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 「健康スムージーを活用したまちのにぎわいづくり」事業につきまして

は、信州須坂健康スムージー推進協議会が主体となり、平成29年度から

国の地方創生推進交付金を活用し実施している事業です。 

 この事業は、須坂市で豊富に栽培されている果物、野菜などを健康ス

ムージーとして開発し、果物・野菜の摂取量の増加を図り、市民の健康

増進へつなげ、また飲食店等での提供を通じ、農産物の用途拡大、誘客

へとつなげていきたいと考えています。 

須坂市副市長 
（信州須坂健康スムー
ジー推進協議会会長） 

中澤 正直 

地方創生推進交付金事業 

「健康スムージーを活用したまちのにぎわいづくり」 

 

       ◆新規就農者の樹園地拡大面積・・・・・・1.5ha 

       ◆移住による新規就農世帯数・・・・・・・６世帯 

       ◆スムージーを活用した新商品開発数・・・３件 

       ◆取り扱い店舗数・・・・・・・・・・・・９店舗 

  

平成32年３月
までのＫＰＩ 

（重要業績評価指数） 



目次 

信州須坂健康スムージー推進協議会 3 

１ 現状と課題 

  （１）須坂市の将来推計人口と観光客推移数 
  （２）年代別果物・野菜の摂取量と国保診療費の構成について 
２ 背景 

  （１）須坂市保健補導員会について 
  （２）活発な市民活動と豊富な農産物について 
３ 健康スムージー事業について 

  （１）事業着手の経緯 
  （２）開発した健康スムージー 
  （３）健康スムージーのこだわり 
  （４）具体的事業について 
    ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
    ②健康スムージー普及事業 

    ③飲食店等への普及 
４ 今後に向けて 



信州須坂健康スムージー推進協議会 4 

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

9,400 

10,216 

10,856 
11,000 

11,260 

10,767 

9,800 

10,460 

10,408 10,343 

10,695 

9,628 

◆観光客数推移               単位：百人 

長野県観光地利用者統計調査より 

・人口減少、少子高齢化の進行 

・観光客数の伸び悩み、減少傾向 

・地域創生への取り組み 

現状と課題 

（１）須坂市の将来推計人口と観光客推移数 
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①野菜、果物の摂取状況について（下図） 
 →野菜・果物とも若年層の摂取量が少ない 

②須坂市の国民健康保険の診療費の構成 
 →新生物に次いで、循環器系疾患が多い 
 →循環器系疾患の構成比の中では、高血圧性
疾患が第一位。また、くも膜下出血も県平均と
比較すると1.7倍の診療費。 
→予防のためには、カリウム、カルシウムの摂
取が推奨 

須坂市国保疾病別診療費の構成 
新生物 

内分泌、栄養及び代謝疾患 

精神及び行動の障害 

循環器系の疾患 

消化器系の疾患 

筋骨格系及び結合組織の疾

患 
腎尿路生殖器系の疾患 

損傷、中毒及びその他外因の

影響 
その他 

国推奨：350ｇ 

国推奨：200ｇ 

現状と課題 

（２）年代別果物・野菜の摂取量と国保診療費 
の構成について 

平成25年度 長野県県民健康・栄養調査より 
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昭和20年から、地域の女性が住民の

命を守るためにはじまった保健補導
員活動 

健康に関する学習を重ね自ら実践し、家
庭や地域へ広める活動を継承している 

県内１９市で介護認定率が低い 

元気な高齢者が多い＝健康長寿 

背景 

（１）須坂市保健補導員会について 



（１）須坂市保健補導員会について 
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今年６０周年を迎えました 

どんな人がなるの？ 須坂市では、女性のみ 

どうやって選出？ 各町の役員さんとして選出 

２年間（再任は不可） 任期は？ 

どんな役割？ 市民の健康の守り手 

背景 
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須坂市と東邦大学と合同調査（2015年8月公表） 
須坂市における保健補導員経験者と未経験者の健康を比較 
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特定健診受診率の比較 

保健補導員経験者 

保健補導員未経験者 

経験者は健診受診率が高く、医療費低い 
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国保１人当り医療費 

