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　日本では、毎年25万から23万件の夫婦の離婚があって、20万人以上の子どもたちが親の
離婚に巻き込まれている。2011年度の厚生労働省による全国母子世帯等の調査結果でも、
子の面会交流の取り決めのある母子世帯は 4分の 1以下、父子世帯は 5分の 1以下で、多
くの子どもたちが親との交流や親子関係を断たれてしまっている。また、同じ調査で、養
育費の取り決めをしているのは母子世帯で 4割弱であり、離婚した父親から養育費の支払
いを現在も受けているのは 5分の 1以下で、支払額も極めて低い水準であった。
　2011年 5 月に、民法766条の一部改正があり、ようやく離婚に際して、面会交流と子の
監護に関する費用（養育費）について明文の規定が入り、離婚届けに取り決めの有無の
チェック欄もできた。しかしながら、取り決めがなくても、離婚届けは受け付けられてし
まうために、法務省の調査結果でも、2012年 4 月からの 1年間で、子どものいる夫婦で面
会交流の取決めをしたのが55％であり、養育費の分担の取り決めをしたものも56％と半数
程度にとどまっていたというのが実情であった。さらに、面会交流や養育費をめぐる家庭
裁判所の調停の新受申立事件数は、ここ10年で 3～ 4倍にも増えており、紛争も熾烈化し、
解決も長期化、困難化しており、子どもが置かれている状況には厳しいものがある。
　そこで、養育費相談支援センター内に、養育費確保の制度問題研究会を立ち上げ、特に、
親の離婚や別居に伴う面会交流・養育費の問題を取り上げ、子どもをめぐる公正で無理の
ない取り決めを促進し、親の離婚や別居、未婚などのさまざまな事情の中にある子どもが
安心して暮らせる養育環境の確保のための法制度の整備や社会的な支援制度の充実に関し
て共同研究を進めてきた。本シンポジウムでは、面会交流や養育費の実務を踏まえたうえ
で、主として、その制度や仕組み、政策的課題について、支援の現場にいる専門家、実務
家、弁護士、研究者が共同研究を重ねてきた成果にもとづき、諸外国での先進的な取組や
経験等を踏まえて、具体的な政策提言をし、あわせて関係者のみなさまのご意見を伺う機
会にしたいと考えた。
　本シンポジウムは、「子どもたちの未来を育てよう－面会交流と養育費を考える」とい
うテーマで、平成26年 1 月18日午後 1時から 4時30分まで、早稲田大学小野記念講堂にお
いて開催され、法務省、厚生労働省、最高裁判所など多数の関係者が参加し活発な議論が
展開された。本シンポジウムは、第 1部の面会交流と養育費の実情と取り組みに関する個
別報告、第 2部の面会交流や養育費の制度的問題と将来への展望というパネルディスカッ
ションから構成されており、早稲田大学法学学術院の全面的な協力を得て開催されたもの
である。
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シンポジウム開催の経緯とねらい－ 『子の最善の利益』の実現をめざして－

若　林　昌　子

1 　はじめに―シンポジウムのねらい

　養育費相談支援センター制度問題研究会は、父母の離婚を経験する子どもについて、「子
どもの未来を育てよう」という願いを実現するために、「子どもの権利条約が実感できる
社会の構築」を目指し、養育費および面会交流の履行確保に関する制度問題の研究活動を
開始して約 2年が経過した…1。
　今回のシンポジウムは、2013年度の研究会活動として、養育費相談支援センターからみ
える父母の離婚を経験する子どもの現状を分析、問題の所在について報告し、研究者・実
務家、或いは家庭裁判所・地方自治体・民間機関などの関係者との間に問題意識の共有化
を期待し、さらに、一人でも多くの子どもの幸せが現実化できる具体的な政策提言を目指
し企画した。
　父母の離婚を経験する子どもの監護・親権問題に関連する司法制度および当事者支援は、
子どもの権利に関する条約（Convention…on…the…Rights…of… the…Child―以下、子どもの権
利条約という。）適合性の視点から検討することが求められるであろう。
　子どもの権利条約は、周知のとおり、1989年国連総会において採択され、日本は1994年
に批准し締約国となった。日本は締約国として、国連子どもの権利委員会に対し条約実施
状況について報告義務（条約44条 1 項）を果たしてきたが、2010年の同委員会の最終見解
は、日本がこれまでになした報告に対し、2004年に同委員会の行った総括所見において示
された懸念、勧告は多くの問題について実施されないか、全く対応がなされていないこと
に遺憾の意を表し、改めてこれまでの総合所見について対処、実施することを求めた。
　残念ながら、国連子どもの権利委員会の勧告に対して反論することができない。日本の
条約適合性志向は極めて消極的であるといわざるを得ない。先進締約国の法状況は、『子
の最善の利益』理念を誠実に志向する法改正を実現し、明確な方向性の下に進化を遂げて
いる。子どもの権利条約の基本的理念は、人種、文化、宗教などを超えた人類普遍の原理
として、締約国はこれに適合する法制度、社会的基盤の構築、実施のための具体的政策を
志向することが求められる…2。
　特に、子どもの権利条約の基本的理念として、父母の共同養育責任の原則（条約18条 1
項）、締約国の養育支援責務（条約 3条、 6条、18条 2 項）について、その趣旨を再確認
する必要があろう。父母の共同養育責任の原則は、『子の最善の利益』原則の論理的帰結

1… 養育費制度問題研究会2012年度報告書「養育費確保の推進に関する制度的諸問題」参照
2… 棚村政行「国連児童の権利委員会の総括所見と国内法や条約実施体制」棚村政行著『子どもと法』55頁（日本加除出版…
2013）、日弁連「特集国連子どもの権利委員会総括所見と子どもの権利基本法」自由と正義61巻12号34頁（2010）
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である。つまり、子どもの健やかな成長には父母の共同養育が不可欠である。また、締約
国の養育支援責務は、子の健やかな成長の公益性からの理論的帰結である。父母が養育責
任を尽くすことができるように国がこれを支援する関係にある。
　今回のシンポジウムでは、子どもの権利条約適合性の視点から、特に、父母の離婚を経
験する子どもの面会交流と養育費の問題に焦点を当て、現状における問題の所在、養育費
履行率の低迷の固定化の実情などについて現状の政策課題は何か。現行法制度の下で、実
現可能な方策はなにか。そのために求められる問題は何か。これらについての問題提起が、
いささかなりとも今後の積極的な議論の進展につながることをめざしたい。

