2011年3月1日

隔月1日発行

第255号発行

ハンド・イン・ハンド

海欝豊を1鷺藷禦覆鍮攣繍鍛瀦豊調灘霧
次刊行

M

切削嘩

Vol．255

ハンドは註きやすい社会をめざし支えあう女たちの・流木である・

『娘、孫娘たちの時代のために』
まどか

ハンド・イン・ハンドの会代表円より子

30年もこの「ハンド・イン・ハンドの会」を続けている
と、当然のことだが、主催する私も世話係も会員も年をと
る。当初の会員の平均年齢は30代だったが、今は50代だ
と思う。子どもたちに代々木公園で遊ばせながらおしゃべ
りしたり、合宿で小学生が料理実習したのを、講義後の母
親たちが一緒に楽しく食べたりという活動も、年齢の上昇
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につれ下火になってしまった。

さて、では50代60代となれば何がテーマになるのか。
わざわざシングル女性たちが集まりたい活動は何なのか。

昨年南アでサッカーのワールドカップがあり、かなり治
安が良くなったと聞いたが、7〜8年前にエイズ対策と水
問題でウガンダやタンザニアを訪れた時に、飛行機の関係
で数時間ヨハネスブルグの街を見てまわった際は、外務省
の人たちから怖い話を聞いた。「南アでは高齢の女性とセッ2月10日・スタッフが誕生日をお祝いしてくれました♪

クスするとエイズが治ると信じるものがいて、先日など80
代の女性が強姦されたんですよ」。まさかと思ったが、新聞
記事にもなっているし、とにかく強姦が多いらしい。わが
国でも実は届けがほとんどされていないが強姦が多い。そ
れも顔見知りの男による強姦だ。たとえば近所の男とか、
学校友達とか。知り合いだから、つい断れずに部屋に入れ
たなんて状況だと、これが強姦か和姦かを証明するのが難
しい。さらに強姦だと認められても強盗罪より軽い。
女性の経済的・法的地位はまだまだ低く、こうした刑法
の問題や別姓・非嫡出子の民法問題だけでなく、私として
は離婚した女性たちの雇用問題・年金や老後の生活などみ
なさんと話し合いたいことが山ほどあるけれど、自分の関
心のあるテーマばかり押し付けるのもどうかと少し慎重に
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しかし、私たちは別居や離婚という体験をしたからこそ、
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「親子が自然に会える社会めざして」

なっている昨今である。

男女の雇用格差にも気づき、女性が一人で生きることの厳
しさも味わって、娘や孫娘といった次の時代の女性たちが
私たちよりもっと自分の力を発揮してより良い人生を送れ
るような社会作りに貢献したいのではないだろうか。
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◇離婚問題、ハーグ条約でどう変わる？
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「ハーグ条約」に加盟する可能性が高まってきました。
賛成、反対、ざまざまな議論が各所でとびかっていますが、あなたはどう考えますか？
加盟した場合、日本の離婚問題にも影響を及ぼすことはまちがいなく、他人事ではありません。
そもそもハーグ条約とは何か、どんな問題なのか、考えてみましょう。

「ハーグ条約」ってなに？
正式名称は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」といい、1983年に発効した国際条約です。国際結婚した夫婦
が離婚し、夫婦の一方が不法に16歳未満の子どもを国外に連れ去った場合、連れ去った先の国が、子どもの元あ国へ
の返還や面接交渉に協力する義務を負うルールを定めています。欧米を中心に現在84四国が加盟しており、G8（主要8
生国）では日本とロシアをのぞいて加盟しています。日本人の国際結婚は年間平均4万人。その大半を占めるアジア
や、中東・アフリカはほとんど加盟していません。アメリカやフランスなど欧米から加盟するよう圧力が高まっており、
政府は5月の菅首相訪米時に加入表明することを検討しています。

ハーグ条約は共同養育の考え方がベースにあり、単独親権の日本が加盟するにあたっては、面接交渉権など関連する
国内法（民法）の改正・整備が必要と考えられます。つまりこれは、国際離婚だけに閉じた問題ではなく、日本の、
離婚後の親子・夫婦関係のあり方そのものを問う問題でもあります。

