
シリーズ「災害時の食と栄養」
その時、どう生きるか――
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１. 日々の暮らしで、災害に強くなる。

２. キャンプができれば。

３.「フェーズフリー」な食を手掛かりに。

４.「いつも」と「もしも」で大活躍。

これからのキッチンカー構想
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その時、どう生きるか。 

―災害時の食と栄養― １ 

日々の暮らしで、災害に強くなる。 

 

Web料理通信 2020年 8 月 6 日公開  

TOP写真提供：一般社団法人 OPEN JAPAN   

text by Kyoko Kita  

 

毎年のように地球のどこかで、大規模な自然災害に見舞われています。その度に多くの方が犠牲となり、

中長期にわたる避難生活を余儀なくされています。生きることが最優先の現場では、食や栄養の問題は後

回しにされがちだといいます。「傷ついた心と体を癒し、明日に向かう勇気をくれるのは食であるはず」。

そんな思いで集う災害支援ＮＰＯと食・栄養のプロによる「食べる支援プロジェクト（通称：たべぷろ）」

が始動しています。 

 

見つかりにくい、食の課題 

 

災害時の食の問題を解決するための共創プラッ

トフォームを目指し、2019 年に立ち上がった本プ

ロジェクト。災害時に全国から駆け付けるボラン

ティア団体と連携し、もれ・むらのない支援を実 

現するために活動する特定非営利活動法人 全国

災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）

と、東北の復興支援に関わってきた公益財団法人 

味の素ファンデーションがタッグを組み、研究者、

栄養士、国連機関、民間企業など多岐にわたるメ

ンバーが参画しています。 

 

2020年 7 月、豪雨災害に見舞われた地域への支援

を行っている「たべぷろ」メンバーに話を伺いま

した。 
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定期的に開催される会議の場では議論が白熱することも。（2019

年 12 月撮影） 

 

 

たべぷろに参画するエコッツェリア協会の施設で 2019 年末に開

催された、食材をポリ袋に入れて電気ポットで加熱する調理法を

学ぶ実験イベント。 

 

話を伺った「たべぷろ」メンバーの方々。 

 
食べる支援プロジェクト（たべぷろ）事務局メンバー。（左上）国

立健康・栄養研究所 国際災害栄養研究室室長 笠岡（坪山）宜代

さん。災害時の食領域での研究において第一人者であり、医学博

士/管理栄養士。（右上・左下）JVOAD 千葉泰彦さん、成田亮さん。

災害時に支援者間の連携を促進し、災害現場の調整役を担う。（右

下）味の素ファンデーション 齋藤由里子さん。事務局実務を担

う。 

 

千葉：一杯の温かいスープで、被災者の方たちの

顔が変わるんです。一人背中を丸めて仕出し弁当

を食べていたおじいちゃんが、顔を上げてぽつり

ぽつりと話し出したり、疲れ切った家族が家の片

づけ以外の話を始めたり。食べ物の力って本当に

すごい。 

 

成田：それが地域の人による炊き出しだと、「うち

ではこんな野菜を入れるんだよ」なんて日常の会

話を取り戻すきっかけにもなります。 

 

JVOAD のメンバーである千葉泰彦さんと成田亮さ

ん。災害時に支援の全体像を把握し、地域、分野、

セクターを超えた関係者同士の連携、支援環境の

整備を目的に活動しています。 

 

家屋の浸水や倒壊、身近な人の死、不自由な避難

生活。当たり前に続くと思っていた日常が一変し、

過酷な現実と向き合わされている被災者にとっ

て、手作りの温かい食事が、明日に向かう力を与

えてくれると千葉さん、成田さんは言います。し

かし、そのような食事が被災者に振る舞われるま

でには、時間を要することが多いのが現実のよう

です。 

 

「被災地では食や栄養が後回しにされている」と

指摘するのは、国立健康・栄養研究所 国際災害栄

養研究室室長で、災害時の食領域における研究の

第一人者である笠岡（坪山）宜代さんです。これ

まで国の災害支援の項目に含まれなかった「栄養」

という観点の重要性を 10年に渡り訴え続け、2年

前に研修室を開設。「Evidence to Action-エビデ

ンス・トゥ・アクション」というスローガンを掲

げ、どの地域・避難所で食べ物や栄養が不足して

いるか、要配慮者がどこで困っているかを国のデ

ータベースを基に分析して、現場に伝える後方支

援を行っています。 

 

笠岡：災害現場においては、命を救うこと＝医療

が最優先になります。食べ物の質や栄養に関して
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支援が後回しになっているのが事実です。まず災

害発生直後は、長期保存の利く菓子パンやアルフ

ァ化米など簡易的な食事が最低限配られるだけ

というケースがほとんどで、食事の量も質も不足

しています。家庭、行政、施設、企業の備蓄が足

りず、提供体制も不十分だからです。 

 

逆に避難生活が長引いてくると、ビタミン類が不

足する一方、炭水化物や脂質過多になりがちです。

支援として送られてくるお菓子が大量に余って

いたり、揚げ物ばかりの弁当が続いたり、塩分の

多い食事が続いたり……。災害下ではストレスで

血糖や血圧が上がりやすくなっている上、慢性疾

患をお持ちの方々はこのような食環境で症状を

悪化させることも少なくありません。 

 

さらに深刻な状況に置かれているのが、乳幼児や、

嚥下障害がある高齢者の方、アレルギーや重度の

慢性疾患を抱えている方、特定の宗教を信仰して

いる方など、食事に制限のある「災害時要配慮者」

です。彼らの存在は見過ごされがちで、必要な食

料がなかなか手に入らないのが実態です。 

 

 

長引く避難生活において、避難所で配られる食事は炭水化物や揚

げ物等が多い仕出し弁当や菓子パンなどが中心で栄養的に偏る

場合が多い。 

 

千葉：7 月の豪雨で被害を受けた熊本県人吉市で

は、被災した 4,681 世帯のうち、避難所に身を寄

せているのは約 1,135 人（令和 2 年 7 月 22 日熊

本県災害対策本部発表）。高齢者や障害者、その介

護など、様々な理由で避難所に行けない被災者の

状況をいかに把握し支援するかも課題です。 

栄養の問題が後回しにされてしまう理由につい

て、公益財団法人 味の素ファンデーションでこ

のプロジェクトの事務局実務を担う齋藤由里子

さんは次のように話します。 

 

