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 2011年3月11日東日本大震災は、岩手・宮城・福島の太平洋沿岸から関東にかけて、甚大な被害をも

たらし、今もなお、仮設住宅での生活を余儀なくされている被災者たちの食生活は決して良好とはいえ

ません。仮設住宅が建っている場所は買い物をするスーパーやコンビニがないなど立地が不便なところ

が多く、食材の仕入れは一苦労で、与えられた食卓やキッチンスペースも窮屈なのが実態です。食事の

笑い声もお隣を気にしながらというもので、楽しいはずのお料理も意欲低下が懸念材料でした。 
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■はじめに 

事業の目的 

 本事業を実施するにあたり、事前に5地域の仮設住宅を訪問し、食に関して現状を調査しました。さら

に自治体の管理栄養士の方々とも意見交換をさせていただき、地元の方たちの状況や健康状況を知った

うえで、実施に向けてのレシピ開発等を行った。 

 被災した住民の方たちは、仕事を失ったり、以前との生活が一変し、厳しい環境の中で生活をしてい

ることから、「旬の野菜」を活用し家計にやさしく、栄養価も高い、旬の野菜を活用したレシピの開発

を行った。 

 また、仮設住宅ではコンロの周辺が壁に近いために、「汚れと火事が心配」といった声があることや、

冷蔵庫の中にあるものを活用した取り組みやすい簡単な調理方法でありながら、栄養バランスの取れた

レシピの開発であることを心掛けた。 

旬の食材で、家計にやさしいレシピの開発 

 仮設住宅の食環境を踏まえ、家計にやさしく、簡単で栄養バランスの整った、仮設住宅のキッチン等

現状に合わせたレシピの開発を行い、定期的に集会所での料理の実演を通して、実演指導に交え、料理

の食べ合わせの指導や、栄養バランスが整った日本型食生活の素晴らしさ、食生活の大切さを再認識し

て頂くことを目的に本食育事業を実施した。 

 また、専用HPなどでも本事業の状況を更新し、周辺自治体や周辺仮設住宅でも活用するべく広く周知

することを目指した。 

仮設住宅住民の食生活 
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■事業実施要領 

1.事業の趣旨 

 『高齢者を中心とした仮設住宅における、健康イキイキ事業』のコンセプトを基に、本事業を通じて

仮設住宅における高齢者の偏った食生活を改善することを目的に、自主事業と連動し、経済的、組織・

仕組みとして持続的な活動に繋がるように心がけ実施した。 

 仮設住宅では、カップラーメンや日持ちのする加工商品の購入が多く、栄養バランスが決して良いと

は言えない状況にある。交通手段も限られており、高齢者にとっては自宅まで重い荷物を持つことが困

難なため、生鮮食品の購入が容易ではない。 

 そこで本事業では、栄養士、食生活アドバイザーと連携し、食事バランスガイド等の科学的根拠に基

づき、レシピ冊子を仮設住宅入居者に対して配布し、ホームページなどでレシピなどを閲覧できるよう

にした。 

 また、仮設住宅内にキッチンカーを設置し料理下ごしらえを行い、集会所で料理レシピの実演を実施

した。高齢者向けに料理の作り方、ポイントなどわかりやすく説明をし、バランスの取れた食事の重要

性を伝えた。 

 また、料理教室の様子はその都度ホームページにアップし広く一般に向けての情報発信にも努めた。 

2.事業の概要 

①レシピ開発（100レシピ） 

栄養士、食生活アドバイザーと連携し、食事バランスガイド等の科学的根拠に基づき、栄養バランスが

取れたレシピを開発した。 

 

②簡単お料理教室の実施（5市町村×4回 計20回） 

配布したレシピを活用し、家庭の中でも手間がかからず、美味しくバランスの取れたお料理ができるこ

とを実感していただくために実演を行った。 

 

③レシピ情報紙「東北イキイキ健康家族通信」の配布（No.1～4、総集編） 

高齢者等を中心に栄養バランスが取れた料理の啓蒙活動を行うため、紙媒体（「東北イキイキ健康家族

通信」）を通じてレシピのメニューや健康情報などを踏まえた情報発信を行った。 

 

④ホームページによるレシピ提供（全レシピ掲載） 

買い物困難者で栄養バランスが崩れている高齢者等に対してバランスの取れた料理レシピを提供し、健

康に対する知識を深められるよう広く普及・啓発を行った。 

 

⑤効果測定の実施（2回実施） 

仮設住宅の住民に対してのアンケート調査（初日、最終日の2回実施） 

 

⑥その他の情報発信 

・マスメディアへの情報発信 

・自治体広報から地域住民に対しての情報発信 

 

⑦事業の成果報告書の作成 

作成した報告書は、協力いただいた仮設住宅にも配布。 
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■事業内容：1.レシピ開発 

1.レシピ開発 

 栄養士、食生活アドバイザーと連携し、食事バランスガイド等の科学的根拠に基づき、栄養バランス

が取れたレシピを100レシピ開発した。被災を受けた住民の方たちは、依然として厳しい環境の中で生

活をしていることから、旬の野菜を活用することが家計にやさしく、栄養価も高いことから、旬の野菜

を活用したレシピ開発を行った。また、仮設住宅ではコンロの周辺が壁に近いために、汚れと火事が心

配といった声があることから、簡単な調理方法であることと、栄養バランスが取れるレシピ開発である

ことを心掛けた。 

・協力先：一般社団法人 東北フードサービス 

1.生姜の佃煮 

【材料】（作りやすい分量）  
生姜・・・大きめのかたまり1つ  
醤油・・・大さじ2  
黒糖・・・小さじ1   
【作り方】  
①生姜の皮をむいて、細かく千切りにする。 ②フライパンで軽く数十秒乾煎りする。火が
回ったら醤油をまわしかけ、黒糖を足してなじませながら中火で3分くらい炒める。 ③生姜に
醤油がしみてしんなりしたら火からおろして粗熱が取れたら器に移して出来上がり。  
※瓶詰めして作り置きしておくと便利。炊き立てのご飯に混ぜたり、湯豆腐の薬味としてもお
すすめ。  
   
（1人分：1食分大さじ1程度 8kcal/食塩相当量 0.7g）  

2.ポカポカ生姜スープ 

【材料】（2人分）  
生姜（すりおろし）・・・小さじ2  
鶏がらスープの素・・・小さじ1/2  
熱湯・・・300ｍｌ  
ネギ・・・適量  
白ごま・・・適量  
【作り方】  
①カップ（器）に生姜のすりおろし、鶏がらスープの素、刻んだねぎと白ごまを入れ、熱湯を
注いで出来上がり。  
※お好みでわかめを入れると、満足感がありますよ。  
   
（1人分 11kcal/食塩相当量 0.9g）  

3.豚肉と生姜の煮物（主菜） 

【材料】（2人分）  
大根・・・8㎝分  
豚バラ肉・・・200ｇ  
生姜・・・１片  
炒め用油・・・少々  
【作り方】  
①大根は半分にしてそれぞれ8等分に切り生姜は千切りに切る。 ②油を引いた鍋で生姜を炒め、
大根を入れて炒める。大根に油がまわったら豚肉を入れて炒める。 ③豚肉の色が大体変わっ
たら、かぶるくらいの水を入れて（800cc前後ぐらい）沸騰させる。沸騰したらしっかりあく
を取る。 ④砂糖、酒、みりん、醤油を入れて中火で煮込む。 ⑤大根に完全に火が通り、味が
染みたら出来上がり。  
 
（1人分 265kcal/食塩相当量 1.5g）  

砂糖・・・大さじ２  
酒・・・大さじ２  
みりん・・・大さじ１  
醤油・・・大さじ2   
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■事業内容：1.レシピ開発 

4.生姜としらすの炊き込みご飯（主食） 

【材料】（2人分）  
・炊き込み用  
米・・・1合  
生姜・・・大さじ1  
水・・・1合分  
酢・・・小さじ1  
【作り方】  
①米1合は研いで、いつもどおりの分量のお水を入れる。 ②みじん切りにした生姜と酢を入れ、
いつもどおりに炊く。 ③炊き上がったら、刻んだ生姜としらす、そして大葉を加えさっと混
ぜれば出来上がり。  
   
（1人分：ご飯150ｇ  338kcal/食塩相当量 1.0g）  

5.生姜が香る塩うどん（主食） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・1/2本  
うどん・・・2玉（400ｇ）  
生姜（すりおろし）・・・1片分  
白だし・・・小さじ1  
水・・・600cc  
【作り方】  
①水と、鶏団子を入れて煮立たせる。煮立ったら白だしと塩で味を調える。 ②①が沸騰した
ら、細切りにしたネギと生姜を入れる。 ③ネギがしんなりしたらうどんを入れて、食べる寸
前にゆずの皮の千切りを入れて出来上がり。  
※鶏団子の代わりに、鶏むね肉でもOK。良いだしが出ますよ。  
   
（1人分 283kcal/食塩相当量 2.7g）  

6.鶏の生姜焼き（主菜） 

【材料】（2人分）  
鶏もも肉・・・1枚  
生姜(すりおろし)・・・1片分  
酒・・・大さじ1  
みりん・・・大さじ1  
醤油・・・大さじ1  
一味唐辛子・・・適量  
ごま油・・・小さじ1   
【作り方】  
①鶏もも肉はひとくち大に切る。 ②ボウルに生姜、酒、みりん、醤油を入れ混ぜ合わせる。  
③フライパンにゴマ油を熱し、鶏もも肉の両面にしっかりと焼き色がつくまで焼く。 ④余分
な脂を拭き取り、②を加えて煮汁をからめ、仕上げに一味唐辛子を振れば出来上がり。  
   
（1人分 351kcal/食塩相当量 1.7g）  

・仕上げ用  
生姜・・・小さじ1  
しらす・・・大さじ2～3杯  
大葉・・・3～4枚  

鶏団子（市販のもの ）・・・60ｇ  
塩・・・少々  
ゆずの皮・・・お好みの量  

7.生姜と油揚げの炊き込みご飯（主食） 

【材料】（2人分）  
生姜・・・1かけ弱  
米・・・1合  
油あげ・・・1/2枚  
醤油・・・大さじ1/2  
酒・・・大さじ1/2  
和風だし（顆粒）・・・小さじ1  
水・・・調味料を入れて残り1合分まで  
【作り方】  
①生姜の皮をむいて千切りにする。 ②油あげは油抜きし、小さく切る。 ③研いだ米に、生姜
と油揚げ、調味料を全部入れて、1合のご飯を炊くときの目盛りまでお水を入れ、軽く混ぜ合
わせていつも通りに炊けば出来上がり。  
   
（1人分：ご飯150ｇ  375kcal/食塩相当量 1.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

8.長ネギのきんぴら（副菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・1  本  
赤唐辛子(種を取り輪切り）・・・1/2本分  
サラダ油・・・大さじ1/2  
酢・・・大さじ1/2  
みりん・・・大さじ1/2  
酒・・・大さじ1/2  
醤油・・・大さじ1/2  
  【作り方】  
①長ネギを5cm幅に切り揃える。 ②フライパンにサラダ油を熱し長ネギを入れ焼き色がつく
まで炒める。 ③赤唐辛子、調味料を混ぜ合わせ、②に加えて汁気が少なくなるまで炒め煮に
すれば出来上がり。  
   
（1人分 69kcal/食塩相当量 0.7g）  

9.韓国風ネギサラダ（副菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・2本  
醤油・・・大さじ1  
酒・・・大さじ2  
酢・・・大さじ2  
砂糖・・・大さじ1/2  
一味唐辛子・・・大さじ1/2（お好みで調整）  
ごま油・・・大さじ1  
白ごま・・・小さじ1  
【作り方】  
①しらがネギを作り、水にさらす。 ②ボウルに調味料を全て混ぜ合わせ、タレを作る。  
③①の水気を切り、②と絡めて出来上がり。  
   
（1人分 149kcal/食塩相当量 1.3g）  

10.長ネギと生姜の酢味噌和え（副菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・1本  
味噌・・・大さじ1  
酢・・・大さじ3  
砂糖・・・大さじ1  
生姜（すりおろし）・・・小さじ1程度   
【作り方】  
①ネギを5～6cmに切る。 ②①を沸騰した鍋に入れて、再沸騰してきたらザルにとって水気を
切る。 ③ボウルに味噌、酢、砂糖、生姜を入れ合わせる。 ④③に②を入れ、混ぜ合わせれば
出来上がり。  
   
（1人分 68kcal/食塩相当量 1.2g）  

11.長ねぎと鶏ささみのゆず胡椒風味（主菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・1本  
鶏ささみ・・・2本  
酒・・・大さじ1  
ポン酢醤油・・・大さじ2  
醤油・・・小さじ1  
ごま油・・・小さじ1/2  
ゆず胡椒・・・小さじ1/2  
【作り方】  
①ささみはすじを取り、一口大のそぎ切りにする。 ②①を耐熱容器に重ならないように並べ、
酒を回し入れ、ふんわりラップをして約4分レンジでチンする。余熱で中まで火を通すため、
すぐにラップは外さない。 ③ネギは斜め切りにし、同じく耐熱容器に並べ（ラップはしな
い）そのままレンジで約3分チンする。 ④器に調味料を全部混ぜてタレを作り、最後に②と③
を入れて混ぜ合わせれば出来上がり。  

（1人分 82kcal/食塩相当量 1.8g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

12.ネギ玉（主菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・1本  
卵・・・2個  
ごま油・・・大さじ1  
和風だし（顆粒）・・・小さじ1  
【作り方】  
①長ネギを1cmくらいに切る。 ②ごま油を引いたフライパンで、①を焦げ目がつくように炒
める。 ③卵と和風だしを合わせて溶き、②に回し入れ軽くかき混ぜる。卵が好みの硬さに火
が通ったら出来上がり。  
   
