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虐待情報の連携組織４割設置せず 県レベルに差
共同通信 2015 年 8 月 28 日
行政や警察、学校などが虐待や少年非行の情報を共有し対応を話し合う児童福祉法上の
連携組織「要保護児童対策地域協議会」を、都道府県レベルで４割近くの１８府県が設置
していないことが２８日、共同通信のアンケートで分かった。設置は法改正で２００８年
４月から地方自治体の努力義務となり、現場対応を担う市区町村レベルで多く設置されて
いるが、後方支援的な性格の強い県レベルでは必要性の判断に差があり、対応にばらつき
が出た。
設置しない理由として６県が「市区町村が設置するもので、都道府県レベルでは必要性
を感じない」
、他の１２府県は「独自に別の組織を設けている」と説明した。

個人情報保護法改正案きょう成立

企業の利用範囲、同意なく拡大
朝日新聞 2015 年 8 月 28 日
個人情報保護法改正案が２７日、参院内閣委員会で可決された。参院審議では、企業な
どが個人情報の使い道を本人の同意なく変えやすくすることに疑問の声が出たが、法案は
修正されなかった。改正案は２８日の参院本会議で可決され、成立する見通しだ。
保護法を本格的に改正するのは２００３年の成立以来初めて。ビッグデータの利活用を
後押しする政府の成長戦略に沿って、企業が持つ個人データを使いやすくする狙いがある。
今の保護法では、企業が持つ個人情報の使い道（利用目的）はあらかじめ特定して示すの
が原則。
「相当の関連性がある範囲」であれば、本人の同意なしに使い道を変えられると定
めるが、所管省庁は「相当の関連性」を厳しく解釈するため、企業が個人情報の使い道を
あとから勝手に変えるのは難しかった。
改正案では、条文の「相当の」の３文字を削り、何らかの「関連性」があれば使い道を
変えやすくする。政府は一例を挙げ、電力会社が省エネサービスのために集めた家庭の電
力使用状況を、法改正後は研究開発や安否確認サービスにも転用できる、と説明した。

「マイナンバー制度は違憲」一斉提訴へ
ＮＨＫニュース 2015 年 8 月 28 日
来年１月から運用が始まるマイナンバー制度につい
て、弁護士や市民で作るグループが「プライバシーを保
障した憲法に違反する」などと主張して、マイナンバー
の使用の差し止めを求める訴えを全国で一斉に起こす
方針を固めました。
マイナンバー制度は、日本に住む１人１人に割りふる
１２桁の番号に、納税や社会保障などの個人情報を結び
つける制度で、ことし１０月以降、番号が通知され、来年１月から運用が始まります。こ
の制度について弁護士や市民で作るグループが「プライバシー権を保障した憲法に違反す

る」などと主張して、マイナンバーの使用の差し止めを求める訴えを、ことし１２月をめ
どに東京や大阪など全国７か所の裁判所で一斉に起こす方針を固めました。
グループは、制度の利用範囲には個人のプライバシーに深く関わる情報が多く含まれて
いるうえ、番号を行政機関だけでなく民間企業なども扱うため、情報漏えいの危険性が高
いなどと訴えていくということで、マイナンバー制度が憲法に違反しないかどうか司法の
場で審理される見通しになりました。
グループの中心メンバーの水永誠二弁護士は「年金情報が漏えいした問題が起きたよう
に、情報が絶対に守られるとは言い切れない。いったん止めて考え直すべきで、問題提起
していきたい」と話しています。

「健康寿命」日本が首位 英誌に１８８カ国調査
共同通信 2015 年 8 月 28 日
【ロンドン共同】世界１８８カ国の２０１３年の「健康寿命」を調べたところ、日本が
１位だったとする調査結果を米ワシントン大（西部ワシントン州）などの研究チームが２
７日付の英医学誌ランセットで発表した。健康寿命は介護が必要だったり、日常生活に支
障が出る病気にかかったりする期間を除き、自立して過ごせる期間を示す。
同チームによると、日本の健康寿命は男性が７１・１１歳、女性が７５・５６歳で、男
女とも健康寿命は１位だった。この年の日本人の平均寿命は男性が初めて８０歳を超え、
女性は８６歳台だった。健康寿命の男女平均で２位は７２・１歳のシンガポール。

