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フレイルチェックも全国展開が進み、もっと加速していこう、もっと広域展開しようとしていた矢先に、
新型コロナにより地域活動自体が難しくなってしまいました。しかし、このような状況の中でも、多く
の地域、多くのフレイルサポーターのみなさまが、創意工夫によっていろんな取り組みをしてくれてい
ることに心より尊敬の意と感謝を申し上げます。多くの地域が、「ただ怖い怖いと
と下を向いている場合ではない！前向きにやれることをやろう」と、元気になることを
願っています。今回の集いをきっかけに、あらためて全国でつながり、アイデアを出しな
がら、もう一度「健康長寿まちづくり」に向けて一緒に頑張っていきましょう！
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WEB版 全国フレイルチェックの集いご報告

2020年7月30日発行



WEB版全国フレイルチェックの集いを開催、
全国のみなさまとつながりました！

当日の動画は、Youtube
IOG飯島研究室チャンネルで限定公開中です。ぜひご活用ください。

2020年6月30日（火）
15：00-17：00
ZoomというWEB会議システムを使
用して、北海道から沖縄まで、日本
全国63自治体、459名のみなさま
とつながりました！
（うちサポーター194名、トレーナー
および候補38名、行政担当者119
名）
ご参加くださいましたみなさま、誠にあ
りがとうございました。

クリックはこちら⇒ https://youtu.be/YT5wRM0q08g

https://youtu.be/YT5wRM0q08g


・フレイルチェックを再開する地域がある。フレイル予防活動はとどまっていないと感じた。金沢でも出
来ることを皆で話し合い実践できると良い。
・外出自粛で自分自身の体力低下をひしひしと感じている。久しぶりに皆さんと会うことができると
参加した。全国から知恵と元気をもらった。
・アナログ人間だが、時代性を感じて参加。正直、IT技術の活用となるとつらいなあ。

たくさんの活動報告とｚｏｏｍでの企画運営に拍手を送ります！

4月28日 サポーターリーダー（フレイルチェック会場
でのとりまとめ役）から、活動休止期間中にサポー
ターのモチベーション低下を心配する声が上がり、飯
島教授の熱いメッセージを載せた「サポーターリーダー
便り」を作成し、サポーター全員に郵送しました。

新型コロナに負けない！地域の活動紹介
みんなに届けた３つの取り組み（石川県金沢市）

今回WEB版集いに参加してみた感想

・老人クラブ連合会から、フレイル予防リーフレットを全戸配布（約21,000部）する予定
・安心して人が集まれるフレイルチェック会場にしたい。今だからこそ、どんどん啓発
・チェックだけではない。電話フォローや生活支援活動、心を届けること、できることがある。

（参加者アンケートより）

5月18日 フレイルサポーターが、地区の健康教室参加
者に、「自粛・延期」のお知らせばかりを届けていたことから、
少し気分が変わればと思い、 IOG発信の「おうちえ」を抜
粋し、58世帯にポストインしました。

4月23日 「新型コロナに勝つ！フレイル予防体操」を
作成し、YouTube動画で配信しました。

ポストインのつもりでも、結局、直接会って
話しをすることも多く、うつ傾向や認知機能
の低下を目の当たりにし、自宅に閉じこもる
自粛生活の悪影響を実感しました。

フレイル予防対象の地域住民に届ける

市民に広く届ける

サポーターの声

これからの意気込み

フレイルサポーターに届ける

金沢健康福祉財団



新型コロナに負けない！地域の活動紹介
介護予防情報発信と心のつながり（神奈川県横須賀市）

今回WEB版集いに参加してみた感想

これからの意気込み

発表しようとした時に画面が上手くつながらず、焦ってしまいとても緊張しました。
私達は市役所に集まり10人で参加しましたが、コロナ禍でも東京大学の先生方や
全国の方のご意見が伺えて勉強になりました。貴重な体験をありがとうございました。

日頃できない活動を自粛生活の中で行うことができ、多くの高齢者の実情を学ぶこと
ができました。この活動の中で感じたことは「この活動ってフレイル予防のフォローアップ
じゃない？」ということです。この経験を活かし、地域の方々のフレイル予防のために、
「笑顔でコミュニケーション！」お役に立てれば良いなと思っています。

また、関わりのある60～90歳代の150名に電話をかけ、健康
確認をしました。「いつも一緒の仲間に
会いたい！１人では何もできない！体
がおかしくなった」など、仲間とのつな
がり、心のつながりの重要さを訴えて
いました。まさしく、私達が感じた「つな
がりの重要さ」を痛感しています。

ご発表内容

市内のコミュニティセンターが閉鎖され、３密を避けることが必要
になった令和２年３月中旬、私達は「いつでもできる筋トレ体
操」の動画撮影を行いました。当日は海の見える馬堀海岸公園
で、日焼けするほどの日差しの中「誰かのためになるなら」という思
いで、４時間もの撮影をがんばりました。

