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Ⅲ.支援活動報告

東日本大震災に伴う高齢者福祉協議会の復興支援活動について
（平成２３年 ３月１１日～平成２５年 ３月３１日まで）

Ⅰ．復興会議
　�　震災発生から 5日後の 3月16日に緊急の正副
会長会議を開催し、その場で沿岸ブロックの芳
賀潤副会長から沿岸部の惨状が報告されました。
報告を受け、早急に沿岸地域への職員派遣を進
めること、必要な物資を調達し支援すること等
を決定しました。また、沿岸地域の実態把握を
行い支援内容の検討を行う災害復興委員会を設
置することとし、さまざまな課題に対する検討
を重ねています。

【災害復興委員会委員名簿】

【開催状況】
　第 1回復興会議　平成23年 4 月12日㈫　盛岡市

　第 2回復興会議　平成23年 4 月26日㈫　盛岡市
　第 3回復興会議　平成23年 5 月14日㈯　一関市
　第 4回復興会議　平成23年 6 月10日㈮　盛岡市
　第 5回復興会議　平成23年 7 月12日㈫　盛岡市
　第 6回復興会議　平成23年 8 月25日㈭　盛岡市
　第 7回復興会議　平成23年10月26日㈬　盛岡市
　第 8回復興会議　平成24年 2 月20日㈪　盛岡市
　第 9回復興会議　平成24年 5 月10日㈭　盛岡市
　第10回復興会議　平成24年 7 月 6 日㈮　盛岡市
　第11回復興会議　平成24年10月11日㈪　盛岡市
　第12回復興会議　平成24年12月 5 日㈬　盛岡市
　第13回復興会議　平成25年 2 月18日㈪　盛岡市
　　※�全老施協第 2回被災地復興委員会を平成23

年12月19日に盛岡市にて開催。

Ⅱ．被災地訪問
　�　発生直後から、正副会長や災害復興委員を中
心に沿岸地域を訪問し、被災状況や復旧状況を
確認してきました。現地で施設職員から聞き取
りを行ったうえでニーズを把握し、迅速かつ継
続的な支援活動につなげてきました。

　１�　高齢協会長、全老施協事務局長による被災
地訪問

　　【日　時】平成23年 3 月22日㈫
　　【対応者】�3 名（渡辺会長、全老施協福間事

務局長、全老施協事務局員）
　　【訪問先】宮古市、山田町
　 ２　全老施協の訪問への同行
　　―第 1回―
　　【日　時】平成23年 4 月 2 日㈯～ 3日㈰
　　【対応者】�3 名（渡辺会長、熊谷副会長、右

京部長）
　　【訪問先】岩手県、宮城県
　　※�全老施協出席者 3名（中田清会長、中村博

№ 氏名 所属・役職 備考

1 渡辺　均
特別養護老人ホーム
さくらの郷
施設長

高齢協会長

2 熊谷　茂
特別養護老人ホーム
明生園
施設長

高齢協副会長

3 高橋　勝
特別養護老人ホーム
千年苑
施設長

高齢協副会長

4 芳賀　潤
社会福祉法人
堤福祉会
総合施設長

高齢協副会長

5 野田信雄
特別養護老人ホーム
久慈平荘
施設長

高齢協副会長

6 西村健一
特別養護老人ホーム
さんりくの園
総務課長

被災施設
（全壊）

7 久保喜雅
養護老人ホーム
五葉寮
施設長

被災施設
（半壊）

8 佐々木晃
特別養護老人ホーム
高寿園
事務主任

被災施設
（一部損壊）

9 高橋昌弘
養護老人ホーム
松寿荘
施設長

養護老人ホー
ム部会代表

10 大内文章
特別養護老人ホーム
福光園
副園長

21世紀委員会
代表

全国老施協役員に被災地の説明
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彦常任顧問、熊谷和正常務理事）
　　―第 2回―
　　【日　時】平成23年12月20日㈫
　　【対応者】�4 名（渡辺会長、熊谷副会長、高

