
認定ＮＰＯ法⼈ 難⺠を助ける会 東⽇本⼤震災 ⽀援物資配付⼀覧表（2011年7⽉7⽇現在）
盛岡事務所
訪問⽇ 施設種別 事業所・施設名 県名 市区町村名 配付⼈数
2011/3/24 避難所 ⼤槌町教育委員会（町災害対策本部） 岩⼿県 ⼤槌町

⼩槌地区 岩⼿県 ⼤槌町 50
2011/3/25 蔵ハウス⼤船渡 岩⼿県 ⼤船渡市 27

地域農政担い⼿センター 岩⼿県 ⼤船渡市 20
福祉の⾥センター 岩⼿県 ⼤船渡市 335

避難所 猪川⼩学校 岩⼿県 ⼤船渡市 50
障害者施設 気仙養護学校 岩⼿県 ⼤船渡市 199

2011/3/29 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
2011/3/31 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
2011/4/1 児童養護施設 ⼤洋学園 岩⼿県 ⼤船渡市 200
2011/4/2 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0

児童養護施設 ⼤洋学園 岩⼿県 ⼤船渡市 200
2011/4/3 避難所 社会福祉法⼈ 遠野市社会福祉協議会 岩⼿県 遠野市

障害者施設 ⼤松学園 岩⼿県 釜⽯市 91
⽼⼈介護施設 介護⽼⼈福祉施設 三陸園 岩⼿県 ⼤槌町 142

特別養護⽼⼈ホーム らふたぁヒルズ 岩⼿県 ⼤槌町 112
⽼⼈保健施設ケアプラザおおつち（あかね会） 岩⼿県 ⼤槌町 247

2011/4/4 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
知的障害者更⽣施設 わらび学園 岩⼿県 ⼤槌町 30

2011/4/5 ⼩規模多機能ホーム 厨 岩⼿県 陸前⾼⽥市 24
障害者施設 ⻘松館せせらぎ 岩⼿県 陸前⾼⽥市 140

あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50
2011/4/6 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0

あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50
病院 希望ヶ丘病院 岩⼿県 陸前⾼⽥市 30

2011/4/7 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
災対本部 ⼭⽥町の災対本部 岩⼿県 ⼭⽥町

2011/4/8 障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50
病院 希望ヶ丘病院 岩⼿県 陸前⾼⽥市 30

2011/4/9 福祉の⾥センター 岩⼿県 ⼤船渡市 335
ひかみの園 岩⼿県 陸前⾼⽥市 168
⼭⽥災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20

児童養護施設 ⼤洋学園 岩⼿県 ⼤船渡市 200
在宅 菊池正雄 岩⼿県 ⼤槌町 2
NPO さんりく・こすもす 岩⼿県 ⼤船渡市 48
知的障害者更⽣施設 わらび学園 岩⼿県 ⼤槌町 30
障害児通所施設 社会福祉法⼈ ⼤洋会 慈愛福祉学園デイサービス 岩⼿県 ⼤船渡市 30

2011/4/10 障害児通所施設 社会福祉法⼈ ⼤洋会 慈愛福祉学園デイサービス 岩⼿県 ⼤船渡市 30
2011/4/11 ⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム富美岡荘 岩⼿県 ⼤船渡市 420
2011/4/12 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0

⻘松館せせらぎ 岩⼿県 陸前⾼⽥市 140
あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

⽼⼈介護施設 典⼈会(社福)介護⽼⼈福祉施設ひまわり 岩⼿県 ⼤船渡市 298
⽼⼈保健施設気仙苑 岩⼿県 ⼤船渡市 530
特別養護⽼⼈ホーム ⾼寿園 岩⼿県 陸前⾼⽥市
松原苑 岩⼿県 陸前⾼⽥市 210

NPO さんりく・こすもす 岩⼿県 ⼤船渡市 48
障害児通所施設 社会福祉法⼈ ⼤洋会 慈愛福祉学園デイサービス 岩⼿県 ⼤船渡市 30

2011/4/13 ⼭⽥災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20
障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0

2011/4/14 ⽼⼈介護施設 典⼈会(社福)介護⽼⼈福祉施設ひまわり 岩⼿県 ⼤船渡市 298
⽼⼈保健施設気仙苑 岩⼿県 ⼤船渡市 530

障害児通所施設 社会福祉法⼈ ⼤洋会 慈愛福祉学園デイサービス 岩⼿県 ⼤船渡市 30
2011/4/15 ひかみの園 岩⼿県 陸前⾼⽥市 168

障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

児童養護施設 ⼤洋学園 岩⼿県 ⼤船渡市 200
⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム富美岡荘 岩⼿県 ⼤船渡市 420

松原苑 岩⼿県 陸前⾼⽥市 210



在宅 菊池正雄さま 岩⼿県 ⼤槌町 2
NPO さんりく・こすもす 岩⼿県 ⼤船渡市 48

2011/4/16 社会福祉法⼈ 典⼈会 グループホーム平 岩⼿県 ⼤船渡市 40
SELPわかたけ 岩⼿県 宮古市 56
サンホームみやこ 岩⼿県 宮古市 190
社会福祉法⼈若⽵会 わかたけ学園 岩⼿県 宮古市 160

⽼⼈介護施設 典⼈会(社福)介護⽼⼈福祉施設ひまわり 岩⼿県 ⼤船渡市 298
2011/4/17 特別養護⽼⼈ホーム 紫藤苑 岩⼿県 宮古市

宮古介護⽼⼈保健施設桜ヶ丘 岩⼿県 宮古市
みやこライフステーション 岩⼿県 宮古市 10

介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設ほほえみの⾥ 岩⼿県 宮古市
2011/4/18 障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム富美岡荘 岩⼿県 ⼤船渡市 420
松原苑 岩⼿県 陸前⾼⽥市 210

2011/4/19 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
⼤松学園 岩⼿県 釜⽯市 91
あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

⼩学校 ⾚浜⼩学校 岩⼿県 ⼤槌町 45
2011/4/20 ⼤槌災対・⾼齢者福祉相談⼝ 岩⼿県 ⼤槌町

⼤槌ボランティアセンター 岩⼿県 ⼤槌町
あお空⼩規模多機能センター釜⽯ 岩⼿県 釜⽯市 28
釜⽯市地域包括⽀援センター 岩⼿県 釜⽯市

⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム富美岡荘 岩⼿県 ⼤船渡市 420
VC 釜⽯ボランティアセンター 岩⼿県 釜⽯市

2011/4/21 ひかみの園 岩⼿県 陸前⾼⽥市 168
広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 153

障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50
⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム ⾼寿園 岩⼿県 陸前⾼⽥市 260

2011/4/22 社会福祉法⼈若⽵会 わかたけ学園 岩⼿県 宮古市 160
⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
はまゆり学園 岩⼿県 宮古市 72
宮古市市役所⽣活課・福祉課 岩⼿県 宮古市

2011/4/23 ⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
グループホーム さくらつつみ 岩⼿県 宮古市 57

障害者施設 ⻘松館せせらぎ 岩⼿県 陸前⾼⽥市 140
あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

⽼⼈介護施設 松原苑 岩⼿県 陸前⾼⽥市 210
公⺠館 摂待地区⽣活改善センター 岩⼿県 宮古市 11

2011/4/25 ⼭⽥災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20
みやこライフステーション 岩⼿県 宮古市 10
広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 153
藤原チエさま宅 岩⼿県 宮古市 6
みやこワークステーション 岩⼿県 宮古市 33
平安壮デイサービスセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 35
慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 0

障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
⼩学校 ⾚浜⼩学校 岩⼿県 ⼤槌町 45
介護施設 介護施設 あお空 岩⼿県 宮古市 57
⾼齢者デイサービス はまぎく 岩⼿県 ⼤槌町 57

2011/4/26 ⼩規模多機能ホーム 厨 岩⼿県 陸前⾼⽥市 24
障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