東松山市内全域でデマンドタクシー １２月にも自宅への送迎可能に
東京新聞 2015 年 8 月 28 日
東松山市は、自宅への送迎が可能で利便性の高いデマンド（要望型）タクシーを市内全
域で実施する方針を決めた。タクシー会社への本年度分の補助金約千三百七十万円を計上
した補正予算案が九月定例市議会で可決されれば、十二月にもスタートする。市は「市内
全域で、ほぼ『ドア・ツー・ドア』に近い形で実施するのは全国的にも珍しい」としてい
る。志木市も七月から同様のデマンドタクシーを実証実験しているが、本格実施は未定と
いう。
体が不自由な人や運転免許を返上したお年寄りなどの足として、市は循環バス二十九便
を運行しているが、本数が少なく「使いにくい」と不満が多かった。
これに対し、デマンドタクシーは、通常のタクシー利用に近い利便性と利用料金の安さ
が特徴。
登録した十六歳以上の市民が対象で、利用する場合は直接タクシー会社に電話で登録番
号と名前を告げて、自宅や乗降ポイントに呼び寄せるか、乗降ポイントに待機する空車タ
クシーに依頼する。乗降ポイントは市内の公共施設、商業施設、金融、医療機関、学校、
集会所を網羅した四百五十カ所に設置し、交通弱者の移動に配慮した。
タクシーは市が協定を結んだ四社七十五台。利用料金は三段階で、メーター料金二千円
未満の場合は五百円、同二千～三千円未満は千円、同三千円以上は千五百円。メーター料
金との差額を市がタクシー会社に補助する。日曜・祝日、年末年始を除く月～土曜の午前
八時半～午後五時に運行。身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書を提示すると料金
は一割引きとなる。補正予算案が可決されれば、十月にも登録受け付けを開始する。
一方、デマンドタクシーの実施で、現在一日平均乗車人数が五人未満となっている循環
バス七便を来年四月から廃止する。 （中里宏）

「兵庫あおの病院」新築移転し、３１日開院へ 小野
神戸新聞 2015 年 8 月 27 日
兵庫県小野市南青野の独立行政法人国立病院機構「兵庫青野原病院」が３０日、同市市

場町の北播磨総合医療センター南側に「兵庫あおの病院」として新築移転し、３１日に開
院する。地域から求められる医療機能を維持しつつ、
重症心身障害児（者）の包括的ケアに力を入れると
いう。
完成した「兵庫あおの病院」＝小野市市場町
同病院は１９４５年に国立兵庫病院として開業
した。２００７年に結核病棟を休止し、重症心身障
害の診療を主に担う。建物の老朽化と立地の悪条件
などによる医師、看護師不足を解消するため１１年
１２月に移転を決めた。

刑務所の医師不足、民間と兼業容易に 特例法、年内にも施行
朝日新聞 2015 年 8 月 28 日
刑務所などの矯正施設に勤める医師のなり手不足
を解消するために、民間病院での兼業を認めやすく
する特例法案が２７日、衆院本会議で可決・成立し
た。刑務所外での経験を積む機会を増やし、人材を
確保するのがねらい。近く公布され、年内にも施行
される。
矯正施設に勤める医師は「矯正医官」と呼ばれる
国家公務員。兼業には首相と法相の「許可」が必要
で、条件も厳しい。そこで、特例法では手続きを法相の「承認」に簡略化。施設の仕事に
影響がない範囲で、民間の病院での診察などが柔軟にできるようになる。
また、現行では勤務時間が平日の朝から夕方に固定されているが、特例法では新たにフ
レックスタイム制を導入。外部での研修にも参加しやすくする。
今年４月時点での全国の矯正施設の常勤医は定員３２８人に対して２５７人で、欠員は
２割にも及ぶ。

火山調査で自治体支援＝ハザードマップ作成促す—内閣府 時事通信 2015 年 8 月 27 日
内閣府は２７日、防災部門の２０１６年度予算概算要求を発表した。総額は前年度比２
０．４％増の５５億４８００万円。戦後最悪の被害を出した御嶽山（長野、岐阜県境）噴
火を教訓に、活火山の周辺自治体が実施する調査費の一部を補助、被害の予想範囲を示す
ハザードマップや噴火時の避難計画の作成を促す。
具体的には、
「火山防災対策促進事業」として２億６０００万円を新たに計上した。気象
庁による常時監視の対象としている４７火山と今秋までに追加される３火山を合わせた５
０火山の周辺自治体が、過去の噴火事例や被害範囲を把握するために行う調査を支援。一
部自治体にとどまっているハザードマップや避難計画の作成を後押しする。
また、災害時に高齢者や障害者を受け入れるため、バリアフリー化された「福祉避難所」
を普及させる費用などとして、新たに４８００万円を盛り込んだ。全市町村での設置に向
けモデル事業を実施するほか、既設避難所のトイレの改善など質の向上に取り組む。