体操のモデルになるのは迷いも
ありましたが、「いつでも、どこでも、
誰でもできる体操」を目指して内容
を工夫し、多くの方々にご活用いた
だいています。



新型コロナに負けない！地域の活動紹介
人口8千人 高齢化率50％の町（徳島県那賀町）

今回WEB版集いに参加してみた感想 これからの意気込み

フレイルサポーター２名と参加しました。全
国各地の様子を知る事ができ、楽しかった
と話してくれました。他のサポーターにもいろ
んな事を学んでほしいので次回の集いの会
は大勢で参加したいです。

番組作成も継続しつつ、フレイルチェックもサ
ポーターと話し合いながら今できる事をしていき、
第３弾では保健師や管理栄養士から栄養に
ついての話を聞くことが出来たので、サポーター
の気づきに繋がるような機会を作りたいです。

那賀町では令和元年度から「県民総ぐるみ！フレイル予防作戦」をスタートし、県と連携しな
がら取り組んでいます。
ほぼ全世帯が加入している町営ケーブルテレビを活用してフレイル予防を呼びかけようと試み
ました。皆さんの協力により「テレビでフレイル予防」という番組を作成しました。第３弾、第４
弾も計画中です。
87歳、95歳の元気なサポーターが第２弾に出演しています。番組は徳島県や那賀町、那
賀町社会福祉協議会のHPで公開していますのでご覧下さい。

ご発表内容

ホームページで那賀
町サポーターの活動
を紹介しています。
「テレビでフレイル予
防」はYou Tubeで
も視聴可能。

サポーター編 第1弾（放送中）
サポーター編 第2弾（放送中）
トレーナー編（放送中）
サポーター編 第3弾（「栄養について」計画中）

(徳島県HP) (那賀町社会福祉協議会HP)

「テレビでフレイル予防」 那賀町ケーブルテレビで放送
徳島県広報紙 「アワーとくしま」 外で体操している写真掲載



新型コロナに負けない！地域の活動紹介
ストップフレイル！！（沖縄県北中城村）

今回WEB版集いに参加してみた感想

これからの意気込み

地域で自分たちにできることはなにか？アイディアを出し合い、地域住民のために活動
していることに感動しました。改めてフレイルサポーターのパワーを感じました。つながりが
やはり大事でお手紙にイレブンチェックを入れるなどのアイディアはとてもいいと思いました。

今後新型コロナ第二波、第三波が予想されており、また活動自粛に追い込まれること
が予想されています。その準備として、今回のWEBの集いで学んだことが我々でもでき
るように、地域住民と結束しで活動していけたらと思います。ストップフレイル！！

７月より北中城村では、新型コロナ第二波、
三波に備えてZoomによるライブ配信を行いま
す。画面上ではありますが、社会参加ができれ
ばと思っております。

コロナ禍で活動自粛期間中に、
熱田地区では公民館から自主
体操サークルのリーダーさんらが毎
日３時にラジオ体操を放送して
いました。熱田地区の区民の方
からは「直接会うことはできないけ
ど、同じ時間にみんな体操してい
るという一体感があった」という声
もありとてもいい活動と思いました。

ご発表内容

配信元



新型コロナに負けない！地域の活動紹介
私たちにできること・すべきこと（岐阜県安八町）

今回WEB版集いに参加してみた感想

これからの意気込み

まず、私たちの活動紹介ができたことがうれしかったです。他市町の発表で、全国の仲
間がコロナに負けず、常に活動をしていることに刺激を受けました。全国の集いは始め
ての参加でしたが、皆さんが身近に感じられてとても良かったです。

チラシ作りや体操動画、WEBでの会議など私たちがこれから取り組もうとしていることな
ので参考にしていきます。サポーター・トレーナー・行政担当者一丸で、コロナに負けず
活動を推し進めていきます。

新型コロナウイルス感染症（COVID－１
９）の影響でほとんどの活動が中止になっ
てしまいました。再開する介護予防教室参
加者の方が安全に参加できるよう、フェイス
シールド約３００枚を手作りしました。使
用した方からは、「表情が見えるので安心
する」、「マスクより快適で安全」などうれし
い声が届いています。COVID－１９が流
行している今、私たちにできること・すべきこ
とを考え、みんなで取り組んでいます。

ご発表内容



新型コロナに負けない！地域の活動紹介
新型コロナ下におけるサポーター活動(西東京市)

