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2020年正月　京都さつき法律事務所一同

2020年がみなさまにとって良い年になりますように。
今年もよろしくお願いします。

2020新年号

夫が別の女性と暮らしたいか
らと家を出て行ったり、姑にい
じめられ夫のDVにあった妻が
やむなく家を出たり、夫婦が別
居する理由はさまざまです。

でも別居すると、それまで妻
が管理していた給料振込口座を
夫が停止するなどして、生活費
を渡してもらえなくなることが
よくみられます。

そこで妻は、家庭裁判所に生
活費（婚姻費用）請求の調停を
起こしますが、むかしは、１年
以上たっても決まらず、生活費
を払ってもらえないまま離婚調
停や裁判を進めざるをえないこ

とが普通にありました。そうす
ると妻（と子）はたちまち生活
に窮し、干上がってしまいます。

それでも夫側は、さまざまな
「払えない理由」を言い立てて
きます。住宅ローンのほかにも
借金があるとか、来年給料が下
がる予定だとか、子どもに部活
や塾をあきらめさせろとか、「そ
もそもお前（妻）が家に戻れば
元通り生活費は渡してやる」
etc.etc.です。

いつになったら決まるのか見
えない状況に音を上げた妻は、
夫への請求を諦めて離婚してし
まって、生活保護を申請したり、

算定表物語
〜別居した夫が生活費を払わないとき

弁護士　山下信子

2019年10月。研究者の友人が叙勲され叙
勲式に招いてくださいました。

※新年の執務は2020（令和２年）年１月６日より開始いたします。

母子手当てをもらう道を選択し
たりしました。そんな妻たちの
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みかん

弁護士　本條裕子

やつれた顔を、私は今も忘れて
いません。

＊
そんな状況を一変させたのが、

2003年に家庭裁判所裁判官の
研究会が発表した婚姻費用・養
育費の算定表でした。これは、
夫婦双方の給与の源泉徴収票な
どをもとに、ある意味、機械的・
定型的に婚姻費用・養育費を決
めるもので、夫が、「借金があ
るから払えない」と抵抗しても、

「算定表では借金は考慮しない
のが基本なので無理です」「イ
ヤなら算定表どおりの計算で審
判になるけどいいですか？」な
どとスルーし、迅速に決まるよ
うになったのです。そうなると、
まず婚姻費用を決めてから、離
婚の話に取りかかるという調停
の進行ができるようになります。
こうして、少なくとも、生活費
を払ってもらえない状態で、離
婚調停や裁判をする状況は一掃
されたのでした。

まさに家裁実務の劇的変化で
あり、ひとり何百件もの事件を
抱えながら算定表を作成した裁
判官たちはエライのでした。

＊
しかし、この算定表には、２

つの問題が指摘されるようにな
りました。ひとつは、算定表に
よって決まる額が、請求する側

（妻と子）に厳しく、最低生活
水準に満たないケースもあると
いうことです。日弁連も2016年
に、より実情に即した、子ども
の福祉に沿う算定方式を提言し
ていました。この点については、
新算定表が、2019年12月23日
に発表される予定で、おそらく、
現行の算定表よりも額がアップ
されるのではないかと囁かれて

います。
＊

もうひとつの問題は、算定表
が重視される状況を逆手にとっ
て、離婚調停で合意した養育費
の減額を、元夫（子の父親）か
ら求めてくるケース（養育費減
額調停）が、しばしば見られる
ようになったということです。
例えば、離婚に応じてもらいた
いがために、養育費の額を「盛っ
て」おいて、離婚後、再婚して
被扶養者が増えたとか、収入が
減ったなどを理由に、離婚調停
での合意の変更を求めるような
ケースです。

いったん合意した内容は遵守
しなければならないことは、民
法の大原則です。離婚調停でも、
子どもが成人するまで毎月決
まった額の養育費を払ってもら
えることを前提に生活設計をし
て離婚調停を成立させる決断を
するのですから、安易に変更さ
れては困るのです。なので、事
情の変更を理由に、合意内容の
変更を求める場合には、①前の
調停の基礎とされた事情につい
て、②前の調停のときに予見で
きなかった変更が生じたこと、
③それは当事者の責めによらな
い変更であること、④事情の変
更の結果、前の合意を維持する

