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本山町／特定非営利活動法人 食と健康を学ぶ会 



 

リハビリキッチンで地域を元気にするモデル事業を実施して 

 

 

今回、本山町では、ＮＰＯ法人 食と健康を学ぶ会、本山町健康福祉課、本

山町社会福祉協議会、本山町健康づくり婦人会、本山町食生活改善推進協議会

の構成団体により連携して「リハビリキッチンで地域を元気にするモデル事業」

を実施しました。 

この事業は、食を通じた介護予防、健康づくりへの取り組みで、地域ミニデ

イやあったかふれあいセンター等これまで町で取り組んで来た地域福祉推進

のための事業の活性化をめざして地域住民と一緒に取り組みました。また、住

民対象のリーダー養成の研修会もあわせておこない地域リーダーの人材育成

にも取り組んでいます。また、事業を進めていくにあたり、関係諸団体がより

一層の連携をはかり地域ぐるみで協働する土壌を作るために協議体会議や実

行委員会も数回開催し、連絡調整も図りました。 

ＮＰＯ法人食と健康学ぶ会には、専門的な知識、技術があり管理栄養士、歯

科衛生士、保健師等様々な専門職に関わっていただきました。行政は、ＮＰＯ

の特性を充分に理解し信頼を深め、また、住民は事業に積極的に参加し、地域

の諸団体との連携も始まったことから、協働して効果的な事業運営がなされた

ものと感じています。 

この事業を取り組んだ事で住民の方々の自主性、特に自ら参加することで楽

しさや笑顔が地域に広まった事、今まで引きこもりがちであまり外に出てこな

かった人も参加するようになった事、健康教育をおこなっていくうちに自宅で

も健康管理や食事にも留意し始めた事、客観的にも元気になった等、様々な効

果が見られました。 

現状では、町やＮＰＯ法人食と健康を学ぶ会に頼っているところもあり、ま

だまだ地域での自主的な活動につなげていくにはもう少し時間や支援内容の

検討も必要と考えます。町として、これからもリハビリキッチン事業として位

置づけ、高齢者の見守りやひきこもりの方々への支援、介護予防、地域づくり、

福祉活動、健康づくり、人づくりにつなげていく仕組みも今後検討していきた

いと考えています。 

 

平成２６年２月 

 

 

高知県本山町健康福祉課 
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リハビリキッチンとは 

 

これまで、介護予防の取り組みとしてパワーリハを代表とする筋骨格系のアプローチはエビデン

スが得やすく通所型の介護予防サービス事業から地域で自主的に取り組む「いきいき百歳体操」（健

康体操）まで様々なアプローチがなされています。一方、食事と栄養については国の方針の中に介

護予防として取り組むべき記述があるにもかかわらず、これまでエビデンスがないことを理由に介

護予防のサービスとして定着していません。 

この点に着目し平成 24年度に特定非営利活動法人「食と健康を学ぶ会」の発足当初から法人の

活動の一つの柱として位置づけ、平成 24 年度には「高知県新しい公共支援基金事業」の助成金な

どを活用して食と健康の関係や、地域活動の中でどのように取り入れるかを調査研究した結果確立

した方法が「リハビリキッチン」というあり方です。 

 

＜コンセプト＞ 

料理づくりを通じて地域づくり健康づくりに取り組む 

 

＜具体的な手法＞ 

集落の健康づくりのために高知県で広く普及している「ミニデイサービス」等地域の集まりに、

みんなで一緒にそれぞれの出来ることを持ち寄って食事づくりに取り組み楽しく食べる。 

 