働く障害者への虐待、後絶たず 昨年度は４８３人が被害 朝日新聞 2015 年 8 月 27 日
働く障害者が雇用主や上司から受けた虐待の状況を厚生労働省が集計して、２７日発表
した。２０１４年度は虐待があった企業は前年度より１８・２％多い２９９事業所で、虐
待をうけた障害者は同２２・９％多い４８３人だった。
１４年度に労働局などに報告や相談があった事案のうち、同年度中に虐待があったと確

認できた数をまとめた。
虐待の中身（重複あり）で最も多かったのは最低賃金を支払わないなど「経済的虐待」
で、虐待を受けた人の８３・６％にのぼった。
「障害者なら最低賃金を支払う必要はない」
と考え、特例である減額の許可を受けずに最賃未満の賃金を支払っていたケースなどがあ
ったという。暴言を吐くなどの「心理的虐待」は７・８％、暴行を加えるなどの「身体的
虐待」も４・６％あった。

無償化方針 めど立たず…幼児教育
Ｑ
小学校入学前の幼児教育が注目されている
と聞きますが、どんな動きがあるのでしょうか。

読売新聞 2015 年 08 月 28 日

幼・保融合「こども園」増 お金・手間効果的時期

Ａ この４月に国の「子ども・子育て支援新制度」
が始まり、幼稚園、保育所が、両方の機能を併せ
持つ「認定こども園」に移行しやすくなって、そ
の数が倍増しました。
新制度には、保育の受け皿を増やして保育所に
入れない「待機児童」を減らす一方、できるだけ
多くの３～５歳児に幼児教育を保障しようという
趣旨があります。
幼稚園と保育所の違いですが、幼稚園は学校教育法に基づく「学校」で対象は３歳～小
学校入学前。教育方針をうたった文部科学省の「幼稚園教育要領」に沿って幼稚園教諭が
指導にあたります。ただ、基本的に昼過ぎには帰宅になり、夏冬は長期休みもあるので、
共働き家庭は利用しにくい施設です。
一方、保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設で、保育士がおり、０歳～小学校入学
前の子を原則８時間まで預かりますが、共働きなど、昼間に親が世話をできない事情がな
いと入所できません。近年は共働き家庭が増え、小学校入学前まで通う子が増えました。
幼児教育は幼稚園というイメージがありますが、保育所にも教育機能はあります。「生活
に必要な習慣や態度を身に付ける」など、幼稚園教育要領と大きく変わらない指針があり、
特に満３歳以上では、小学校入学後に支障がないよう、指導の内容を幼稚園とほぼ統一し
ています。
幼稚園・保育所を融合した認定こども園には、親
の働き方に関係なく保育、教育を受けられるメリッ
トがあり、保育から集団で学ぶ教育へのスムーズな
移行も期待できます。
Ｑ 教育内容や、費用についての議論はありますか。
Ａ ２０２０年度以降に小学校から順次実施され
る新学習指導要領と合わせ、幼稚園教育要領も改定
されるので、内容の議論が始まっています。ものご
とへの興味や関心を高めるなど、目標をどこにおく
か、主体的、課題解決型の学力を重視していく小学
校以上の教育にどうつなげていくか、様々な課題が
あります。
幼児教育の費用については、政府の教育再生実行会議が３～５歳の教育無償化を提言し
ています。しかし実現には年間約７８００億円かかるとされています。政府は財源を確保
したうえで段階的に取り組む方針ですが、めどはたっていません。今年度予算では約４０
０億円を低所得世帯の幼児教育の負担軽減などに充てるにとどまっています。
Ｑ 海外では幼児教育を重視していますか。

Ａ イギリスやフランスでは、幼稚園などを無償化することで、３歳以上のほぼ全員が幼
児教育を受ける環境が整えられています。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）も、加盟国に幼
児教育の充実を促しています。背景には、幼児期の教育に手間とお金をかけることが効果
的だということを示す研究結果があります。
例えば、米国で、貧しい家庭の３～４歳児に対し、幼稚園などで十分に教育した子と、
しなかった子を１９６０年代から４０年以上追跡調査したところ、幼児教育を受けた子は、
中学の成績や高校の卒業率、４０歳時での収入が高いという結果が出ました。幼児期の教
育に、自制心や粘り強さなどの特性を伸ばす効果があったとされています。（恒川良輔）