齋藤：栄養の不足は、ケガなど目に見える部分で

はなく身体の中で起きていること。実際に異変が

起きるまでに時間がかかり、因果関係を特定しに

くいことも手伝い、問題が顕在化しにくいのだと

思います。被災直後は、現場の旗振り役である被

災地市町村の行政職員も被災者であり、人数も少

ないことから、細かいニーズに合わせた食事の提

供まで手が回らないという実態もあるでしょう。

食の嗜好やニーズは個人差が大きく、日々三食で

変化も必要なため、公平を求められる行政の機能

にフィットしにくい面も大きいと思います。 

 

 

我慢をしない、させない 

 

とはいえ、まさに今も避難所で暮らす被災者がい

て、健康面での問題にも直面しています。 

 

成田：避難生活を始めて 1 週間ほどで便秘など体

調の変化を訴える人が出てきます。トイレ環境が

十分でないため、食べる量や水分を減らしている

からでしょう。この時期の違和感がきっかけで、

仮設住宅に移行しても食事がとれなかったり不

眠が続いたりして、体調を崩す人も少なくありま

せん。 

 

笠岡：被災されている方はつい我慢をしてしまう

んです。食べ物をもらえるだけでありがたい、我

儘を言ってはいけないと。でもこんな時だからこ

そ、我慢をしない、させない環境づくりが大切で

す。 

現場のニーズが吸い上げられない理由の一つは、

国も支援チームもあらゆる組織が縦割りという

構造に課題があるからだと思います。現場でも歯
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科医師と栄養士で情報共有がされていなかった

りします。平時から組織間でしっかり連携してい

くことが大切です。 

 

今回の九州豪雨では、以前から被災地の野菜不足

を訴えていたこともあり、プッシュ型支援として

野菜ジュースを何万本も送ってくれました。今回

のような迅速かつ柔軟な判断は、これまで考えら

れなかったことで、感動すら覚えました。 

 

千葉：被災地では栄養士や保健師が食と栄養で采

配を振るえるようになるまでには少し時間がか

かることが多いです。彼らが必要に応じて野菜ジ

ュースやバナナなど配慮ある食事提供をすすめ

ますが、被災者に届くのに数週間時間を要するこ

ともあります。今回は本当に早かったです。 

災害が起きる度に被災地に入りますが、人に依存

しない支援の仕組みや構造から変えていかなく

てはならないでしょう。 

 

 

被災時も、食の時間を慈しむ 

 

一方、個人に配慮した被災者支援が進んでいるの

がイタリアです。 

 

笠岡：イタリアは欧州の中でも自然災害が多い国

で、避難者の生活を重視した支援が常識化してい

ます。私が視察したのは、2012 年に地震の被害に

あったエミリア・ロマーニャ州自治体など 3組織

です。日本では体育館や集会所に多くの人が身を

寄せ、プライバシーが保てる状態にはありません

が、イタリアでは避難所となるグラウンドに 1～

2 家族単位で入れるテントがいくつも張られ、人

数分のベッドが用意されます。トイレとシャワー

のコンテナ、食中毒防止のため調理者専用のトイ

レがついたキッチンカーも設置されます。 

 

このようにパッケージ化された避難所が被災地

の外から来た行政のもとで動くボランティアに

より、災害発生当日に何カ所も立ち上がる。被災

自治体が頑張るのではなく、近隣の県や市町村が

速やかに支援する体制が作られている点も日本

とは大きく異なります。 

 

 

イタリアの避難所では 1～2 家族で利用するテントを設置。プラ

イベートが確保される。 

引用 笠岡（坪山）宜代, イタリアの避難所における生活支援・

食事支援の事例, 日本災害食学会誌, 7(1):15-26,2020 

 

 

避難所・避難生活学会提供 

 

 

避難所・避難生活学会提供 



 

              ―――― シリーズ「災害時の食と栄養」 ――――              5 
 

イタリアでは被災初日からトイレ付きのキッチンカーが出動。シ

ェフが作る温かい料理が配られる。避難所・避難生活学会提供。 

 

さらにボランディアメンバーには、料理人や特別

に調理指導を受けたスタッフも含まれ、被災初日

から作りたてのトマトソースパスタが提供された

といいます。その食事も配って終りではありませ

ん。避難所ごとに食堂が設けられ、時にワインを

飲みながら、避難者だけでなく支援者も共に温か

い料理を囲む。食事にはお腹を満たす、栄養を取

る以外にも様々な意味があることを改めて感じま

した。 

 

このような事例は日本でも一部で導入され始めて

います。 

 

 

丸森町で活用されたキッチンカー。車は国産オーダーメイド。 

 

笠岡：台風 19 号で被災した宮城県丸森町には、

地域とボランティア団体、行政の連携によるキッ

チンカーが活躍しました。このキッチンカーで作

られた「元気鍋」という野菜たっぷりの汁ものと

一緒に、栄養バランスのしっかりとれた弁当を住

民たちに配布していました。キッチンカーは地区

の学校関係者が国内でオーダー生産したものらし

く、きちんと調理者専用トイレがついていた点も

素晴らしかった。 

 

 

キッチンカーで調理された野菜たっぷりの「元気鍋」。 

 

今できることを考える 

 

千葉：いざという時のためにも、日頃から積極的

にコミュニティに参加したり、地域内での連携を

深めておくことが大切ですよね。一人より仲間と

動く方が周りからのサポートも得やすく、行動し

やすいですから。 

 

笠岡：イタリアでは自治体や協会の下に様々なボ

ランティア団体があり、備蓄品の管理や運用も各

地域のボランティアが中心に行っていました。災

害発生時だけでなく平時にも様々な活動を行って

いるため、自治体とボランティアメンバーの垣根

が低いことも印象的でした。 

 

成田：防災活動などを通じて地域や学校、行政が

きちんと信頼関係を築けていると、学校の調理室
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などを利用した炊き出しもスムーズに行うことが

でき、いつもの食事に近いものが食べられます。

外からの支援では限界がありますが、漁協農協婦

人部による炊き出しや、自主防災会の男性たちに

よる配達など地域内での支援は比較的長い期間続

けることが可能です。 

 

千葉：被災地域内の限られた人、資源でいかに対

応するかというのが、コロナが示した課題だと思

います。炊き出しなどの様子を見ていても、感染

症対策や衛生面が心配になることが時々ありま

す。正しい衛生管理の知識やノウハウを、平時か

らきちんと地域におろしておく必要性を感じま

す。 

 