今回WEB版集いに参加してみた感想

これからの意気込み

皆様のフレイルチェックに対する熱い思いを聴かせて頂いてとても刺激になりました。また、

チェック時に様々な工夫をされており参考にさせて頂きます。今までの集いでは発表後懇

談会があり、直接多数の方と話が出来ましたがWEB版ではむつかしいのが残念です。

コロナウイルスのため半年間活動ができず、初回チェック及びリピーターの方が楽しみにして

いたのですがとても残念です。今後ウィズコロナ時代でも感染予防を徹底しながら多くの高

齢者の方に元気になってもらうとともに、我々サポーターもますます元気で活動したいと思

います。

ご発表内容

西東京市では、３月以降のチェックが今まで全て中止となりました。自粛期間中のサ
ポーターの活動状況は、市民の皆様の体力維持のためチラシ「フレっちゃっていません
か？」を配布しました。また、比較的大きな団地へ自粛中の生活状況についてアンケー
トを実施し、やはり外出が少なくなり特に身体を動かさなく
なったという結果がでました。また、ポリ袋と養生テープで
防護服を作成し行政の方から介護従事者の方へ配布
して頂きました。7月8日に参加者、サポーターの人数を
制限したチェックを試験的に実施して今後の予定を決め
たいと思います。



新型コロナに負けない！地域の活動紹介
測定会参加者への電話フォローアップ（神奈川県平塚市）

今回WEB版集いに参加してみた感想

これからの意気込み

使い慣れないZoomに当日ちゃんと参加できるのか緊張しましたが、全国のサポーター
さんをとても近くに感じることができ、「コロナの中で試行錯誤しているのは私たちだけじゃ
ない。チャレンジできることは沢山ある」と実感し元気を頂きました。

集いに参加できなかった平塚のサポーターにも全国のサポーターの意気込みをしっかりと
お伝えし、今だからこそできる、コロナに負けない「人とのつながり」や「フレイル予防」をサ
ポーターと一緒に考え、楽しく、力強く取り組んでいきたいと思います。

電話でお話しする中で、フレイル予防の３本柱のうちの「運
動」や「人とのつながり」がコロナ前と変化していること、孤
独感やフレイルが進むことへの焦りを感じたり、「人とのつな
がり」を希望している方が多いことが分かりました。また、お
聞きした方の約半数が、「測定会で知ったフレイル予防を実
践している」と回答しており、フレイルチェックの経験が外出
自粛生活を健康に過ごす上で役立っていることがわかりま
した。

ご発表内容

平塚市では、コロナ自粛期間
のフレイル状況の把握と、個別
のリスクに合わせた助言を行うた
め、また電話でおしゃべりすること
で「人とのつながり」への意欲を
引き出すため、保健師、管理栄
養士、歯科衛生士による電話
フォローアップ事業を実施してい
ます。
まず電話でご本人の状況をお
尋ねし、フレイル予防の「食・口
腔」「運動」「人とのつながり」に
合わせた助言を行います。電話
後に助言内容に合わせた資料
やＩＯＧ作成の「おうちえ」を郵
送し、フレイル予防への行動変
容を促しています。



新型コロナに負けない！地域の活動紹介
心の３密で地域をつなぐ（高知県仁淀川町）

今回WEB版集いに参加してみた感想

これからの意気込み

全国いろいろな地域で皆さんが頑張っておられることが実感できて嬉しかったです。
ただ、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞさながら、大きめのｽｸﾘｰﾝをみんなで見たので、仁淀川町での
一体感はありましたが、全国の皆様との一体感としては、画像・音声のｸﾘｱさの点で今
一つでした。次は１か所に集まり各自がｽﾏﾎやﾀﾌﾞﾚｯﾄ型端末から参加してみたいです。

ｻﾎﾟｰﾀｰさんの志をどんどん実現し、ｻﾎﾟｰﾀｰさんと一緒にこの「心積もりﾒﾓ」を地域にも
広げていきます。ﾄﾗｲｱﾙ第2弾は「認知症ちえのわﾈｯﾄｶﾌｪ」、「共食の場づくり」...♪
そして、「心積もりメモ」（＝本人）を真ん中にして、保健と介護が意気投合してい
く”仁淀川町の保健と介護の一体運営”を目指していきます。

また、赤ｼｰﾙが11枚以上の方をｽｰﾊﾟｰﾊｲﾘｽｸ者として、FC結果、KDB(直近３年間
の健診結果)、ﾚｾﾌﾟﾄ情報(かかりつけ医、主病)、包括支援ｾﾝﾀｰの訪問情報等を一
覧にした個人ｼｰﾄを作成しました。
一方、赤ｼｰﾙ8～10枚のﾊｲﾘｽｸ者の中にFCで自分事化できたことによって、自らｻﾎﾟｰﾀｰ
になり、今やFC活動の中心的な存在になっている方など、既に意識も行動も変容した方が
いることが明らかになりました。「やっぱり、ﾌﾚｲﾙ予防って、人からｱｾｽﾒﾝﾄされて、人からﾌﾟﾗﾝ
を与えられるんじゃなくて自分で気づいたら「自分で未来をﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞする」こと
が大事じゃないか」と、まず、「心積もりﾒﾓ」をｻﾎﾟｰﾀｰさんに試してもらいました。ｻﾎﾟｰﾀｰさん
の「心積もりﾒﾓ」には、志がいっぱい！思いが溢れていました！ｻﾎﾟｰﾀｰさんの思いや、志は、
地域が元気になるﾋﾝﾄやお宝でいっぱい。 早速、ｻﾎﾟｰﾀｰさんと一緒に「志かなえるわくわく
作戦」がｽﾀｰﾄ(ﾄﾗｲｱﾙ第1弾は、FCの後、有志が居残ってFC参加者と昼食をご一緒した
後、認知症の紙芝居)しました。