どんな問題なの？
「日本人の母親が子どもを拉致した」と外国人の元夫から訴えられる事例が、アメリカ・イギリス・フ
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ランス・カナダだけで200件近くあるといわれています。ハーグ条約に加盟すると、子どもの生活基
盤があった国で解決すべきということになるので、元の国に子どもを返すことになります。そして元
の国の法律に従い親権を争います。連れ去られた側の身になれば、しEくまっとうと感じる取扱いだ
と思います。一方で連れ去った側からも、元夫の家庭内暴力（DV）で経済的・精神的に追い詰められ
てやむをえず、など考慮すべき事情が聞かれます。元の国に子どもを戻したことが子どもの幸せに必
ずしも寄与しないケースも発生しており、条約の運用における問題点もあがっています。

賛成・推進派
◎生まれ育った環境から切り離すのは子どもの権利侵害
に当たる。

●欧米とは文化が異なり家族のあり方も違う日本が、欧米諸
国のスタンダードにのるのが必ずしもいいとはいえない。

◎子どもは両方の親から切り離されるべきではない。

●自国民の権益を守るべき。

◎加盟していないと国として動けないため（民事不介入
の原則）、日本人が外国人夫・妻に子どもを連れ去られ

●外国での裁判は不利になる可能性が高い。親権を認められ
ても面会場所の制約があったり、慣れない海外で生活を支
えることができず帰国を余儀なくざれるなど、結果的に子

るケースにおいて自力で動くしかなく、泣き寝入りに
なってしまう。

◎日本の共同親権推進の起爆剤になる

◎加盟している欧米各国とのトラブルによる外交摩擦の
深刻化懸念。

どもと引き離ざれてしまうことになる。

●返還条件の例外規定（DVが背景にある場合など子どもに
とって有害な場合）など条約の審議および運用実態の十分
な調査と検討が必要
●裁判所の人員確保や専門家の養成が必要

賛成・反対、真っ二つでどちらにも一理あり、慎重に議論を重ねることが必要です。
さまざまな立場や専門家の方からお話を伺いながら考えていきたいと思います。

牛一ワード〆β

共同親権

面接交渉権

親権とは子どもが心身共に健やかに成長していけるよう

面接交渉とは親権者または監護者にならなかった親が子
どもと会ったり電話などをすることで、その権利を面接

養育し、教育する権利及び義務のことです。欧米諸国で
は離婚後も両親ともに親権をもつ「共同親権」が一般的
ですが、日本は民法で「単独親権」と定められています。
戦前は父親しか親権をもつことができなかったのです
が、現在は8割が母親です。

交渉権といいます。民法で規定ざれたものではありませ
んが家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができま
す。認められる基準は子どもの利益・福祉です。別れた
親と会うのは子どもの権利であり、親の義務です。
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「親子が自然に会える社会めぎして」
2月16日目早期ハーグ条約の加盟を推進する「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」の河邑
肇代表、鈴木裕子副代表、神部進一運営委員と、ハンドの会代表円よリ子が、ハーグ条約加盟の必要性
や課題、前提にある日本の離婚問題について、2時間にわたり緊急座談会を行いました。
if

◆◇◆ハーグ条約加盟は必要ですか？◆◇◆

7轟轟

肇（かわむらはじめ）

円 菅総理がこの春の訪米時に加盟表明を行
うことを検討しているとの報道もあり、ハー
グ条約に関して動きが出てきました。国際間
の話で自分には関係ないと思っている人がほ
とんどではないかと思いますが、日本の離婚
のあり方、もっというと日本の家族のあり方
に大きな影響を与える可能性のある問題で
す。お三方は「親子の面会交流を実現する全
国ネットワーク」（以下親子ネット）のメン
バーとして、またC 自身の体験からもハーグ
条約加盟を推進していらっしゃると伺ってい
ますが、そのあたりをお話いただけますか？
河邑 私は2006年3月に離婚をしています。