ことが著しく不当不公平になっ
た、という４つの要件が認めら
れる場合にのみ、減額など合意
内容の変更を認めるのです（こ
れを「事情変更の原則」といい
ますが、「よほどの事情変更が
ないと合意内容の変更を認めな
い原則」といった方がわかりや
すいですね）。

けれど、算定表があまりにも
王道となっているために、減額
請求の調停が出されたら算定表
で計算し直す実務が見られるよ
うになりました。私も、調停で
はなく審判で、減額の決定をく
らったことがあります。この事
案は、あまりに安易な事情変更
の原則の適用だと思われ（しか
も不服申立を躊躇させるような
姑息な額の減額で）怒りが沸騰
し、抗告して頑張りました。大
阪高裁で、「事情変更の原則に
言う事情変更は認められない」、
つまり、減額の請求は認めない、
という決定をいただいたとき
は、しみじみ大原則を守った喜
びと安堵に浸ったのでした。

＊
この原稿を書いている2019年

12月はじめには、新しい算定表
の内容は何も分かっていません
が、これからも原則を守って離
婚事件にあたりたいと思います。

私は小さいころからみかんが
好きでした。小学生のころ、母
が買ってきたみかんを１袋、１
人で食べてしまうこともありま
した。祖母から「そんなにみか
んばっかり食べてたら、手が黄
色くなるで」と注意されました
が段ボール箱で届いたみかんを
毎日いくつも食べ続け、実際に
手のひらが黄色っぽくなってし
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だるまちゃんに込められた思い

弁護士　本條裕子

昨秋、京都で開催された「かこさと
しの世界展」に行ってきました。

かこさとし先生は、「だるまちゃん
とてんぐちゃん」を初めとするだるま
ちゃんシリーズ、「からすのパンやさ
ん」等600点以上もの絵本を作成され
た絵本作家さんです。とは言え、私も、
幼いときに絵本を読んだことがあった
だけで、この作品展に行くまではかこ
さとし先生ご自身については何も存じ
上げませんでした。

かこ先生は19歳のときに敗戦を迎え
られました（先生は「終戦」と言わず、
あえて「敗戦」とおっしゃるそうです）。
自身が幼稚な判断で「軍人になろう」
と思ってしまったことへの後悔と、軍
人を志し亡くなってしまった同級生た
ちの「死に残り」の自分に何ができる
かを必死に考えた結果、「これからを
生きていく子どもたちが、僕のような
愚かなことをしないようにしたい。子
どもたちは、ちゃんと自分の目で見て、
自分の頭で考え、自分の力で判断し行
動する賢さを持つようになってほし
い」との思いから、絵本作家を志すよ

うになられたそうです。楽しく明るい
絵本の数々の背景には、こんな強い信
念があったのだと驚きました。また、
先生は東京大学工学部のご出身で、児
童文学や絵画を学問として学んだ訳で
はなく、子どもたちとふれ合い、その
様子を観察しながら子どもたち向けの
劇や紙芝居を制作され、それが絵本制
作へと繋がっていたとのことでした。
また、先生の作品には数多くの科学絵
本がありますが、その制作のための下
調べを丹念に行っておられたこともわ
かりました。「子ども相手だからこそ、
むしろ小手先の技やごまかしは通用し
ない。人間対人間の勝負」そう考えて
絵本を制作してこられたそうです。

この作品展にすっかり感銘を受け、
かこ先生の自伝的エッセイ『未来のだ
るまちゃんへ』も購読しました。作品
展とこのエッセイを通して感じたのは、
かこ先生の絵本制作への真摯な姿勢と、
子どもたちへの優しく深い愛でした。
また、エッセイには、日本が戦争へ向
かう状況、戦時中の社会の様子、そし
て敗戦後の生活状況など、歴史ではな

大学院卒業式の写真から

まったこともありました（この
ような症状を「柑皮症」と呼ぶ
のだと大人になってから知りま
した）。

今の仕事に就いた後の、ある
冬、どうにも冷え性が酷くなっ
たような気がして、いつもお願
いしている鍼灸の先生に施術を
お願いしました。「水分は身体
を冷やすから取り過ぎはよくな

いよ。みかんの食べ過ぎちゃう
か」と言い当てられ、ドキリと
しました。その結果、先生から

「みかんは１日３つ、午後３時
まで」とするみかん制限令が下
されたのでした。

元来真面目な性分の私は、つ
わりが酷くてみかん以外何も食
べられなかったときを除いて、
この制限を守ってきました。で

すが、毎年冬になると、旬を迎
えた美味しいみかんと暖かい部
屋（こたつがあればなお良し）
という、みかん好きにとっては
ベストコンディションがやって
く る た め、 誘 惑 に 抗 い つ つ

