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★共同親権訴訟第8回口頭弁論★6月 9日 14：00～ 東京地裁8０６号法廷 傍聴よろしく！ 

 

✓ 進める会２０２１年度活動報告 
  

6月9日の院内集会に先立ち、進める会の総会を行ないます。本会報で活動報告を行い、2022年度活動予定案

をお示ししますので、ご確認の上、当日ご意見をいただけるとうれしいです。（宗像） 

 

Ⅰ 2021年度活動報告 

 

１ 訴訟の進行とイベント等 

2021年 

4月20日 「話そう！共同親権 in さっぽろ」（コトオヤネットと共催） 嘉田由紀子・カタラン菊之進ほか 

6月17日 第4回口頭弁論「ようこそ！ 共同親権」 追加署名60筆（合計551筆）、上申書22通を裁判所に提

出。院内集会「発言しよう！結婚と親権制度」、ゲスト濱野健・味沢道明・松野絵里子（二宮周平の登壇拒否

あり） 

8月7日 第1回手づくり民法・法制審議会 発言 宗像充・松村直人・加茂大治・石井政之（ゲスト） 

9月11日 第2回手づくり法制審 ゲスト重松朋宏 

9月14日 第5回口頭弁論「共同親権革命」 院内集会「どうして日本は非難される？」ドラ＝トーザン・ヴ

ァンサン＝フィッショ・ティエリ＝コンシニ 

10月9日 第3回手づくり法制審 ゲスト高橋孝和 

11月13日 第4回手づくり法制審 ゲスト濱野健 

共同親権 

 

「ママかパパか」から 

「パパもママも」へ 
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★ 共同親権運動とは ★ 

単独親権から共同親権へと転換することで男女平等と子育ての機会均等を目指し、「親どうしが別れても親子が親子であるため

に」する活動です。民法改正のための国家賠償請求訴訟を通じて単独親権制度の撤廃を目指します。ネット等の広報と、会報を

年４回程度発行しています。仲間を募っています（会員は別居親とその家族、及び会の趣旨に賛同する人）。年会費３０００円【入

会方法】メールまたはファックス・電話にて、お名前、ご連絡先、住所をお知らせの上、郵便振替にて３０００円（３０００円

以上の入金は寄付扱いとさせてください）を入金ください。ホームページからも入会できます。 

＊無差別に払込み用紙を同封しています。入金の際はご利用ください。 

〒３９９－３５０２長野県下伊那郡大鹿村大河原２２０８TEL/FAX ０２６５－３９－２１１６ 

メール kkokubai_contact@k-kokubai.jp  ホームページ  https://k-kokubai.jp/ 

郵便振込 ００５９０－３－１０３６９５ 加入者名 共同親権運動 
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11月25日 第6回口頭弁論「もっと共同親権」。院内集会「共同親権時代の家族支援」渡辺裕子・天野誠一郎・

高橋孝和・山本麻記 

12月11日 第5回手づくり法制審 ゲスト古賀礼子 

2022年  

1月9日 手づくり法制審 学習会 

2月12日 第6回手づくり法制審 ゲスト福田雅章 

2月17日 第7回口頭弁論「共同親権 間違いないっ！」 院内集会「民法改正 間違いないっ！」大森貴弘、

長井秀和、小林政秀 

3月13日 手づくり法制審 学習会 

3月中 別居親アンケート 

 