昨年実施したFCの結果を保健、
介護、福祉部門とが共有しました。
地区ごとに赤ｼｰﾙが多い項目を
整理すると、「お口」から弱ってきて
いる方が想像以上に多く、お口の
ことは諦めﾑｰﾄﾞで、歯ブラシの交
換頻度も低い方が多いことが分か
りました。そこで、健康教育で使っ
ている「健口ﾁｬﾚﾝｼﾞ票」の1か月ご
との記録と歯ﾌﾞﾗｼﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを連動
させ、歯ﾌﾞﾗｼ毎月交換の習慣化
と、お口に関心を持ってもらう試み
を今年6月から始めました。

ご発表内容



新型コロナに負けない！地域の活動紹介
今こそフレイル予防！サポーターの熱き想い（岐阜県輪之内町）

今回WEB版集いに参加してみた感想

これからの意気込み

オンライン「Zoom」の使用は、初めての経験で、当日はしっかり東京大学の先生方を
はじめ、他の自治体職員の方と繋がるのかと不安で一杯でした。オンラインで全国のフ
レイルチェック活動を取り入れていらっしゃる市町村の方の懸命な取り組み、熱い想いを
知ることが出来、今後も、このオンライン「Zoom」会議に積極的に参加をしたいとサ
ポーターと話しています。

新型コロナウイルスで４月より、フレイルチェックの活動を全て中止せざるを得ない状況
の中で、サポーターとも「これからどうしようね。」「まだ、フレイルチェックはやらんのかね。」
と声があがる状況の中で、どう再開をしていくか悩んでいた最中でした。
オンライン会議で、皆様より熱いメッセージを頂き、「これから、輪之内町も頑張る
ぞ！！」と熱くなっています。８月にサポーター会議を開催予定です。

岐阜県輪之内町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、介護予防協事業が
全て中止となった４月より、住民の方々へ何か力になれることはないかと代替支援策を考
えていきました。そこで考えたのが、輪之内町独自で発信しているケーブルテレビ「スマイル
チャンネル」で、フレイルサポーターの方々がコロナ禍でも続け
られる健康長寿の３本柱について情報や想いを発信すると
いうことでした。２名の男性サポーターが、『笑顔は健康長寿
の宝』であり、コロナ禍でも一緒に頑張ろう！！家の中でも
気軽に出来る『ひざ伸ばし運動』や、『ウォーキングの仕方』を
発信して下さいました。

ご発表内容



新型コロナによる自粛生活の長期化に
関するアンケートご報告①

集いの開催に先立ちまして、WEBで配信させていただきました、「フレイルチェック関係
者のみなさまへ。～新型コロナウイルス感染症による自粛生活の長期化に関するアン
ケート～」にご協力くださいましたみなさま、短い期間であったにも関わらず、ご回答くだ
さいまして誠にありがとうございました。
自粛期間に行われた工夫、フレイルチェック再開に関するご意見、これからの新しい社
会参加のかたち、つながり、つどい方に関するご意見をたくさん頂戴しております。

※アンケート総数 57名（男性22名、女性34名、無記名1名）、ご協力自治体
数20カ所のみなさまにご協力いただきました。

サポーターAさん

行政担当者Aさん

友人と毎日体操をする約束をして、カレンダーに〇×を
付けて週末報告し合った。小学生のラジオ体操みたい
だね、と笑いながら楽しくできて良かったと思う。

フレイルチェックに関わってきたおかげでオーラルフ
レイルの口の運動を家族、友人に伝えられた！

サポーターBさん

お手紙や電話でコミュニケーションをとるよう心がけています。

このような時だからこそ、サポーターのレベルをあげたい。
「おうちえ」を使ってサポーター勉強会がしたい！

サポーターCさん

サポーターDさん

栄養・口腔・体力の維持、地域・友人・家族とのこまめな連絡、趣味などを通じ
て日常を楽しみながら3本柱を取り入れている。フレイルサポーターだからこそ、お
手本となって元気でいたい。

たくさんの工夫をご紹介頂きました

交流の場がないので、そのかわりに親戚、友人、知人に電話
や絵手紙をしている。

サポーターEさん

サポーターFさん

通称集会所でやっていた、滑舌・雑巾絞り・ストレッチ運動 文字を声
を出して読むなどを発信してフレイル予防につなげた。

トレーナーAさん

毎日の生活の中で、健康長寿の３本柱を意識した生活を心がけるようになった。フ
レイルサポーターの方も、毎日積極的にフレイル予防の活動に取り組んでいて嬉しい。



新型コロナによる自粛生活の長期化に
関するアンケートご報告②

これからのフレイルチェックのかたち

新しい社会参加のかたち、つながり、つどい方

サポーターEさん

参加者が安心できる環境をしっかり準備して、再開したい！

トレーナーBさん

講義などはオンラインでも良いかと思っている。工夫の余地はある。

トレーナーCさん

今だからこそどんどん啓発していくチャンスでもある。

自粛期間で痛感した。人との繋がりの大切さ、運動、栄養等測定会
で今まで以上にわかりやすく伝えていきたい。

サポーターFさん

地域の高齢者にスマホやパソコンの使い方を教え、オンラインでつながれる方法を検
討すべきとの声もある。地域のシニアの中にはその分野が得意な方もいるはずなので、
持ち掛けていきたい。

