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昨日(3／29)、政府の 23 年度予算が成立し、大災害への対応と復興のための補正予算案
作成に本格的に取り組まれる。そのことで注目しなければならないニュースが報道されて
いる。この号の最終の 3 本のニュースに注目してください。社会保障制度改革の先送り、
これに伴い障害者制度改革はどうなるのか。国家公務員の給与カットの案や国会議員の歳
費カットの方針で、他の国家財政に依存している事業、障害者自立支援法も含めどのよう
な扱いになるのか。まったく目が離せない状況だ。もちろんこの大災害への義援金や被災
者への支援をはじめとする救援活動や、経済の活性につながる取り組みは当然だが。先行
きがなかなか見通せない状況が続く。【kobi.】

被災地でなくても不安・動揺

保健室駆け込む子が急増

朝日新聞 2011 年 3 月 29 日
保健室に駆け込む子が急増
東日本大震災の被災地から離れた首都圏などの小中学校で
３学期、保健室に駆け込む子どもたちが増えた。「地震や放射
能が怖い」「眠れない」と不安を訴えたり、教室で泣き出した
りしたという。新学期もなお動揺している子が出ることも考え
られ、専門家は保護者や教師に配慮を求めている。テレビで被
災地の状況を見続けていることや、保護者が家庭で不安を口に
していることが背景にあるようだ。
「いつでも逃げられるようにと思うと、カバンが手放せない」。
東京都内のある区立中学校では１４日、２年生女子が通学カバ
ンを抱きかかえ、泣きながら保健室に来た。震災の様子を伝え
るテレビ番組を見続けて「怖くて涙が止まらない」と言う。女
性養護教諭（３６）はうなずきながら聞き、１１日の地震当時
のことは「上手に避難できたね」とほめた。彼女は次第に落ち
着き、その後体育の授業に参加して「体を動かしたら元気にな
った」と報告に来た。
保健室には「不安で眠れない」「揺れ続けているようで気持ち悪い」と生徒たちがひっき
りなしに訪れた。授業中に地震があると、泣き出す子も多かった。
横浜市の市立学校は、震災に関する配慮から保護者が子どもを休ませても欠席扱いにし
ない措置を取った。ある市立中学校では５日間で１、２年生１０人以上が休んだ。登校し
た２年生男子も「眠れなくて体調が悪い」と保健室を訪れ「こんな大変な時によく授業な
んかやりますね」と漏らしたという。養護教諭（４８）は「母親が放射能汚染などの報道
を見るたびに沈んでいるそうで、生徒にも影響しているようだ」と指摘する。
川崎市のある市立小学校では震災後、児童らが断片的な情報から「ぼくの家も壊れちゃ
うに違いない」「今度は東海地震が起きるらしいよ」などと毎日のように不安を口にしてい

たという。同市では地震後、給食を休止し、午前中だけの授業になっていた。男性教諭（５
５）は、生活リズムの変化も児童の不安が高まる要因になっているとみる。
学校では教諭らが「地震が起きても守ってあげる」と声をかけている。しかし、家庭で
は保護者も余震や放射能汚染を不安がり、それが児童に伝わっているとみる。教諭は「保
護者は風評にまどわされず、冷静に正しい情報をつかんでほしい」と話す。
１８歳までの子が悩みなどを話せる電話「チャイルドライン」支援センターの太田久美
常務理事によると、震災後、西日本からも「自分も地震に遭うかも」
「テレビで被災地を見
ていて不安になる」という電話がかかってくる。
日本小児科医会の保科清会長は「米同時多発テロの時なども、日本でテレビの映像を見
続けた子どもが不安定になった。被災地以外の子に普通に起こりうる異変だ」と話す。保
護者や教師らは▽子どもが不安を話し出したら最後まで聞きとおす▽今いる場所は安全だ
と伝える▽不安がっている時、特に寝る前は震災に関する映像を見せない▽震災の話をす
るときは自分の不安が伝染しないよう、落ち着いた口調で話す――といった配慮が必要だ
と話している。（秋山千佳、増谷文生）