＜期待される効果＞ 

これまでの地域活動における高齢者を支える仕組みは「お世話する人」「される人」と区分され、

敬老活動の一環として行われて来ていた。しかし、過疎高齢化が進み、集落のお世話役さんまでも

高齢化、地域が「老老共助」になってしまい、集落のなかでの助け合いの力（共助力）が減退して

いる。 

「お世話する人」「される人」という関係性のなかでそれぞれが持つ時間に着目すると、お世話

役さん世代は家事や仕事など現役で時間に追われているのに対して、される側の人は段々と加齢に

伴い様々な作業スピードが「ゆっくり」になっていく。一つの場所で共同の作業をするには配慮が

なければ「まどろっこしい」「何もしないでいいから、座って待って…」などのように出来ない人

扱いになってしまいがち。しかし、この場面で「される人」と規定される人々は、決して出来ない

人ではなく、時間をかければ出来るのである。リハビリキッチンでは、全員が出来ることを持ち寄

って、一緒に食事つくりから会食、片付けまで行おうというもの。この取り組みを通じてそれぞれ

が健康に対する意識を高め、バランスの良い食事の取り方を習慣付けることによって健康と、元気、

そして楽しみ（参加することへの動機付け）を得ることが出来ると期待される。 

 

定型化したやり方は、持たず、地域ごとに取り組みやすい方法で導入を図ることも特徴の一つ。 

本山町では、取り組み集落ごとに状況に応じて無理のない取り組みをはじめることを主眼に導入を

図った。 



2 

 

本事業の取組概要 

昨年度以来本山町で試行的に取り組んで来たリハビリキッチン事業を町内全域に普及させてい

くために「普及啓発研修」を行うと同時に、町内各所で取り組まれる「ミニデイサービス」や「あ

ったかふれあいサロン」に出向き「お試しリハビリキッチン」を実施、地域への導入の際の課題

抽出を行う。また、今後これらの活動が自立的に地域で運営できるようにリーダー育成を行う。 

 

＜お試しリハビリキッチン＞ 

実施期間：平成 25年 7 月〜平成 26年 3 月 

実施地区：木能津     （8 月/1 回） ミニデイサービス 

吉野      （７月〜3 月/９回） ミニデイサービス 

上関      （9 月〜3 月/4 回） ミニデイサービス 

下関      （10月〜2 月/3回） ミニデイサービス 

一区      （10月〜1 月/3回） ミニデイサービス 

大石      （2 月〜3 月/2 回） ミニデイサービス 

保健福祉センター（７月〜3 月/20 回） あったかふれあいセンター月曜・火曜 

沢ヶ内     （7 月〜3 月/7 回） あったかふれあいセンターサテライト 

古田      （7 月〜3 月/10 回） あったかふれあいセンターサテライト 

北山西     （7 月〜3 月/8 回） あったかふれあいセンターサテライト 

 ※四区については同様にミニデイサービスの支援を町からの委託事業で行っている 

＜普及啓発研修＞ 

第 1 回 

日時：8/30（金） 

会場： 本山町プラチナセンター 

研修内容：本山町リハビリキッチン研修会 2013 

 第一部 リハビリキッチンを活用して本山に暮らすための 7 つの知恵 

～本当の豊かさって何だろう？～ 

南国生活技術研究所代表 黒笹慈幾 

 第二部 リハビリキッチンを知り地域に広めよう 

対象者：本山町の高齢者全般、地域ミニデイのお世話役・参加者 

参加人数：３５名 

 

第 2 回 

日時：11/26（火） 

会場：本山町保健福祉センター 

研修内容：ますますパワーアップ大作戦「私も地域も元気になる研修会」 

  リハビリキッチン ミニデイ１日たいけん 

 料理、体組成計で体チェック、講座：健康長寿のための１０か条 

「元気体操」 高知県立大学研究員・理学療法士 元吉明 

対象者：地域ミニデイのお世話役・参加者、あったかふれあいセンター利用者 

参加人数：２７名 
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第 3 回 

日時：1/22（水） 

会場：本山町プラチナセンター 

研修内容：「元気の秘訣をとことん学ぶ会」 

～１人１人が元気でいることが元気な地域づくりへの第一歩～ 

①１０品目シートでふだんの食生活をチェックしてみよう 

 管理栄養士 西森美恵 

②「かみかみ１００歳体操」        認定歯科衛生士 川村智津 

③ＳＡＴシステム体験、体組成計で計ってみよう、栄養相談、おやつ試食 

対象者：ミニデイお世話役・参加者、老人クラブ会員、 

本山町健康づくり婦人会役員、本山町食生活改善推進協議会役員 

参加人数：３７名 

 