保健補導員経験者 

保健補導員未経験者 

（歳） 

背景 
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◇健康に関する学習会を各地域
ごとで毎月開催 

◇自宅のみそ汁
を持参して、塩
分濃度測定 

（１）須坂市保健補導員会について 

背景 
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◇誰でも、どこでもできる「健康体操」を作成し、自治会や市の 
イベント等で披露している。 
◇現在は、「須坂エクササイズ」と命名され、出前講座も実施 

（１）須坂市保健補導員会について 

背景 
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◇子育て中のお母さん方が集まる「子育て広場」で、健康体操も
一緒に行っている。おやつに含まれる砂糖や塩分量について、パ
ネルを使って紹介したりもしている。 

（１）須坂市保健補導員会について 

背景 



◎活発な市民活動 

 ・保健補導員発祥の地 ・・・ 発足以来60年、経験者は約7,000人 

 ・食生活改善推進協議会 ・・・ 食を通じた健康づくり 

 ・そのほか、各地域で社会体育活動や、公民館活動も盛ん 

◎豊富な農産物 

 ・ナガノパープル発祥の地 

 ・巨峰の生産量日本一 

 ・プルーン、ワッサーの生産量日本一 

 ・りんご、もも、さくらんぼ等の生産も盛ん 

 ・数多く残る「伝統野菜」  

      村山早生ごぼう（むらやまわせごぼう） 

  八町きゅうり（はっちょうきゅうり） 

  沼目越瓜（ぬまめしろうり） 
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八
町
き
ゅ
う
り 

▲
 ▲村山早生ごぼう 

背景 

（２）活発な市民活動と豊富な農産物について 
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○全国的にスムージーがブーム 

○須坂市は新鮮な果物、野菜が採れる一大産地である 

○市内で「ケール」の栽培も盛んになってきている 

○須坂市には、豊富な発酵文化がある 

○スムージーは、気軽に果物・野菜を摂取できる 

○果物、野菜の摂取は、健康増進に効果 

オリジナルスムージーを開発し、健康増
進、またビジネスの創出を目指す 

（１）事業着手の経緯 

健康スムージー事業 

平成29年度地方創生推進交付金事業 
 
事業費   平成29年度  840万円（１/２ 国の交付金、１/２ 国の交付税措置） 
        平成30年度  915万円（            〃              ） 
        平成31年度  565万円（            〃              ） 
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☆太陽の笑顔スムージー 
【太陽の光をいっぱい浴びた色鮮やかな果物を使った笑
顔はじけるスムージー（美肌）】 

材料（２人前） 32kcal 
桃（またはネクタリン）・・・100ｇ（１/２個） 
トマト・・・75ｇ（１/２個） 
赤パプリカ・・・25ｇ（１/４個） 
氷・・・適宜 
 
メモ 
トマトと赤パプリカの赤色にはβカロテンがいっぱい！ 
目や皮膚、粘膜の細胞を正常に保つ働き 

ネクタリンは長野県が生産量日本一！桃とネクタリンを
掛け合わせた「ワッサー」は須坂市生まれ 

（２）開発した健康スムージー 

健康スムージー事業 
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☆大地の輝きスムージー 
【大地からいただく力強い苦みは、身体を元気に輝かせ
てくれるスムージー！（アンチエイジング）】 

材料（２人前） 50kcal 
リンゴ・・・110ｇ（１/３個） 
バナナ・・・40ｇ（１/３本） 
ケール・・・20ｇ（１枚） 
水・・・30ml 
氷・・・適宜 
メモ 

ケールは、その苦み成分が、解毒、抗酸化、がんの予防効果
などが期待されている緑黄色野菜の王様です。 

リンゴやバナナと組み合わせると苦みも気になりません。リン
ゴは皮に栄養があるので皮ごと使いましょう。 

（２）開発した健康スムージー 

健康スムージー事業 
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☆甘酒レッドスムージー 
【飲む点滴甘酒と酸味が美味しい果物で畑仕事にぴった
り疲労回復スムージー！（疲労回復）】 