親子の面会交流を実現する全国
ネットワーク代表
中央大学商学部准教授

子どもは当時5歳（男）と1歳（女）でし

【親子ネット】

負しています。月に1〜2回会う約束で合

正式名称は「親子の面会交流を実現す
る全国ネットワーク」。2008年に発足。

別居または離婚後の親子が自然に会え
る社会となるよう、別居・離婚後の親
子交流を促進する民法の改正、その実
効性を担保する関連法案の成立や公的
支援制度の確立を目指しています。

た。子どもの面倒も夫婦で半々でしてました
し、子どもとは密接な関係のある父親だと自
意文書も取り交わしていたのですが、会う日
をずるずると引き伸ばすなど約束が守られず
疲弊していきました。やっと長男と会えたと
きには離婚からほぼ半年が経過していまし
た。

円

ちゃんと約束を守るよう説得はできませ

また、『共同養育』、『共

んでしたか？

同親責任』は、離別後
の自然な親子交流を担
保する重要な概念であ

河邑 子どもと会う約束の3日前にメール
でキャンセルされたり、難くせをつけて絶縁
宣言をざれたりして子どもとなかなか会わせ

り、単独親権制度から
の移行を求めて活動し

Y
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ていきます。

★ハンド後援イベントのお知らせ★

4月19日は「養育費の日」
養育費の日キャンペーンイベント
『耳を傾けよう！

子どものほんとうの気持ち』
「払わない親の啓発」にあわせ、子ど

もの立場からの声を届けることを目的
とし、「子どもにとって家庭がどうあ
るべきか」などをテーマに、これから

親になる世代の若者にも関心をもって
もらえるようなシンポジウムです。
ファザーリング・ジャパン安藤哲也ざ
ん他ゲストの講演や、ミニライブあり。

●日時：4月19日（火）
18：

30

・v

20：

30

●会場：女性と仕事の未来館（田町）

東京都港区芝5−35−3

てもらえず、すっかり早うつ状態になって、
対等に協議したリ抵抗する力が無くなってし
まいました。カウンセリングを受けうつ状態
から少しずつ回復し、弁護士に相談したとこ
ろ、まずは話し合うよう言われました。面会
の条件など出してみましたが拒否ざれ、調停
になりました。私に子どもたちを会わせない
理由がないものですから、今度は子どもの意
思を持ち出してきました。すでに妻は再婚し
ていて、その再婚相手の意思も入るようにな
り、長男が父親を嫌っているという鑑定証拠
を再婚相手の知り合いの臨床医からとって出
してきました。また私のことを「昔のお父ざ
ん」と呼ばせているようです。
円 調停はどんな具合ですか？

河邑 去年3回審判して11月に結審しまし
た。長男とは年3回、春・夏・冬休みに日
帰リでの面会を認めるといったものでした。

●参加費：1，000円

下の子にいたっては0回です。子どもの今

【主催】NPO法人Wink

の家庭を壊ざないためというのが理由です。

詳細はhttp：〃www．npo−wink．org

円より子（まどかよりこ）
現代家族問題研究所代表
民主党前参議院議員
津田塾大学英文科卒業後、ジャパ
ンタイムズ編集局勤務を経て、プ
リージャーナリスト・作家。女性

と家族の問題に関する著作30冊
以上。1979年に離婚をひとつの
社会問題としてとらえ、女性のお
かれている状況や法・制度を変え
ようと「ニコニコ離婚講座」を始
めるなど、離婚問題・家族問題の

先駆け。1993年より参議院議員
を3期務め、民主党副代表、参
議院財政金融委員会委員長などを
歴任。国全体の政治経済の仕組み
を変え、女性や子ども、高齢者が
生きやすい社会、男性が長時間労
働から解放される仕組みをつくり
たいと精力的に活動中。
◆公式サイト
http：／／www．madoka−yoriko．ip／

儒H。nd
【ハンド・イン・ハンドの会】
離婚を考える人や母子家庭のネット
ワークです。

1979年3月、代表円より子（まどか
よりこ）が離婚を人生のひとつの選択
肢と捉え、女性が生きやすい社会を実
現するためハンド・イン・ハンドの会
の母体となる「ニコニコ離婚講座」を
開いたのが始まりです。「離婚110番」