＜リーダー育成講座＞ 各回ともミニデイで作れる簡単なおやつを作り試食 

第 1 回 

日時：1/21（火） 

会場：本山町保健福祉センター 

講座内容：①世界無形文化遺産「和食 日本人の伝統的な食文化の魅力」 

                     ＲＫＣ調理師学校校長 三谷英子 

     ②１０品目シートを活用しよう  管理栄養士 西森美恵 

対象者：地域のお世話役さん 

参加人数：40 名 

第 2 回 

日時：1/28（火） 

会場：本山町保健福祉センター 

講座内容：①もっと知ろう「認知症」  保健師 岩崎 丸 

     ②料理で脳をトレーニング  管理栄養士 西森美恵 

対象者：地域のお世話役さん 

参加人数：36 名 

第 3 回 

日時：2/18（火） 

会場：本山町保健福祉センター 

講座内容：①「病気とつきあいながら住み慣れた地域で暮らしていくために」 

          訪問看護ステーションあたご所長 安岡しずか 

     ②高齢期の気がつかない低栄養に注意  管理栄養士 西森美恵 

対象者：地域のお世話役さん 

参加人数：39 名 

 

第 4 回 

日時：2/25（火） 

会場：本山町保健福祉センター 

講座内容：①安心安全な地域づくりと健康～防災と地域づくりの観点から～ 

(有)ファクトリー代表取締役 上田善道 

     ②日常生活で注意したいこと減塩・水分  管理栄養士 西森美恵 

対象者：地域のお世話役さん 

参加人数：39 名  
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第 5 回 

日時：3/4（火） 

会場：本山町保健福祉センター 

講座内容：①“色”で若返る～内から美しく外からも美しく～ 

           ひと＆カラーコーディネーター 玖波井加代子 

     ②３・１・２お弁当箱法、食事もおいしそうな色がポイント 

                      管理栄養士 西森美恵 

対象者：地域のお世話役さん 

参加人数：38 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3 回普及啓発研修（1 月 22 日（水）本山町プラチナセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 1 回リーダー養成講座（1 月 21 日（火）本山町保健福祉センター）
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本年度事業の成果のまとめ 

 

３本柱で取り組んだ本年度事業のうち「お試しリハビリキッチン」に関しては、年度始めの声か

けから始まり、「普及啓発研修」の成果もあり徐々に「受入れてみたい」「地域に持ち帰り検討して

みたい」という声の広がりが見られた。 

その結果、年度終盤にかけて頻回に出前をすることとなり、地域の中で「リハビリキッチン」と

いう取り組みの周知をはかることができた。また、集落によっては人口減や高齢化等の理由で自主

開催が困難な地域も見られ、それら地域ではあったかふれあいセンターサテライト事業と抱き合わ

せ、お世話役さんを本山町社会福祉協議会が担い移動の困難な人に対する送迎サービスを行った。 

アンケートの結果を見ると、参加者の中に「楽しかった」「今後も参加したい」という回答が多

く寄せられ、今後ますますの普及が期待される。 

また、昨年度から取り組んで

来た四区では10品目シートを

活用することによって、食習慣

の改善も見られた。  

お世話役さんとなる人材育

成のために行った「リーダー養

成講座」は全 5回とも 35 名を

超える地域の中心メンバーが

熱心に聴講し、今後の活動に取

り組む意味や必要性を受け取

っていただけた。 

今後の課題としては、リハビ

リキッチンの理念を大切にし

てしっかりと根付かせ、お世話

役さんがやり過ぎない、ゆっく

り待ちながら一緒に楽しい時

間を作るという活動に育って

いってもらえるよう支援を進

めることと、送迎のための移送

サービスなどの新しい仕組み

づくりが求められる。 
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取り組みの状況と今後の課題 

 

四区（ミニデイ） 

 

集落人口（a） 513 人 

集落世帯数（b） 266 世帯 

世帯構成員数（a/b） 1.93 人 

高齢化率（％） 31.2％ 

後期高齢化率（％） 17.0％ 

お世話役さんの年齢 66 歳 

利用者の年代 70〜90 代 

 