サポーターGさん

FacebookやLineを始めることで友人等との「つながり」を心がけて
きた。

ZOOMでの体操会などに取り組み、「からだは離れていてもこころ
はつながる」を合言葉にがんばれた。

サポーターHさん

遠くに住む姉妹と高齢の親をLINEのテレビ電話でつなげて、定期的に
会話を楽しんでもらいました。

サポーターIさん

行政担当者Cさん

フレイルチェック再開に際して、大前提として参加者が安心して受けられる環境をしっかり
準備していきたい、今後もっと工夫できることがあるのではないか、健康や命への意識が高
まっている今だからこそ、フレイル予防を啓発していくチャンスととらえることもできる、などと
いった前向きなご意見をたくさん頂きました。
また、集いでも全国のみなさまとZOOMでつながりましたが、これからの新しい社会参加の
かたち、つながり、つどい方に関するご意見もたくさん頂戴しております。

～まとめ～



意見交換「ウィズコロナ・ポストコロナ社会における
フレイル予防の在り方」-ピンチをチャンスに-

東京都豊島区 フレイルサポーター 今井久夫様

後期高齢者の独居率が日本一の豊島区は、これま
で「集うこと」に力を入れていたが、今回を機に、新しい
介護予防のかたちを検討しています。
フレイル予防の視点を盛り込んだ「おうちでとしまる体
操」というリーフレットを作成、フレイルチェックに参加した
方に送付、体操ＤＶＤを作成しネット上にアップしまし
た。
またフレイルチェック再開にあたり、感染症拡大予防に
配慮したやり方を相談し、注意点をまとめ、チラシも作
成し新型コロナウイルス拡大防止に留意しています。

豊島区の活動紹介

簡易ビニールシールドの紹介

東京は毎日新規感染者が増え、第２波の心配も
ありますが、自粛生活による高齢者のフレイルへの対
応も強化しなくてはなりません。現在はまだ試行錯誤
中ですが、感染症拡大予防対策をしながらのフレイル
チェックを7月から再開しました。
今回は対策の中からおススメの簡易ビニールシール
ドを紹介します。材料費ほぼ無料！写真は園芸用の
棒を使用していますが、のぼり旗の棒でも代用可能で
す。使用後はビニールを破棄すれば毎回きれいなシー
ルドでフレイルチェックに望めます。

ご発表内容

活動紹介



意見交換「ウィズコロナ・ポストコロナ社会における
-フレイル予防の在り方」-ピンチをチャンスに-

兵庫県神戸市 フレイルサポーター 北条加代子様

神戸市での活動紹介

フレイルトレーナーが、毎朝テレビに出演中
「KOBE 元気！いきいき！！体操」
（（株）サンテレビジョン）
チェック会が開催できない自粛期間に自宅でで
きるフレイル予防の取り組みを、広く楽しく啓発
しています。
体操のみならず、ミニ講座をボケ・ツッコミなども
交えてお届けしています。

ご発表内容

活動紹介

『大事なのは人とのつながり』
新型コロナウィルス感染症が流行する中、チェッ
ク会を再開することもですが、今までフレイル
チェック会を受けてきた結果が思わしくない人や、
今困っている人のケアをまず大事にしようと考え
ました。
フレイル予防に関する意識を持ち続けてもらう
ためにも、チェック会に参加された方へフレイル
予防に関連した資料と、チェック会を思い出し
ていただけるような写真と川柳つきのお手紙を
送りました。

どうします
三密避けて
チェック会

サポーター活動を始めこの秋で3年目。
昨年チェック会でサポーターから「サポーターの役割は
チェック会の測定だけですか」と聞かれショックでした。
毎回準備進行に追われその役割を示せずにいました。
計画中止の自粛中悩み考え、参加者から「今日きて
よかった」「友達誘ってまた来るよ」こんな言葉が聞かれ、
その思いを共有できることを目指そうと思いました。
6月下旬、リピーターの方へ予防チラシに手紙を添えて
送っております。



