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あっという間にプラス野菜
～健康づくりツールとしての野菜レシピ集作成を住民と一緒に～

発 表 者 安原 美香 （福井県：高浜町役場 保健課）

共同研究者 本田 友紀子、越林 いづみ、畑中 美優寿、高田 ゆかり、塚本 佐紀、
山田 さよ子、森 厚子、北川 淳也
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これは、退院日に訪問看護師、訪問リハビリ、

病院リハビリスタッフ、医療ソーシャルワーカー

同行で退院援助しているところです。
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まとめです。平成２３年度より２４年度・２５年度

が新入院患者数は増加していますが、平均在院

日数は大きく変化していません。しかし、入院

支援、退院支援とも職員の意識統一はされてき

ていると思われます。入院支援に関しては、現

在の業務内容に加え、医療機関などへの更なる

広報活動が必要です。退院支援に関しては、ミ

ニカンファレンスを行うことにより、多職種で

すばやく情報共有でき、特に在宅スタッフとの

シームレスな連携が図られるようになりまし

た。今後も在宅スタッフにとって敷居の低い病

院を目指し、入退院支援室の業務を遂行してい

きます。
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高浜町の概況

・福井県高浜町は、福井県の西の端に位置し、

人口約１１，０００人の町です。今回は、行政の専

門職だけでは作成できない、健康づくりツー

ルとしての野菜レシピ集を住民と一緒に作成

しましたので報告させていただきます。
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１、高浜町の健康づくり体制と現状

・町の健康づくりは、平成２０年度に「たかはま

健康チャレンジプラン」を策定した時から、

住民と協働による健康づくりの推進を行って

います。「たかはま健康づくり１０か条」を行動

目標とし、１０か条を実践する人を増やすこと

を目指していますが、平成２３年度からは、健

康課題と食習慣、また協働による推進という

観点から、「第１条：野菜から先に食べる」と、

「第２条：３食に野菜を食べる」という、２つ

の『野菜を食べる人を増やす』ことにしぼっ

た取り組みを行っています。
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・また体制の強化として、「たかチャレ推進委員

会」を設置し、そこに参加する住民がチャレ

ンジ期間を中心に、毎年それぞれの所属の特

徴を活かした「野菜の企画」を協力しながら

行っています。この取り組みを続ける中で、「先

に食べる」人は増加し、今では約６５％の人に

食べ方が定着していますが、「３食に食べる」

人は、その効果などについて知っている人は

増えても、実践にまでは結びついていません。
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・またその理由としては、「料理が面倒・時間

がない」ことが理由の多くを占めており、こ

れらの理由を解消するためには、野菜を食べ

る人を増やすための何かツールがないと取り

組みにくい。という声があったことから、ツー

ルとして『野菜レシピ集』を作成することと

なりました。

H23¶�8� NOPQ�
X
èRS�ælÙÚ�TU

NVWFXYZ[\E
O]u=^Ql_`

�9�:;
76°�<
P=©�

Ó©�Ó>

H24����0§°{6´µ~ �48� t

~sÕC¿�nÝn?

FG�HIJKLMNO:

_UO
@$>iPÍA��Ó3Ó
B�C_��]°�<PDDD

２、ツールの作成方法

・作成の特徴は「全段階を住民と一緒に行った

こと」です。もともと平成２３年度に「家庭の

簡単野菜レシピを集めて広めたい」という住

民企画がありました。その実践の中で、「もっ

と多くの人に使ってもらうようにするために

は、内容を工夫する必要がある！」との声が

あがり、そこで平成２４年度に、たかチャレ推

進委員会全体の取り組みとして作成をスター

トしました。
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・�まずリーダーを募集し、�活用を見据えて
「誰でも作れる」「作りたくなる」レシピ集をコ

ンセプトに、『簡単・おいしい』はもちろん、

手にとればすぐ『生活にすぐ役立つ情報』と

して、これまでの活動で広めてきた「保存方

法」や「野菜の持つ力」、「野菜の量が意識で

きる」情報などを整理して掲載すること。ま

た、まず手にとってもらうためには、おいし

そうな料理の写真も重要と意見が一致しまし

た。
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・�これらから、コンセプトにあったレシピを
選出し、�料理や写真の得意な人、子育て世
代など、多くの委員が参加して料理の試作と

写真撮影会を実施し、住民がそれぞれの立場

にたった活発な意見交換を行い、それをもと

に栄養価や野菜量の確認・レシピを調整し、

再度試作会で意見交換・・・を繰り返しなが

ら、最終的に延べ２１１人の住民が参加して完成

となりました。

・料理の試作＆撮影会風景写真
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３、ツール作成の効果

・効果としては、『幅広い年齢層・立場の住民が

参加』したことで、「生活ですぐ使える内容と

なったこと」「住民同士・住民と行政のつなが

りが深まったこと」また、『健康づくりの視点』

からは、「健康づくりにも使えるツールができ

たこと」「健康になれて、簡単でおいしいレシ

ピにするための方法を考えながら、作成を進

めることができ、それが健康教育の場」とな

りました。さらに、「専門性や趣味、普段の活

動などを活かせたこと」が「楽しさややりが

い」に通じ、結果的に多くの住民が参加した

ことにつながっています。
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・これらの結果、一般の料理本とは異なり健康

づくりツールとしての野菜レシピ集が完成し

ました。その「満足感・自信」や「強化され

たつながり」から、「町の健康づくりをさらに

進めていきたいという意欲が住民に高まった

こと」で、完成にとどまらず、次のようなツー

ルの活用が行われています。
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４、ツールの活用例

・レシピ集というと料理レシピとしてだけの活

用となりがちですが、一緒に健康づくりに役

立つ情報を参加者に伝えながら、各家庭はも

ちろん、企業の食堂や野菜売り場などが、そ

の活動や役割にあった方法で協力しながら健

康づくりを進めています。

・レシピ集活用風景
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５、ツールの新たな活用法

・さらに活用を通じて、「住民が野菜の魅力や健

康情報を伝えられる人材を育てる講座を自ら

企画」したり、「商業に活用する動き」も始まっ

ています。また健康づくりを進めやすい環境

づくりとして、３ヵ月の健康チャレンジ期間

を設けていますが、期間以外にも取り組みを

進める必要性を住民が課題として感じ始めて

おり、その点レシピ集は季節に応じた活用が

しやすく、「一年を通した取り組みのきっかけ

作り」にもなっています。さらに普段の味と

の比較もでき、住民が「本当のおいしくて健

康になるレシピや食事などを知る場や、知り

たいと思うきっかけづくりとしての活用」も

進んでいます。
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６、まとめ～住民との健康づくり これから～

・このように、今後もみんなで作ったこの「健

康ツールとしての野菜レシピ集」を住民と一

緒に活用し、まさしくレシピ集のタイトルど

おり『あっという間にプラス野菜』が各家庭

で行われ、町全体で「野菜を食べる人が増え

る」取り組みを展開していくとともに、そこ

から視野を広げた食の取り組みにもつなげ、

さらに健康な町づくりを進めていきたいと思

います。
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