない。
　豊田市の新規感染者も千人に迫ろうとしている。
この1年の医療従事者、病院関係者、介護施設で働く介護士、職員の方々、保健所スタッ
フ、救急関係者などの苦労は筆舌に尽くしがたいと思う。
しかし、残念ながら、新型コロナ感染拡大で、介護施設に出向く通所サービスを中心に
利用者が大幅に落ち込み、事業収入も大幅ダウン、それに加えクラスターの発生で、医
師、看護師、介護士などの離職も続く。
総合計画の論調は前向き、建設的なものであるが、今は非常時の時である。
　今回の計画案でも3か所ほど、現実のコロナ禍の中で、看護に、介護にどう対処する方
針か述べられているが、もっと踏みこんで現実の救済論を述べるべきと思う。介護事業者
の倒産、コロナ患者を受け入れれば受け入れる程、経営が悪化する病院。幸いなことに厚
生労働省の2021年からの介護報酬の上乗せ改定、コロナ対応の病院への国の予算のプッ
シュ。これらの予算をどう現場にフイードバックするかの案も示してはどうか。

案は良いと思うが、もっと若い世代への発信も充実させないといけないと思う。

豊田市は他の市町村と比べると手厚いサポートをしているのだろうと思っていますが具体
的に高齢者と暮らしていないのでよくわからないです。もうすぐ自身が６５歳になります
がサポートなしで生涯終えられたら幸せだと思っています。いろいろなシステムを考えら
れ、活動されているのだろうけどうまく回っていないところもあると思うので見直しをし
ながらより良い活動にしていってください。
責任の伴わないボランティア活動に頼りすぎず仕事にして報酬を得ることでも生きがいに
つながれるように、結果を出せる活動になるようにしてほしいです。

高齢化が急速に進んでいる為、介護保険料の値上げはやむを得ないと思いますが、一部の
不正な受給を防止し、必要のある人に正しく使われるように定期的な調査が必要だと思い
ました。介護サービスの利用者の増加により、介護スタッフの負担が増すことが不安で
す。離職を防ぐために介護スタッフ賃金上昇や職場環境の整備、メンタルケアなども取り
組んでほしいです。

認知症でもできる仕事があるとは知りませんでした。こういう活動が広まれば、認知症に
対するイメージも変わってくるし、認知症の方が働けると、認知の進み具合もゆっくりに
なってくるかもしれないし、とてもよい取り組みだと思いました。



これからのますます超高齢化を見据えたしっかりとした計画があるので安心して年が取れ
そうですが、そもそも要介護1とか2とかがどんな状態なのか知らないです。
幸せな老後を送るためにいろいろ勉強していかないといけませんね。

いずれ、自分たちもお世話になる案件です。宜しくお願いします。近所の高齢の方は楽し
そうにデイサービスを受けられています。

介護の不安は、一人になった時に誰に介護してもらうかです。母が一人で住んでいて、介
護が必要になりましたが、介護サービスは限られていて、もっとヘルパーさんに来てもら
いたかったですが、必要なサービスはありませんでした。どこに相談したらいいかわから
ず、近くに住む私ができるだけ行って世話をしました。自宅で介護するならもっと多様な
サービスが必要だと思いました。

私も高齢者ですが、今は元気に暮らしています。65歳で仕事を辞め、年金をもらってい
ます。年をとっても社会に出てボランティアや仕事をと思っても、そう簡単ではありませ
ん。早い話、そんなに高齢者を社会は必要としていないようです。高齢者は高齢者同士助
け合って生きていくのが、手っ取り早くできることかなと思います。家の近くの高齢者や
単身者が多い市営住宅で、様子を見るにつけ、医と食は足りても、幸せなのかと思うとわ
が身の先が思いやられます。金や人手をかけても人は幸せになれません。コロナ禍の今を
考えても、人は楽しみがないとダメなようです。その点も気に留めてください。

高齢者が安心して暮らすための施策として、策定されていてよいかと思います。
老人にも居場所をつくってあげることで、社会とのつながりをもち孤独にならないことが
大事かと思います

高齢者に分かりやすくサービスの内容や問い合わせ先を具体的に個人個人に伝わるように
してくれたら安心です。

自分は結婚して子どもがいて、自分の親と住んでいる。
どこの高齢者世帯もこれができれば行政から税金を使ってお世話しなくてもよくなる。
そのためにも子育て世代や子どもたちに手厚くし親と一緒に暮らすことにもっともっとメ
リットを持たせるとよい。

