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令和2年度犬山市タウンミーティングアンケート集計結果

Googleアンケートフォーム受付、窓口・Eメール受付

令和2年度犬山市タウンミーティング～認知症高齢者をどう地域で見守るか～

当日観覧者意見集計（原文ママ）

実施期間 令和3年2月13日㈯～3月5日㈮

受付方法

回 答 数 47件 （内訳）アンケートフォーム：34件、窓口・Eメール受付：13件

携帯電話の操作についての講座

認知症サポーター養成講座

11

人と人のつながりをより多くしたい

原さんがおしゃったように地域で認知症の講座を単発で１度やるだけでは周知活動としては足り

ないのかなと感じました。何回コースというような形で開催するといいのかなと感じました。

地域でしてみたいこと（自由記載：原文ママ）

日ごろから地域の人とつながりを持ちたい

リハビリテーション専門職として、介護予防関連の事業や研究に従事している者です。健康な

方、認知症の方、身体障がいをお持ちの方、高齢者、子供、学生どのような方でも集い地域活動

が行える城下町サロンのようなものを、コロナ禍が明けたら作れればと思っています。

サロン活動を活発化させる。その中で認知症の方々を見守って行く

地域の中で希薄になりつつある関係を多世代ご関わりあえるきっかけづくりかできたらと思いま

す。

わからない

ないです。

喫茶店との連携を図り、高齢者が交流できるイベントを開く。

市で後期高齢者に毎年、認知テストをする

県外で仕事をしており、週末しか犬山にいませんが、地域での見守りができたらと思います。
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もっとあいさつしようと思う。

少人数のダベリング会

様々な悩みや困りごとを共有することで、ちょっとした工夫や気遣いで解決したり、改善したり

することもあると思います。そんなことができたら素晴らしいと思いました。

認知症予防や健康寿命延伸などを目的に、わくわくして楽しい集いをしたいです。デイで勤めて

いたとき、近所の保育園児が来てくれたときの利用者様の嬉しそうなお顔を思い出すと、子ども

と高齢者の触れ合う場を増やしたいと感じます。子どもたちにもご高齢者の温かみに触れて欲し

いです。

自分も引きこもりがちですので、引きこもりから脱却できることでしたら、何でもしてみたいで

す。

地域での多世代での話し合いの場への参加をしていきたい

高齢者が気軽に集まり楽しめるサロンの拡充

今は思い当たりません。

ご近所さんに会った時に子どもたちにもきちんと挨拶をさせること。

ちいさなできること

私は移住予定者ですので、とにかく知り合いを増やしたい。

世話ができなくなった盆栽、鉢植えを回収したい

地域を理解し、地域に住む人を理解する。

家庭に引きたいこもり勝ちの人をどうにか声掛けして

我が地区でも高齢者が多くなり、交流を深めるために楽しくなる集まりを考えたい。

趣味や関心のある講座に参加したい。

情報の発信や見守り

高齢者の安心相談会や、安全確認場トロール

地域で認知症の人がいるのかを知りたい。
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住友生命でお客さまに声をかけ、認知症サポーター養成講座を開催したいと思います。講師をぜ

ひ、高齢者支援課の方にお願いしたいです。

40才の方が介ゴされている方も増えてきている。そういう方の集まりをしてもよいのでは（茶話

会の様な）

認知症のあるなしに関わらず、様々な年代や立場の人をつなぐコミュニティをつくりたい。それ

が、認知症の方々や多様性の観点からも必要だと思いました。

買い物難民について

高齢者の好な事を聞き出してその方を中心にやってもらうなど

地域の集まりでインベットなど

情報連携をうまく取れる方法を考えたいです。「認知症と知っていれば何かできるよ」、でもわ

からない人が多い、ここに何かできないかと思います。

今はコロナで開催されていないが、この先もサロンを通して交流したい

認知症を学べる機会が増やせると良い。

学校と地域をつなぐ取組を今後も大切にしていきたいと思います。
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Googleアンケートフォーム受付、窓口・Eメール受付