2 　シンポジウム開催の経緯

　シンポジウム開催のねらいについて述べたが、この背景事情として、開催の経緯につい
て若干の説明が必要であろう。つまり、第 1は、父母の離婚を経験する子どもの現状につ
いても当事者支援の現場、あるいは弁護士実務の視点からの現状分析の検討が求められ、
第 2は、厚生労働省の委託事業である養育費相談支援センターの概要について若干の説明
を加える。特に、養育費相談支援センターの事業委託の目的、委託に至る社会的背景事情、
委託事業の概要について述べる…3。

⑴　父母の離婚を経験する子どもの実情
　周知のとおり、司法統計によると、最近の離婚に関連する子どもの監護関連紛争の増加、
高葛藤化傾向が顕著である。中でも、家庭裁判所の子の監護に関する処分審判事件（面会
交流・養育費等）は、平成14年の2,702件が、平成23年には7,502件であり、他の審判事件（た
だし、婚姻費用分担事件を除く）が横ばい傾向であることから、問題の深刻さ、増加傾向
を如何に受け止めるかが問われる…4。
　この統計結果は、家事調停の成立率の低迷を示すものであり、当事者の主体的な任意解
決の困難傾向を示すものであると同時に、紛争実体の変化を読み取ることができる。さら
に、調停プロセスの問題性として当事者意識、紛争実体の変化に対応できているか検討が
求められる。当事者の真に納得した任意解決は、最大の履行確保につながり、審判、不履
行、強制執行による父子、母子関係の決定的崩壊を回避する効果を再認識すべきであろう。
　平成23年度全国母子世帯等調査結果（厚労省2012年 9 月 7 日発表・巻末資料 3参照）に
よれば、注目すべき点の第 1は、母子世帯の母が養育費の相談をする相手の問題である。
弁護士が12.4%、家庭裁判所が24.4%であるが、親族が43.9%である。紛争の初期段階にお
ける当事者をミスリードしないための専門的当事者支援の体制が問われる問題であろう。

3… 鶴岡健一「養育費の確保を巡る諸問題―養育費相談の窓から見えるもの―」ケース研究312号50頁、「FPICにおける当事
者支援」家族〈社会と法〉29号69頁（2013）参照

4… 家月65巻 1 号17頁「第 4表乙類審判事件新受件数暦年表」、同20頁「第 6図乙類審判事件新受件数の推移」参照
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第 2は、養育費の取決率・履行率の低迷化、その固定化の問題、及び、取決率と離婚類型
との相関性である。養育費取決め率は、取決めをしているのが平成18年38.8%、平成23年
の37.7%である。これを、離婚類型別にみると、平成23年協議離婚における取決めありは
30.3%、その他の離婚では74.8%である。離婚類型による顕著な取決め率の違いは、調停離
婚、和解離婚等における司法関与の効果によるということができ、これが今後の対策への
示唆である可能性もある。
　最も注目すべきは、養育費履行率の低迷である。これも周知のとおりであるが、「養育
費を受けている」は平成23年が19.7%であり、平成18年は19.0%である。「受けたことがない」
は60.7%あり、この数値は長年殆ど変化していないことが特徴である。この低迷とその固
定化の現実は最も重要な問題であろう。

⑵　養育費相談支援センターの概要（可能性と限界）
　養育費相談支援センターは、厚労省が「母子家庭等の養育費の取得率の向上を図るため、
養育費に関する情報提供、母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けた困難事例への
支援、養育費相談に応じる人材の養成のための研修を行う」ことを目的として、公益社団
法人家庭問題情報センター（以下FPICという。）に事業委託し、平成19年10月に創設され
た。それ以来、毎年度、FPICが事業委託を受け、その事業は全て委託費により運営される。
　その主な事業内容は、①養育費に係る各種手続に関する情報提供、②地方公共団体等に
おいて養育費相談にあたる人材育成のためのプログラム作成と研修、③母子自立支援セン
ター等の相談業務に対する支援、④母子家庭等に対する電話・メール相談などである。
　厚労省がこの委託事業を開始するに至る政策の背景事情であるが、母子家庭の増加によ
る児童扶養手当の増大に伴い、厚労省は、平成14年に従来の「児童扶養手当中心の支援」
から、「就業・自立に向けた総合的支援」の政策転換を図り、「母子家庭等自立支援対策大
綱」を公表するに至った。これにより、児童扶養手当の受給要件と所得限度額が引き下げ
られ、養育費の 8割を所得とみなすなど児童扶養手当の支給要請政策に切り替えが実施さ
れ、公的給付から私的扶養に重点が変更された。
　このような国の方針は、法律改正に及び、主な改正を見ると、児童扶養手当法施行令に
より養育費の 8割を受給者の所得とする（ 4条 1項）、民事執行法の改正により、扶養義
務にかかる定期金債権の請求について、確定期限未到来の場合にも差し押さえが可能とな
り（同151条の21項）、差し押さえ禁止債権の範囲が 4分の 3から 2分の 1に縮減された（同
152条 3 項）。さらに、扶養義務等に係る金銭債権について間接強制の規定が設けられた（同
167条の15）ことなどである…5。
　これまでにも指摘されてきたことであるが、養育費相談支援センターの事業により履行
確保を期待することには限界があるといわざるを得ない。委託事業の目的は手続相談の拡

5… 鶴岡健一「養育費相談支援センターの取組」棚村政行『面会交流と養育費の実務と展望』78頁・日本加除出版…2013参照
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充であることから当然のことであるが、履行確保に関する支援は権限もなく、また、権限
が与えられたとしても現行法制度上の限界があり、本来の父母共同養育責任の姿からは程
遠い問題があろう。
　特に、面会交流についての相談支援を追加業務とされたが、養育費と面会交流の本質的
性質から、両者の相談支援はワン・ストップで行う体制が望ましいと考えられる。しかし、
面会交流相談支援にも養育費相談支援と同様の限界が予測できるのではなかろうか。本格
的な、真に子どもの未来を育てる面会交流と養育費についての司法制度、当事者支援の姿
を具体化できることを期待する。

