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学区 ● 意見 記載者
道泉 ● 県下で高齢化率が高い（40%） 参加者

道泉 名古屋市との比較で福祉予算の差が大きい 記録

道泉 瀬戸市ができること、できていること、よいことのPRが必要 記録

道泉 シルバー世代が子どもにとってできることをやる 記録

道泉 地域の人の役に立つ、活躍できる場が必要 記録

道泉 あまり声を出さない人を特に動かす 記録

道泉 知恵のある方がたくさんいる。地域への貢献に動かす 記録

道泉 少子化対策には子どもの福祉の充実が必要 記録

道泉 祝い金（を出す） 記録

道泉 高齢者の面倒をみることも必要 記録

道泉 ボランティアを活用したり金のかからない方策を 記録

道泉 人を増やすための方策を 記録

東明 ● 児童福祉 参加者

東明 子を預けるしくみあると良い（地域の人々による）。 記録

東明 子育てに余裕がない。３才ぐらいまで親で面倒を！！ 記録

東明 親が子どもを３才ぐらいまでみられるような子育て支援、経済対策を！！ 記録

東明 企業側の支援体制の充実を（子育て）。 記録

東明 豊田安城（？） 記録

東明 トヨタ系は子育て支援充実している。 記録

東明 定住人口増やしたいなら子育て支援制度の充実は必須。 記録

東明 ● 医療・介護に必要な財源が確保できるのか不安。 参加者

東明 財政課題 記録

東明 ● お金がないと幸せにはならない。 参加者

東明 ● 地域の人たちがどうしたら少しでも豊かになれますか。 参加者

東明 後継者問題。 記録

東明 窯屋さんの収入が減った。 記録

東明 心の余裕がなくなる。 記録

東明 ● 核家族化により家族介護ができない、独りで暮らせない高齢者が増える。 参加者

東明 ● 老人ホームに入りにくい→１０年後には経済的に入りやすくなっているとよい。 参加者

東明 課題。 記録

東明 単身高齢→痴ほう（介護）。 記録

東明 介護施設、費用高。 記録

東明 費用高、人手不足。 記録

東明 負担増。 記録

東明 利用しやすい介護施設と制度を。 記録

東明 体験から。 記録

東明 希望。 記録

東明 ● 介護施設はいくつか出来てくるが、中身がよくわからない。もう少し内容オープンに。評価システムも
いる。

参加者

東明 在宅介護維持できない。 記録

東明 介護手続き煩雑。 記録

東明 働き手、介護できない。 記録

東明 昼間独居老人のお世話大変。 記録

東明 ● 歩いて行く事のできる医療機関がない。 参加者

東明 ● 東明地区には歯医者以外に医療機関がない。１０年後車に乗れない人は？ 参加者

東明 ● 病院が町内にない。 参加者

東明 移動手段（交通機関）がない。 記録

東明 経験から近くに緊急時HP（医療機関）なし。 記録

東明 ● こまった時にすぐ来てくれる人がいない。 参加者

東明 ● 西陵？連区のような「お助けマン」が要るかも（買い物、突然の病気の援助など）。 参加者

東明 ● 車椅子などで外出する事ができない環境（歩道がない等） 参加者

東明 困った時に相談できる方がいて欲しい。 記録

東明 ちょっとお願い！！つながりが欲しい（地域の支え） 記録

東明 バリアフリーのインフラ整備 記録

東明 安全・安心なインフラ整備 記録

東明 ● 空き家が多いので利用の仕方。 参加者

東明 ● 商店街の空きスペースを活用できそうか？ 参加者

東明 糸口につながる。 記録

東明 地域のコミュニティ、「つながり」を再構築。 記録

東明 地域の資源を活用で集客、住民増へ。 記録

東明 中心市街地だけでなく赤津の地域資源活用。 記録

東明 活性化につなげる。 記録

東明 行政主導でやって欲しい。 記録

東明 古民家カフェ。 記録

東明 ● 言語障害の方との壁が厚い？ 参加者



学区 ● 意見 記載者
東明 言語障害持つ方への生活支援が必要。 記録

東明 支える制度必要。 記録

東明 歯医者しかない。 記録

東明 移動診療所はできないか？ 記録

東明 グループホームドクターもアイデア。 記録

東明 往診医療見直し。 記録

東明 看護師の訪問でも安心！！ 記録

東明 救急車の利用増えてきた。 記録

東明 健康であれば減らせる。 記録

東明 地域にちょっとした買い物ができる場所がない。 記録

萩山台 ● 死 参加者

萩山台 近所の人が孤独死された。何件かある。 記録

萩山台 身内が近くにいない人が多い。 記録

萩山台 同居ができない。難しい。 記録

萩山台 高齢者は自分の身を守るので精一杯の状況。 記録

萩山台 シングルマザーと外国人が多く、自治会活動ができない立場の人が多い。 記録

萩山台 日頃から会話、つきあいが少ない。 記録

萩山台 市が短いスパンで見回りしてくれたら。 記録

萩山台 民生委員の巡回をもっと頻繁に。 記録

萩山台 郵便局員が一番気づくための頼りになる。市とのタイアップ。 記録

萩山台 ● バス 参加者

萩山台 バス停が中心地区にしかない。 記録

萩山台 バス停から自宅まで時間がかかる。 記録

萩山台 コミュニティバスが団地まで来てくれないか？アピタ、病院も行きやすい。 記録

萩山台 ● 近所、高齢者が増えている。見守らないといけないと思うが…。 参加者

萩山台 昼間仕事等で不在がち。近所の高齢者を十分に見守れない。 記録

萩山台 見守りとプライバシーの問題に迷いがある。 記録

萩山台 ● 高齢者の割合が多い団地（若い人が少ない）。 参加者

萩山台 高齢者が増えて不安。若者がいない。学校の維持などどうなる？ 記録

萩山台 自治会など若い人の加入が望めない。同世代のかかわり不安。 記録

萩山台 車に乗れなくなった時が不安。 記録

萩山台 ● 移動販売、高齢者のため。 参加者

萩山台 松坂屋がなくなって他から買い物に来る人が減った。 記録

萩山台 ● 医療機関が近くにあるといい。 参加者

萩山台 ● 病院混む。 参加者

萩山台 病院が少ない（廃業？進んでいる）。 記録

萩山台 近くに病院がほしい（車で行くのは大変だし、混んでいる）。 記録

萩山台 自分の健康は自分で守る意識が大切。 記録

古瀬戸 ● 一人住まいの70歳以上の方が増えている？ 参加者

古瀬戸 ● 独居老人のサポートを地域の皆さんで支えあうとよい。具体的に考える 参加者

古瀬戸 老人会で会合を開いて集まるのが大変 記録

古瀬戸 老人が昼間集まる場所がほしい 記録

古瀬戸 ● 連区内に病院がない 参加者

古瀬戸 ● 医者の高齢化により閉める医院が増えている 参加者

古瀬戸 ● 高齢者の孤独死防止策と具体的行動 参加者

古瀬戸 ● 介護する側が少なすぎる 参加者

古瀬戸 ● 介護施設は足りているが 参加者

古瀬戸 ● 介護保険の認定調査の内容について、もう少し大まかに考えていただくと、認定結果が出るまで時間
が短縮されるのでは？

参加者

古瀬戸 ● 個人情報も関係で町内のことでもわかりにくい 参加者

古瀬戸 個人情報の問題で情報共有しにくい 記録

古瀬戸 ● 救急車来場時に本人の体調、家庭、緊急連絡先などの表示用紙を作成 参加者

古瀬戸 安心安全たまごがある 記録

古瀬戸 独居老人と老人2人世帯に制度の差がある 記録

古瀬戸 安心安全たまごを全世帯に配る 記録

古瀬戸 同居でも中間老人だけの場合対応ができない 記録

古瀬戸 坂が多く立地が悪く老人が動けない 記録