コロナのような感染症について、社会情勢として少し触れられていますが、対策について
は、どこにも記載されていないように思いました。

・移動支援事業として、高齢者の生きがい対策の充実発展する上、幅広に拡充することが
必要。
・生きがい事業拠点整備を図るべきである。
・モデル事業を多く実施し、それをもっとPRを積極的に実施すべきである。
・認知症カフェの拡大充実すべきである。
・災害時には、地域連携を図るためにも日頃から、高齢者の在宅の居場所を把握しておく
べきである。

サービスを受ける方たちが置き去りにされていない内容となるよう切に願います。



大変良い計画案であると思います。ただ、全体的に、認知症に対する予防という面が弱い
感じがします。認知症をいかに未然に防ぐ、あるいは、進行を遅らせる、弱めるといった
事にもっと特化した計画案があって然りだと思います。

「リハビリ専門職が短期集中型の介護予防を行い、集いの場へ誘導。また包括職員の研修
等でリハビリ専門職の技術的助言を実施」という計画案ですが、予防として、リハビリの
専門職の人だけでは、疑問が残ります。認知症の原因からして、メンタル面のアプローチ
をはかれる専門分野からの予防策も必要かと思います。

資料が多すぎて理解不能。

将来、安心して暮らしていけるかどうかも不安だが、今現在、このような状況になり、少
ない貯蓄を切り崩しながら生活しているので、ますます不安。
私たち夫婦は国民年金なので、働けなくなった時、暮らしていけない。
少ない年金の中から介護保険を引かれて、生活も出来ないような金額しかもらえない。
介護サービスなどを受けたくても、何をするのもお金が必要だし、負担が大きすぎる。

障害者ケアの活動が市民にも周知されるよう広報で紹介しても良いかと思いました。

良いと思いますが、今のご時世もあり、障害者へのケアにあたり、コロナ対策も大変にな
り各活動もより難しくなりそうだと思いました。

現在身の回りで介護を必要としている人は夫の祖父がいます。
夫の祖母は定期的にほっとかんに行く程度ですが祖父は自分で歩くことができないので
24時間サービスを受ける施設にいます。
祖父の介護の為に夫の母や夫の兄弟(祖父と同居)は仕事を休まなければいけない時や自由
に遊ぶ時間がない時がありました。
介護を必要とする人へのサービスはかなり充実していると思います。それに加えまわりの
家族へのサービスがあれば家族のストレスも減ると思います。
すぐに色々とサービスを開始するのは難しいと思うので、喫茶店のチケットを配布した
り、LINEペイなどでポイントをもらえると良いと思います。
サービスに対する支払いも支払ったらそれでおしまい、一方的だと思うので、マイナポイ
ントのように支払った代金の25%が還元されるなど、何かバックがあれば介護者の家族
も頑張れると思います。

老後の不安は、経済面、病気、介護してくれる人、住む場所です。
特に、一人暮らしの自分は切実です。経済的に余裕がないので、有料老人ホームに入るこ
ともできません。スイスのように税金が多くても老後の心配がないようにしてもらいた
い。格差があると思う。介護保険料等、収入によって違うようにすべきです。老人ホーム
が増えてほしいです。



認知症の老人は、確実に増えていくので、受け入れ施設の整備と、スタッフの確保、待遇
面の向上が必要だと思います。

高齢者が長い老後を意味あるものにするために、早期から生きがいのある活動を支援し、
病気や認知、身体の衰えを回避するようなサービスを提供していただきたい。
また老人ボランティア活動も支援していただきたい。

コロナ禍なので、色々と難しいですが、高齢者が幸せを感じて生きられる計画だと思いま
す。
その折々で修正が必要になればしていくと良いと思いました。

5.5人に1人が認知症、との予測は衝撃的だった。
認知症を予防する取り組みを、早い年代から行うことが重要だと思った。子どもの虫歯の
予防検診のような、定期的に何かに取り組ませるような活動、それにより何かメリットが
あることを、４０代５０代から参加させるようなことがあるとよいと思います。

介護保険サービスの利用者は確実に増えていくので、施設の拡充と職員の増員、待遇改善
が必要だと思います。

この先、少子高齢化のため高齢者の人口はさらに増えていくが、それに対して、介護の人
材不足がとても顕著になるであろう。
若者や外国人の人材確保は勿論大切だと思うが、定年退職後の高齢者はまだまだ元気な方
も多い。そういった方を介護の担い手として人材を確保していっても良いのではないかと
思った。
介護の中には食事の介助や高齢者の話相手、レクリエーションの実施など身体的に負担の
少ないケアも多い。これは老化防止や自身の生きがいにも繋がるのではないかと思うし、
介護士の仕事の負担の軽減にも繋がるのではないかと思う。
そういった方を対象に地域単位で市民が気軽に参加できる介護の現状や介護技術などを学
べるセミナーを開催するのも良いと思う。
また、介護の仕事は精神的にも身体的にもとても負担がかかり、とても大変な割に、賃金
がとても安い。
今後、賃金アップを目指して政策を行なっていく必要があると思う。