3 　『子の最善の利益』の実現をめざして

　これまでに述べたとおり、面回交流、養育費問題に関する司法制度及び当事者支援等、
その実現を支えるのは、子どもの権利条約であると考えられる。つまり、子どもの権利条
約の国内的効力については、さまざまの議論があることから、消極的傾向もみられるとこ
ろであるが、国内的効力として間接適用について肯定することに異論はないといってよか
ろう。条約の性質上、条約の規律内容により国内適用可能性（直接適用）については肯定
できる場合が少なく、条約の性質などにより複雑な問題があり、個別に検討する必要があ
る。しかし、いわゆる間接適用、条約の趣旨を国内法の解釈基準とすることについては、
これを認めるのが一般的見解である…6。
　そこで、司法判断における国内法の解釈基準、或いは当事者支援の活動指針の根拠とし
て子どもの権利条約の理念、趣旨の間接適用を検討することが求められるといえよう。特
に、今回のテーマに関連する子どもの権利条約の関連部分について趣旨の確認、現行関連
法制における条約適合性の視点からの問題の所在、当事者支援における子どもの権利条約
からの要請等について簡単に触れることとする。

⑴　子どもの権利条約における基本的理念の再確認
　先に、子どもの権利条約の基本的理念として、父母の共同養育責任、及び締約国の養育
支援責務について触れたが、面会交流及び養育費について検討する前提として、その司法
制度および当事者支援に関連する子どもの権利条約の関連部分について要点のみ確認する。
　①子と国との関係（ 3条）について、条約 3条は、立法、行政、司法、及び民間組織で
あるとを問わず、『子の最善の利益』が第一義の考慮事項であることを規律する。しかし、
本 3条 1項に定める『子の最善の利益』の解釈により、異なる結果が導かれる可能性が危
惧される。②親と子の関係（ 5条）では、子どもの権利主体性に関連し、子どもは成長過
程にあるため保護を受ける権利主体であり、権利行使主体であること、つまり、子ども固

6… 小寺あきら・岩沢雄司・森田章夫編『講座国際法』106頁（有斐閣・2004）
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有の個人の尊厳を有する存在であることをすべてにおいて配慮することが求められ、子ど
もの意見表明権として保障することが求められる（12条）。③親と国との関係である（18条）。
すでに述べたとおり、父母の共同養育責任の原則と国の養育援助責務である。父母の養育
責任と国の養育責務との関係は、親の養育の権利性と、これを実現可能にするための国の
支援責務の調和により、『子の最善の利益』の保証を現実化する親と国の協働関係を求め
た趣旨と解することができる。「18条は主体的な子どもの権利を頂点とした親と国という
三角形の関係を規定したものである。」という指摘があるとおり、単純な親の養育責任が
第一義であり、単に、国がこれを補充する関係ではないことに注目することが求められ
る…7。
　なお、虐待等の問題に対する国の責任は、国の養育に対する親子の分離、子どもの保護
などの介入措置、監視義務などが明文化されている（ 9条、19条、20条、21条、3条 3項）。
④面会交流は子どもの権利とする原則である（ 9条 3項）。「親から分離されている児童は、
定期的にいずれの親とも個人的な関係及び直接的な接触を維持する権利を有するのであっ
て、締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除いては、子の権利を尊重しなければな
らない。」とする。面会交流が子の最善の利益に反する場合について規律化すること、面
回交流の当事者支援が求められよう…8。
　⑤条約27条 2 項は、父母の子に対する第一義的扶養義務を規律し、同条 3項・ 4項は国
による援助の措置義務及び養育費の履行確保措置義務を規律する。国の履行確保措置義務
の適合性が問われることも再確認の必要があろう。

⑵　離婚紛争解決プロセスと『子の最善の利益』との相関性の視点
　離婚紛争解決プロセスは離婚紛争の構造的特質に対応することが求められ、その質は『子
の最善の利益』の質と相関関係にある。つまり、子どものいる離婚紛争は、婚姻の解消と
離婚後の子どもの監護養育問題の解決が目的であり、婚姻関係の解消問題は夫婦が当事者
であり、子どもの監護養育問題は先に述べたとおり子どもを中心に父母間の問題となる。
このように、当事者構造、法律的争点共に複合的な構造となる。さらに、離婚問題は当事
者にとって人生の根底に関わる問題であり、単なる過去の清算ではなく人格的な要素がか
らみ人間関係的視点が不可欠である。また、子どもの視点からは、紛争解決プロセスは子
どもの人格形成過程であり、問題解決の先送りは許されない。
　子どものいる離婚の目的は、先に述べたとおり、離婚当事者のために婚姻の解消、婚姻
関係解消に伴う合理的清算、および子どもの親権者指定、子どもの健やかな成長に添う監
護プラン（面会交流と養育費など）の任意解決等による『子の最善の利益』の実現である。
　そこで、離婚後の子どもの監護プランの核となる面会交流及び養育費問題は、夫婦が父

7… 中村恵「親の養育責任と国の援助義務―｛18条｝」石川稔・森田明編『児童の権利条約―その内容・課題と対応―』257
頁（一粒社・1995）参照

8… 山口亮子「親子不分離の原則―｛ 9条｝」前記『児童の権利条約』210頁参照
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母として、共通の願いである子どもの健やかな成長を如何に支えることができるか、その
ルールつくり、誠実な履行の継続が課題である。したがって、当事者が客観的に子どもの
ための監護ルールを形成できるためには、的確な法律的情報・リーガルサポート、心理学
等の人間関係諸科学の視点からのサポートが如何に即応性、専門性、継続性をもつかが問
われ、その質は、『子どもの最善の利益』の質に連動する…9。
　ちなみに、ドイツ法は、このような子どものいる離婚紛争の構造的要請に対応すること
を考慮し、2009年のドイツ家事事件手続法改正に伴い、親の配慮、面会交流事案について
は優先処理手続とし、これを促進する規律をもうけた（FamFG155条）…10。

⑶　離婚制度の公益性と現行離婚法・子の監護法制における問題の所在
　離婚制度の本質について、「離婚は婚姻制度の一部として制度的保障の対象となり、私
事性と同時に公益性を有し、単なる私的契約領域の問題とは異なる。さらに、子どもの監
護問題は当事者間の利害調整の対象ではない。」との傾聴すべき指摘がある…11。
　そもそも、離婚請求権とは、形骸化した婚姻からの解放を請求する権利である。法律制
度として保護される婚姻は、憲法24条が定める個人の尊厳に由来する永続的な共同生活の
実体を伴う婚姻である。その実体が失われた形骸化した婚姻に拘束されることは人間の尊
厳を害することになる。離婚は婚姻関係が既に消滅していることを認めるものである…12。
　そこで、現行離婚法、子の監護法についての問題の所在は、第 1に子のいる協議離婚制
度であろう。離婚制度は婚姻制度の帰結として法的保護の対象となり、離婚を当事者間の
協議・任意処分に委ねることは、特に子どもの保護または弱者発生の予防の劣化につなが
り、比較法学の視点からも、日本の協議離婚は最も弱者保護に問題があるといわれる。離
婚に伴う子どもの監護問題は、離婚制度の制度趣旨の視点に加えて、子どもの養育に対す
る国の養育支援責務（子どもの権利条約18条 2 項）の趣旨からも、締約国として責務を制
度化することが求められる。
　この視点から、最も注目に値するのが韓国の動向である。韓国離婚法も協議離婚制度を
認めるが、その内容は日本法の協議離婚とは本質的に異なる。韓国では2005年改正により、
子の福利を基本理念とする制度となり（改正法912条）、その後、安易な離婚の防止、離婚
後の子の福利の確保などを目的として熟慮期間の新設（2007年改正法836条の 2）などに
より、さらに強化した…13。