笠岡：一人ひとりが日頃から食事を軽視しないこ

とも大切です。普段できないことは災害時にもで

きません。避難生活で限られた食事をどう食べる

か、自分自身の栄養管理が身についていれば、慢

性疾患を持つ人でも症状の悪化を防ぎながら生き

延びられるのです。また便秘や口内炎など、日頃

から自分の体の異変のサインがどのように出るか

を知っていれば、自分の身体の変化を知るきっか

けになり、何らかの形で対処できると思います。 

 

齋藤：これだけ災害が頻発するようになると、従

来の支援の仕組みではスピードが追い付かず、行

政の対応範囲にも限界があります。行政任せにす

るのではなく、民間のもっと多くの人に様々な形

で関与してもらう必要があると感じています。特

に食という分野については、関わりなく生きてい

る人はいませんよね。 

 

例えば、被災地には行けないレストランのシェフ

でも、衛生管理や調理に関する知識や技術をボラ

ンティアスタッフに指導することはできます。自

分が住んでいる地域が被災したなら、炊き出しを

手伝うことも出来るかもしれません。誰もが被災

者になりうる一方で、支援者にもなれるのです。 

まずは被災地で何が起きているかを知っていただ

き、一人ひとりが何ができるか、考えてもらえた

ら嬉しいです。 

 

 

◎食べる支援プロジェクト（たべぷろ） 

http://jvoad.jp/committee-out-cat/tabepro/ 

 

 

転載元：Web 料理通信「The Cuisine Press」 

その時、どう生きるか。 

―災害時の食と栄養― １ 

日々の暮らしで、災害に強くなる。 

https://r-tsushin.com/sdgs/saigaijinoshoku_01.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jvoad.jp/committee-out-cat/tabepro/
https://r-tsushin.com/sdgs/saigaijinoshoku_01.html
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その時、どう生きるか。 

―災害時の食と栄養― ２ 

キャンプができれば。 

 

Web料理通信 2021年 10 月 6 日公開  

取材協力：コールマン ジャパン株式会社 

text by Kyoko Kita 

 

2020年 8月、『料理通信』読者に行った防災に関するアンケートでは、災害時にアウトドアのスキルやグ

ッズを役立てようとする声が多く挙がりました。炭や薪で火を起こせること、屋外で煮炊きする手立てを

複数持つこと、アウトドアで培われる技術や体力は、そのまま災害時に生き抜く力に繋がります。 

 

 

空前のキャンプブーム到来   

 

家キャン、庭キャン、グランピング……。 

自粛期間中、家の中や庭、あるいはベランダでキャ

ンプ気分を楽しむ人が増え、その様子が数多くＳ

ＮＳに投稿された。「ＧＷの頃からＢＢＱグリルの

売り上げが伸び始め、コンパクトにしまえるイス

やテーブルはリモートワークにも使い勝手が良い

と好評でした」とアウトドア用品メーカー「コール

マンジャパン」のマーケティング本部長 根本昌幸

さん。「人気ＹｏｕＴｕｂｅｒやキャンプ漫画の影

響で、“ソロキャンプ”という言葉も定着し、一人

用のテントや調理器具などもよく売れています」 

 

巣ごもりしながらアウトドア。この一見矛盾する

ような消費の動きは、自由を制限された息苦しい
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生活の中で、風や日差しに癒しを求め、非日常の空

気を取り入れたいという欲求の表れだろう。7月以

降は、実際に近場でキャンプに出掛ける人も増え、

今やバブル終焉と前後して訪れた第 1 次ブームを

凌ぐ勢いで、空前のキャンプブームを迎えている。 

 

 

ＹｏｕＴｕｂｅｒヒロシさん。一人黙々とテントを張り、火をお

こし料理をする動画は都市生活者に自然回帰を呼び覚ますきっか

けとして人気に。登録者は 94 万人。書籍『ヒロシのソロキャンプ』

（学研プラス）も刊行。 

 

実はこの波は数年前から続いているという。「この

10 年ほど、インターネットやＳＮＳの普及で情報

が氾濫する一方、リアルな体験やフェイストゥフ

ェイスの人間関係が希薄になっています。その反

動として、自然の中で仲間や家族と過ごす時間を

求める人が増えているのだと思います。エコな暮

らしや環境問題への関心も高まっていますよね。

近年は、手ぶらＢＢＱやインスタ映えも狙えるグ

ランピングなど、初心者がアウトドア体験をしや

すい選択肢が増えてきたことも背景にあると思い

ます」 

 

しかし大きな転換点は、やはり東日本大震災だっ

たという。「震災の後、キャンプ用品が災害時に役

立つという情報が発信され、アウトドアショップ

に足を運ぶ人が増えました。いざ電気やガスが止

まっても煮炊きができるよう備えておこうという

意識からグッズを揃え、キャンプを始めた人も多

いのではないでしょうか」 

 

 

防災に関する意識アンケートより。6 割以上の方が「重要だと思う

が最低限のことしかできていない・全くできていない」と回答。 

 

 
アンケートでは、コロナ禍をきっかけに、「キャンプ道具をそろえ

た」という声も。 

 

アウトドア＝避難生活の予行演習 

 

アウトドア用品は、実際の災害現場でも活用され

ている。「コールマン」は 1995 年の阪神淡路大震

災以来、大規模な災害が起きると、平時から連携を

取っているボランティア団体の要請に応える形で、

被災地に支援物資として自社の製品を提供してき

た。「避難所の床は硬くて冷たいところも多いので、

マットや寝袋のリクエストが多いです。電池式Ｌ

ＥＤライトも夜間、トイレに行く時などに役立つ

と喜ばれています」 

 

2016 年の熊本地震の際は、特別に許可が下りて、

スポーツ公園のグラウンドにたくさんのテントが

張られ仮設避難所になった。 
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熊本地震の被災地には、コールマンから支援物資としてテントや

ランタン、寝袋など多くのキャンプ用品が届けられた。 

 

「最低限のキャンプ用品を家庭で揃えておくと、

避難所に行かなくても、駐車場や庭先などで数日

間凌ぐことができます。特に幼い子供やペットが

いる家庭は避難所で過ごすことが難しい場合もあ

る。テント泊なら、コロナが続いている状況下で感

染のリスクも抑えられますよね。避難所に身を寄

せる時も、ワンバーナーのガスコンロ一つあれば

お湯が沸かせて、温かいお茶を飲むことができる。

それだけで全く気分は違うはずです」 

 

 

携帯に便利な小型のアウトランダーマイクロストーブ。電気やガ

スが止まっても温かい食事がとれる。 

 