高齢者が使用する時はお金があるなしに関わらず平等な支援サポートができるような体制
にしていただきたい。
それと施設を使用する際にはより快適なモビリティ社会が実現できるような 布石となる
環境対策を進めていただきたい。
それと高齢者を持っている家族のためにできるだけ市役所に行かずとも電話とメール等で
簡単にできる申請書でお願いしたいと思ってます
私自身も今60歳を回って体が動きますがあと10年、 15年後には高齢者が容易に SOS を
出せる システムをお願いしたい。

 団塊の世代の我々には、ほんとうにこれからの生活はこの案にあるように地域の人々と
の繋がりが必要だと思います。
年とともに、外に出ることが少なくなるし段々出るのが億劫になるので少しでも出る事を
多くして身体を動かすことが必要だと思います。そして人と接していくことが多く出来る
ようにすることで、介護が必要になることを遅くなっていくことにもつながると思いま
す。

私たちは７０代の高齢夫婦です。内容とは少しずれますが、豊田市内のコロナウイルスの
感染者は９１０人と多く今週も１月１１日１５人、１２日～１４日各１６人、１５日１７
人および１６日２３人と多く外出（買い物）が心配です。エリアを大まかに（挙母、高
橋、上郷、高岡、猿投、（松平・下山）、（藤岡・小原）、（足助・旭・稲武））教えて
もらえませんか？

まだまだ高齢者の実感のない団塊の世代ですが、２０４０年には団塊ジュニアが高齢者に
なってるとは愕然としました。介護保険や補助金とか具体的には現時点で必要が無いので
理解が難しいです。
しかしながら今後豊田市が安心して老後が過ごせる様に色々考えていかなくてはならない
ことは明白です。
国や県や市が手厚く守ってくれる事とは別にいずれにせよ自分たちで工夫が必須です。
地域での助け合いという当たり前のことが難しい現在の状況です。若者は忙しく働いてお
り、昼間は町には年寄りしかいません。年寄りという言い方をやめて高齢者などと言って
もやはり、現役を引退した立場の者ばかりです。
その中でいくらか元気な人が見守っていくというのも限界があります。
市役所内の業務は極力デジタル化して、できるだけ町に飛び出して地域において指導、
リーダーシップを発揮していただきたい。
認知症対処も個人情報の問題もあるので地域で情報を共有するのは地域だけでは難しいで
す。スタートは専門チームの力が必要です。
一つ思い付いたことがあります。
中学生の力を期待して地域の高齢者とのコミュニケーションの突破口になったら良いと夢
のような事を考えました。一週間に一度、隣のお年寄りか、自分のおじいちゃんおばあ
ちゃんでもよいので何かお話しするのを実施してほしいです。これは地域包括センター指
導でも学校の社会科でも、どんな形でもできたら何か変わってくるような気がします。



社会全体で取り組むべき優先事項であり、費用の増加は致し方ない。これから自分のこと
として認識すべき事項だと思う。

高齢者数と高齢化率の上昇率から保険料の引き上げが必須となることは当然に予想される
が、破綻することのないように他事業との総合的な財政計画を進めていただきたいと思
う。

高齢者がいかに生活していくかは、本人だけにかかわらず、家族や、まわりの人の生活に
も大きな影響をあたえるし、またいずれ自分にも降りかかってくる問題だなぁと思いまし
た。さらにここにコロナ禍という問題がかぶさり、自分たちだけでも大変な状況のなかで
もやはり考えていかなくてはいけない問題だと思います。高齢化が進む中、逃れることの
できない事だと思います。制度や介護保険の事なども少しずつでも学ばないといけないと
思いました。

介護を必要としないための健康づくり体力づくりをもっと広げてほしい。高齢者が車が通
らない道路をウォーキングできるとか・・・。
高齢者の優しい場所が少ないと思う。

現状の分析のグラフは分かりやすくて良い。施策も網羅的で良いが、もっと大胆な改革が
欲しい。

高齢者が、生き生きと安心して生活できる社会を目指す為に、元気なうちは社会に貢献で
きる場所を作るべき。人との交流を持つことで、健康面の相談も出来るし気分転換になっ
て家族にも良いと思う。高齢者でも出来ることはたくさんあると思うし、出来ないことが
あっても柔軟に対応できるような体制を作って欲しい。