茨城除く関東６都県

被災地以外でも不安で病状悪化

東京新聞 2011 年 3 月 30 日
被災地以外の地域でも、震災に関連するとみられる「心因的な病状悪化」が医療現場の
過半数であった−。こんな結果が、健康・医療分野の情報提供会社ＱＬｉｆｅ（キューラ
イフ、本社・東京）が首都圏の医師を対象にした調査で分かった。不安の原因は東日本大
震災の余震や悲惨なテレビ映像などで、ほぼ三分の一の医師が「向精神薬の処方が増えた」
と答えている。
調査は震災発生後二週間となる二十四、二十五両日にインターネットを通じて実施。茨
城県を除く首都圏一都五県の医師二百五十二人（開業医八十二人、病院勤務医百七十人）
が回答した。
調査に答えた医師の５５％が「患者に震災関連と思われる心因的な病状悪化があった」
とし、全体の１６％が「子どもと大人の両方の患者で症状が悪化」としている。特に、女
性や高齢者にその傾向が目立つという。
具体的には不眠やめまい、血圧上昇などで「風邪でもないのに、ぜんそく発作が再燃し
た」「三歳の女児が頻尿となり、眠れず余震のたびに泣き叫ぶ」「四十代女性のアトピー性
皮膚炎が悪化した」などの例があった。
向精神薬を処方した医師は、患者の不安要因として「余震やテレビの悲惨な映像」など
を指摘。原発事故による放射能漏れによる不安で処方した医師が、全体の７％いた。また、
４２％の医師が「自分の患者に心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）が起きる」と予想し
ている。

東日本大震災：福島第１原発事故

高齢者や障害者、自主避難圏内に百数十人
毎日新聞 2011 年 3 月 30 日
政府が屋内退避から一転して自主避難を促した東京電力福島第１原発の２０〜３０キロ
圏内に、寝たきりなど介護が必要で自力移動が困難な人が現在も、百数十人いることがわ
かった。厚生労働省は、引き続き福島県などに状況を聞き、必要な場合は受け入れ先を調
整するとしている。
同省が２９日明らかにした。多くは南相馬市内の在宅のお年寄りや障害者とみられる。
同省によると、半径３０キロ圏内の入院患者や特別養護老人ホームなどの施設入所者は、
圏外にほぼ搬送を終えたが、２０〜３０キロ圏内の在宅患者や寝たきりの人などについて
は状況が把握できず、移送対象外となっていた。現在、自衛隊が２０〜３０キロ圏内を戸

別訪問して所在確認しており、「政府で搬送手段の確保を検討する」（同省）という。【野倉
恵】

被災地への介護職員派遣は計 172 人- 厚労省が初めて公表
キャリアブレイン 2011 年 3 月 29 日
厚生労働省は 3 月 29 日、東日本大震災で被災した社会福祉施設への介護職員の派遣状況
について初めて公表した。これまでに都道府県間の調整で、172 人が派遣された。
派遣先の内訳は、岩手県に 72 人、宮城県に 88 人、福島県に 12 人。同省はこれまで、各
都道府県での派遣可能な人数を発表してきており、同日時点で 8137 人だとしている。
■被災高齢者らの受け入れは 346 人に
厚労省は同日、被災地外の地域への避難が必要な高齢者ら「要援護者」の受け入れ状況
も初めて発表した。それによると、同日時点での受け入れ実績は 346 人。内訳は、岩手県
の介護施設などから 47 人、宮城県の介護施設などから 213 人、福島県の障害者施設から
86 人だった。福島県の介護施設では、「福島第 1 原発の事故で、多くの人が既に退避した」
（同省担当者）。また、受け入れ先は、本人や家族の意向で、沿岸部から内陸部へといった
県内移動が多い状況だという。

