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ファンコート郡山

みさと苑

震災で被害を受けた施設

はまなすの丘
医療法人社団湖聖会

宮城県気仙沼市本吉町外尾25
開設年月日:平成18年10月2日
入所（100名）/通所リハビリ（35名）
構造規模:鉄筋コンクリート造3階建
延床面積:5,802m2 敷地面積:9,181m2

•施設は高台にあり建物へのダメージは少（地震、津波）

•ただし、電気・水道、電話回線等のインフラがストップ。

•入居者については山形へ緊急避難。

•施設は、地域の避難所となる（〜4/23)
•眼下に広がる街並みは壊滅状態。
•職員も被災者（16名が自宅家屋全壊）

3月26日　はまなすの丘

3月26日　はまなすの丘

3月29日　はまなすの丘

3月17日　はまなすの丘

3月17日　はまなすの丘
3月26日　かがやきの丘

3月17日　はまなすの丘

3月29日　はまなすの丘
避難所として機能してきた



応援メッセージ
たくさんの応援メッセージに勇気
づけられました。



診療の
ボランティア
板橋区役所前診療所
院長 島田 潔　先生

4月16日

ＮＰＯサイドバイサイドインターナショ
ナルからホテルで使用されていた
ベッド家具が届けられる。

4月23日
はまなすの丘の
避難所としての役
割が終了

避難されている方は、親戚の家に移り住
んだり、二次避難所へ移り住まわれたりす
ることになった。 これまではまなすの丘で

は、じゅうたんの上に毛布やダンボールを
敷き、その上に寝ていた生活から、二次
避難所では電気や水道があり、畳の上の
生活へと変わる。 避難生活には変わりな

いものの、より快適な環境へ移り住むこと
ができる。

4月29日
はまなすの丘を
公衆浴場として
開放

「万葉の湯」から温泉を提供いただき、施
設の一般浴槽を「温泉」として開放。避難
所になっている小泉中学校から、入浴を
目的に来所される方もおり、温泉を堪能さ
れていた。

5月1日
はまなすの丘
通所リハビリテーションの再開
5月1日、約1ヶ月半ぶりに通所リハビリテーションのサービス提供が再開となった。
「またはまなすで、会える日がくるなんて、夢みたいだな～」と久しぶりの再会で話
に花が咲いていた。

芋洗坂係長
の慰問
5月6日



大出先生
の訪問
目白大学短期大学部准教授

5月22日

本吉
フラワープロジェクト
目白短大、芝浦工大学生（30名）

バスをチャーターし東京から植栽
ボランティアを実施。

6月11日

はまなすの丘の
隣地に仮設住宅建設

5月22日　　　　　　6月11日
撮影　　　　　　　　　撮影

湖山医療福祉グループ
震災後の対応

情報を共有する
徹底した情報共有と公開

情報を管理しない
本部で情報統制しない

有事の際には、特定の集中した責任主体
は存在しない。全体を1つの組織・ネットワー

クとして管理するのではなく、各地グルー
プ組織がそれぞれのリソースの範囲内で
個別に支援する仕組み。
情報は本部で管理せずに、情報の流れが
滞らないようハンドリングしていくことがミッ
ションであり、オペレーション上、本部は他
の施設と同様の対応となる。
Internetの仕組みに近いオペレーションと

