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令和２年度第 2 回各務原市フレイル予防推進委員会 議事録 

日時：令和 3年 3月２5日（木) 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   伊藤 菜緒子  和賀登 直之   

 

■進行概要 

１.開会 

２.検討事項 

 （１）コロナ禍におけるフレイルチェックの実施方法、実施体制について 資料１ 

（２）令和３年度のフレイル予防事業について 資料２ 

3.その他 

4.閉会 

 

事務局 

 令和２年度フレイル予防推進委員会を開会する。令和３年度からフレイルチェックを本格実施し

ていくにあたって、引き続き皆さまから意見をいただきたい。よろしくお願いする。 

  

藤井委員長 

 本日は次年度に向けて非常に重要な決定をしていく会議となる。 

次第に従い議事に入る。検討事項として、コロナ禍におけるフレイルチェックの実施方法、実施体

制について、事務局から説明をお願いする。 

 

（１）コロナ禍におけるフレイルチェックの実施方法、実施体制について 

事務局 

 資料１「コロナ禍におけるフレイルチェックの実施方法、実施体制について」説明 

 コロナ禍でボランタリーハウスの開催時間の短縮により、想定しているフレイルチェックが全項

目消化できなかったことを課題としてあげた。パタカの測定は測定器具が 1 台しかないことと、嗅

覚テストでは考え込む方が多いことで時間がかかった。来年度のフレイル予防サポーター養成研修

には、ボランタリーハウスの運営者に参加していただくよう声掛けをしていく。運営者がサポータ

ーとして参加することで補助の人数が多くなりチェックの時間が短縮できると考えられる。 

 

野田委員 

 尾崎のボランタリーハウスの会員は24名。フレイル予防にかかわる健康体操を多く行っており、

ぜひ取り入れていきたいと思っている。実施するためにどのように人を集めたのか、開催にあたっ
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ての準備の仕方等を参考までに教えていただきたい。 

 

事務局 

 施設は公民館を使用しての開催で、参加者は定員の半分以下という決まりが今はあるのでそれを

守りつつ、換気を徹底して実施されていた。ボランタリーハウスでは、通常飲み物・食べ物があった

が、極力控えて開催することとなった。 

 

藤井委員長 

 フレイルチェックの検証実施から見えてきた課題で、サポーターや運営者をうまく活用できてい

ないとあった。課題解決のため提案されたことは、全体の進行は市が行いフレイルチェックの補助、

配点はサポーターと運営者にやってもらい、互いの仕事内容を明確化するというものだった。 

 

富永委員 

 サポーターが多ければいいがサポーターが少ないとなかなか進まないのではないか。ボランタリ

ーハウスから最低でも何人サポーターが参加するといいのか。 

 

事務局 

 サポーターは多い方が助かる。昨年市では約 40 名の市民のサポーターを養成した。その方たち

の声掛けでサポーターの参加人数も増やしていきたい。ボランタリーハウスの運営者やスタッフの

方に協力していただくことが重要だと思っている。サポーターは多ければ多い方がいいと思ってい

る。 

 

藤井委員長 

 野田委員と富永委員からの意見が、検証実施から見えてきた課題の①と②に当てはまってくるの

で合わせて議論していきたい。サポーターや運営者をうまく活用できていないという点について、

次年度のサポーター養成研修の中でチェックの体験の後にもう一つ必要と感じた。フレイルチェッ

クの運営ができるような研修というか、サポーターの方がどのように動いたらいいのか、そこをシ

ミュレーションする内容を入れた方がいいと提案したい。 

 

岸本委員 

 藤井委員長の提案はその通りだ。一つ一つのチェックの内容を理解することと、決められた時間

の中でうまく流していくためのノウハウは別のこと。サポーターだけを対象とした事前の打ち合わ

せ会議等を入れるのは必須のことになると思う。意図的に入れていく必要があるのではないか。 

 チェックされる側の人数が多くなると当然時間がかかってくる。ボランタリーハウスにいつも参

加される方の人数だけ最初からやらなくてもいいのであれば、あらかじめ何名と決めておいて複数

回に分けてやればいいのではないか。あれこれやると時間がないのでいつもやっている時間内に行

える人数は何人くらいなのか、サポーターの数は何人必要かというのがはっきりしてくると運営に

役立つのではないかと思う。 
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藤井委員長 

 参加者何人に対してサポーターは何人いればその時間内に収まってうまく運営できるか、その人

数を目安として立てていって、次年度フレイルチェック大会を開く際に実際に検証してみる。その

結果を用いてアップデートするような、最低人数を出していけるといいのではないか。 

 