（1人分 156kcal/食塩相当量 1.0g）  

13.簡単ネギ味噌 
【材料】（作りやすい分量）  
長ネギ・・・2本  
味噌・・・大さじ4  
醤油・・・大さじ1/2  
みりん・・・大さじ2  
砂糖・・・大さじ2  
酒・・・大さじ1  
【作り方】  
①ネギ、ニンニク、生姜、梅干しはそれぞれみじん切りにしておく。味噌、醤油、みりん、砂
糖、酒を全て合わせておく。 ②フライパンを熱してサラダ油を入れ、みじん切りにしたニン
ニクと生姜を香りが出るまで焦がさないように炒め、香りが出たらネギを入れてしんなりする
まで炒める。（中火で2～3分） ③ネギがしんなりしたら①の合わせ調味料と梅干しを入れて
ねぎと絡めながら焦がさないように炒め、最後に鰹節を入れて更に煮詰めたら出来上がり。  
   
（1食分大さじ1杯の場合 27kcal/食塩相当量 0.6g）  

14.長ネギとじゃがいものチヂミ（副菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ(みじん切り) ・・・1/2本  
じゃがいも（千切り）・・・1/2個  
卵・・・1個  
薄力粉・・・大さじ4  
片栗粉・・・大さじ1  
【作り方】  
①材料を全部ボウルに入れ、滑らかになるまで混ぜる。 ②フライパンに大さじ2の油を入れ、
生地を入れ広げる。 ③中火でじっくり焼いて、きつね色の焦げ目がついたら裏返し、油大さ
じ1を回りから入れて、もう片面が焼けたら器に盛り、最後に仕上げのごま油をかければ出来
上がり。  
   
（1人分 353kcal/食塩相当量 1.6g）  

15.すし酢で簡単なます（副菜） 

【材料】(2人分)  
大根・・・1/4本（せん切り）  
にんじん・・・1/4本（せん切り）  
市販のすし酢・・・大さじ2  
塩・・・2つまみ程度  
【作り方】  
① 千切りした大根とにんじんに塩をからめてしばらく置いておく。 ② 20分位置き、①がしん
なりしたら、手でギュっときつく絞り、すし酢をからめたら出来上がり。  
   
（1人分49kcal/食塩相当量1.4g）  

ニンニク・・・1片  
生姜・・・1片  
梅干し果肉・・・1個分  
鰹節（小パック）・・・1袋（3g）  
サラダ油・・・大さじ1  
※1食分は大さじ1～2杯程度   

ごま油（仕上げ）・・・小さじ1  
塩・コショウ・・・少々 
水・・・50ml  
鍋用サラダ油・・大さじ2＋1  
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■事業内容：1.レシピ開発 

16.大根の葉っぱナムル（副菜） 

【材料】(2人分)               
大根の葉・・・1本分  
にんじん・・・3～4cm程度  
ごま油・・・大さじ1/2  
醤油・・・大さじ1/2  
コショウ・・・少々  
ニンニク（すりおろし）・・・少量（1/2片分程度）※チューブでも可  
白ゴマ・・・大さじ2  
【作り方】  
①大根の葉は、キレイに洗って、さっとゆで、食べやすい大きさに切る。 ②にんじんは千切
りにして、同じようにさっとゆでる。 ③ボウルに全ての調味料を入れ、茹でた大根の葉とに
んじんを加え混ぜ合わせる。 ④30分程度おき、味がなじんだら出来上がり。  
   
（1人分151kcal/食塩相当量0.7g）  

17.大根と豚肉の中華風ピリ辛炒め（主菜） 
【材料】(2人分)  
豚肉こま切れ・・・100ｇ  
大根・・・1/4本  
ごま油・・・大さじ1  
鶏ガラスープ（顆粒）・・・小さじ1  
醤油・・・大さじ1  
酒・・・大さじ2  
鷹の爪（輪切り）・・・ひとつまみ  
【作り方】  
①豚肉を1ｃｍ幅程度の食べやすい大きさに、大根は縦に細長く切り、繊維に沿って細切りに
する。 ②フライパンにごま油を熱し、豚肉と大根を強火で炒める。豚肉に火が通る程度まで。  
③②のフライパンに水をひたひたに入れ、鶏ガラスープ、醤油、酒、鷹の爪を加え弱めの中火
で15分、あくをすくいながら炒め煮にする。煮汁が半分以下になれば出来上がり。  
   
（1人分286kcal/食塩相当量1.4g）  

18.大根のケチャップ煮（副菜） 

【材料】(2人分)  
大根・・・6cm  
水・・・150cc  
ケチャップ・・・大さじ2  
鶏がらスープ（顆粒）・・・小さじ1  
粗挽き黒コショウ・・・お好みの量  
【作り方】  
①大根は食べやすい厚さでいちょう切りにし、分量の水で茹でる。 ②大根が柔らかくなった
ら、ケチャップ・鶏がらスープ・を加えて煮込む。 ③煮汁が少し残る程度まで煮詰めて最後
に粗挽き黒コショウを振れば出来上がり。  
   
（1人分33kcal/食塩相当量0.5g）  

19.大根と厚揚げの煮物（主菜） 

【材料】(2人分)  
大根・・・5cm程  
厚揚げ・・・2枚  
出し汁・・・1カップ  
砂糖・・・大さじ2  
酒・・・大さじ1/2  
醤油・・・大さじ1  
【作り方】  
①大根は1cmの厚さで半月切りにして下ゆでする。厚揚げは熱湯をかけ油抜きをし、大根と同
じぐらいの大きさに切る。 ②鍋に全ての調味料を入れ温め、沸騰する前に大根、厚揚げを入
れて落とし蓋をし弱火～中火で味が染みるまで煮れば出来上がり。  
    
（1人分355kcal/食塩相当量1.4g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

20.大根の葉と油揚げの炒め物（副菜） 

【材料】(2人分)  
大根の葉・・・1本分  
油揚げ・・・1枚  
醤油・・・大さじ1  
みりん・・・大さじ1  
白ごま・・・大さじ1  
一味唐辛子・・・適量  
ごま油・・・大さじ1  
【作り方】  
①大根の葉をみじん切りにする。 ②油揚げはぬるま湯で軽く洗い（油抜き）、縦に3つに切っ
てから細切りにする。 ③フライパンにごま油を熱し、大根の葉を入れ炒める。油が回ったら
油揚げを入れ、さらに炒める。 ④全体的に火が通ったら、みりん、醤油を入れ、最後に白ご
まと一味唐辛子を入れて出来上がり。 

21.大根の「つま」で簡単一品（副菜） 

【材料】(2人分)  
大根のつま・・・一掴み程度（絞った状態で）  
塩昆布・・・2つまみ程度  
炒りごま・・・小さじ1  
【作り方】  
①つまを塩もみしてさっと水で洗いしギュッと絞ったら塩昆布と和える。  
②仕上げに炒りごまを散らせば出来上がり。  
   
（1人分25kcal/食塩相当量0.5g）  

22.さばのトマトカレー（主菜） 

【材料】（2人分）  
さばの水煮缶・・・1缶  
カットトマト缶・・・1缶  
玉ねぎ・・・1/2個  
塩・・・少々  
コショウ・・・ 少々  
【作り方】  
①フライパンに油をひき、生姜、ニンニク（チューブでも可）を炒め、玉ねぎのみじん切りを
加えきつね色になるまで炒める。 ②①にさばの水煮缶を加えほぐしながら炒め、カットトマ
トも加え炒める。 ③トマトがグツグツしてきたら味噌、カレー粉を加え、塩コショウで味を
調える。 ④汁気がなくなるまで中火～弱火でじっくり煮詰めれば出来上がり。  
 
 
（1人分527kcal/食塩相当量2.6g）※ご飯（180ｇ）も含めた値です。  

23.手軽にお魚ハンバーグ（主菜） 

【材料】（2人分）  
さんまの蒲焼缶・・・2缶  
玉ねぎ・・・中1個  
パン粉・・・大さじ6  
片栗粉・・・大さじ4  
サラダ油・・・大さじ1  
【作り方】  
①さんまの蒲焼缶と玉ねぎをみじん切りにする。  
②ボウルに①とパン粉、片栗粉を合わせてこね、全体がしっとりと馴染んだらお好みの大きさ
に成形する。  
③サラダ油を熱したフライパンで両面をこんがり焼けば出来上がり。  
   
（1人分407kcal/食塩相当量1.6g）  

（1人分192kcal/食塩相当量1.4g）  

☆味噌・・・小さじ1  
☆カレー粉・・・大さじ1  
生姜（すりおろし）・・・小さじ1  
ニンニク（すりおろし）・・・小さじ1  
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■事業内容：1.レシピ開発 

24.さんま缶で簡単チャーハン（主食） 

【材料】（2人分）  
さんまの蒲焼缶・・・2缶  
長ネギ・・・適量  
玉ねぎ・・・1/2個  
温かいご飯・・・2膳分(約300g)  
コショウ・・・少々  
サラダ油・・・小さじ1  
【作り方】  
①長ネギは輪切り、玉ねぎはみじん切りにする。 ②フライパンにサラダ油をひき、玉ねぎを
炒める。 ③さんまの蒲焼缶の身の部分を入れ、ほぐしながら炒める。 ④温かいご飯を加えパ
ラパラになったらさんまの蒲焼缶の汁を回しかけ、コショウで味を調えながら炒め、最後に長
ネギを加えたら出来上がり。  
   
（1人分574kcal/食塩相当量1.4g）    

25.さば缶と小松菜の味噌炒め（主菜） 

【材料】（2人分）  
さば缶（味噌味）・・・1缶  
小松菜・・・2株分(約100g)  
一味・・・適量  
サラダ油・・・小さじ1  
【作り方】  
①小松菜は、食べやすい大きさに切って置く。  
②フライパンに油を入れ、小松菜を炒め、さば缶を入れる。  
③さば缶をほぐしながら小松菜と混ぜ合わせ、仕上げに一味をふれば出来上がり。  
   
（1人分152kcal/食塩相当量0.6g）  

26.さば缶と白菜の煮物（主菜） 

【材料】（2人分）  
さば缶（味噌味）・・・1缶  
白菜・・・約1/4  
生姜（すりおろし）・・・小さじ1  
醤油・・・大さじ1  
みりん・・・大さじ1  
【作り方】  
①白菜を適当な大きさに切って鍋に入れます。（芯の部分は下の方へ）  
②その上に醤油とみりん、生姜を入れてさば缶を少しほぐしてから入れる。  
③焦がさないように中火くらいで10分程煮込んだら出来上がり。  
   
（1人分162kcal/食塩相当量1.9g）  

27.大豆とツナの簡単サラダ（主菜） 

【材料】（2人分）  
大豆（水煮缶）・・・1缶  
ツナ（水煮缶）・・・1缶  
玉ねぎ（みじん切り）・・・1/4個分  
レモン汁・・・大さじ1  
パセリ（みじん切り）・・・小さじ1  
※パセリの代わりに大葉でも可。  
オリーブオイル・・・小さじ1  
塩・・・小さじ1/3   
【作り方】  
①大豆とツナは水気を切って、ボウルに入れ混ぜ合わせる。 ②①に玉ねぎ、レモン汁、パセ
リ、オリーブオイルを入れ、塩で味を調えながら混ぜ合わせれば出来上がり。  
   
（1人分126kcal/食塩相当量1.3g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

28.ツナのピザトースト（主食） 

【材料】（2人分）  
さんまの蒲焼缶・・・2缶  
長ネギ・・・適量  
玉ねぎ・・・1/2個  
温かいご飯・・・2膳分(約300g)  
コショウ・・・少々  
サラダ油・・・小さじ1  
【作り方】  
①長ネギは輪切り、玉ねぎはみじん切りにする。 ②フライパンにサラダ油をひき、玉ねぎを
炒める。 ③さんまの蒲焼缶の身の部分を入れ、ほぐしながら炒める。 ④温かいご飯を加えパ
ラパラになったらさんまの蒲焼缶の汁を回しかけ、コショウで味を調えながら炒め、最後に長
ネギを加えたら出来上がり。  
   
（1人分574kcal/食塩相当量1.4g）    

25.さば缶と小松菜の味噌炒め（主菜） 

【材料】（2人分）  
ツナ・・・1缶  
食パン・・・2枚  
トマトソース（ケチャップでも可）・・・大さじ2  
ピザ用もしくはとろけるチーズ・・・一掴みまたは1枚  
ブラックペッパー・・・適量  
【作り方】  
①食パンにトマトソースをタップリ塗り、シーチキン缶の余分な油を落としたものを全体にの
せる。  
②最後にチーズをのせ、お好みの量のブラックペッパーをふり、トースターでチーズがとろけ
るぐらいに焼けば出来上がり。  
   
（1人分260kcal/食塩相当量1.8g） 

29.生姜きんぴら（副菜） 

【材料】（2人分） 
生姜・・・200g 
砂糖・・・大さじ2 
醤油・・・大さじ1 
酒・・・大さじ1 
一味唐辛子・・・少々 
白ごま・・・適量 
サラダ油・・・適量  
 【作り方】  
①生姜を千切りにする。②フライパンにサラダ油を熱して生姜を炒める。③火が通ってきたら
砂糖、醤油、酒を入れて煮詰める。④汁けがなくなったら、一味唐辛子と白ごまを入れて出来
上がり。  
 
（1人分109kcal/食塩相当量1.3g）  

30.アボカドのニンニク漬け（副菜） 

【材料】（2人分） 
アボカド・・・1個 
ニンニク・・・1片分（すりおろす）※チューブでも可 
長ネギ・・・2ｃｍ程度をみじん切り 
白ごま・・・大さじ1/2 
酢・・・大さじ1/2 
醤油・・・大さじ1 
はちみつ・・・小さじ1/2 
一味唐辛子・・・少々 
【作り方】 
①アボカドは皮をむいて1.5ｃｍ角に切る。②ボウルにアボカド以外の材料を入れて混ぜ、ア
ボカドを加え混ぜ20分程度おいて、味をなじませれば出来上がり。  
 
（1人分188kcal/食塩相当量1.3g） 
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■事業内容：1.レシピ開発 

