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令和２年度各務原市フレイル予防推進委員会 議事録 

日時：令和 3年 2月２4日（水） 午後３時 30分～ 

                           Zoom によるWeb 会議 

 

出席者（敬称略）：藤井 稚也  岸本 泰樹  池戸 沙季  岩田 道子  野田 武幸 

富永 正信  門脇 麻友  伊藤 幾代  田中 新樹 

事   務  局：高齢福祉課   水野 博之   和賀登 直之  伊藤 菜緒子 

ア ド バ イ ザ ー ：岐阜県高齢福祉課 山脇 裕之 

 

■進行概要 

１.開会 

２.委員長の選出 

３.自己紹介 

４.検討事項 

 （１）フレイル予防サポーター養成研修の報告 

（２）通いの場におけるフレイルチェック事業について 

（３）フレイルチェックの指標について 

５.その他 

６.閉会 

 

事務局 

 令和元年度はフレイルチェック検討委員会を開催していた。地域の通いの場で高齢者のフレイル

の度合いをチェックする指標を委員会で考えていただき指標を決めることができた。 

令和２年度は具体的に市としてどのようなフレイル予防の活動ができるか、話し合っていこうと

考えていたが、委員会が開催できず資料の配付と書面で意見をいただく形とさせていただいた。そ

ういった中でもフレイル予防サポーター養成研修を開催し、実際に通いの場へ訪問しフレイルチェ

ックを行ってきた。これらのことを報告・説明させていただき委員の方々から意見をいただきたい。 

 議事に入るが、進行は藤井委員長にお願いしたい。 

 

藤井委員長 

 今コロナ禍において、住民のフレイルの進行をいかに防ぐかということを話し合うには大事な会

議になると思っている。地域の高齢者のフレイルという状態を防ぐことについて、専門職が集まっ

てどうしたらいいのか考えていきたい。この点について我々のコンセンサスとなるのでいろいろ忌

憚のない意見をいただいて議論を進めたい。よろしくお願いする。 

 事務局から資料１のフレイル予防サポーター養成研修の報告について説明していただく 

 

（１）フレイル予防サポーター養成研修の報告 
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事務局 

 ＜資料１＞説明 

 参加者は 40 歳代の方から 80 歳代の元気な方で、ボランタリーハウスの運営者やフレイルチェ

ックに興味を持った一般の方だった。 

 来年度は 6月から 7月にかけてフレイル予防サポーター養成研修を開催したいと考えている。サ

ポーター養成研修に限らず、サポーターを活用するうえで何か意見があればお願いしたい。 

 

藤井委員長 

 フレイル予防サポーター養成研修の報告をしていただいた。今の報告について何か意見・質問等

があれば発言をお願いする。 

 

岸本委員 

 今回 40 代から 80 代の方という幅広い年代の方で、ほぼ定員通りの受講者ということになりす

ごいことだと思う。市民の方の興味・関心が高いことのあらわれかと思う。気になるところが、どう

いう形で市民の方に呼びかけたのかということの再確認していただけるとありがたい。 

 

事務局 

 広報紙や市ウェブサイトを通じて市民に広く募集をかけた。また、地区社協で活動している方や、

実際にボランタリーハウスで活動している方の一部にも声をかけた。 

 それ以外でも、地域包括支援センターでもチラシを配ってもらい、市外の方からも申し込みがあ

った。 

 

岸本委員 

 他市とのかかわりの中で、今年度他市でも地域の方々が主体になった介護予防の取り組みの研修

会の講座を行った際、市の広報に載せて 3日 4日後ぐらいで定員がいっぱいになりキャンセル待ち

の状況になっていた。 

 コロナ禍以前と今を比べると、以前は呼びかけても市民の介護予防に対する反応がそれほど高く

なく担当者が苦労していたと感じている。コロナ禍にあっては呼びかけると市民の方の興味・関心

が高まってきていることをすごく感じる。またアンテナも張っているようで募集と同時にすぐ反応

があるという状況が各務原も同じだという印象を受けた。やろうとしていることの重要性を募集に

応ずる反応から察することができるのかと思う。 

 

藤井委員長 

 住民の方の意識が高まっているので、今年度と同じ募集の仕方だとキャンセル待ちの状態になる

可能性があると思う。那加と鵜沼の２ヶ所だけでなく、ボランタリーハウスの開催が多い地区で増

やすことも考えられると思うが、その点について市の考えはどうか。 
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事務局 