9… 片山登志子「弁護士からみた面会交流実務の実情と留意点」棚村政行編『面会交流と養育費の実務と課題』64頁（日本
加除出版・2013）、若林昌子「離婚紛争解決プロセスと『子の最善の利益』との相関性―司法制度及び当事者支援を中心
にー」家族〈社会と法〉30号・2014掲載予定

10…佐々木健「家事紛争における当事者支援システム－ドイツ」家族〈社会と法〉29号40頁
11…森山浩江「離婚の成立」大村敦志ほか編『比較家族法研究―離婚・親子・親権を中心に』57頁（商事法務・2012）
12…若林昌子「有責配偶者の離婚請求」野田愛子・梶村太市総編集・水野紀子・小田八重子編『新家族法実務体系 1』455頁
（新日本法規・2009）
13…宋賢鐘「ソウル家庭法院における当事者支援システム―韓国」家族〈社会と法〉29号50頁（2013）
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　周知のとおり、民法766条が改正され、離婚する父母は子の養育費、面会交流について、
子の利益に添う協議をすることが求められる。この明文化を契機に子どもの権利条約適合
性を志向する機運が生じていることは喜ばしい。是非とも、これを具体的な政策、実務運
用により最大限の効果が生じることを期待したい。
　第 2は、離婚後の単独親権制度（民法819条 1 項）の問題である。これまでに多くの議
論がなされ、最近では研究者による改正案の提言も多い。一切の例外を認めない単独親権
制度は実務上も問題が多い。父母共に親権者として適格性を有する事案においては弊害す
ら危惧される。国際的潮流は子どもの権利条約が推進力となり、父母共同養育責任の制度
化がほぼ確立されたといえよう。例えば、フランスでは1993年の法改正により離婚後の親
権の共同行使を原則化し、2002年の法改正では「父母は共同で親権を行使する。」（373条）
とされた。ドイツでは、1997年の法改正により離婚後の親権共同化が規律された（1626条
1 項）…14。
　なお、離婚後の共同親権制については、DV・虐待等の類型を懸念する意見がみられるが、
この点は離婚後の共同親権制も、例外的当事者類型には当然の前提としてそれに対応する
規律を予定する。また、親権の喪失・停止等の制度的対応が求められる問題領域と考える
こともできる。さらに、離婚時の親権争奪戦は、共同親権制を採用しても、実質的紛争は
回避できないと指摘する見解、あるいは、日本人の国民性には離婚後も元夫婦が共同する
ことはなじまないという意見がある。これについては、理念として父母の共同養育責任の
原則をどのように受け止めるかの問題が結論を左右すると考えられる。また、日本人の国
民性、文化、法意識のグローバル化による多様化には著しいものがみられる。離婚を選択
した父母には、各自の人生を主体的に選択した意識もみられ、子ども固有の立場に配慮す
ることを前提にした場合もみられる。面会交流を当事者だけで冷静に日常的に実行する
人々、第三者の支援を受けながら面会交流を継続する人々などの存在は、これまでの「い
わゆる日本人」の意識とは本質的に変化していることを実感できる時代である。このよう
な時代の変化と子どもの権利条約適合性の視点から、父母の婚姻の有無と関係なく、離婚
後も共同親権制を原則として志向することが、『子の最善の利益』の実現の基礎を支える
法制度ではなかろうか。さらに、法制度のもつ社会習俗、人々の法意識への影響も見逃せ
ない問題であろう。
　問題は、離婚後の共同親権制を原則とした場合の規律化のあり方であろう。多くの研究
者による具体的な改正案を傾聴し、示唆を受けるものであるが、ここではこれには触れな
い。留意すべきは、①可能な限り当事者の任意解決の優先性の重視、②ペアレンティング・
プランの内容は、主たる監護者の指定、共同行使すべき事項の特定、面会交流、養育費の
合理的内容の枠組み、③面会交流、養育費の継続的履行の確保、④ペアレンティング・プ

14…棚村政行「親権法のあるべき姿を求めて」家族〈社会と法〉26号84頁（2008）、平田厚「ドイツ法・フランス法の検討」
同著『親権と子どもの福祉』58頁（明石書店・2010）、田中通裕「親権法の立法課題―離婚後の協働親権を中心として」
法律時報83巻12号24頁（2011）など
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ラン協議に対する司法チェックの保障、⑤当事者支援について司法、行政、民間の協働シ
ステムの構築等の規律化が課題であろう。

4 　シンポジウムのプログラム

　今回のシンポジウムでは、特に、面会交流および養育費を中心とする実務上の問題の所
在、その実現に向けた政策課題として法制度の整備、或いは社会的な支援制度の充実につ
いて、第一部では養育費確保制度問題研究会メンバーから報告を行い、第二部では、面回
交流・養育費に関する中心的問題についてパネルディスカッションを行う。
　第一部のパネリストの報告は、面会交流と養育費の実情と課題について、山口報告は、
「面会交流援助の立場からー実情と課題―」について、特に、FPICの創設期から面会交流
援助を担ってこられた豊富な経験に基づき、民間機関における援助の理念、構造、役割、
課題を、鶴岡報告は、「養育費確保のための相談支援の立場から」について、同センター
長として全国の母子自立支援員の育成、当事者に対する相談事業等の経験から養育費履行
確保の視点から現状文政と課題を、片山報告は、「面会交流の現実と求める支援策」につ
いて、家事事件専門弁護士及び元家事調停官としての専門的視点から、平田報告は、「養
育費に関する現状と課題」について、弁護士経験及び研究者の視点から、棚村報告は、「面
会交流の実現に向けた取り組み」について、家族法研究者の立場から、下夷報告は、「養
育費確保のための取組：日本と諸外国」について、養育費問題の国際比較論の見地から、
島崎報告は、「養育費確保支援および面会交流のあり方について」、厚労省「ひとりおや家
庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」委員としての経験および政策論の視点から、
それぞれ報告される。
　今回のシンポジウムを契機として、面会交流および養育費に関する法制度の充実、その
確実な履行が確保される司法制度、当事者支援の整備・充実につながれば幸いである。
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〈配布レジュメ〉 