や「ニコニコ離婚講座」の開催、会報
誌の発行を通しての正確な情報提供、

夏合宿や忘年会、おしゃべり会など仲
間作りの支援、法制度改正の働きかけ
など社会変革を実現するための活動を
しています。
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た。子どもたちが夏休みの間日本で過
ごせるよう元夫に何度もお願いしてい
ますが、日本がハーグ条約に加盟して
いないことを理由に行かせることはで
きないと断られ続けています。加盟し
ても別の理由をつけるでしょうが、交
渉材料にはなると考えています。
円 条例や法律で人の心までは動かせ
ませんが、確かに交渉材料にはなりま
すね。日本でハーグ条約について検討
する際には日本人の母親が子どもを連
れ帰ったケースが取り上げられます
が、鈴木ざんのように追い出ざれる
ケースも考える必要がありますね。

円 子どもとは会えましたか？
河邑 今年の正月に元妻の家の近くで

ようやく1時間だけ会うことができま
した。

円どうでしたか？
河邑 私に対する悪意を吹き込まれて
いるようです。ずっと会おうと努力し
ていたことを一生懸命伝えました。親
同士が争う姿を見せたくないと思い強
引な手段に訴えなかったのですが、「無
理やりでも会いに来てくれたらよかっ
たのに」と責められました。帰り際に
コーラをかけられて落ち込みました。
円 10歳の子どもにはどうすること
もできず、そこに大好きなお父ざんを
否定するようなことを言われ続けて精
神的な負担になっているんです。コー
ラをかけたのはそういう欝屈した気持
ちの発散です。「お父ざんずっと会い
たかった」が本音ですよ。次はいつ会
うんですか？

河邑 次は3月の春休みです。
円 10歳だと新しい父親とも関係性
が難しいでしょう。同じような状況で
ドロップアウトしてしまう子をいっぱ
いみてきました。どんな状況でも会っ
て、話を聞いて全て受け止めてあげる
ことです。子どもって残酷なもので、
親は傷つかないとしかたないんです。
波止場になってあげてくださ

い。

河邑子どもに会えないというお父ざ
んがいるのも分かります。こういう状
況に耐えられず逃げてしまうんでしょ
う。

円

だからこそ共同親権にする必要が

あると考えるわけですね。

河邑 ハーグ条約への加盟は日本の共
同親権化を押し進める促進剤になると
考えています。

◆◇◆ハーグ条約非加盟国である
デメリット◆◇◆
円 鈴木ざんがこういった活動を始め
たきっかけはなんですか？
鈴木 私はアメリカで在日三世の元夫
と結婚して2人の娘をもうけました。
ある日突然追い出ざれて、日本で勝手
に離婚届を提出ざれ親権を失ってし
まったため、私は子どもたちを連れて

親子ネット副代表

鈴木裕子（すずきひろこ）
帰れず、やむなく一人で帰国しました。

当時娘たちは5歳と3歳でした。まず
は離婚無効の訴えを起こしました。娘
たちはアメリカと日本の二重国籍を
もっていたのですが、元夫によって日
本の国籍を離脱ざれてしまいましたの
で、離婚が無効になってから続いて国
籍離脱無効の訴えを起こしました。す
べてを元通リにして、アメリカで離婚
裁判を起こせば、共同親権になると信
じていましたが、日本での2つの裁半1」

に3年半の年月を費やしてしまい、そ
の間子どもたちとは一度も会えず、行
方も分からなくなってしまい、舞台が
アメリカに移ってからも長く険しい道
のりで本当に大変でした。ただ、日本
と決定的に違うのは、私の事情を聞い
たアメリカの裁判官が、「4年も会え
てない1？それは大変1明日会いなざ
い。おばあちゃんも日本から来ている
なら一緒に会いなざい」とおっしゃっ
たことです。日本ではたとえ10年以
上会えてないと裁判所で言っても、「10
年以上も会ってないなら急に会うのは
子どもを混乱ざせるから会うべきでな
い」となりがちです。私がこの運動に
関わっているのは、アメリカの裁判官
に言われたあの鶴の一声が、普通に日
本の調停や裁判所でも聞けるようにな
るためなのです。結局私はアメリカで

