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オーストラリアでの離婚について 

 オーストラリアは日本に比べて離婚率の高い国であ

り、毎年約５万人が離婚しているといわれています。そ

のうち、半分近くが小さい子どものいる家庭ということ

です。そのため、オーストラリアでは離婚の際に子ども

への影響が少なくて済むよう、法制度が整っています。

最近虹の会でも離婚に関する相談が増えているとのこと

なので、今回はオーストラリアでの離婚について大まか

な説明をしたいと思います。 

 今回の記事は、主に日本人女性がオーストラリアで結

婚・離婚した場合を想定して書いておりますので、あら

かじめご了承ください。また、離婚はソーシャルワー

カーの専門分野ではありません。養育権や財産分与など

に関して詳しい情報が欲しい場合は、早めに法律の専門

家（Legal AidやCommunity Legal Centreなど）に相談す

ることを強くお勧めします。英語が不安な場合は通訳を

使ったほうが良いでしょう。政府の翻訳サービス（TIS：

Translating and Interpreting Service：電話番号131 

450）またはNAATI（電話番号1300 557 470）でも通訳を

雇うことができます。TISを使うと、政府の機関、Legal 

Aidなどでは無料で通訳を介して話ができます。 

 Legal Aidでは法律相談の他、収入・財産の条件を満た

している場合には、弁護士を紹介してくれます。Legal 

Aidに関しては、虹の会ニュースレター第51号（2013年９

月号 http://nijinokai.com.au/wp-content/

uploads/2013/08/NL2013_09.pdf）にも詳しい情報があり

ますので、参考にしてください。 

 

■オーストラリアでの離婚手続き 

 離婚をする場合、まず西オーストラリア州の家庭裁判

所（the Family Court of WA）に届け出ることが必要で

す。その際、離婚届出書を提出し申請料を払うことにな

ります。申請料は現在1200ドルですが、Concession Card

などを持っており低所得であることが証明された場合、

280ドルまで減額することができます。 

届け出は夫婦一緒に行うことも、片方が申請することも

できます。もし夫婦の片方のみが申請した場合は、申請

した側がapplicant、申請していない側はrespondentと呼

ばれます。 

 オーストラリアではNo-fault divorceの主義が用いら

れており、どちらかに責任があればすぐに離婚できると

いうことではありません。言い換えれば、１．夫婦生活

が完全に破綻しており ２．将来的に夫婦生活が修復す

る見込みがないことという要件を満たしていないと離婚

は認められません。そのため、オーストラリアでは最低

ソーシャルワーカー 宮崎恵子 

虹の会は４歳以上の子供たちのための親子音楽会を企

画しています。 

 

日時：１０月８日(木曜日）１４時から１５時 

場所：Henderson Memorial Presbyterian Church  

   (パース日本語キリスト教会） 

   １０１Kimberley St, West Leederville 

演奏者：小松茂 

   （WASO/西オーストラリア交響楽団チェリスト) 

その他：定員７０名先着順 

詳しくはホームページ、Facebookをご覧ください。 

      

参加希望の方は下記までお申し込みください。

Email:oyakoongakukai@gmail.com ウッズいずみ 

親子音楽会 

mailto:oyakoongakukai@gmail.com
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6320）などに相談することを強くお勧めします。永住権

を申請中でドメスティックバイオレンスの被害者であっ

たことが認められた場合、特別に居住権を考慮されるこ

ともあります。 

 

■家庭裁判所（Family Court of WA） 

 家庭裁判所に親権や財産分与の調停を依頼する場合、

裁判の費用がかかります。ただし、Legal Aidの弁護士を

利用している場合や低所得者の場合、その費用が免除さ

れることがあります。 

 裁判では、財産分与 (Property Settlement)の件は、

夫婦が所有する全ての財産を考慮に入れ、各当事者がど

れくらい貢献したか（家事、育児、経済的寄与など）、

離婚後の経済的能力、年齢、新しい配偶者の有無、養育

などを総括的に考慮して公正な取り決めをします。 

 子どもの親権に関する家庭裁判所の流れについては、

以下のウエブサイトを参考にしてください。 

 

http://www.familycourt.wa.gov.au/_files/Child%

20Related%20Proceedings%20in%20FCWA%20011210.pdf 

（英語） 

 