31.空芯菜のニンニク炒め（副菜） 

【材料】（2人分） 
空芯菜・・・一束 
ニンニク・・・2片 
唐辛子・・・1/2本分 
塩・・・ひとつまみ 
オイスターソース・・・大さじ1 
醤油・・・少々 
サラダ油・・・大さじ2 
【作り方】 
①空芯菜を洗い、5cmほどの長さにカットする。②ニンニクは皮を剥いて薄切り、唐辛子は輪
切りにしておく。③フライパンにサラダ油を入れ、ニンニクと唐辛子を入れてから点火する。 
④弱火で焦げないように炒め、ニンニクの香りが出てきたら強火にし、空芯菜を入れて炒める。 
⑤空芯菜に油が回ったら、塩を入れ炒める。⑥オイスターソース、醤油を入れ、全体に味が
回ったら出来上がり。  

32.ピーマンのツナ缶詰め（主菜） 

【材料】（2人分） 
ピーマン・・・5個 
ツナ缶・・・2缶（オイルを切っておく） 
玉ねぎ（みじん切り）・・・1/2個 
マヨネーズ・・・大さじ4 
塩・コショウ・・・少々 
オリーブオイル・・・適量 
【作り方】 
①ピーマンは半分に切って種を取り除いておく。②ボウルに、ツナ缶（オイルを切っておいた
もの）、玉ねぎ、マヨネーズ、塩・コショウを入れ、よく混ぜておく。③②の具をピーマンに
詰め、トースタートレイにアルミホイルを敷き、オリーブオイルを塗って③を並べ、約5～7分
間焼いたら出来上がり。  
 
（1人分439kcal/食塩相当量1.1g）  

33.ツナマヨ丼（主食） 

【材料】（2人分） 
ツナ缶（水煮）・・・2缶 
マヨネーズ・・・小さじ1 
大葉・・・2枚 
ご飯・・・2杯(300g) 
醤油・・・お好みで 
【作り方】 
①丼ぶりにご飯を盛り、ザルにあけてキッチンペーパーで程よく水気を切ったツナ缶をほぐし
ながらご飯の上に乗せる。 
②大葉の千切りを全体にのせ、マヨネーズを真ん中にのせれば出来上がり。  
 
（1人分325kcal/食塩相当量0.9g）  

34.かぶと小松菜の炒め物（副菜） 

【材料】（2人分） 
かぶ・・・2個 
小松菜・・・1/2束 
ツナ缶（水煮）・・・1缶 
オリーブオイル・・・小さじ1 
鶏ガラスープの素（顆粒）・・・小さじ1 
【作り方】 
①かぶは厚めに皮を剥き8等分のくし形に切り、小松菜はざく切りにする。 
②熱したフライパンにオリーブオイルを入れツナ缶、小松菜の茎の部分とかぶを入れ炒める。 
③全体的に火が通ったら、小松菜の葉と鶏ガラスープの素（顆粒）を入れ、小松菜の葉がしん
なりしたら出来上がり。  
 
（1人分67kcal/食塩相当量1.2g）  

（1人分144kcal/食塩相当量1.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

35.かぶのゆず胡椒風味漬け（副菜） 

【材料】（2人分） 
かぶ・・・2個 
柚子胡椒（ﾁｭｰﾌﾞ）・・・3cm程 ※お好みで加減 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ1/2 
醤油・・・小さじ1/2  
【作り方】 
①かぶは皮を剥き、好みの大きさにスライスする。 
②ビニール袋に全ての材料を入れ、軽く揉み込む。冷蔵庫で30分～1時間程味をなじませれば
出来上がり。  
 
（1人分18kcal/食塩相当量0.8g）  

36.かぶの梅かつお和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
かぶ・・・2個 
塩・・・小さじ1/2 
梅干し（大）・・・1個 
大葉・・・4枚 
かつお節・・・1袋（小袋3ｇ程度） 
麺つゆ（濃縮）・・・小さじ1 
【作り方】 
①かぶは皮をむき一口大に切り、ボウルに入れ塩をよくもみこみ、10分程置いたら出た水分を
捨てる。②梅干は種を取り除き細かく刻み、大葉は千切りにする。③①に②と残りの材料を入
れ、味がなじむように良く合えれば出来上がり。  
   
（1人分25kcal/食塩相当量2.1g）  

37.かぶと鶏ささみのバター醤油炒め （主菜） 

【材料】（2人分） 
小かぶ・・・2個 
鶏ささ身・・・2枚 
バター・・・大さじ1 
塩・コショウ・・・少々 
酒・・・大さじ1 
醤油・・・大さじ1     
【作り方】 
①鶏ささ身は一口大に切り、塩を軽くまぶしておく。②かぶは皮をむき、根元の葉を少し残し
て4等分から6等分に切る。葉も3cm幅ぐらいに切る。③熱したフライパンにバターを入れ溶
けたら、かぶを入れバターを絡ませてふたをして弱火で蒸すように炒める。④かぶが透き通っ
てきたら①を加え、鶏ささみの色が変わってきたら酒、かぶの葉を加えてさらに炒める。葉が
しんなりしてきたら醤油を加え、塩・コショウで味を調えて出来上がり。  

38.大根の明太子和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
大根・・・200g 
塩・・・少々 
明太子・・・25g（約1本分） 
マヨネーズ・・・大さじ1 
白ごま・・・少々 
【作り方】 
①大根を細切りにし、ボウルに入れ塩を入れて揉み、しばらく置いておく。 
②水分が出てしんなりしてきたらざるに入れてさっと洗い、手で絞ってボウルに入れる。 
③②に明太子をほぐし、マヨネーズ、白ごまを入れ混ぜ合わせれば出来上がり。  
 
（1人分125kcal/食塩相当量1.3g）  

（1人分122kcal/食塩相当量1.7g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

39.大根しりしりー (副菜) 

【材料】（2人分） 
大根・・・300ｇ 
ごま油・・・大さじ2 
ツナ缶（油きりしておく）・・・1缶 
塩・コショウ・・・少々 
醤油・・・大さじ1/2 
卵・・・2個 
【作り方】 
①大根を千切りにし、フライパンにごま油を入れ大根を炒める。 
②油きりしたツナ缶を加えさらに炒め、塩・コショウ、醤油で味付けをし、溶き卵を加えて炒
め、卵に火が通ったら出来上がり。  
 
（1人分323kcal/食塩相当量1.5g）  

40.ごぼうと豚バラ肉の旨煮 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・300ｇ 
豚バラスライス・・・160g 
人参・・・1本 
しいたけ・・・4個 
糸こんにゃく・・・1パック 
水・・・300cc 
サラダ油・・・適量 
【作り方】 
①肉は5cm幅に、しいたけはスライス、糸こんにゃくは適度に、ごぼうと人参は一口大程に切
る。②肉と野菜を油で炒め、肉に火が通ったら水・酒・醤油・砂糖・和風だしを加え混ぜ、落
とし蓋をして40分程煮れば出来上がり。  
 
（1人分499kcal/食塩相当量1.9g）  

41.ごぼうのカリカリ揚げ (副菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・1本 
酢・・・適量（ごぼうのあく抜き用） 
片栗粉・・・適量 
揚げ油・・・適量 
醤油・・・大さじ1 
砂糖・・・大さじ1 
水・・・大さじ1 
黒ごま・・・適量 
【作り方】 
①ごぼうを5cm程の長さで拍子切りし酢水につけておく。ざるにとりよく水気を拭き、片栗粉
をまぶし油で揚げる。②フライパンに黒ごま以外の調味料を全部入れ、煮立たせたら揚げたご
ぼうをからめ、仕上げに黒ごまを振って出来上がり。  

42.ごぼうとしめじのバター醤油炒め (副菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・1/2本 
しめじ・・・1/2袋 
ベーコン・・・2枚 
バター・・・5ｇ 
醤油・・・小さじ1/2 
【作り方】 
①フライパンに1cm幅に切ったベーコンを炒める。 
②縦半分に切ってから斜め薄切りにしたごぼうとしめじを入れ、ごぼうに火が通るまでゆっく
り炒める。 
③最後にバターと醤油を加え、さっと絡めて出来上がり。  
 
（1人分133kcal/食塩相当量0.7g）  

酒・・・大さじ2 
醤油・・・大さじ1 
砂糖・・・大さじ1 
和風だし・・・小さじ1/2 

（1人分261kcal/食塩相当量1.3g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

43.ごぼうと豆腐のそぼろ (主菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・1/2本 
木綿豆腐・・・１丁 
酒・・・小さじ1 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ2 
水・・・50cc 
生姜・・・1片（みじん切り） 
【作り方】 
①フライパンに四角いみじん切りにしたごぼうと豆腐を入れ、酒をまわしかけ豆腐を崩しなが
ら炒める。 
②酒の水分が飛んだら麺つゆと水、みじん切りにした生姜を入れて水分が飛ぶまで炒り煮すれ
ば出来上がり。  
 
（1人分102kcal/食塩相当量1.8g）  

44.簡単ごぼう茶  

【材料】（作りやすい分量） 
ごぼう・・・1本 
【作り方】 
①ごぼうに付いている汚れや泥をたわしでこすり水洗いする。 
②スライサーで皮のままごぼうを削ぎ切りする。あく抜きはしない。 
③②を半日ほど天日干しする。たまにかき混ぜてまんべんなくカラカラに干す。 
④干し終わったごぼうをフライパンで10分ほど炒めて出来上がり。冷めたら密閉容器等に入れ
て保存しておくと便利。 
【飲み方】 
①急須に一つまみ入れ、熱湯を注ぐ。 
②2～3分おき（香ばしい風味と茶の色が出る）、湯のみに注ぐ。  
 
（1人分0kcal/食塩相当量0.0g）  

45.ごぼうチップス (副菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・1本 
小麦粉・・・大さじ3 
塩・・・少々 
粗挽き黒コショウ・・・少々 
揚げ油・・・適量 
【作り方】 
①ごぼうはたわしでよく洗い、皮ごとピーラーで薄く切る。 
②切ったごぼうを5分程水につけアクをとる。その後、ざるにあけ水気をよく切る。 
③ビニール袋に、②と小麦粉、塩、粗挽き黒コショウを入れ全体にまぶす。 
④③を180度の油できつね色に揚げて出来上がり。  
 
（1人分242kcal/食塩相当量0.3g）  

46.春菊と豚肉のカリカリ炒め (主菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1/2束 
豚バラ肉・・・200g 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ1と1/2 
ごま油・・・小さじ1 
生姜（すりおろし）・・小さじ1 
かつお節・・・5～6g 
【作り方】 
①豚バラ肉と春菊は食べやすい大きさに切る。②フライパンごま油をひき、豚バラ肉をカリカ
リになるまでじっくり炒める。（余分な油はキッチンペーパーなどで取る）③豚バラ肉がカリ
カリになったら、春菊の茎を加えて炒める。火が通ったら、春菊の葉を加えてさっと炒める。 
④麺つゆと生姜を加えて味をなじませ、火を止めて最後にかつお節を加えて軽く混ぜれば出来
上がり。  

（1人分408kcal/食塩相当量1.4g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

47.春菊のゆず胡椒和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1束 
塩（茹で用）・・・少々 
ポン酢醤油・・・大さじ1 
マヨネーズ・・・大さじ1 
ゆず胡椒・・・小さじ1 
黒ゴマ・・・小さじ1 
【作り方】 
①春菊を塩茹でする。好みの固さになったら、鍋から出して軽く絞るように水気を切る。 
②ボウルに調味料を入れ、混ぜ合わせる。 
③②に食べやすく切った春菊を入れ混ぜ合わせたら出来上がり。  
 
（1人分101kcal/食塩相当量1.4g）  

48.春菊とツナの炒め物 (主菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1束 
ツナ缶・・・1缶 
麺つゆ（濃縮）・・・小さじ2 
白ごま・・・適量 
【作り方】 
①春菊は沸騰したお湯にサッとくぐらせ、冷水にとり水気を絞って食べやすいように切ってお
く。 
②ツナは、缶に入っている油ごとフライパンに入れ少々炒める。 
③②に春菊を入れ炒める。全体的に火が通ったら、麺つゆを入れ全体に行き渡る様炒めて最後
に白ごまを振れば出来上がり。  
 
（1人分185kcal/食塩相当量1.1g）  

49.春菊のペペロンチーノ (副菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1束 
ベーコン・・・2枚 
ニンニク・・・1片 
塩・コショウ・・・適量 
唐辛子・・・適量 
オリーブオイル・・・小さじ1 
【作り方】 
①春菊を洗い食べやすい長さに切る。ベーコンは1cm幅ほど、ニンニクはみじん切りにする。 
②フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れてから火を付ける。ニンニクの香りがしてき
たらベーコンと唐辛子を入れ炒める。③②に春菊を入れ全体に油が回ったら塩・コショウで味
を調えたら出来上がり。  
 
（1人分131kcal/食塩相当量0.9g）  

50.春菊の簡単ナムル (副菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1束 
塩・・・小さじ1/4 
炒りごま・・・小さじ1 
ごま油・・・小さじ1 
【作り方】 
①春菊は洗って、塩ひとつまみ（分量外）を入れて春菊を茹でる。 
②茹でた春菊は水気を絞り、3～4㎝幅に切ってボウルに入れる。 
③②に塩、炒りごまを入れてよく混ぜる。最後にごま油を入れて混ぜ合わせれば出来上がり。  
 
（1人分81kcal/食塩相当量0.9g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

51.ブリの照り焼き (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリの切り身・・・2切れ 
サラダ油・・・少々 
醤油・・・大さじ1と1/2 
みりん・・・大さじ1と1/2 
酒・・・大さじ2 
砂糖・・・小さじ1 
【作り方】 
①ボウルに醤油、みりん、酒、砂糖を入れ合わせ、その中へブリを1時間程つけておく。 
②フライパンにサラダ油を熱して、汁気を切ったブリを入れ、両面を焼く。※漬けタレは捨て
ずにとっておく。 
③両面焼けたら、残ったタレを、②に加えて再度ブリに絡ませるように焼けば出来上がり。  
 
（1人分288kcal/食塩相当量2.0g）  

52.ブリの漬け丼 (主食) 