意見交換「ウィズコロナ・ポストコロナ社会における
フレイル予防の在り方」-ピンチをチャンスに-
～フレイルチェック再開に向けての意見交換～

上級トレーナーのみなさまよりご意見頂きました

・皆さんと久しぶりに繋がれて、元気をいただいている。
・神奈川県を中心に担当しているが、どこもなかなか活動できない
と電話で連絡いただいている。
・サポーターからはフェイスシールドをしてでも、なんとかやりたいと積
極的な声もある。
・行政としても安全第一ということで一緒に対策を練っている状況。
・一方、東北では6月に練習を再開し、いつでもできるように準備し
ている。
・この外出のできない中でどう繋がりを維持するか、今できること
は、中止にすることではなく、いかにしたらできるかを考えつつ、対
面で集まるときに向けて、フレイルを周囲（身近な家族や近所）
に知っていただくこと。
・平塚市のように、実際にやって元気になったという声があがることで
元気になる。
・トレーナー、サポーター、行政との繋がりだけではなく、もっと更に深
い地域と大切な人との繋がりをこの期間に深めることが今後のより
大きなフレイル予防につながるのではないか。

・担当している国立市の現状としては、５月いっぱいまで全ての取
組が中止、６月に入り、サポーターリーダー、トレーナー、包括職員と
会議している。
・今後の取り組みについては
①繋がりを持ち続けることを重要視し、7月9日に測定会を再開
（十分な感染症対策をとり、項目は制限）し、参加者でお話の場
を設ける。人々、社会との繋がりを再確認していただく。サポーター
リーダーが手書きで作成した通信、イレブンチェックを郵送する。ト
レーナーの手書きメッセージ、ビデオレターの送付を検討している。
②オンラインの可能性を探っていく。高齢者の方々が、オンラインが
苦手なのは承知しているが、今後、第２波、第３波、起こりうる災
害を考えると準備が必要。
・コロナ渦において、フレイルについても悪化していることがわかってき
た。これからはコロナ対策とフレイル対策を両立させていかなければ
ならない。
・対面、通信、オンライン等、形を変えつつ繋がりを大事にしていき
たい。

遊佐真弓様

江口典秀様



意見交換「ウィズコロナ・ポストコロナ社会における
フレイル予防の在り方」-ピンチをチャンスに-
～フレイルチェック再開に向けての意見交換～

・3月以来、フレイル予防活動は自粛していたが、6月の緊急事態宣
言解除を受けてコロナ禍におけるフレイル予防に関する事業計画を飯
塚市と検討し、感染予防に取り組みながら可能なことを実施することを
決定。地域包括ケアセンターで行うフレイル予防教室の前後でフレイル
チェックを行うことした。
・会場の人数制限を遵守しながら、前後左右1mの間隔を取る、長
机には1名のみ着席の形にする、などソーシャルディスタンスを確保す
るとともに、参加者には、家で体温測定いただき、37.5℃以上の方
は参加を遠慮していただく。会場ではマスク着用を必須とする一方、熱
中症対策で水筒の持参を呼びかける。
・体組成計は密になる時間が長いため、今年度は除外し、20項目
での実施を検討している。飛沫が心配される滑舌については、アクリ
ル板越しで測定する方法で可能と判断している。
・測定時は、マスクに加えて防護メガネ（100円ショップの花粉症メ
ガネ）の使用も検討している。
・今年度の第1回フレイルチェックを7/1に実施予定。参加者は20名に
対して、サポーター7名、包括支援センター、市職員、トレーナーを予定。
・withコロナ、ポストコロナ社会に、新しい生活様式に合わせたフレイル
予防に取り組んでいきたい。

・新型コロナ下で、フレイルチェックが止まっているという声は全国から届い
ている。再開に向けて、作戦を立てている所かと思う。
・1番大事なことは、チェックをすることで参加者の健康面・フレイルの
状況に気づくか、自分たちの人生を変えることができるか。これからの
新しいフレイルチェックの活動を形作っていきたい。
・感染症予防をすると、サポーターと参加者との距離が遠くなってしまう。
どうすれば、お互いに気持ちが届くのかを大事にしたい。
・特に深掘りチェックの片足立ち上がりや滑舌チェック、体組成測定など、
人との接触が多い項目は慎重に行わなければと思うが、サポーター、行
政職員、トレーナーみんなで議論している。そこに地域住民の今の不安、
どうして欲しいかなどの意見も取り入れながら、チェックを再開したい。
・各地のサポーターの活力をどう活かすかがこれからさらに重要になる。
もっとサポーターの意見を吸収し、できる限りのチェックをしていきたい。
・人数を減らしてコンパクトに実施するのが、感染症予防の視点で最も
適していると思う。ブース分けするのではなく、それぞれのチェックを1つずつ、
もしくは2か所ずつ行っていくなど、動線を配慮しながら、感染症予防を
意識しながら実施していただきたい。
・サポーター・トレーナー―・地域住民、このつながりを大事にするフレ
イルチェックを一緒に作り上げていきたい。