古瀬戸 平らな場所に施設をつくってほしい 記録

古瀬戸 空き家が増えているので有効活用してほしい 記録

古瀬戸 民生委員が少ない 記録

古瀬戸 民生委員の年齢を下げてほしい 記録

古瀬戸 サポーター役を地域に増やす 記録

古瀬戸 ボランティアする人としない人と差がある 記録

古瀬戸 ボランティアには充実感が必要 記録

古瀬戸 ボランティアのサポート体制を強化してほしい 記録



学区 ● 意見 記載者
掛川 ● 健康年齢を上げる。ストレッチ、ウォーキングの実施 参加者

掛川 健康寿命の延長による医療費の削減　ex)スポーツ、ストレッチ 記録

掛川 公園に健康器具があるといい 記録

掛川 行政で、健康寿命延長のための講座などを開催してほしい 記録

掛川 ● 人口増加　道路等インフラ整備 参加者

掛川 限界集落になっている　活気がほしい 記録

掛川 宅地開発ができるよう特区を検討できないか 記録

掛川 通勤・通学の際、岐阜ナンバーの車がほとんど 記録

掛川 調整区域、砂防法等規制が多すぎる 記録

掛川 ● 病院、診療所がなく病気になった時困る。手段はないか。 参加者

掛川 ● 出張医療サービス 参加者

掛川 ● すぐ診てもらえる体制、仕組みが欲しい 参加者

掛川 ● お助け隊でできないか。免許のいるものはムリだが… 参加者

掛川 ● 一週間に一度程度で町民会館等で医者に来てもらって診察してもらうことができないか？ 参加者

掛川 公共交通が不便のため、医療機関による出張医療の仕組みを検討してほしい 記録

掛川 コミュニティバスだけでは、とても便数等不足している(もっとみんなが使わないといけないが) 記録

掛川 陶生病院へのアクセス　→多治見(中央線)　→高蔵寺(愛環)　→瀬戸市(愛環)　→徒歩 記録

掛川 ● 病院への足が不安→地域タクシー 参加者

掛川 病院へ行くのに今は車を使っているのでいいが、運転できなくなったときのことが不安。地域タクシーの
ような仕組みが検討できないか。

記録

掛川 バス停道が遠いので足の悪い人は不安 記録

掛川 ● 空き家利用して若夫婦を呼ぶ！ 参加者

掛川 ● 何年か住んでる人は家で田を作れる施策とか！ 参加者

掛川 調整区域の制限を外して、活性化につなげることができないか。(子育て等) 記録

掛川 空き家を利活用してほしい。補助金を行政が出せないか。 記録

掛川 ● 老人介護施設が地元にない 参加者

掛川 ● 遠くのデイケアではなく、近くで集まれる場所があればいい。 参加者

掛川 ゲートボールをしている姿を観たことがない。70才前後はゴルフをしているなど、元気な人も多い。 記録

掛川 町民会館をサロン的に活用できないか。集う場所がないため家にこもってしまう方もいるのではない
か。

記録

掛川 デイケアに限らず顔見知りの方が集うこと、サロン的場所があればよい。 記録

掛川 町民会館を活用してサロンなどやって。 記録

掛川 町民会館以外に集う場所がない。 記録

掛川 ● 瀬戸市全体では医療は充実しているとは思うけど地域的に差があるように思う。 参加者

掛川 ● 市内のかかりつけ医がよくわからない→高蔵寺へ行く 参加者

掛川 ● 救急車到着まで時間がかかる。 参加者

掛川 ● インフルエンザ予防注射の補助を拡げてほしい 参加者

掛川 ● 人間ドッグの無料券をムダにしている→会社でうける 参加者

掛川 小規模でもいいので、医療機関がほしい。陶生へコミュニティバスで行くのに便が火・木・土しかない。 記録

掛川 ● 福祉は高齢者には色々分かりやすい制度だが障害者には分かりづらい(？)　利用しにくい。 参加者

掛川 バリアフリーバスになって外に出やすくなるといい 記録

掛川 障害のある方へのサービスが充実しているのかわからない。周知がされていないのではないか。 記録

掛川 障害者の方はコミュバス無料とかあるといい 記録

掛川 障害の方へのサービスがあってもいいのではないか(コミュニティバス、各施設) 記録

掛川 ● 高齢者が住みやすい町、買い物、交通 参加者

掛川 コミュニティバスのバス停まで行くのに大変 記録

掛川 小・中学生のうちはまだいいが、高校に行くのに、親か車か使わないと、通学に制限がかかる。 記録

掛川 下半田川にお助け隊ができるので、期待したい。(買い物など) 記録

掛川 みんなができること、みんながしてほしいことを調整していくことになる(お助け隊) 記録

掛川 移動販売は採算が合わないと思われる 記録

掛川 乗り合いで買い物に行くなどしている 記録

掛川 子供の学校の選択肢が限られる→人口減の要因 記録

掛川 車がないと行動範囲が限られる。 記録

效範 ● 老老介護
高齢者が安心して暮らせる地域

参加者

效範 ● 自助共助で住民の憩いの場としての取り組みに 参加者

效範 ● 福祉　お茶飲んでの全治月1傷でも実施してます 参加者

效範 集会場の利用を 記録

效範 人とふれあうことで元気になれる 記録

效範 ● 高齢者用有料バスの発行(無料でなくてもよい）タクシー券 参加者

效範 高齢者だと運転免許を返納している場合がある 記録

效範 ● 福祉
今高齢者が大変多くみられるがこの点特に思うことは元気な高齢者が介護を必要とする人にことを伸
ばしていきたい。

参加者



学区 ● 意見 記載者
效範 お互いに仲間同士で助け合う 記録

效範 自助共助できる場が必要 記録

效範 名古屋市は無料パスがある。瀬戸も作って名古屋でも使える。 記録

效範 60歳以上の人ができるときにボランティアも責任問題などあって、事故などがあってできないことがあ
る。

記録

效範 ● 介護、在宅介護医療を！ 参加者

效範 世話人を集めて、介護などについて話し合う場をつくる 記録

效範 ● 在宅介護の問題点
介護する人の負担が多い

参加者

效範 地方創生が始まるからといってしようとしていない。 記録

效範 介護について、情報共有できる場があると良い 記録

效範 本人家族の負担が大きくなるのでサポートが必要と思う 記録

效範 病院に長くいられないので、追い出されるが。なんとか、病院においておいてほしい。 記録

效範 ● 瀬戸川の広場の利用 参加者

效範 元気のある人は瀬戸川の広場の利用がしたい。利用しやすいように整備 記録

效範 ● 福祉、介護に対しての補助金の見直し、社会福祉協議会の全般的な見直し 参加者

效範 婦人会、日赤等への補助を見直して自治会に目を向ける。自治会に任せる。 記録

效範 病気にならないよう予防策何かすると良い 記録

效範 男女ダンスを通してケアを取り入れる。この連区でやろうとしている。 記録

效範 瀬戸川の河川敷をウォーキングしたいが、途中で切れているが、散歩できるよう整備する 記録

效範 元気な高齢者向けに信号を長くするとか、工夫して外に出る環境をつくってほしい。 記録

原山台 活動する人がへっている(地域社協) 記録

原山台 ● 隣人が健康なのか分かりにくい 参加者

原山台 ● 支えになる人が少ない 参加者

原山台 ● 健康寿命を延ばす方策が必要 参加者

原山台 高齢者ボラをすればその人自身も元気になる｡支え合いが大切｡ 記録

原山台 老人は元気｡内にとじこもるから元気がなくなる｡ 記録

原山台 アイデアがある人に集まってもらって取り組んでいけるとよい｡ 記録

原山台 ６５～７５才の人たちの活用を考えてみては｡福祉のボランティア手伝いとして、誘導する施策を｡(健康
寿命)