【材料】（2人分） 
ブリの刺身・・・2人前 
醤油・・・大さじ1 
酒・・大さじ1 
わさび・・・適量 
白ごま・・・適量 
万能ねぎ・・・適量 
ごはん・・・2杯(300g) 
【作り方】 
①ボウルに醤油、酒を加えてわさびをよく溶かす。②少し小さめに切ったブリの刺身を入れ、
味がなじむように冷蔵庫で30分程おく。③丼ぶりにご飯を盛り、②をかけ白ごま、万能ねぎを
加え最後に漬けタレを回しかければ出来上がり。  
 
（1人分462kcal/食塩相当量1.4g）  

53.ブリの竜田揚げ (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリの切り身・・・2切れ 
片栗粉・・・適量 
醤油・・・大さじ1 
酒・・・大さじ1 
生姜汁・・・小さじ1 
揚げ油・・・適量 
【作り方】 
①ブリは食べやすい大きさに切って醤油、酒、生姜汁に30分程漬ける。 
②①をキッチンペーパーで水分をとり、ビニール袋にブリと片栗粉を入れて全体にまぶす。  
③②を油で2～3分揚げれば出来上がり。  
 
（1人分378kcal/食塩相当量1.3g）  

54.ブリの塩焼き (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリ切り身・・・2切れ 
塩水（海水程の濃さ）・・・適量 
 
※立て塩・・・海水と同じくらいの濃度（3％）の塩水で、水1カップに対して、塩小さじ1強
ぐらいの割合が立て塩の目安です。 
 
【作り方】 
①ブリを海水くらいの塩水に10分漬ける。 
②①の水気を取り、両面を焼けば出来上がり。  
 
（1人分206kcal/食塩相当量0.8g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

55.ブリと白菜のくた煮 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリ・・・2切 
白菜・・・1/4個 
生姜（スライス）・・・適量 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ2 
【作り方】 
①白菜は葉と芯に切り分け一口大程に切る。ブリは1切れを3等分に切り分ける。 
②小ぶりの鍋に白菜の芯、ブリ半量、生姜、白菜の葉半量、ブリ半量、生姜、白菜の葉半量の
順に重ね、上から軽くギュっと押す。 
③②に麺つゆを回しかける。（白菜から水分がでるので麺つゆは少なめ） 
④フタをして弱火で20分程煮る。たまに様子を見て上の葉がしんなりしたら出来上がり。  
 
（1人分183kcal/食塩相当量1.5 g）  

56.ブリのユッケ (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリの刺身・・・2人前 
ねぎ・・・1/3本 
醤油・・・大さじ1 
ごま油・・・大さじ1 
みりん・・・大さじ1 
ニンニク（すりおろし）・・・小さじ1（チューブでも可） 
卵・・・1個（黄身のみ） 
【作り方】 
①ブリ、ねぎ、を細かく切る。 
②ボウルに調味料すべて混ぜ①を加え混ぜ合わせる。 
③②を器に盛り付け、最後に卵黄を上に乗せれば出来上がり。  
   
（1人分364kcal/食塩相当量1.4g）  

57.たこのネギ塩 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
ねぎ・・・80～100ｇ 
ごま油・・・大さじ1と1/2 
塩・・・小さじ1/4 
おろしニンニク（チューブでも可）・・・小さじ1/2 
みりん・・・小さじ1 
レモン汁・・・小さじ1 
粗引き黒コショウ・・・少々 
【作り方】 
①ねぎをみじん切りにする。たこは薄くスライスする。 
②ボウルに調味量をすべて混ぜ合わせ、たことねぎを入れて和えれば出来上がり。  
 
（1人分150kcal/食塩相当量1.2g） 

58.炭酸でたこの柔らか煮 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
コーラ（糖質あり）・・・350cc 
酒・・・1/3カップ 
昆布だし・・・1/2カップ 
醤油・・・大さじ1 
みりん・・・大さじ1と1/2 
【作り方】 
①酒、昆布だし、醤油、みりんを鍋に入れて煮立たせる。 
②食べやすい大きさに切ったたこの足を①の鍋に入れ、コーラを回し入れて弱火で約30分煮る。 
③②にみりんを加えてからめたら出来上がり。  
 
（1人分248kcal/食塩相当量1.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

59.たことパプリカのカラフルマリネ (主菜) 

【材料】（2人分） 
たこの刺身・・・1パック（200g程度） 
赤パプリカ（5mm角）・・・1/4個分 
黄パプリカ（5mm角）・・・1/4個分 
ピーマン（5mm角）・・・1/2個分 
オリーブオイル・・大さじ2 
レモン汁・・・大さじ1 
塩・・・少々 
ニンニク（すりおろし）・・・少々 
【作り方】 
①オリーブオイル、レモン汁、塩、ニンニクを混ぜ合わせる。②お皿にたこを並べ、その上に
赤・黄パプリカとピーマンを散らし①をかけ、冷蔵庫で30分程冷やせば出来上がり。  
 
（1人分196kcal/食塩相当量0.9g）  

60.たことオクラの和え物 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
オクラ・・・6本 
砂糖・・・小さじ1 
みりん・・・小さじ2 
醤油・・・大さじ1 
酢・・・大さじ1 
一味唐辛子・・・少々 
【作り方】 
①オクラは2分程茹でて食べやすい大きさに切る。たこも食べやすい大きさに切る。 
②ボウルに①を入れ、調味料を全て入れて混ぜ合わせれば出来上がり。  
   
（1人分94kcal/食塩相当量1.8g）  

61.たことなすの辛みそ炒め (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
なす・・・2本 
サラダ油・・・大さじ1 
みそ・・・大さじ1 
酒・・・大さじ1 
砂糖・・・大さじ1 
【作り方】 
①なすはヘタを取って一口大に切っておく。たこの足も一口大に切る。②みそ、酒、砂糖、豆
板醤を合わせてみそダレを作っておく。③フライパンにサラダ油を熱して①のなすをしっかり
炒め、たこも加えてサッと炒める。④さらに②を加え、炒め合わせて器へ盛り、小口切りにし
たねぎを散らして出来上がり。  
 
（1人分198kcal/食塩相当量1.8g）  

62.簡単たこ飯 (主食) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
米・・・1合 
醤油・・・大さじ1/2 
酒・・・大さじ2 
みりん・・・大さじ1 
生姜・・・1片 
【作り方】 
①米を研いでザルにあけ、30分程水気を切っておく。②たこを厚さ4mm程度の削ぎ切りにし、
醤油、酒、みりん、千切りにした生姜を混ぜた鍋に入れ、2～3分煮立たせる。③①の米を炊飯
器に入れ、たこの煮汁を入れてから水を足して通常の水加減にし、たこを加えてから通常通り
炊けば出来上がり。  
 
（1人分ご飯150gとして495kcal/食塩相当量1.3g） 

豆板醤・・・少々 
万能ねぎ・・・適量 
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■事業内容：1.レシピ開発 

63.たこキムチ (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
きゅうり・・・2本 
キムチ・・・大さじ2 
ごま油・・・大さじ1/2 
白ごま・・・少々 
【作り方】 
①たこときゅうりは乱切りにし、キムチは大きければ食べやすい大きさに切る。 
②ボウルに①とごま油、白ごまを入れ混ぜ合わせ、20分程味を馴染ませれば出来上がり。  
 
（1人分134kcal/食塩相当量0.8g）  

64.定番りんごのコンポート 

【材料】(つくりやすい分量) 
りんご・・・5個 
レモン・・・1個（きれいに洗ったもの） 
砂糖・・・150g 
水・・・500cc 
【作り方】 
①りんごは皮を剥く。芯をとり、縦に４つ切りにし鍋に並べる。レモンはヘソを切り落とし、
3mm程の輪切りにしリンゴの上に置く。 
②①の上に砂糖をまんべんなく振り入れ、その上からそっと水を入れる。 
③落とし蓋をして中火にかけ、15分煮る。途中吹き出しかけたら弱火にし、様子を見ながら煮
る。煮えたら、鍋に入れたまま冷ませば出来上がり。  
 
（1人分（1/2個分）117kcal/食塩相当量0.0g） 

65.餃子の皮で簡単アップルパイ 

【材料】（2人分） 
餃子の皮・・・10枚 
りんご・・・1/4個 
バター・・・5g 
砂糖・・・大さじ1 
シナモンパウダー・・・少々 
オリーブオイル・・・大さじ1 
【作り方】 
①皮を剥いたりんごを5mm角に切り、小さめのボウルにりんご、バター、砂糖、シナモンパ
ウダーを入れて、電子レンジで1分加熱する。バターと砂糖が溶けてりんごがしんなりしたら
OK。②餃子の皮に①のりんごを乗せて、ふちにオリーブオイルを塗って半分におってくっつ
けるように、ふちをフォークで押し付ける。③クッキングペーパーの上に②をのせ、オリーブ
オイルを表面にぬって、トースターかオーブンで焼き色が付くまで焼けば出来上がり。  
 
（1人分183cal/食塩相当量0.1g）  

66.りんごのドーナツ  

【材料】（2人分） 
りんご・・・1個 
ホットケーキミックス・・・50ｇ 
牛乳・・・40cc 
揚げ油・・・適量 
【作り方】 
①りんごは皮を剥いて4つに輪切りにし、芯をくり抜き、衣が絡みやすいようにビニール袋に
少量のミックスの粉とりんごを入れて全体に軽くまぶしておく。 
②ボウルにミックスの粉と牛乳を入れて、ダマにならないよう掻き混ぜて衣を作る。 
③①のりんごを②の衣にくぐらせ、まんべんなく絡めたら、温めておいた油できつね色に揚げ
れば出来上がり。  
 
（1個分193kcal/食塩相当量0.1g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

67.炊飯器でりんごとさつまいものケーキ  

【材料】（作りやすい量） 
りんご・・・1個 
さつまいも・・・1本 
ホットケーキミックス・・・150ｇ 
豆乳・・・200cc 
卵・・・1個 
砂糖・・・大さじ2 
油・・・大さじ1 
【作り方】 
①さつまいもを角切りにしてレンジで2分程加熱。りんごも角切りにする。 
②ボウルにミックス粉、豆乳、卵、砂糖を入れてよく混ぜる。お釜に薄く油を塗っておく。 
③②にさつまいもとりんごを混ぜ、お釜に生地を流し込み、「炊飯」のスイッチを押せば出来
上がり。炊き上がり後は15分程釜の中に入れて蒸らしておくと切りやすい。  

68.りんごのパンケーキ  

【材料】（2人分） 
りんご・・・1/2個 
ホットケーキミックス・・・大さじ8 
牛乳・・・大さじ2 
【作り方】 
①りんごの皮を剥き、すり下ろす。フライパンを温める。 
②①のりんごをホットケーキミックス、牛乳と混ぜ合わせる。 
③スプーンで、温めたフライパンに②を直径3cm程の大きさに落とし、両面良い焼き色がつく
まで焼けば出来上がり。  
 
（1人分 141kcal/食塩相当量0.3g） 

69.りんごジャム 

【材料】（作りやすい量） 
りんご・・・6コ 
砂糖・・・300g 
レモン汁・・・大さじ2 
【作り方】 
①りんごは洗って6等分にし、芯を取り、5mm厚さのいちょう切りにする。 
②厚手のなべに材料をすべて入れて火にかけ、りんごに火が通って透き通るくらいまで煮れば
出来上がり。 
※保存する場合は、冷蔵庫で1週間～10日間程で食べきるように。  
 
（大さじ1杯分(20g)23kcal/食塩相当量0.0g） 

70.白菜とツナの蒸し煮 (副菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/4個 
ツナ（水煮缶）・・・1缶 
人参・・・1/2本 
薄口醤油・・・大さじ1/2 
みりん・・・大さじ1/2 
和風だし・・・小さじ1 
【作り方】 
①白菜は食べやすくざく切り、人参は5ｍｍ程の半月切りに切っておく。鍋に人参を広げ白菜
を上から被せてツナを全体に汁ごと乗せる。 
②①に調味料合わせたものを全体に回し入れ蓋をして弱火で加熱。全体がしんなりしたら一度
全体を混ぜ、全てに火が通ったら出来上がり。  
 
（1人分71kcal/食塩相当量1.3g）  

（1人分（1/6カット分） 
211kcal/食塩相当量0.3g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

71.白菜の梅和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/8個 
梅干し・・・1/2個 
昆布茶・・・大さじ1/2 
【作り方】 
①ポリ袋にペースト状にした梅、昆布茶を入れ、混ぜ合わせる。 
②白菜は一口大に切り、①に入れ揉みこみ、冷蔵庫で1時間ほどおけば出来上がり。  
   
（1人分6kcal/食塩相当量0.9g）  

72.白菜とベーコンの塩昆布煮 (副菜)  

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/8個 
ベーコン・・・2枚 
塩昆布・・・ひとつまみ 
酒・・・大さじ1と1/2 
醤油・・・少々 
【作り方】 
①白菜は3cmぐらいにそぎ切りし、鍋に芯の部分を並べ、その上にベーコン、塩昆布の半量を
のせる。 
②さらに、白菜の葉の部分をのせ、残りのベーコン、塩昆布をのせて、酒をふりかける。蓋を
して中火で約10～15分蒸し煮する。 
③蒸し上がったら上から醤油を回しかけて出来上がり。  
 
（1人分74kcal/食塩相当量1.3g）  

73.白菜の卵とじ (主菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/4個 
砂糖・・・小さじ1 
和風だし・・・小さじ1/2 
醤油・・・大さじ1 
焼き麩・・・10ｇ 
卵・・・2個 
【作り方】 
①白菜は2cm幅にざく切りにする。 
②鍋に白菜と調味料を入れ、中火で白菜の水分が出てくるまで煮たら、乾燥した状態の焼き麩
を入れ煮込む。 
③②に溶いた卵を入れ、半熟状態になるまで煮て出来上がり。  
 
（1人分89kcal/食塩相当量1.8g） 

74.わかめスープ  

【材料】（2人分） 
カットわかめ・・・ひとつまみ 
カニ風味かまぼこ・・・1/2本 
白ごま・・・少々 
コンソメ・・・3g 
塩・コショウ・・・少々 
【作り方】 
①コンソメでスープを作る。 
②わかめ、白ごま、カニ風味かまぼこは食べやすいように裂いて入れ、塩・コショウで味を調
え出来上がり。  
 