 今年度、コロナ禍であっても多くのの方に興味を持たれ参加いただけた。令和３年度も同じ定員

でということで考えているが、キャンセル待ちの状態が出るようであれば、会場を増やして開催す

ることも想定して準備をしていきたい。 

 

伊藤委員 

 フレイルに対して住民の方がとても心配に思っていることはひしひしと感じている。 

 フレイル予防サポーター養成研修については、可能であればもう少し幅広くたくさんの人数でや

っていただく方がいいのではないかと思う。意欲のある方がたくさんいる。 

 

藤井委員長 

 フレイル予防サポーターを多く養成して不利益な事はないと思う。期間・人手・予算などの諸問題

があると思うが、反対という意見はないようですので次年度に向けて検討していただきたい。 

 事務局から資料２の通いの場におけるフレイルチェックについて説明を求める。 

 

（２）通いの場におけるフレイルチェックの検証について 

事務局 

 今年度は大きなイベントでフレイルチェック大会を予定していたがコロナ禍で開催できなかった。

代わりにフレイルチェックを試してもらうため地域の通いの場へ行って来た。 

＜資料２＞説明 

 今回は３０名くらいの方に集まっていただいて、年齢層としては高めで平均年齢が８２歳だった。

２日目の最後に専門職によるアドバイスを個別に受けていただこうと思っていたが、時間がなくて

省くことになった。今後の市の方針としては、時間制限があるときはフレイルチェックのメニュー

を減らすなどして、時間内の最後に専門職による個別相談を受けていただきたいと思っている。 

 ボランタリーハウスを運営されている方に現在の状況をうかがいたい。 

 

野田委員 

 尾崎で A型ボランタリーハウスを運営している。今回訪問された雄飛ケ丘のサロンの話を聞きた

いと思ってこの会議に参加した。雄飛ケ丘ではどのような苦労があったか聞いてみたい。 

私は、サポーター養成研修を受けてすばらしいと感じた。毎週尾崎の健康な高齢者を集めていろ

いろなことをやっていて、フレイル予防には適している方たちだと思う。市のほうへ派遣をお願い

したいと思ったが会場の使用ができなかった。現状は企画をしても会場の確保ができない。そうい

う条件のもとでもできる方法、どのようにしていくといいか教えていただきたい。 

 

富永委員 

 2019年 9月から始まるボランタリーハウスで 6回開催して休止状態になり、秋に１回開催でき

たがほぼ１年開催できていない。開催できない間、二人一組で何組か作り家庭訪問を行った。体を動

かしたいと思う方がとても多く、逆にじっとしているのが大変であったと。体操や脳トレの資料を
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配付したが、みんなに会って話がしたいというのが一番のポイントだった 

 コンパクトな感じのフレイルチェックをボランタリーハウスごとに回っていただけるともっとい

いのではないかと思う。ボランタリーハウスに来る方の大半がある程度元気な方で、要介護の方は

町の中にたくさんいてそういう方のチェックができていないのが難点だと思っている。 

 

藤井委員長 

 現フレイルチェックの内容では時間がかかるのでどうするかという問題と、コロナ禍でボランタ

リーハウスをどのように実施していくかという問題がある。 

 フレイルチェックの内容については３つ目の議題で話し合っていくので、今の状況の中、どのよ

うにボランタリーハウスを開催していくといいかということについて意見をいただきたい。 

 

池戸委員 

 私の勤める病院では、理学療法士と作業療法士が、地域包括支援センターの委託を受けて年に４

回地域の高齢者の方に向けて「転ばん塾」という名の講座をやっている。転ばないための講座で参加

者は 70 歳代以上の方が多いが、東濃地方では屋外の活動が多いのか活動の自粛はあまりされてい

ない印象がある。屋外での活動であれば取り入れてもいいのではないかと思う。 

 

藤井委員長 

 運動教室で参加者の方は、初めから健康意識が高い方や運動能力の高い方で偏りがあると思う。

そういう方がコロナ禍で活動性が低くなっていないというのは、感染予防を取りながら屋外での活

動が盛んなことで大きな強みになっているのではないかと思う。 

 厚労省の報告で、コロナ禍で高齢者の活動はどんどん減っていると、その減っている中で減った

ことによってどのような症状が出ているか。運動器の症状があり、心理・社会的な面でうつや認知面

で進行しているということだった。 

 