記録

原山台 ● 救急車が適正利用されているのか気になる｡ 参加者

原山台 ● 開業医が見つけにくい 参加者

原山台 原山台、もう少し近くに開業医があると良い←減っている 記録

原山台 医者情報予約状況わかりにくい(2時間待ち)　アナログ的である｡→つい長久手へいってしまう｡ 記録

原山台 原山台の歯医者さん　高齢化している 記録

原山台 若い人の意見を商店街にぶつけるべき 記録

原山台 集まってもらう場が商店街になかなかない 記録

原山台 団地の真ん中にイオンなどを建てれば、他からも人が集まると思う｡ 記録

原山台 ウイングビルに新しいパン屋、おしゃれなカフェできるらしい 記録

原山台 ＮＰＯ団体がウィングビルに集まり出した｡→介護の仕事が増えているからかも｡ 記録

原山台 健康でいられる施策を希望する(ニッコリカフェ) 記録

原山台 センタービル内を介護施設を作って無料又は安価な家賃にすればよい 記録

原山台 ● 高齢者が多くなり道路などの段差につまづきケガをする方が多くなっている 参加者

原山台 ● 車イスで通れる歩道がない(団地内) 参加者

原山台 ● 高齢者が多い 参加者

原山台 ● ７５才以上の独居老人、７５才以上の夫婦のみ世帯が増えてきた｡ 参加者

原山台 ３０代で入った原山台　今は高齢者ばかり 記録

原山台 ● エレベーターのない棟がある｡ 参加者

原山台 セトは交通の便が良くない 記録

原山台 セトから子供が出て行ってしまう 記録

原山台 セトは就職先がない 記録

原山台 団地のエレベーターをつける｡間取り新しくする(若者対策) 記録

原山台 団地の中に鉄道をひいたところがある｡(不動産屋が実施) 記録

原山台 １軒家の空家を市が買い上げて若者に貸せるとよい(賃貸) 記録

原山台 7丁目の立て替え先に若い人にきてもらうためには、交通買物が便利でないと難しい｡ 記録

原山台 空家問題(2丁目)　古いので広くない｡2部屋を1部屋にまとめて広くきれいにしたら、若者入るのでは｡ 記録

原山台 ● スーパーが近くにない 参加者

原山台 ● 買い物が不便 参加者

原山台 買い物　ヘルパーにたのんでいるが、時間がとられて、他のことがしてもらえない｡ 記録

原山台 団地は坂なので行きはよいが、帰りはタクシーでないと帰れない(買い物難民) 記録

原山台 バスが無い 記録

原山台 移動販売車があるとよい 記録

原山台 団地の中を小さいバスを走らせては｡ 記録

原山台 大きなコミュバスは費用がかかる｡小型を走らせて市が補助するか民間にやってもらっては｡ 記録

陶原 ● 福祉の支援が他市町村より少ない 参加者



学区 ● 意見 記載者
陶原 高齢者への訪問を看護師などが行うと病院に行く回数も減るのではないか 記録

陶原 医療、福祉、介護を一か所で取り組めるような施設がほしい 記録

陶原 清掃を訪問介護でやってもらっている。大変助かっている。 記録

陶原 個人病院のほうが丁寧に対応してくれる。 記録

陶原 病院が多くあると入院していても追い出されてしまうのではないか 記録

陶原 難病の子どもの医療費の不安がある 記録

陶原 ● 医療に関して病院が少ない。時間がかかる 参加者

陶原 ● パソコンに向かい患者の顔を見ない医師が多くなった。病院が冷たい。 参加者

陶原 大病院はあるが予約していても待ち時間が長すぎる。短くしてほしい。 記録

陶原 将来、高齢者が多くなると病人も増える。医師不足が不安である。 記録

陶原 ● 介護される人。お金多くかかる。 参加者

陶原 ● 介護施設が少ないと思います 参加者

陶原 介護施設が少ない。グループ下位に入れないかも 記録

陶原 特別養護施設をつくる計画はありますか? 記録

陶原 ● ご高齢の方のみの住居の増加していると思います。 参加者

陶原 高齢者のみの世帯を市や地域で面倒を見れないか 記録

陶原 ● ゴミだし・買い物など近所で助け合えないだろうか 参加者

陶原 少人数で町内で高齢者が集える場所がほしい 記録

幡山西 ● 福祉施設が少ない　・地域包括 参加者

幡山西 病院が中心地と比べ少ない 記録

幡山西 近くに福祉施設がない 記録

幡山西 人口が減っている。工場も少ない←当然 記録

幡山西 施設が少ない。市のお金がない。 記録

幡山西 人の使い方、お金の使い方に工夫を。 記録

幡山西 お金の使い方が下手。市。 記録

幡山西 集会所が少ない 記録

幡山西 公民館予約が入っていてなかなか使えない 記録

幡山西 公民館が遠い。 記録

幡山西 車があるので大丈夫。 記録

幡山西 ● 気軽に相談できる環境作り。場所の提供。 参加者

幡山西 ● 家族だけで悩みを抱えないで相談しやすい窓口をふやす。 参加者

幡山西 家族で悩む。気軽に相談できるところをほしい。 記録

幡山西 相談する場が少ない、分からない。 記録

幡山西 児童館、公民館が少ない、ない。 記録

幡山西 色々な立場の人が集まる場所がほしい。 記録

幡山西 子育てに関しても児童館も講座も少ない。 記録

幡山西 気軽に立ち寄れる場がほしい。相談の場。 記録

幡山西 公園などにトイレがない。町中にない。 記録

幡山西 時計がまちなかにない。 記録

幡山西 ● どんな年代の人でも安心して暮らせる。 参加者

幡山西 前提は健康であること。 記録

幡山西 体が弱い人も安心して暮らせること。 記録

幡山西 自分の生活だけで精一杯 記録

幡山西 自分のことで一杯になってしまうと社会が殺伐としてしまう 記録

幡山西 安心して暮らせる社会を目指してほしい。 記録

幡山西 少しの補助があれば生きていける。 記録

幡山西 ● 高齢者の医療負担が以前はゼロであったが、5～6年前から市の財政難から廃止。他市の80％を越
えるところは継続している。瀬戸市においても復活されたい。

参加者

幡山西 医療費以前高齢者無料だった。約8割以上の市町村は無料にしている。 記録

幡山西 他市がやっているのらせと市もやってほしい。医療無料制度。 記録

幡山西 医療が無料であれば安心だが市として努力してほしい。 記録

幡山西 ● 情報の共有をどこまで把握していくか！！ 参加者

幡山西 ● 個人情報 参加者

幡山西 最低限の情報は必要！ 記録

幡山西 情報が行きわたらない。広報では分かりにくい予定。 記録

幡山西 SNSで情報提供を。 記録

幡山西 SNSの使い方・PRを。 記録

幡山西 SNSの使い方を広報でレクチャする。 記録

幡山西 ケーブルテレビで情報を流す。 記録

幡山西 助けなければいけない人がどこにいるか分からない。 記録

幡山西 近所の人の状況を知っておくべき。弱者について。 記録

幡山西 一人暮らしの方の情報がない。 記録

幡山西 助けようという気持ちがもてるシステムがほしい。 記録