過剰な制限ない学校に

中日新聞 2015 年 8 月 25 日
血糖値コントロール可能な「１型糖尿病」 患者の親 教
員らに理解求める
娘の学校での過ごし方について、鷲山龍太郎校長（中）や養護教諭
と話し合う大池祥恵さん（右）＝横浜市港北区の太尾小学校で

主に子どものころに発症し、生涯にわたりインスリン注
射が必要となる１型糖尿病。血糖値をコントロールすれば、
ほかの子と同様に学校生活が送れるが、患者が少ないため
教員に理解されず、体育や宿泊学習で過剰な制限を強いら
れるケースが少なくない。患者の親らは「病気を正しく理
解してほしい」と学校などに訴えている。（砂本紅年）
「頑張ったからここまでできたんだよ、って褒めています」。横浜市港北区の会社員大池
祥恵（さちえ）さん（３６）は喜ぶ。太尾小学校５年生の長女優季（ゆうき）さん（１１）
は、２５日に開かれる市の水泳大会に学校代表として出場する。
「保育園や学校が病気を理
解してくれたので、娘も水泳や陸上などに取り組めました」
優季さんは３歳の時、尿検査で１型糖尿病と分かった。医師によると、数カ月前にひい
た風邪が原因とみられ、通っていた保育園の園長、看護師にも病院で説明を聞いてもらっ
た。自宅で血糖測定や注射の練習をし、６歳から自分でできるようにした。
小学校入学時には、低血糖の場合や予防のため、授業中に補食のラムネやおにぎりを食
べる必要があることなどを、校長や担任に説明。優季さん自身も、クラスの自己紹介で病
気のことを友達に話した。注射は職員室などで行う。これまで校内で倒れたことはなく、
宿泊学習も毎年みんなと同じように参加するなど、学校生活を楽しんでいる。
特別支援学校での勤務が長い鷲山（わしやま）龍太郎校長（５９）は、優季さんへの理
解を全教員に広げた。
「食物アレルギーやてんかんなど、他にも健康上の問題を抱える児童
がいる。学校は、極力みんなが同じ生活、教育を実現できるよう合理的な配慮をする必要
がある」と話す。
学校側の対応に悩む親子も
「１型糖尿病は、自己管理すれば学校生活を制限する必要はないが、万一のことを心配
して制限する学校が多い」
。国立成育医療研究センター内分泌・代謝科の堀川玲子医師は話
す。
「水泳はさせない」
「水泳時は違う色の帽子をかぶる」「宿泊学習は参加させない」「遠足
や修学旅行は必ず保護者が付き添う」−。こうした学校の対応に悩む親も少なくない。校長
により対応が変わるケースも多い。
血糖値のコントロールは慣れが必要だ。食事量や運動量によっては低血糖になり、ひど
いときはけいれんや意識低下で倒れる可能性も。意識が低下した場合でも、誰かがゼリー
状の携帯用補食を口に流し込めばすぐ回復するが、
「医療ではないのに、医療行為だからで
きないと誤った主張をする学校もある」
。
学校から「ダメ」とやる気に水を差され、自分の病気を受け入れられなくなる子もいる。

堀川医師は「家庭でできることは学校でもできるようにし、子どもの可能性や能力の芽を
摘まないようにしてほしい」と学校関係者に要望する。
１型糖尿病 主に、リンパ球が自分自身の組織を誤って攻撃してしまう「自己免疫」に
よって起こる病気。生活習慣病や、先天性・遺伝性の病気ではない。糖尿病患者の９９％
を占める２型糖尿病とは原因も治療の方針も違う。日本の発症率は１０万人に１〜２人。
血糖値を下げるインスリンを分泌する自分の膵臓（すいぞう）細胞を破壊することで発症。
毎食前にインスリンを注射し、食べ物で血糖値が上がらないようにする対症療法を行うが、
副作用として低血糖を招くことがある。

高齢社会、課題や活動共有

神戸で社会福祉夏季大学

神戸新聞

2015 年 8 月 27 日

公開討論会で地域での活動事例について報告する参加者＝神戸芸
術センター

兵庫県内の福祉関係者らが、社会福祉の課題や活動に
ついて情報を共有する「社会福祉夏季大学」が２７日、
神戸市中央区熊内橋通７の神戸芸術センターであった。
県社会福祉協議会の主催で、１９６１年から開き５４
回目。今回のテーマは「人口減少の時代における福祉社
会づくりの方向性」で、民生委員や児童委員、社会福祉
協議会の職員ら計約５１０人が参加した。
地域振興などを研究する日本総合研究所主席研究員の
藻谷浩介さんが講演。子どもや現役世代が減り、高齢者
が激増している問題は田舎よりも東京、神戸などの大都
市圏が今後深刻になると強調。
「先行して問題を抱える田
舎での取り組みを参考にする必要がある」と指摘した。
後半の公開討論会では地域の活動事例報告などがあり、高齢者らに役割をつくることが
生きがいにつながることなどを確認し合った。
（藤森恵一郎）