（1人分23kcal/食塩相当量1.6g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

75.にら玉 (主菜) 

【材料】（2人分） 
にら・・・1/4束 
卵・・・2個 
サラダ油・・・小さじ1 
コンソメ・・・固形キューブ1個 
塩・コショウ・・・少々 
【作り方】 
①ニラをお好みの長さに切り、フライパンに油を敷き、塩・コショウ、コンソメを入れてニラ
を炒める。 
②ニラに火が通ったら、溶き卵を回し入れ、混ぜて出来上がり。  
 
（1人分105kcal/食塩相当量1.7g）  

76.にんじんのポタージュ  

【材料】（2人分） 
にんじん・・・1/2本 
コンソメ・・・固形キューブ1/2個 
塩・コショウ・・・少々 
牛乳・・・大さじ2 
シチューのルゥ・・・10ｇ 
【作り方】 
①にんじんを乱切りし、鍋に入れる。 
②①に、にんじんが隠れるぐらいの水を入れ、コンソメを加えて煮る。 
③②が沸騰したら、牛乳、シチューのルゥを入れ、さらに柔らかくなるまで煮る。 
④③が煮えたら、丸ごとミキサーにかける。 
⑤④を再度鍋に移し、塩・コショウで味を調えたら出来上がり。  
 
（1人分23kcal/食塩相当量0.8g） 

77.とろけるチーズ入りとんかつ (主菜) 

【材料】（2人分） 
豚ロース肉・・・とんかつ用2切れ 
塩・コショウ・・・少々 
とろけるチーズ・・・1枚 
小麦粉・・・小さじ4 
卵・・・1/2個 
パン粉・・・大さじ5 
揚げ油・・・適量 
【作り方】 
①2枚のロース肉を包丁の背の部分で伸ばすように叩く。②①に塩・コショウをし、1枚にとろ
けるチーズをちぎり、均等に敷き詰めもう1枚の肉ではさむ。③②に小麦粉、溶き卵、パン粉
の順で付け、油で揚げて出来上がり。  
 
（1人分485kcal/食塩相当量0.6g）  

78.もやしとピーマンのナムル (副菜) 

【材料】（2人分） 
もやし・・・100g 
ピーマン・・・1個 
長ねぎ・・・少々 
中華ドレッシング・・・大さじ1 
白ごま・・・小さじ1 
【作り方】 
①もやしは茹でておく。 
②ビーマンは縦に切り、種を取り除き、縦に千切りにする。 
③①と②を中華ドレッシングで和え、白がねぎを加え出来上がり。 
※お好みで白ごまを入れてもOK。  
 
（1人分40kcal/食塩相当量0.4g）  



23 

■事業内容：1.レシピ開発 

79.白菜の味噌炒め (副菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/6個 
まいたけ・・・1/2パック（約50ｇ） 
長ねぎ・・・1/4本 
サラダ油・・・小さじ1 
和風だし・・・小さじ1/2 
【作り方】 
①フライパンに油を敷き、白菜、まいたけ、長ねぎは食べやすい大きさに切り入れ、ふたをし
て蒸し煮にする。②白菜が1/3程しんなりしたら、砂糖、味噌を加え、煮詰める。③②にさら
に和風だし、醤油・みりんを加えれば出来上がり。  
 
（1人分53kcal/食塩相当量1.4g）  

80.ブロッコリーのミモザサラダ (副菜) 

【材料】（2人分） 
ブロッコリー・・・1/3株 
卵・・・1個 
砂糖・・・小さじ2 
塩・・・少々  
サラダ油・・・小さじ1 
【作り方】 
①ブロッコリーを食べやすい大きさに切り、茹でる。 
②フライパンに油を敷き、卵に砂糖・塩を加え溶き入れ、煎り卵を作る。 
③①と②を混ぜ合わせれば出来上がり。  
 
（1人分89kcal/食塩相当量1.1g）  

81.かぶのレモン酢和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
かぶ（大）・・・1個 
レモン汁・・・小さじ4 
酢・・・小さじ2 
砂糖・・・大さじ1 
【作り方】 
①かぶをいちょう切りにし、塩を振ってさっと揉む。 
②①の水気を切り、レモン汁、酢、砂糖を加え、混ぜ合わせれば出来上がり。  
 
（1人分27kcal/食塩相当量0.0g）  

82.ほうれん草のおひたし (副菜) 

【材料】（2人分） 
ほうれん草・・・1/2束 
かつお節・・・1パック(5g程度) 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ1/2 
【作り方】 
①たっぷりのお湯に塩を入れ、ほうれん草を茹でる。 
②茹でたほうれん草は冷水に入れ、あくをぬく。 
③②の水気を取り、食べやすい大きさに切りそろえ、麺つゆとかつお節と和え出来上がり。  
 
（1人分35kcal/食塩相当量1.0g）  

味噌・・・大さじ1/2 
砂糖・・・大さじ1/2 
みりん・・・小さじ1/2 
醤油・・・小さじ1 
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■事業内容：1.レシピ開発 

83.さつまいものオレンジ煮 (副菜) 

【材料】（2人分） 
さつまいも・・・1/2本 
オレンジジュース（果汁100％）・・・大さじ3 
はちみつ・・・小さじ1 
【作り方】 
①さつまいもはお好みの厚さで半月切りにし、水に15分程さらす。 
②鍋に①を並べ、水をさつまいもの厚さ半分ぐらいまで入れ、7割程柔らかくなるまで煮る。 
③②にオレンジジュースとはちみつを入れ、煮詰めて出来上がり。  
 
（1人分139kcal/食塩相当量0.0g）  

84.鮭の竜田揚げ～みぞれがけ～ (主菜) 

【材料】（2人分） 
生鮭・・・2切れ 
酒・・・大さじ1 
片栗粉・・・大さじ1 
揚げ油・・・適量 
大根おろし・・・大さじ1 
万能ねぎ・・・ひとつまみ分 
麺つゆ（濃縮）・・・小さじ1/2 
【作り方】 
①鮭を酒につける。②①の水気を切り、軽く塩をふる。③②に片栗粉をまぶして、サラダ油で
揚げる。④鍋に大根おろしと麺つゆを入れて混ぜる。（温める程度）⑤器に③を盛り付け、④
をかけて万能ねぎを散らし出来上がり。  
 
（1人分277kcal/食塩相当量0.4g）  

85.鮭とキャベツのペペロンチーノ (主食) 

【材料】（2人分） 
スパゲティ・・・160ｇ 
キャベツ・・・3枚 
生鮭・・・1切れ 
パセリ(みじん切り)・・・少々 
ニンニク（みじん切り）・・・小さじ1 
【作り方】 
①スパゲティを茹でる。鮭とキャベツは一口サイズに切り、キャベツはスパゲティが茹で上が
る1分前ぐらいに入れて、一緒に茹でる。②フライパンにオリーブオイルとニンニク、唐辛子
を入れて香りを出す。③②に一口大に切った鮭を入れ、焼き色を付ける。④③にお好みの硬さ
に茹で上がったスパゲティとキャベツを入れて絡ませ、塩とコショウで味を調え、最後にパセ
リを散らして出来上がり。  
 
（1人分423kcal/食塩相当量0.6g）  

86.レタスサラダ (副菜) 

【材料】（2人分） 
レタス・・・4枚 
きゅうり・・・1/2本 
プチトマト・・・4個 
クリームチーズ・・・小さじ4 
フレンチドレッシング・・・大さじ1 
【作り方】 
①レタスは一口大に切る。きゅうりは半月切り、プチトマトは半分に切る。 
②フレンチドレッシングにクリームチーズを混ぜ、①と混ぜ合わせて出来上がり。  
 
（1人分70kcal/食塩相当量0.3g）  

唐辛子（鷹の爪）・・・適量 
オリーブオイル・・・大さじ1 
塩・コショウ・・・少々 
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■事業内容：1.レシピ開発 

87.鮭のレモンホイル蒸し (主菜) 

【材料】（2人分） 
生鮭・・・2切れ 
バター・・・大さじ2 
レモン・・・小さじ2 
まいたけ・・・1/2パック（約50ｇ） 
しめじ・・・1/4袋 
たまねぎ・・・1/2個 
【作り方】 
①アルミホイルにバターを薄く塗る。②玉ねぎを薄く切り①にしき、その上に鮭をのせる。 
③②にまいたけ、しめじ、バターをのせ、アルミホイルを包み閉じる。④③を蒸して出来上が
り。仕上げにレモン汁をかけていただく。 
※トースターで焼いてもOK。  
 
（1人分216kcal/食塩相当量0.3g）  

88.たまねぎと油揚げの二杯酢和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
たまねぎ・・・1/2個 
油揚げ・・・1枚 
醤油・・・小さじ2 
酢・・・小さじ2 
【作り方】 
①玉ねぎはスライサーなどで薄く切る。（千切りでも可） 
②油揚げは湯通しし、千切りにしてフライパンに油を敷かず乾煎りする。 
③醤油、酢を混ぜ合わせ、①②と和えれば出来上がり。  
 
（1人分72kcal/食塩相当量0.9g）  

89.きのこのしょうゆ煮 (副菜) 

【材料】（2人分） 
まいたけ・・・1パック（約100ｇ） 
えのきたけ・・・1/2袋 
しめじ・・・1袋 
長ネギ・・・1/2本 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ2 
七味唐辛子・・・少々 
【作り方】 
①きのこ、長ねぎは食べやすい大きさに切り、麺つゆを入れて煮る。 
②仕上げに七味唐辛子をふり、出来上がり。  
 
（1人分53kcal/食塩相当量1.5g）  

90.ほうれん草の菜種和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
ほうれん草・・・1/2束 
まいたけ・・・1/2パック（約50ｇ） 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ1/2 
卵・・・1個 
サラダ油・・・小さじ1 
【作り方】 
①ほうれん草、まいたけを別々に茹でる。 
②フライパンに油を敷き、卵を溶き入れ、箸で細かく混ぜ、いり卵を作る。 
③①の水分を切り、食べやすい大きさに切り、②と麺つゆを入れ、混ぜ合わせて出来上がり。  
 
（1人分83kcal/食塩相当量0.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

91.キャベツとちくわのごま醤油和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
キャベツ・・・1/4個 
ちくわ・・・2本 
白ごま・・・適量 
醤油・・・小さじ2 
【作り方】 
①キャベツを蒸す又は茹でざく切りし、ちくわは、たて半分に切りうすく切る。 
②ボウルに①と白ごまと醤油をかけて混ぜ合わせ出来上がり。  
 
（1人分67kcal/食塩相当量1.4g）  

92.鮭のみそ焼き (主菜) 

【材料】（2人分） 
生鮭・・・2切れ 
味噌・・・大さじ1 
砂糖・・・小さじ3 
酒・・・小さじ2 
酒・・・大さじ2 （生鮭の下味用） 
【作り方】 
①鮭を下味用の酒大さじ2に漬け、7割程焼く。 
②みそ、砂糖、酒を混ぜ、レンジで温めて甘味噌を作り、①にのせて焼いて出来上がり。  
 
（1人分150kcal/食塩相当量1.3g）  

93.豚の生姜焼き (主菜) 

【材料】（2人分） 
豚ロース肉・・・生姜焼き用6枚 
生姜（すりおろし）・・・小さじ2 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ2 
サラダ油・・・大さじ1 
【作り方】 
①豚肉を麺つゆ、おろし生姜で漬ける。 
②10分程漬けたら、フライパンに油を敷き、焼いて出来上がり。  
 
（1人分251kcal/食塩相当量1.6g） 

94.豆腐の「だし」かけ (主菜) 

【材料】（2人分） 
豆腐（絹ごし）・・・1丁 
なす・・・1本 
きゅうり・・・1/2本 
枝豆むき身・・・大さじ2 
おろし生姜・・・少々 
麺つゆ（濃縮）・・・小さじ2 
【作り方】 
①材料は全てみじん切り、麺つゆを加え混ぜ合わせ、味をなじませる。 
②①を豆腐の上にかければ、出来上がり。  
 
（1人分114kcal/食塩相当量0.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

95.かぼちゃのサラダ (副菜) 

【材料】（2人分） 
かぼちゃ（小）・・・1/2個 
レーズン・・・20粒程度 
りんご・・・1/4個 
マヨネーズ・・・小さじ2 
フレンチドレッシング・・・大さじ1 
塩・コショウ・・・少々 
【作り方】 
①かぼちゃを茹で、ざっくりつぶす。 
②レーズンは、酒又は水で戻し、りんごはいちょう切りで塩水につけてざるにあける。 
③①に②とマヨネーズ、フレンチドレッシングを混ぜ合わせ塩・コショウで味を調えて出来上
がり。  
 
（1人分189kcal/食塩相当量0.7g）  

96.大根サラダ～和風ドレッシングがけ～ (副菜) 

【材料】（2人分） 
大根・・・1/4本 
にんじん・・・1/2本 
セロリ・・・1/3本 
きゅうり・・・1/2本 
和風ドレッシング・・・大さじ2 
【作り方】 
①大根は3cm程度の輪切り、にんじんは1cm程度の輪切りで千切りにし、きゅうり、セロリも
繊維を断つように千切りする。 
②①に和風ドレッシングをかけ、味をなじませれば出来上がり。  
 
（1人分189kcal/食塩相当量0.7g）  

97.かぼちゃの含め煮 (副菜) 

【材料】（2人分） 
かぼちゃ（小）・・・1/2個 
醤油・・・大さじ1 
砂糖・・・小さじ2 
みりん・・・小さじ1 
【作り方】 
①かぼちゃを一口大に切り、水で下茹でする。 
②①に砂糖を入れ、ふたをして1分程煮る。 
③②に醤油、みりんを加え、煮含め出来上がり。  
 