幡山西 先生が苦労している。大変。先生を守ることも必要。 記録

幡山西 先生が力をはっきできるシステムか？ 記録



学区 ● 意見 記載者
幡山西 先生の言う事を聞かない生徒に手をあげた→教育委員会から注意 記録

幡山西 しつけやいじめの防止のためにも教師を尊敬できるように。 記録

幡山西 家庭訪問来ない学校もある。 記録

幡山西 問題がある先生もいるのでは？ 記録

幡山西 多数の先生はしっかりやっている。 記録

幡山西 （先生が家庭訪問に）行くことで（子どもの）育っている環境がわかる。 記録

幡山西 テレビでは一部のことを大げさにしすぎ。 記録

幡山西 家に行かないと分からないことがあるから家庭訪問すべき。 記録

幡山西 子どもの生活環境を学校はみておくべき。 記録

幡山西 近所で虐待か？市へ通報。対応してくれた。 記録

幡山西 駅で子どもをたたいているところを見た。 記録

幡山西 子どもがあぶないと言うと市の対応が早い。普段から早く動いてほしい。 記録

幡山西 市　こども関係はすぐ動くがその他はなかなか動かない。ごみの不法投棄など 記録

幡山西 市への不安・不満感がある。 記録

幡山西 ● 通院時の送迎サービス 参加者

幡山西 バスの充実、ボランティアの活用。社会貢献する仕組み。助け合うもの 記録

幡山西 バスのコースがぐるぐる回って時間がかかる 記録

幡山西 巡回バスの使い勝手が悪い 記録

幡山西 バスについて　病院・駅にいってほしい。 記録

幡山西 バスをスーパー、病院など必ず使うところを通せば良い。 記録

幡山西 長久手、旭　大きなバス店にいっている 記録

幡山西 バス利用したい時間にない 記録

幡山西 ● 福祉関連　人材がどのようにあるかわからない。 参加者

幡山西 ● 人の使い方　・子そだて　・老人の世話 参加者

幡山西 子どもの世話　児童館　地域で見守りを 記録

幡山西 高齢者が助け合うシステムを 記録

幡山西 シルバー人材の方を介護に活用を 記録

幡山西 シルバー人材の方を介護分野に活用を 記録

幡山西 リハビリの手伝いも 記録

幡山西 療法士の有効活用 記録

幡山西 シルバー人材の内容の見直し、介護や介助 記録

幡山東 ● 独居老人の確認し町人生活状況などに対応する 参加者

幡山東 高齢者のみの家屋。買い物、医者通期員など助け合いなど支障がある。 記録

幡山東 75歳以上1人、80歳以上2人家族を老人会活動として面倒を見ている 記録

幡山東 老人会と民生委員との活動の協働化を図れないだろうか 記録

幡山東 わかくさ会、社協のそれぞれ、情報が入るが集まるのはわかくさ会のみとなっている 記録

幡山東 災害時に独居老人を救うことができるのか？難問である 記録

幡山東 災害時に老人世帯の情報を活かせたいが、個人情報の壁があり情報の一本化されていない。 記録

幡山東 ● 子が家を出て高齢者だけの世帯が増えている。将来の生活が不安 参加者

幡山東 ● 高齢者にとって買い物が不便 参加者

幡山東 買い物難民の解消

幡山東 買い物難民解消はコンビニ活用すべき 記録

幡山東 買い物難民対策としてコミバスの利用がいいのではないか 記録

幡山東 サンヒル上ノ山は今はいいは高齢化が進むと買い物難民化してしまうのではないか 記録

幡山東 ● 増々老老介護が増えるという現実。どう解決したら? 参加者

幡山東 ● 自治会・民生委員・社協をまとめる 参加者

幡山東 ● 地域要介護の情報共有(個人情報保護の問題) 参加者

幡山東 自治会。民協。社協の情報を一本化できていない 記録

幡山東 個人情報の壁を行政が何とかしてほしい 記録

幡山東 ● 住民同士が(特に高齢者たちが）連携しやすいシステムづくり 参加者

幡山東 生き生きサロンを催しても参加してこない人も多い 記録

幡山東 独居老人にもイベントの予定表を渡して参加を促している 記録

幡山東 向こう三軒両隣という関係をつくっていかなければならない 記録

幡山東 社協、自治会に未加入の人たちがいるので、情報が伝わりにくい 記録

幡山東 ● 高齢者の方々が気軽に集う場所がない 参加者

幡山東 ● 町民が気軽に集える場所の確保 参加者

幡山東 ふれあいサロンを自治会がつくった場合、行政として補助があるのか聞いてみたい 記録

幡山東 豊田市では廃止した駅を活用し、喫茶店(サロン)を設けている 記録

幡山東 閉じこもっている人、歩けない人、病弱な人が暮らしやすいように空き家を活用 記録

幡山東 サロンは10人程度集える小さな施設から始めるとよい 記録

幡山東 団体が日替わりで運営すればどうか(日曜日はわかくさ会)「南憩いの家」 記録

幡山東 八幡社が地域の集いというランドマーク化してきている。 記録

幡山東 この地域は病院は充実している(浅井病院、山口病院) 記録

幡山東 ● 医療について予防医療について力を入れることで医療費削減を目指す 参加者

幡山東 集う場所を活用して 記録



学区 ● 意見 記載者
幡山東 ● 総合的に福祉といってもゆりかご暮らしのためにいろいろな施策が必要 参加者

幡山東 福祉を一口で言っても広すぎる。ここの問題をもっと浮き彫りにして掘り下げるべきでは 記録

幡山東 まず、５次総の総括を。どうなったのか？市が考える課題とは? 記録

幡山東 瀬戸市の評価は悪い。行政としての見解を出してほしい。 記録

幡山東 ● 介護保険認定を厳しく 参加者

幡山東 ● 行政がアンケートをとってもその反応。対応なフォローがない 参加者

幡山東 ● 介護の中でも認知性の問題が最も深刻である 参加者

幡山東 ● 医療介護の担い手から今後減少していくことが問題である 参加者

長根 ● つながりをもつ。 参加者

長根 高齢者同士のつながりがまず必要 記録

長根 近所の一人暮らしの人が気になっている。 記録

長根 つながりをもって声をかけあうことが元気づけられる。 記録

長根 声をかけ合うことがもまず大事 記録

長根 すでにひきこもっている人をどうやって掘りおこすか問題となっている。 記録

長根 ● 「連」　・手をつなぐ　・心をつなぐ　・未来につなぐ 参加者

長根 ● ・異世化交流　・やり甲斐　・昭和の遊び 参加者

長根 ● 不安を安心に 参加者

長根 ● 安心を自信に 参加者

長根 ● 自信を誇りに 参加者

長根 ● 町内会にて子供中心の活動となり、お年寄りの為の活動は非常にむずかしい。 参加者

長根 ● 個人情報ということで、状況の把握が出来ない。 参加者

長根 ● 個人情報保護による弊害 参加者

長根 情報さえ得られれば助けられる。 記録

長根 情報共有して共助ができる環境が必要 記録

長根 つながりを拡げるには情報が最低限必要 記録

長根 コミュニティができる環境や場所づくり　ちびっ子広場等の活用など 記録