認知症高齢者どう見守る

金沢市あす初フォーラム
中日新聞 2015 年 8 月 28 日
高齢化が急速に進み、社会全体で認知症高齢者を支える仕組み
づくりが求められる中、金沢市は二十九日、「認知症高齢者に優
しい街づくり」をテーマにしたフォーラムを初めて開く。（飯田
樹与）
福岡の先進事例を学ぶ
（上）地域に住む高齢者の情報を書き込んだ「支え合いマップ」を作った
あやめ町会の藤田雅顕会長、
（下）住民が集い、情報交換の場にもなるコミ
ュニティーカフェ＝いずれも野々市市で

フォーラムでは、認知症高齢者に対する地域の見守り体制を築
いた福岡県大牟田市の事例について、当初から取り組みに関わる
「市認知症ライフサポート研究会」の大谷るみ子代表が講演する。
同市では、認知症高齢者が徘徊（はいかい）で行方不明になった
場合、本人の特徴をメールなどで地域住民に通知し、捜索、保護
している。
石川県内の六十五歳以上の高齢者人口は二〇一四年十月一日
現在、三十一万九百七十九人（２７・１％）。要介護認定を受け
ている高齢者のうち、何らかの認知症症状を持つ人は約四万九千
人いる。二五年には六万五千～七万人に達する見込みで、認知症

高齢者を地域で支える仕組みづくりが急がれている。
金沢市長寿福祉課の担当者は「認知症について学ぶ段階から、高齢者に優しい街づくり
を考える段階に来た。フォーラムは、認知症高齢者を身近な存在と捉え、地域全体で考え
る機会にしたい」と来場を呼び掛けている。
フォーラムは二十九日午後一時半～三時半、金沢市鞍月の県地場産業振興センターで開
かれる。入場無料。
野々市あやめ町会先進地 高齢者情報地図に
地域ぐるみで認知症高齢者を支える仕組みを整えている県内の先進地が、野々市市のあ
やめ町会だ。同町会では二〇〇八年ごろ、地域に住む高齢者の情報を地図上に落とし込ん
だ「支え合いマップ」を作成した。
同町会は、四十八年前の町会誕生当初に建てられた一戸建て住宅や、区画整理で新たに
できたアパートなど、新旧合わせて約三百三十世帯で構成する。その中で、六十歳以上の
高齢者世帯は半数の約百六十世帯ある。
支え合いマップは、市の社会福祉協議会などと協力して作成。地域住民から町会内に住
む高齢者の健康状態や家族構成、息子や娘など養護者の居場所、かかりつけの医療機関、
交友関係などを聞き取り、シールやカラーペンなどで住宅地図に書き込んでいった。どこ
に注意が必要な高齢者がいるか、一目で分かるようになっている。
あやめ町会の藤田雅顕会長（６２）は「どこに誰が住んでいるのか、助けが必要な人は
誰か、マップ作りを通じて町会内の状況が把握できた」と振り返る。町会では昨秋、町会
の集会所に、住民が自由に集えるコミュニティーカフェを開設。高齢者の居場所となるほ
か、情報交換の場にもなっているという。藤田会長は「健常者、障害者と区分けをせず、
みんなが助け合える街になれば」と話している。