（1人分131kcal/食塩相当量1.3g） 

98.ロール白菜 (主菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・8枚 
バター・・・小さじ1 
オリーブオイル・・・小さじ1 
ローリエ・・・2枚 
コンソメ・・・固形キューブ1個 
【作り方】 
①しめじと玉ねぎをみじん切りにし、バターとオリーブオイルでしんなりするまで炒め、冷ま
しておく。②白菜は芯の部分を薄くけずり、一枚ずつ熱湯でしんなりさせ、冷ましておく。 
③●印の材料をボウルに入れ、粘りが出るまでこねる。④白菜で③のタネを包み、楊枝でとめ
る。⑤④を鍋に重ならないように並べ、ひたひたになるぐらいのお湯を入れ、コンソメとロー
リエを入れ40分程煮込めば出来上がり。  
 
（1人分444kcal/食塩相当量1.7g） 

●豚ひき肉・・・300ｇ 
●玉ねぎ・・・1/3個 
●しめじ・・・1/5袋 
●卵・・・1個 
●パン粉・・・大さじ3 

●粗挽き黒コショウ・・・少々 
●ナツメグ・・・少々 
●シナモン・・・少々 
●塩・・・少々 
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■事業内容：1.レシピ開発 

99.豆乳のクリームスパゲティ (主食) 

【材料】（2人分） 
スパゲティ・・・160g 
昆布茶・・・大さじ1/2 
豆乳・・・1カップ 
玉ねぎ・・・1/2個 
ベーコン・・・2枚 
【作り方】 
①ベーコンは1cm幅に切り、玉ねぎは1cm程度の角切りにしておく。大きめのお鍋に湯を沸か
しパスタを記載の時間より1分短く茹でる。②スパゲティを茹でている間に、フライパンにサ
ラダ油を熱し玉ねぎを透き通るまで炒め、ベーコン、コーン、小麦粉を入れて焦がさないよう
に良く炒める。③②に、茹で汁150ccを入れ、昆布茶、塩・コショウ、豆乳を入れ、茹で上
がったスパゲティを入れ、絡めてとろみがついたら出来上がり。  
 
（1人分498kcal/食塩相当量1.7g）  

100.野菜とお豆の豆乳スープ (副菜) 

【材料】（2人分） 
水・・・500cc 
豆乳・・・1カップ 
鶏がらスープの素・・・小さじ1と1/2 
玉ねぎ・・・1個 
人参・・・1/2本 
大根・・・1/4本 
【作り方】 
①野菜を1cm角に切る。②鍋に水を入れ、沸騰したら野菜とミックスビーンズ、鶏がらスープ
の素をいれ10～20分煮込む。③野菜が柔らかくなったら豆乳を加え沸騰しない程度に温めれ
ば出来上がり。  
 
（1人分221kcal/食塩相当量1.7g） 

コーン・・・大さじ1 
塩・コショウ・・・少々 
小麦粉・・・大さじ1/2 
サラダ油・・・大さじ1 

キャベツ・・・1/4個 
じゃがいも・・・1個 
しめじ・・・1/2袋 
ミックスビーンズ缶・・・1缶 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

 本事業は、仙台市・名取市・宮城郡・相馬郡・相馬市の5か所の仮設住宅を訪問し、料理の実演指導に

交え、料理の食べ合わせの指導や、日本型食生活の良さについての周知を行った。定期的な開催を行う

ことで、仮設住宅の方々の楽しみの一つして本事業を推進した。 

 今までのイベントとは違い、料理の仕方や食べ合わせの指導などを行うことによって、栄養価の高い

炊き出しではなく、日ごろの生活でも取り入れられる指導を行った。その結果、参加者の意識が変化し、

栄養に対して意識が向上し、料理意欲向上につなげることができた。 

 仮設住宅の住民の中からは、本事業が数回にわたる事業だったことから、本事業を通じ、仮設住宅の

知らない人同士のコミュニケーションづくりの場になっていたということが副産物としての効果も生ん

だ。また、参加者からは今後も継続してほしいという声も多くあがった。 

 本事業を通し、事業実施主体者（ファミリア）と仮設住宅の方々の交流が生まれ、さらに仮設住宅の

食に関する現状を深く把握することができた。 

 簡単お料理教室を開催にするにあたり、冬期間の開催ということと、ノロウイルスやインフルエンザ

の流行時期と重なり、衛生面には細心の注意を払い、衛生管理が行き届いたキッチンカーの手配が必要

となった。実演で使用する食材、備品などはキッチンカーで輸送し、キッチンカーの中で準備を行った。

並びに、冬期間の実施を踏まえ、参加者が外で本事業の説明を聞くということが季節的な背景を踏まえ

厳しい状況であったことから、集会所に食材を運び最終調理を行い本事業の運営を行った。 

簡単お料理教室における衛生管理に関して 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

2013年 

1月 8日（火）11：00～11：30 仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

1月 10日（木）11：00～11：30 名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

1月 13日（日）11：00～11：30 相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

1月 15日（火）11：30～12：00 相馬市：大野台第2応急仮設住宅 

1月 17日（木）11：00～11：30 仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

1月 20日（日）11：00～11：30 名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

1月 21日（月）11：00～11：30 相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

1月 22日（火）11：00～11：30 相馬市：大野台第2応急仮設住宅 

1月 24日（木）11：00～11：30 宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

 

2月 5日（火）11：00～11：30 名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

2月 6日（水）11：00～11：30 仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

2月 7日（木）11：00～11：30 宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

2月 8日（金）11：00～11：30 相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

2月 9日（土）11：00～11：30 相馬市：大野台第2応急仮設住宅 

2月 14日（木）11：00～11：30 宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

2月 19日（火）11：00～11：30 仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

2月 20日（水）11：00～11：30 名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

2月 21日（木）11：00～11：30 宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

2月 22日（金）11：00～11：30 相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

2月 23日（土）11：30～12：00 相馬市：大野台第2応急仮設住宅 

実施日時 

実施仮設住宅 

仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

相馬市：大野台第2応急仮設住宅 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第1回・簡単お料理教室】 

開催場所：仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

開催日時：1月 8日（火）11：00～11：30 

参加人数：12人 

男女比率：男性0人 / 女性12人 

実演内容：『生姜の佃煮』 

試食配布：生姜の佃煮、たらの煮つけ 

開催場所：名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

開催日時： 1月 10日（木）11：00～11：30 

参加人数：12人 

男女比率：男性2人 / 女性10人 

実演内容：『生姜の佃煮』 

試食配布：生姜の佃煮、たらの煮つけ 

【第2回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第3回・簡単お料理教室】 

開催場所：相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

開催日時： 1月 13日（日）11：00～11：30 

参加人数：12人 

男女比率：男性1人 / 女性11人 

実演内容：『生姜の佃煮』 

試食配布：生姜の佃煮、たらの煮つけ 

開催場所：相馬市：大野台第2応急仮設住宅 

開催日時： 1月 15日（火）11：30～12：00 

参加人数：24人 

男女比率：男性1人 / 女性23人 

実演内容：『生姜の佃煮』 

試食配布：生姜の佃煮、たらの煮つけ 

【第4回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第5回・簡単お料理教室】 

開催場所：仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

開催日時： 1月 17日（木）11：00～11：30 

参加人数：14人 

男女比率：男性2人 / 女性12人 

実演内容：『ネギのきんぴら』 

試食配布：ネギのきんぴら、たらのとろろ煮つけ 

開催場所：名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

開催日時： 1月 20日（日）11：00～11：30 

参加人数：15人 

男女比率：男性4人 / 女性11人 

実演内容：『ネギのきんぴら』 

試食配布：ネギのきんぴら、たらのとろろ煮つけ 

【第6回・簡単お料理教室】 



34 

■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第7回・簡単お料理教室】 

開催場所：相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

開催日時： 1月 21日（月）11：00～11：30 

参加人数：14人 

男女比率：男性2人 / 女性12人 

実演内容：『ネギのきんぴら』 

試食配布：ネギのきんぴら、たらのとろろ煮つけ 

開催場所：相馬市：大野台第2応急仮設住宅 

開催日時： 1月 22日（火）11：00～11：30 

参加人数：13人 

男女比率：男性0人 / 女性13人 

実演内容：『ネギのきんぴら』 

試食配布：ネギのきんぴら、たらのとろろ煮つけ 

【第8回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第9回・簡単お料理教室】 

開催場所：宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

開催日時： 1月 24日（木）11：00～11：30 

参加人数：16人 

男女比率：男性0人 / 女性16人 

実演内容：『ネギのきんぴら』 

試食配布：ネギのきんぴら、たらのとろろ煮つけ 

開催場所：名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

開催日時： 2月 5日（火）11：00～11：30 

参加人数：13人 

男女比率：男性0人 / 女性13人 

実演内容：『すし酢で簡単なます』 

試食配布：すし酢で簡単なます、赤魚の煮つけ 

【第10回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第11回・簡単お料理教室】 

開催場所：仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

開催日時： 2月 6日（水）11：00～11：30 

参加人数：14人 

男女比率：男性0人 / 女性14人 

実演内容：『すし酢で簡単なます』 

試食配布：すし酢で簡単なます、赤魚の煮つけ 

開催場所：宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

開催日時： 2月 7日（木）11：00～11：30 

参加人数：23人 

男女比率：男性0人 / 女性23人 

実演内容：『すし酢で簡単なます』 

試食配布：すし酢で簡単なます、赤魚の煮つけ 

【第12回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第13回・簡単お料理教室】 

開催場所：相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

開催日時： 2月 8日（金）11：00～11：30 

参加人数：11人 

男女比率：男性1人 / 女性10人 

実演内容：『すし酢で簡単なます』 

試食配布：すし酢で簡単なます、赤魚の煮つけ 

開催場所：相馬市：大野台第2応急仮設住宅 

開催日時： 2月 9日（土）11：00～11：30 

参加人数：23人 

男女比率：男性0人 / 女性23人 

実演内容：『すし酢で簡単なます』 

試食配布：すし酢で簡単なます、赤魚の煮つけ 

【第14回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第15回・簡単お料理教室】 

開催場所：宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

開催日時： 2月 14日（木）11：00～11：30 

参加人数：13人 

男女比率：男性0人 / 女性13人 

実演内容：『生姜の佃煮』 

試食配布：生姜の佃煮、赤魚の西京焼き 

開催場所：仙台市：若林日辺グランド応急仮設住宅 

開催日時： 2月 19日（火）11：00～11：30 

参加人数：12人 

男女比率：男性0人 / 女性12人 

実演内容：『さばのトマトカレー』 

試食配布：さばのトマトカレー、赤魚の煮つけ 

【第16回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第17回・簡単お料理教室】 

開催場所：名取市：愛島東部団地応急仮設住宅 

開催日時： 2月 20日（水）11：00～11：30 

参加人数：20人 

男女比率：男性3人 / 女性17人 

実演内容：『さばのトマトカレー』 

試食配布：さばのトマトカレー、赤魚の煮つけ 

開催場所：宮城郡：七ヶ浜町 総合スポーツセンター応急仮設住宅 

開催日時： 2月 21日（木）11：00～11：30 

参加人数：16人 

男女比率：男性0人 / 女性16人 

実演内容：『さばのトマトカレー』 

試食配布：さばのトマトカレー、赤魚の煮つけ 

【第18回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：2.仮設住宅における簡単お料理教室の実施 

【第19回・簡単お料理教室】 

開催場所：相馬郡：新地町 小川公園応急仮設住宅 

開催日時： 2月 22日（金）11：00～11：30 

参加人数：13人 

男女比率：男性1人 / 女性12人 

実演内容：『さばのトマトカレー』 

試食配布：さばのトマトカレー、赤魚の煮つけ 

開催場所：相馬市：大野台第2応急仮設住宅 

開催日時： 2月 23日（土）11：30～12：00 

参加人数：13人 

男女比率：男性2人 / 女性11人 

実演内容：『さばのトマトカレー』 

試食配布：さばのトマトカレー、赤魚の煮つけ 

【第20回・簡単お料理教室】 
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■事業内容：栄養バランスが取れたレシピの情報提供 

3.東北イキイキ健康家族通信 

高齢者等を中心に啓蒙活動を行うため、紙媒体を通じてレシピのメニューや健康情報などを踏まえた情

報発信を行った。 

・「東北イキイキ健康家族通信」No.1～4 Ｂ5版カラー各1,000部作成し配布 

・「東北イキイキ健康家族通信」総集編 Ｂ5版カラー 250部作成し配布 

ＮＯ.1 生姜料理 Ｎｏ.2 ネギ料理 Ｎｏ.3 大根料理 

Ｎｏ.4 魚の缶詰料理 総集編 

＊詳しい内容については、「その他資料」66～74ページを参照ください。 
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4. ホームページの作成・更新 

 買い物困難者で栄養バランスが崩れている高齢者等に対してバランスの取れた料理レシピを提供し、

健康に対する知識を深められるよう広く普及・啓発を行った。 

 また、弊社のホームページにもリンクをはり、広く一般に情報発信し波及することに努めた。 

 

①．東北イキイキ健康家族通信 ホームページ http://touhoku-ikiiki.jimdo.com/ 

■事業内容：栄養バランスが取れたレシピの情報提供 
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②．株式会社ファミリア ホームページ http://familiar-sendai.jimdo.com/ 

■事業内容：栄養バランスが取れたレシピの情報提供 
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■事業内容：5.効果測定の実施 

目的 

 仮設住宅における簡単お料理教室の参加者に対し、初日と最終日に事業目的及び食に関しての興味関

心度を調査し、事業効果を検証することとした。 

 料理教室当日に集会所でアンケートを配布し、確認しながら回答を依頼した。尚、会場により参加者

数及び初日と最終日に必ずしも同じ人物が参加できるとは限らない為、数値に相違が生じている。 

測定方法 

 記述式アンケート調査を実施し、事前・事後調査共に実施前及び実施後に当日回収した。 

①．事前調査のアンケート用紙 
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②．事後調査のアンケート用紙 

■事業内容：5.効果測定の実施 
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（１）仙台市/若林日辺グラウンド応急仮設住宅 

住 所：仙台市若林区日辺字沖田東15番地 

世帯数：180世帯 

人 数：約300人 

【現状】 

・現在までに様々な企業やボランティア団体などが出入りし、さらにテレビ等メディアの影響もあり食

の情報が氾濫している。(「米を食べるなと言われたり、食べろと言われたりする」等の声があった) 