「あぁ、今日のみかんはあと１
つだけだなぁ。味わって食べよ
う」と思っています。
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事務所へのアクセス

河原町通二条の交差点を西へ入り、
少し行った南側、漢方薬局「延寿堂ビ
ル」の２階です。
交通機関は、地下鉄東西線又は市バ

ス「市役所前」から歩いて５分弱、京阪
三条駅から歩いても10分程度。
お車でお越しの際は、事務所専用の

駐車場は設けておりませんので、付近
の駐車場をご利用ください。
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編集後記

京都府立京都学・歴彩館から、
さつきニュースを同館に備置し
たいので寄贈してほしいとの申
出を受けました。バックナン
バーのひとつを、目に止めての
ことだそうです。

歴彩館（前の京都府立総合資
料館）といえば、歴史や伝統文
化、美術工芸、京都に関する資
料を収集保存して、府民や研究
者の利用に付している、知の巨
艦です。千年前の国宝級の古文
書もあったりします。

行政文書も保存しています。
最近では、旧優生保護法のもと
で精神障害者らが不妊手術を強
いられた問題で、関連記録が保
存期間徒過で破棄されていて、
手術を受けた方をどうやって探
して救済するのか問題になった
ときも、歴彩館を探したら見つ
かったのでした（歴彩館はえら
い！）。

中で沸いてくる感想を綴った
エッセイを、おもしろいと思っ
てくださったのだ、そう思うこ
とにしました。

それなら書こうではないか、
書けるように仕事をしようでは
ないかと、ワシワシとやる気が
沸いてくるのです（きょうは椎
名誠風）。これから世界がどう
なっていくのか心配だけれど、
永く存続するであろう（続いて
ほしい）歴彩館の片隅で、たと
えば100年後の京都の女子学生
が、小さな法律事務所の泣き笑
いの物語を見つけてくれるかも
しれないと思うと、ほんわか暖
かい気持ちになるのです。

2020年が皆さまにとってよ
い年になりますように。皆さま
に理不尽な問題がふりかかりま
せんように。もしそうなったと
しても良い解決ができますよう
に。

今年もよろしくお願いいたし
ます。 （弁護士　山下信子）

い、当時を生きた方が経験した
生の戦争が描かれていました。

「どうか、どうか、同じ間違いを
繰り返すことがないように」と
の言葉には、かこ先生の強い願
いが込められています。
「僕は、子どもたちには生きる

ことをうんと喜んでいてほしい。
この世界に対して目を見開いて、
それをきちんと理解して面白
がってほしい。そうして、自分
たちの生きていく場所がよりよ
いものになるように、うんと力
をつけて、それをまた次の世代
の子どもたちに、よりよいかた
ちで手渡してほしい」。かこ先生
のこの言葉が胸に刺さりました。
かこ先生の絵本を読んで育った

我々は、次の世代の子どもたち
に社会を「よりよいかたち」で
手渡してあげられるだろうか。
かこ先生が作品に込められた思
いを未来へと紡いでいくにはど
うしたらよいだろうか。答えは
出ませんが、毎日を慌ただしく
過ごす中でつい埋もれてしまい
そうになるこの気持ちを、しっ
かり持ち続けたいと思います。

京都府民のひとりとして、歴
彩館に親しみと敬意を抱いてき
た私は、今回のお話はあまりに
嬉しくて、つい夫に話したら、

「なんでやろ？　京都中の法律
事務所のニュースを集めてるの
かなぁ？」と不思議がり、さつ
きニュースに収蔵価値があるの
かと疑いを表すので、喜びは急
速にしぼんだのでした（喜びを
共にできない人に話すのは今度
こそこれからやめよう）。

確かに、さつきニュースは、
伝統とも文化とも関係がないし、
さつき事務所は有名でも大きく
もないし、どこが歴彩館の学芸
員の目に止まったのか、不思議
な気がしないではないです。

でも、いいのです。歴彩館の
学芸員は、歴史は、著名人や偉
人が作るばかりではなく、市井
の人々の平凡な営みの集積なの
だ、ということをわかっていて、
京都という地域の小さな町弁

（マチベン）が、日々の仕事の