2011/4/27 みやこライフステーション 岩⼿県 宮古市 10
⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
みやこワークステーション 岩⼿県 宮古市 33
⽥野畑村保健センター 岩⼿県 ⽥野畑村 16
宮古⻄向⼭地域 岩⼿県 宮古市 76

2011/4/28 みやこライフステーション 岩⼿県 宮古市 10
⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
みやこワークステーション 岩⼿県 宮古市 33

障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
2011/4/30 ⼭⽥災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20

障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0



2011/5/2 ⼭⽥災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20
広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 153
熊⾕忠雄さま宅(⼥性会会⻑避難先) 岩⼿県 8

在宅 澤⼭みどりさま宅 岩⼿県 ⼤槌町
菅野由美さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 8

役場 ⼭⽥町ふるさとセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 70
寺院 慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 0

2011/5/3 社会福祉法⼈ 典⼈会 グループホーム平 岩⼿県 ⼤船渡市 40
藤原チエさま宅 岩⼿県 宮古市 6

児童養護施設 ⼤洋学園 岩⼿県 ⼤船渡市 200
在宅 三井寺先⽣宅 岩⼿県 宮古市
⼩学校 ⾚浜⼩学校 岩⼿県 ⼤槌町 45
公⺠館 摂待地区⽣活改善センター 岩⼿県 宮古市 11
新聞社 岩⼿東海新聞社 岩⼿県 釜⽯市

2011/5/4 ⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム富美岡荘 岩⼿県 ⼤船渡市 420
⽵の⾥(デイサービス)、⾦⼭(グループホーム)、⽟⼭(⼩規模多岩⼿県 陸前⾼⽥市 80

⼩学校 ⼭⽥町⽴⼤沢⼩学校 岩⼿県 ⼭⽥町 96
役場 ⼭⽥町ふるさとセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 70

⼭⽥町役場 岩⼿県 ⼭⽥町 0
障害者通所施設 作業所きらり 岩⼿県 陸前⾼⽥市 34

34
2011/5/5 熊⾕忠雄さま宅(⼥性会会⻑避難先) 岩⼿県 8

障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0
あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

⽼⼈介護施設 ⽵の⾥(デイサービス)、⾦⼭(グループホーム)、⽟⼭(⼩規模多岩⼿県 陸前⾼⽥市 80
在宅 菅野由美さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 8
寺院 慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 0
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 27

2011/5/6 ⾚浜⼩学校 岩⼿県 ⼤槌町 45
避難所 ワークフォローおおつち 岩⼿県 ⼤槌町 20
障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 0

⻘松館せせらぎ 岩⼿県 陸前⾼⽥市 32
⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム富美岡荘 岩⼿県 ⼤船渡市 420

特別養護⽼⼈ホーム 平安荘 岩⼿県 ⼭⽥町 40
平安荘 デイサービスセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20

病院 希望ヶ丘病院 岩⼿県 陸前⾼⽥市 266
2011/5/7 ホームとよまね 岩⼿県 ⼭⽥町 17

広⽥地区⼥性会 岩⼿県 陸前⾼⽥市 8
ボランティアセンター ⼭⽥災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町

2011/5/9 サンホームみやこ 岩⼿県 宮古市 190
⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
広⽥地区⼥性会 岩⼿県 陸前⾼⽥市 8
カメリア美容室 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4

障害者施設 ⻘松館せせらぎ 岩⼿県 陸前⾼⽥市 45
在宅 千代川 清様宅 岩⼿県 ⼭⽥町 13
寺院 慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 30

2011/5/10 広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 130
デイケア望 岩⼿県 陸前⾼⽥市 15
サンビレッジ⾼⽥（陸前⾼⽥スポーツドーム） 岩⼿県 陸前⾼⽥市 100

障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63
あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

在宅 ⾅井ふみ⼦さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4
⼩松ハルヨさま 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3
重茂千鶏地区 岩⼿県 宮古市 26

消防団 ⾼⽥消防団 ⾼⽥分団 岩⼿県 陸前⾼⽥市 80
2011/5/11 障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム 平安荘 岩⼿県 ⼭⽥町 40
在宅 ⾅井ふみ⼦さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4

齋藤養豚場 岩⼿県 ⼭⽥町 3
寺院 慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 60
障害者通所施設 作業所きらり 岩⼿県 陸前⾼⽥市 34



やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24
2011/5/12 社会福祉法⼈若⽵会 わかたけ学園 岩⼿県 宮古市 160

みやこライフステーション 岩⼿県 宮古市 10
⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
みやこワークステーション 岩⼿県 宮古市 33
つくし共同作業所 岩⼿県 釜⽯市 25
かまいしワーク・ステーション 岩⼿県 釜⽯市 56

障害者施設 ⼤松学園 岩⼿県 釜⽯市 91
公⺠館 摂待地区⽣活改善センター 岩⼿県 宮古市 11
タクシー会社 (株)⼤槌タクシー仮営業所 岩⼿県 ⼤槌町 7
知的障害者更⽣施設 わらび学園 岩⼿県 ⼤槌町 34

2011/5/14 ⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
アトリエSUN 岩⼿県 宮古市

障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63
公⺠館 摂待地区⽣活改善センター 岩⼿県 宮古市 11
ボランティアセンター ⼭⽥災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20
保育園 わかき保育園（瑞然寺宿泊施設内にて5/1より再開） 岩⼿県 ⼭⽥町
美容室 久保美容室 岩⼿県 野⽥村 0

⽥中和⼦さま（フラワー美容室） 岩⼿県 ⼤船渡市 2
障害者通所施設 あおば⼯房 岩⼿県 宮古市

宮古アビリティーセンター 岩⼿県 宮古市 64
⼯房まんさく 岩⼿県 宮古市 21

障害者⽀援事業団体 宮古圏域障害者福祉推進ネット 岩⼿県 宮古市
障害者救護施設 松⼭荘 岩⼿県 宮古市 145

2011/5/16 デイケア望 岩⼿県 陸前⾼⽥市 15
きらりんキッズ 岩⼿県 陸前⾼⽥市 20

⽼⼈介護施設 ⽵の⾥(デイサービス)、⾦⼭(グループホーム)、⽟⼭(⼩規模多岩⼿県 陸前⾼⽥市 80
在宅 菅野由美さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 8

⾅井ふみ⼦さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4
寺院/避難所 仙壽院 岩⼿県 釜⽯市
知的障害者更⽣施設 わらび学園 岩⼿県 ⼤槌町 34
障害者通所施設 あおば⼯房 岩⼿県 宮古市
障害者通所作業所 釜⽯市福祉作業所 岩⼿県 釜⽯市 33

2011/5/17 広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 130
サンビレッジ⾼⽥（陸前⾼⽥スポーツドーム） 岩⼿県 陸前⾼⽥市 100
きらりんキッズ 岩⼿県 陸前⾼⽥市 20

障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50
⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム 平安荘 岩⼿県 ⼭⽥町 40
病院 ⼭⽥病院 岩⼿県 ⼭⽥町 0
在宅 千代川 清様宅 岩⼿県 ⼭⽥町 13
寺院 慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 60
ボランティアセンター ⼭⽥災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 20
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24

2011/5/18 （有）あすなろ 岩⼿県 ⼭⽥町 60
障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63

⾝体障害者福祉会 岩⼿県 宮古市 106
災対本部 ⼭⽥町の災対本部 岩⼿県 ⼭⽥町 0
在宅 千代川 清さま宅 岩⼿県 ⼭⽥町 13
公⺠館 摂待地区⽣活改善センター 岩⼿県 宮古市 11
タクシー会社 ㈲⼭崎タクシー 岩⼿県 ⼭⽥町 2
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24
障害者⽀援事業団体 宮古圏域障害者福祉推進ネット 岩⼿県 宮古市

2011/5/19 久保美容室 岩⼿県 野⽥村
グループホームまぶる 岩⼿県 ⼭⽥町 17

役場 ⼭⽥町ふるさとセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 52
野⽥村役場（物資保管所） 岩⼿県 野⽥村