⇒しっかりと根拠を示し、すぐに実践しやすい正しい情報の提供を心がけると共に、また、提供する情

報は強制するものではないため、口調や伝え方にも気を付けなければならない。 

・スーパー「モリヤ」は車がないと移動が厳しいため、近場のヤマザキショップをよく利用しているよ

うだが、割高で生鮮食品が手に入りにくいという声がある。 

・高齢者が買い物難民になっている可能性が高い地域とうかがえる。 

■実践している、おおむねしている：実施前17％⇒実施後59％ 

・事前調査と事後調査ではっきりと意識の変化があった。以前はバランスを気にせず食べたいものを食べる人が多かっ

たが、約半数が実践するようになった。 

■実践している、おおむねしている：実施前33％⇒実施後59％ 

・食事バランスを意識するようになると、必然的に組み合わせも考えるようになる結果が出た。 

・組み合わせに関しては「食事バランスガイド」をパネルにし、可視化することでよりわかりやすく伝えた。 

住人の大半が若林区の六郷地区の被災者 

車で5分程の場所にスーパー「モリヤ」が1軒 

徒歩で5分程の場所にヤマザキショップが1軒 

■アンケート調査結果【仙台市/若林日辺グラウンド応急仮設住宅】 
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■実践している、おおむねしている：実施前58％⇒実施後58％ 

・事前の「おおむねしている」人の意識が高くなったことがわかる。 

・塩分については、実施当初から栄養士及び食育アドバイザーが毎回伝えた。 

■実践している、おおむねしている：実施前8％⇒実施後25％ 

・数値的にはまだ低いが、長期的に実施することでさらに実践すると期待できる。 

・地域の産物を活かした食事はしても、同じ料理・同じ味が多いという声があった。 

■実践している、おおむねしている：実施前25％⇒実施後42％ 

・事前調査では、食事量を気にせず食べていたようだ。しかし、実施後には約半数の参加者が生活に見合った食事量

を摂るようになった。 

・ヒヤリング結果から、運動はせずに三食の他におやつを食べている状況だった。全4回の中で、散歩程度の運動で

も、一日1回は体を動かすよう促した。 

■アンケート調査結果【仙台市/若林日辺グラウンド応急仮設住宅】 
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■毎日：実施前0％⇒実施後8％  

■週2～3回：実施前41％⇒実施後25％ 

■週1回：実施前42％⇒実施後50％ 

・高齢者が歩いて行ける距離に生鮮食品も買えるスーパーがない。 

・買い物は多くの方が週1回で、中には自分では行かず家族もしくは知人に頼み食材を購入している。 

■簡単に作れるレシピが多くて良かった：92％ 

■もう少し手の込んだ料理も紹介して欲しかった：8％ 

■その他：0％ 

●参加者の声 

・火を使わないレシピは便利でいい。 

・缶詰は普段調理せずに食べることが多いので、缶詰を使っ

たレシピは嬉しい。 

■ある：25％ ■ない：75％ 

「ある」と答えた人が作ったレシピ 

・生姜の佃煮 

・ネギのきんぴら 

■はい：92％ ■いいえ：8％ ■参加者の多くが60代で、70代、80代と続いた。
60代以下の多くが、仕事に出ている為、平日の実施
には参加できなかった。 

■自分では行かない：実施前17％⇒実施後17％ 

■宅配：実施前0％⇒実施後0％ 

■アンケート調査結果【仙台市/若林日辺グラウンド応急仮設住宅】 
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（２）名取市/愛島東部団地応急仮設住宅 

住 所：名取市愛島笠島字西小泉68 

世帯数： 180世帯 

人 数：約300人 

【現状】 

・名取市でも一番催事が多い仮設住宅で体操教室やマッサージ、お茶会など毎日2～3の行事が行われ、

集会所には常に人が集まっている。 

・狭い仮設住宅では、揚げ物や炒め物など臭いの出る料理が難しいという声があった。冬は台所が冷え

ることも相まって調理意欲が低下している。 

⇒スーパーの惣菜ばかりの食事は脂質・塩分過多につながり、調理意欲の低下は欠食の原因にもなり低

栄養を招くので、高齢者にも作りやすいレシピの提供が必要。 

・高血糖や高血圧の方が多いという印象。しかし高齢者（特に独居老人）は集会所でのお茶のみが習慣

になっており、お茶請けのお菓子や果物や漬物の摂取が、元病の症状の悪化を助長させているとも考え

られる。 

・卵、納豆、豆腐はよく召し上がっている様子。 

■実践している、おおむねしている：実施前67％⇒実施後80％ 

・意識していなかった人たちに変化が見られ、さらに以前から意識していた人たちもより食事バランスを気にして食事を

するようになった。 

■実践している、おおむねしている：実施前42％⇒実施後50％ 

・バランスは以前から気を付けていたが、組み合わせに関しても、実施後は気を付けるようになり、意識的に組み合わせ

を考え食べるようになったことがうかがえる。 

50代以上の割合が70%  住人の大半が閖上地区の被災者 

半径500m内にスーパー2件（イトー、ヤマザワ） 

団地向かい側にミニストップあり、バス停あり 

■アンケート調査結果【名取市/愛島東部団地応急仮設住宅】 
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■実践している、おおむねしている：実施前58％⇒実施後65％ 

・最終日に初めて参加した人がいたため、 「していない」の数値が増えた。 

・実施前から意識して塩分を控えめに料理をしている人が多かった。 

・塩分に関しては、実施当初から栄養士及び食育アドバイザーが毎回話の中で伝えてきた結果が出た。 

■実践している、おおむねしている：実施前16％⇒実施後25％ 

・初回は、いつも同じ味で料理してしまうという声があった。しかし、配布した「東北イキイキ健康家族通信」に掲載

した料理を何度か作ったという参加者もいた。 

・冊子に掲載したレシピが簡単で手に入りやすい食材だったため、実践しやすかったという声いただいた。 

■実践している、おおむねしている：実施前42％⇒実施後50％ 

・実施当初から栄養士及び食育アドバイザーが毎回話してきた結果が、結果として半数の参加者が生活に見合った食事

量を摂るようになった。 

■アンケート調査結果【名取市/愛島東部団地応急仮設住宅】 
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■アンケート調査結果【名取市/愛島東部団地応急仮設住宅】 

■毎日：実施前8％⇒実施後10％  

■週2～3回：実施前67％⇒実施後70％ 

■週1回：実施前25％⇒実施後20％ 

・団地の向かえ側に生鮮食品も多く揃ったスーパーがあり、多くの人がそこに歩いて買い物に行っている。 

・高齢者でも、週に2～3回に分けて買い物ができるため、野菜や魚もバランス良く摂取できているようだ。 

■簡単に作れるレシピが多くて良かった：95％ 

■もう少し手の込んだ料理も紹介して欲しかった：5％ 

■その他：0％ 

●参加者の声 

・毎回いただける簡単なレシピ集がありがたかった。 

・毎回簡単な料理を実演してくれたので、自分でも作ってみよ

うと思います。 

・凝った料理ではかったので仮設の台所でも作れて良かった。 

■ある：30％ ■ない：70％ 

「ある」と答えた人が作ったレシピ 

・生姜の佃煮 

・ネギのきんぴら 

・すし酢で簡単なます 

■自分では行かない：実施前0％⇒実施後0％ 

■宅配：実施前0％⇒実施後0％ 

■はい：100％ ■いいえ：0％ ■30代から90代まで、広く参加いただいた。60代、
70代が半数を占め、足腰も丈夫なため他の催事等に
も積極的に参加しているようだ。 
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（３）宮城郡七ヶ浜町/総合スポーツセンター応急仮設住宅 

住 所：宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山1-2 

世帯数：180世帯 

人 数：約300人 

【現状】 

・よく買い物に行くのはSEIYU(お年寄りでも徒歩で行ける距離)、または ジャスコ(送迎バス有り) 

・移動販売の肉屋さんから購入することもある(野菜なども扱っている) 

・もともと畑仕事をしていた人が多く、他所の仮説入居者に比べ、野菜を食べることが比較的習慣づい

ているように感じた。反面、たんぱく質の摂取は少なめな印象を受けた。 

・冬は野菜たっぷりの鍋物が多いという声があり、魚の切身や豆腐を入れたり、溶き卵につけていただ

くなど、手軽にたんぱく質を補給できる食べ方を提案した。 

・集会所には毎日、編み物をする40代～70代の女性10人ほどが集まっている。 

60歳以上4割 
その他のエリアに比べて若い方が多い 
車で5分のところにスーパーが2件（SEIYU、ヤマザワ） 

■実践している、おおむねしている：実施前69％⇒実施後100％ 

・明らかに実施前と実施後で、食事バランスを意識するようになった。 

・初回から「食」に関しての意識は強いように感じていたが、より食事のバランスの重要性を啓蒙した結果がでた。 

■実践している、おおむねしている：実施前88％⇒実施後94％ 

・組み合わせに関しても、実施前に比べより意識が高まったことがわかる。 

・豆類や肉魚などのたんぱく質も積極的に摂りいれるようになった、という声があった。 

■アンケート調査結果【宮城郡七ヶ浜町/総合スポーツセンター応急仮設住宅】 
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■実践している、おおむねしている：実施前88％⇒実施後94％ 

・実施前から意識して塩分を控えめにしているという人が多かった。 

・「だし」をうまく使うようになったという声があった。 

■実践している、おおむねしている：実施前56％⇒実施後69％ 

・実施前後とも「している」「おおむねしている」が半数を占め、意識的に新しい料理にも挑戦するなど、食に関して

の意識が高い。 

■実践している、おおむねしている：実施前56％⇒実施後62％ 

・この項目は実施前後の変化はほぼ見られず、しっかり日々の生活に見合った食事量を摂っているという結果だった。 

■アンケート調査結果【宮城郡七ヶ浜町/総合スポーツセンター応急仮設住宅】 
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■アンケート調査結果【宮城郡七ヶ浜町/総合スポーツセンター応急仮設住宅】 

■毎日：実施前6％⇒実施後12％  

■週2～3回：実施前63％⇒実施後47％ 

■週1回：実施前25％⇒実施後23％ 

・高齢者でも歩いて行ける距離に生鮮食品も多く揃ったスーパーがあり、多くがそのスーパーに歩いて買い物に行って

いる。 

・週に2～3回に分けて買い物ができるため、野菜や魚もバランス良く摂取しているようにみられる。 

・また、お嫁さんが買い物に行く機会が多いという声もあった。 

■簡単に作れるレシピが多くて良かった：100％ 

■もう少し手の込んだ料理も紹介して欲しかった：0％ 

■その他：0％ 

●参加者の声 

・女性1日7.5gの塩分摂取量は結構少なく感じる。 

・ツナ缶、鯖缶、大豆水煮缶をよく使うので、対象のレシピが

あったので早速利用したい。 

・初回の「生姜の佃煮」は簡単で美味しかったので、何度か

作っている。 

■ある：69％ ■ない：31％ 

「ある」と答えた人が作ったレシピ 

・生姜の佃煮 

・ネギのきんぴら 

・長ネギと生姜の酢味噌和え 

・長ネギと鶏ささみのゆず胡椒風味 

・すし酢で簡単なます 

■自分では行かない：実施前6％⇒実施後12％ 

■宅配：実施前0％⇒実施後6％ 

■はい：100％ ■いいえ：0％ ■40代から90代まで広く参加いただいた。70代、
80代の高齢者の参加が一番多い地域だった。 
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（４）相馬郡新地町/小川公園応急仮設住宅 

住 所：相馬郡新地町小川字川向9-1 

世帯数：110世帯 

人数：約280人 

【現状】 

・集会所で行われる催しものにはグループで参加している様子。県外から移住してきた人は参加しにく

いことがあるとのこと。 

⇒今後は、仮設に住む県外移住者の方も参加しやすい催事の実施や孤独感を感じている方々の心のケア

が望まれる。 

・近くのスーパーまでは車で10分程度。高齢者はこまめに食材を調達に行くのは難しい。また、保管で

きる場所も限られているので大量購入もできない。 

・同居しているお嫁さんから、調理器具や電子レンジの使用を禁じられているという声があった。 

・同居していると出された料理を食べるしかなく、大量の揚げ物など、育ち盛りの子どもと同じメ

ニューを食べなければならないのがつらいことがあるという声があった。 

⇒健康的な食生活への課題を持つのは独居老人だけではないことが分かった。 

自転車で10分ぐらいの場所と車で10分ぐらいの場所に 

1店舗ずつスーパーあり 

■実践している、おおむねしている：実施前82％⇒実施後92％ 

・実施前から参加者の多くが食事のバランスを考え食事していることがわかる。 

・実施したことにより、さらに意識が高まったのが見受けられる。 

■実践している、おおむねしている：実施前92％⇒実施後92％ 

・当項目も実施前から意識が高く、さらに組み合わせを考え食事するようになったことがわかる。 

・海関係の仕事をしていた、している人が多く、以前から魚を多く食べていて、たんぱく質もしっかり摂取している。 

・魚をメインに献立を考えているという声が多かった。 

■アンケート調査結果【相馬郡新地町/小川公園応急仮設住宅】 
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■実践している、おおむねしている：実施前83％⇒実施後85％ 

・実施前から意識して塩分を控えめにしているという方が多かった。 

■実践している、おおむねしている：実施前58％⇒実施後62％ 

・実施前後とも「している」「おおむねしている」が半数を占め、意識的に新しい料理にも挑戦するなど、食に関して

の意識が高い。 

・自分では作らないが、お嫁さんが作ってくれるという声もあった。「時々している」という数値が高めなのは、それ

が要因だと思われる。 

■実践している、おおむねしている：実施前75％⇒実施後78％ 

・日々生活に見合った食事量を摂り、やはり意識が高い。 

・「時々している」という中には、育ち盛りのお孫さんに合わせた食事内容や量になるため、内容的にも高齢者が食べ

るには多かったりすることがあるという声があった。そのため、自分で量を考えて食べたりするとの事。 

■アンケート調査結果【相馬郡新地町/小川公園応急仮設住宅】 
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■アンケート調査結果【相馬郡新地町/小川公園応急仮設住宅】 