小括）こちら側の求釈明に対し裁判所が積極介入し、国側に単独親権制度の立法目的等を訪ねるなど議論が

かみ合ってきた。国は現行親権制度は両性の平等と子どもの利益を叶えるためとし、戦後民法立法時の親権

議論の本質がどのようなものであったのかに焦点が移った（立法不作為の起算点にもなる）。現行民法の不

平等を訴える原告側には何と何が差別か特定が求められ、民法818条3項の「父母の婚姻中は」共同親権とす

る規定（つまり婚姻外は単独親権でなければならない）が、法律婚の親とそれ以外の親を差別するものであ

る（つまり法律婚でしか共同親権が認められない）と答えている。単独親権規定は、両性の平等と個人の尊

重のために、家父長制の解体を目指した戦後民法改革が不徹底だったため残ってきたという、立法過程の議

論が明らかになっている。 

 一方、国の法制審に対して手づくり法制審を開き、月に１回、法務省の改革案や議事録をもとに独自の議

論をし、国の法制審に意見を届けるという活動を始めた。本訴訟は養育権訴訟で、海外では親の権利として

主張されるものだ。法務省のアジェンダは、自然権としての親の権利を避け、実子誘拐の違法化と共同監護

を回避することで一貫している。それは親の間の身分の序列を法制化し、形を変えた単独親権制度（家父長

制）を温存するとう点で、本訴訟の主張と真っ向からぶつかっている。こういった国との論戦を通じた民法

改革の行く末を指し示し、広く議論を起こして世論を喚起することが訴訟に勝つためにも必要。 

学者意見書を２通提出。署名、上申書も提出した。他にも個人団体含めて、親権関連の訴訟が多く本訴訟

も埋没しがちだが、定期的な発信という面では維持できている。 

院内集会のテーマは割と幅広く毎回充実。大使館に招待状を出して院内集会をしたが、通訳等課題有。議

員に浸透していくのは今後の課題。一方で、コロナ禍とやることが増えたので地方に出かけての啓発活動に

手が回っていない。担い手を増やすことも必要。別居親アンケートの結果が出た（今後発表）。 

「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という獲得目標的にはおもしろい展開になってきている。 

 

２ その他啓発活動 

 

（１）「知っていますか？共同親権」リーフ配布。弁護士たちも反対パンフを作ったので、あらためてネッ

トにもアップした。 

（２） 情宣  

各弁論の開始後に情宣を実施。家裁前でも実施。参加者は前年より減少。 
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（３）インターネット 

・ホームページ 各記事100前後の閲覧。変わってない。 

・ニュースドットコム 各記事50超の閲覧、少し増えている。 

・家庭裁判所チェック 更新した。見にくる人多い。 

・ＳＮＳ ツイッター フォロワー940（＋100）、FB フォロワー約400人（＋100）。 

・メルマガ 購読者数1440（＋60） 

・動画配信 手づくり法制審を羽田ゆきまさ放送局ほかで 

（４）裁判所提出署名 551、上申書22（内容は感動的） 

（５）地方イベント 

札幌で実施、滋賀の仲間が独自に取り組む 

（６）大手メディア 

大手で取り上げたものはない（継続中なのでニュースになりにくい）。共同親権の討論番組が組まれる一

方、木村草太らが編集者に圧力をかけ削除や訂正される記事がある。ライターらで「実子誘拐・共同親権に

関する公正報道を求める共同声明」を呼びかけている（宗像も呼びかけ人）。 

（７）地方議会等陳情、国会質問 

 嘉田議員他の議員も質問が増えている。地方議会陳情は止まった。 

（８）その他 

「子育て改革のための共同親権プロジェクト」賛同数582（微増）。松村さんが論考を出したりしている。宗

像が『共同親権』を出版。 

 

小括）共同親権についてのメディアの取り上げが増え、木村草太や弁護士らがメディアに圧力をかけ記事を

削除させようとしていたりするので、ライターらで呼びかけ共同声明を出す。DVの危険を訴えて共同親権

に反対する論調については、リーフレットや出版等で対抗しているが、もっと世論に訴えかける必要がある。

他の別居親団体のSNSでの妨害は、宗像がツイッターを始めたらやんだ。一方で、声明等に賛同すると他の

別居親団体からいじめられるというメールも（不毛だ）。 

 

３ 国等への働きかけほか 

 

2021年 

6月15日 法制審議会宛、「法制審議会の進行のあり方についての意見書」 

6月27日 日本共産党宛、「ジェンダー平等な親権議論を求める要望書」→面談拒否 

7月17日 総理大臣宛、フィッショさんのお子さんの解放を要請する申し入れ 

10月4日 中日新聞宛、2021年6月30日付・7月1日付東京新聞朝刊「離婚後の『共同親権』導入していいの？ 

DV被害が続く懸念 法改正した欧米でも見直しの動き」についての質問状→回答なし 

1月22日 男女共同参画局宛、DV保護命令の対象拡大を目的とした法改正についての意見書 

 

小括）毎月手づくり法制審で勧告を法制審議会に提出している。一方で国会等での議論の深まりはいまいち

なところがあった。年度はじめに共同親権反対派がメディアに働きかけ、共産党赤旗や中日新聞が載ったの
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で、質問状や討論の申し入れを行った（返答せず）。木村草太も含め、訴訟妨害となるため、男女平等の観点