ここはもともと１００歳体操の集まりのみだったが、２４年度

に一年間、リハビリキッチンの試行事業を行ってきた結果、現在

は集会所に来たら、材料費の支払い→計測→料理の準備→食事→体操→おやつというような一日の

流れが自然にできている。「できることをできる者がする」という形で、無理なく、しかし、手が

足りていない場合は「助け合い」、年齢を問わずに皆が動いている。 

運営も６０代の人が中心で行っているが、１人のみでなく、同じような年齢で、２～３人で体制

を作り上げている。お世話役は集会所の開け閉めや材料の買い出しすることなどがあるが、それも

生きがいや楽しみに変わってきている。材料は持ち寄り野菜もあり、おかずがたくさんできた時は、

それをまた買って帰るというしくみもできている。運営自体はこれからが本当の自立ということに

なっていくが、それ自体への不安は少なくなってきている。さらに今の集いが個々の介護予防につ

ながっていくという意識もついてきている。 

参加者を見ると、ここ一年で体調を崩したり、個々の事情で来なくなった人もいる。毎回２０人

前後と固定化されてきているが、今まで運営に必死だったお世話役さんが、地域の皆に元気になっ

てほしいと思い、久々に来る人や初めて来る人が入りやすい雰囲気作りをしないといけないと思い

はじめている。誕生日会の企画や独居の高齢者の送迎など、自分たちで計画し、楽しく集まること

が続くように努力している。それが今後、負担に変わっていかないように、何かあった時の受け皿

(サポートする側の体制)の方を今のうちに作っておき、お世話役さん地域の皆も安心して集えるよ

うな「サポートする側の体制作り」が必要。 
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一区（ミニデイ） 

 

集落人口（a） 244 人 

集落世帯数（b） 126 世帯 

世帯構成員数（a/b） 1.94 人 

高齢化率（％） 42.2％ 

後期高齢化率（％） 25.8％ 

お世話役さんの年齢 80 歳 

利用者の年代 80 代 

 

ここは月に１回のミニデイ(不定期)で、１００歳体操をして

皆でおやつを食べてコミュニケーションをとっている。(集ま

る日は皆の都合次第ということ。)  

もともと町の中心でいろいろな団体のお世話役を担っていた方が多く、その人たちが８０代とな

った今も、自分たちで運営をしている。参加者は毎回１０人前後。たまに誕生日会を開き、その時

は料理もしたりしている。何か役をしてきた人が多いだけあって、何かをする時はほとんどの人が

動いている。参加者の中にはもう少し若い人も少しはいるが、８０代が主である。ミニデイでやる

ことに関してはやる気があり、集まることは楽しいようだ。 

最近は体操も月に１回から、できる時に集まってやるようになってきている。研修会の参加率も

この地区はよくて、個々の健康や知識を得ることに関しての意識は高いと思う。ただ、自分たちが

今までたくさん世話役をしてきたから世代交代したいという気持ちが強く、それが負担感につなが

っているように感じる。集まる場所が坂道の上にあることから、徒歩で参加できる人に限りがあり、

参加者もほぼ一緒になっている。運営することへの負担とその場所に行くための手段の部分でサポ

ートできる体制ができれば、もともと意識が高い人が多いので、このミニデイはもっと活性化する

のではないかと思う。 
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吉野（ミニデイ） 

 

集落人口（a） 217 人 

集落世帯数（b） 109 世帯 

世帯構成員数（a/b） 1.99 人 

高齢化率（％） 50.7％ 

後期高齢化率（％） 32.3％ 

お世話役さんの年齢 75 歳 

利用者の年代 70〜80 代 

 