キャンプ用の調理器具などは軽量でコンパクトに

収納できるよう設計されているものが多い。避難

グッズと共に一式揃えておくと、配布された食べ

物の温め直しなどにも役立つだろう。 

 

大切なのは、備蓄しておくだけでなく、使い慣れて

おくことだという。「年に 1〜2 回使うだけでも、

いざという時、慌てずに済み、避難生活の予行演習

にもなります。テントで寝た経験がある子供は、避

難所でも怖がらずに夜を過ごせるという話を聞い

たこともあります」 

 

 

コールマンの電池式の携帯ＬＥＤランタンは熊本地震の際、やわ

らかな光が心の支えになったと、多くの声が寄せられた。卓上型

や吊るすタイプなど様々。 

 

「何とかできる」と、自信をつける 

 

コールマンは、災害発生時の援助のみならず、岩手

県陸前高田市の仮設住宅でのＢＢＱパーティや、

原発被災地域の子供たちを対象にしたキャンプ体

験など、1 年後、2 年後の被災者の心のケアにも力

を入れてきた。「一度被災者の方たちと交流を持つ

と、支援を続けたい、彼らの成長や再生を見届けた

いという思いが湧いてくるんです」 

 

家族、仲間、自然と触れ合うことで生まれる心の繋

がりを大切にしてきたコールマン。「普段、ゲーム

ばかりしている子も、友達を作るのが苦手な子も、

キャンプに参加するとすぐに打ち解けて遊び出す。

自然の中で五感をフルに使い、集団活動を体験す

ることは、子供の成長にとても良い影響を及ぼす

と思います」 
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自然体験を提供する「未来を照らそうプロジェクト」では、普段手

伝いをしない子供も野外では料理にも積極的に挑戦する。 

 

もちろん子供だけでなく、ストレスを抱えた大人

にとっても、アウトドアで過ごす時間は心と体が

解放されて癒しとなる。火をおこして、ご飯を炊

く。そんな体験は、万が一被災した時も「何とかな

る」「何とかできる」という心の余裕にも繋がる。 

 

コロナが期せずしてもたらした家キャンブブーム

は、災害の頻発する今の日本において、必然の産物

だったのかもしれない。日常とレジャーと災害時

をゆるやかに繋ぐツール、アウトドアグッズを活

用しない手はない。 

 

 

 

転載元：Web 料理通信「The Cuisine Press」 

その時、どう生きるか。 

―災害時の食と栄養― ２ 

キャンプができれば。 

https://r-tsushin.com/sdgs/saigaijinoshoku_02.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://r-tsushin.com/sdgs/saigaijinoshoku_02.html
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その時、どう生きるか。 

―災害時の食と栄養― ３ 

「フェーズフリー」な食を手掛かりに。 

 

Web料理通信 2020年 11 月 12日公開 

text by Kyoko Kita 

photographs by Hiyori Ikai /graphic recording by Lica Constance 

 

いつ我が身にふりかかってもおかしくない自然災害。 

しかし、コストがかかるわりに日常の中で生かされない防災グッズの準備は、つい後回しにされがちです。 

備えておくべきとわかっていても、非常時に何がどれほど役立つかまで想像するのは難しい。 

だから「備えましょう」ではなく、「災害時だけでなく、日常から役立つものやサービスを身の回りにお

きましょう」という新しい提案、それが「フェーズフリー」です。 

 

被災者の心と体を水面下でじわじわと追いつめる災害時での食の課題も、フェーズフリーという考え方

で解決できないだろうか―― 

提唱者の佐藤唯行さんと料理人の掛川哲司さんと共に考えました。 

 

 

 



 

              ―――― シリーズ「災害時の食と栄養」 ――――              12 
 

「備えられない」ことが前提の新しい防災 

 

防災は必要だと思いますか？ 

あと数分後に災害が起るとして、備えは十分にで

きていますか？ 

大切な人の命や健康が災害によって奪われてしま

ったら、どう思いますか？ 

 

2020 年 10 月 3 日にオンラインで開催された、防

災・減災を学べる日本最大級の防災イベント「ぼう

さいこくたい」。その中のセッションに登壇した一

般社団法人フェーズフリー協会代表の佐藤唯行さ

んは、冒頭で視聴者にこう問いかけました。 

 

いかがですか――？ 

防災が必要なのはわかっている。でも、備えが十分

かと問われたら、自信がない。大切な人の命は、何

に代えても守りたいけれども・・・。 

多くの人はそんな回答になるでしょう。 

 

備えることは難しい。なぜなら、日常の中では日常

に必要なことしか考えられないから。非日常を想

像する余地はなかなかありません。ましてや、想定

外のことが起こるのが災害時なのです。 

ならば、と佐藤さんは提案します。「備えられない

ことを前提に、日常も災害時も役立ち、価値を発揮

するモノやコトを暮らしの中に増やしていきませ

んか」と。 

 

「フェーズフリー」とは、そんな日常と災害時を隔

てる壁を超える、新しい防災の考え方です。 

「防災用品は備えようとすればするほどコストが

かかるし、場所もとる。日常生活を快適にしつつ、

非常時にも役立つモノやコトがあれば、“備える”

というストレスから人はもっと開放されるはずで

す」 

 

 

「フェーズフリー」の提唱者である、一般社団法人フェーズフリ

ー協会代表理事の佐藤唯行さん。防災を持続可能なビジネスとし

て多角的に展開。「誰もが日常的に実践できる新しい防災の提案が

必要」と訴える。 

 

フェーズフリーなモノは、すでに日常の中に存在

しています。たとえば、水に濡れても書けるペンや

夜光塗料のついた懐中電灯は、日常でも災害時で

も同じ価値を提供してくれます。あるいは電気の

みで長距離走行が可能なプラグイン・ハイブリッ

ドカーなら、燃費が良いだけでなく、災害時は電源

として一般家庭4日分*の電力を供給することがで

きます。 

（*プリウス PHV の外部供給電力 40kwh、一般家庭

の日常使用 1 日分を 10kwh とした場合） 

 

 

店の外でも発揮できるフェーズフリーな 

料理人のスキル 

 

フェーズフリーなスキルを持つ職業もあります。

たとえば料理人。被災地にキッチンカーで駆けつ

けたり、コロナ禍では有志のトップシェフたちが

医療従事者に弁当を届けたり。彼らの持つ大量調

理のスキルや衛生管理のノウハウは制約の多い被

災地で力を発揮し、何よりおいしい料理は傷つき

疲れ果てた被災者の心をやさしく癒してくれます。 

 