からの反論を行なってきている。この辺の論戦は今後も継続すると思われる。共同養育議連がわりと動きが

よくなっているので、民法改革について男女平等と個人の尊重など議論の材料を提示できるようにしていき

たい。子どもの意見表明権についての法制審議会の扱いは問題。「キャンセルカルチャー」が話題になり、

フェミニズムの中も論争が始まっており、参入できるとおもしろいと思われる。 

 

４ 会務について（会計以外） 

 

（１）事務所（おおしか家族相談で請負） 

 書棚、物品管理、電話対応等前年同様。宿泊できるので（「良山泊」）合宿や打ち合わせ等で活用ください。 

（２）問い合わせ対応（電話、メール） 

 取材依頼はなし。問い合わせは２週に１件程度（減った）。子どもから親を探したいという問い合わせも。

重要な活動だができる範囲でやっている。入会や賛同のペースは落ちているが継続。 

（３）会報発送（おおしか家族相談が請負） 

 510部発送（整理して40減らした）。裁判の前後での発送で６～９号まで発行。４～８ページで維持。法制

審議会委員、主要な研究者、記者、友好団体・個人、女性センター図書館等にも郵送している。大使館にも

送るようにした。認知や人集めに役立っている。 

 

小括）裁判の維持運営と既定路線をほぼ維持。イベント等は宗像が必要に応じてメンバーと相談し、分担し

合い、必要があれば外部に応援を頼むという形で維持されている。講師等のアイディアをお茶の水の会の新

規メンバーが寄せてくれるようになった。会報の発送作業が加重で有償ボランティアを雇う場合もある。 

 

５ 支援について 

 

（１） 相談（おおしか家族相談が請負） 

 隔週の無料電話相談は最近は毎回１～２人程度（ないときも）。窓口がほかにも増えたので役割は低下し

ている。 

（２）自助グループ 

東京で月１回開催。毎回10人前後。 

（３）セミナー 

 手づくり法制審が、法律や制度、社会に目を向ける学習の場となっている。動画配信もしているので、少

しずつ議論が深まっているのを感じる。 

（４）グループワーク 

 お茶の水の会で午前に実施。諏訪で月に１回。社会の中での自分に向き合うという点で、毎回来てくれる

人がいる。いろいろ不安に思っている人に「来ていっしょに考えよう」と言いやすい。 

 

小括）ボランティアベースの支援で、自助グループやグループワークで当事者の受け皿になるとともに、運

動が独善的にならないようにするのに役立っている（と思われる）。これらの実践は、共同親権に移行した
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後のモデルにもなりえ重要。脱暴力支援団体との連携や男女共同参画などに発言する基盤づくりを取り組ん

でいる。広島のグループの宣伝支援しているが、他にも当事者団体が増えたこともあり、宣伝支援は減って

いる。 

 

総括）地道に自助グループやグループワークを維持してきて、意見書を出したい、講師を呼びたい、論文を

書く、など、社会的な活動とつながる場として重要な意味を持っている。共同親権議論は、結婚制度と結び

ついていて、個人的な体験をそれらに生かす場にもなっていて有意義。別居親当事者でない人も共同親権に

ついて関心を持ち発言するようになってきている。つながりの場としても維持するのは重要。 

 

 

Ⅱ ２０２2年度活動予定 

 

１ 裁判について 

 

 今年度中におそらく一審判決が予定されるので、弁論での証人尋問など、弁護団と連携して、後半に向け

て傍聴の呼びかけと世論の注目を集める努力を継続したい。3月にアンケートもとったので、別居親がどの

ように被害を受けてきたかデータ的にも明示できるかと思う。ハガキ作戦を展開中なので協力をお願いした

い。予想より長引いているので、財政的な面での仕切り直しが必要。 

議論は戸籍制度と単独親権制度を残した未完の戦後民法改革をどう完遂するかというテーマに直球でか

かってきた。戦後の暫定法で一時非婚時も共同親権になったのも含め、それら裁判で行われている議論をど

う周知させ、親の権利を主張しつつ、男女平等と個人の尊重（子どもの権利も含め）をどう実現させていく

のかが課題。そして家族はどう変容していくのか、議論を活発化させていくことが、裁判で勝つことにつな

がる。それが、個人こじんが子どもや家族関係を回復することにつながると信じている。 

  

２ 国側の議論への参入について 

 