これから自分も高齢者になっていったり、親のことを考えたりするうえで、家族以外にも
親身に相談できる先があるのは安心だし、そういうところを増やしていってほしいと思い
ました。

よく練られた計画案だと思います。
適切な対応、場所の選定よろしくお願いいたします。

長生きする。認知症でも生きる。
これを支える支え合う、理念としては素晴らしい？
本人ににとって本当に幸せなのだろうか？
厳格な診断のうえ本人か望むのであれば尊厳死も有りうるのでないか。
本人が望んだ生き方が出来ず、日本社会という枠の中でしか生きられない。多様な生き方
が出来ない、偏見や差別が減らない、これが人が人として尊重され、幸せに生きられるの
でしょうか。

計画案ですが、他に入れる案はないです。よくまとまった計画案だと思います。

データも豊富で、計画案については問題ないと思います。



我が家にも81の義母がおり、デイサービスや介護認定をいただき、生活しています。
うちのように同居のうちはいいですが、高齢者のみのところは生活も大変だと思います。
お年寄りが入れる施設を増加させるのと、交通手段のない地域の方への何かしらの対応を
するべきだと思います。
私も含め、仕事をもってる子供たちでは、親を見きれない時代です。
お年寄りにも、若い世帯にも暮らしやすい形を提供してください。

私は障害もある独り暮らしの高齢者です。
独りで居ますと電球１つ変えることも大変です。
地区の『おたすけ隊』もありますがうまく利用できません。
具体的な内容を含め、手軽に利用できることを希望します。

案はいいとして、若い人がどうやって介護の仕事に携わるようにするかが大きな課題だと
思う。

当面はコロナ対応で制約が多いが、介護予防にもっと力を入れていくべきでは。啓発、情
報発信を増やす。触発の場の提供　など

人生100年時代と言われる今、地域から受けられるサービスや高齢者の受容環境について
は気になる点であり、介護保険制度の仕組みなど基礎的なことについても触れられている
のがよいと思いました。第8期豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画案について
の意見書の提出が郵送やメール等様々な方法で提出できることに合わせて、意見書自体も
ワード等に対応させることでより多くの人が提出するきっかけになると感じました。

重点施策1　社会参加の高齢者の生きがいづくり支援はとても重要だと思います。家族以
外の人との交流は人生に豊かにします。行政の援助できっかけができればありがたいと思
います。

高齢者への支援は家族、介護者の負担を減らす為にも必要である。幅広く支援をして欲し
い。

多くの事を良く考えてあると思い、心強く感じています。
２０４０年というと、ベビーブーマーの人達は９０歳を超えています。
この頃には、本当に人の助けが必要な時期になっていると思います。
施設の増加はありがたい事ですが、人手不足が気になります。ケアマネージャー等資格が
必要なのは除いて、ただ労力の必要な仕事は、ボランティア募集をしてもいいのではない
か？人の為に働けるのは、やりがいにもつながります。
共存した社会がいいですね。



どのような支援・援助を受けることができるかなど　気軽に相談できることがまずは一番
だと思います。
介護認定の時間短縮はICTをどんどん活用するべきです。
ケアマネージャーを介さなくてもできるようにすることは、無理なことでしょうか。
食はとても大切なことです。自分で食べたいものを選ぶことは楽しいと思いますので、公
共交通機関の整備・買い物に不自由な所の支援は忘れてはならないことだと思います。
認知症サポーター養成講座などを開催して人員を増やすことは、とても重要なことと思い
ます。
支えあう・見守る 私も日々努めてやっていきたいことのひとつです。
介護保険金については、チェックをきちんとして無駄な出費がないようにしていただきた
いです。

高齢者の方々が自分らしく生き生きと過ごしていけるように、人との繋がりを保てるよう
な配慮、仕事を持ち続けられるような配慮があるところがいいと思いました。

介護を受ける本人や家族だけでなく介護に従事する方々に対するケアも計画に組み込んで
あり、計画の実現に期待が持てます。
世間では介護従事者自身が問題を起こしてしまう事例がまれに報道されていますが、もと
もと犯罪を犯すことを目的に従事したわけではなく、仕事環境などの問題により犯罪につ
ながっている面もあるかと思います。
このため、今回の計画で介護従事者にも目を向けたものになっていると知り、期待感を覚
えました。

家族の負担を軽減出来るサービスも必要だと思います。介護疲れ、荒立ちなどが軽減でき
る事により、優しく接する事が出来る。
訪問介護に見える方も時間に追われていて慌ただしくなってしまう事もある事が有ると思
いますので、寄り添えるサービスが有ると嬉しいと思います。