この日、佐藤さんとのセッションに参加した掛川

哲司さんも、そんな料理人の役割と可能性を問い

直している一人。代官山のビストロ「Äta」をはじ
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め、日比谷「Värmen」、広尾「au deco」など都内で

複数の人気店を手掛ける掛川さんは、東日本大震

災がきっかけで料理人としての生き方が変わった

と振り返ります。 

 

「店を開けていてもお客さんがほとんど来なくて、

デリカテッセンで売れ残った惣菜や食材を大量に

捨てる毎日。テレビの向こうでは、多くの被災者が

十分な食事にありつけず辛い避難生活を続けてい

るのに、自分は何をやっているんだろう、と。店の

中でお客さんを待っているだけでなく、困ってい

る人を助けられるようになりたいと、新しい料理

人のあり方を模索して独立を決めました」 

 

 

都内複数の飲食店を手掛ける料理人の掛川哲司さん。害獣駆除の

対象となるシカやイノシシを大事な資源として活用していこうと

缶詰のプロデュースを手掛けた際は、ストックされたままになり

がちな缶詰をリピートして買ってもらえるよう「おいしくておし

ゃれな防災グッズ」というコンセプトを提案。災害時に役立つだ

けでなく、年に一度、缶を開けずに済んだ日として楽しくシカ料

理を楽しんでもらう仕掛け。これもフェーズフリーな発想だ。 

 

そんな掛川さんが佐藤さんと共に「フェーズフリ

ーな食」について考えた今回のセッション。一緒に

作って一緒に食べる参加型料理教室の活動で東北

の復興支援に関わってきた公益財団法人 味の素

ファンデーションの齋藤由里子さんと料理通信社

スタッフを進行役に、「いつも」と「もしも」の両

方で価値を発揮する食について探っていきました。 

 

 

行政任せではなく、企業や個人が参加でき

る仕組みを 

 

 

 

掛川：避難者支援において食は後回しにされがち

で、量的にも栄養的にも不十分になるそうですね。

支給されるのを待つ、配られたものを食べる……

被災者は食べることに受け身になってしまうのか

もしれない。料理人がもっと現場に入っていける

といいのですが。被災地や行政と繋がって、何かで

きることはないのかと考えています。 

 

佐藤：一部の自治体では民間の飲食店との連携も

進んでいます。災害時には店舗で炊き出しができ

るよう、バックヤードに食材を備蓄していたりす

る。フェーズフリーな店であることを示すマーク

も少しずつ広がってきました。 

 

ただ、行政のやれることには限界があるのも事実

です。防災や災害支援は行政やＮＰＯの仕事とい

うイメージがあると思いますが、行政が出せるお

金はすべて税金ですし、ＮＰＯもギリギリの人数

と資金で回している。防災は、原資が限られている

のです。もっと民間の人たちが参加できる仕組み

を目指さないといけないでしょうね。 

 

齋藤：熊本地震の被災地でも、被災者自ら炊き出し

を行っている避難所は活気がありました。行政任

せではなく、生活者一人ひとりが当事者意識を持

って、災害時の食について向き合うことが大切で

すよね。 
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公益財団法人 味の素ファンデーションの齋藤由里子さん。災害時

の食・栄養の課題解決に取り組む食べる支援プロジェクト（たべ

ぷろ）の事務局を務める。「防災について考える場に料理人さんや

食のメディアが参加することは今までありませんでした。そのこ

とが非常に画期的」と今回のセッション実現を喜んだ。 

 

 

心がけの積み重ねで災害への脆弱性を  

小さくする 

 

 

これまでの「日常時の食+非常時の備え」で提案するのではなく、

「フェーズフリー：日常時の価値が非常時の価値に連続的につな

がる食」を目指せないか。 

 

佐藤：災害は突然発生する“危機”と、社会の“脆

弱性”が重なった時に起こります。たとえば、震度

7 の地震という危機は砂漠の中で起きても災害に

はならないけれど、脆弱な都市で起こるからガラ

スが割れたり停電が起きたりして“災害”になる。

突然起こる危機を回避したり、コントロールする

ことは難しいけれど、脆弱性を小さくすることは

できます。その脆弱性は、災害時に突然現れるもの

ではなく、普段から一人ひとりの暮らしの中に存

在しているからです。 

 

食には様々な機能があります。栄養をとる手段で

あり、精神を満たし、生活リズムを整え、コミュニ

ケーションの場となり、文化そのものでもある。求

めるのは、おいしさや、手軽さ、適量で、健康にな

れること。 

これらを「フェーズブリー」という文脈で考えた時

に、暮らしの中でどんなことができるでしょうか。

日常が快適になって、災害時も役立つ食べ物、飲み

物そして知識やスキルとは……。 

 

 

（セッションでの発表資料より）災害は危機が脆弱性と出会うこ

とで起こる。脆弱性は日常に存在している。 

 

 

（セッションでの発表資料より）食の領域のフェーズフリーの実

現には、「食の領域による心身の脆弱性の改善」「食の領域自体の

脆弱性の改善」2 つの方向性が存在するのではないか？ 

 

掛川：たとえば、少しのエネルギーで済む調理法

や、少ない材料で栄養バランスが整う組み合わせ

を知っているとか。日頃から自分の中にアイデア

を蓄積し、実践を繰り返していくことで脆弱性を

減らすことができ、災害時も食の質を担保できる

のではないでしょうか。 
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齋藤：毎日きちんと食べ続けることで、不健康であ

るという体の脆弱性も日頃から小さくしておくこ

とができます。日々の工夫や心がけの積み重ねが

習慣となって、フェーズフリーに繋がるというこ

とですね。 

 

 

セッションの様子は、グラレコ（グラフィックレコーディ

ング）による可視化を図る。 

 

 

伝承の知恵に潜むフェーズフリーのヒント 

 

掛川：コロナ禍をきっかけに、店に来てくださるお

客さんたちはより本質的なものを求めるようにな

っている気がします。目新しさより、おいしくて健

康的でちゃんとしたものを食べたい。原点回帰し

ている感じです。 

 

佐藤：建築の世界でも同じような揺り戻しが起き

ていると聞きます。もともと建築はフェーズフリ

ーなものだったんですね。風、水害、雪など、その

地域で起こりうる災害を想定した土着の建築があ

った。 

それが普段の暮らしやすさにも繋がっていたはず

なのに、今は全国どの家も画一的です。そこに住む

人たちが長い年月をかけて築き上げてきた文化を、

利便性や効率性が覆い隠してしまった。それによ

って失われたものがあることに皆、気付き始めた

のかもしれません。 

 