コミュニケーションを多く取りたい

「この人は認知症」「認知症だから仕方ない」ではなく、あくまで一人の人間としてお互いを認

め合えればと思います。

12 自分ならこうしてもらいたいこと（自由記載：原文ママ）

令和2年度犬山市タウンミーティング～認知症高齢者をどう地域で見守るか～

当日観覧者意見集計（原文ママ）

実施期間 令和3年2月13日㈯～3月5日㈮

受付方法

回 答 数 47件 （内訳）アンケートフォーム：34件、窓口・Eメール受付：13件

まだ高齢者ではないからわからないが高齢者の方が時間もゆとりもあって羨ましく思う事があ

る。

地域内での差別をなくして欲しい。

認知症を守る七つ道具を民生委員を通じ家族に伝える 。市長も言っていたが情報が伝わっていな

い

いつもの暮らしの中で自然な形で見守ってもらえる事が一番と思います。それには地域のみんな

が理解と知識を得ることが必要。高齢者あんしん相談センター、初期集中支援チームの方々、が

んばってください。

地域の中で自分の存在を分かってて欲しい

行政から徹底的にコミュニティの存在や開催があることを知らせて欲しい。自分から情報を取り

に行くのはなかなか難しい。コロナ禍でなかなか難しいけど、デジタルよりも掲示板回覧板口コ

ミなどアナログの方が個人的にはわかりやすい。これは今の高齢者にとっても同じかもしれな

い。

自分が認知症になったら、「自分は認知症です」とオープンにしたい。できない部分お支援を受

けて、できる部分はやりがいと生きがいを持って行いたい。

地域でもっと取り組めないか

もし、家族が認知症になったらご近所に理解してもらうために伝えたいし、自分がそうなって

も、それを望みます。
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楽しい情報や為になる情報を教えて欲しい。

出掛けられないのは誰でも悲しいと思うから、その環境があるといいと思う。

ダベリング会運営のサポート

他人に知られたくないようなことでも、殻をやぶり、思い切って飛び込むことで、信頼が生ま

れ、気持ちが楽になり、改善につながると思いますので、地域のコミュニティ、ご近所の助け合

い、支えあいにより、必要なサポートを受けたり、サポートができるような関係になりたいと思

いました。

現在は特になし

お喋り会や皆が知ってる童謡や唱歌などを歌う事

後期高齢者になったら毎年認知症テストで認知症度を知りたい

自分が認知症になったらと考えると、構わないでほしいと思うかもしれません。情報を教えても

らえればやることもあるかもみたいな意見がありましたが、そっとしておいてほしい方もみえる

はずです。そのあたりを配慮したうえでそっと見守ってほしいと思います。

自分がもし介護する立場で何をどうしたらいいか分からないとき、気軽に頼れる場所、人がいる

ことって大切だと思うので、そうゆう場があることの発信をもっとして欲しいなと思います。自

分が独居となったら、地域の方が頻繁に声をかけてくれたら心強いなと思います。

私事、他県に住む認知症の両親の世話も一段落し、また10年ほど携わった犬山市の高齢福祉の仕

事も引退した途端、「情報」が途絶えました。自分の認知症も秒読みですが、自分もオープンに

できるかは心配があります。やはり、日ごろのさりげない「声かけ」が安心になります。

高齢者学習会

家族、知り合いに認知症の人はいないので答えられません。

あんしん相談センターの認知度が上がると良いと思います。

干渉されず、強制されず、でも、寄り添ってほしい。

自分のことを隠さずに地域で支えてもらえるようにしてほしい

介護者の立場から介護サービス外でできることを教えてほしい
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コミュニケーションをとってほしい。地域、行政、事業者、とにかくコミニケーションを色んな