「本市では、高齢者数は98,678人、認定者数は14,852人。2025年には65歳以上の5.5
人に1人が認知症となる見込み」という社会情勢に驚きました。
「重点施策１）介護予防・健康づくりに通じる社会参加」が認知症や介護の予防につなが
ると思いますが、男性は出不精になりやすいと思いますので、参加したくなるような楽し
い、有益な場を作っていただけるとありがたいです。
また、認知症になっても仕事やボランティアで活動ができる機会をつくることに関して、
仕事は難しいと思いますがボランティアの場ははぜひ作って欲しいと思います。
以下、個人的な意見ですが、私は寝たきりや認知症になりたくないため、現在は約５０歳
ですが、週２０ｋｍ程ジョギングし、食事も制限し、飲酒せず、ボケ防止のために新たな
資格取得に励んでいます。それに対し、何も努力せず、怠惰な毎日を過ごしたために体調
不良になり、健康保険や税金が使われることに対しては本当は不公平感があります。自業
自得だと放っておけないのも事実ですが、社会福祉は限度を設けることも必要かと思いま
す。私は健康寿命を延ばして人生を少しでも豊かに過ごし、年金受給でお金も取り返せる
ことを狙います。

見守りネットワークや認知症の家族会など高齢者本人だけでなく、周りの人も一体となっ
て取り組んでいくことの大切さを感じました。

高齢化社会は免れられない未来であり、高齢者の健康こそ、医療費削減、そして現役世代
の負担軽減に大きくつながる。なので、高齢者の生きがい作りの支援は良いと思う。介護
保険施設が増えるのもありがたいし賛成。介護保険料が上がるのは出来るだけ抑えて欲し
いのが現役世代の本音。

職場の定年が７５歳まで延長になり、パート勤務ですが働くことへのモチベーションの維
持に繋がっています。
関心事は健康維持と認知症への対応です。
自分自身で認知症の確認方法があれば、定期的に実施し早期発見で治療したいと考えてお
ります。

高齢者の介護は，家庭だけではなく社会全体で行う時期にきてるのではないでしょうか。
色々な施設も必要ですが，訪問看護の充実も必須でしょう。
高齢者の実情を市民ひとりひとりが少しでも多く知るためにも，まずは子どもたちに知っ
てもらうことも重要でしょう。
できれば大人たちにも知ってもらうことも必要でしょう。
学区の地域包括支援センターの場所を初めて知りました。
市内のセンターの数が思ったより少ないのに驚きました。



どこの地域でも抱えている課題ですね。大変難しいと思いますが計画案で進めていただき
たい。
良い案があればよいですが難しいですね？お互いにできるだけ負担をかけない状態がベス
トと思います。

入所できる施設を増やす事は大事だと思います。
介護保険ではカバーできない生活支援のサービスを用意してもらえると有難いです。

これから高齢化が進み高齢者が増えることは確実であるので、地域で助け合って高齢者を
支えていくことが必要だと感じました。
高齢者が生き生きと暮らすためには人との繋がりが不可欠なので、交流館や公民館を積極
的に開放して気軽に集い合える環境が整うと良いと思います。
また、町内くらいの単位でお年寄りの情報を共有して、声をかけ合うシステムができると
安心して暮らせると思います。

今の６０代以上は権利をあまり主張することがないと思います。迷惑をかけないというこ
とを考えるので、幸せ度ということがポイント高く出るのではないでしょうか。
また、まわりの世話をしながら親の介護もして介護が終わったときの自分は十分な高齢者
なのにそれを考えるゆとりもない。そのうえ我が子は障害者だしなどいろいろあります。
本人が普通の生活は無理だと思ったときに、高齢者施設に誰でもが入居できるようになる
くらい制度が充実してきてほしいなと思います。

福岡県にある「宅老所よりあい」のような地域に繋がりつつ、老いをサポートしてもらえ
る施設に憧れます。頭がボケても身体が動かなくなっても社会や地域と繋がっていられた
らいいと思います。加えて、実際に介護している職員が、お年寄りにもボランティアの機
会があるのが望ましいとアンケートに答えていらっしゃることに納得しました。
介護される本人も介護する家族も悲壮感が漂うことがないといいと思います。
介護職の人材確保は長年の課題です。給料アップで解決を図るという金銭面の効果も大き
いとは思いますが、老いは誰もが向かう道。自分の親も自分自身もいつかは老いる。
介護職は、キツい　キタナイ　キケンのいわゆる3Kですが、尊い職業、名誉職のような
プラスのイメージになったらいいと思います。社会全体の意識を変えるような地道なPR
活動が良いのか、学校で子供達に道徳のような形で刷り込むのが良いのか…看護師と同じ
ようなイメージですよね。
なんにしても共感力を上げると住み良い社会になると思います。話が逸れてしまいました
が、お年寄りは自宅近辺で見てあげられるのが1番だと思います。