ここでは月に１回、料理と１００歳体操をしている。 

ここのお世話役さんは７０代で、中心になる人が１人、同年代

の仲間も２～３人いて運営している。参加者は１０名～１５名ぐ

らい。料理の方は食改さんや若手が中心になり食事を作り、皆で

食事をした後の片づけは料理をしなかった人がやるという役割分担をしている。 

お世話役以外の参加者さんは８０代から９０代だが、普段から自分の家で畑をしたり、家事をし

ている人もおり、日々動いている人が多い。料理に使う野菜も持ってきてくれる。この持ち寄り野

菜やミニデイの月々の予算で、一回の材料費がおさまるようにメニューも工夫している。日々いろ

いろな用事もかねている人もいるので、料理から体操・解散までの段取りは手早い。 

現在はお世話役の７０代の方たちが元気で運営しているが、５年、１０年先を考えた時に、その

後を継いでいく者がいないことが課題。現在は中心になるお世話役さんが足を運んで声をかけ、参

加者をつのっていることが多い。ミニデイの日は固定化されているので、広報の仕方なども考えて

みてはどうかと思う。 

運営に関しては、お世話役さんたちの意識が高いので参加者の人たちは日々感化されつつ、高齢

化という現状があるので、こうしなくてはいけないと思うことがかえって負担感とならないよう、

続けていけるやり方・方法を今後も模索していかないといけないように思う。 
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上関（ミニデイ） 

 

集落人口（a） 190 人 

集落世帯数（b） 93 世帯 

世帯構成員数（a/b） 2.04 人 

高齢化率（％） 43.7％ 

後期高齢化率（％） 27.4％ 

お世話役さんの年齢 70 歳 

利用者の年代 70〜80 代 

 

ここでは毎月１回、ミニデイをしている。本山町のミニデイ組

織の中では歴史が長く、回数も１２０回を超える。 

参加者は７０代から８０代で、人数は２０名前後となっている。 

 つい最近までは、お世話役の男性のミニ講義で午前中を過ごし、

お昼をはさんで午後は１００歳体操というように参加者が１日過ごせる体制で行ってきた。お昼ご

はんは食改さんが中心に準備をし、もてなす側とされる側に分かれているような感じがあるが、長

年この体制で行ってきたので、なかなかそれを変えていくことはできない感じだった。(お世話役

の体制→講義をする人、全体をまとめる人、料理の段取りをする人の 3つ) 

参加者については、８０代が中心だが、普段は農作業などしているという人もおり、ここに来た

らくつろぎたいという人もいるようだ。そうしてきた中で、お世話役さんの高齢化や、参加者自体

の高齢化もあり、運営事情も少しずつ変わってきている。(講義をする人は引退し、料理の段取り

をする人はおやつを作るぐらいになった。全体をまとめるお世話役さんがきりもりしている)現在

はお昼ごはんもお弁当をとることが多いようだ。 

お世話役は一人では無理なので、それを支えていくまわりの人の体制づくりが必要。ミニデイに

携わっている食改さんなど、それぞれ「負担感」が優先されるかもしれないので、何がこの地区で

続けていけることなのか、地区全体で考えていくとともに、運営する側も自分自身が楽しめるよう

なことをミニデイに取り入れることができれば、集まることへの楽しみができるのではないかと思

う。(ここの地域の実情もあると思うので、今後も地域の声を聞いていかないといけないと思う) 
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下関（ミニデイ） 

 

集落人口（a） 65 人 

集落世帯数（b） 35 世帯 

世帯構成員数（a/b） 1.86 人 

高齢化率（％） 53.8％ 

後期高齢化率（％） 29.2％ 

お世話役さんの年齢 69 歳 

利用者の年代 70〜80 代 

 

ここは月に１回ミニデイを開催している。お世話役の男性

が、高齢者が月に一度集える場所をとがんばって運営してい

る。特に何をすると決まってはいないようだが、毎回、誰か

を呼んで講義をしてもらったり、おやつを出してコミュニケ

ーションをとっているようだ。参加者は８０代前後。皆に会

えることが楽しいようで、時間があれば皆で話をしている感じ。集まることは楽しく感じているよ

うだ。料理を作ることに関しては、高齢化が進み、してもらうことは歓迎だが自分たちでするのは

しんどいようだ。 

お世話役さん自身の意識は高く、料理や体操が介護予防につながることも十分認識していて、一

時は料理も試みたいと話していたが、参加者の現状を考えるとまだまだリハビリキッチンのような

しくみを取り入れるまでにはならない状況である。何かを学ぶことに関しては参加者も熱心に聞い

ているので、関心はあるように思う。ここ最近、集会所がもっと快適に使えるように、誰もがすぐ

に集まれるような環境を整えたいと地域で動きだしたので、ミニデイの活性化はこれからではない

かと思う。 
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大石（ミニデイ） 

 