掛川：食においても、味噌や漬物といった発酵食品

や乾物のように、風土の中で育まれた伝統食や文

化・習慣が各地にありましたが、この数十年で急速

に失われつつあります。 

 

料理通信：海に近い地域では魚介類を長期間保存

できる知恵が、雪深い冬を迎える地域では塩蔵の

文化がある。日常がそのまま備えになっていたん

ですね。発酵食品や乾物といった保存食は、「いつ

も」の営みが「もしも」に役立つ暮らしの知恵です

よね。その知恵を伝承していく仕組みがなくなり、

食の地域性は確かに薄れてしまったものの、そう

いった食品の価値は今、再評価されています。発酵

食品には免疫力を上げる効果が期待されています

し、乾物も常温で長期間保存できることから災害

時の食としても見直されています。 

 

齋藤：時代は常に変化し、柔軟に動いている。ライ

フスタイルに合わせつつ、原点や伝承の知恵を大

切にして新しい食文化を提案していく必要があり

そうですね。 

 

掛川：産地と消費地の距離も、昔に比べたら随分離

れてしまいました。結果、災害が起きて大きな流通

が機能しなくなると、都市部では明日食べるもの

にも困ってしまいます。飲食店が個々でしっかり

と産地と繋がり、いざという時に食糧を確保でき

たり、逆に産地を支えられる関係性を作っておい

たりすることも大切です。 

 

ソーシャルディスタンスで席が半分空いたという

ことは、料理人の身体も半分空いたということ。料

理人が社会の中で発揮できる役割や機能に目を向

け、時間をかけて考えるにはいい機会です。店の外

に出てみると、料理人としての生き方が変わるか

もしれません。関わっていける相手は、店に来てく

れるお客さんだけではないのですから。 

 

齋藤：フェーズフリーな食の根本にあるのは、人と

のコミュニケーションや一人ひとりの食習慣とい

う、とてもベーシックな価値観という気がします。
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食は人を繋ぎますが、知っている人が知らない人

に伝える、考えられる人が動ける人と結びつく、互

いに支え合う。日常でも災害時でも変わらず食に

求めるものは何か、豊かさとは何か。考え続ける先

に、一人ひとりのフェーズフリーな食が見えてく

るのかもしれませんね。 

 

 

セッション終了時に完成したグラレコ。日々の暮らし方、健康的

で QOL の高い食習慣、地域や他者との繋がり方を議論しながら、

フェーズフリーな食について考えを深める機会となった。 

 

 

◎食べる支援プロジェクト（たべぷろ） 

http://jvoad.jp/committee-out-cat/tabepro/ 

 

◎一般社団法人フェーズフリー協会 

https://phasefree.org/ 

 

 

転載元：Web 料理通信「The Cuisine Press」 

その時、どう生きるか。 

―災害時の食と栄養― ３ 

「フェーズフリー」な食を手掛かりに。 

https://r-tsushin.com/sdgs/saigaijinoshoku_03.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://jvoad.jp/committee-out-cat/tabepro/
https://phasefree.org/
https://r-tsushin.com/sdgs/saigaijinoshoku_03.html
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その時、どう生きるか。 

―災害時の食と栄養― ４ 

「いつも」と「もしも」で大活躍。これからのキッチンカー構想 

 

Web料理通信 2021年 5 月 6 日公開  

写真提供：*「月夜のキッチン」プロジェクト 

text by Kyoko Kita / photographs by Hiyori Ikai（人物） 

 

「備えられない」ことを起点にした、新しい防災の考え方である「フェーズフリー」。 

「日常時＝いつも」と「非常時＝もしも」という時間軸に関わらず生活の質を向上させ、私たちの生活や

命を守っていこうとするアプローチです。 

本シリーズでは、災害時に起きている食と栄養の課題を、このフェーズフリーの発想で解決できないかと、

提唱者である佐藤唯行さんと料理人の掛川哲司さん、そして災害時の食と栄養の課題解決に取り組む「食

べる支援プロジェクト（たべぷろ）」の事務局を務める公益財団法人 味の素ファンデーションの齋藤由里

子さんと共に考えてきました。 議論を重ねる中で出てきたアイデアの一つが、キッチンカーの活用。日

常にも有事にも価値を発揮するキッチンカーとは？ 料理通信社主催“食×SDGs”ウェビナーでのトーク

セッションで、その可能性を探りました。 

 

*「月夜のキッチンプロジェクト 」について：キッチンカーを活用した共働き世帯への食支援活動で 2020 年度グッドデザイン賞受賞。三

井不動産レジデンシャル株式会社、三井不動産レジデンシャルサービス株式会社、RIS Design and Management 株式会社による協働事業

で、キッチンカーを活用した持続可能なビジネスモデルとして高く評価されている。 
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調理環境と可動性を併せ持つキッチンカー

が食の脆弱性を小さくする 

 

齋藤：災害時の食と栄養の課題解決にキッチンカ

ーが有効ではないかというアイデアは、2 年ほど

前から温めてきたものです。質の高い災害支援が

進むイタリアでは、被災当日にキッチンカーが出

動し、出来立ての食事がふるまわれます。一方、

日本で配られるのは、菓子パンやおにぎり、缶詰

などカロリー重視の簡易的な食事。炊き出しが始

まるまでのあくまで“つなぎ”であるはずが、炊

き出しはなかなか始まりません。 

大量調理のスキルや食品衛生に関する知識を持

っている人が少ないこと、避難所となっている体

育館などの調理環境が整っていないこと、調理室

があっても被災してしまっていて復旧に時間が

かかることなどがその理由です。 

 

加えて、在宅避難している人も多く、避難所で炊

き出しが始まっても届けることができません。結

果、簡易的な食事が何日も続き、便秘などの体調

不良を訴える人も出てきてしまうのです。 

 

 

東北の復興支援に関わってきた公益財団法人味の素ファンデー

ションの齋藤由里子さん。「食べる支援プロジェクト（たべぷろ）」

の事務局を務める。 

 