■毎日：実施前8％⇒実施後15％  

■週2～3回：実施前50％⇒実施後46％ 

■週1回：実施前34％⇒実施後31％ 

・歩いて行ける距離にスーパーがなく、車で買い物に行っている。 

・また、同居しているお嫁さんが買い物に行く機会が多いという声もあった。 

■簡単に作れるレシピが多くて良かった：92％ 

■もう少し手の込んだ料理も紹介して欲しかった：8％ 

■その他：0％ 

●参加者の声 

・普段から使う食材で簡単に作れるレシピがほとんどだったの

で自分でも作ってみた。 

・家にある調味料で作れるから良かった。 

■ある：62％ ■ない：38％ 

「ある」と答えた人が作ったレシピ 

・ネギのきんぴら 

・長ネギと生姜の酢味噌和え 

・すし酢で簡単なます 

・大根のケチャップ煮 

・大根の「つま」で簡単一品 

■自分では行かない：実施前8％⇒実施後8％ 

■宅配：実施前0％⇒実施後0％ 

■はい：100％ ■いいえ：0％ 

・外部の方による催しがだんだん少なくなってきているの

で、是非継続してやってほしい。 

・集会所で催しがあると部屋から出て少しは運動にもなる

し、独居の方の安全確認もできるので良い。 

■参加者は60代と70代だった。全4回、ほぼ同じ参
加者だった。 
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（５）相馬市/大野台第2応急仮設住宅 

住 所：相馬市大野台2丁目1-6 

世帯数：180世帯  

人 数：約250人 

【現状】 

・18歳未満と65歳以上の入居者には毎晩無料で給食の配布がある。貼り出されていたメニューにはカロ

リー・塩分表示はあったが、栄養バランスまでは考慮されていない様子。 

⇒成長期の子供にはたんぱく質が不足しているメニューだった。当初は住人全員に弁当が配布されてい

たとのこと。 

・無料配布の給食は肉のメニューが多い。魚の種類も限定されている。副菜は付け合せ程度で、量が少

ない。朝食、昼食は手軽にパンやスーパーの惣菜で済ませてしまう人が多い。無料給食は材料費の予算

の問題もあり、メニューや品数の改善は難しいと思われる。 

⇒配布される夕食のメニューに手作りで一品二品プラスする指導と、朝食・昼食でのバランスの取り方

（たんぱく質や野菜類を朝食・昼食で摂取してもらうなど）の指導が必要だと感じた。 

・近くのスーパーまでは車で10分程度。歩いて行けない距離ではないが高齢者には厳しい。リヤカー隊

(高齢者や障害者などの買い物弱者の援助、独居老人の心のケアも目的)の宅配を利用して買い物をして

いる人も多い。  

・大半が浜の方なので、毎日魚を食べたいという声が多い。 

主に相馬の沿岸部からの被災者。 
近くにスーパーはない。車で10分ぐらい相馬市街に出かける。 
仮設住宅で自主的に行われているリアカーでの買い物支援を利用
している人が多い。 

■実践している、おおむねしている：実施前67％⇒実施後69％ 

・実施前と後の変化はなく、普段から参加者の多くが食事のバランスを考え食事していることがわかる。 

■実践している、おおむねしている：実施前67％⇒実施後85％ 

・より意識が高まり、組み合わせを考え食事している 
ことがわかる。 

■アンケート調査結果【相馬市/大野台第2応急仮設住宅】 
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■実践している、おおむねしている：実施前75％⇒実施後92％ 

・実施前から意識して塩分を控えめにしている人が多かったが、より意識が高まったことがわかる。 

■実践している、おおむねしている：実施前17％⇒実施後54％ 

・実施後「している」「おおむねしている」が半数を占め、意識的に新しい料理にも挑戦するなど、食に関しての意識

が高くなった。 

・育ちざかりの子供を持つ母親が子供と参加する姿が見られ、家庭で実践するようになったとみられる。 

■実践している、おおむねしている：実施前29％⇒実施後69％ 

・実施前より意識して自分に見合った食事量にしていることがわかる。 

■アンケート調査結果【相馬市/大野台第2応急仮設住宅】 
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■毎日：実施前21％⇒実施後31％  

■週2～3回：実施前63％⇒実施後31％ 

■週1回：実施前4％⇒実施後23％ 

・歩いて行ける距離にスーパーがなく、車で買い物に行っている。 

・リアカーで仮設周辺を回り、食材、日用品を販売している団体がありそれを利用している人が多かった。 

■簡単に作れるレシピが多くて良かった：77％ 

■もう少し手の込んだ料理も紹介して欲しかった：23％ 

■その他：0％ 

●参加者の声 

・毎回勉強になった。 

・買いやすい食材のレシピで良かった。 

・仮設の狭い台所でも無理なく作れる料理ばかりで良かった。 

■ある：23％ ■ない：77％ 

「ある」と答えた人が作ったレシピ 

・生姜の佃煮 

・ネギのきんぴら 

・すし酢で簡単なます 

■自分では行かない：実施前8％⇒実施後15％ 

■宅配：実施前4％⇒実施後0％ 

■はい：92％ ■いいえ：8％ 

・料理するのを見るだけでなく、試食もあり、ダイ

エットのことなども質問で来て良かった。 

■ 60代が多いが、30代から80代まで広く参加して
いただいた。 

■アンケート調査結果【相馬市/大野台第2応急仮設住宅】 
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【考察】／「実践している」「おおむねしている」の回答が、実施前平均60％で、実施後平均が80％に20％も意識

の向上が見られた。 

■事業内容：5.効果測定の実施 【項目別/地域別比較】 

1.「主食」「主菜」「副菜」を基本に、食事のバランスを実践していますか？ 

2.野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて実践していますか？ 

  実践している おおむねしている 時々している していない 

仙台市/若林区 
実施前 8% 25% 50% 17% 

実施後 17% 42% 33% 8% 

名取市/愛島 
実施前 25% 17% 33% 25% 

実施後 20% 30% 45% 5% 

宮城郡/七ヶ浜町 
実施前 44% 44% 12% 0% 

実施後 75% 19% 6% 0% 

相馬郡/新地町 
実施前 42% 50% 8% 0% 

実施後 61% 31% 8% 0% 

相馬市/大野台 
実施前 38% 29% 33% 0% 

実施後 46% 39% 15% 0% 

平均値 
実施前 31% 33% 27% 8% 

実施後 44% 32% 21% 3% 

  実践している おおむねしている 時々している していない 

仙台市/若林区 
実施前 0% 17% 33% 50% 

実施後 0% 59% 33% 8% 

名取市/愛島 
実施前 42% 25% 8% 25% 

実施後 60% 20% 10% 10% 

宮城郡/七ヶ浜町 
実施前 38% 31% 31% 0% 

実施後 62% 38% 0% 0% 

相馬郡/新地町 
実施前 42% 50% 8% 0% 

実施後 54% 38% 8% 0% 

相馬市/大野台 
実施前 29% 38% 33% 0% 

実施後 23% 46% 31% 0% 

平均値 
実施前 30% 32% 23% 15% 

実施後 40% 40% 16% 4% 

【考察】／「実践している」「おおむねしている」の回答が実施前は平均64％で、実施後76％に向上した。今後も

継続的に実施することで意識は更に向上するものと考えられる。 
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【考察】／「実践している」「おおむねしている」の回答が、実施前平均72％で、実施後平均が79％であった。 

数値に大幅な変化がないことから、普段から塩分に関しては意識して実践しているようだ。 

■事業内容：5.効果測定の実施 【項目別/地域別比較】※料理教室参加者比較 

3.食塩や脂肪は控えめにしていますか？ 

4.食文化や地域の産物を活かし、時には新しい料理も実践していますか？ 

【考察】／「実践している」「おおむねしている」の回答が、実施前平均31％で、実施後平均が47％に16％意識の

向上が見られた。新しい料理に挑戦することが難しく思う人が多いとみられる。 

  実践している おおむねしている 時々している していない 

仙台市/若林区 
実施前 17% 41% 42% 0% 

実施後 41% 17% 42% 0% 

名取市/愛島 
実施前 50% 8% 42% 0% 

実施後 45% 20% 20% 15% 

宮城郡/七ヶ浜町 
実施前 69% 19% 12% 0% 

実施後 81% 13% 6% 0% 

相馬郡/新地町 
実施前 41% 42% 17% 0% 

実施後 54% 31% 15% 0% 

相馬市/大野台 
実施前 42% 33% 17% 8% 

実施後 46% 46% 8% 0% 

平均値 
実施前 44% 29% 26% 2% 

実施後 53% 25% 18% 3% 

  実践している おおむねしている 時々している していない 

仙台市/若林区 
実施前 8% 0% 42% 50% 

実施後 8% 17% 33% 42% 

名取市/愛島 
実施前 8% 8% 42% 42% 

実施後 5% 20% 50% 25% 

宮城郡/七ヶ浜町 
実施前 44% 12% 44% 0% 

実施後 44% 25% 31% 0% 

相馬郡/新地町 
実施前 25% 33% 42% 0% 

実施後 39% 23% 38% 0% 

相馬市/大野台 
実施前 13% 4% 58% 25% 

実施後 23% 31% 31% 15% 

平均値 
実施前 20% 11% 46% 23% 

実施後 24% 23% 37% 16% 
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【考察】／「実践している」「おおむねしている」の回答が、実施前平均45％で、実施後平均が60％に15％も意識

の向上が見られた。福島の2か所は7割達成しているが、宮城県の3か所はやや食べ過ぎているようだ。 

■事業内容：5.効果測定の実施 【項目別/地域別比較】 

5.適正体重を知り、日々の生活に見合った食事量にしていますか？ 

  実践している おおむねしている 時々している していない 

仙台市/若林区 
実施前 8% 17% 33% 42% 

実施後 0% 42% 50% 8% 

名取市/愛島 
実施前 25% 17% 50% 8% 

実施後 30% 20% 35% 15% 

宮城郡/七ヶ浜町 
実施前 19% 37% 31% 13% 

実施後 25% 37% 25% 13% 

相馬郡/新地町 
実施前 17% 58% 25% 0% 

実施後 33% 45% 22% 0% 

相馬市/大野台 
実施前 17% 12% 50% 21% 

実施後 31% 38% 31% 0% 

平均値 
実施前 17% 28% 38% 17% 

実施後 24% 36% 33% 7% 
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【総評】 

 実施前から平均数値が高い「七ヶ浜町」「新地町」は、実施後平均80％を超えた。「相馬市」も平均

74％と目標を達成することができ、「仙台市」「名取市」も高い効果が見られた。全5か所とも実施前

より意識が高まったことが最終数値で読み取ることができる。一番平均数値が低い仙台市の日辺仮設で

も事業開始前より20％も意識が高まり効果があった。 

 全体的に、高齢者を対象に実施したため、塩分に関しては実施前から気を付けて控えている人が多く

みられた。しかし、5か所とも数値が低かったのは「4.食文化や地域の産物を活かし、時には新しい料

理も実践していますか？」の項目で、東北という土地柄かなかなか新しい料理に挑戦するということが

少なく、いつも同じような料理が食卓に出る傾向が高いことが分かった。 

 

 今回、仮設の狭いキッチンを想定し、配布する冊子には一口コンロで普段使うような調味料で簡単に

作れる料理を100レシピの中から抜粋し7レシピづつ掲載した。実演ではさらにその中でも簡単な料理

を実演し、参加者に「自分でも作れそう。作ってみようかな」という意識を持たせるように心がけた。 

 その結果、実演した料理はもちろん、それ以外に冊子に掲載された料理を作ってみたという人がいて、

「料理する」ということに興味を持ち、意識が高まったことがわかる。各地域4回という短い回数でも

上記のように意識が高まることが実証され、継続することで更に数値が上がることが可能と考えられる。 

 また、本事業から新たな副産物が生まれた。週一回ぐらいのペースで集会所に集まるという行動が、

仮設住宅のコミュニティづくりにも役立つことが分かった。参加者は、その回で使用する食材をもとに

「自分はこんな料理を作っている」「こうやって保存すると良いのよ」などお互いに教え合い、それを

家庭でも実践するなど、本事業が良い情報交換の場となっていた。 

 

 以上のことから、本事業は実際に現場の現状を把握した上で実施することで、数回の実施でも意識を

向上させることができた。 

下記、5項目「実践している」 
「おおむねしている」 

仙台市 名取市 七ヶ浜町 新地町 相馬市 項目別平均 

初回 最終 初回 最終 初回 最終 初回 最終 初回 最終 初回 最終 

１．「主食」「主菜」「副菜」を基本に、
食事のバランスを実践していますか？ 

17% 59% 67% 80% 69% 100% 82% 92% 67% 69% 60% 80% 

２．野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚
なども組み合わせて実践していますか？ 

33% 59% 42% 50% 88% 94% 92% 92% 67% 85% 64% 76% 

３．食塩や脂肪は控えめにしていますか？ 58% 58% 58% 65% 88% 94% 83% 85% 75% 92% 72% 79% 

４．食文化や地域の産物を活かし、時には
新しい料理も実践していますか？ 

8% 25% 16% 25% 56% 69% 58% 62% 17% 54% 31% 47% 

５．適正体重を知り、日々の生活に見合っ
た食事量にしていますか？ 

25% 42% 42% 50% 56% 62% 75% 78% 29% 69% 45% 60% 

地域別平均 28% 49% 45% 54% 71% 84% 78% 82% 51% 74% 

■事業内容：5.効果測定の実施 【項目別/地域別比較 まとめ】 
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■その他資料：掲載紙 

河北新報 2013年2月20日（水）夕刊 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（Ｎｏ.1 生姜料理） 

●表１ ●表2 

●表3 ●表4 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（Ｎｏ.2 ネギ料理） 

●表１ ●表2 

●表3 ●表4 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（Ｎｏ.3 大根料理） 

●表１ ●表2 

●表3 ●表4 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（Ｎｏ.4 魚の缶詰料理） 

●表１ ●表2 

●表3 ●表4 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（総集編） 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（総集編） 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（総集編） 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（総集編） 
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■その他資料：東北イキイキ健康家族通信（総集編） 
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