障害者救護施設 松⼭荘 岩⼿県 宮古市 145
2011/5/20 ⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45

グループホーム さくらつつみ 岩⼿県 宮古市 57
障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50

⾝体障がい者福祉会 岩⼿県 宮古市
在宅 ⾅井ふみ⼦さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4



公⺠館 摂待地区⽣活改善センター 岩⼿県 宮古市 11
介護施設 介護施設 あお空 岩⼿県 宮古市 57
美容室 ⽥中和⼦さん（フラワー美容室） 岩⼿県 ⼤船渡市 2

2011/5/23 みやこライフステーション 岩⼿県 宮古市 10
⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
みやこワークステーション 岩⼿県 宮古市 33
齋藤養豚場 岩⼿県 ⼭⽥町 3

避難所 ⾚浜⼩学校/避難所 岩⼿県 ⼤槌町 45
障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63

⾝体障がい者福祉会 岩⼿県 宮古市 106
ボランティアセンター 吉⾥吉⾥サテライト災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼤槌町 4
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24

2011/5/24 サンビレッジ⾼⽥（陸前⾼⽥スポーツドーム） 岩⼿県 陸前⾼⽥市 100
障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63

あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50
災対本部 ⼭⽥町の災対本部 岩⼿県 ⼭⽥町 0
在宅 千代川 清さま宅 岩⼿県 ⼭⽥町 13
⼩学校 広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 130
役場 ⼭⽥町ふるさとセンター 岩⼿県 ⼭⽥町 52
寺院 慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 60
⾼齢者施設 グループホームまぶる 岩⼿県 ⼭⽥町 17
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24

2011/5/25 病院 ⼭⽥病院 岩⼿県 ⼭⽥町 0
災対本部 ⼭⽥町の災対本部 岩⼿県 ⼭⽥町 0
在宅 重茂千鶏地区 岩⼿県 宮古市 26
公⺠館 摂待地区⽣活改善センター 岩⼿県 宮古市 11
タクシー会社 (株)⼤槌タクシー仮営業所 岩⼿県 ⼤槌町 7
タクシー会社 ㈲⼭崎タクシー 岩⼿県 ⼭⽥町 2
障害者通所施設 あおば⼯房 岩⼿県 宮古市 3

2011/5/26 避難所 ⾚浜⼩学校/避難所 岩⼿県 ⼤槌町 45
在宅 ⼭崎千鶴⼦様宅 岩⼿県 釜⽯市 2
⼩学校 ⾚浜⼩学校/吉⾥吉⾥⼩学校 岩⼿県 ⼤槌町 45
⼩学校/避難所 ⼾沢多賀⼦さま 岩⼿県 ⼤槌町 300
NPO(障害者通所作業所) 釜⽯市福祉作業所 岩⼿県 釜⽯市 33

2011/5/27 障害者施設 ⻘松館せせらぎ 岩⼿県 陸前⾼⽥市 45
在宅 ⼭崎千鶴⼦さま宅 岩⼿県 釜⽯市 2
役場 ⼤槌町の災対本部（総務課） 岩⼿県 ⼤槌町
寺院 慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 60
製材所 村上製材所 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3
⼤⼯ ⼤⼯の⾦さん 岩⼿県 陸前⾼⽥市 1

2011/5/30 ⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 45
⽼⼈介護施設 松原苑 岩⼿県 陸前⾼⽥市 210
美容室 ⽥中和⼦さん（フラワー美容室） 岩⼿県 ⼤船渡市 5

2011/5/31 みやこライフステーション 岩⼿県 宮古市 10
障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63

あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 50
製材所 村上製材所 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3
⼤⼯ ⼤⼯の⾦さま 岩⼿県 陸前⾼⽥市 1
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24

2011/6/1 在宅 佐藤沢 みきおさま宅 岩⼿県 ⼭⽥町 5
春藤 守さま宅 岩⼿県 ⼤槌町 2
六串正幸さま宅 岩⼿県 ⼤槌町 2

⼩学校 広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 130
役場 ⼤槌町の災対本部（総務課） 岩⼿県 ⼤槌町 23
タクシー会社 (株)⼤槌タクシー仮営業所 岩⼿県 ⼤槌町 7
製材所 村上製材所 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3

2011/6/2 在宅 ⼭崎千鶴⼦さま宅 岩⼿県 釜⽯市 2
美容室 ⽥中和⼦さま（フラワー美容室） 岩⼿県 ⼤船渡市 5
⼩学校/避難所 津⾕川⼩学校 岩⼿県 ⼀関市 49

2011/6/6 ⽼⼈介護施設 ⼩規模多機能ホーム さゆり 岩⼿県 陸前⾼⽥市 16
在宅 佐藤沢 みきおさま宅 岩⼿県 ⼭⽥町 5

柳沢団地A・B・C棟 岩⼿県 ⼭⽥町 22



⼾⽻敏雄さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 2
⼾⽻省⼆さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4
⼾⽻松⼦さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3

ボランティアセンター 吉⾥吉⾥サテライト災害ボランティアセンター 岩⼿県 ⼤槌町 4
中学校 釜⽯東中学校（釜⽯中学校内） 岩⼿県 釜⽯市
商店 織笠おはるや商店（ふれあい広場テント内） 岩⼿県 ⼭⽥町

2011/6/7 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63
あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 53

病院 ⼭⽥病院 岩⼿県 ⼭⽥町 0
⼩学校 ⾚崎⼩学校（蛸ノ浦⼩学校内） 岩⼿県 ⼤船渡市 194
美容室 ⽥中和⼦さま（フラワー美容室） 岩⼿県 ⼤船渡市 5
⾼齢者施設 グループホームまぶる 岩⼿県 ⼭⽥町 17
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24

2011/6/9 障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 53
宮古市⾝体障がい者福祉会 岩⼿県 宮古市 106

⼩学校 広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 163
2011/6/10 障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 53

⽼⼈介護施設 ⼩規模多機能ホーム さゆり 岩⼿県 陸前⾼⽥市 16
在宅 齋藤養豚場 岩⼿県 ⼭⽥町 3

⼾⽻孝信さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3
⼾⽻ 章さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 2
⼾⽻義⼆さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 2
⼾⽻梅雄さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3
⼾⽻直治さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 8
⻫藤仁孝さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4
⻫藤⼤治さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 2
佐々⽊祐也さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4

⾼齢者避難所 豊間根地区⽣活改善センター 岩⼿県 ⼭⽥町 50
知的障害者更⽣施設 わらび学園 岩⼿県 ⼤槌町 35
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24

2011/6/13 きらりんキッズ（⾼⽥⼀中内） 岩⼿県 陸前⾼⽥市 20
在宅 ⼤和⽥産業 岩⼿県 ⼤船渡市 3
ボランティアセンター ⽥⽼地区災害ボランティアセンター 岩⼿県 宮古市 55
知的障害者更⽣施設 わらび学園 岩⼿県 ⼤槌町 35
障害者通所施設 宮古アビリティーセンター 岩⼿県 宮古市 70

2011/6/14 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63
災対本部 釜⽯市災害対策本部 岩⼿県 釜⽯市
在宅 ⼭崎千鶴⼦さま宅 岩⼿県 釜⽯市 2
⾼齢者施設 グループホームまぶる 岩⼿県 ⼭⽥町 16
中学校 釜⽯東中学校（釜⽯中学校内） 岩⼿県 釜⽯市
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24
障害者通所作業所 釜⽯市福祉作業所 岩⼿県 釜⽯市 28

2011/6/15 障害者施設 ⻘松館 本館 岩⼿県 陸前⾼⽥市 38
災対本部 陸前⾼⽥市災害対策本部 岩⼿県 陸前⾼⽥市
在宅 藤原チエ様宅 岩⼿県 宮古市 6