■ハーグ条約について 

 日本では2013年５月に国会でハーグ条約(国際的な子の

奪取の民事上の側面に関する条約)が承認されました。そ

れにより、16歳未満の子どもを片方の親が他方の親の承

諾なしに国外に連れ出した場合、他方の親はその子ども

をもともと住んでいた場所まで戻すことができるように

なりました。別居後に日本に帰国する場合などは、注意

が必要です。 

１年の別居期間が離婚の最低条件として定められていま

す。別居は、経済的理由などでやむを得ず同じ家に住ん

でいる場合（家庭内別居：separation under the one 

roof）でも、以下のような条件を満たせば別居と認めら

れます。 

 

 一緒の部屋に寝ていない 

 経済面で独立している 

 お互いの家事をしていない 

 一緒に外出または社交をしていない 

 一緒に食事の準備、食事をしていない 

 友人や家族に別居の件を告げてある 

 

この場合、家庭裁判所は夫婦のどちらかまたは両方及び

第三者（友人、家族、隣人など）から以上のことを証言

する宣誓供述書（affidavit）を請求することがありま

す。第三者からの宣誓供述書を提出した場合、その人は

証人として裁判所に出頭を求められます。 

また、結婚して２年以内の夫婦が離婚する場合、裁判所

が認定する離婚カウンセラーによるコンサルテーション

が義務づけられています。 

 別居して1年すると離婚の申請ができるようになり、裁

判が行われてDivorce Orderが発行されると離婚成立と

なり、その後は再婚が認められます。 

 

■親権（Custody）について 

 オーストラリアでは親権は基本的に「共同親権」と

なっており、両親に子どもを育てる義務や権利があると

考えられています。そのため、裁判所は子どもの住む場

所、経済的援助の詳細、教育についてなどの取り決めが

きちんとなされていない場合、離婚を認めません。 

 2008年に法律が改正され、離婚を申請する夫婦は家庭

裁判所(Family Court)で調停を求める前に親権や財産分

与についてFamily dispute resolution (FDR)で話し合う

ことを求められています。ドメスティックバイオレンス

があった場合は、FDRは免除されます。 

 家庭裁判所に行かずに親権や財産分与について夫婦が

同意した場合、Consent Orderを裁判所に提出することも

できます。FDRに出席する前に同意に至りConsent Order

を提出することになった場合、FDRに出席する必要はあり

ません。Consent Orderは離婚成立後から12ヶ月以内に提

出する必要があります。親権のみ同意に至った場合、

Parenting Planとして裁判所に提出することもできます。

経済的な同意だけの場合は、Binding Financial Agreement

と呼ばれます。 

 裁判にせずに親権や財産分与について双方が同意にい

たるよう話し合いをする方法は他にもMediation 、

Arbitration、ファミリーカウンセリングなどがありま

す。それでも同意に至らなかった場合は、家庭裁判所に

調停を申請することになります。 

 ドメスティックバイオレンス（家庭内暴力）が離婚の

一原因となっているような場合は、早めにLegal AidのDV 

Legal Unit (電話番号：9261 6254 または (08) 9261 

http://www.familycourt.wa.gov.au/_files/Child%20Related%20Proceedings%20in%20FCWA%20011210.pdf
http://www.familycourt.wa.gov.au/_files/Child%20Related%20Proceedings%20in%20FCWA%20011210.pdf
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■養育費 (child support) 

 未成年（18歳未満）の子どもがいる場合、養育費

（Child Support）を申請できます。養育費の設定は、1.