ハンドリングを実施。
中越地震、鳥取地震等でも同様の対応

全面的な支援を実施

迅速な対応 有事

本部による管理・統制

情報
情報過多・偏向

本部の罹災時
対応できず

情報共有不可情報共有不可

有
事

支援できず

機能不全
支援できず

機能不全

本部による情報管理本部による情報管理 湖山医療福祉グループ湖山医療福祉グループ

危機管理に
長けた有能
なコントロー
ラーがいな
ければ機能
しない

危機管理に
長けた有能
なコントロー
ラーがいな
ければ機能
しない

基本方針を示
せば自立的に
行動可能

基本方針を示
せば自立的に
行動可能

有事発生時の対応（比較）



被災施設への支援方法（考え方）

被災施設

近接
施設

遠隔施設

原則１）被災地にもっとも近い施設が支援拠点。
原則２）遠隔地の施設は近接した地域に支援を実施。
原則３）多様なルート確保でリスクヘッジを図る。

ヘルスケア・デザイン・レポート

グループ　コーポレートサイト

一次情報
【直接的情報】

二次情報
【間接的情報】

二次情報
（関係者）

•被害を受けた施設から最新
情報の投稿
•支援を行った施設から情報を
投稿

•関係者からの記事投稿
（アメリカだより、元職員）
※一次情報を含む

•重要な一次情報の未掲載
分の掲載
•一次情報の補完。

読売新聞社政治部出身
で、現在湖山医療福祉グ
ループの顧問の吉田に
は学術研究で滞在中の
アメリカから渾身のリポー
ト。

被災した施設への
支援

百葉の会・湖成会から山形へ

日翔会から　山形へ

日翔会から　山形へ

百葉の会・湖成会から山形へ

支援
拠点

支援
拠点

集積
拠点

集積
拠点

支援
拠点

支援
拠点

支援
拠点

支援
拠点

集積
拠点

集積
拠点

従来の震災等での支援では、被災施設からもっとも近い施設を拠
点として支援をおこなうも、今回は被害が大きく、多様な地域に分
散していたために物流事情に応じて集積拠点が変更していった。

被災した施設への
支援品の流れ（概要）

•矢印：物流の流れ。支援品は施設職員により直送された。

•支援拠点：支援拠点は各法人、各施設。

•集積拠点：施設の支援品をストックし、集積拠点間での支
援品の過不足により調整を実施。

•支援品・人：水、レトルト食品、オムツ、下着、燃料等多様。
　各法人で調達可能な支援物品を問屋、小売店から購入。
•個人からの支援品もこのルートで配送。 集積

拠点

集積
拠点



支援品の配送時期とリスト

気仙沼（はまなすの丘）
• 3/12 9:00：水、医薬品、食
料等

• 3/12 12:00：水、毛布、ガス
コンロ、毛布、経管栄養、
乾電池等

• 3/13：支援品車両２台。

• 3/16：粉ミルク、毛布。

山形（かがやきの丘）
•3/13pm:油類他
•3/14:水、レトルト食品、乾

電池、菓子類、ポリタンク他
•3/15:食品類（多数）、毛布
（320枚）

•・・・・・・
•4/20：レトルトおかゆ

十日町（こころの杜）
• 3/12 9:00：水、医薬品、食
料等

• 3/12 12:00：水、毛布、ガス
コンロ、毛布、経管栄養、
乾電池等

• 3/13：支援品車両２台。

• 3/16：粉ミルク、毛布。

郡山（ファンコート郡山）
•3/13 5:30:オムツ、カイロ、

水、レトルト食品等
•3/14  PM:水、電池、レト

ルト食品等

会津（グリーンケアハイツ）
•3/15 15:30:カイロ、水、ト

イレットペーパー等
•3/18:灯油、軽油、とろみ

剤、レトルト食品等

二本松（みどりの郷）
•3/13 深夜：水、レトルト食

品、オムツ等
•3/14 :オムツ、水等

気仙沼、郡山からは一時
的にお客様をそれぞれ山
形、会津へ緊急避難を実
施。
記載した支援品は一例
に過ぎない。
震災後の初動体制は２４
時間以内。

湖山医療福祉グループにおける危機管理

要件 内容 状況・課題 今後にむけて

情 報

共有
被災地の職員はすべて現地施設の
復旧活動に従事。支援側は完全な情
報を待たずに支援者、物品を提供。

被災施設では、広報機能を残存し、可
能な範囲において情報伝達手段の確
保、情報の受発信、情報共有に努める。

活用
断片情報から必要物品を類推するか、
被災施設に直接確認により支援物品
の調達と配送を行う。

罹災時に必要な支援物品はある程度
決まっておりリスト化、ルール整備の必
要性。

伝達手段
・方法

伝達手段ＰＣメールと補完的に電話
回線を使用した情報収集と共有。

日常的に多様な情報媒体・情報ツール
の活用し、有事に備える（Skype等）。

情報伝達の予備システムの準備。

支 援
活 動

専門性
定員超過のため介護業務を行う専門
人員が不足。被害施設の職員自身も
地域の被災者のひとり。

日常的にボランティア・ネットワークを
構築し有事に備える。多様な業務を多
くの人材で分担する。

連携
グループ内の部分最適は果たせたが
施設のある地域全体の最適の視点
を持ち得なかった（余裕なし）。

支援・被害状況の客観的把握と迅速・
適切な対応が可能になるよう日常的に
研修・教育の必要性。
自治体、避難所、地域の施設との連携

範囲
日常の業務範囲を超えた多様な業務
の存在。個別支援において優先順位、
緊急性への対応。

災害時の支援体制、職員の守備範囲
を事前準備をしておく必要性。PTSDの
予防。

ほぼ日刊のペー
スで

情報発信中