⼤和⽥産業 岩⼿県 ⼤船渡市 3
ボランティアセンター 陸前⾼⽥市ボランティアセンター 岩⼿県 陸前⾼⽥市 0
⾼齢者施設 介護施設 あお空 岩⼿県 宮古市 60
障害者作業所 みやこワークステーション 岩⼿県 宮古市 33

2011/6/16 役場 ⼭⽥町健康福祉課 岩⼿県 ⼭⽥町
障害者通所作業所 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24

2011/6/17 在宅 重茂千鶏地区 岩⼿県 宮古市 3
⼩学校/避難所 ⼾沢多賀⼦さま/安渡⼩学校 岩⼿県 ⼤槌町 300

2011/6/20 在宅 久保美容室 岩⼿県 野⽥村 3
⼩学校 広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 163
寺院 慈恩寺 岩⼿県 陸前⾼⽥市 23

2011/6/21 避難所 ⾚浜⼩学校/避難所 岩⼿県 ⼤槌町 45
障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 53
⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム ⾼寿園 岩⼿県 陸前⾼⽥市 33

⼩規模多機能ホーム さゆり 岩⼿県 陸前⾼⽥市 16
⼩学校 広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 163

⾚浜⼩学校/吉⾥吉⾥⼩学校 岩⼿県 ⼤槌町 45



2011/6/22 ⽼⼈介護施設 ⼩規模多機能ホーム さゆり 岩⼿県 陸前⾼⽥市 16
在宅 六串正幸さま宅 岩⼿県 ⼤槌町 2

⼾⽻孝信さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3
⼾⽻ 章さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 2
⼾⽻義⼆さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 2
⼾⽻梅雄さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3
⼾⽻直治さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 8
⻫藤仁孝さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 4
⻫藤⼤治さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 2

役場 ⼤槌町の災対本部（総務課） 岩⼿県 ⼤槌町 23
2011/6/23 障害者施設 宮古市⾝体障害者福祉会 岩⼿県 宮古市 106

在宅 ⼾⽻梅雄さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥市 3
⾼齢者施設 グループホームまぶる 岩⼿県 ⼭⽥町 16
⼩学校/避難所 ⼾沢多賀⼦さま/安渡⼩学校 岩⼿県 ⼤槌町 300

町⽴安渡保育所/安渡⼩学校避難所 岩⼿県 ⼤槌町 40
2011/6/24 障害者施設 宮古市⾝体障害者福祉会 岩⼿県 宮古市 50

⾼齢者避難所 豊間根地区⽣活改善センター 岩⼿県 ⼭⽥町 50
2011/6/25 ⼩学校 広⽥⼩学校 岩⼿県 陸前⾼⽥市 130
2011/6/27 障害者施設 ⻘松館 本館 岩⼿県 陸前⾼⽥市 38

在宅 ⼤和⽥産業 岩⼿県 ⼤船渡市 3
⾼齢者避難所 豊間根地区⽣活改善センター 岩⼿県 ⼭⽥町 50

2011/6/29 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥町 63
宮古市⾝体障がい者福祉会 岩⼿県 宮古市 50

在宅 佐々⽊ 朝⼦さま宅 岩⼿県 宮古市 3
障害者通所施設 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥町 24

宮古アビリティーセンター 岩⼿県 宮古市 70
2011/6/30 障害者施設 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市 53

⻘松館 本館 岩⼿県 陸前⾼⽥市 38
在宅 六串正幸さま宅 岩⼿県 ⼤槌町 2

⼤和⽥産業 岩⼿県 ⼤船渡市 3
中学校 釜⽯東中学校（釜⽯中学校内） 岩⼿県 釜⽯市

2011/7/1 障害者施設 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥ 63
個⼈宅 ⼾⽻敏雄さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥ 2

⼾⽻梅雄さま宅 岩⼿県 陸前⾼⽥ 3
六串正悦さま宅 岩⼿県 ⼤槌

作業所 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥ 0
2011/7/5 障害者施設 ⻘松館 本館 岩⼿県 陸前⾼⽥ 38

⽼⼈介護施設 ⼩規模多機能ホーム さゆり 岩⼿県 陸前⾼⽥ 16
災対本部 ⼭⽥町の災対本部 岩⼿県 ⼭⽥
⼩学校 ⼾沢多賀⼦さま/安渡⼩学校 岩⼿県 ⼭⽥
保育園 わかき保育園（瑞然寺宿泊施設内にて5/1より再開） 岩⼿県 ⼭⽥ 16

きらりんキッズ（⾼⽥⼀中内） 岩⼿県 陸前⾼⽥ 20
障害者団体 はまなす学園（岩⼿県陸中海岸⻘少年の家２階に避難） 岩⼿県 ⼭⽥ 63
作業所 やまだ共⽣作業所 岩⼿県 ⼭⽥ 0
⽼⼈介護施設 特別養護⽼⼈ホーム ⾼寿園 岩⼿県 陸前⾼⽥市 330

仙台事務所
訪問⽇ 施設種別 事業所・施設名 県名 市区町村名 集計
2011/3/14 避難所 中野中学校 宮城県 仙台市宮城野区 500
2011/3/16 障害者施設 はんとく苑 宮城県 登⽶市 50

障害者施設 ⾝体更⽣ 静和園 宮城県 亘理郡 57
2011/3/17 避難所 根岸会館 宮城県 ⽯巻市 240

⽯巻市際地区 宮城県 ⽯巻市 300
⿅妻⼩学校 宮城県 ⽯巻市 1600

障害者施設 太⽩ありのまま舎 宮城県 仙台市太⽩区 110
萩の郷福寿苑 宮城県 仙台市太⽩区 150
萩の郷第⼆福寿苑 宮城県 仙台市太⽩区 100

障害者施設 エコー療育園 宮城県 仙台市⻘葉区 300
障害者施設 知的更⽣ 幸泉学園 宮城県 仙台市泉区 150

宮城県船形コロニー 宮城県 ⼤和町 100
ひたかみ園 宮城県 ⽯巻市 90

障害者施設 宮城県精神医療センター 宮城県 名取市 100
宮城県⾝体障害者福祉協会 宮城県 仙台市宮城野区 100



仙台ありのまま舎 宮城県 仙台市太⽩区 11
⾼齢者施設 シルバーサポート 宮城県 仙台市太⽩区 50

2011/3/18 避難所 気仙沼市災害対策本部 宮城県 気仙沼市
障害者施設 第⼆共⽣園 宮城県 東松島市 100
障害者施設 ⾼松園 宮城県 気仙沼市 150
障害者施設 第⼆共⽣園本館 宮城県 東松島市 100
 さんさん館 宮城県 気仙沼市 150
障害者施設 わたげの家 宮城県 仙台市若林区 20
障害者施設 宮城県拓桃医療療育センター 宮城県 仙台市太⽩区 120

2011/3/19 避難所 ⼥川町第⼆⼩学校 宮城県 ⼥川町 1500
七郷⼩学校 宮城県 仙台市若林区
蒲町中学校 宮城県 仙台市若林区

障害者施設 宮城県船形コロニー 宮城県 ⼤和町 100
障害者施設 宮城県⾝体障害者福祉協会 宮城県 仙台市宮城野区 100
 伊達市役所災害対策本部 宮城県 (空⽩)

2011/3/20 避難所 ⾨脇中学校 宮城県 ⽯巻市 1200
⾼齢者施設 ひなたぼっこ 桑原 宮城県 岩沼市 25

⼩規模多機能ハウス くすのき 宮城県 柴⽥郡 530
 きらら⼥川 宮城県 ⼥川町

岩沼市役所 宮城県 岩沼市
2011/3/21 避難所 ⾨脇中学校 宮城県 ⽯巻市 1200

⼭下⼩学校 宮城県 ⽯巻市 600
好⽂館⾼校 宮城県 ⽯巻市 780

障害者施設 仙台ワークキャンパス 宮城県 仙台市太⽩区 35
障害者施設 第⼆⾼松園 宮城県 気仙沼市 170
障害者施設 夢の森 宮城県 気仙沼市 95
⾼齢者施設 シルバーサポート 宮城県 仙台市太⽩区 50