も4年間のブランクを理由に共同親権
は得られませんでしたが、私がアメリ
カに行けば会えるようにはなりまし

親子ネット運営委員

神部進一一（かんべしんいち）
◆◇◆子どもと会えない父親◆◇◆
神部 まざか自分がこんな境遇になる
とは思いませんでした。ある日帰った
ら、家に妻と子どもがいませんでした。

それ以来、妻とも子どもとも会ってい
ません。

円 何か予兆はなかったんですか？
神部 子どもが生まれてから、男女平
等や新しい生き方の説明をしたり、少
し様子が違うところもありましたが、
円満な家庭だと思っていました。

円 今はどういう状況なんですか？
神部 面会の調停を2回して、来月か
ら離婚の裁判が始まるところです。
円 では会えたんですね？
神部 それが妻壁の要望で調停も裁判
も顔を会わせない形式で実施ざれるこ

∂燃黙議1民置潮た
グ条約についての意見交換会がありました。私は今は議員ではない
のですが、国務省のほうからぜひ参加して欲しいという要請があ
り、参加してきました。とにもかくにも一刻も早い批准を求めるア
メリカと慎重な姿勢の日本とは議論が平行線でかみ合わないような
感じでした。私は、「子どもの権利条約」があるから「ハーグ条約」
を批准しても子どもの利益は損なわれるようなことにはならないと
思っていますが、ざらに国際人権規約を実施するための個人通報条
約の批准も早急にすべきだと思います。
（4）

＊2月7日アメリカ国務省との意見交換の様子＊
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とになって、未だに妻とも子どもとも
会えていません。

円子どもはいくつですか？性別は？
神部 男の子です。いなくなったとき
1歳で、今は2歳になっています。
円 奥ざんはどうやって生活している
んでしょう。

神部 生活保護を受けているようで
す。DVがあったといって、慰謝料と
養育費と口置：を求めてきています。

円 権利意識の強い人なんですね。離
婚をしたいならまずは子どもに会わせ
るよう交渉していないんですか？
神部 突然家族を失ったことの精神的
ダメージが大きくて、調停でもうまく
交渉できませんでした。とにかく私を
子どもに会わせたがらないんです。妻
がここまでやるとは思いませんでし
た。1歳になりかわいい盛りで、会い

隔月1日発行

入っても子どもの取り合いや会わせな
いケースをみていると、離婚の話し合
いの最初にボタンのかけ違いがあるよ
うです。すると、うまくいかない。

河邑私たちも目指すところは話し
合って別居中も離婚後も子どもと会え
るようになることです。精神的・物理
的・経済的に子どもは両の親にかまっ
てもらう権利があるのですから。しか
し日本にはそういった法律も社会意識
もありません。

円 アメリカでは保護者会の連絡が離
婚して離れて住んでいる方の親にもい
きます。養育費を払っていない人は軽

◆◇◆ハーグ条約加盟は

1つのステップ◆◇◆

必要なんです。

円 法律で人の気持ちを強制すること
はできません。協議でうまくやってい
るケースも多いのですが、弁護士が

ハンド・イン・ハンド

ている子どもをなくざなくてはいけま
せん。子どもを連れ去られて自殺した
フランス人のお父さんもいます。日本
にもいますし、私自身も死んでしまっ
たほうが楽だという思いに囚われたこ
とがあります。子どもとの縁を断ち切
られるのは本当に辛いものです。

円 離婚するのは仕方ないけど子ども
には関係ないことだ、と夫婦共に大人
になって離婚時に話し合うべきなんで
す。そして子どもが両方の親の元を自
由に行き来できる、そうありたいです
ね。私もハーグ条約に加盟することは
基本的に賛成です。共同親権も面接交

渉も30年前からそうするべきだと
言ってきましたし。ただ加盟に当たっ
ては事前に国内法の整備を済ませてお
くべきですし、欧米とは違う日本の文
化的背景を加盟諸国にも理解してもら
う必要があります。日本の国民にも理
解してもらうよう普及につとめなくて
はいけないでしょうから時間がかかり
ます。アメリカやフランスは時間がか
かるのを懸念して強く働きかけてきて