材料（２人前） 75kcal 
プラム・・・90ｇ（４個） 
プルーン・・・60ｇ（４個） 
甘酒・・・100ml 
氷・・・適宜 
メモ 

プルーンやプラムの酸っぱさはクエン酸！ストレスや疲労によっ
て体にたまった乳酸を分解してくれます。 

すももは「日本すもも（プラム）」と「西洋すもも（プルーン）」の２つ
に分類されます。どちらも須坂市で生産され、特にプルーンの一
大生産地です。 

（２）開発した健康スムージー 

健康スムージー事業 
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☆甘酒グリーンスムージー 
【スーパーフード甘酒と個性的な舌触りと香りですっき
りデトックススムージー！（デトックス）】 

材料（２人前） 60kcal 
りんご・・・50ｇ（１/６個） 
キウイフルーツ・・・75ｇ（２/３個） 
セロリ（葉）・・・10ｇ 
甘酒・・・65ml 
氷・・・適宜 
メモ 

甘酒にはブドウ糖やアミノ酸などが体に吸収されやすい形で
含まれています。 

長野県が生産量日本一のセロリ。リンゴ、キウイフルーツとも
須坂で栽培されています。 

（２）開発した健康スムージー 

健康スムージー事業 
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☆ナガノパープルと紫キャベツのスムー
ジー 

材料（２人前） 52kcal 
ナガノパープル・・・150ｇ（15粒） 
紫キャベツ・・・50ｇ（２～３枚） 
氷・・・適宜 
メモ 

ぶどうに含まれるポリフェノールは、身体が酸化するのを防ぐ
抗酸化作用があり、身体のさまざまなところに働きかける機能
性成分（非栄養素）です。また、紫キャベツ、ナガノパープルと
もアントシアニンがたっぷり摂れます。 

種がなく、皮ごと食べられるナガノパープルは須坂市にある果
樹試験場で生まれた長野県オリジナル品種。 

（２）開発した健康スムージー 

健康スムージー事業 
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☆シャインマスカットとケールのスムー
ジー 
材料（２人前） 63kcal 
シャインマスカット・・・200ｇ（20粒） 
ケール・・・30ｇ（１枚） 
氷・・・適宜 
メモ 

エメラルド色の皮にもポリフェノールがたっぷり！ぶどうは糖分が
多く含まれているうえに消化吸収がとても速いので、エネルギー
補給にぴったり。 

はじける甘さが魅力の「シャインマスカット」♪須坂市は生産量が
全国トップクラス。シャインマスカットのさわやかな甘みとケール
のほろ苦と組み合わせると抹茶のような香りに!?スッキリとしたス
ムージー。 

（２）開発した健康スムージー 

健康スムージー事業 
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○須坂産果物、野菜を豊富に取り入れる 

○ケール、セロリなど体に良いとされる 

効能を持つ野菜を活用 

○甘さは果物か甘酒の甘さのみ 

○須坂の畑がそのままスムージーに 

（３）健康スムージーのこだわり 

健康スムージー事業 
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○各家庭、市民への普及 

 …須坂健康まつり等、地域でのイベント時に試飲の 

 場を設け、認知度の向上、普及をよびかける 

○マーケティング事業 

 …市場ニーズの把握、果物・野菜の機能性調査等 

○飲食店等への働きかけ 

 …市内の飲食店、宿泊施設、観光施設等に健康スム 

 ージーの販売、提供を働きかける 

○「信州須坂健康スムージー推進協議会」を結成 

（４）具体的事業内容 

健康スムージー事業 
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【目的】 

○果物、野菜への関心、健康スムージーの普及 

○須坂産農産物の消費拡大、用途拡大 

○健康スムージー事業のアピール 

【募集内容】 

○１人前の分量とするレシピ 

○スムージーの特長、健康につながるポイントの記載 

（４）具体的事業について 
  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 

健康スムージー事業 
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  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 