集落人口（a） 199 人 

集落世帯数（b） 81 世帯 

世帯構成員数（a/b） 2.46 人 

高齢化率（％） 47.7％ 

後期高齢化率（％） 29.1％ 

お世話役さんの年齢 60 歳 

利用者の年代 70〜80 代 

 

月に１回の大石ミニデイは、８０代～９０代の高齢者が毎回楽

しみにして集まってきている。ミニデイではなかなか見ることの

ない男性も数名参加している。お世話役さんは６０代で４～５名

おり、毎回の料理の段取りなどをしている。参加者は毎回１５名

前後。ここでは皆で食事をし、そのあと歌謡体操をしている。 

この辺は園芸農家が多く、繁忙期はお世話役さんも忙しいのでその時はお弁当をとっているよう

だが、それでも参加者は集まりたいらしく、ミニデイは続けているようだ。ここもお世話役さんの

意識は高く、研修会などにもよく参加し、健康に関する意識も高い。しかしそれをこのミニデイで

皆に意識づけとなると、高齢なので意識づけをするにはなかなかのようだ。お世話役さんはお世話

をする、参加者はおもてなしを受けるという印象を受けた。しかしお世話役さんの「ここに来てる

人は、これが楽しみだから」という言葉から、楽しく集まっていることを大事にしている感じなの

で、一人一人が何か役割を持ってすることには至らないかもしれないが、今まで自分たちのみで運

営してきたので、何か新しい風を取り入れたい雰囲気もある。ＮＰＯも関わったのが２回なので、

運営上の課題などが見える状態までには至らなかった。 
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あったかふれあいセンター 全体 

ここの一日の流れは、あったかふれあいセンターを運営する社協職員により組まれている。一般

のデイサービスと同じく送迎もあり、職員が来所者のお世話をするという形が定着している。どこ

も調理室が隣にあったり、建物内に設置されていることから、上げ膳据え膳ではなく、介護予防も

かねて料理やおやつ作りをしてみてはどうかと働きかけた。 

現状では介護予防の取り組みまではなかなか手が届いていない。しかし、ただ連れてきてもらっ

て過ごすのではなく、それぞれが１つでも役割を持ち、介護予防につなげることができないかと、

健康教育的に食や栄養のことを中心に講座形式で入った。現在は、毎回話をしてきた「１０品目シ

ート」をつけて低栄養を予防することが定着しつつある。 

 

あったか 保健福祉センター(月曜日・火曜日) 町全域 

ここは８０代～９０代の高齢者が１０名前後が参加。独居の人で、月・火はここに来て、別の日

は自分の地域のミニデイに参加しているという人や、家族と同居しているが、昼間の時間をここで

過ごすために連れてきてもらっている人などがいる。 

独居の人は、普段は家で家事など全部自分でしているので、ここに来た時はくつろぎたいという

人もいるようだ。ふだんミニデイに参加した時によく動いている人も、ここに来たら座っているこ

とが多い。こうやってあちこちに顔を出す人は、家に引きこもらないように意識しているように思

う。一番強く感じたのは、ミニデイに参加している時と、ここに来た時の表情。ミニデイは地域に

根ざし、近所の人も多いので、表情がにこやかである。ここは各地域から集まっているので、その

辺が表情に出ているのではないかと思う。一日の流れは、今の状況が慣れているようなので、あら

ためてリハビリキッチンのしくみを取り入れて実践したいという感じではない。 
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古田（あったかふれあいセンターサテライト） 

 

集落人口（a） 111 人 

集落世帯数（b） 48 世帯 

世帯構成員数（a/b） 2.31 人 

高齢化率（％） 48.6％ 

後期高齢化率（％） 35.1％ 

お世話役さんの年齢 社協職員 

利用者の年代 70〜80 代 

 