⼟筆の⾥（本館、別館） 宮城県 気仙沼市 40
有限会社 井上技建 めだかの楽校 宮城県 ⽯巻市
めだかの楽園 宮城県 ⽯巻市
ひかり 宮城県 ⽯巻市
ぶらいと 宮城県 ⽯巻市
ライフサポートこもれび・ひだまりの家 宮城県 ⽯巻市 10
CILたすけっと 宮城県 仙台市太⽩区 60
せせらぎ 宮城県 仙台市太⽩区 20

障害者施設 肢体不⾃由児宮城県拓桃医療療育センター 宮城県 仙台市太⽩区 120
障害者施設 ⾝体療護 只越荘 宮城県 気仙沼市 50
障害者施設 多機能 サンネットなごみ 宮城県 ⽯巻市 400
障害者施設 ⾝体授産 禎祥ワークキャンパス 宮城県 仙台市太⽩区 30

2011/3/22 避難所 根岸会館 宮城県 ⽯巻市 240
⽯巻市際地区 宮城県 ⽯巻市 300

障害者施設 第⼆共⽣園別館 宮城県 東松島市 20
第⼆共⽣園 作業棟 宮城県 東松島市 20

⾼齢者施設 ケアプランセンターSLL本部 宮城県 仙台市泉区 60
有限会社 いずみの郷 宮城県 東松島市 32
託⽼所 ささき 宮城県 東松島市
社会福祉法⼈ことぶき会 デイサービス はまなすの⾥ 宮城県 東松島市 100
いずみの郷 宮城県 東松島市 32

 河北中学校 宮城県 ⽯巻市
⾼齢者施設 のんびーりすみちゃんの家 宮城県 東松島市 0
社会教育施設 ⽯巻市河北センター ビッグ・バン 宮城県 ⽯巻市 500

2011/3/23 避難所 歌津中学校 宮城県 南三陸町 600
旭ヶ丘コミュニティセンター 宮城県 南三陸町 40

障害者施設 太⽩ありのまま舎 宮城県 仙台市太⽩区 110
障害者施設 きぼう園 宮城県 仙台市宮城野区 110
障害者施設 南三陸町地域活動⽀援センター ⾵の⾥ 宮城県 南三陸町

宮城県社会福祉施設経営者協議会 宮城県 仙台市太⽩区
⾼齢者施設 医療法⼈社団 清⼭会 いずみの杜診療所 宮城県 仙台市宮城野区

ケアグループ ⽊もれび 宮城県 仙台市宮城野区
有限会社 仙台在宅サービス 宮城県 仙台市宮城野区 20
みはるの杜 宮城県 仙台市宮城野区 40
特定⾮営利活動法⼈ あかねグループ 宮城県 仙台市若林区



地域密着型施設デイサービスセンター 美の⾥ 宮城県 仙台市若林区 10
⼩規模多機能型居宅介護事業所 美の⾥ 宮城県 多賀城市
在宅⽀援 なごみ 宮城県 多賀城市

障害者施設 わたげの家 宮城県 仙台市若林区 20
障害者施設 啓⽣園 宮城県 仙台市宮城野区 72
障害者施設 のぞみ福祉作業所 宮城県 南三陸町 20
障害者施設 きょうどう舎グループホーム 宮城県 仙台市宮城野区 35
障害者施設 仙台通勤寮 宮城県 仙台市宮城野区 20

2011/3/24 避難所 ⼤槌町教育委員会（町災害対策本部） 宮城県 岩⼿県⼤槌町
⼩槌地区 岩⼿県 ⼤槌町 50

障害者施設 第⼆共⽣園 宮城県 東松島市 100
障害者施設 第⼆共⽣園別館 宮城県 東松島市 20

第⼆共⽣園本館 宮城県 東松島市 100
第⼆共⽣園 作業棟 宮城県 東松島市 20

⾼齢者施設 有限会社 いずみの郷 宮城県 東松島市 32
託⽼所 ささき 宮城県 東松島市
社会福祉法⼈ことぶき会 デイサービス はまなすの⾥ 宮城県 東松島市 100
清楽苑 宮城県 塩釜市
やすらぎ会（不⽼園） 宮城県 東松島市
⽇就会 宮城県 亘理郡 250
いずみの郷 宮城県 東松島市 32
社会福祉法⼈ ⽇就会 宮城県 亘理郡亘理町 250

 いなほの⾥ 宮城県 美⾥町
和仁福祉会 宮城県 ⽯巻市
千代福祉会 宮城県 仙台市⻘葉区

⾼齢者施設 のんびーりすみちゃんの家 宮城県 東松島市 0
2011/3/25 避難所 猪川⼩学校 岩⼿県 ⼤船渡市 50

塩竃市体育館 宮城県 塩釜市 130
障害者施設 気仙養護学校 岩⼿県 ⼤船渡市 199
⾼齢者施設 CILたすけっと 宮城県 仙台市太⽩区 60

⽇就会 宮城県 亘理郡 250
社会福祉法⼈ ⽇就会 宮城県 亘理郡亘理町 250

 蔵ハウス⼤船渡 岩⼿県 ⼤船渡市 27
地域農政担い⼿センター 岩⼿県 ⼤船渡市 20
福祉の⾥センター 岩⼿県 ⼤船渡市 335
働く婦⼈の家 ⼭形県 上⼭市 25

2011/3/26 避難所 坂元中学校 宮城県 ⼭元町
障害者施設 第⼆共⽣園本館 宮城県 東松島市 100
⾼齢者施設 ひなたぼっこ ⼆⽊ 宮城県 岩沼市
 第⼆共⽣園 宮城県 東松島市

ささえ愛 宮城県 ⼭元町
静和園障害者施設 宮城県 ⼭元町
デイサービスセンター「ささえ愛」 宮城県 亘理郡 40

障害者施設 名取メンタルヘルス 宮城県 名取市 24
2011/6/26 避難所 相⾺市災害対策本部 福島県 相⾺市
2011/3/27 障害者施設 第⼆共⽣園 作業棟 宮城県 東松島市 20

⾼齢者施設 いずみの郷 宮城県 東松島市 32
 あすなろホーム 岩⼿県 陸前⾼⽥市

ひかみの園 岩⼿県 陸前⾼⽥市
第⼆共⽣園作業棟 宮城県 東松島市 60
いずみの郷 宮城県 東松島市

2011/3/28 障害者施設 若⽣園 宮城県 登⽶市
 きょうどう舎グループホーム 宮城県 仙台市宮城野区

ささえ愛 宮城県 岩沼市
ケアプランセンターSLL 宮城県 仙台市泉区
おひさまくらぶ 宮城県 仙台市泉区
宮城県障碍者福祉協会啓⽣園 宮城県 仙台市宮城野区
きぼう園、仙台通勤寮 宮城県 仙台市宮城野区
さくらんぼくらぶ 宮城県 登⽶市
みんなの家 宮城県 登⽶市
はんとくえ苑 宮城県 登⽶市
いそっぷ：パン⼯房 宮城県 登⽶市