夫婦が裁判などで独自に金額や内容などの同意に至った

場合2.政府の機関Child Support Agencyを通す場合があ

ります。 

 Child Support Agencyを通して申請した養育費は、基

本的に前年度の収入を使って計算されますが、他にも未

成年の子どもがいる場合や現在経済的困難を経験してい

る場合などはその額からさらに減額されます。 

Child Support Agencyを通しての養育費の申請は、 

 

オンライン 

https://childsupportapplication.humanservices.gov.au 

 

または電話131 272（英語）によってできます。131 202

に電話して日本語の通訳を通して申請することもできま

す。  

 

■別居・離婚後の政府からの金銭的援助 

 オーストラリアでは、日本の社会保険事務所にあたる

機関はセンターリンクと呼ばれ、そこでParenting payment 

singleと呼ばれるシングルペアレンツ用の手当てを申請で

きます。その他、Family Tax payment も申請することが

できます。Parenting Payment Singleは、一番年下の子

どもが８歳以下の場合に限られます。子どもの年齢が高

い場合で失業中の場合は、失業者用の手当てNewstart 

Allowanceを申請できます。 

 センターリンクからの援助の対象にならない場合で

も、例外的にAsset Hardship Provisionsとして 援助を

もらえることがあります（電話番号：132 300 http://

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/assets/

asset-hardship-provisions）。また、クライシスペイメ

ント （Crisis Payment）は、ドメスティックバイオレ

ンスを経験していて経済的困難を経験している人を対象

に一度だけ支払われます。 

 経済的困難を経験している場合やドメスティックバイ

オレンスが離婚の原因となっているような場合は、セン

ターリンク専属のソーシャルワーカー（電話番号：132 

850）に相談することをお勧めします。 

また、センターリンクのウエブサイトには日本語のペー

ジもあり、Parenting PaymentやChild Supportなどの情

報が日本語で読めます。  

 

http://www.humanservices.gov.au/customer/

information-in-your-language/japanese 

 

今回は紙面の都合で簡単な説明にとどまりましたが、そ

の他詳しい情報が必要な方、ご相談のある方は、虹の会

（電話：0403 530 928 Eメール：

info@nijinokai.com.au）までご連絡ください。また、今

後どういう情報を扱って欲しいかなどのご希望があり

ましたら、虹の会までお知らせください。 

 

■参考資料 

 

○オーストラリア弁護士生活（日本語） 

http://blog.livedoor.jp/keigoatlaw/

archives/51930398.html  

 

○Women’s Legal Centre WA（英語） 

http://www.wlcwa.org.au/legal-info-and-support/

relationship-breakdown/   

○Family Court Western Australia（英語） 

http://www.familycourt.wa.gov.au/K/kits.aspx   

 

○Legal Aid WA（英語） 

http://www.legalaid.wa.gov.au/

InformationAboutTheLaw/

FamilyRelationshipsChildren/Pages/Default.aspx  

 

■主な連絡先 

 

Legal Aid InfoLine: 1300 650 579 

The Family Relationships Advice Line (FRAL): 1800 

050 321 

Centrelink Social Worker: 132 850 

https://childsupportapplication.humanservices.gov.au
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/assets/asset-hardship-provisions
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/assets/asset-hardship-provisions
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/assets/asset-hardship-provisions
http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language/japanese
http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language/japanese
http://blog.livedoor.jp/keigoatlaw/archives/51930398.html
http://blog.livedoor.jp/keigoatlaw/archives/51930398.html
http://www.wlcwa.org.au/legal-info-and-support/relationship-breakdown/
http://www.wlcwa.org.au/legal-info-and-support/relationship-breakdown/
http://www.familycourt.wa.gov.au/K/kits.aspx
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/FamilyRelationshipsChildren/Pages/Default.aspx
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/FamilyRelationshipsChildren/Pages/Default.aspx
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/FamilyRelationshipsChildren/Pages/Default.aspx
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サンデーマーケットについて 
虹の会：米塚寛泰 

 ネパールの首都カトマンズ付近を震源とするマグニ

チュード７．８の地震が発生したのは４月２５日、そ

の後もつづく余震により多くの方が犠牲となり、未だ

多くの方が不自由な避難生活を強いられています。虹

の会では例年サンデーマーケットを行っており、今回

はその売上金を全額、義援金としてネパールへ送るこ

とに決定。私もサンデーマーケットの一員として参加

させて頂くことができました。以下はそのレポートで

す。 

 