岩田委員 

 こちらの病院でもサロンを開催しているがこの１年間は休止していて、そういった方のフレイル

が進むのではないかと心配してる。人と会わないということを推奨されて全体的に活動のレベルが

下がっているし、自分に対する注意も下がっていると感じている。 

 サポーター養成研修に問い合わせが多くあったということで、フレイルに興味がある方もいるだ

ろうが、正々堂々と行ける場所がみなさん欲しいのだと思う。心理・社会的にいえば、出かけたいの

に出かけると何か言われるのではないかという不安もあるのでそういう部分が大きいと思う。 

 コロナ脳過労、認知症によく似た症状ということでコロナに気を使いすぎて頭、脳が過労してい

てど忘れがあったりうつになったり、認知症ではないかと過剰に心配して認知症の外来にたくさん

来るということである。人と関わらないがゆえに認知症の症状みたいになってくることがある。認

知症を心配されるがどちらかというと認知症心配性が多い。会話がないのでさみしくて生活がどん

どん下がっている感じがあり、そのあたりが今後も気を付けていくといいのではないかと思う。 
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藤井委員長 

 フレイルというのは多面性を持っていてどれが最初に衰えて連鎖していくか、どれもがきっかけ

になりうる。コロナ脳過労の状態から生活不活発病を介して運動機能に波及する場合があるし、生

活不活発病になったから認知・社会的フレイルにつながる場合もある。介入の手立てというのは複

数あっていい。コロナ禍のボランタリーハウスの再開が、絶対安全にできるという確証はおそらく

今後も１年以上は無理だと思う。無理な中で現実可能なところを考えなくてはいけない。 

 エーザイ株式会社さんでは、サロンではなく認知症カフェを開催して、以前は人が集まってやっ

ていたと思う。今でも中止していないと聞いているが、どのような形で開催しているか教えていた

だきたい。 

 

門脇委員 

 本社の建物内で文京区の認知症カフェを月１回開催している。コロナ禍でも何とか人と話がした

い、体を動かしたい、それにいかに答えていくかということでオンラインということも活用した。

Zoom で参加する方、会場に来て参加する方、分散することで全員が会場に集まることなく開催で

きた。密を避けるためにハイブリッドというのも一つの手段になると思う。 

高齢者の方でも通話機能以外のスマホの利用やパソコンの Zoom 機能をできるようになるとか、

ICT の活用に挑戦する自治体も多くあり、双方向でコミュニケーションをとることができる手段に

はなりうるのかと思う。 

 

藤井委員長 

 屋外において人との交流の時間は確保できるのではないか、ただしマスクの着用は必要というこ

と。会場型を少人数で利用して、ハイブリッド型で Zoom等の ICTを活用しこれによって認知症カ

フェは動いているところもある。そういった現状があるので貴重な情報だと思う。 

 別の会場で何かイベントがあり、いつも使用している会場で見ることができるというような運用

も一つの手なのかと思う。Zoom の画面をスクリーンに大きく映し出すと視覚的に利点があると思

うし、人が密にならないという感染症対策も取りやすいのではないかと思う。 

 各務原市では YouTube をやっていて、こういったものを広く市民へ広報していき、この内容を

ハイブリッド型でサロンの中で実践してみる。そういう活用も一つの方法だと思う。 

 

田中委員 

 ボランタリーハウスは緊急事態宣言が出る前で 25％くらいが何とか開催していて、多くが開催で

きていない状態だった。熱意だけでは何ともできない状況で自治体活動をやっていないため、ボラ

ンタリーハウスも開催できないところが多い。地域活動ができる状況になることを期待している。 

プロジェクターやスクリーンの貸し出しはできるが、動画をどうつないで見るか、Wi-Fi 環境が整

っているところがあれば、福祉センターやふれあいセンターで環境がよくなってくれば、今後そう

いった展開ができるといいのかと思う。ハイブリッド型の展開というのはいいと思う。 
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藤井委員長 

 ICT の活用は、今までの社会ではあまりないことだった。今この時代にこういう場面で必要だと

分かってきた。高齢者の方々、どの世代についても、ICTの整備に関しての必要性については、地域

課題の一つではないかと思っている。ICT の活用、ハイブリッドの活用というのは今後の継続的な

課題としていただきたいと思う。 

 

岩田委員 

 Zoom を利用し参加人数も制限して講演会などやっているが、単純にプロジェクターの貸し出し

だけでは双方向のやり取りができないので、音声の問題について気をつけないといけない。 

 

藤井委員長 

フレイルチェックの指標については、取りやめた方がいいのかというチェック項目も出てきてい

る。30人の場合に長くかかったということもあり、専門職の先生方に意見をいただきたいのでお願

いしたい。 

事務局から資料３のフレイルチェックの指標について説明を求める。 

 

