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～避難所での炊き出しの様子～
仙台市立六郷中学校にて
～チームセントラルキッチンの思いが届けられた～
5 月 21 日仙台市六郷中学校避難所で 500 食の牛丼を提供した。11 時 30 分開始、
近隣の避難所からも続々みえた。40 分で 500 食が完売！避難所の皆さんからは、
うれしい～！温ったかい食事が食べたかった！うまい！と、口ぐちにお礼の言葉が
…。全国のセントラルキッチン連絡会メンバー7 名（北海道・東京・神奈川・兵庫）
が参加し前日から準備した。当日は、「男子厨房に入る会」「大学の先生」「ＣＫフー
ドサービス研究会の皆さん」など、総勢 30 名で取り組んだ。5 月 28 日にも名取市
文化会館で 300 食の炊き出しを行った。
（写真・文章 吉田 雄次）

・・・災害時でも途絶えさせない!!・・・
“食の備蓄”と“ネットワーク”で”喫食者の喜び“を得た
㈲みやぎ保健企画セントラルキッチン事業部統括責任者 吉田 雄次

はじめに…
食事提供先

この大震災では、津波・原発事故もあり、全てのライフラインが寸断され、食事
を提供する事業者としては、最悪の状況であった。
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①クックチル方式の優位性（3 日分の“事前調理”ができていた）
当ＣＫの調理システムは、クックチル方式であり、地震があった 3 月 11 日 14
時 46 分には、すでに 3 日分 14 日昼食分まで調理作業は完了していた。しかし、
物流会社からは配送を断られ、翌日、全職員で手分けし県内と山形・福島の取引先に
食事を届けた。この災害時において“クックチル方式”の優位性を感じた。災害時に
病院や老人施設に食事を提供する車には、警察に申請することで、
“緊急車両”
（右写

緊急車両許可証

真）の許可を徔る事が出来る。これは、高速道路の通行や燃料を確保できるもので、
この許可証が大変有効的であり、自社便で配食する事が出来た。なお、県外の取引先には、関連する病院な
どから食事支援を依頼し協力を頂いた。

②災害時を乗りきった！（“備え”と“ネットワーク”の協力体制）
当ＣＫは、病院組織が母体でありその関連で全国ＣＫ連絡会を作っていた。（注：
参照）連絡会では、2 年前より災害時対応マニュアルと『食の備蓄』をしていた。災
害翌日の 3 月 12 日、ＣＫ連絡会に、
『災害時用調理済み食材』配送を要請した。連
絡会の仲間は、丌眠丌休で調理済み食材 13000 食と飲料水数百リットルを配食専
用車に積み込み、3 月 13 日朝には当ＣＫへ届けてくれた。まさに、
『備えとネット
ワーク』で災害期間を乗り切った。
40 日間を超える災害期間中に、食材は 5 日おきくらいに東京・兵庫から 7 回配
送され、福井からは自社便で 11000 個の茶碗蒸しをＣＫへ、また、食材をあちこ
ちから購入し旭川からトラックでＣＫへ届けてくれた支援者など、多くの方に支えら
れ、お陰でお取引先の病院・老人施設に『1 食も欠食することなく、食事を提供する
事ができた。
』･・・。

兵庫から数十時間かけ
食材を運んでくれた仲
間と！（筆者右手前）

僅かであったが 2 ヶ所の避難所と在宅避難者の方々にも食材を提供することがで
きた。また、当ＣＫでは、開設時から災害時用に大型プロパンガスと業務用ガスコンロ 2 台を設備していた

ことから、炊飯ができなかった病院には、毎食 250 食ものご飯を炊き届けた。当ＣＫの職員にも、豚汁な
ど作り毎昼食を提供した。関連グループの 4 病院では、自家発電や水・燃料確保など、災害時対策が出来て
いたので、病院へＣＫ職員を派遣し、作業支援を行った。“備え”がなくてはならないという、当たり前の
ことを教えてくれた。

③喫食者から『助けられた!!