ここは７０代～８０代の高齢者が中心に集まっている。あった

かの中では参加人数が多い。普段は農作業をしている人もおり、

週に一度集まって皆で手芸や折り紙などをすることを楽しみにし

ているように感じる。そういう人たちが集まっているので、毎回

のメニューも手芸や折り紙を入れているようだが、それが苦手な人はいつも手伝ってもらったりし

ているので、１人１人に置き換えるとどうなのか疑問がある。同じ地域の者が集まり、半分ミニデ

イのような感じなので、皆仲がよく、雰囲気はいい。ここも健康教育的に入ったが、個々の健康に

ついては意識が高く、興味もあるようだ。（１０品目シートはさっそく皆がつけはじめ、次に行っ

た時には１週間分を書いてきてくれていた。） 
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北山西（あったかふれあいセンターサテライト） 

 

集落人口（a） 166 人 

集落世帯数（b） 78 世帯 

世帯構成員数（a/b） 2.13 人 

高齢化率（％） 45.8％ 

後期高齢化率（％） 29.5％ 

お世話役さんの年齢 社協職員 

利用者の年代 70〜80 代 

 

ここは町の北にあり、川は超えないといけないが、比較的出

てきやすい場所のようで、研修会などの参加率もよい。世代も

他のあったかに比べると若い世代がいる。 

ここはお世話をしないといけない人と、自分で動ける人がは

っきり分かれている感じだ。若い世代の人は料理も好きで、皆

で料理を作ることもしてみたいという人もいた。個々の健康に対する意識も高く、講座形式で話を

しに行った時も熱心に聞いていたし、研修会にも来ていた。あったか(月曜、火曜)に来ている人は

ここでも同じような感じだが、自分でここに通っている人は、何かをはじめようとしたらできるの

ではないかと思う。ここで皆に会うことは楽しみにしているようで、習ったことを家で一人で実践

しても楽しくないという声もあった。 

やる気があれば地域ミニデイのようなこともできなくはないと思うので、サポートする体制が整

っていればできそうな気もする。 
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沢ヶ内（あったかふれあいセンターサテライト） 

 

集落人口（a） 36 人 

集落世帯数（b） 13 世帯 

世帯構成員数（a/b） 2.00 人 

高齢化率（％） 52.8％ 

後期高齢化率（％） 44.4％ 

お世話役さんの年齢 社協職員 

利用者の年代 70〜90 代 

 

ここは本山の中でも、街部から離れ、山の中に入っていくの

で、集落も点在していて送迎なしではなかなか集まることがで

きない所だ。 

参加者は５名ぐらいと少ないが、それぞれ独居で、月に１回

の集まりを楽しみにしている。最年長は９０代だがまだまだ向上心があって、食や栄養の話などに

もとても関心があり、熱心。せっかく来てもらった人(参加者、職員、ＮＰＯ)のためにと、自分で

おやつを作ってくる人もいる。その人にとってはそれが楽しみになっているところもあるようだ。

職員さんに会うのが楽しみという人もいた。こういう所は 1つでもその人にとっての生きがいや楽

しみを作ることが大事だと思う。 

遠くにいる身内より近くにいる近所の人がたよりという人が多いので、日々のつながりが重要。

自分たちでは集いを作るのに限界があるので、運営する側が集める努力をしてはどうかと思う。 
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Ⅰ．リハビリキッチンによる 10 品目食事摂取の変化についての検討 

平成 25 年度のリハビリキッチン開始前（1回目）と終了後（2 回目）の変化について統計学的検

定を行った（分析対象者 9 名）。 

検定は paired t-test（対応のある t 検定）、Wilcoxon の符号付き順位検定を用いて行った。 

 

１．10 品目合計の検討（1 週間の調査、70 点満点） 

1 回目より 2回目の方が有意に高値であった。つまり、食事摂取の多様性（バランス）が増したと

考えられる。 

1 回目 2 回目 
p 

(paired t-test) 

p 

(Wilcoxon) 

61.4±5.053 65.33±3.937 0.015 0.024 

 

 

２．品目別の検討（1 週間の調査、7 点満点） 

卵、芋において、1 回目より 2 回目の方が高値であった。1 週間で卵、芋を摂取した日数が多くな

ったことを示している。 

 
1 回目 2 回目 

p 

(paired t-test) 

p 

(Wilcoxon) 