橋副会長、野田副会長）
　　【訪問先】�社会福祉法人三陸福祉会、特別養

護老人ホームらふたぁヒルズ、養
護老人ホーム五葉寮

　　※�全老施協出席者（中田清会長、中村博彦常
任顧問、熊谷和正常務理事他）

　 ３　被災した会員施設への訪問
　　―第 1回―
　　【日　時】平成23年 5 月13日㈮
　　【対応者】 8名（正副会長 5名、事務局 3名）
　　【訪問先】�養護老人ホーム五葉寮、特別養護

老人ホームさんりくの園、特別養
護老人ホーム富美岡荘、特別養護
老人ホーム高寿園

　　―第 2回―
　　【日　時】平成23年10月11日㈫
　　【対応者】�5 名（熊谷副会長、高橋副会長、

野田副会長、事務局 2名）
　　【訪問先】�養護老人ホーム五葉寮、特別養護

老人ホームさんりくの園
　　―第 3回―
　　【日　時】平成24年 8 月10日㈮
　　【対応者】�6 名（渡辺会長、熊谷副会長、高

橋副会長、芳賀副会長、事務局 2名）
　　【訪問先】�養護老人ホーム五葉寮、特別養護

老人ホームさんりくの園
　　【内　容】移転改築に係る要望書について
　 ４ �　復興委員、事務局による訪問（全壊施設の
現地調査、被災施設の再建状況確認等）

　　―第 1回―
　　【日　時】平成23年 6 月24日㈮
　　【対応者】 2名（大内委員、事務局・田代）
　　【訪問先】�特別養護老人ホーム心生苑、宮古

市磯鶏老人福祉センター、小規模
多機能型センターやすらぎ、大槌
町内仮設住宅

　　―第 2回―
　　【日　時】平成23年 8 月 8 日㈪
　　【対応者】 2名（大内委員、事務局・田代）
　　【訪問先】�赤崎町デイサービスセンター、大

船渡市老人福祉センター、社会福
祉法人三陸福祉会

　５　職員見舞金目録の贈呈
　　―第 1回―
　　【日　時】平成23年 7 月11日㈪
　　【対応者】2名（高橋勝副会長、高橋昌弘幹事）
　　【訪問先】�養護老人ホーム清寿荘、特別養護

老人ホームサンホームみやこ、特
別養護老人ホーム紫桐苑、特別養
護老人ホーム慈苑、宮古市千徳デ
イサービスセンター、愛福祉会デ
イサービスセンター、おもえ小規
模多機能支援センター、宮古市金
浜老人福祉センター、特別養護老
人ホーム平安荘、社会福祉法人親
和会

　　－第 2回－
　　【日　時】平成23年 7 月13日㈬
　　【対応者】�3 名（野田信雄副会長、三戸明裕

幹事、事務局・田代）
　　【訪問先】�特別養護老人ホームふれあい荘、

特別養護老人ホーム百楽苑、特別
養護老人ホーム寿生苑、特別養護
老人ホームリアス倶楽部、特別養
護老人ホーム和光苑、宇部地区デ
イサービスセンター、特別養護老
人ホームうねとり荘、特別養護老
人ホームことぶき荘

　　－第 3回－
　　【日　時】平成23年 7 月14日㈭
　　【対応者】 2名（渡辺均会長、小原敏弥幹事）
　　【訪問先】�特別養護老人ホームまえさわ苑、

特別養護老人ホーム遠野長寿の郷、
特別養護老人ホームらふたぁヒル
ズ、デイサービスセンターはまぎ
く、養護老人ホーム五葉寮、特別
養護老人ホームアミーガはまゆり、
特別養護老人ホーム仙人の里、特
別養護老人ホームあいぜんの里、
特別養護老人ホームすみた荘

　　－第 4回－
　　【日　時】平成23年 7 月19日㈫
　　【対応者】 2名（熊谷副会長、菅原敏雄幹事）
　　【訪問先】�養護老人ホーム東山荘、特別養護

老人ホームソエル花泉、特別養護
老人ホーム千寿荘、特別養護老人
ホーム寿松苑、特別養護老人ホー
ム富美岡荘、特別養護老人ホーム
さんりくの園、介護老人福祉施設
ひまわり、特別養護老人ホーム高
寿園