 法制審議会は、実子誘拐の違法化と共同監護を避け、共同親権を一部採用しつつどう単独親権を維持する

かという点に、法務省の狙いが集約されているのが明らかになりつつある。昨年は「親権差別禁止法」「男

女家庭機会均等法」などを提起することを考えたものの、法制審議会の議論に追われて提起できていない。

一方で、「誰が本来子どもを見るのか」「子を親がみるのにどのような（法も含めた）支援が必要か」という

民法改革の中であえて避けられている議論は、裁判の法務省の論戦の中でますます明らかになっている。民

法改正の論点を提示し、具体的な獲得目標を表現する段階に来ている。この訴訟に取り組む過程は、国の議

論に一石を投じている。この議論の内容を材料として議員や役所にも提示することが重要。 

 

３ 世論形成について 

 

 議論が親の権利論の否定に向けられがちなので、親の権利がないことが、窮屈な子育てや結婚制度を作っ

てきたという点について、問題提起をしていくことが重要。婚姻内の夫婦同姓の強制と婚姻外の単独親権の
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強制はコインの裏表。これらによって維持される「標準婚」が標準でなくなったとき、自分にあった家族関

係を作ることが選択肢（権利）になる。資金集めの観点からフォトコンテストとカレンダー作成を呼びかけ

たい。 

別居親当事者以外の著名人もぼちぼち共同親権について発言する機会が増えてきた。連携できればいいが

むしろ議論や主張の材料を提示することに力点を置きたい（ある程度効果を挙げてきた）。法制審の中間レ

ポートや一審判決も見据え、その点について討論の積み重ねや草の根での運動を広げることができる局面に

なってきた。 

 

４ 当事者支援について 

 

 グループワークの場を育て、脱暴力支援の受け皿づくり、担い手の育成を目指したい。もうちょっと宣伝

に力を入れれば展開も広がりそう。 

 

 

★ 2・17 共同親権 間違いないっ！ レポート ★ 
 

◆東京家裁申し入れ 

裁判の前には「親子の関係を断絶しない家事司

法への構造改革・運用改善を求める要求書」を最

高裁判所長官 大谷直人、東京家庭裁判所長 中里

智美宛てに申し入れを行いました。 

所長の面会を申し入れたら総務課の小野さん

と経理課の石黒さんがロビーまで来ていただい

たので、裁判所の運用の問題点等要求内容に応じ

それぞれの思いを訴えましたが、「要求書は受け

取りました」と残念ながらお約束通りのコメント

しかもらえませんでした。 

 

◆第7回口頭弁論 

今回の第７回口頭弁論は東京地裁８０６号法

廷で原告側のタームでした。 

憲法１３条（養育権の侵害）違反、憲法１４条

（平等権）違反、立法不作為と原告側の主張が出

そろったことが確認され、被告の反論期日が５月

２３日（月）に、次回期日は６月９日（木）１４

時から８０６号法廷にて行われることが調整さ

れ閉廷。 

弁護団からの報告では、憲法１４条違反につい

て、民法８１８条３項の「父母の婚姻中は」とい

う規定が差別しているとの主張。法律婚にあるか

ら親としての地位が尊重されているのかは甚だ

疑問であり、婚姻中は共同親権であるというシン

ボルを与えているだけではないのか。平等である

ということは、婚姻中や男とか女とか関係なしに

親としての地位が尊重されるべきであり、現行法

の問題点であると訴えている。立法不作為につい

ては、「父母の婚姻中は」の規定を削除し、共同

親権としての養育権を調整する規定を設けてい

ないこととしている。立法の案としては、これま
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でのように曖昧な「子の福祉」とうマジックワー

ドで親子の養育関係を無意識に侵害されていく

ことが懸念されるため、「親が子を養育する利益

と責務を有する」という宣言的な規定を示したも

のであった。 

今回の期日を向かえるにあたって弁護団側へ

進行について裁判長から直々に電話があったそ

うだ。序盤は意見陳述、中盤は法律論の議論、終

盤で尋問等との流れになり、現状は中盤という位

置付けのようだ。 

書面主義の法廷で内容が見えづらい中、傍聴に

お越しいただきました方々に感謝いたします。次

回も引き続きよろしくお願いいたします。  

 