「子どもたちの未来を育てよう－面会交流と養育費を考える－」

《シンポジウム開催の経緯とねらい》
若　林　昌　子

1　はじめに――シンポジウムのねらい「子どもたちの未来を育てよう」
　　「子どもの権利条約を実感できる社会の構築に向けて」
　◦父母の共同養育義務・締約国の養育支援責務（条約 3条、 6条、18条）
　◦養育費相談支援センターからみえる現状の分析・問題の所在
　◦情報提供・問題認識の共有化・実現可能な政策提言を
2　シンポジウム開催の経緯
　⑴　父母の離婚を経験する子どもたちの現状
　　◦司法統計から―子の監護に関する処分事件（家月65－ 1 －20）
　　◦厚労省全国母子世帯等調査から―養育費の取決め率・受給率
　　◦養育費相談支援センターからー相談の現状
　⑵　養育費相談支援センターの基本的性質
　　◦厚労省の事業委託の目的
　　◦創設に至る社会的背景
　　◦委託事業の概要―その可能性と限界
　　◦養育費確保制度問題研究会の発足―研究報告書・シンポジウム等
3　『子の最善の利益』の実現をめざして
　◦婚姻制度に内在する離婚制度として公益的関与の要請
　◦婚姻解消の私事化は、弱者保護の劣化に連動
　◦当事者支援の公益性・専門性・継続性の公的システムの構築
4　シンポジウムのプログラム
　　－『子の最善の利益』を実現する「面会交流と養育費」を考える　
　◦当事者支援・弁護士実務・家族法学・比較法学・行政政策学等の視点から
　◦子どもの権利条約適合性の要請に対応する理論と実務の課題

（参考文献）…棚村政行編著『面会交流と養育費の実務と展望―子どもの幸せのために』日
本加除出版2013
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シンポジウム　子どもたちの未来を育てよう

― 10 ―



シンポジウム開催の経緯とねらい－…『子の最善の利益』の実現をめざして－
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〈面会交流と養育費の実情－相談や支援の現場から〉

面会交流援助の立場から－実情と課題－

山口惠美子

1 　面会交流に対する関心の高まり

　20年近くも援助の仕事をしてきた立場からみても、面会交流に対する関心の高まりを実
感している。①民法改正後の面会交流調停、審判の増加、②協議離婚届の面会交流、養育
費の記入欄への記入状況、③面会交流への公的支援の開始、④民間支援機関増加の胎動等
にその顕著な傾向を見ることができる。10年前の約 3倍という調停、審判の増加傾向につ
いては若林先生が説明されたので省略する。協議離婚届の記入状況は、初年度で約半数と
いう事実である。公的支援の開始には、厚労省予算による自治体の支援制度が、東京都の
協力によって開始して 2年経過しようとしており、他県でも支援の受皿のあるところでは
検討が進んでいるようである。外務省もハーグ条約締結後の来年度あたりから公的支援の
スタートを準備しているようである。民間支援機関増加の胎動。これは民法の改正効果な
のかもしれないが全国的に見ると10年前から比べれば新しい団体の名前がちらほら見聞き
され、30団体位になっている。先般、ハーグ条約締結後の面会交流の支援希望団体に対す
る説明会があった。そのときに私どもが存じ上げないようなメンバーも参加して、かなり
意欲を示しておられた。うれしいことである。

2 　民間機関の支援の実情

⑴　援助の理念
　面会交流が明文化された意義の大きさは全く否定するものではないが、子の福祉、子の
最善の利益を守るという高い理念に見合った面会交流を実現するためには、必要な公的支
援の制度や支援者の人材確保が伴わない現状である。不安と不満を感じないわけにはいか
ない。民間機関としてのFPICが、どのような理念のもとに、どのような援助構造を設定
して援助を行っているかを、まず紹介させていただく。理念として最重要と考えられてい
る 4つを掲げた。
①　子どもを支援する
　…　子どもにとって最善の利益を実現していくそのお手伝いであり、主体としての権利を
謳った子どもの権利条約の理念と一致するものである。
②　継続性の重視
　…　これは子どもにとって親の愛情の喪失体験の防止を重要視することを意味する。頻度
とか時間等の形式の問題ではなく繋がっていること、親を知り続けることの、子どもの
側から見ての価値ということに則って援助するということである。
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③　適時性、流動性の重視
　…　子どもは年々成長して、ニーズも生活状況も変化していく。親もまた再婚があったり、
新しい家庭で家族メンバーが増えたり等、取決めをしたときの状況とは大幅に変わって
くる。常にその時点に一番フィットした内容の援助をすることと同時に、将来を展望し
た援助が大切だとの観点に立っている。
④　父母の自立援助
　…　私どもは援助者を救命救急士、援助を応急手当だという言い方をしたりする。第三者
の援助を受けて行う面会交流が理想的な最後のゴールとは思っていない。最後には子ど
ものために自力の面会交流をしてほしいので期限を限ったり、子どもの対象年齢を限定
する、あるいは段階処分的に援助を軽減していく。

⑵　援助の構造
　次は、構造の問題である。公の援助制度にはかなり不満があるはずなのに当事者はそれ
を選んだ以上は不満をあまり出せない。 1時間しか会えない、1年しか援助はできない等、
非常に限定的な条件でも納得するのである。ところが民間機関には何の権威、バックもな
いので、とことん交渉を迫られる。援助の構造は、私たちが倒れずにきちっと子どもを守
りながら支援していくために必要なのである。民間機関の援助における構造の重要性は、
東京都の支援制度に協力し、公民を比較することができるようになって改めて感じている
ことである。ここでは構造の具体例を 4つ掲げておく。
①　援助内容、援助要件、ルールの設定と事前開示
　…　事前相談という名前で事前にこれらの情報を提供している。このごろでは、商品説明
という言い方もしているが、売っている商品はこれである。売り込みはしないのでお気
に召さなければ買わなくて結構であるという姿勢で臨む。
②　援助の根拠の明確化
　…　どういう根拠に基づいてどのような援助しているかをはっきりしておかないと便利屋
的にいろいろな問題が持ち込まれ、中立性の担保が難しくなって面会交流が軌道に乗ら
ない。契約の前提として、当事者間の合意内容を文書化して提出してもらう。調停条項で
言えば、第何条の何項と何項のことについてだけお手伝いするということの確認をする。
③　父母による援助の自己決定
　…　援助を受けるのは当事者の自由意思による。当事者には自分の意思で援助の利用を決
定した責任を明らかにするために、「申込書兼合意書」に自筆署名して提出してもらう。
それに援助者側も署名押印して父母と援助者との三者合意書にする。
④　父母と援助者の対等な契約関係
　…　援助者側と当事者とが有償の援助契約を交わす。契約の解消は三者の誰からでもでき
る。しかし、形式主義に走り切れず、何年となく契約を更新しながら援助を継続してい
かないと目の前にいる子どもが守れないつらさを抱えながら仕事をしているのが現実で
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ある。