富永委員 

 最低でも 50 名くらい参加される。一度に全項目やることも一つの方法だと思うが、項目を分け

てやる方法もあると思う。 

 

野田委員 

 毎週開催して参加者 24 名でスタッフが 10 名いる。この提案に沿った運営ができるのではない

かと思う。分けることは可能である。 

 

藤井委員長 

 参加人数に対するサポーターの人数というのは、フレイルチェックの検証の際に 1 ブースにつき

2人や 3人から試していくといいのではないか。参加人数の多い場合の対応について 2回に分ける

方法ということで、参加人数を分ける方法とチェック内容を分ける方法がある。この点については

サロンの実情に応じて運営者の方に決めていただいて変更するということでどうか。 

＜全委員了承＞ 

 サポーターの方に運営の体験をしていただくことは研修の内容に含めるか、ランクアップした研

修をやるかというのは市のほうで判断していただき、委員会を通じて市のほうへ提案したい。 

 

伊藤委員 

現場での作戦会議というのはとても大事ではないかと思う。それぞれの公民館で大きさも雰囲気

も全然違うので、どの場所でやるのか、どのようにサポーターが動くのか、感染予防対策はどうする

か、市と運営者とサポーターで打ち合わせが出来たらいいと思う。 

 

藤井委員長 

 フレイルチェックのサポーターの練習の会場を野田委員と富永委員のところでさせていただくと

いうのはどうか。 

＜野田委員、富永委員ともに了承＞ 

 

富永委員 

 フレイルチェックをして結果を出して評価を行っていくのに、月１回開催のところと毎週開催の

ところでは進捗状況が違ってくると思うが、どのくらいの頻度でやっていくといいのか。 

 

事務局                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 今想定しているものは、一度フレイルチェックをやって結果を出して報告という形。その後生活

習慣を見直していただき、改善されてきたかどうかを半年くらいでもう一度フレイルチェックをや

って、その後の状況を確認していくという形でやっていきたいと考えている。 

 保健事業と介護予防の一体的実施については、危険度の高い方、医療・介護を必要とする方を見つ

けることを目的としているので、その場では話をせず持ち帰って個別にアプローチしていくという

形のものになる。 

 

藤井委員長 

 評価の頻度は半年ということで想定されている。 

 時間短縮をする場合に、通常のバージョンとショートバージョンということで案が出ているが、

このことについて意見、質問のある方は。 

 

富永委員 

 あらかじめ家庭内でできるチェック項目があるかどうか。出来るものがあれば時間短縮につなが

ると思うがどうなのか。 

 

藤井委員長 

 家庭でやっていただくということは評価用紙をあらかじめ渡しておくことになり、当日忘れたり

紛失したりすることになる。回収率が下がると思うが、時間短縮にはなり有効な方法かと思う。 

 

池戸委員 

 回収率は下がるという懸念はあるが、時間短縮という点ではそれは一つの方法だと思う。 

 栄養チェックシートなどはあらかじめやっていただいてもいいかなと思う。 

 

岩田委員 

 項目ごとにやってはどうかという提案があったが、項目が８つあるので慣れてきたらだんだん家

でやってもいいのではないかという項目が出てくるのではないかと思う。①～④をやり次回⑤～⑧

をやるということを繰り返していると、④の反復唾液飲みテストならできるのではないかとなって、

用紙も持って帰らず次に来たとき記入してもらうほうが実務的に早いかなと思う。 

 

藤井委員長 

 やっていくうちにわかることも多いと思う。ショートバージョンで項目をこちらで選んで固定し

たほうがサポーターの体験練習はしやすい。 

各サロンで選んでいただくことも一つの方法で、サロンの実情に応じて選んでいくことになるが、

実際自宅でやっていただくことに関しては複数回実施していく中で再度検証して、見直しの会を設

けてその中で修正が必要であれば修正していくという方法で進めていきたいと思う。よければ丸を

お願いする。 

 ＜全委員了承＞ 
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 ③の時間の都合から専門職による健康相談は実施できないと考えられるため、高齢者の保健事業

と介護予防の一体的実施という中で、ハイリスク者は個別にアプローチしていくという提案だった。 

 資料２で次年度のフレイル予防事業の中で、ハイリスクアプローチ、個別支援ということで記載

がある。サロンでのフレイルチェックの実施は、町全体を健康にしていこうという動きの一つでポ

ピュレーション戦略に入る。その中で発見されたハイリスク者に対しては個別支援をしていく、そ

ういう内容で健康相談にかえていくことになる。 

 