Ⅲ．復興支援活動
　１　義援金募集、配分
　　�　平成23年 4 月22日から高齢協として義援金
の募集を開始しました。 6月30日時点の会
員施設からの義援金総額は9,008,680円となり、
災害復興会議で検討した結果、津波で流出し
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た公用車の支援と職員・施設への見舞金に充
当しました。

　�　関係団体からの義援金を含めた配分は次のと
おりです。
○第一次配分：総額8,280,000円

○第二次配分：総額32,830,000円
　【被災施設への見舞金】10,600,000円

� ※一部損壊施設のうち、 2施設は辞退。
　【職員への見舞金】22,250,000円

　 ２　県知事への要望書の提出
　　�　被災した施設は一刻も早い復旧を強く望ん
でいたため、平成23年 5 月 9 日、保健福祉部
長に復興に関する要望書を提出しました。内
容は、「臨時の高齢者福祉施設の緊急整備」「職
員用仮設住宅の整備」「施設復興に向けた建
設用地の確保」「激甚災害法による財政援助」
等です。

　 ３ �　中村博彦参議院議員（全国老人福祉施設協
議会常任顧問）への要望書の提出

　　�　全半壊した施設の移転改築の協議が 1年
5 ヵ月を経過しても進展が見られないため、
社会福祉法人三陸福祉会、社会福祉法人愛恵
会の移転改築に係る要望書を、全国老人福祉
施設協議会常任顧問である中村博彦参議院議
員に提出しました。現状を重く受け止めた中
村顧問の働きかけにより、移転改築の協議は
その後順調に進み、2法人は再建に向け法人
一丸となって準備を進めています。

　　【面会日】平成24年 8 月22日㈬
　　【場　所】ホテルニューオータニ
　　【面会者】�渡辺均会長、熊谷茂副会長、野田

信雄副会長、社会福祉法人三陸福
祉会 2名、社会福祉法人愛恵会 2
名　事務局・田代

　４　職員派遣
　　�　ライフラインが遮断された状況の中、沿岸
の施設は地域の中核施設として被災した高齢
者や地域住民の受け入れに尽力しました。こ
れに伴い職員不足が顕著であったため、 3月
19日から応援職員の派遣を開始しました。派
遣した施設や避難所は 9ヵ所。県内の会員施
設のほか、青森県老人福祉協会及び秋田県老
人福祉施設協議会の会員施設からも多大な協
力をいただきました。

　　○�派遣職員数：延べ1,752名（県内828名、県
外924名）

愛知県老施協義援金贈呈

区　分 対象者 見舞金額

職員

死亡 8名 30,000円
行方不明 5名 30,000円
負傷（軽傷を除く） 3名 10,000円
家族死亡（同居の配偶
者・親・子） 55名 10,000円

住居

全壊（世帯主） 71名 30,000円
全壊（世帯主以外） 213名 20,000円
半壊（世帯主） 19名 10,000円
半壊（世帯主以外） 73名 10,000円

区分 対象者 見舞金額

職員
負傷 3名 30,000円
家族死亡（同居の配偶
者・親・子） 55名 30,000円

住居

全壊（世帯主） 71名 100,000円
全壊（世帯主以外） 213名 50,000円
半壊（世帯主） 19名 30,000円
半壊（世帯主以外） 73名 30,000円

区分 対象施設 見舞金額
全　　壊 8施設 800,000円
半　　壊 1施設 500,000円
一部損壊 76施設 50,000円

２３年 5 月 9 日／知事への要望書提出
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　　○�派遣期間：平成23年 3 月19日～10月 3 日ま
で