3 　民間機関の果たしている役割

　自認している役割として 3つ挙げる。
①　高葛藤事例の面会の実現
　…　当事者の対立感情が激しく自力では実行できない、あるいは開始しても続かないよう
な事例では、第 3者の援助がなければ、別れて暮らす親子はそのまま会えなくなる。子
どもの喪失感は高葛藤事例ほど深いので、条件の云々以前に、関係の断絶だけは避けた
いとの思いで、親子を繋いでいく。
②　力量に不相応な期待への応需
　…　これは分不相応な働きをしているという自覚である。これまでに1200件を超す事例を
受付けてきた。 6、 7割は継続援助によって実施をサポートし続けているが、私たちは
高齢者団体でありニーズの増加に追いつききれていない。26年度のうちには、新件の受
付を少し待ってもらうような事態が発生するかもしれない。そのくらい人も場所もない
状態で頑張っているわけである。
③　援助事例の絶対数の僅少性
　…　先ほども話があったように離婚件数が24年で23万 9 千件、24万件ぐらいある中の10年
かけて千件の援助である。しずくの一滴にも値しないような数の援助しかできていない。
他に先駆けて援助をスタートし、最大手などと言われても、一民間機関ではどのように
もがき苦しんでも、その程度の役割しか果たせない。この現実をお伝えしておきたいと
思う。

3 　今後の課題

⑴　議論の混乱に対する子どもの視点からの整理の必要性
①…　面会交流ありき論
　…　私どもは当初から子の福祉のために活動してきた。それでも子の福祉と反福祉の線引
きというか、面会の是非の判断の難しさを痛感している。そこへ民法改正があり、家裁
は原則面会交流ありきに踏み切り、同居親が非常に苦しい思いをしているという声を聞
く。科学的事実と法律的事実の相違がある以上、関係者は真実を掌握することの難しさ
を肝に銘じ、舵切りを急ぎ過ぎないでほしいと感じてる。親に対する教育と治療を置い
たままの原則実施は、空証文の交付に終わったり、どちらの親に対しても愛着形成がう
まくいかず、それが「付け」となって、最後に子どもに回ってきていることもある。
②　あるべき面会交流の過度の一般化
　…　共同親権の推進運動などをしている方が非常に高い目標を掲げて、月 2回は会うべし
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とか、週末は別居親が養育すべし等と、面会交流かくあるべしと過度の一般化ともいえ
るような主張をされているようである。それに共鳴する方々の裾野が広がっているとも
聞いている。しかし、現実には、 1週間交替で養育されている 5歳児が、いつまでこん
な生活が続くのかと親を非難している例があったり、一目でも会えればよいというよう
なケースがあるということを忘れないでほしい。面会交流は実に多様でケースバイケー
スである。その多様な個別の状況に合わせて継続する、そのことこそが大事であると私
どもは思っている。
③　新たな子ども受難
　…　子ども代理人制度もできたし、最近は面会交流でも双方に代理人がついていることが
多くなった。サポートが充実することは喜ばしいことである。昔は考えられなかったこ
とである。他方、そういった状況の中で、まだ経験の浅い方々が当事者に対して過剰代
理とも言えるような動きをされたりすることがある。子どもにとっての最善を協議する
はずの調停が対審構造化し、予後の面会交流でも真ん中に入っている子どもがもみく
ちゃにされていることがある。意見表明することに慣れない日本の子どもに、意向の把
握をあせって新たな子ども受難をつくりだしはしないかと危惧することもある。

⑵　民間支援機関への公的支援または民間依存体質からの脱却
　面会交流についての議論が活発になり論者も増えた。話題にもならなかった頃に比べれ
ばありがたいことである。しかし、議論はあってもサポート不在というのが現状である。
特に、実際の面会交流に付き添うような民間の援助活動にとって、最も切迫している課題
は面会交流に適した場所の確保と困難事例を援助する人材の確保の問題である。人の確保
は援助の必要な困難事例を扱う人材だけに、養成には時間がかかり量的確保だけでは機能
しない。人材育成のための抜本的な公的支援が急務である。民間の細々とした援助活動に
依存したままでは、民法改正の意義は失われてしまうのでなかろうか。

⑶　相談機関を活用した協議離婚の普遍化
　今回の民法改正は、離婚制度を抜本的に変える改正ではなかった。協議離婚届に記入欄
が設けられただけである。その中で当事者の離婚能力ということを考えるとこのままでは、
部分的とはいえせっかく法律を変えた意味があせてしまう怖れを感じる。今後記入率を高
め、かつ、子どもの福祉にかなった面会交流が実現されるような質の良い協議離婚を可能
にするような工夫や方策を考えていく必要がある。
　行政や弁護士等の協力の下に、ワン・ストップ的な相談先の充実、周知等が行き渡り、
専門家、専門機関への相談を経ない当事者独断の協議離婚は邪道であるというような協議
離婚文化を醸成し、民度の高い日本ならではのユニークで誇れるような協議離婚制度を育
てる道もあるのではないだろうか。
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〈配布レジュメ〉