そんな中、2019 年の台風 19 号で被災した宮城県

丸森町では、地域と災害支援の専門団体、行政の

連携でキッチンカーが出動し、被災者に温かい汁

ものが配られました。キッチンカーなら調理環境

は揃っていますし、料理人さんを乗せてどこにで

も自由に移動できる。「これは使える！」と思いま

した。ただ、防災対策だけの使用ではコストがか

かりすぎるし、慣れとメンテナンスの意味でも日

頃から使っている必要があります。災害時のため

に行政やボランティア団体がキッチンカーを用

意しておくというより、平時はビジネスとして活

用しながら、災害時にも支援できるようにしてお

くというのが理想のように思います。 

 

佐藤：フェーズフリーの観点から言っても、キッ

チンカーは面白いツールだと思います。災害は、

地震や台風といった“危機”と、社会の“脆弱性”

が重なったときに起こります。危機はコントロー

ルできないけれど、脆弱性を小さくしておくこと

で、災害も小さくすることができる。 

 

 

フェーズフリー協会代表理事の佐藤唯行さん。現在、多くの企業

や行政機関と「フェーズフリー」の考え方を踏まえた事業構築や

まちづくりの実装を重ねている。 

 

災害時に食の質が低下するハード面の要因は主

に 3 つあると思います。調理環境がダメになる、

流通が途切れる、水道・電気・ガスなどのライフ

ラインが寸断する。 

キッチンカーなら調理環境は整っていますし、ラ

イフラインもある程度確保できる、もしくは供給

を受けやすい。どこにでも移動できますから、被

災地の外から食材を持ち込むこともできますし、

自ら生産者や販売者のもとに車を走らせて食材

を調達することもできる。既存の流通システムが
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壊れてしまっても、臨機応変に食の循環を描くこ

とができそうです。これはまさに食の脆弱性を小

さくしていることになります。 

 

 

災害支援には平時からのコミュニケーショ

ンが不可欠 

 

掛川：確かに、調理環境、流通、ライフラインは

キッチンカーで解決できそうですね。しかし実際

に機能させるためには、もう少し仕組みが必要だ

と思います。僕は東日本大震災の時、東京でレス

トランをやっていて、食材もありスタッフもいる

のに、何もできずに歯がゆい思いをしました。ど

こで誰が困っていて、何が足りないのか、自分に

何ができるのか、何をしていいのかわからなかっ

た。キッチンカーはアクセルを踏めば前に進めま

す。でも持っているだけではやっぱり動けない。

情報を得られなければ、あの時と何も変わらない

のです。 

 

 

東京・広尾のフレンチ「au deco（オデコ）」など都内複数

の飲食店を手掛ける料理人の掛川哲司さん。 

 

日頃から地域が抱える課題や状況についての情

報を把握しておくことの重要性を指摘する。仮に

被災地に入れたとしても、普通のキッチンカーが

積める食材の量は限られています。たくさん食材

を積んで運ぶのが難しいなら、現地で調達するし

かない。そのためには、日常的に地域や行政、生

産者とコミュニケーションをとっていて、ある程

度の人間関係ができている必要があると思いま

す。 

 

料理通信：その通りだと思います。日頃から行政

を含む関係者と連携していないと、いざという時

に栄養バランスの取れた温かな食事をスピーデ

ィに届けることができません。この連携を仕組み

化するには、平時はビジネスとして成立しつつ、

地域課題も解決できるようなキッチンカーであ

ることが大事なのではないでしょうか。 

ここに、齋藤さんのキッチンカー構想をもとに、

キッチンカーの新しい可能性の一例を図式化し

てみました。いかがでしょうか？ フェーズフリ

ーの考え方を手掛かりに、足りない視点を補って

いければと思います。 

 

 

例えば、平時は地域内の流通業者や行政の農水部門などと連携し

て売れ残った野菜や規格外野菜を活用し、食品ロスという地域の

課題解決に繋がる栄養バランスの良い食事を地域住民に提供。災

害時には自治体も連携して、被災住民に温かく栄養バランスの良

い食事を提供する。キッチンカーが平時にも災害時にも活躍する

イメージ。 

 

コンテンツを自在に変えられるキッチンカ

ーを真ん中にしたコミュニティ作り 

 

佐藤：地域の中でいろんな組織が連携しているこ

とは、食料供給という観点だけでなく、「災害に強

い地域」を考える上でも非常に大切だと思います。

災害を小さくするには、社会の脆弱性を小さくし

なければいけないとお話しましたが、社会の脆弱

性はコミュニケーションによってかなり小さく
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することができます。地域を日頃からコミュニケ

ーションの活発なコミュニティにしておく。ゆる

やかな繋がりの中で、課題を共有し、連携して解

決する仕組みが平時から整っていれば、災害時に

も変わらず機能するはずです。まさに、フェーズ

フリーな地域コミュニティですね。 

 

 

 

掛川：フェーズフリーなキッチンカーが可能にす

る機能を「コミュニケーション」と捉えると、連

携する相手や一緒に解決する課題は、どんなもの

でもよいと思います。むしろ、連携する相手や課

題を固定化せず、いろんなコミュニティと繋がり

を持つことの方が大事。コミュニティごとに抱え

ている課題は違いますから、その解決に何らかの

形で寄与する料理を商品として提供していけば

いいわけです。そういうことができるのは、コン

テンツを自由自在に変えられるキッチンカーの

強みでもありますよね。 

 

たとえば、スーパーなど小売店と組んで「（流通の

過程で）キズが付いた野菜を使った弁当」を地域

に住む人たちに売ることもできるし、病院と組ん

で「糖尿病患者と家族が一緒に楽しめるフレンチ」

や、漁協と組んで「廃棄していた雑魚のフリット」

を売ってもいい。あるいは農協の婦人部と組んで、

「おばあちゃんたち自家製の漬物を使ったクレ

ープ」を売るのもありかもしれない。 

コミュニティに対する愛着を生み出すことも地

域の連携を強めることに繋がるし、購買意欲も刺

激すると思います。 

佐藤：平時から既存のバリューチェーンを飛び越

えて、いろんなコミュニティと組んで、課題を共

有して、解決する。その積み重ねがより大きなコ

ミュニティを形作り、災害時に力を発揮していく。 

 

齋藤：キッチンカーが触媒になって、本来接点の

なかった地域内のコミュニティを繋げることが

できる、というわけですね。それはまさに、おい

しい食の提供を、「目的」にするだけではなく、人

と人を繋ぐ「手段」として活かすということ。当

財団の、東日本大震災の被災地における 8 年半の

復興応援活動でも、食が持つ「人と人を繋ぐ力」

を実感していますので、とても共感できます。 

 