地域での、交流活動の充実化が必要と思います。地域全体で、高齢者福祉を行えるよう
な、補助なども必要では？

増え続ける高齢者をみれるための小規模施設をつくる必要を感じました。

今後も必ず高齢者が増えていくので、施設の充実、地域の連携、近所の連携が必要。

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は行政が旗振り役になり、地域・家庭の理解・社
協・各種NPO団体・福祉事業者を巻き込んで取り組まなければ計画は（絵）に描いた（モ
チ）になるし、机上の空論になる恐れが否定出来ません。

 社会福祉協議会や地域コミュニティーやボランティア団体頼みでは実現は難しい。
行政の組織に「高齢者救済部又は局」「介護保険付与部又は局」などの強力な権限を持つ
部署を立ち上げなければ、「のらりくらり」の施策になる。
2025年には65才以上の5、5人以上の人が認知症になると言われているのは間違いない数
字でしょう。
私は介護職員初任者研修を受け、認知症サポーター養成講座も受け、市の担い手研修も受
けたが、（何らかの支援を必要としている人をどの様に探すのか？）
（意思疎通のできない人は何処にいるのでしょうか？）
（豊かな暮らしをしていない人は何処にいるのでしょうか？）
（生きがいを求めて悩んでいる人は何処にいるのでしょうか？）が分かりません。
【誰もが安心して自分らしく生きられる地域共生社会の実現】は素晴らしい、スローガン
だが、もっと強制力を持って真摯に取り組んで欲しい。

今後の高齢者増加に対しては、以下のことが必要。
１ 介護保険料や介護施設の利用者負担増加はやむを得ないため、積極的に実施する。
２ 在宅医療を積極的に行っていくためのサポート体制が必要。

 特別養護老人ホームを一層、充実することを希望する。

 切実な問題です。
幸いうちの母親は特別養護施設に入所出来て今は安心した生活を送っています。
只、家で介護していた時はかなりお互いに参っていました。認知症ではなかったので、
中々入所も難しかったです。
高齢者と言っても一人一人状況が違うので、理解のあるヘルパーさんがいてくれると安心
です。
なので、人材の育成とかは大賛成です。

この計画通り推進できると良いと思います。認知症等本人が自覚のないまま、周りに迷惑
をかけることのないようにしたいものです。常日頃、気にかけてくれる人がいる社会にし
たいものです。



財源の出処にほとんど触れていないのが気になる。この超高齢化社会を支える制度を支え
る原資はどうなるのか。もう少し詳しく説明してほしい。

身近に高齢者が居ない事もあり市がこういった取り組みをしている事を今回初めて知っ
た。
自分や家族が必要になった時、相談出来る場所や支援をスムーズに知ることが出来るよう
広く知らせてもらえると良いと思った。

高齢者の活躍の場作りを積極的に進めてほしい。高齢者が元気なのが明るく安心な街作り
に欠かせないと思う。

高齢者実態調査が令和元年に行ったもので、コロナ禍において実態に変化が出てきている
かもしれません。
外出、知人との会話等により幸せ感が向上するとあり、その点についてコロナにより機会
が減ってしまっていないかが気になります。
高齢の方にも簡単にリモートで遠方の家族や知人等と会話できるようになれば、交流館な
どへの集いに参加できる機会が減った場合でも、また移動が困難な方についても交流の場
が広がるかもしれません。

介護に携わる方への支援をもっと手厚くしてもらえるといい。
申請から認定までの期間を素早くしてより多くの人に支援を受けれるようにしてほしい。

生きがいのある住みやすい街づくりに力を

介護保険料が年々上がっていくのが不安です。
延々上がり続ける計画なのでしょうか。
であれば、年金の金額の負担で施設へ入所できるようにしてもらいたいです。
施設が増えれば良いというものではないと思います。

めざす姿（理想）おもいやり、安心、自分らしく生きられ支え合いのまちづくりには大い
に賛成です。私も高齢者の仲間に入り認知症、病気にならないよう健康には日々気をつけ
ています。大事なのは将来に対して生きがいが重要かと思います。生きがい、やりがいを
持つため行政としての役割り、地域自治区の役割、家族の役割りがあると思いますがめざ
す姿に対して個々の具体的な方向を示す必要があると思います。
たとえばボランティア活動、福祉活動に関しても、どういう活動があるのか知りませんし
連絡先も知りません。市民の認知度が低いと思います。