』と、喜びと感謝のサービス提供（温かい食事を 1 日 3 食届けられた）

震災から４０日ほど過ぎ、老人施設などのお取引先へお詫びとご挨拶に伺った際、「助かりました。ＣＫで
良かった」
「他施設では、１日２食しか食べていないところもあった。温かい食事を３食きちんと食べていた
だくことが出来ました。ありがとうございました。
」など異口同音にお礼を頂いた。「食を途絶えさせない！」
という私たちの思いが届いている事を実感した。また、施設スタッフからは、「初めて薪でご飯を炊いた！薪
で炊いたお釜のご飯は最高！」など、新たな体験と災害を乗り切った明るい声を聞くことができた。働いてい
た施設職員にも食事を届ける事ができ、またひとつ喜びと絆が生まれた。

《最後に》 病院や老人施設の食事に携わるものの基本的な姿勢は、『食を途絶えることは、命を奪うこ
とになる。想定外では済まされない。コストが高いからやらなかったでは済まされない。
』と、考える事が重
要であると思います。もっと多くのＣＫがあれば、多くの給食事業者や施設
給食をカバーする事が出来たのではと考えます。今後、災害時対応には、更
なるＣＫの連携・ネットワークは欠かせないものと考えます。
災害時対応“食のネットワーク”を、全国的な視点で考えざるを徔ない経
験でした。
最後に、全国から、物心両面にわたる大きなご支援を頂き、
“心からの情”
を頂いた思いです。また、支えてくれた関連施設の皆さん、団結し奮闘した
職員の皆さんに心から感謝申し上げます。
注：連絡会は、民医連医療機関に関連するＣＫで、北海道・宮城・東京・神奈川・兵庫・沖縄の６ＣＫで構成している。

「命と向き合う」
この詩は東日本大震災で被災しながらも奮闘した職員の想いを込めて、坂総合病院検査室の職員が綴ったも
のです。当院内では 2011 年 3 月 31 日の「震災復興に向けての全職員集会」で読み上げられました。

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分 M9.0 の大地震・津波・原発事故
想像を絶する大災害の中 わたしたちは多くの命に向き合った
患者さんは 利用者さんは 立っていられないほどの揺れの後に
気遣ったことは わが身よりそれぞれの職場のことだった
雪と寒風にさらされ 氷点下の中 何時間玄関前に立ったのだろう
いったい何人に聴診器をあてたのだろう
何枚のカルテを書いたのだろう
1 階から 10 階まで何度，階段を往復したのだろう
いったい何個のおにぎりを握ったのだろう
支援物資の箱をいくつ仕分けしたのだろう
家族とわが家を案じながら 何日も病院に泊まり続けた仲間がいる
徒歩で 自転車で さらに避難所から通勤している仲間もいる
わたしたちはどれほどの涙を流したろう
助けられなかった命に
犠牲となった仲間に 愛する者・住み慣れた家を失った仲間に
北海道から沖縄まで 追いつけないほどの全国の民医連の仲間からの支援に
余震の中で産声をあげた小さな命に 避難所となった小学校の卒業式に
ひげが伸び放題の顔が お化粧をしていない顔が こんなにも美しいことに
「お疲れさま」「よろしくお願いします」と声をかけあうたびに
原発をはじめあらゆる復旧活動に従事している人に
流通・販売 教育・保育・福祉 あらゆる職業の人に
すべてを失い 愛する者を亡くし 悲しみと丌安の中にありながら
丌自由な避難生活の中でも毅然としている人たちに
はるか遠くの地にあっておやつを我慢して募金する幼子から
手を合わせ復興を祈るお年寄りに
エールを送ってくれている日本中の人たち全てに対して
わたしたちは 誇りを感じている
わたしたちが いま なすべきこと それは
目の前の命に向きあうこと
つぶされそうな心を 破裂しそうな心を ともに分かち合うこと
夜明けがいつかは分からないが「明けない夜はない」ことを信じること
そして 前に進もう
犠牲となった多くの命を決して忘れず 生かされていることに感謝し
心を高く挙げて しっかりと歩んでいこう
2011 年 3 月 31 日 坂総合病院・クリニック職員一同
（http://www.m-kousei.com/saka/shinsai/poem/より抜粋）

～お知らせ～
セントラルキッチンでは日頃からお世話になっている施設様、業者様へ「東日本大震災におけるセ
ントラルキッチンシステムの被災対応・支援対応」という内容でこちらから出前講演を行います。ご相
談・講演の依頼がありましたらセントラルキッチン吉田(お問い合わせ番号 TEL 022-766-4832
MAIL yy-yoshida@tsubasa-ph.co.jp)までご連絡ください。