岸本委員 

 専門職による健康相談というのは、ハイリスク者ではない方からのほうが多い印象を受けている。

基本的に日常生活は自立していて些細な困りごとや気軽な相談のほうが多いのかなと思う。ハイリ

スク者といわれる方はむしろ相談してくれなくて、こちらから歩み寄って掘り下げて対応していく

形が実情なのかなと感覚的に思う。 

 フレイルチェックは一般に広く参加してもらい、みんなで楽しみながら自分の身体に気付きを促

していく感じなので、その流れから言うとハイリスクかどうかこだわらずに考えていけるといい。 

 

藤井委員長 

 サロンでのからだ測定に関しては楽しみの要素があって、ハイリスク者・ローリスク者を分ける

必要がないように思う。 

 嗅覚テストを実施した場合、実施された方はにおいが正解した正解しなかっただけでは不安なま

ま終わってしまうということもあり得る。このテストは興味をそそるテストだと思うので、嗅覚テ

ストを終わった後にどう対応しているかうかがいたい。 

 

門脇委員 

 いろいろなところで嗅覚テストを行っているが、どうしてこのテストをやっているのか、嗅覚は

大事なものと認識してもらい、普段あまり意識していない嗅覚にも重要な役割があるのでしっかり

チェックをする。嗅覚の改善ということもできるので普段からいろいろなにおいをかいでみるよう

にしようと働きかける。そこまでを含めてチェックをする意義になる。嗅覚テストをうけて思った

より回答できなくてショックを受ける方もあるのでその後のフォローというのは重要になってくる。 

 

藤井委員長 

 楽しみベースのチェックでも結果についてちょっとした相談をその時にしたいということはある

と思う。時間はある程度要してしまうと思うが、その時話をする時間を設けられるといいのかなと

思う。その日その時に説明や助言があった方が楽しめるのではないか。時間短縮の課題のところで 

延ばした方がいいというような話だがどうだろうか。 

 

富永委員 

 全員でチェックしていくということになるとそれだけで嫌がる方もある。健康寿命の延伸という

ことには賛成だと思うが、初めは入りやすいような仕組みが大事ではないか。チェックを受けて自



6 

 

分なりに状態を把握できて次回以降徐々に良くなっていくような要素があるといい。楽しみで来れ

るようにしておかないと来なくなってしまう。結果を自分で見てわかる資料みたいなものがあれば

それでいい人もいる。 

 

岩田委員 

 毎回フレイルチェックの項目が終わってサロンの最後にアンケートを実施してはどうかと思う。

内容がよく分からなかったとか、引っかかった項目があって心配だから相談したいとか、そういう

ことで次につながるのではないか。家でできそうな項目なら教えてほしいというアンケートの感想

もあるので、市のほうも処理しやすく後で関わりやすいし運営者も内容の良し悪しがわかるので毎

回アンケートを実施してもいいのではないか。 

 

事務局 

 アンケートについてはわかりやすく簡単に伝わりやすいものということで、書いてもらうことが

できると思う。高齢者の方が知りたいニーズもわかるのでさっそく検討したい。 

 富永委員から提案のあった自分で見てわかる冊子についてだが、15項目の質問票のことが分かる

冊子があるので、フレイルチェックの終了後に全員の方に持って帰っていただくようにしていく。

自宅での日常生活の見直しをしていただけたらいいと考えている。 

 

藤井委員長 

 専門職による健康相談は時間的なことでやらないが、自分の結果を見てわかる冊子を配付する。

意見や感想、相談内容をアンケートに書いてもらい次につなげていくという形に集約される。 

 

事務局 

 先週ボランタリーハウスで 10 名程度の開催をしたが、健康相談は無しということで最後に質問

コーナーを設けた。なかなか手をあげる方は少ないがそこで意見をいただくこともできた。地域包

括支援センターの保健師や看護師の方にも毎回来ていただくように依頼しているので、記述チェッ

クを確認してもらい、明らかに状態のよくない方の目星をつけてもらってすべてが終わった後に、

簡単に個別に声をかけていく形でその場でアプローチしていく。 

 

藤井委員長 

 それは一体化のところで重要になってくることで、その時から声をかけていくというのはいい。

専門職として保健師を必ずフレイルチェック事業に配置することが決定でいいのか。 

 

事務局 

 高齢福祉課に専属の保健師はいなかったが、来年度から組織変更で保健師が配置される。その職

員についてはフレイルチェックに参加するし、プラス地域包括支援センターの保健師・看護師にも 

声をかけて 1名か 2名は必ずスタッフとして参加する形になる。 
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岸本委員 