在宅医療必要になる前段階の病院への交通網を充実させた方がいいと思う。

ひとり暮らしの高齢者を支援してほしい。
介護サービスは大変助かる。
介護に携わる人々は大変温かく、親切で、大変な仕事にかかわらず親身になってくれて尊
敬します。



どうしていきたいかはよくわかりました。
ただ、ボランティアや生活支援などを前提にしていますが、コロナなどの影響もあり、想
定した支援が今後は難しくなっていくと思います。
現在の推移を前提とせず、少ない人手になった場合に対応できる施策の検討も必要だと思
いました。

まあまあ、こんなもんかな。

続けて行っていただきたいです。

我が家にも80歳を超える高齢者がいます。昨年、この運転免許を返納したのは良いので
すが、近隣を通るバスの本数も少なく趣味の囲碁クラブに行くのも家族の送迎がなければ
行けなくなりました。
今後はスーパーや薬局。また自治区のごみ収集場所が遠く車を使って行かなければならな
い立地で、心配は山積みです。
家でゴロゴロと籠ることも多くなり、認知症の心配も出てきました。
豊田市は中心地でも車が無いと生活が不便です。高齢者が生き生きとコミュニティと繋が
り安心して暮らせるように送迎や買い物代行などのサポートを希望します。

考えるべき問題ですね。

ここ5年程度は高齢者の年金も大丈夫だと思うが、それ以降の年金受給は低下の一途にな
るだろうので、生活自体が厳しいと思われる。
そんな中で希望を持たせるような計画があれば良いのだが、計画案を見た限りでは今後が
不安になりました。
かといって、現在方策があるわけでもないので申し訳ないのですが。

高齢化社会が進んでいるので、もっとお年寄りに親切な都市になるといい。

方向性は問題ないが、整備施設と今後の認定者の推移に追いついているのか見えない。想
定している内訳、施設の需要に対して施設供給は十分なのか。また、介護人材は十分なの
か。悪化を緩やかにしているだけで解決に近づいていないのでは。

認知症が進んでいる親、身体が不自由になってる親。等を在宅で介護している家庭をいく
つか見聞きしています。施設に入れたくても、お金が足りず、在宅介護です。
年金で施設料金がまかなえる料金体系が必要に感じます。
在宅介護をした結果、道連れに心中するような事が無いような見守り、手助けが出来る豊
田市であってほしいです。
介護は美談では終われません。壮絶な葛藤、戦いがあることは経験してみないと、分から
ない世界です。



高齢者にこれからなるものとしては安心して暮らせそうで賛成！

計画案はとても良いです。特に意見有りません。

もっともっと保険介護施設を増やしてほしい。
豊田市は、全国で最下位だったと聞いたことがある。

介護サービス質を向上させる為、保険料の引き上げしかないと思います。計画案に特に意
見ないです。

豊田市が高齢化に向けて色々な計画があることは有り難いと思いました。

高齢者のニーズのくみとりが大事。

高齢者になる以前から老後の生活設計について興味を持てるように誘導することとも必要
だと思う。
対象者が増加傾向でもあるし地域での窓口を充実する事も大切なことだと考えます。
在宅医療のための人材育成と確保することの条件の充実も図る必要がある。

今の保険料のなかで介護サービスをしてください。
そのために、サービスを受けなくても生活できる健康な高齢者が多くいるまちにしてくだ
さい。

元気な高齢者は地域の活動やボランティアをできる環境を作り、現役世代の負担を減らせ
たら良いと思います。
又、健康問題がある方々は安心して暮らせるために老人ホームに入りやすくして欲しいと
思います。
自宅にいたい場合はどういったサービスを受けられるのか、まだ相談することへのハード
ルが高いと思うので、元気なうちから情報を得やすくし、子世帯にも情報を共有できるよ
うにしてくれたら安心できると思います。
高齢になって車に乗れなくなると豊田市は困るので、買い物、通院のしやすさも大事だと
思います。

高齢者社会という避けて通れない道に対して、深刻な事態になる前に計画立案してくだ
さっていることに対して感謝します。内容ですが、高齢者本人が生き生きできるための施
策、高齢者を支えてくださる人たちをサポートする施策、社会全体で取り組んでいく施策
と多方面にわたってバランスよく立案してくださっていると感じます。誰もが必ず高齢者
になることを考えると、高齢者本人が長く健康でいられる施策に重点を置いてはどうで
しょうか。市民が他人事と思わず自分事として捉えられるような施策、、難しいと思いま
すが。家族に高齢者がいることで同居人が参加しやすい施策がいいと思います。