　　　�　また、平成24年 6 月からは長期派遣（出
向扱い）に切り替え、職員派遣を実施して
います。

　　【派 遣 先】�特別養護老人ホームらふたぁヒ
ルズ（大槌町）

　　【派遣元①】�特別養護老人ホーム久慈平荘（介
護職員 1名）

　　　・�平成24年 6 月 1 日～平成25年 3 月31日／
10ヵ月（予定）

　　【派遣元②】�特別養護老人ホーム富士見荘（介
護職員 2名）

　　　・�平成24年 6 月 1 日～平成24年 8 月31日／
3ヵ月

　　　・�平成24年 9 月 1 日～平成25年 3 月31日／
7ヵ月（予定）

　　【平成24年度の派遣に係る助成】
　　　○�派遣元施設への助成　600,000円（ 3万

円×10ヵ月× 2施設）
　　　○�派遣職員個人への助成400,000円（ 2万

円×10ヵ月× 2名）　※食費相当。
　　　○派遣先施設への助成　388,754円
　　　　※�派遣職員のための家電製品等購入費用

（ 2施設分）

　 5　車両支援
　　⑴　公用車
　　　�　高齢協義援金を活用し三陸福祉会と愛恵

会に対し計 6台を助成しました。（助成金
額306万円）

　　　�　また、全老施協から被災施設へ新車の軽
自動車14台、社会福祉法人健祥会から被災
施設へ新車の軽自動車1台を寄贈いただき
ました。

　　　�　他にも入浴車 3台、ワゴン車 2台、軽自
動車 5台を寄贈いただきました（提供元：

青森県老人福祉協会会員、特別養護老人
ホーム聖愛園、特別養護老人ホーム千年苑、
北海道在住の個人）

　　⑵　職員の個人車
　　　�　岩手県中古自動車販売協会に特別割引の

要望書を提出したほか、関係団体・個人等
からの寄贈については無償譲渡の手続きを
進めました。

　 ６　物資提供
　　�　被災施設に対し、紙オムツやレトルト食品、
書籍等を提供しました。

　 ７　被災施設への助成金（機材、消耗品）
　　�　機材や消耗品等の購入費用として、被災施
設からの申請に基づき助成金を支給しました。

　 ８　要援護者に対する入浴支援
　　�　県から高齢協が委託を受け、移動入浴車や
施設を利用し、避難所生活を送る要援護者や
在宅の要援護者に対し入浴支援を実施しまし
た。

　　→実施期間：平成23年 5 月28日～ 8月31日
　　→�再委託先：三陸福祉会（大船渡市）、愛恵

会（釜石市）、堤福祉会（大槌町）
　　→提供人数：延べ310名

職員派遣（県北ブロック）

２３年 5 月1３日／車両支援

車両贈呈式で
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　　　○ 5月実績：延べ�28名／委託料231,220円
　　　○ 6月実績：延べ172名／委託料1,558,630円
　　　○ 7月実績：延べ99名／委託料887,940円
　　　○ 8月実績：延べ11名／委託料111,480円
　 9　沿岸施設職員に対するリフレッシュ事業
　　�　沿岸施設の職員に対して、心身の疲れを癒
していただくことを目的に実施しました。

　　�　宿泊プランは被災地を離れる機会がない職
員にとっては、貴重な時間となったようです。
また、出張マッサージは、家庭の事情等で宿
泊プランに参加できない職員に非常に好評で
した。