（３）フレイルチェックの指標について 

事務局 

 ＜資料３＞説明 

 ⑥咀嚼チェックガムについて、一度口に入れたガムを取り出して色を確認するので、唾液に触れ

る可能性がある点から、取りやめてフレイルチェックの検証事業をやってきた。 

また、ボランタリーハウスに参加する高齢者の方は、要介護に近い状態の方もいる。今後コロナが

収まってきたとしても、ガムで誤嚥をしてしまい事故につながることも否定はできないという意見

をいただいた。現場をよく知っている地域包括支援センターの保健師との打ち合わせでもそういう

意見があった。コロナ禍ということでガムのチェックはやめているが、終息後に咀嚼チェックガム

をやってもいいものかということも話し合いたい。 

 

 タブレットを使って認知機能をチェックするという話も昨年度から出ていて、そちらを検討して

いる。今年度は高齢者サロンで試してみて高齢者の方に意見を聞いた。わかりやすく短時間で行え

るものがいいという意見が多かった。 

 フレイルチェックの場で認知機能をはかるタブレット検査を行うことについても意見をいただき

たい。 

 

藤井委員長 

 認知フレイルの中に一つ加わるということでいいか。フレイルチェック大会においてもからだ測

定の認知に追加ということでいいか。 
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事務局 

 何かを削るということでなく、認知のところに追加ということ。 

 

藤井委員長 

 咀嚼チェックガムについて、阿部先生がいない中で決めるのはどうかと思うが、危険が伴っては

いけないと思うので、委員の意見として集約したい。 

誤嚥の危険性ということと、コロナ禍で口の中へ入れたものを取り扱うため感染予防の面から控

えたいという意見に賛成していただける場合、挙手をお願いする。   

 ＜全委員挙手＞ 

 この委員会の意見として全員の賛成があったということで、阿部先生への報告を事務局にお願い

したい。 

 

事務局 

 事務局で説明と報告をする。阿部先生からの意見もみなさんへ報告をしたい。 

 

藤井委員長 

 咀嚼チェックガムの項目がなくなることでどのくらいの時間の短縮になるか。 

 

事務局 

 咀嚼する測定自体は 1 分ほど、説明の時間などもあり入れ歯の方はやり方が変わるので、5 分程

度は短くなると思われる。タブレットの検査をやることで時間的には同じくらいになる。 

  

 

藤井委員長 

 何か使って楽しく検査するということについてはみなさん賛成だと思う。それが市の方針という

ことであればそれでいい。市で決定していただければというコンセンサスがここで得られればいい

と思う。認知的フレイルにこのタブレットの評価ツールを追加するか、しないかということについ

ては市のほうに決定をゆだねることに賛成の方は挙手をお願いする。 

 ＜過半数委員挙手＞ 

 市のほうで決定していただくということでお願いする。 

 フレイルチェックの評価の時間が多くかかるという点について、何か意見があればお願いする。 

 

岸本委員 

 時間的な部分に関して、整理してみていかなくてはいけないと感じる。項目そのものを見直すと

いうのもある。それ以外にも運営方法を見直すとか対象者の数で何名であれば時間的な負担がなく

できるのかどうか。具体的には会場でどの位置に何人くらいどういう係で配置して、どういう順番

で行っていくか、実践的にどうすればできるのか。始めたばかりで問題点がまだまだ出てきて整理

していかないといけないと思う。項目なのか、運営方法なのか、対象者数なのかということが切り口
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になってくるのではないかと思う。 

 

藤井委員長 

 自記式の記入調査に関して、時間がかかったりヒアリング状態になったりするので、参加者を半

分ずつに分けておこなうのも一つの手だと思う。サロンに参加される方の人数で 30 名というのは

平均的な人数なのか。 

 

田中委員 

 ボランタリーハウスによって差があるというのが事実で、多いところでは 50 人とか少ないとこ

ろで十数名というところもある。30名というのは多い方だと思う。 

 

富永委員 

 少人数でやっているところは受け入れやすいかもしれない。大人数になると場所の問題もあるが、

羞恥心というかそういうことを表に出したくないという方がけっこういる。個人的にやるのは全く

問題ないと思うが公然になるとなかなか難しい。自分自身の程度がわかるくらいなら面白いかもし

れないが、測定値とか目標値とかを出していくと、それに当てはまらない方はボランタリーハウス

に来なくなってしまう。そんな状態を作ってしまうことにならないように何かして欲しいと思う。 

 