方法でとってほしいです。

自分が認知症になったら、「自分は認知症です」とオープンにしたい。できない部分お支援を受

けて、できる部分はやりがいと生きがいを持って行いたい。近所の人が声をかけてほしい。お話

ができる環境が必要。

地域で認知所を知らない人をゼロになるのが理想。

もしも将来、認知症になったとしても、できる限り家で暮らしたいですし、そもそもならないた

めに、地域のコミュニティを大切にしていきたいです。

認知症であっても人格を尊重され、他と積極的につながることができ、その上で社会参加が可能

であれば、当事者や介護者も、自分らしく生きることができるのではないかと思いました。買い

物に行きたいときにいくことができて、話したい人と会い、好きな場所に行くこと。そして誰か

のために貢献することもできる。どんな状況でもそれらのことが可能でありたいです。自分が年

齢を重ねて、その立場になったとき、そのような社会、犬山市であるよう、私なりに働きかけて

いいたいです。

バス停にイスを置いて下さい。（置いてあるバス停もあり、ありがたいです。

家族では気づかないような対象者の変化について教えてもらいたい。ニッケの須田さんの話に

あったような、『家の中ではしっかりしていて外では少しおかしい』という事があれば教えても

らいたい。

なかよくしてね

いざというときに使える公的なサービスの全体像をわかりやすく教えてほしい。

家族で介護できないなら施設もやむを得ない

YouTubeからチャットも出来るのかな？

今は要望はありません。サポーター講座を支える側として聞きましたが、自分も年齢を重ねてい

るという自覚は必要で、日ごろから周りの言葉に耳を傾け、受け止める姿勢を備えていきたいと

思いました。
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直接回収

令和2年度犬山市タウンミーティング～認知症高齢者をどう地域で見守るか～

当日観覧者意見集計（原文ママ）

実施期間

回収方法

回 収 数 8件

令和3年2月13日㈯タウンミーティング観覧中

主人の父がテレビのカードを自分で取って引出しに入れてしまいなくなってテレビが見えないと

言っていて、後でさがしたら引出しの中になった。

その場はほかのテレビのカードを入れて見せたが、これは初期の認知症かな？と思いました。早

く病院で見てもらうといいが、本人には分からない様にしらべたい

自分がタウンミーティングに申し込んだことを思い出せなくて、もう始まっているのかなと少し

不安になりましたので物忘れ外来に思い出せない場合に行ってみます。

お電話ありがとうございました。地域で皆さんのために取り組んでみえる方々がいらっしゃるこ

とが分かり、ありがたいことです。

今回初めてタウンミーティングに参加させて頂き有難うございました　一番は地域の人達のコミ

ニュケーションが一番大切だと思います　これからも、犬山市の人達の為にも頑張りたいと思い

ます

体験から　4年前、犬山でない見慣れない地域を歩いていたら、ある高齢の女性がこちらに向

かって歩いて来ました。

「〇〇病院はどこ？」と聞かれたけど、私にはわからないので、近くの店でたずねました。場所

がだいたいわかったので、その女性と一緒に歩いて、30分位歩きました。

そのおばあさんは、片うでが紫色に変色してはれていました。

どうも、数日前、家で、ころんで骨折していました。

同居している娘さんは、外で仕事中で、連絡できませんでした。

病院に着き、受付で調べてもらったら、数年前に、このおばあさんは受診をした事があるので、

カルテがあり、家に連絡する手だてがあり、ほっとして、そこでお別れしました。

このおばあさんは、家からずっと歩いて、その病院を通りこして、私と出会った経過でした。

全く見知らぬおばあさんと話ながら、車道を歩きましたが、貴重な経験をしました。

認知症は早い段階での発見が大切、という予防の話が何度か出たと思います。

地域の高齢者に「認知症かもしれない、検査を受けてみよう」と思ってもらうには、どんなこと

が私たちにできるでしょう？

自認したくない方も多いと思っています。
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犬山市地区の養せい講座は地区ごと思いますが他の地区からも講座を聞いている所に聞きに行け

ますか？

またどこで口座を開かれているか今まで知らなかったので知りたいと思う。

自分が認知症になった時に入所できないのではないか（S23生まれのため多い）高価な施設には

入れない（年金と貯金では不足etc.）

いろいろな制度を組み合わせて現在のところに住み続けながら認知症とともに一人で何とか生活

できないかと思い参加しました。

自分の親が認知症になった時の関わり方や声かけや地域の人への声かけをみんなでやって行ける

と良いと思いました。

私自信もせっきょく的に運動をしたいと思いました。