 保健師が常駐ということであれば、相談ができる環境は重要になってくると思う。時間がなくて

十分できないという問題がある中で、フレイルチェックの通常バージョンができるというのが理想

だと思う。時間がなかったり困難なことがあったりするが、できるような参加人数で、できるような

開催頻度で、事前のサポーターの練習会をしっかり行うという３つの点を抑えておく。あと各サロ

ンの実情があると思うので参加人数や開催頻度は柔軟性をもって対応していく。最終的に時間を分

散する形で通常バージョンがどのサロンでもできるような形になると、データの分析をするときも

同じ条件になり意味のあるものになるのかなと思う。 

 懸念するのがチェック会場ごとにチェック項目に乖離ができるとよくないのではないかというこ

と。うまくやる柔軟性を養っていくのが各会場で大事になってくるのではないか。保健師が常駐で

あれば、健康相談も含めた参加人数・開催頻度を考えていけると理想ではないかと感じた。 

 

藤井委員長 

 30 人で 100 分かかったとあるが、逆に 100 分で終われたと実は思った。サロンの実情等があ

るのでもっと早く終わる必要があるのかもしれないが、健康相談の時間をしっかり確保でき、そし

てフレイルチェックのからだ測定の項目を全部できる、それが可能な人数だけチェックする。それ

ができなければ 2 回に分けて行うというのが理想だと思う。全部のサロンにそうしてくださいとい

うことがいいかどうか別として、多く開催されているところはできると思った。月 1 回以上開催し

ているところであれば岸本委員が提案されたプランで実現できるのではないか。 

 

野田委員 

 24 名の平均年齢が 82.5 歳で、いろいろな種目を毎週やっているが 1 時間単位でしかやってい

ない。サロンによって違うと思うが、長時間になると対応できにくいと思う。 

 

富永委員 

 うちでは 2時間が限度だと思う。2時間に収めるように 10人 20人に絞り込んでもいい。 

 

事務局 

 一週間前、10 名の方で約 2 時間掛かってフレイルチェックを行った。内容が充実しいい感じで

できた。気になる方が 2 名あり地域包括支援センターの保健師が話をしたが、何かあったら包括に

相談してというくらいで保健指導を行うのは難しいと感じた。包括という相談機関の紹介や 75 歳

以上の健診等があることを知らせて、必要に応じてつなぐ役割での情報提供は可能だと考える。 

 

岸本委員 

 開催頻度が少なくて年齢が高く、開催時間が短いところは問題に感じることが多くなってくるか

もしれない。4 回 5 回に分けるとか専門職の相談は別日にするなど初めから急いでやらないように

あせらず時間をかけてやるしかないのかなと感じる。 

定期的なデータが集められないのは問題かもしれないが、サロンの運営を地域の共通の目的とし
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て、地域の方が継続する理由付けになるならそれは重要視するべきところと思う。限界があるかも

しれないが長い目で見て時間をかけてフレイルチェックをやっていくのもありなのかと思う。 

 

藤井委員長 

 フレイルチェックを導入したことがきっかけで参加者が増えて、午前・午後の 2 部制になるとこ

ろもあるかもしれないし、サロンの形態がさらに発展していくといいと思う。令和３年度はからだ

測定に関しては各サロンの実情に応じて選んでいただいて、専門職の健康相談は保健師が常駐とい

うことで質問票を見ながら随時声掛けをしていく。ハイリスクの方は別の事業で個別支援をやって

いくことになり、ちょっとした健康相談などはアンケートに書いていただき対応を決めていく。令

和３年度はこのような感じで進めていくということになる。 

＜全委員了承＞ 

 令和３年度のフレイル事業について、事務局から説明をお願いする。 

 

（２）令和３年度のフレイル予防事業について 

事務局 

 資料２「令和３年度のフレイル事業について」説明 

 

藤井委員長 

 令和３年度がフレイル予防事業のオープニング的な年になるのではないかと思っている。こうし

たらいい、ああしたらいいという意見は専門職としていろいろあると思う。今まで決まった内容を

ベースとしてやっていく中で４年度、５年度とアップデートしていく。そういうところに貴重な意

見をさらにいただきたいと思う。 

 本日はこの 2演題で終了とする。今後とも皆さまの協力をお願いしたい。 

 

事務局 

 このフレイル予防は、健康に関心のない方に対してどうアプローチしていくかということにかか

ってくると思っている。いいものができたので、これからできるだけ多くの市民の方にフレイル予

防の大切さや健康寿命を延ばす意味を分かっていただきたい。そして積極的に日常生活を改善して

いただくことをどれだけの方に啓発していけるかにかかっていると思っている。 

委員の皆さまには気付かれたことを何でもいいので指摘していただいて、その都度いいものに変

えていきたいと思っているので引き続き協力をお願いする。 

ありがとうございました。 

（午後４時５５分 終了） 

 