◆院内集会「民法改正 間違いない！」 

１５:３０からは場所を衆議院第二議員会館に

移して「民法改正 間違いないっ！」と題し院内

集会が開催されました。 

集会に先立って、梅村みずほ参議院議員（日本

維新の会）、宮沢ひろゆき参議院議員（自由民主

党）が挨拶されました。梅村議員は共同親権・共

同養育には様々な誤解がある中、親子が引き離さ

れている現実を変えていくために、団結して訴え

ていきたいとのこと。宮沢議員は、反対派が強力

でなかなか前に進まないが、自民党内での対立も

うまく進めていき、法制化への準備をしていきた

いとのこと。 

院内集会のゲストは３名。 

大森貴弘さんは、常葉大学准教授でドイツの憲

法と共同親権の

研究を進めてい

る。諸外国では

養育権は親の権

利とされており、

ドイツでは明確

に示されている。

親の権利は義務

を伴う人権であ

ることが特徴で、義務であるから権利性がないと

いう主張は間違っていると考える。日本の民法で

は明文化されておらず、憲法１３条が根拠とされ

る考えが多数説である。離婚に際し一方の親から

親権を奪うのは過剰介入と考えられるが、１３条

違反を認めた判例は過去にない。違憲判決を勝ち

取るためには多数の条文を上げるよりは、条文を

絞り込んだ方がよい結果が得られている。自然法

の主張は過去に流行った手法で現在は控えめに

した方がよい。親の権利に関しては、親権を失っ

た親にこそ憲法上保護されなければならないと

考えられるとのこと。 

長井秀和さ

んは、芸人で

ありながら、

西東京市で政

治活動を行っ

ている中、当

事者の方々と

接する機会が

増え、共同親

権を進めてい

くことが必要

と感じている。橋下徹弁護士や北村春男弁護士も

共同親権を推進しており、影響力のある方を巻き

込んで世論を動かしていくと良いのではないか。

また、養育権がないのに養育費を払ったり、遺産

相続ができたりと矛盾を感じているとのことで

した。 

小林政秀さんは、東京弁護士会の弁護士。当事

者である依頼者から発言の依頼を受けてお話を

いただいた。実子誘拐・連れ去り問題について刑

事事件にならない現状に問題を感じており、裁判

所や行政は反省すべきであると。現状は連れ去っ

たもの勝ちになっており、連れ去りにはペナルテ

ィーもない。慰謝料請求はできるが大した額も取

れない。人身保護請求も発動に期待できない。こ

ういった制度的な問題が大きく運用が間違って



８ 

いるので、法曹界として

も何とかしなければいけ

ないと思っているとのこ

と。 

最後に、梅村議員から

「正当な理由がなければ」

連れ去りも、連れ戻しも

刑法２２４条違反として運用していく旨のコメ

ントを頂いた。 

単独親権制度が故の連れ去り問題は、共同親権

だけで解決されるものではないが、少しでも親子

が引き離される事件が減ることを願ってます。こ

の活動が大きなうねりとなって世論が動き出す

よう、皆さん応援の程よろしくお願いします。（M） 

 

 

◆  第７回口頭弁論レポート ◆ 

 

まず書面の確認をいたしました、準備書面４，

準備書面３訂正書の陳述、甲４７～６０号証の提

出・調べが行われました。 

これを踏まえ、被告国が反論をするということ

で、いろいろ日程調整をしながら、令和４年５月

２３日提出期限、次回期日は、令和４年６月９日

１４時から８０６号法廷ということになりまし

た。 

期日自体は上記の流れでシンプルに短時間で

終了した次第です。 

今回希望していた原告の方１名による意見陳

述については実現できませんでした。裁判長より、

事前に、丁寧に説明いただいたという経緯もござ

いました。そもそも、原告による意見陳述は裁判

所の訴訟指揮の一環で認められるものという形

式的な面もありますが、実質的な機能としても、

訴訟の序盤で、訴えの真意などのイメージを共有

するために行われることがあること、今は、中盤

に差し掛かり、法律的な争点整理の議論をしてい

ること、終盤によくある尋問手続き等、原告の意

見を伝えられる機会が否定されるわけではない

というように説明いただいておりました。  

このことから、提訴から２年を過ぎて、３年目

となるこの共同親権国賠訴訟が、今、「中盤」に

あることがわかりました。 

今回、被告国の反論があるのかどうかわからず

に期日に臨んだところ、当然のように、反論を予

定とするというものでしたので、受け入れながら、

期日の調整となりました。この先の進行について

はっきりとはわかりませんが、研究者の方による

証人尋問等実現できるよう、引き続き準備をして

まいります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

（2022.2.19古賀礼子弁護士） 