長根 高齢者に魅力ある地域づくりを 記録

長根 場所があれば動きができる。それによってつながりができる。 記録

長根 仕事をやめてから気軽には行っていけるコミュニティづくりが必要。 記録

長根 ● 介護に対する認識不足 参加者

長根 介護をしてみてはじめてわかる状況 記録

長根 情報や広報が不十分。利用につながるわかりやすい情報を。 記録

長根 福祉課に聞いてはじめて情報が得られた。 記録

長根 誰に相談してよいかもわからない。 記録

長根 まだ若いので介護について考えたことがない。 記録

長根 小・中学校のホームルーム等子供も含めて幅広い情報提供を行政で考えてほしい。 記録

長根 ● 在宅看護の情報の共有不足 参加者

長根 ● 介護施設がこの長根地区に増えてきて、市全体でも特に多いのでしょうか？ 参加者

長根 デイサービス介護サービスの施設があるが利用者の実態がわからない。近所の人が使えている？ 記録

長根 介護施設は近いところで利用できるといい。 記録

長根 施設の監督状況とか不安を感じる。 記録

長根 近い施設は人目がきになり使いづらい。近いことでよいこと悪いことがある。 記録

長根 介護サービスや施設の悪いことしか聞こえてこなくて不安 記録

長根 デイサービスの特色についてもっと詳細な情報が必要。市に提供してほしい。 記録

長根 サービスを判断できる材料。わかりやすい利用しやすい紹介を。 記録

深川 ● 学校の余っている教室などを介護などに利用できないか 参加者

深川 小学生とお年寄りの交流を図る 記録

深川 空いている部屋をデイサービスセンターに使う 記録

深川 小学生と一人暮らしの交流は行っているところもある 記録

深川 子どもとお年寄りの交流にはボランティアの力が必要 記録

深川 地域の方、一人暮らしを心配していてもプライバシーの問題で踏み込めない 記録

深川 ● 子どもと話のできる場所と人々の触れ合う場所 参加者

深川 日頃から話もできる場所が必要。人の集まる場所 記録

深川 普段から地域の大人の話を子供にきかせる機会。学校開放のような 記録

深川 学校開放など。集まれる場所があると良い 記録

深川 生徒の少ない学校。空き教室で人が集まる場所 記録

深川 子どもが少なくなってきている。お年寄りとの触れ合いで学校も地域に残す 記録

深川 お年寄り同士の触れ合いに学校を活用 記録

深川 子どもが多くなっていくことが前提 記録

深川 学校がなくなるのではないかという不安がある 記録

深川 ● 町医者が減ってきている。時間も少ない 参加者

深川 診療時間が短い 記録

深川 かかりつけ医がない(持てない) 記録

深川 病院が少なくなってきている。市で対策は取れないか 記録

深川 若い人も住みにくくなっている 記録



学区 ● 意見 記載者
深川 介護サージスを利用するがもっとスピィーディにしてほしい 記録

深川 ケースワーカー、施設など案内が充実しているとよい 記録

深川 相談窓口があるとよい 記録

深川 介護サービスを利用するときに申請してから時間がかかる 記録

深川 介護の仕事についているが、介護の制度がわかりづらい 記録

深川 介護保険は本人よりも健康である家族がよく知っている必要がある 記録

深川 介護に困ったとき、相談する窓口がほしい 記録

深川 ● 介護制度が分かりにくい。学校区の在り方 参加者

深川 ● 介護サービス内容を知らない人も多い 参加者

深川 介護サービスも知らない人も多い 記録

深川 介護サービスの知識が求められないか 記録

深川 健康な人にも介護保険などの知識を広めていかないといけない。興味を持たない人も多い。 記録

深川 ● 福祉医療介護の今後 参加者

深川 ● 一人暮らししている高齢者がどのように生活していいかわからないから、どう叶えればいいかわから
ない

参加者

深川 子育てと介護の融合は考えられないか 記録

深川 一人暮らしのほうが多い。話しかけるとすごく話をしてくれる 記録

深川 ボランティアではできない人も多い 記録

深川 ● 検診時期が重なり予約がとりにくい 参加者

深川 検診の機関が集中している。地域で調整できないか 記録

深川 地区ごとに時期をずらせないか 記録

祖母懐 ● 介護｡母の介護認定｡病気になっているからもっと早く認定してもらえないか(２、３か月かかると言われ
た)｡

参加者

祖母懐 ・認定に時間がかかる　・本人に必ず会うという条件(タクシーやベッド)　融通がきかず実費負担｡ 記録

祖母懐 介護の認定の時と日頃の様子違う｡認知症など本人しゃきっとする｡ 記録

祖母懐 こまめに見てもらう｡(１時間位でわかってもらえるか？) 記録

祖母懐 最初の認定をスピーディーにしてほしい｡ 記録

祖母懐 特養の入所　介護保険 記録

祖母懐 ・特養　数が少なく待ちが多い｡　払える金額(高い)ところは増えている？ 記録

祖母懐 救急車に消防車が搬送するのはどんな時？ 記録

祖母懐 ● 福祉・医療・介護　６０すぎ　自分ごと 参加者

祖母懐 意外に恵まれているのでは？(障害福祉のサービス) 記録

祖母懐 生活保護の件数は多い？少ない？？少ないのであれば、医療や福祉にお金をまわせる？？ 記録

祖母懐 ・予算…年度末に道路工事をやらず福祉や医療にまわしてほしい　・選挙にも予算使う　配分の仕方の
工夫をしてほしい｡

記録

祖母懐 ● 福祉　障害のある子にもできることを…お金を払って授業後｡訓練をしている｡ 参加者

祖母懐 お手伝いできることあるかな？ 記録

祖母懐 学校(地元)へ行きたいが行けないという親の思い有(肢体不自由児) 記録

祖母懐 学校の設備改修にお金かかると言われた(エレベーターなど) 記録

祖母懐 県が予算措置をするかどうか考えるべき問題｡学校の判断で言ってはいけない｡ 記録

祖母懐 ● 医療　中学３年生まで無料を高校３年生までにできれば… 参加者

祖母懐 医療費の助成　高校生の助成するところは…名古屋？インフルエンザ１回４５００円子が何人かいると｡ 記録

祖母懐 医療費高い｡老人もできるかぎり負担少なくしてほしい｡健康保、介護保険料払っている｡ 記録

祖母懐 年金暮らしの人が安心して病院にかかれるようになると良い｡ 記録

下品野 ● 介護施設の情報が少ない 参加者

下品野 認知症サポーター研修・参加者少ない。興味を持ってもらえない 記録

下品野 子育てで精いっぱい 記録

下品野 福祉制度が複雑で分かりにくい。参加するにもどうしたらいいのかわからない 記録

下品野 どこに寝たきりの人がいるのかわからないから助けられない 記録

下品野 電車までが遠い 記録

下品野 孤独死増えていく 記録

下品野 住みにくい!!引っ越してしまう。空き家が増えてしまう 記録

下品野 若い世帯と高齢の世帯が分断されていて、情報が少ない 記録