１人で通帳管理、社協職員が１８００万円着服
読売新聞 2015 年 08 月 27 日
山梨県昭和町社会福祉協議会（会長＝角野幹男町長）は２６日記者会見し、会計担当だ
った職員が、２００８年から今年３月までの約７年間で協会の口座から計１８６２万４４
４９円を不正に引き出し、着服していたことを明らかにした。
同協議会の説明によると、職員は０３年４月に採用され、同年途中から今年４月に異動
するまでの間、１人で会計を担当した。後任の会計担当が５月中旬頃、過去の不透明な支
出に気付き、同協議会が調べたところ、職員が協議会の五つの金融機関口座から無断に引
き出していたことが判明した。通帳も職員が１人で管理していた。
職員は調査に対し、
「生活費やパチンコ代に使った」と着服を認めて謝罪。既に約１７０
万円を返還したという。職員は着服分の残りも返還の意思を示しているが、同協議会は職
員を８月１４日から無期限の出勤停止とし、外部の税理士らで作る調査委員会で経緯を詳
しく調べている。同協議会は職員の処分に加え、刑事告訴も検討している。
同協議会は高齢者への配食サービスや外出支援などを町の補助金や寄付金を基に運営し
ているが、会計監査は年に１度、監査委員がチェックするだけだった。記者会見で、角野
町長は「１日も早く町民の信頼を回復したい」と謝罪。同協議会の秋山高一郎事務局長は
「会計に対するチェックが甘かった。体制を見直したい」と話した。

南部の名物バーガーに

２９日のフェスタ予選出品 ノームの糸車
山陰中央新報 2015 年 8 月 27 日
障害者らが羊毛製品の製造を手がける「ノームの糸車」（鳥取県南部町鶴田）が、南部町
のイチジクや古代米を使ったハンバーガーを完成させた。２９日に開かれる「とっとりバ
ーガーフェスタ」県予選に出品するほか、９月ごろから近隣の観光施設で売り出す。地元
産品を盛り込んだバーガーで町の魅力を発信するとともに、障害者の工賃上昇につなげる。

羊毛を使った各種小物を製造、販売しているノームの糸車では、２０１３年から地域の
素材を使ったシロップや菓子の製造を手がけている。今秋に整備予定の庭園で、手軽に食
べてもらえる軽食を作ろうと考えて、バーガーに着目した。
ノームの糸車が完成させたハンバーガー。ナッツの食感と風味が食欲を
そそる 肉を使っていないのが特徴だ。普通は肉が用いられる

パティには、食物繊維が豊富なタカキビや、地元の古代米を使
った。ソースには特産のイチジクを用いた。ビタミンＥなどを
豊富に含むとされるナッツや、カボチャの種をバンズにのせて
小じゃれた雰囲気を醸し出し、女性が好みそうなバーガーに仕
立てた。
１個６００円前後で、とっとり花回廊（南部町鶴田）やノー
ムの糸車で売り出す。南部町役場でこのほど開かれた試食会では「ナッツがきいている」
「思
った以上に食べ応えがある」などの感想が聞かれた。
ノームの糸車の根来尚代（たかよ）代表は「地域と一緒に名物になって売り出していけ
るようなバーガーを目指した。フェスタの予選をぜひ突破したい」と話した。

「ａｔ

Ｈｏｍｅ

アットホーム」
読売新聞 2015 年 08 月 28 日
偽家族 底知れぬ不気味（吉本興業、研音、ブースタープ
ロジェクト）
家族でない者たちが、家族として一緒に暮らす。疑似家
族の物語には、底知れない不気味さがある。
作家・本多孝好の小説を蝶野博監督が映画化したこの作
品にも、不穏な空気が流れている。
森山家は、父の和彦（竹野内豊＝写真左奥）
、母の皐月（松
雪泰子＝同右奥）、長男・淳（坂口健太郎）、長女・明日香
（黒島結菜）
、次男・隆史（池田優斗）の５人が、古い戸建て住宅で幸せそうに暮らしてい
る。だが実は、彼らは全くの他人同士だった。和彦は空き巣、皐月は結婚詐欺師、淳は偽
造職人で稼いでおり、中学３年の明日香や小学生の隆史もそれを知っている。時には５人
全員で犯罪の相談をすることもあった。
和彦は刑務所帰りで、隆史は和彦が盗みに入った家で鎖につながれて虐待されていた子
供だった。皐月は夫の暴力から逃げ出した主婦。他の２人も、家族から逃げ出してきた。
本当の家族のように仲良く暮らす５人だったが、ある日、皐月の結婚詐欺がばれ、相手に
監禁されてしまう。
家庭が壊れてしまった５人が、喜々として偽の家族だんらんを演じる前半の場面が、コ
ミカルなようで、気味悪い。誰もが彼らと同様、家族を演じているだけで、演じることを
やめてしまえば、家族という関係性自体が、消えてしまうような気がしてくるからだ。
後半は家族愛が強調され過ぎて、物語がうそ臭くなってしまったが、偽の父親を演じる
竹野内のどこか冷めた目が、
「本物の家族」のうそ臭さも見抜いているようで、心に残った。
１時間５０分。有楽町スバル座など。（小梶勝男）
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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