蔑ざれますし。

たいです。いっしょに生活したいです。

円 親子ネットとしては一日も早い
ハーグ条約の加盟実現を望んでいます
が、国内的にはどんな影響があるとお
考えでしょう？
河邑 ハーグ条約加盟は一つのステッ
プです。ハーグ条約で審議にかけるに
は1年以内に申し立てする必要があり
ます。つまりすでに起こったことには
該当しません。また在日中のフランス
人が日本国内で妻の連れ去りにあった
場合、日本の法律ではどうすることも
できません。つまり、国内法の改革が
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いるものと思います。

河邑 ハーグ条約加盟についてみんな
心配しすぎです。正しく理解ざれてい
ないからだと思いますが。

円 そうですね。民主党内でも慎重な
意見が目立ちます。一番懸念ざれてい
るのは、DV（家庭内暴力）などで日
本人妻が逃げ帰った場合でも、すぐに
元の国に子どもを戻し、慣れない外国
で裁判を闘わなくてはいけないという
点です。しかし実際にはまず日本国内
で子どもを戻すか戻ざないか審理して
決めるんですが、知られていません。
河邑 多くの人にハーグ条約について
の正しい情報を知ってもらい、我慢し

河邑 一日も早くハーグ条約の加盟と
国内法の変革を実現したいと思いま
す。

円 親子が自然に会える社会にしたい
ですね。今日はお忙しいところありが
とうございました。お三方もいろいろ大
変ですが、めげずにがんばりましょうね。

（完）
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「子どもHAPPY化計画」展開中
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昌 ■人の私を生きるって素敵︒

〜けど︒映画はシニアで安い︒

（5）

輝りにふらりと映画館へ︒こういうことつ
Hて真っ最中の時には絶対できなかった︒
℃過ぎると特に︑さまざまな優待があって
町長区なんて銭湯無料︒恥ずかしくてまだ
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既たのはロンドンの小さなホテルが舞台の
・モント・ホテル﹂︒日本にもこういうホ
㌔あるのかしら︒このホテルには高齢者ば
二年も三年も宿泊するというより﹁暮ら
る︒いってみれば有料老人ホームみたい︒
叩テルに︑娘の家族との同居をやめて一人
ハがやってくる︒ロンドンには孫もいるの
朕女を訪ねてくる人間はいない︒図書館か
ソ道で転んだ彼女を助けてくれた青年を︑
﹂の夕食に招待したことから︑彼女と青年
〃の﹁住人﹂に﹁祖母と孫﹂を演じること
その昔︑私も暗講したワーズワスの詩﹁ダ
・イルズ﹂が出てきたり︑売れない小説を
ゼる青年がたたくのはパソコンではなくレ
1のタイプライターだったりして︑四十年
﹁パーク脇のお湯がなかなか出なかった古

〃に泊まったことを思い出した︒
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唱婦人︑同じホテルに暮らす男性からプロ
﹂れる︒その時言ったセリフ︒﹁お気持ち
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釜

Wけれど︑友達でいましょうよ︒私はずつ
り娘︑誰かの妻︑誰かの母として生きてき
vつと今︑一人の私を生き始めたの︒これ

﹁＝し

⊥山
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・つとそうやって生きていきたいの︒﹂
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際
一一

︶て渋い映画でも観に行くかな︒

﹂

需
器

6ね︒娘も孫も訪ねてこなくても︑友人は
誰かさんの誰かじゃない︑一人の私を生
㌧素敵かも︒でも︑自分の好きな詩や小説
・きる友人がいなきやね︒それにかっこ良
Uにはまずプロポーズされなきゃ︒さあ︑

﹁

⁝
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竃醜髪畷群鶴霧孫圷禁孟甥嵌禁い聖娼諦念壁画

女がひとりで生きていくのってほんとうに大変︒辛いこ
とや悲しいことを笑い飛ばして︑しなやかにたくましく
生きてまいりましよう一
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