2040年には自分も高齢者になるのでこの案が滞りなく進むといいなっと思います。



高齢者だけではなく、介護保険は若い人でも、必要性を考えるべきだと思います。
今回、母が高齢者で介護保険使い色々サービスを利用させて頂いたが、書類が多すぎる。
その量に、嫌になるから高齢者でも介護保険使いたくない人もいる事を、今一度考えるべ
きだと思う。

とっても感心のあることなのです。
認知機能がかなり低下している母、できるかぎり一緒にいると頑張っている父は、今、弟
夫婦の住む広島で暮らしています。
でも、豊田に来て過ごして欲しいと思っています。
両親の希望を優先したいと思っているので、叶うかはわかりませんが、子どもたちが独立
したこともあり、一番気になっていることなのです。
認知症の人でも、やりがいが持てるというのは、ありがたいと思っています。とんちんか
んな会話になるのはわかっているのですが、手先は器用な母に、何かできることがあるな
らば良いなと思っていました。

介護施設への待機の方が多いため、手頃な料金の施設を増やしてほしい。

介護予防の事業に就いていたことがありますが、住んでいる地域で長く参加できる介護予
防の事業がもっと広がればいいなと思います。
そのような事業につながる計画になるといいなと思います。
計画に関係あるかわかりませんが、子どもを見ていて、今の子たちはあまり高齢者と関わ
ることがないので、小学校の総合の授業とかで認知症や介護について学ぶといいなと思う
ことがあります。
高齢者が地域で暮らしていくためにも小さいうちから知っておくことがいいかなと思うの
で、そういうことにつながる計画になるといいと思います。

特に認知症の高齢者の介護が一番大変なので、家族や本人へのサポートの充実、老人ホー
ムの拡充や、認知症が悪化する前に受診を促して早期治療するような態勢を整えてほし
い。
障害者、車いす利用者であっても自宅から安全に外出できる機会をつくるため、歩道の整
備をすすめてほしい。
他県に住む両親が今後高齢になってくる中で、毎日の生活や将来運転が難しくなったとき
の足が大丈夫かなと不安があるので、地域の方の見守りネットワークが拡充されると安心
です。

高齢者支援よりも高齢者自身が世の中の役に立っていることが実感できるような仕事をし
てもらえるような仕組み作りを進めてください。

何事もやってみなければわからないですが、何をしても全ての高齢者から100%の満足度
は得られないと思います。高齢者が増えているが、老人ホームは足りない＆費用が高いと
聞くのでその辺りも検討して頂けたらと思います。



 高齢者が安心して生活できるように。

豊田市は他の市よりも、保険料や環境は恵まれているのでは？
友達の親が老人ホームを探していたが、介護認定レベルで高い所しか空きがないと聞きま
した。仕方ないとは思いますが、自分が年寄りになった時の為にも安く入居できる場所が
ほしい。

老人ホームの入居待ちの人が少しでも減るといいなあと思う。

ふれあいが増えれば認知症が減るのでいいですね。

安心できる案だと思います。

正直な話、税金を使って何故ここまで生物として役目を終えた老人のQOLを向上させなけ
ればならないのか理解出来ない。
これまでの時代を生きてきた老人はここまでの施しは受けていなかったはずであり、それ
でも生きてこれたのならばそれこそ少子高齢化となった今貴重な資金や時間、人材を今後
新たに投下してまでやるようなことではないと常々思っている。

高齢者は年金生活してる方もいればまだうちの父親のように70超えても生活が苦しいか
ら体が丈夫ではないのに毎日頑張ってる方もいます。
高齢者はコロナの感染も気をつけて行かなきゃ行けないんだからもっともっと市が住み良
い町にして欲しい。

高齢者施設と学校を併設できれば良いと思う。

外出制限による体力低下が心配。
高齢者に限らないが。
今の事態が、続いて引きこもりになるのが心配。
計画案や施策は良い。実行を早目にすすめてもらいたい。

低所得者も充分な支援が受けられる様、計画されており、高齢者全員が必要な支援を受け
る事ができるよう、進めて頂きたいです。

今現在でも　ケアマネジャーさんや包括センターの方はとても忙しそうです。気軽に相談
とは言えない状況の時もあります。そのような場所の拡充と人材確保、育てることが大切
だと思いました。

素晴らしい計画だと思う。

義父が要介護になり、一緒に暮らしている義母や義兄家族が介護しています。
私は別のところに住んでいる核家族世帯なので、訪問看護やサービスなど、話を聞いて初
めて知る事ばかりです。
実際に家族が要介護になってからでは色々な情報を集めるのも大変だと思いますが、身近
に要介護者がいないと他人事に思ってしまい積極的な勉強をしない人も多いと思います。
広報など、色々な所で繰り返し情報を目にする機会があるといいと思います。