下品野 バス停が遠い 記録

下品野 広報をあまりしないので情報が入ってこない 記録

下品野 認知症サポーターがあることすら知らない 記録

下品野 市の福祉制度。何を支援してくれるのかわからない 記録

下品野 交通不便。コミュニティバス使いにくい(若い人のニーズに合っていない) 記録

下品野 高齢の人たちと交流するとき若い人が乗れるとコミバスが使える 記録

下品野 ● 下品野地区に病院が少ない 参加者

下品野 病院保育が陶生病院でできたが利用しにくい 記録

下品野 個人病院で病児保育をやってほしい 記録

下品野 住民歴が長い人と浅い人の差が激しい→負担ます 記録

下品野 すぐ行ける病院がない 記録

下品野 ● 病院が少ない 参加者



学区 ● 意見 記載者
下品野 小児科がない 記録

下品野 地域で夜間診療をやっているところがない 記録

下品野 病院が古い 記録

下品野 専門家は中心部しかない。内科しかない 記録

下品野 ● 自宅で介護ができる人がおらず退院ができない人が多い 参加者

下品野 家に帰りたくても帰れない。介護する人がいないかわいそう 記録

下品野 (病院)たらいまわしになってしまう人もいる 記録

下品野 ● 高齢者が多い地域なのでどんどん外に出てもらえるようにすることが必要 参加者

下品野 高齢(の女性)の方が、外に出る機会をつくっている 記録

下品野 ● 楽しい行事をどんどん行いたい 参加者

下品野 今までよりみんなに出てきてもらえるよう工夫している 記録

下品野 女性会と保険推進員タイアップ。バスハイク、フラダンスなど 記録

下品野 ● 独居老人の方のケア 参加者

下品野 さみしい。話し相手がいない。鬱になる 記録

下品野 出てこれるのは元気な高齢者。車も運転できない 記録

下品野 ● 車いすなどで町に出づらい 参加者

下品野 ベビーカーで出歩きにくい 記録

下品野 歩道がない。坂も多い 記録

下品野 出歩きたくても危なくても出られない。寝たきりになる 記録

下品野 自転車の子どもが危ない 記録

下品野 トラックなど交通量多い 記録

下品野 瀬戸の観光スポットが少ない 記録

下品野 ● 自然を生かした公園がほしい(大きめ) 参加者

下品野 自然がきれいな大きい公園がほしい 記録

下品野 ● 瀬戸川沿いを変えてほしい 参加者

下品野 ● 岩屋堂年中集客となる観光地へ 参加者

下品野 ● 岩屋堂公園を(地域資源)としてライトアップ 参加者

下品野 ● ライトアップについて。交通の問題が大変。皆さんに迷惑をかけているところです。 参加者

下品野 ● 岩屋堂に人の集まりやすい観光の名所とする。道路・駐車場の整備必要 参加者

下品野 角甚なくなって魅力がなくなる 記録

下品野 ライトアップのシャトルバスの効果を見守りたい 記録

下品野 紅葉時期だけ人が来る普段も来てもらえる施設・公園を！ 記録

下品野 古い建物でも雰囲気の良い特別感のある街並みをつくる。古民家再生 記録

下品野 古民家。原石はたくさんある。市がプロデュースを！おしゃれな街並みに 記録

下品野 自然を守るのも大変(水源、植樹) 記録

下品野 国立公園の規制が壁になっている 記録

下品野 景色・良い話。古民家。ステンドグラス。よいアイテムはそろっている 記録

下品野 ハロウィンイベント。いいが、夜は暗くて何も見えない 記録

下品野 たねカフェみたいな店が増えるとよい(口コミで広がる) 記録

下品野 団体で飲食できる店がない 記録

下品野 ● 瀬戸焼。中国のバク買きてほしい 参加者

下品野 鉱山跡地に公園などができるとよい 記録

下品野 定光寺もある！ 記録

下品野 定光寺。歩いていけない 記録

東山 ● (公助)福祉活動に対して、幅広く行き届いているか。名ばかりの福祉活動で終わっている。 参加者

東山 福祉活動が行き届いていない。広く浅くを目指す。偏ってしまっているのが現実。 記録

東山 独居老人が多いのにいつも一部の人だけに恩恵がいく。とりこぼしているがこれでいいだろうという意
識。

記録

東山 偏りを解決するために地域(町内)で取り組んでいる。 記録

東山 偏りはどうして生まれたのか、原因は何か？ 記録

東山 大きな呼びかけが足りない。独居≠弱者 記録

東山 「独居」という区別ではなく年齢で対象とすべき 記録

東山 ● 市内の公園を有効に利用できるようきれいに整備して欲しい。トイレ等。 参加者

東山 イタリアミラノ　公園の利用がよくされている。夜遅くまで。 記録

東山 公園が利用されるにはトイレの整備が大切。プラステーブル・ベンチetc… 記録

東山 西部コミュニティでも取り組んでいたが野球のことで利用が禁止された。 記録

東山 利用しなくなったのは一部の人で今も子供の利用は多い。遊具も整備された。 記録

東山 トイレの管理が問題。臭い問題は下水整備でＯＫ。 記録

東山 公園の大きさは西武コミュニティほど大きくなくてもよい。 記録

東山 やまて坂にはトイレもある公園がある。 記録

東山 ● 高額医療費の充実。尾張旭市では良くされていると聞きます。 参加者

東山 ● 医療に対して薬の無駄が多いと感じる。高額医療。 参加者

東山 医療費の高さが高齢者には厳しい。制度改正で負担軽減して欲しい。 記録

東山 医療費の増大。薬が多く出される。 記録

東山 ● 家にこもらない→福祉利用が下がる 参加者

東山 友達をつくる　趣味をつくる　家にこもらない 記録



学区 ● 意見 記載者
東山 外に出る機会を作る。 記録

東山 ● 坂が多い地域なので、年を重ねると家から出ることがむつかしくなる。 参加者

東山 旭　高齢者　森林公園のラジオ体操をよく利用している。 記録

東山 町内の集会所を拠点にしたい。元気がないと遠くまでいけない。 記録

東山 東山公民館でもラジオ体操をやっている。住民の声で始まった。 記録

東山 ● 福祉！年配者が自由に会うことが出来る場所。図書館を利用。 参加者

東山 旭　図書館高齢者利用率高い。利便性が高い。 記録

東山 瀬　図書館立地が悪い。坂の上。交通手段。 記録

東山 市民公園、やすらぎ　子供連れで利用できる。反面、高齢者が利用する施設が欲しい。 記録

東山 ● コミュバスの利用　不便 参加者

東山 日進　コミュニティバスの運行エリア広い。名古屋市まで。 記録

東山 瀬戸市　周辺がおろそか 記録

東山 ● 集会所を活用しよう 参加者

東山 東山の例　・お茶飲み会　・ラジオ体操　・食事会(小旅行) 記録

東山 集会所がどこにあるか知らない。 記録

東山 ● 側溝のふたがなく、危険な個所が多い。 参加者

東山 ● 他の市町村がうまくやっているところや良い施策を知る。まねる。 参加者

東山 ● 他の市町村と比べて進んでいるのか、どこが良くて悪いのか教えてほしい。 参加者