　　⑴　宿泊プラン（ホテル森の風鴬宿）：86名

　　⑵�　宿泊プラン（ダイワロイネットホテル盛
岡）：16名

　　⑶　出張マッサージ：140名
　　　①　アロママッサージ（32名）

　　　②　整骨（144名）

　　　③　施設手配（117名）
期　　日 派遣先 施術

人数

第 1回 平成23年10月10日
特別養護老人
ホームふれあ
い荘

12名

第 2回 平成23年10月23日 特別養護老人
ホーム紫桐苑 12名

期　　日 派遣先 施術
人数

第 1回 平成23年 9 月 9 日 社会福祉法人
三陸福祉会 8名

第 2回 平成23年10月10日
特別養護老人
ホームあいぜ
んの里

8名

第 3回 平成23年11月11日 養護老人ホー
ム五葉寮 8名

第 ４回 平成23年12月12日 社会福祉法人
三陸福祉会 8名

期　　日 派遣先 施術
人数

第 1回 平成23年10月12日
特別養護老人
ホームアミー
ガはまゆり

12名

２３年 9 月〜1２月／出張マッサージ

期　　日 参加者
第 1回 平成23年10月11日～12日 6名
第 2回 平成23年11月14日～15日 10名

期　　日 参加者
第 1回 平成23年 9 月27日～28日 6名
第 2回 平成23年10月13日～14日 22名
第 3回 平成23年10月31日～11月 1 日 31名
第 4回 平成24年 8 月29日～30日 10名
第 5回 平成24年 9 月26日～27日 17名

期　　日 派遣先 施術
人数

第 3回 平成23年11月 3 日
特別養護老人
ホーム仙人の
里

12名

第 ４回 平成23年11月23日 特別養護老人
ホーム慈苑 12名

第 ５回 平成23年11月27日
おもえ小規模
多機能支援セ
ンター

12名

第 ６回 平成24年 9 月23日 特別養護老人
ホーム百楽苑 12名

第 7回 平成24年10月14日 養護老人ホー
ム五葉寮 12名

第 8回 平成24年10月17日
特別養護老人
ホームさんり
くの園

12名

第 9回 平成24年10月21日 特別養護老人
ホーム慈苑 12名

第10回 平成24年11月 ４ 日
特別養護老人
ホームサン
ホームみやこ

12名

第11回 平成24年11月11日
特別養護老人
ホームふれあ
い荘

12名

第12回 平成24年11月18日
おもえ小規模
多機能支援セ
ンター

12名
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Ⅲ.支援活動報告

　1０　養護老人ホーム五葉寮ご利用者を励ます会
　　�　東日本大震災の津波被害により、県内の養
護老人ホームに措置替えとなった五葉寮の利
用者と職員との再会の場を設け、交流するこ
とを目的に開催しました。久しぶりの再会を
喜んでいる姿が印象的でした。

　　【日　　時】�平成23年10月 5 日、
　　　　　　　　　10：30 ～ 14：00
　　【会　　場】ホテル花巻
　　【参 加 者】�80名（五葉寮利用者41名、施設

職員等39名）
　　【費用助成】�428,874円（昼食代、アトラクショ

ン謝礼、利用者土産代）

　11　職員の慰労を目的とした行事等への助成
　　�　忘年会や職員旅行等を開催した場合に、そ
の費用の一部を助成しようと計画した活動で
あり、多くの施設が活用しました。

　　　平成23年度：�対象施設：28施設、助成金額：
2,276,700円

　　　平成24年度：�対象施設：24施設、助成金額：
1,767,300円

　1２�　東日本大震災記録集及び災害支援マニュア
ルの作成

　　�　東日本大震災の被害状況及び支援の記録を
まとめるとともに、災害発生を想定した連携・
支援体制等に関するマニュアルを作成するた
め、検討委員会を設置し検討を重ねてきまし
た。支援マニュアルは平成25年 6 月完成予定
です。

　　　第 1回検討委員会
　　　　　平成24年 6 月 7 日㈭　盛岡市
　　　第 2回検討委員会
　　　　　平成24年 8 月 2 日㈭　盛岡市
　　　第 3回検討委員会
　　　　　平成24年10月31日㈬　盛岡市
　　　第 4回検討委員会
　　　　　平成24年12月 3 日㈪　盛岡市
　　　第 5回検討委員会
　　　　　平成25年 1 月23日㈬　盛岡市
　　　第 6回検討委員会
　　　　　平成25年 2 月25日㈪　盛岡市
　　　第 7回検討委員会
　　　　　平成25年 3 月25日㈪　盛岡市

