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最終更新:9月7日(水)2時37分

＜東日本大震災＞被災３県で「要介護」申請２５１０件増加＜東日本大震災＞被災３県で「要介護」申請２５１０件増加
毎日新聞 9月7日(水)2時37分配信

　東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島３県の沿岸３７市町村のうち８割の３０

市町村で、震災後の４～６月の要介護認定の新規申請件数が昨年同期より増加したことが毎

日新聞のまとめで分かった。３県全体では９６５６件で２５１０件増加。避難生活などの影響で、

認知症や体調を悪化させた高齢者が多いためとみられる。３県では少なくとも計６５施設が休

廃止に追い込まれ、介護サービスを十分提供できない状態も続いている。

　◇６５施設が休廃止…４～６月、昨年比

　最も申請の増加率が大きいのは、２１３件で昨年（４８件）の４倍以上になった福島県浪江町。

原発事故で全町避難を強いられる自治体が出た同県では、６町が昨年の３倍を超えるなど、沿

岸１０市町中９市町で増えた。

　宮城県では沿岸１５市町のうち、津波で昨年のデータが流失して比較できない南三陸町を除

く１４市町で増加。岩手県でも、沿岸１２市町村中７市町村で昨年を上回った。

　申請増の理由については、２５市町が「震災と関連がある」。昨年の２３件から７０件に増えた

福島県双葉町は「避難所などでの生活を余儀なくされ、精神的ストレスなどで体調を崩すケー

スが多い」と説明する。

　状態が重篤にならなかった高齢者からも多くの申請があったことが、増加の背景にあるとみ

る自治体もある。宮城県東松島市は「予防の観点から、避難所から外出して運動したい、入浴

したいという（ケアの）ニーズがあった」とする。

　家族の被災を要因に挙げる声もあった。宮城県気仙沼市は「家族の被災による介護力の低

下」を指摘。原発事故で全町避難している福島県楢葉町の担当者も「今までは家族で対応でき

ていたが、介護する側の生活が大変になった」とした。

　昨年より申請が減少した自治体でも、震災の影響が強く表れている。岩手県山田町は昨年よ

り２６件少ない６９件だが、担当者は、「道が悪くなり、つえや押し車を使えば歩ける人が外出で

きずに筋力が低下した例など、震災をきっかけに悪化した方は多数いた」と話す。

　介護サービスを提供する特別養護老人ホームなどの施設も復旧が進まない。福島県では原

発事故のため、２８カ所が閉鎖。宮城県では津波被害で３２カ所が使えない。岩手県でも５施設

が休廃止となっている。【曽田拓、鈴木梢】
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福島のホテル予約なら福島のホテル予約なら travel.rakuten.co.jp

都心三宮・シニア向けマンション都心三宮・シニア向けマンション kobe173.com

宮城で田舎暮らしをするなら宮城で田舎暮らしをするなら www.daiwahouse.co.jp/shinrin/

温泉旅行ならゆこゆこネット温泉旅行ならゆこゆこネット www.yukoyuko.net

インタレストマッチ - 広告の掲載について

（ソーシャルブックマークとは ）ソーシャルブックマークへ投稿 ソーシャルブックマークへ投稿 1件1件

関連トピックス関連トピックス
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堺市の大規模商業施設隣接堺市の大規模商業施設隣接 www.s791.jp

地元のリフォーム業者探し地元のリフォーム業者探し www.homepro.co.jp

ホテル・旅館予約は≪じゃらん≫ホテル・旅館予約は≪じゃらん≫ www.jalan.net

Yahoo!ニュース関連記事Yahoo!ニュース関連記事

不明者３２５０人死亡届受理　石巻５６０人、大槌５０３人（河北新報） 6時10分

＜東日本大震災＞被災３県　入院機能２０６６床喪失（毎日新聞） 5日(月)2時31分

被災３県、介護施設パンク…定員超過９３７人（読売新聞） 4日(日)0時14分

「震災後、睡眠に変化」被災地で6割‐うち4割は現在も （医療介護ＣＢニュース） 2日(金)14時10分

この記事に関連するニュース一覧を見る（4件）この記事に関連するニュース一覧を見る（4件）

ホテル、旅館、温泉宿をお得に予約 ！総合旅行サイト 楽天トラベル

関電不動産／展望レストラン・大浴場完備。安心の住いを大切なご両親に

ダイワハウスが提案する宮城県、蔵王にある温泉付きの森林住宅地

一万円以下で満足度80点以上の温泉宿を多数掲載中！ご予約はこちら。

この話題に関するブログ この話題に関するブログ 1件1件

被災地復興への取り組み被災地復興への取り組み 岩手県の震災被害 被災住民の受け入れ

主なニュースサイトで 主なニュースサイトで 認知症認知症 の記事を読む の記事を読む

この記事を読んでいる人はこんな記事も読んでいますこの記事を読んでいる人はこんな記事も読んでいます

７９歳女性、市へ１億円寄付「子ども支援に…」 （読売新聞） 9月7日(水)0時1分

＜民主衆院会派＞与謝野前経済財政相が離脱 （毎日新聞） 9月5日(月)12時32分

＜読売テレビ番組＞東北の農作物、健康壊す…中部大教授発言 （毎日新聞） 9月6日(火)22時16分

「同僚の酒にハルシオン」　女性社員がツイッター告白、日本新薬が処分へ （産経新聞） 9月6日(火)8時35分

組員１０４人が生活保護申請…愛知県、５年間で（読売新聞） 9月4日(日)12時4分

みんなの感想みんなの感想

みんなの感想（話題ランキング）みんなの感想（話題ランキング）

津波被害で間借り４７校再建困難…移転補助なく （読売新聞） 3時3分

＜九電＞玄海漁連の負債肩代わり…プルサーマル開始時期　（毎日新聞） 2時36分
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プールや大浴場など、共用施設が充実！791戸の大規模マンション誕生

最大８社一括見積。利用実績２５万人の安心リフォーム比較はホームプロ

国内最大級の情報量、あなたのワガママきっと叶います！格安プラン満載

コメント みんなの感想

ソーシャルブックマーク ブロガー注目

インタレストマッチ - 広告の掲載について

1位～20位1位～20位
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国内主要ニュース国内主要ニュース

財務相「小宮山先生はたばこ嫌いなんですよ
ね」（読売新聞）8時47分

名古屋市バス営業所捜索へ＝事故不申告の疑い
―愛知県警（時事通信）11時6分

熊野古道で土砂崩れ＝世界遺産、台風12号で―
三重（時事通信）11時13分

＜台風１２号＞８３歳女性　濁流から孫娘に助けら

れる （毎日新聞）11時8分

十津川村に台風の爪痕、川より３０ｍ高い家水没

（読売新聞）7時13分

津波被害の国民宿舎「食彩の宿いいおか荘」民営

化検討　旭市が運営断念 （産経新聞）10時54

分
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物件探しは《住宅情報館》物件探しは《住宅情報館》
住宅情報館は豊富な情報量！理想の住まいを探せる・

建てられる！

www.jounan-kensetsu.jp

高級ホテル割引予約！yoyaQ高級ホテル割引予約！yoyaQ
平均50％-最大80％OFFの割引料金！yoyaQ byカカクコ

ム

yoyaq.com

薄毛の悩み、シャンプーで解決！薄毛の悩み、シャンプーで解決！
５２５０円以上お買上で全国送料無料！新聞広告でもお

馴染シャンプー

www.scalp-d.com
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インタレストマッチ - 広告の掲載について
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