定員の 1 割以上の被災高齢者受け入れを依頼- 宮城県が特養などに
キャリアブレイン 2011 年 3 月 29 日
宮城県は 3 月 29 日、県内の特別養護老人ホーム（特養）などの介護施設に対し、東日本
大震災に被災し、避難所や自宅で生活する要介護高齢者を定員の 1 割以上受け入れるよう
依頼する通知を送った。県の担当者は「施設の定員を基に考えると、1000 人を超える規模
になるのではないか」とみている。
通知は、受け入れが可能な特養や介護老人保健施設、介護療養型医療施設、養護老人ホ
ーム、軽費老人ホーム約 160 施設に送った。各施設に対して受け入れられる人数などを 31
日までに報告するよう求めており、県では早期の実現を目指したい考えだ。
県の担当者は「避難所や自宅で十分な介護サービスが受けられず、状態が悪化している
高齢者が多数いる。こうした人の正確な数は把握し切れていないが、まずは受け皿を確保
したい」と話している。

初挑戦で代表もぎとる

スペシャルオリンピックスへ
朝日新聞

2011 年 3 月 30 日

世界大会に向け、練習に励む手島阿友美さん＝米子市皆生温泉３丁目

■米子市の手島阿友美さん（２０）
ギリシャ・アテネで６月開かれるスペシャルオリンピックス夏季
世界大会に、水泳の日本代表として手島阿友美さん（２０）＝米子
市錦海町３丁目＝が出場する。知的発達障害がある選手によるスポ
ーツの祭典。
「金メダルをもらいたい」と目標に向けて練習に励んで
いる。
大阪市の舞洲障害者スポーツセンターで昨年１１月、アテネに赴
く代表を決める大会が開かれた。２５メートル自由形の決勝。スタ
ートの合図とともに３人が先頭に飛び出した。残り十数メートルか
ら手島さんがリードし、そのままゴールまで泳ぎ切った。
大会初挑戦での優勝は快挙だ。
「１位になれてうれしい」と手島さん。母の咲子さんは「い
つも平常心で本番に強い」と話す。見事、日本選手団の一員に選ばれた。

手島さんはダウン症で生後１１カ月の時に心臓の穴を閉じる手術を受けた。水泳を始め
たのは小学校に入った頃。「体力をつけさせたい」と咲子さんが地元の水泳教室に連れて行
った。最初は顔を水につける訓練。週１回練習を重ね、２５メートルを何とか泳ぎ切れる
くらいに上達した。
県立米子養護学校の中学３年の時、コーチに指導してもらえるスペシャルオリンピック
スに向けた教室があると知って入門した。練習を重ねてキック力を付け、タイムを縮めて
いった。
水泳以外も多才だ。普段は米子市の小規模作業所でウエートレスをしている。中学から
始めて今も続けるトランポリンは全国大会出場を果たした。ピアノは小学１年から習って
いて１８歳でソロコンサートを開いた。今は介護老人福祉施設で月２回、ボランティアで
高齢者のコーラスの伴奏を務める。
最近、友人に誘われ新たにダンスも始めた。
「大阪の大会が終わってから、色々なことに
目標を持つようになった」と咲子さんは言う。
アテネに向けて「頑張る力をつけたい」と週１、２回練習に励む。２５メートル自由形
以外に４×２５メートルリレー、２５メートル背泳ぎに出場する予定だ。いま背泳ぎのタイ
ム短縮に挑んでいる。ビート板を抱いた「ラッコ泳ぎ」をしたことはあるが本格的な背泳
ぎは初めて。ゴールが見えないのが不安で、手前で速度を緩めてしまうのが課題だ。「もっ
と強くなりたい」と力をこめる。
３月に東京で合宿する予定だったが、東日本大震災で４月末に延びた。日本を発つのは
６月１８日。
「親元を離れるのは初めて。知らない土地で仲間と過ごし、成長してくれるん
じゃないかな」と咲子さんは期待している。
海外旅行も初体験だ。手島さんは「行くのが楽しみ。泊まるところはきれいで景色もよ
く見える。ギリシャの街を見てみたい」と目を輝かす。