２３年1０月 5 日／五葉寮利用者を励ます会

期　　日 派遣先 施術
人数

第 2回 平成23年11月8 、 9 日

特別養護老人
ホームらふ
たぁヒルズ

12名

第 3回 平成23年11月15、16日
特別養護老人
ホーム三陸園 12名

第 ４回 平成23年11月14、25日
在宅複合型施
設ゆうらっぷ 12名

第 ５回 平成24年10月26日
特別養護老人
ホームアミー
ガはまゆり

24名

第 ６回

平成24年
11月1日～ 22日

特別養護老人
ホーム三陸園 15名

第 7回 在宅複合型施
設ゆーらっぷ 15名

第 8回
特別養護老人
ホームらふ
たぁヒルズ

15名
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東日本大震災義援金の受入及び配分状況
（高齢協分：平成２５年 ３月３１日現在）

義援金（寄付金収入）
寄付者 金　額 備　　　考

岩手県高齢者福祉協議会会員施設 9,008,680円 Ｈ23年 ４ 月22日～ ６月10日着金分
全国老人福祉施設協議会 40,389,299円 1 回目8,100,000円（Ｈ23年10月19日）、 2回目500,000

円（Ｈ24年 1 月23日）、 3回目31,789,299円（Ｈ24年 3
月30日）

神奈川県高齢者福祉施設協議会 2,153,339円 1 回目1,000,000円（Ｈ23年 ４ 月21日）、2回目1,153,339
円（Ｈ23年 ６ 月30日）

青森県老人福祉協会 1,891,640円 1 回目1,593,774円（Ｈ23年 ６ 月23日）、 2回目297,866
円（Ｈ23年11月22日）

秋田県老人福祉施設協議会 2,796,620円 Ｈ23年 ６ 月24日
新潟県老人福祉施設協議会 3,000,000円 Ｈ23年 ６ 月30日
東北ブロック老施協経由
（岩手県への配分率30％）

28,297,750円 東北ブロックへの送金額は下記のとおり
　※うち、左記の金額が岩手県への配分金。
　　（Ｈ23年7月20日）
　※近畿老施協②のみＨ24年5月16日。
　兵庫県老人福祉事業協会� 7,540,884円
　関東ブロック老人福祉施設連絡協議会� 1,000,000円
　近畿老人福祉施設協議会①� 39,382,905円
　近畿老人福祉施設協議会②� 2,988,785円
　横浜市社会福祉協議会高齢福祉部会� 10,700,000円
　東京都社会福祉協議会高齢者施設福祉部会
　　〃　　センター部会� 25,739,427円
　　〃　　介護保険居宅事業者連絡会

永岡正己（個人） 4,000,000円 Ｈ23年8月5日
愛知県老人福祉施設協議会 2,000,000円 Ｈ23年9月16日
和歌山県老人福祉施設協議会 3,040,000円 Ｈ23年11月18日
福岡県老人福祉施設協議会 10,000,000円 Ｈ23年11月30日
静岡県老人福祉施設協議会 785,052円 Ｈ24年3月14日

計 107,362,380円

配分状況
内　容 金　額 備　　　考

職員見舞金（一次配分）
　※Ｈ23年度

8,280,000円 死亡・行方不明13名、負傷 3名、家族死亡54名、住居
全半壊378名

職員見舞金（二次配分）
　※Ｈ23年度

22,250,000円 負傷 3名、家族死亡54名、住居全半壊378名

施設見舞金（県高齢協分）
　※Ｈ23年度

10,600,000円 全壊 8施設（640万円）、半壊1施設（560万円）、一部
損壊74施設（370万円）

施設見舞金（全老施協分）
　※Ｈ23年度

8,600,000円 当協議会経由分

車両支援　※Ｈ23年度 3,060,000円 三陸福祉会 3台� 1,470,000円
愛恵会 3台� 1,590,000円

�
�
�
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内　容 金　額 備　　　考
助成金（Ｈ23年度） 2,405,100円 職員慰労行事等への助成：28施設（法人）� 2,276,700円