 ５月１７日、カリンナアップショッピングセンター

の駐車場でマーケットは開催されました。身震いのす

る寒さと暗がりの中、６時半に会場入りするとすでに

大勢の方がてきぱきと会場準備をしています。あと１

５分早く起きるべきだった、と遅刻をごまかすため急

いで商品の陳列を始めました。２０メートルほど並べ

たテーブルには食器から家電、子供用品とあらゆる物

があり、中にはコタツ、落語のＣＤセットなどパース

ではなかなかお目にかかれない珍しい掘り出し物も。 

 

 「今日は人が少ないみたい」と経験豊富な会員の

方。確かに開始１０分前だというのに入場ゲートで並

んでいる方は数人いるだけです。数日前から天気予報

では雨の予報になっており悪天候、お客さんがあまり

来ないのではないかという不安がよぎります。 

７時半になりゲートが開きます。私はこういった販売

の経験が無く、少し緊張して始まりました。 

 一番人気なのは生活雑貨の部門、商品の数も多く値

段も手頃だからでしょうか。電化製品部門の一人だっ

た私は、照明ライトの説明をするためなんとか英語を

ひねり出します、最後には喜んで買っていただけて嬉

しくなります。 

 はっと周りを見渡すと、人だかり。虹の会のブース

はどの部門もひっきりなしにお客さんが押し寄せてい

ます。私の担当する電化製品の部門でも、コタツが現

地の男性に買われたころから流れが変わります。 

 日本語学習の本を購入されたオーストラリア人の男

性。「これは寄付だから」と＄１の本に＄５払われた

女性。ＢＢＱ台を購入された奥様からは、日本人なの

に他の国のために活動するのはすばらしいこと とい

う言葉も頂きました。 

 虹の会では同時に寄付箱も設置しており、小さい男

の子がコインを握りしめ駆け寄り、募金するのを見て

和やかな嬉しい気分にもなりました。 

 

 終了時間には、山ほどあった商品がほぼ完売となり

ました。売上の集計額は前年の売上を超し、また設置

していた寄付箱にも多くの募金がされていました。売

上金は全てネパールへ、という今回の運動を通しオー

ストラリアでの寄付に対する関心の高さ、相互扶助の

精神を改めて垣間見れました。 

 最後になりましたが、サンデーマーケットの成功は

多くの方の働きによるものと存じています。早朝から

トラックで駆けつけて頂いたＣＵＢＥ様、日用品を寄

付して頂いた皆様、事前準備をして頂いた虹の会の皆

様、マーケットに顔を出して頂いた方々。皆様の心の

暖かさに感謝致したいと思います。 

 復興支援は長期的なサポートが必要となりますの

で、今回のことで少しの方にでも関心を持っていただ

けたら幸いです。ネパールの一日でも早い復興を祈り

ます。 
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B Y O  
Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

あなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エスあなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エス  

 

各種格安航空券をご用意して、 

皆様のご来店をお待ち申し上げております。 

「急な帰国が決定。大至急航空券が必要だ！」 

そんな時でもお任せ下さい！ 

 その他にもホテル、各種オプショナルツアーの手配も 

お気軽にご相談下さい。 

 
   電話：08 9221 5588     FAX：08 9221 3194 

   E-Mail：per@his-au.com.au 

   オフィシャルサイト：www.his-oceania.com 

   日本からのツアー情報サイト：www.his-j.com  

 

   

H.I.S. AUSTRALIA  PTY LTD  A.B.N. ABN 81 011 037 577 

PERTH OFFICE  : 2/26 St George’s Terrace, Perth  W.A.  6000 

Ph : (08) 9221-5588    Fax : (08) 9221-3194    Lic. No. : 9TA1497  
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  メンバーズコーナー 

田崎 稔 

 