東山 均一の施設、施策が望ましいが現実は難しいので良いとこどりをすればよいのでは。 記録

東山 市がどう判断したか示して欲しい。情報が少ない。 記録

東山 ● 高齢者の方が住んでいらっしゃる区域には若い方がほとんどいらっしゃらない所もある。 参加者

東山 ● 市民同士が互いに助け合えるしくみや補助があると良い。 参加者

東山 世代間の交流ができる可能性がある地域だと思う。 記録

東山 空き家をコミュニティ拠点にしたらよい 記録

東山 ● 老後が不安。今の状況で市民が協力すべきことは何か？ 参加者

東山 ● 独居生活者の介護支援を拡大して欲しい。 参加者

東山 ● 介護に対して公助は手厚く行っているか。 参加者

水南 ● 瀬戸市の文化祭 参加者

水南 瀬戸市の良さをもっともっとアピールする 記録

水南 ホームページを魅力あるものに変える 記録

水南 文化展の盛り上がりに欠けている(ふれあい芸術展) 記録

水南 文化展とせともの祭りをコラボさせてもっと盛り上がろう 記録

水南 ● 常滑の焼き物散歩道のような観光ルートをつくる。MAPの作成 参加者

水南 瀬戸市の観光ルート(モデルルート)などをもっと作成する 記録

水南 ウォーキングルートをマップ化して瀬戸の良いと所をPRする 記録

水南 窯業高校や若手作家をPRしてオシャレさを発信する(タイアップ) 記録

水南 民俗資料館が閉鎖されている 記録

水南 ● 観光地の宣伝 参加者

水南 瀬戸市の観光情報(マップ、駐車場情報)の充実と整備 記録

水南 PRするだけでなくインフラ整備をするべきではないか 記録

水南 定光寺の宣伝(観光地全体)のPR不足 記録

水南 まちにオシャレがない 記録

水南 瀬戸に来るようなツアーを旅行者とタイアップして魅力を発信する 記録

水南 市ホームページを充実 記録

水南 新瀬戸駅付近にも観光案内所をつくればよい 記録

水南 作陶できる場所をつくってPRすればもっと魅力発信するべき 記録

水南 せともの祭り以外にも市外の人が来るようにしたい 記録

水南 人が寄ってこれば、もっと活性化すると思う 記録

水南 瀬戸焼が気軽に思えるような店・カフェなどがあればよい 記録

水南 今ある観光施設をもっと魅力的にするべき(人が集まるような) 記録

水南 観光地や文化のPRの仕方が退化していると感じる 記録

水南 県陶器美術館のお客さんを市内に呼び込みしたらよい 記録

水南 ろくろを使った体験ができて、もっと気楽にできたらよい(子ども会などをもっとPRしたらよい） 記録

水南 潜在的な魅力が瀬戸にはあるから、PRに力を入れる 記録

水南 中国人観光客向けの観光資源をつくる 記録

水南 ● 品野、赤津ICを活かし、土岐のような商業施設の誘致 参加者

水南 ICが近くにある立地を生かした商業施設や自然公園などの設置。活性化 記録

水南 ● 自然環境を守るため、産廃の規制をしてほしい 参加者

水南 産廃が瀬戸に集まってくるのはやめてほしい 記録

水南 水野川の水質保全 記録

品野台 ● サイクリングする人のマナー悪い 参加者

品野台 片草、環境がいい。空気がいい。住みやすい 記録

品野台 片草サイクリング、消防団のトイレを貸したがマナーが悪い 記録

品野台 サイクリングマナーが悪い。事故が怖い 記録

品野台 サイクリング規制をかけないと野放し状態になっている 記録



学区 ● 意見 記載者
品野台 ● サイクリングロード建設 参加者

品野台 サイクリング自然を威嚇。健康にもいい。すごくいいこと。専用コースがあると良い 記録

品野台 ● 東海自然歩道をもっと使って 参加者

品野台 ● 東海自然歩道なかなかいいコース。コース入口。出口に交通手段がないと不便 参加者

品野台 ● 自然の多い地区であり、地区内の生物の写真などを集めて整理、アピールする 参加者

品野台 いのしし、さる、トリ、いっぱいいる 記録

品野台 品野台、自然を紹介する冊子をつくる 記録

品野台 シデコブシいっぱいある 記録

品野台 ● 山の木の実の名前とか果実酒にできるものがあればうれしいです 参加者

品野台 ● 自然豊かなこのまちの特産物をつくったら 参加者

品野台 ヒキガエル、ザリガニ食べる 記録

品野台 ビシンカズラ果実酒になる 記録

品野台 マツグミ、チューインガムの代用していた 記録

品野台 ジビエ簡単に食えない 記録

品野台 高速ができたらイノシシが余計に出てくるようになった 記録

品野台 片草小さい熊つかまえた 記録

品野台 ● 蟹川をホタルの里に環境整備 参加者

品野台 小学校ライトがつくようになりホタルが減った 記録

品野台 ホタル環境はあるが、資材もいる。マンパワーもいる 記録

品野台 ● 農業を活かす公民館跡地でやったらどうか 参加者

品野台 農業と連携して土地活用したい 記録

品野台 ● 自然歩道、整備、中馬街道地区 参加者

品野台 ● 中馬街道を散策できる整備。桑下城、品野城、など7城をめぐるコース整備 参加者

品野台 ● 歴史的資産中馬街道などの整備・チェック案内 参加者

品野台 ● 自然を生かして散歩道 参加者

品野台 山の峰づたいに中馬街道がある 記録

品野台 標識や馬頭観音が残っている 記録

品野台 高札がある 記録

品野台 おちょ池がある。太蛇、民話、伝説が残っている。子供は近づく。 記録

品野台 清水湿原地帯がある。ミズゴケがあった白岩の屋根 記録

品野台 ● 城ブームで品野には7城跡があり整備してマップなどを作成する 参加者

品野台 山城がある。石垣が残っている。散歩道を整備する 記録

品野台 看板を立てたが地元の人は説明に困った。詳しくは知らない 記録

品野台 城のいきさつの看板を立てるとよい 記録

品野台 山城、トリデ、のろし台みたいなもの 記録

品野台 桑下城かかみがでてきた 記録

品野台 瀬戸市東部赤津を含めて置き去りにされている 記録

八幡台 ● 道路の整備。歩きやすくする歩道の見直し 参加者

八幡台 歩道が歩きずらい。不自由している 記録

八幡台 歩道。段差ある 記録

八幡台 歩道が狭い 記録

八幡台 ● 足となる車に乗れなくなったときにどうなるか 参加者

八幡台 ● 歩道の便が悪く通院が大変 参加者

八幡台 買い物にも行けなくなる 記録

八幡台 コミュニティバスの必要性高くなる 記録

八幡台 外周だけでもバスがあるとありがたい 記録

八幡台 名鉄バスのエリアでもコミュニティバスを走らせてほしい(ほかの市はやれている) 記録

八幡台 バス本数を増やせば乗る人が増える。好循環にする 記録

八幡台 名鉄バスよりコミュニティバスがありがたい。小回りが利く 記録

八幡台 今はコミュニティバス。大回りするから時間がかかる 記録

八幡台 コミバス。ルートの見直しが必要 記録