まりあの家 宮城県 登⽶市
デイサービスセンター「ささえ愛」 宮城県 亘理郡 40

2011/3/29 ⾼齢者施設 CILたすけっと 宮城県 仙台市太⽩区 60
 清⼭会 いずみの杜診療所 宮城県 仙台市泉区

2011/3/30 避難所 幸町⼩学校 宮城県 仙台市宮城野区 120
⽯巻市⽴牡⿅中学校 体育館 宮城県 ⽯巻市

⾼齢者施設 社会福祉法⼈ ⽇就会 宮城県 亘理郡亘理町 250
 デイサービスセンター「ささえ愛」 宮城県 亘理郡 40

牡⿅町保健福祉センター清優館 宮城県 ⽯巻市
2011/3/31 障害者施設 第⼆共⽣園本館 宮城県 東松島市 100

第⼆共⽣園 作業棟 宮城県 東松島市 20
⾼齢者施設 いずみの郷 宮城県 東松島市 32

 2011/4/ 避難所 遊楽館 宮城県 ⽯巻市 150
法⾳寺 宮城県 ⽯巻市 16

2011/4/1 避難所 ⽯巻市⽴荻浜中学校 宮城県 ⽯巻市 120
⽯巻市⽴牡⿅中学校 体育館 宮城県 ⽯巻市

⾼齢者施設 社会福祉法⼈ ⽇就会 宮城県 亘理郡亘理町 250
特別養護⽼⼈ホーム おしか清⼼苑 宮城県 ⽯巻市 120

 牡⿅町保健福祉センター清優館 宮城県 ⽯巻市
2011/4/2 避難所 根岸会館 宮城県 ⽯巻市 120

網地島 宮城県 ⽯巻市 500
好⽂館⾼校 宮城県 ⽯巻市 780

⾼齢者施設 社会福祉法⼈ ⽇就会 宮城県 亘理郡亘理町 250
2011/4/3 避難所 渡波⼩学校 宮城県 ⽯巻市

⾃宅避難者 渡波住宅地駐⾞場 宮城県 ⽯巻市 200
社会福祉評議会 社会福祉法⼈ 遠野市社会福祉協議会 宮城県 遠野市

2011/4/4 ⾼齢者施設 社会福祉法⼈ ⽇就会 宮城県 亘理郡亘理町 250
特別養護⽼⼈ホーム おしか清⼼苑 宮城県 ⽯巻市 120

2011/4/5 避難所 網地島 宮城県 ⽯巻市 500
社会教育施設 ⽯巻市河北センター ビッグ・バン 宮城県 ⽯巻市 500

2011/4/6 ⾼齢者施設 介護⽼⼈保健施設はまなすの丘 宮城県 気仙沼市 220
社会福祉評議会 社会福祉法⼈ 遠野市社会福祉協議会 宮城県 遠野市

2011/4/7 避難所 気仙沼市⽴⼩泉中学校 宮城県 気仙沼市 250
⽯巻⻄⾼等学校 宮城県 東松島市

2011/4/8 ⾃宅避難者  塩竈市⽴第三中学校多賀城⼋幡住宅(⼀般向住宅) 宮城県 塩釜市 650
⽯巻駅前北通り商店街 宮城県 ⽯巻市 200

商店街（4/9) ⽯巻駅前北通り商店街(4/9) 宮城県 ⽯巻市 150
2011/4/9 ⾼齢者施設 介護⽼⼈保健施設はまなすの丘 宮城県 気仙沼市 220

商店街（4/9) ⽯巻駅前北通り商店街(4/9) 宮城県 ⽯巻市 150
災対本部 本吉町⽇⾨・⼭⾕地区 震災⽀援対策本部（⾃宅避難⺠） 宮城県 気仙沼市 220
ホテル 南三陸町志津川地区避難⺠簡易登録所 ホテル観洋 宮城県 南三陸町

2011/4/10 避難所 ⼩網倉避難所 宮城県 ⽯巻市 50
東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 361
荻浜中学校 宮城県 ⽯巻市 81
福貴浦避難所 宮城県 ⽯巻市

2011/4/11 ⾃宅避難者 斎藤みやこさま宅 宮城県 ⽯巻市
交流施設 国際村 宮城県 七ヶ浜町 0
教会・幼稚園 ⽯巻栄光教会・栄光幼稚園 宮城県 ⽯巻市

2011/4/12 避難所 ⼩網倉避難所 宮城県 ⽯巻市 50
東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 361
湊中学校 宮城県 ⽯巻市 75
遊楽館 宮城県 ⽯巻市 150
加美町中新⽥体育館 宮城県 加美町

2011/4/13 児童養護施設   旭ヶ丘学園 宮城県 気仙沼市 106
2011/4/14 避難所 ⼩網倉避難所 宮城県 ⽯巻市 50

⾼齢者施設 特別養護⽼⼈ホーム おしか清⼼苑 宮城県 ⽯巻市 120
⾃宅避難者 佐藤きいちろうさま宅 宮城県 ⽯巻市 25
その他 きつねざき浜 宮城県 ⽯巻市

2011/4/15 避難所 坂元中学校 宮城県 ⼭元町
湊中学校 宮城県 ⽯巻市 75
遊楽館 宮城県 ⽯巻市 150
飯野川中学校 宮城県 ⽯巻市 233



社会教育施設 ⽯巻市河北センター ビッグ・バン 宮城県 ⽯巻市 500
2011/4/16 避難所 ⾨脇中学校 宮城県 ⽯巻市 1200

網地島 宮城県 ⽯巻市 500
湊中学校 宮城県 ⽯巻市 75
ヨークベニマル⼆湊⿅妻店２F 宮城県 ⽯巻市 20

⾼齢者施設 社会福祉法⼈ことぶき会 デイサービス はまなすの⾥ 宮城県 東松島市 100
2011/4/17 避難所 湊中学校 宮城県 ⽯巻市 75

ヨークベニマル⼆湊⿅妻店２F 宮城県 ⽯巻市 20
⾼齢者施設 グループホーム あさみず 宮城県 登⽶市 30
⾃宅避難者 気仙沼⼤⾕海岸 ⼤内さま宅 宮城県 気仙沼市 13

個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町 50
2011/4/18 避難所 ⼩網倉避難所 宮城県 ⽯巻市 50

同源院 宮城県 ⽯巻市 140
法⾳寺 宮城県 ⽯巻市 16

⾼齢者施設 ライフサポートこもれび・ひだまりの家 宮城県 ⽯巻市 10
特別養護⽼⼈ホーム おしか清⼼苑 宮城県 ⽯巻市 120

⾃宅避難者 佐藤きいちろうさま宅 宮城県 ⽯巻市 25
災害対策本部 ⼩淵災害対策本部 宮城県 ⽯巻市 330

2011/4/19 避難所 気仙沼市⽴⾯瀬中学校 宮城県 気仙沼市 310
相川⼦育て⽀援センター 宮城県 ⽯巻市 160

交流施設 国際村 宮城県 七ヶ浜町 0
2011/4/20  宮城県

障害者就業施設 障害者就業・⽣活⽀援センター「かなえ」 宮城県 気仙沼市 4
障害者就職・⽣活⽀援センター「本部」 宮城県 気仙沼市 3

2011/4/21 避難所 ⼥川第三⼩学校御前分校 宮城県 ⼥川町 30
かっぱ農園 宮城県 ⼥川町 18
スローライフビレッジ野々浜 宮城県 ⼥川町 30
保福寺 宮城県 ⼥川町 90
⼥川第三⼩学校 宮城県 ⼥川町 120
⼥川総合体育館（⼥川町役場 ⼥川町学校給⾷共同調理場） 宮城県 ⼥川町 760
⼥川福祉保健所 宮城県 ⼥川町 53
⼥川第⼀保育所 宮城県 ⼥川町 139
⼥川勤労⻘少年センター 宮城県 ⼥川町 200

障害者就業施設 ぎんの星 宮城県 東松島 106
2011/4/22 避難所 好⽂館⾼校 宮城県 ⽯巻市 780

⾃宅避難者 知的障害者更⽣施設ひたかみえん内家 宮城県 ⽯巻市 7
2011/4/23 障害者施設 夢の森 宮城県 気仙沼市 95

⾃宅避難者 個⼈宅 ⾚間様 宮城県 七ヶ浜町 50
⼼⾝障害者⽀援施設 みのりの園 宮城県 気仙沼市 20
社会福祉施設 ⽣活介護事業所「夢の森」 宮城県 気仙沼市 38
個⼈宅 ⾼⾳寺 宮城県 亘理郡 1000
⾃宅避難⺠ ⾼橋ノリヒデさま宅 宮城県 仙台市⻘葉区 3
個⼈で配布 稲垣さま 宮城県

2011/4/24  ささえ愛 宮城県 岩沼市
⾃宅避難者 個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町 50