掛川：はい。キッチンカーには固定店舗にはない

特性があります。それは、自由に移動できて、コ

ンテンツを自在に変えられること。だとしたら、

食を提供する以外にもできることはたくさんあ

るはずです。平時からキッチンカーを真ん中にし

たコミュニティを作り、その地域を災害に強い場

所にしておく。そして災害が起これば炊き出しの

拠点になると同時に、地域のコミュニケーション

の拠点にもなる。 

こうしてフェーズフリーの発想でキッチンカー

を考えてみると、従来のキッチンカーにはないプ

ラスαの機能や価値を持たせることができます

ね。 

 

おいしくて楽しいから売れる、広がる。 

“結果的に”防災に繋がる 
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佐藤：持続可能な仕組みにするには、ビジネスと

して成立させていくことも非常に重要ですよね。

災害時のことを考えると行政との連携はおそら

く必須ですが、税金を使って回す仕組みには限界

があります。 

 

掛川：以前、フェーズフリーな物の具体例として、

佐藤さんが「プリウス」の話をしてくださいまし

たよね。プリウスは便利でかっこいいから売れる、

それが災害時には電源になる。キッチンカーもプ

リウスみたいな存在であることが大事ではない

かと思うのです。おいしくて楽しいから売れる。 

 

そこに地域の課題を情報として添えることで、お

いしいものを食べたい人だけでなく、お腹は空い

ていないけど、その課題に関心がある人や、キッ

チンカーの取り組み自体を応援したい人も巻き

込むことができる。災害時には、そうした地域や

社会に対する思いの強い人たちも含めたコミュ

ニケーションのハブとしてキッチンカーは機能

する。 

 

佐藤：フェーズフリーは「防災は大事だとわかっ

ていても、備えられない」という現実から生まれ

た発想です。キッチンカーも非常時のための防災

ではなく、日常の課題を解決できるものであるこ

とに意味があると思います。それが“結果的に”

防災になっていた、というのが大事。 

 

掛川：正直、防災を強く打ち出しても拡がらない

と考えています。ビジネス的視点で考えると、企

業が料理人とタッグを組んでこうした取り組み

を進めるのも良いのでは。儲かれば広がるし、楽

しければみんなやりますよね。「社会課題を解決

する企業」としてイメージアップにも繋がると思

います。 

 

掛川さんは今春ハイスペックなキッチンカーを購入。フェーズフ

リーなキッチンカー構想も含めて、キッチンカーを活用した様々

な取り組みの具現化に向けて動き始めている。（写真は自身が手

掛けるカレーブランド「GOOD LUCK CURRY」渋谷パルコ店でのオ

リジナル・カレーパン販売の様子） 

 

キッチンカーがいつでも支援する側に  

回れるように 

 

齋藤：食べる支援プロジェクト（たべぷろ）とし

ては、全国どこで災害が起きてもおかしくないの

に支援の担い手は全然足りないので、とにかくた

くさんキッチンカーを走らせたい。掛川さんが考

えるキッチンカーは、平時でのビジネスの可能性

を示唆した素晴らしく画期的なアイデアですが、

例えばシンプルに「おいしい、身体によい食事を

届けたい！」など違うタイプがあってもいい。 

いろんなキッチンカーがあるとお客さんとして

も楽しいですし、支援の幅を広げることにもなり

ます。 

 

そして、どんなタイプのキッチンカーでも災害時

に支援する側に回れるよう、「たべぷろ」では今、

「災害時の食と栄養支援の手引き」を作っていま

す。掛川さんが東日本大震災の時に悔しい想いを

されたように、支援したくても動き方がわからな

いという料理人や飲食事業者は多くいらっしゃ

ると思います。そこで、災害現場にはどんなプレ

イヤーがいて、どこと連携して、どんな風に動け
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ば、適切な形で被災者に食を提供できるのか。プ

ロジェクトメンバーの栄養や災害支援の専門家

の知見を活かし、災害時の食にまつわる様々な情

報を網羅的にまとめています。 

1台に1冊、この手引きを常備していただきたい。

さらに、キッチンカー協会などと連携して、日本

列島を地域ブロックに分けるなど、全国のキッチ

ンカーを組織的につなげる仕組みを作れると、災

害時、さらに効果的な支援ができるのではないか

と考えています。 

 

現状の行政支援やボランティアには限界があり

ます。ですから、この議論の記事を読んで下さっ

た方の中から「キッチンカー、自分もやってみよ

うかな」という人が現れてくれたら嬉しいです。

私自身も、さらに色々な人に働きかけて、キッチ

ンカー構想を実現に向けて走らせていきたいと

思います。 

 

――――――――――――――――――――― 

 

食べる支援プロジェクト（たべぷろ）や公益財団

法人 味の素ファンデーションでは、災害時の食

の課題解決につながる平時からの仕組み化のた

め、自治体や民間企業が手掛けるキッチンカーを

活用した事業との連携や共創についての模索を

重ねています。 

 

 

（写真左）長野県飯島町では地域のイベント活性を目的と

してキッチンカーを保有。まちづくりを担う団体に貸し出

しを行っている。 

（写真右）同じく長野県の青木村では、地域特産品である

タチアカネ蕎麦を PR するためにキッチンカーを活用。と

もに災害時には炊き出し車として機能させることを視野

に入れている。 

 

ハウス食品グループ本社は事業可能性の検証期間を経て、2021 年

3 月より飲食事業者と遊休地を持つスペースオーナーをつなぐキ

ッチンカー・プラットフォーム「Weldi」を本格稼働。キッチンカ

ーの導入から運営までをトータルでサポートする。 

 

 

◎食べる支援プロジェクト（たべぷろ） 

http://jvoad.jp/committee-out-cat/tabepro/ 

 

◎フェーズフリー総合サイト 

https://phasefree.net/ 

 

◎au deco（オデコ） 

東京都渋谷区恵比寿２－23―３ 

☎03-6721-9218 

https://ggp5200.gorp.jp/ 

 

 

転載元：Web 料理通信「The Cuisine Press」 

その時、どう生きるか。 

―災害時の食と栄養― ４ 

「いつも」と「もしも」で大活躍。これからのキッチンカー構想

https://r-tsushin.com/sdgs/saigaijinoshoku_04.html 

http://jvoad.jp/committee-out-cat/tabepro/
https://phasefree.net/
https://ggp5200.gorp.jp/
https://r-tsushin.com/sdgs/saigaijinoshoku_04.html

	ツール表紙_本番.pdf
	ツール用原稿_all_Final.pdf