【むかわ】４月に新しいグループホーム

愛誠会が「かっぷりんぐ」
苫小牧民報 2011 年 3 月 29 日

４月開設するグループホーム「かっぷりんぐ」

むかわ町の社会福祉法人愛誠会は、運営する４カ所の障害者
向け共同生活の場のうち２カ所を一つにして、グループホーム
「かっぷりんぐ」を、むかわ町穂別に４月１日開設する。全て
個室で、バリアフリーにも配慮した。
愛誠会は、穂別地区で障害者の就労と暮らしの場づくりを進
めている。開設グループホームは４カ所。合わせて２２人を受
け入れている。ただ、一部施設で老朽化が進み、ホームの集約を検討していた。
新しいグループホームは、鉄骨と木造２階建てで５５５平方メートル。売りに出ていた
旧旅館を買って改修した。１、２階とも定員７人。１階に、共有の大きな広間があり、浴
室やトイレは身障者用対応にした。
「高齢になっても住み続けられることを意識した」と上
野喜博事務局長。
改修費に３６５４万円と見積もったものの、日本財団の「空き店舗・民家等のリフォー
ムによる福祉拠点の整備」の助成金を利用することができたことで、１カ月の家賃は１万
５０００円に抑えられた、という。光熱費や食費は別。４カ所から２カ所が統合して３カ
所となり、管理を一元化。定員枠は５人拡大した。
上野事務局長は「地域での自立を希望する障害者は多い。そうした声に応えていけるよ
うに努力したい」と話す。問い合わせは愛誠会 電話０１４５（４５）２４５５。

介護施設の利用料公表

県初調査、ＨＰで発信

静岡新聞 2011 年 3 月 30 日
県は２９日、特別養護老人ホーム（特養）など県内介護保険施設の利用者負担額を発表
した。施設ごとの料金体系などを調査し、一括して県のホームページで公表した。これか
ら入所を希望する高齢者や家族に施
設選びの参考にしてもらう。
居住費や食費に加え、タオル、歯ブ
ラシといった日常生活費、介護サービ
スの一割負担分を合わせた負担額を
まとめた。調査対象は介護保険制度で
要介護５認定を受ける利用者で、その
中でも所得別で４段階に分けた。
入所者の６割以上が年収８０万円
以下となっている特養の負担額の全
体平均が６万１２６０円で最も低か
った。老人保健施設は９万３０２２円、
介護療養型医療施設は１０万２０６
２円、有料老人ホームなどの特定施設
は１９万７５６８円、認知症グループ
ホームが１４万８１２８円だった。
ホームページでは、ユニット型個室、
多床室など形態別の平均額をはじめ最高、最低額なども施設ごとに細かく示した。
調査は県内７１２施設に回答を依頼。７６・３％の５４３施設から回答を得た。特養は
１９７施設すべてが答えた。
県によると、特養の入所待機者は１万２１９人（２０１０年１月１日現在）に上る。県
長寿政策局の宮城島好史局長は「高齢化が進む中、低所得者に一層配慮した整備を進めて
いかなければいけないのも事実。今後も継続的に調査して県民に公表していきたい」と話
した。