谷口和也様

井本俊之様



意見交換「ウィズコロナ・ポストコロナ社会における
フレイル予防の在り方」-ピンチをチャンスに-
～フレイルチェック再開に向けての意見交換～

※当日の接続環境により、チャットにてご意見頂きました！

感染予防対策を共有した中、神奈川県三浦市では7月14日からフレイル
チェックを再開していく。また、私の所属する三浦市社協では、フレイル対策
緊急対策として、市内で活動しているサロンや見守り活動に対して補助金
を出している。これをもとに、サポーターが関わっているサロン活動に役立てて
もらいたいと考えている。皆様、前向きに取り組んでいきましょう！

・全国のサポーターの皆様、大変な中活動頂いており、感謝している。
本日の集いでも、みなさまの活躍が分かり、元気がもらえた。
・神奈川ということで、「かながわん」の「コロナに負けるな！」ステッカーを
作った。
・新型コロナにより、世間の状況も大きく変わる中で、今まで以上にフ
レイル予防、フレイルチェックは国家戦略であり、国民の健康に対し
て非常に大事な活動だということが証明されたと思う。今後も元気な
みなさんとお会いするのを楽しみにしている。

成田慎一様

露木昭彰様

一人ひとりコメントは違いましたが、共通していることは、
この状況下であってもフレイル予防の取り組みは、足踏み
してはならないということ。むしろ、これからどのように良い
形でフレイルチェックを再開していくか、どのように工夫し
ていくのか、みんなで前向きに考えていこうということ。
この状況下でも今すぐできる、「つたえること」はぜひとも
取り組んでいっていただきたい。
今後、全国に展開していくためにも、トレーナー、東大
の代わりとなって伝えていただく上級トレーナーについても、
増やしていく予定です。これからもよりよい形について、一
緒に考えていきましょう。

コロナに負けるな！フレイルに負けるな！



意見交換「ウィズコロナ・ポストコロナ社会における
フレイル予防の在り方」-ピンチをチャンスに-

離れていてもこころはつながろう！（東京都文京区）

ご発表内容

活動紹介

ＳＦＢは令和元年度に活動をスタート。定例会や親
睦会で絆を深め、マニュアル作りにも取り組み、これから
仲間を増やそうというところで活動中止となりました。し
かし、会えない状況の中で互いのことを心配し、Zoom
会議を開始。画面越しでも再会できた喜びは格別でし
た。しかし、Zoomで会えないメンバーもいます。そこで、
上述のニュースの作成や電話での運動を実施。Zoom
チームも、PG（Phone Group）も、１人ではなかな
かできないことに、一緒ならば楽しく取り組むことができま
した。
6月からは徐々に対面で会えるようになり、一部メン
バーでプロジェクトチームを組んで、ケーブルテレビの番
組制作に携わっています。７月からは対面の定例会も
再開し、「近隣の会場に、少人数で集まろう」「フレイル
予防の意識向上やご近所のつながり作りを」「指輪っか、
イレブンチェックはやりたいね」「運動メニューを一緒に」
「まずは会話を楽しもう」「オンラインも活用を」など意見
を出し合いました。ピンチをチャンスに！地域の「フレイル
予防」のために今何ができるか、改めて考え取り組む機
会と捉え進んでいます。

ＳＦＢ（チーム名。「ストップ！ザ・フレイル 文京」）
が大切にしていることは、サポーター同士のつながりで
す。活動中止後も、「離れていてもこころはつながろ
う」とサポーターの会議をZoomで行い、詳しい人が
教えながら、初めての方も参加することができました。
Zoomを活用して、運動メニューの練習も一緒に行
いました。また、参加できない方ともつながりを大事に
したいと、会議の内容をまとめたニュースを持ち回りで
編集、発行して情報共有したり、電話を用いて一緒
に運動する取り組みも行ってきました。



意見交換「ウィズコロナ・ポストコロナ社会における
フレイル予防の在り方」-ピンチをチャンスに-
WEB版サポーター連絡会（福岡県飯塚市）

ご発表内容

活動紹介

「 第13回フレイル予防サポーター連絡会 」開催しました
〈 当日式次第 〉
飯塚市市長 片峯誠様
より挨拶（22日のみ）
1.関係者挨拶
2.令和２年度
飯塚市フレイル予防事業

3.認定証交付
4.軽運動の実施

5.その他

配信元
株式会社 福岡ソフトウェア

センター

片島交流
センター

穂波交流
センター

幸袋交流
センター

立岩交流
センター

片峯市長

6月24日西日本新聞掲載

・ Zoomを使用したサポーター連絡会（2ヶ月毎）
・ 地域包括支援センター主催介護予防教室の参加住民に対してフレイルチェックの実施（12ヶ所）
・ モデル地区の社会福祉協議会での民生委員、福祉委員についてのフレイル予防に関する広報
・ 商業施設と連携したフレイル予防の普及啓発