面会交流援助の立場から　―実情と課題―

　FPIC　山　口　恵美子

1　面会交流に対する関心の高まり
　⑴　民法改正後の面会交流調停、審判の増加
　⑵　協議離婚届の面会交流、養育費の記入状況
　⑶　公的支援の開始　厚労省、外務省
　⑷　民間支援機関増加の胎動
2　民間機関の援助の実情
　⑴　援助の理念　
　　①　子ども支援　　　　　　　子どもにとっての最善の利益の実現
　　②　継続性の重視　　　　　　子どもの喪失体験の防止
　　③　適時性、流動性の重視　　子どもの状況に適合した時期と方法
　　④　父母の自立援助　　　　　支援期間、子どもの対象年齢の限定
　　　　　　　　　　　　　　　　段階処遇的な援助の軽減
　⑵　援助の構造
　　①　援助内容、援助要件、ルールの事前開示　　事前相談
　　②　援助の根拠の明確化　　　　　　　　　　　合意内容の明文化
　　③　父母の自己決定　　　　　　　　　　　　　申込書の提出
　　④　父母と援助者の対等な契約関係　　　　　　有償の援助契約
　⑶　民間機関の果たしている役割
　　①　高葛藤事例の面会交流の実現
　　②　力量に不相応な期待への応需
　　③　援助事例の絶対数の僅少性
3　今後の課題
　⑴　議論の混乱に対する子どもの視点からの整理の必要
　　①　面会交流ありき論　　支援制度の未整備の中での急ぎ過ぎ
　　②　過度の一般化　　　　多様化こそ面会交流の命
　　③　新たな子ども受難　　関係者の未熟な子ども対応
　⑵　民間支援機関への公的支援または民間依存体質からの脱却
　　①　実施の場所の確保
　　②　人材育成支援
　⑶　相談機関を活用した協議離婚の普遍化
　　①　離婚届の「記入」の実施率を高めるために
　　②　子どもの福祉にかなった面会交流を実施するために
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養育費確保のための相談支援の立場から 

鶴　岡　健　一

はじめに

　「養育費相談支援センター」（以下、「相談支援センター」という）は平成19年10月養育
費の取決率及び受給率の向上を目的として創設された厚生労働省の委託事業である…1。その
主たる業務内容は、①自治体の職員等の相談員の育成やスキルアップ、②相談員や当事者
に対する養育費確保のための情報提供、広報活動、③一般の当事者からの相談対応である。
しかし、家庭裁判所の申立件数などは増加している（巻末資料 2）ものの、全国母子世帯
等調査（巻末資料 3）を見る限り、養育費の取決率や受給率についてはこの10数年間ほぼ
横ばいであり、遺憾ながら相談支援センター事業は創設の目的に寄与しているとは言い難
いと言わざるを得ないのが実情である。
　なぜそうなのかについての背景や構造的な問題については、このシンポジウムで検討さ
れることと思う。創設後 6年間に相談支援センターに寄せられた約 3万 2千件の相談の中
には直接制度の改革を求める意見も少なくないが、本報告においては、養育費確保のため
の個々の相談内容から当事者の方々のニーズを整理して、分析検討材料に供したいと思う。
　なお、本報告はシンポジウム当日の口頭報告では十分触れることができなかったレジュ
メの項目について相当程度加筆したことをお断りしたい。

1 　相談内容からみた養育費確保制度に対するニーズ

⑴　相談内容の概要
　平成19年10月から同25年 9 月までの 6年間の相談約 3万 2千件について、相談件数の多
い順に見ると、請求手続（36.9%）、養育費算定（25.5%）、養育費不履行（18.8%）、減額請
求（8.9%）、強制執行（6.5%）、面会交流（5.8%）となっている（巻末資料 1、相談内容の
統計は複数の項目の相談をカウントしているため、相談者の総数に対する比率を示した）。
この順位はほぼ毎年同じであるが、平成24年度からは面会交流についての相談が強制執行
についての相談を上回るようになっている。

⑵　請求手続に関する相談から見えてくるもの
ア　請求手続に関する相談が最も多いということは、「養育費の取決め」に関する支援、
つまり「離婚協議」に対する支援へのニーズが高いことを示していると言えよう。具体的

1… 平成19年 6 月26日厚生労働省報道発表
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な内容は、「どのようにして協議したらよいか、公正証書か調停か、念書、協議書、口約
束の効力は、相手が話合いに応じてくれなかったらどうしたらよいか、相手の住所や勤務
先、収入が分からない、家裁以外の方法はないか、といったものであるが、中には協議の
義務化を求める相談者も少なくない。
　離婚全体の 9割に近い膨大な離婚協議の過程に対する支援へのニーズがあり、これらが
すべて家庭裁判所での取決めに向かうわけではないから、民間型ADR、NPO、自治体の
総合窓口相談などに求められていると考えられるのである。
　なお、平成23年度の母子世帯等調査（巻末資料 3）における養育費の受給率は19.7%と
低い。その内訳を見ると協議離婚後の受給率が16.2%と低いことが全体の受給率を引き下
げている原因であるが、その16.2%の半数（50.8%）は（協議離婚時又は離婚後において）
養育費の取決めがあると回答している。逆に言えば、協議離婚であってもきちんと取決め
をしたカップルにおいては、履行率（取決めをしたもののうち履行しているものの割合）
は必ずしも低くないということが推測される。ちなみに、同調査によれば、調停や裁判で
離婚した者の受給率は37.2％であるが、そのうち調停や裁判において養育費を取決めたと
回答した者は49.8%となっている。調停や裁判で離婚したカップルには紛争性が高いもの
が多いことも関係しているのではないかと推測されるが、それはともかく、この履行率か
ら見ても離婚協議過程への支援の意義や必要性が推測されるわけである。
イ　住所・職場の告知と探索、債務名義と収入・資産の開示
　養育費支払いの義務者の住所や勤務先、職業が不明であるために請求手続きができない
という権利者からの相談が少なくない。現行の制度では、義務者の住所や勤務先は権利者
が自分で突き止めなければならない。生活保持義務といった強い義務を持つ者に対しては、
権利者の請求があれば住所や勤務先あるいは資産、収入の探索ができるような支援システ
ムが求められていると言えよう。
ウ…　モチベーションの支援（両親へのガイダンス、義務者へのインセンティブの付与、督
促・制裁）
　養育費の相談をして強く感じられることは、子どもに対する愛情や責任感が希薄な父親
が少なくないということである。このためか、義務者である父親に対して養育費を期待す
ることをあきらめている権利者が少なくない。ここから感じられることは、離婚時におい
て養育費（を支払うこと）が子どもに対して持つ意味を父母双方にガイダンスしたり、養
育費を支払う側に一定のインセンティブを付与したり、あるいは不履行に対する社会的制
裁を課したりするなど、義務者の支払意欲や意識に対する働きかけについてのニーズが強
いということである。
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⑶　養育費の算定に関する相談
ア　義務者と権利者の生活水準の格差に対する不公平感への対応
　養育費の算定に関する相談としては、標準的な金額や「養育費算定表」…2の見方に対する
質問がほとんどである。現行の算定表に対しては日弁連などによる批判が加えられてい
る…3が、相談支援センターの相談においては算定表表の構造や算定方法に対する批判はほ
とんどないのが実情である。もちろん、様々な理由から算定表の示す金額に対する失望感
は少なくない。これをよく聞いてみると、その背景にあるのは、離婚後の母子の生活水準
と、別れた夫の生活水準との格差に対する不公平感であることが感じられる。離婚後、双
方の収入が異なるのであるから当然と言えば当然であって、この問題は基本的にはひとり
親家庭の貧困化スパイラルの問題であり、総合的な貧困対策に対する不満やいらだちが養
育費相談に持ち込まれている側面があるように思われる。ここから窺えることは貧困問題
に対する総合的な政策の中に養育費の確保策が位置づけられることへの要請があるという
ことではないだろうか。
イ　子の教育費の支援の必要性
　算定表の金額が低すぎるという意見の中で多いのが子の教育費の問題である。私立学校
の授業料、学習塾やスポーツクラブの費用など現代の子どもの生活費に一般化している広
い意味での教育費の確保は、貧困の連鎖をなくすためにも必要な課題である。現行の算定
表においては、上記の費目は標準的には考慮されておらず、特別経費として検討されるべ
き事項とされている…4。ひとり親家庭における教育費の負担の支援についても、アと同様に
これを私的扶養である養育費だけで賄うということには限界があるのではないだろうか。
ウ　収入、財産に関する情報開示（特に自営業者の収入の捕捉）
　養育費の算定上、最初に必要となるのが双方の収入の正確な認定である。ところが、義
務者特に自営業者が収入の開示に消極的であったり、不誠実であったりする場合に、権利
者がこれを調査したり追及したりすることは極めて困難であるという声が多い。
　このことから、双方の収入に対する情報の共有化によるコンセンサスが図れるような
ツールや制度に対するニーズが高いということができよう。
エ　算定表の弾力的な運用を求めるニーズ
　現在、家庭裁判所の調停や審判では養育費算定表に依拠した運用が行われているが、教