佐川さま宅 宮城県 七ヶ浜町 14
佐藤さま宅 宮城県 七ヶ浜町 14
⽒家あや⼦さま宅 宮城県 東松島市 20

個⼈で配布 稲垣さん（⼩林さん友⼈） 宮城県
2011/4/25 ⾼齢者施設 社会福祉法⼈ ⽇就会 宮城県 亘理郡亘理町 250

特別養護⽼⼈ホーム おしか清⼼苑 宮城県 ⽯巻市 120
個⼈宅 ⾼⾳寺 宮城県 亘理郡 1000
グループホーム 鈴⽊康弘さま（代表） 宮城県 福島市 40

2011/4/26 避難所 北上中学校 宮城県 ⽯巻市 130
⾃宅避難者 個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町 50
商店街（4/9) ⽯巻駅前北通り商店街(4/9) 宮城県 ⽯巻市 150
個⼈宅 ⾼⾳寺 宮城県 亘理郡 1000

2011/4/27 避難所 東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 361
宮⼾⼩学校 宮城県 東松島市

2011/4/28 ⾃宅避難者 阿部茂樹さま宅 宮城県 仙台市太⽩区
薩⽇内ひろあきさま宅 宮城県 仙台市泉区

2011/4/29 ⾃宅避難者 知的障害者更⽣施設ひたかみえん内家 宮城県 ⽯巻市 7



⾺場きり⼦さま宅 宮城県 ⽯巻市 3
阿部さん宅 宮城県 ⽯巻市 2

ホテル 南三陸町志津川地区避難⺠簡易登録所 ホテル観洋 宮城県 南三陸町
個⼈宅 ⾼⾳寺 宮城県 亘理郡 1000

2011/4/30 避難所 ⼩網倉避難所 宮城県 ⽯巻市 50
東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 361

ホテル 南三陸町志津川地区避難⺠簡易登録所 ホテル観洋 宮城県 南三陸町
個⼈宅 ⾼⾳寺 宮城県 亘理郡 1000

2011/5/1 避難所 横浦避難所（宏洋⽔産） 宮城県 ⼥川町 12
⾃宅避難者 個⼈宅 ⾚間様 宮城県 七ヶ浜町 50
障害者就業⽀援施設 知的障害者就労⽀援事業施設 まどか荒浜 宮城県 仙台市太⽩区 49

2011/5/2 避難所 遊楽館 宮城県 ⽯巻市 150
横浦避難所（宏洋⽔産） 宮城県 ⼥川町 12
渡波公⺠館 宮城県 ⽯巻市 1000
浄念寺 宮城県 気仙沼市 38
気仙沼市⽴気仙沼中学校 宮城県 気仙沼市

⾼齢者施設 せせらぎ２ 宮城県 仙台市太⽩区
杜の⾥ 宮城県 仙台市若林区 150

社会教育施設 ワークショップ ひまわり 宮城県 気仙沼市 25
交流施設 国際村 宮城県 七ヶ浜町 0
障害者就業施設 ぎんの星 宮城県 東松島 106
⼼⾝障害者⽀援施設 みのりの園 宮城県 気仙沼市 20
社会福祉施設 ⽣活介護事業所「夢の森」 宮城県 気仙沼市 38
障害者⽀援施設 東まつしま地域活動⽀援センター カノン 宮城県 東松島市 30

2011/5/3 避難所 飯野川中学校 宮城県 ⽯巻市 233
⾼齢者施設 ライフサポートこもれび・ひだまりの家 宮城県 ⽯巻市 10

CILたすけっと 宮城県 仙台市太⽩区 60
グループホームエクセル 福島県 福島県相⾺市 20

グループホーム 鈴⽊康弘さん（代表） 福島県 福島市 40
⾼齢者施設 GH 株式会社ユアライフ シニアガーデン 福島県 福島市 0
 介護施設 指定認知症対応型共同⽣活介護事業所 福島県 相⾺市 21

2011/5/5 避難所 ⼩網倉避難所 宮城県 ⽯巻市 50
法⾳寺 宮城県 ⽯巻市 16
泊浜避難所 宮城県 ⽯巻市 0

⾃宅避難者 ⾺場きり⼦さま宅 宮城県 ⽯巻市 3
ホテル 南三陸町志津川地区避難⺠簡易登録所 ホテル観洋 宮城県 南三陸町

2011/5/6 避難所 東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 361
⾼齢者施設 CILたすけっと 宮城県 仙台市太⽩区 60
個⼈宅 ⾼⾳寺 宮城県 亘理郡 1000
障害者福祉施設 障害福祉サービス事業所 しおかぜ 宮城県 岩沼市

2011/5/7 避難所 真庭区⺠会館 宮城県 ⼭元町 82
障害者福祉施設 地域活動⽀援らるご 宮城県 名取市 25
特別養護⽼⼈ホー 特別養護⽼⼈ホーム  うらやす 宮城県 名取市

2011/5/8 避難所 北上中学校 宮城県 ⽯巻市 130
⾃宅避難者 ⾺場きり⼦さま宅 宮城県 ⽯巻市 3
個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 千葉みかさま 宮城県 気仙沼市 7

2011/5/9 避難所 泊浜避難所 宮城県 ⽯巻市 0
障害者就業⽀援施設 知的障害者就労⽀援事業施設 まどか荒浜 宮城県 仙台市太⽩区 49

2011/5/10 ⼼⾝障害者⽀援施設 みのりの園 宮城県 気仙沼市 20
個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 コクボさま 宮城県 名取市 0

2011/5/11 避難所 ⼥川総合体育館（⼥川町役場 ⼥川町学校給⾷共同調理場） 宮城県 ⼥川町 760
北上中学校 宮城県 ⽯巻市 130
横浦避難所（宏洋⽔産） 宮城県 ⼥川町 12
泊浜避難所 宮城県 ⽯巻市 0

2011/5/12 ⾃宅避難者 個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町 50
⾺場きり⼦さま宅 宮城県 ⽯巻市 3

⼼⾝障害者⽀援施設 みのりの園 宮城県 気仙沼市 20
2011/5/13 避難所 ⼥川総合体育館（⼥川町役場 ⼥川町学校給⾷共同調理場） 宮城県 ⼥川町 760

横浦避難所（宏洋⽔産） 宮城県 ⼥川町 12
障害者就業⽀援施設 知的障害者就労⽀援事業施設 まどか荒浜 宮城県 仙台市太⽩区 49
特別養護⽼⼈ホーム はるの森から 宮城県 仙台市 178
 GH・CH 社会福祉法⼈ 栗原秀峰会 宮城県 栗原市 70



2011/5/14 個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 鈴⽊史枝さま 宮城県 利府町 7
2011/5/15 避難所 泊浜避難所 宮城県 ⽯巻市 0

個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 松川チヨコさま 宮城県 ⽯巻市 3
 美容組合 美容組合気仙沼⽀部 宮城県 気仙沼市 58

2011/5/17 ⾃宅避難者 個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町 50
交流施設 国際村 宮城県 七ヶ浜町 0
個⼈宅 ⾼⾳寺 宮城県 亘理郡 1000
個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 鈴⽊史枝さま 宮城県 利府町 7

個⼈宅 千葉⽂⼦さま 宮城県 気仙沼市 0
 炊き出し開催場 渡波駅前広場 宮城県 ⽯巻市 0

2011/5/18 避難所 北上中学校 宮城県 ⽯巻市 130
横浦避難所（宏洋⽔産） 宮城県 ⼥川町 12
泊浜避難所 宮城県 ⽯巻市 0

⾼齢者施設 社会福祉法⼈ことぶき会 デイサービス はまなすの⾥ 宮城県 東松島市 100
⾼齢者施設 のんびーりすみちゃんの家 宮城県 東松島市 0
⾃宅避難者 ⾺場きり⼦さま宅 宮城県 ⽯巻市 3

2011/5/19 避難所 北上中学校 宮城県 ⽯巻市 130
⾼齢者施設 GH 株式会社ユアライフ シニアガーデン 福島県 福島市 0
 介護施設 指定認知症対応型共同⽣活介護事業所 福島県 相⾺市 21