「祝い事自粛したい」＝結婚式延期、花見低調―ＣＭも激減・東日本大震災
時事通信社 2011 年 3 月 30 日
東日本大震災の後、国民や企業の間に自粛ムードが広がっている。歓送迎会の中止にと
どまらず、結婚式の延期も続出。企業ＣＭも大幅に減った。
人気の結婚式場「八芳園」
（東京都港区）では、挙式や披露宴の延期が６０件超に上った。
東北に住む来賓が被災したなど直接関係する理由もあったが、半分以上は「こういう時期
に祝い事は自粛したい」
。中止になった３、４件も含め、特別に無償で応じたという。
弁当やオードブルを配達している「エブリィ」（荒川区）。卒業式の謝恩会や歓送迎会用
の約３００人分の予約が全て取り消された。「派手なことは控えたい」「電車が動かず人が
集まらない」などの理由で、「入社式をやめた」も。花見で最も忙しい時期のはずが、予約
は例年の１割に満たない。
都も、花見の名所として知られる上野公園などで宴会の自粛を求めており、石原慎太郎
知事は「一杯飲んで歓談する状況じゃない」としている。
関東地方で約５００店の居酒屋を展開する「モンテローザ」（武蔵野市）でも、震災後に
売上高が２、３割減少。大阪や名古屋などで居酒屋チェーン店を経営する「マルシェ」（大
阪市阿倍野区）は「地震翌日から団体客のキャンセルが相次いだ」といい、前年比で約３％
の売り上げ減が続く。
テレビのＣＭも様変わりした。ＣＭ総合研究所（東京都港区）によると、在京の民放キ
ー局は１４日夕までにＣＭを再開したが、広告主が自粛を要請。思いやりやあいさつなど

をテーマにした公共広告をつくるＡＣジャパンのＣＭが激増し、１６日早朝までに放送さ
れた８１７３回の７７％を占めた。最近は通常のＣＭが戻りつつあるが、同研究所は「様
子見の会社も多い」としている。

菅首相、社会保障改革の先送りを示唆
キャリアブレイン 2011 年 3 月 29 日
菅直人首相は 3 月 29 日の参院予算委員会で、政府が 6 月をめどに取りまとめを目指す社
会保障と税の一体改革について、「（東日本大震災の被害や原発事故の）状況の方向性が見
えた中で、改めて検討することが必要と思っている」と述べ、先送りを示唆した。公明党
の加藤修一氏への答弁。
社会保障と税の一体改革をめぐっては、枝野幸男官房長官が 25 日午前の記者会見で、震
災の被害の全体像や原発事故の影響を考慮して検討を進める考えを示していた。
菅首相はまた、「4 月に入ると思うが、震災対策のための補正予算の議論を、与野党含め
てご議論いただかないといけない」と述べ、4 月中に補正予算を編成する方針を明らかにし
た。

公務員給与 5％カット検討＝東日本大震災の復興財源―民主
時事通信 2011 年 3 月 30 日
東日本大震災の復旧・復興財源をめぐり民主党内で、国家公務員の給与を 5％カットする
案が浮上していることが 29 日、分かった。2011 年度で約 1500 億円を捻出する。人事院勧
告に基づかない給与引き下げは極めて異例だが、全体で 10 兆円を超えるとされる震災復興
費用の財源確保のためにはやむを得ないと判断した。
同日成立した 11 年度予算に計上されている国家公務員の給与費総額は 3 兆 7642 億円。
民主党案では、月給などを特例的に 5％削減する給与法改正案を通常国会へ提出。6 月以降
に引き下げた場合、約 1500 億円が捻出できる見通しで、がれき撤去などの災害支援策を盛
り込む 11 年度第 1 次補正予算案の財源に充てる。

国会議員歳費４割削減

半年計３００万円、民自公幹事長同意

毎日新聞 2011 年 3 月 29 日
民主、自民、公明３党の幹事長は２８日、国会内で会談し、東日本大震災を受け、国会
議員歳費を半年間、１人当たり毎月５０万円、計３００万円を削減することで合意した。
震災対応で多額の財政出動が見込まれるなか、国会議員も身を切る必要があると判断した。
国会議員の歳費は月額１２９万４０００円で、削減額はこの４割近くにあたる。
３党は共同で国会議員歳費・旅費・手当法改正案をまとめ、他党にも協力を呼びかけ年
度内の成立を目指す。削減額は衆参両院で約２２億円になり、全額を被災地対策に充てる
共産党の市田忠義書記局長は同日の記者会見で「歳費カットはいいことだ」と法案に賛
成する考えを示した上で「年間３２０億円の政党助成金も、当然返上すべきだ」と指摘し
た。【岡崎大輔】
たまには太陽の子･手をつなぐ、たまにはつなぐちゃんベクトル、たまにブログたまにはチェック
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