パースに来て7年になりますが、やっと虹の会のメ

ンバーに加えて頂いたホヤホヤの新入会員です。実

はもっと前から入会申し込みを考えていたのです

が、厳しい面談で入会を拒否されたらどうしよう！

とか、出来ない事をやらされるんじゃないか！と

か、なかなか踏ん切りが付かず、長い間うじうじし

ていました。でも案ずるより産むが易し、優しいご

会長、事務局長の親切な面談のおかげで無事入会で

す。こんなことならもっと早く入会しておけば良

かったと反省しています。虹の会でお役に立てるよ

うな技能や資格を持っている訳ではありませんが、

歳をとったらNPOで奉仕活動と決めていますので、

専ら雑用係りに徹して、出来る事は何でもお手伝い

したいと思います。 

春の兆しを感じるこの頃ですが、皆様お元気でしょうか？ 

 

虹の会では７月、８月に１３カ所の日本人プレイグループを訪問し子育て中のお母様方と交流しました。

またケアチームは登録会員の方を毎週のように訪問し、必要なお手伝いをさせていただいております。 

 

１０月には親子音楽会も企画しておりますので、興味のある方はお申し込みください。また、９月には新

年度を迎え１０月３日に総会を準備しています。 

 

早いもので、もう一年が過ぎてしまい、今年度も大変充実した活動ができました。  

 

虹の会では随時新入会員を募集しております。ボランティアに興味のある方は“サポートネット虹の会”

のホームページから入会申し込みを送ってください。 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

左：大槻会長/右：田崎 稔 
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聖書の学び会 
    火曜日 １１時から１２時まで 
 

無料英会話教室 
       月曜日－金曜日 

       １、１０時から１２時４５分まで 

       ２、１４時から１６時３０分まで 

   （授業の最後３０分は聖書に関するお話があります。） 

 

                                    日曜集会 
                                日曜日 １３時から  

 

          プレイグループ 
          火曜日と水曜日 １０時から１２時まで 

 

                                        

 

     

                            連絡先：0413 243 065 （日本語可）  

       住所：101 Kimberley. St, West  Leederville 

           Facebook: West Leederville Presbyterian Church 

メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前８時～ 午後５時 （土） 午前９時～午後１２時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 
お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい） 

T- 9225 4573 

回転寿司＆テイクアウト 

Town Hall 店 
Shop 4, Equus Arcade 

580 Hay Street 

T- 9221 3255 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9218-8973  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 



Page 8 Support net 虹の会  第 59号 

編集だより 

日本では、猛暑が続いているようですが、ここパースの冬も例年になく暖か

く、皆さんお元気でお過ごしと思います。ところで、虹の会のニュースレター

も２０００年３月に第１号が発刊され、この９月号で５９回目を迎えました。

これからも少しでも皆さん方のお役にたてるよう、活動を続けていきたいと

思っていますので、ご協力、ご支援の程よろしくお願いします。 

（編集委員：大槻） 

 ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政

府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま

た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の

会員です。 

 「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、

国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相

互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に

日々努力を重ねています。 

 高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助

けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の

出来ない人たちへの組織的なサポートをします。 

 電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育

児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと

もに考え、サポートしていきます。 

 また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを

通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ 
（私たちはこういう団体です） 

【会員】 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会希望者は「虹の会」事

務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

・正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方 

・準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方 

・学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方 

・賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人  

・協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人 

・登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方 

 

【支払い方法】 

小切手の場合：宛て先 Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先 P.O.Box650,Nedlands WA 6909 

銀行振り込みの場合：口座名 Support Net ”NIJI NO KAI" Inc. / BSB No.016-363 / 口座No.3483 45499（ANZ Bank) 

なお、振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。 

 【申し込み】 

虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。 

●その他、お問い合わせ：事務局（キリヒレヒナー裕子）TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au  

（１）生活情報の提供        移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

（２）医療情報の提供        医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）介護支援            一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

（４）妊娠・出産サポート      妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

（５）子育て相談           子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

  お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

（７）プレイグループへの支援   日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

（８）その他のサポート       （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

（９）電話相談            上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中で困っ    

                     たこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩み事をおもち 

                     で相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連絡ください。 

                     代表: 0403 530 928 / Mail: info@nijinokai.com.au 