2011/5/20 避難所 北上中学校 宮城県 ⽯巻市 130
2011/5/23 避難所 東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 361

浄念寺 宮城県 気仙沼市 38
個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 千葉⽂⼦さま 宮城県 気仙沼市 0

2011/5/24 ⾃宅避難者 個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町 50
個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 三浦さとみさま 宮城県 南三陸町 5

2011/5/25 避難所 北上中学校 宮城県 ⽯巻市 130
⾼齢者施設 のんびーりすみちゃんの家 宮城県 東松島市 0
個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 鈴⽊史枝さま 宮城県 利府町 7
避難所 避難所 東松島市役所鳴瀬総合⽀所 農村創作活動センター 宮城県 東松島市 0

2011/5/26 避難所 泊浜避難所 宮城県 ⽯巻市 0
2011/5/27 ⾼齢者施設 GH 株式会社ユアライフ シニアガーデン 福島県 福島市 0

個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 千葉⽂⼦さま 宮城県 気仙沼市 0
個⼈宅 阿部弘樹さま 宮城県 ⽯巻市 1
個⼈宅 上野貴弟さま 宮城県 東松島市 1

学校避難先 ⾼等学校 福島県⽴浪江⾼等学校県北サテライト校（福島県⽴安達⾼等学宮城県 ⼆本松市 0

2011/5/30 避難所 避難所
⼭元町⽴⼭下中学校内佐藤つねさま

宮城県 ⼭元町 0
仮設住宅 仮設住宅 仮設住宅 菅野勝⼦さま 宮城県 名取市 0

2011/5/31  特別⽀援学校 宮城県⽴気仙沼⽀援学校 宮城県 気仙沼市 0
社会福祉法⼈ 社会福祉法⼈洗⼼会 第⼆⾼松園 宮城県 気仙沼市 0

2011/6/2 避難所 東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 85
避難所 東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 361
⾃宅避難者 個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町 50
個⼈宅 個⼈宅 個⼈宅 鈴⽊史枝さま 宮城県 利府町 7

個⼈宅 千葉⽂⼦さま 宮城県 気仙沼市 0
社会福祉法⼈ 社会福祉法⼈洗⼼会ワークショップふれあい  宮城県 気仙沼市 0
個⼈宅 個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町

個⼈宅 鈴⽊史枝さま 宮城県 利府町 7
2011/6/3 のんび〜りすみちゃんの家 宮城県 東松島市

農村創作活動センター 宮城県 東松島市 32
障害者就業⽀援施設 社会福祉法⼈ 円（まどか） まどか荒浜 宮城県 仙台市太⽩区 37
障害者福祉施設 地域活動⽀援らるご 宮城県 名取市増⽥
個⼈宅 個⼈宅 三浦善栄さま 宮城県 気仙沼市 5

2011/6/7 個⼈宅 ⼤⾵ 吉恵さま宅 宮城県 塩竈市 3
2011/6/8 障害者施設 ⼯房地球村 宮城県 ⼭元町 29

2011/6/10 避難所 湊⼩学校 宮城県 ⽯巻市 214
個⼈宅 個⼈宅 千葉修⼀さま 宮城県 東松島市 3

2011/6/13 避難所 渡波⼩学校 宮城県 ⽯巻市 250
洞源院 避難所 宮城県 ⽯巻市 100

2011/6/14 避難所 北上中学校 宮城県 ⽯巻市 100
個⼈宅 個⼈宅 前川さま 宮城県 ⽯巻市

2011/6/15 避難所 六郷中学校 宮城県 仙台市 196



障害者施設 まどか荒浜 宮城県 仙台市 49
2011/6/16 避難所 ⻄部漁協組合（⽉浜避難所） 宮城県 33

個⼈宅 個⼈宅 ⾚間さま 宮城県 七ヶ浜町
個⼈宅 鈴⽊史枝さま 宮城県 利府町 7

2011/6/20 障害者福祉施設 社会福祉法⼈しおかぜ福祉会 宮城県 岩沼市 32
個⼈宅 個⼈宅 ⼆瓶たつおさま 宮城県 仙台市 3

2011/6/22 避難所 宮城野区福室市⺠センター 宮城県 仙台市宮城野区 21
児童養護施設 児童デイサービス「めぐみ」 宮城県 仙台市 60
個⼈宅 個⼈宅 千葉修⼀さま 宮城県 東松島市 3

個⼈宅 吾妻壮さま 宮城県 遠⽥郡
2011/6/23 避難所 津⾕川⼩学校 岩⼿県 ⼀関市 47

個⼈宅 佐藤洋昭さん宅 宮城県 仙台市 5
仮設住宅 七ヶ浜町仮設 渡辺則⼀さま宅 宮城県 七ヶ浜 5
NPO法⼈ 特定⾮営利活動法⼈ハーモニーうたつグループホーム希望ヶ丘宮城県 南三陸町 7

2011/6/24 And Youの丘 宮城県 名取市
避難所 ⽯巻市⽴東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市

寄磯⼩学校避難所 宮城県 ⽯巻市 40
個⼈宅 ⽶澤 育⼦さま宅 宮城県 名取市 2

2011/6/28 のんび〜りすみちゃんの家 宮城県 東松島市
農村創作活動センター 宮城県 東松島市 21
宮城野区中野栄コミュニティセンター 宮城県 仙台市

避難所 北上中学校 宮城県 ⽯巻市
⾼齢者施設 特別擁護⽼⼈ホーム 春の森から 宮城県 仙台市
仮設住宅 響仮設住宅 福⽥トミ⼦ さま 宮城県 東松島市 7
NPO法⼈ NPO法⼈ここねっと 宮城県 仙台市 75

2011/6/29 避難所 歌津中学校 宮城県 南三陸町
渡波中学校 宮城県 ⽯巻市 27

個⼈宅 ⾚間⽂⼦さま宅 宮城県 七ヶ浜町
仮設住宅 七ヶ浜町仮設 渡辺功⼀さま宅 宮城県 七ヶ浜町 5

2011/6/30 And Youの丘 宮城県 名取市
ケアホームめぐみ 宮城県 気仙沼市 7

避難所 泊浜避難所（コミュニティセンター） 宮城県 ⽯巻市 36
避難所 福貴浦避難所 宮城県 ⽯巻市
個⼈宅 千葉 ⽂⼦さん宅 宮城県 気仙沼市 3

2011/7/1 センターカノン 宮城県 東松島市
⾨間さん宅 宮城県 東松島市
室浜区⺠センター 宮城県 東松島市
⻄部漁協組合 宮城県 東松島市
⽯巻祥⼼会コスモス 宮城県 ⽯巻市

⾼齢者施設 特別擁護⽼⼈ホーム 恵潮苑 宮城県 気仙沼市 91
2011/7/4 避難所 東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市

気仙沼⾼校 宮城県 気仙沼市 38
個⼈宅 佐藤洋昭さま宅 宮城県 仙台市 5
社会福祉施設 社会福祉法⼈洗⼼会 ⾼松園 宮城県 気仙沼市 12

2011/7/5 峰耕寺
避難所 洞源院 避難所 宮城県 ⽯巻市

蛤浜避難所 宮城県
障害者施設 ⼭元町共同作業所 ⼯房地球村 宮城県 ⼭元町 29
仮設住宅 鈴⽊さん宅（仮設） 宮城県 ⽯巻市 0
NPO法⼈ NPO法⼈ここねっと 宮城県 ⼭元町 75

2011/7/6 個⼈宅 佐藤 義憲さま宅 宮城県 涌⾕町
仮設住宅 渡辺 則⼀さま宅 宮城県 七ヶ浜町 5

2011/7/7 避難所 寄磯⼩学校 宮城県 ⽯巻市 40
社会教育施設 ⽯巻市⽴東浜⼩学校 宮城県 ⽯巻市 30
社会福祉法⼈  家庭福祉会 希望園 宮城県 仙台市