肉 6.22±0.667 6.33±0.707 0.729 0.705 

魚 6.11±1.269 6.11±1.167 1.000 1.000 

卵 5.11±1.900 6.00±1.118 0.069 0.034 

乳製品 7.00±0.000 6.89±0.333 0.347 0.317 

大豆・豆腐 6.33±1.658 7.00±0.000 0.262 0.180 

海藻 5.33±1.936 6.11±1.1269 0.133 0.121 

芋 4.89±1.769 6.44±1.130 0.043 0.055 

果物 7.00±0.000 7.00±0.000 
 

1.000 

油 6.44±0.726 6.44±0.882 1.000 1.000 

緑黄色野菜 7.00±0.000 7.00±0.000 
 

1.000 

50

60

70

1 2

10品目の合計 
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Ⅱ．リハビリキッチン参加後のアンケート調査結果 

 リハビリキッチン参加者のアンケート調査結果から、リハビリキッチンへの参加は、参加者の「栄

養に関する意識の向上」「食事バランスの改善」の効果があると考えられる。また、リハビリキッ

チンへの参加は、「楽しかった」「今後も参加したい」と回答した方が多くみられた。 

 

１．今年度、リハビリキッチン事業で「NPO 法人 食と健康を学ぶ会」の管理栄養士など、専門職

種のスタッフが直接皆さんに関わり、健康や栄養の講座をしてきましたが、いかがでしたか？  

 
あったかふれあいセンター ミニデイ 

 
人数 ％ 人数 ％ 

とても楽しかった 9 33.3% 17 44.7% 

楽しかった 18 66.7% 21 55.3% 

楽しくなかった 0 0.0% 0 0.0% 

分からない 0 0.0% 0 0.0% 

合計 27 100.0% 38 100.0% 

２．この事業に参加して普段の生活などに変化はありましたか？ 

 
あったかふれあいセンター ミニデイ 

 
人数 ％ 人数 ％ 

変化した 21 77.8% 13 37.1% 

変わらない 6 22.2% 17 48.6% 

分からない 0 0.0% 2 5.7% 

未回答 0 0.0% 3 8.6% 

合計 27 100.0% 35 100.0% 

３．リハビリキッチン講座に参加して、栄養に関する意識が向上しましたか？ 

  あったかふれあいセンター ミニデイ 

  人数 ％ 人数 ％ 

とても向上した 7 25.9% 11 26.8% 

まあ向上した 19 70.4% 20 48.8% 

あまり変わらない 1 3.7% 5 12.2% 

未回答 0 0.0% 5 12.2% 

合計 27 100.0% 41 100.0% 
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４．10 品目シートをつけること(意識すること）で、食事のバランスは良くなりましたか？ 

  あったかふれあいセンター ミニデイ 

  人数 ％ 人数 ％ 

とてもよくなった 6 22.2% 14 34.1% 

よくなった 13 48.1% 16 39.0% 

変わらない 8 29.6% 6 14.6% 

よくならない 0 0.0% 0 0.0% 

興味がない 0 0.0% 0 0.0% 

未回答 0 0.0% 5 12.2% 

合計 27 100.0% 41 100.0% 

５．今後リハビリキッチン事業のような事業に参加したいと思いますか？ 

  あったかふれあいセンター ミニデイ 

  人数 ％ 人数 ％ 

参加したい 24 88.9% 34 82.9% 

参加したくない 0 0.0% 0 0.0% 

分からない 1 3.7% 1 2.4% 

未回答 2 7.4% 6 14.6% 

合計 27 100.0% 41 100.0% 

 

 

 

 

 

平成 25 年度リハビリキッチンで地域を元気にする 

モデル事業 実施報告書 
 

2014 年 3 月 

発行：本山町／特定非営利活動法人 食と健康を学ぶ会 

 

特定非営利活動法人 食と健康を学ぶ会 

TEL:&FAX:088-873-6477 

 

本山町健康福祉課 

TEL:0887-70-1060 

 