三陸福祉会（医療機器等）� 128,400円
助成金（Ｈ24年度） 3,156,054円 職員慰労行事等への助成：24施設（法人）� 1,767,300円

職員派遣元助成金（久慈平荘、富士見荘）� 1,000,000円
職員派遣先助成金（らふたぁヒルズ／ /宿泊室整備）
� 388,754円

義援物資　※Ｈ23年度 147,658円 成仁会（オムツ等）� 61,873円
三陸福祉会（書籍等）� 85,785円

リフレッシュ事業（宿泊プラン）
　※Ｈ23年度

1,040,940円 森の風①（ ６名）� 98,500円
森の風②（22名）� 304,000円
森の風③（31名）� 375,000円
ダイワロイネット①（ ６名）� 94,240円
ダイワロイネット②（14名）� 169,200円

リフレッシュ事業（宿泊プラン）
　※Ｈ24年度

454,188円 森の風①（10名）� 170,108円
森の風②（17名）� 284,080円

リフレッシュ事業（出張マッサージ）
　※Ｈ23年度

540,000円 アロマ ４回、32名実施� 120,000円
整骨 ５回、60名実施� 300,000円
施設手配 ４回、48名実施� 120,000円

リフレッシュ事業（出張マッサージ）
　※Ｈ24年度

540,000円 整骨 7回、84名実施� 390,000円
施設手配4回、69名実施� 150,000円

五葉寮ご利用者を励ます会
　※Ｈ23年度

428,874円 ホテル花巻、80名出席（うち五葉寮利用者41名）

震災記録集作成費用　※Ｈ24年度 3,243,450円 印刷業務1,904,700円、取材等業務1,338,750円
活動経費（Ｈ23年度） 936,616円 災害復興会議・現地訪問旅費836,117円、賃借料・会

議費100,499円
活動経費（Ｈ24年度） 571,360円 災害復興会議・現地訪問・記録集検討会旅費466,662円、

賃借料・会議費104,698円
計 66,254,240円
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物資協力施設、関係団体等一覧
（平成２4年 ３月３１日現在）

区分 施設等名称 内　　容 提　供　先

車両寄贈

（社福）聖愛育成会 移動入浴車 2台（中古） 三陸福祉会、愛恵会
特養千年苑 移動入浴車 1台（中古） 三陸福祉会
久保田教之（個人／北海道） 軽自動車 1台（中古） 三陸福祉会
青森県老人福祉協会 ワゴン車 2台（中古） 三陸福祉会、小規模多機能型施設

やすらぎ
軽自動車 ４台（中古） 小規模多機能型施設やすらぎ 1、

若竹会 3
全国老人福祉施設協議会
（ ６月）

軽自動車14台（新車） 五葉寮、五葉寮デイ、あいぜんの里、
祥風苑、富美岡荘、三陸園、平安
荘、すみた荘、サンホームみやこ、
紫桐苑、ふれあい荘、ことぶき荘、
高寿園、うねとり荘

（社福）健祥会（ ６月） 軽自動車 1台（新車） らふたぁヒルズ

物資提供

全国老人福祉施設協議会 マスク
プラスチックグローブ
手指消毒剤
経口補水液10,080本
経管器具3,500本
高栄養流動食2,760パック

高寿園、富美岡荘、三陸園他

御荘病院（愛媛県） 高栄養流動食36箱 富美岡荘、あいぜんの里
青森県老人福祉協会 高栄養流動食18箱 心生苑、福光園
ケアハウスソフィアハウス睦
喜（3月）

衣類 富美岡荘、高寿園

（社福）松楓会（東京都）（ ６月）手作りうちわ 1回目495
本、 2回目29枚

県内の養護老人ホーム

エイデル研究所（ 7月） 冷凍パン ６ケース
（ 1ケース36袋）

三陸福祉会

特養ふくしの里慶泉荘（ 7月）ベッド ４台 三陸福祉会
難民を助ける会 発電機、冷蔵庫、洗濯機、

介護用ベッド
三陸福祉会

NPO法人日本ナラティブ音楽
療法協会

ＤＶＤ300枚 会員施設

㈱アトリエ童画（福岡県） 思い出のうた絵本、カレ
ンダー各50冊

沿岸地域のデイサービスセンター
等

全国コミュニティライフサ
ポートセンター

紙オムツ 三陸福祉会