今後のフレイル予防事業

良かった点
〇 サポーター同士で久しぶりの再会を楽しめた
〇 感染リスクを防ぎながら安心して参加できた

問題点
× 声が聞き取りづらかった
× 内容のどこをはなしているのかわからなかった

連絡会に参加したサポーターからの声

インターネット環境の違いで、スムーズに意思疎通がとれな
いことがある。今後もWEBの活用を重ねて、改善していく
必要がある。

課題

飯塚市では、新型コロナ対応策としてWEBを活用してサポーター連絡会
を開きました。1カ所に集まるメンバーを10名程度で調整、2日に分けるこ
とで60名のサポーターさんたちが集まることができました。飯塚市長も参加
し、コロナの感染状況を踏まえながら、フレイルトレーナーも交えて、これから
のフレイルチェックの取り組みについて意見交換しています。
今後は一般市民向けの普及啓発も、WEBを活用して進めていけないか
検討中です。



東京大学からのご報告
社会的フレイルの高齢者は要介護リスクが3.6倍！

フレイルはからだ、こころ、社会性といった多面性を持ちます。ではフレイルの社会面、す
なわち「社会的フレイル」は高齢者の健康に悪影響を及ぼすのでしょうか？
わたしたちは、千葉県柏市の自立高齢者のうち、からだがお元気な約1800名を対象
に、様々な社会的な側面を調査、その後５年間の経過を追ってみました。すると、要介
護リスクを高める7つの質問項目が見えてきました！（図・左側）

これらは次の３つのポイントに集約されます。それが、
「生活範囲が狭くなり、外出の頻度が減っている」、「家
族・友人との交流が減る」、「支えが少ない（頼れる人、
環境、暮らしぶり）」です。これらのポイントが重なってし
まった「社会的フレイル」の人は、要介護認定を受ける
ほど心身が衰えてしまうリスクが３.６倍も高いことがわ
かりました！（図・右側）
この３つのポイントをどう抑えるか、フレイルサポーター
が一丸となって、皆さまの住むまちならではの対策を考
えて、いきましょう！

報告内容

田中友規 研究員



2019年12月-2020年1月に全
国フレイルサポーターを対象にフレ
イルチェック以外の地域活動実施
状況に関するアンケート調査を実
施いたしました。418名のサポート
から回答をいただき、その約80%
の方がフレイルチェック以外に他の
地域活動に参加していました。
活動内容としてはボランティア活
動、スポーツ・運動活動が多かった
です。
また、アンケート調査で地域で
様々な住民主体活動を行うため
に必要なことを自由記述でお聞き
しました。
その結果、すでに地域活動に参加
しているサポートからは①活動への
満足度、②仲間とのつながり、③
地域の詳しさ、④行政との信頼関
係が重要であると答えていただきま
した。
今回の調査で、フレイルサポーター
がフレイル予防を地域にひろげ、健
康長寿のまちづくりを実現する担い
手であることを再確認しました。
ご協力ありがとうございました。

東京大学からのご報告
地域における住民主体活動のポイント

-フレイルサポーターの地域活動の実態調査から：最終結果報告-

報告内容

発表内容のポイント：
ウィズコロナ・ポストコロナ社会のなか、ひと工夫しな
がら、時にはオンラインを活用しながらフレイルサポー
ター同士でつながることを今できる地域のフレイル予
防活動として取り組んで、いつフレイルチェックが再開
されても、コロナの影響でもう少しの辛抱が必要な
時にもしっかり前を向けるように備えることが大事です。孫輔卿 特任講師



お知らせ

①2月14日のつどいの映像が東大TVにアップされました！

チャンネル登録者数 2.25万人のYoutubeチャンネル「東大TV」に
第2回 全国フレイルサポーター・フレイルトレーナーの集いの動画が
アップされました！ご活用くださいますよう、宜しくお願い致します。
https://todai.tv/contents-list/2019FY/frailty-prevention
※一部著作権処理があったため資料・音声が変更されております。

②WEB版集いに関してのアンケートにご協力をお願い致します。

Web版集いに参加したサポーター、トレーナーのみなさまに、新型コロナによるイン
ターネットの使用状況やWeb版集いの感想などをお聞きするアンケート調査質問
票を8月上旬に自治体の担当行政を介して郵送致します。ご記入のうえ、ご投函
くださいますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

飯島研究室はホームページも開設しています。
簡易チェックシートの利用申請は、
こちらのお問い合わせページから
お申し込みください。
http://www.frailty.iog.u-tokyo.ac.jp/

東京大学フレイル予防研究チームは
facebookで情報発信をしています。
最新の情報を随時更新していますので
是非ご覧ください！
https://www.facebook.com/utfrailty/

～WEB版集いに寄せて～

今回、オンラインでの集いという初めての試みでしたが、
全国から、本当に多くの皆様にご参加いただき、心より感
謝申し上げます。この集いで、全国の皆様に「元気と刺
激」を届けることができたと思いますが、それ以上に、我々
東大メンバーも大きなエネルギーを頂戴できました。
これからも引き続き、このような会を定期的に開催してい
きたいと思いますので、皆様の地域での取り組みを、ぜひ
共有ください。お待ちしております。

飯島先生による総括

https://todai.tv/contents-list/2019FY/frailty-prevention