藤井委員長 

 からだ測定の各項目については、フレイルを予防しなくてはいけない動機づけになるということ、

楽しみながら測定ができるということを条件にして昨年度検討した内容になる。この内容が時間を

圧迫しているようなこともあるので、これに関して見直しを図るということは賛成である。その中

で記述チェックの 15 項目については必須ということになる。それ以外については時間を調整でき

る内容、シビアになりすぎないような項目に変えるのは可能かと思う。見直しを図るのに今日は時

間の関係もありできないと思うので後日改めて見直し会をやることはできるか、事務局どうですか。 

 

事務局 

 市としては別の会を準備したいと思うので、委員の皆様がよろしければやらせていただきたい。 

 

藤井委員長 

 からだ測定の項目を見直すことに賛成の方は挙手をお願いする。 

 ＜全委員挙手＞ 

 見直しの作業を行ってその結果、今までと違う結論になる可能性もある。そういう意見もあるか

もしれないが広く検討していきたい。第一条件は楽しんでいただく、動機づけになるということで

やっていく。タブレットの評価ツールに関しては市のほうで決定していただければいいと思う。決

定事項ということで時間の中に取り込んだ検討をしていきたい。 

 これで本日の議題は終了した。その他の事項についてはどうか。 
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富永委員 

 最近では、高齢者もほとんどの人がスマホを持っていて、若い方にスマホ教室を開いてもらって、

だんだんその気になってきて電話ではなくメールをやろうとかそういう動きが出ている。 

 ある地域では、和服の着付け教室をやったら大好評ということがあった 

 ミニ盆栽を作る、完成の喜びがある、材料の提供をして完成品はあると非常に生き生きとしてく

る。脳トレだけでは分からなかったらやらないままで終わってしまう。体・手足を動かすこと、バラ

エティーに富んだプログラムを組むともっとよくなっていくと思う。 

 

岩田委員 

 実施に時間がかかるという点について、実際に何に時間がかかっているかというところは知りた

い。何に時間がかかって何に手間取ったか、そういうことが分からないので、問題の解決のしようが

ないと思っている。運営側として参加された社協の方、ボランタリーハウスの方の率直な感想や意

見を具体的に教えていただけると、専門職との感じ方の違いなど分かるのではないか、問題解決の

糸口になるのではないかと思う。 

 

富永委員 

 実際にボランタリーハウスのスタッフが事前に講師から訓練を受けておくといい。これは時間短

縮につながると思う。 

 

藤井委員長 

 からだ測定のチェック内容に関することなので活用していくために急いだ方がいい部分もある。

次の委員会までに情報提供をお願いして、調整していただいて早く開催できるといい。 

 これは事業としてやるのでその効果測定はできないといけないという部分もある。バランスよく、

第一優先として住民が楽しくやっていただいて、意識づけ・動機づけになっていくのが大切だと思

う。専門職の先生には何か提案できるものの準備をお願いしたい。 

何か一つ持って帰るものがあるとさせられているということがなくなってくると思う。作品でも

いいし健康状態の数値でもいいが、それは人によって違い、前向きな目的志向型の取り組みが大事

になってくるのではないかと思う。 

ボランタリーハウスはフレイルチェックを実践する場でもあるので、どのようにコロナ禍から再

開していくとよいかそういうことも話し合えるといい。 

 今日の議案は以上で終了となる。ありがとうございました。 

 

事務局 

 時間が長くかったということを課題にあげながら具体的な説明が足りなくて申し訳ない。市のほ

うでもう一度まとめ、事前にお知らせできるようにして次回の会議ということでお願いしたい。 

 

アドバイザー 山脇 

活発な意見がありとても勉強になる話を聞かせてもらった。コロナ禍で準備が大変だったと思う。
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来年度に向けていい取り組みになることを期待したいと思うし、そのために今日出席の委員の方の

協力が今後も必要になってくると思う。藤井先生と岸本先生に相談させていただきながら、県の研

修会でも公表できればと思う。運動教室のオンラインを活用しての教材を作っているところで、そ

うした活用についても意見をいただく機会があると思う。こうした取り組み、県も市町村の取り組

みを踏まえて進めていくことが重要だと考えている。各務原市の取り組みがいいモデルとして提案

させていただけるようにと思っているので、委員の皆様、ご協力よろしくお願いする。 

 本日はお疲れ様でした。 

 

事務局 

 本日の委員会はこれで終了とさせていただく。 

 ありがとうございました。 

 

（午後５時１５分 終了） 