健康スムージー事業 



○市内外から35作品の応募（県外からも） 

○高校生、大学生～高齢者まで幅広く 

○食に携わる方からの応募が多かった 

○公募サイト「公募ガイド」から掲載依頼 

○作品ごとにこだわり、ストーリーがある 

信州須坂健康スムージー推進協議会 24 

  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 

健康スムージー事業 
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【第一次審査】 

◎審査員 野菜ソムリエ上級プロ、市管理栄養士・保健師 

◎審査方法 

見た目、味、舌ざわり、栄養素、須坂らしさ、健康ポイント、

独創性（ストーリー性）等 

【最終審査会】（平成29年10月21日実施） 

◎審査員 協議会委員（３名）、信州医療センター病院長、市

内温泉施設支配人 

◎審査方法 第一次審査同様 

※一般来場者の試飲投票も加点 

  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 

健康スムージー事業 



信州須坂健康スムージー推進協議会 26 

■若摘みり
んごdeスム 
ージー 

■カシスの入っ
たスムージー 

■夏の疲れリセッ
トスムージー 

■アレルゲンフ
リー！ビューテ 
ィースムージー 

■栗とシャインマ
スカットのトロトロ
スムージー 

【主材料】 
若摘みりんご 

桃、小松菜、
豆腐 

【主材料】 

カシス、トウモロコ
シ、ケール、ヨー
グルト 

【主材料】 

ナガノパープ
ル、梨、レタ
ス 

【主材料】 
ナガノパープル、
ヤーコン、ブルー
ベリー、村山早
生ごぼう、甘酒 

【主材料】 

シャインマス
カット、栗、り
んご、豆乳 

  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
  ☆最終審査進出作品 

健康スムージー事業 
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  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
  ☆審査会の様子（試飲ブース） 

健康スムージー事業 
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  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
  ☆審査会の様子（最終審査） 

健康スムージー事業 
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  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
  ☆審査会の様子（最終審査） 

健康スムージー事業 
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【審査員コメント】 

・すべての作品が１位だと思

う。 

・スムージーの色も大事な要

素になると感じた。 

・サプリメントに頼らず、スム 

ージーを食べてほしいと思っ

た。 

・レシピを見ると、g単位で表

記されていて、試行錯誤して

作ったことが分かる。 

・多くの方に須坂産の果物を

食べてほしい。 

・ケールの話を聞いて、パスタ

にも使ってみたいと思う。 

【得点】 
398点（500点満点）、次点374点 

  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
  ☆審査会の様子（結果） 

健康スムージー事業 
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▲須坂新聞

（H29.10.28） 

 日本農業

新聞

（H29.9.21） 

▲
 

  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
  ☆報道関係 

健康スムージー事業 
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応募作品の中から、健康への配慮、地元産農作物の活用のほか特
徴あるコメントが多数記載 
・レシピを考案する中で、親子でいろいろ話ができ、楽しい時
間を過ごすことができました。 
・夫が年のせいか、朝は食欲が出ないとご飯を食べたがらなく
なったが、バナナのほかに牛乳や季節の野菜・りんごを入れた
スムージーを出すようにしたところ、健康に過ごせている。 
・昨年、子どもが急性脳性になり、口からご飯を食べられなく
なった。退院後、家での朝食はスムージーになり、季節の野菜
や果物を鼻から胃に入れたチューブであげていた。今ではペー
スト食が食べられるようになった。「命のスムージー」。 

  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
  ☆応募の中から 

健康スムージー事業 
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○健康スムージー事業のPR効果 

○須坂産農産物の用途拡大、消費拡大 

○果物、野菜への関心度アップ 

○スムージー自体の家庭での普及 

○優勝作品を健康スムージーに認定、普及 

○多くの「ストーリー」がある 

  ①オリジナル健康スムージーレシピコンテスト 
  ☆コンテストの成果 
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  ②健康スムージー普及事業 
  ☆各種イベントでの試飲 

健康スムージー事業 
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☆宿泊施設での普及を 

図り説明会を実施 

  ③飲食店等への普及 
  ☆飲食店での販売 

健康スムージー事業 
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○家庭、市民へのさらなる普及 

市民の健康増進へ期待 

○飲食店等での提供、販売 

新たなビジネスの発生 
果物・野菜の消費拡大 

今後に向けて 