八幡台 団地の中にコミュニティバスが来てほしい 記録

八幡台 買物に特化したルートを 記録

八幡台 買い物ためのピアゴと団地を結ぶコミュニティバスフィールド 記録

八幡台 コミュニティバス。病院へ行くルートがほしい(団地を結ぶルート) 記録

八幡台 愛知医大へ行くコミュニティバスルートがほしい 記録

八幡台 ● 買い物弱者(高齢者の援助) 参加者

八幡台 歩いて15分ぐらいの範囲に買い物ができるところがほしい 記録

八幡台 おたすけ隊がほしい。買い物・電球替え 記録

八幡台 6丁目の空き家を利用して公営のコンビニをつくって 記録

八幡台 ● 日常生活において介護を受けるにあたり商店街の後援者 参加者

八幡台 商店街の復活を希望 記録

八幡台 近所の商店がなくなった(行き場が困る。買い物場所が遠い) 記録

八幡台 買い物途中の休憩場所がほしい(帰りの上り坂) 記録

八幡台 ● 開業医の休日の体制 参加者



学区 ● 意見 記載者
八幡台 休診日が多い。年末年始休み。盆も1週間～10日 記録

八幡台 病院も充実してほしい 記録

八幡台 救急医があるが時間がかかる 記録

八幡台 救急車を呼ぶほどではないが救急で見てほしい時がある 記録

八幡台 開業医が集まったビルがあると良い(内科、外科) 記録

八幡台 開業医が行きやすい(大病院は行きにくい) 記録

八幡台 町医者・開業医でよい先生に団地の中にいてほしい 記録

八幡台 休診日がどの病院も同じ(調整してもらえると嬉しい) 記録

八幡台 昔は往診もしてくれた 記録

八幡台 介護サービスを充実してくれた 記録

八幡台 ● 近所付き合いとプライバシー 参加者

八幡台 介護。（民生委員が行っても）助け合いたいがプライバシーの問題があり、やりたくてもできない 記録

八幡台 民生委員のなり手が少ない（いなくなった） 記録

八幡台 困っているがプライド(プライバシー）で困っているといいづらい 記録

八幡台 困っている時は助け合えるつながりが元気なうちからあると良い 記録

八幡台 ● 老人ホームが少なくなったと思う 参加者

八幡台 介護サービス。デイサービスばかりだけでなく、老人ホームがあると良い 記録

八幡台 県営住宅バリアフリー。老人が入りやすく 記録

水野 ● 全国の中で瀬戸の位置(順位が低い)。税が高く、住みにくい 参加者

水野 国保料が高いと思う 記録

水野 コミュニティバスが一日おきではなく毎日と考える。 記録

水野 水野地区は東西・南北と広いのでコミュニティバスが連携できたらいい 記録

水野 ● 私の生まれたあたりは山間部のため廃村の方向に。足のカクホ（確保）かな… 参加者

水野 買い物をする際の足の確保が必要 記録

水野 子どもがタクシーに乗って通学するが、タクシーではなくバスにしてほしい。学校から困ってもいいので 記録

水野 ● 一人暮らしの老人が増加する(老老介護) 参加者

水野 夫妻の片方が倒れてしまったときに共倒れになってしまう 記録

水野 安否確認ができると良い 記録

水野 以前は一人暮らし世帯にヤクルトなどでの確認の仕組みがあったがいつしかなくなってしまった 記録

水野 新聞も高齢者になると、読まれなくなる方も見えるので毎日の安否確認ができると良い 記録

水野 水野地域にある市営住宅の方たちなど、地域とかかわりの少ない方たちの確認ができない 記録

水野 空き家に若い方が来てくれる(仕事生活)のようになればいい。そのシステムも構築できると良い 記録

水野 一人暮らしの方は隣の家の方がカーテンの開閉などで安否確認できる。実際に実行中 記録

水野 企業誘致のため若いリーダーを募集して、アイディアを出して提案してほしい 記録

水野 十軒町の住宅は水の動きがないとどこに通報されるシステムがある。そういったことが広がればよい 記録

水野 若い世代の方が住みやすい町であるというPRを行う 記録

水野 ● 人づきあいが多く楽しく、支えあうことのできる街。定期的なイベント、仕事紹介 参加者

水野 行政が主催するものではなく、地域の方が主催して、その費用を市から少し負担してもらえると良い 記録

水野 地域の祭りに参加できるように足を確保できると良い 記録

新郷 ● 障がいを持つ人が自立した生活が営める社会 参加者

新郷 他市のサービスを紹介される 記録

新郷 自立のためのグループホームが少ない 記録

新郷 民間事業者のサービスを支援 記録

新郷 ● 地域で楽しく交流できる（70歳以上になったとき） 参加者

新郷 地域のつながりがほしい 記録

新郷 制度を広く知らせてほしい 記録

新郷 地域交流センターを交流のために使う 記録

新郷 ● 子どもの遊び場が少ない 参加者

新郷 不審者が心配。子供が遊びにくい 記録

新郷 地域の中。子供が安心に遊べるとよい 記録

新郷 集会所・神社で子どもが遊んでいる 記録

新郷 地域交流センターで子どもが遊べる 記録

新郷 子どもが安全に遊ぶには大人の目が必要 記録

新郷 ● 子どもの医療費について。収入別の差をなくして！（子ども手当かも） 参加者

新郷 子ども手当が収入により支給されない 記録

新郷 ● がん検診毎年お願いします（問題があった人だけでも…） 参加者

新郷 乳がんは2年に1回確認 記録

新郷 検診の項目が増えると良い 記録

新郷 会社の検診を利用している 記録

新郷 大腸がん検便の利用 記録

新郷 ● 大病で手術をする場合。70歳以上は手術代も1割払いで済むとよい 参加者

新郷 年金生活になって治療費がかからないようにしたい 記録

新郷 ● 最後に家で見とれるような介護の仕組み 参加者

新郷 自宅に往診来てほしい 記録



学区 ● 意見 記載者
新郷 自宅で最期を迎えたい 記録

新郷 退院後に自宅でフォローしてほしい 記録

新郷 在宅介護が充実するとよい 記録

新郷 家族の負担は増える 記録

新郷 ● 車に乗れなくなった時の交通手段 参加者

新郷 瀬戸市は不便 記録

新郷 コミバスのバス停の見直し 記録

新郷 長久手のコミバスは多いし、バスがきれい 記録

新郷 コミバスの本数と増やしてほしい 記録

新郷 他市はコミバスが多く走っている 記録

新郷 大きな車両にしてほしい 記録

新郷 ● 親の介護で会社を辞めずに済むような社会になってほしい 参加者

新郷 ● 10年後に介護に来られず職場で働きたい 参加者

新郷 相談窓口がほしい 記録

新郷 介護の相談先がわからない 記録

新郷 10年後の高齢化社会が不安 記録

新郷 介護認定のランクが下がるとサービスが低下する 記録

新郷 介護施設にはすぐに入れない不安がある 記録

新郷 介護施設には待機が多い 記録

新郷 介護認定は順番待ち 記録

新郷 認定結果に時間がかかる 記録

新郷 税金を上げないでほしい 記録