2… 2003年（平成15年） 4月、東京家裁及び大阪家裁の裁判官等による「簡易迅速な養育費の算定を目指して－養育費・婚
姻費用の算定方式と算定表の提案に関する研究」（判例タイムス1111号）で公表された算定表で、以後調停、審判におい
て広く活用されている。

3… 最も代表的なものは、2012年（平成24年） 3月15日日本弁護士連合会から出された「養育費・婚姻費用の簡易算定方式・
簡易算定表」に対する意見書であり、上記の算定表には公租公課、職業費、特別経費、生活費指数、算定表化等につい
ての不合理性が指摘されている。

4… 判例タイムス1111号所収の前期論文において考慮されている教育費は、学校教育費であって学習塾やスポーツクラブの
費用や私立学校の授業料については特別経費として個別の事案に即して考慮されるべき事項とされている。（岡健太郎「養
育費・婚姻費用算定表の運用上の諸問題」判例タイムズ1209、P10～11、2006；松本哲泓「婚姻費用分担事件の審理－
手続と裁判例の検討」家庭裁判月報…第62巻…11号、P74～76、…2010）
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育費、医療費、住居費など個別の事情への配慮がほしいという声が少なくない。調停等に
おける算定表の弾力的な運用を求める声というのは、「算定表に基づいて一方的に決めら
れた」という声であって、実は算定表の適用について当事者に対する十分な説明が不足し
ていることに帰結する事例が少なくない。調停や審判においては、家庭裁判所が一定の判
断を示すときは、当事者が納得のゆく説明を尽くすという努力が求められよう。

⑷　事情の変更に関する相談
ア　養育費の不安定性への不安
　養育費は「事情の変更」によっていつでも増額又は減額できるとされている。現に、近
年の景気の低迷を背景とした減額請求に関する相談は増加傾向にある。しかし、現に子ど
もを監護養育している義務者にとって養育費が生計を維持するための固定的な収入として
担保されないことに対する不安、養育費をあてにして生活設計をたてることができないと
いう不安が強いのが実態である。このような不安を裏返すと、養育費を安定的な定期給付
にしてほしいという強いニーズがあるいうことになろう。
イ　再婚をめぐる不公平感
　再婚をめぐる養育費の減額については、権利者、義務者双方に様々な心情が交錯し、幸
福感の不平等という不満が表面化する。母親が連れ子をして再婚し、子が母の再婚相手と
養子縁組をした場合における実父の養育費の免除や減額、あるいは父親が再婚して新しく
子を設けた場合の減額などは、理屈では割り切れない感情が残るため、手続相談を超える
対応が求められることとなる。これは父母の一方又は双方が再婚した場合の面会交流の問
題状況と併せて考えると、養育費や面会交流に関する支援とは、「家族」という集団を対
象としたものというよりは、個々の「親と子」という関係を対象としたものとして考えて
いくべき性質のものと性格付けることができ、ある種の割り切れなさを伴う感情とは、近
代家族の多様化ないしは変容に伴う社会意識と関係しているように感じられる。
ウ　特別経費とその負担割合
　事情の変更に関連する相談として多いのは、子の進学に伴う一時金や私立学校における
授業料などの特別経費の負担割合の問題である。この負担に耐えられないために進学をあ
きらめる母子家庭の子も少なくないようである。貧困の連鎖として指摘されるこの問題も、
養育費の範疇を越えた公的支援の制度設計が求められていると考える。

⑸　履行確保に関する相談
ア　履行勧告におけるケースワーク機能への期待
　一旦取り決めた養育費は確実に支払われるという制度的な担保を求めるニーズは極めて
高い。現行の制度は、苦労して調停や公正証書によって取り決めても、義務者が履行しな
くなった場合の強制力が極めて弱く、成立した調停の実効性の乏しさに対する失望感が語
られることが少なくない。また、複雑な強制執行手続を多くは子を養育監護している母親
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である権利者に担わせるのは過重に過ぎるのではないかと感じられることが多い。
　新しい家事事件手続法では旧法に比べて履行勧告に関する規定が大幅に増えているとこ
ろ、当事者から履行勧告制度における家庭裁判所のケースワーク機能（子の利益の実現を
目的とした義務者への働きかけ）をより一層充実してほしいという要望が強い。
イ　履行命令、間接強制、財産開示等の活用
　有名無実化している履行命令をはじめ、平成16年の執行法改正において認められた扶養
義務等にかかる金銭債務に関する間接強制も統計的な実態が明確ではないが、実効性のあ
る制度として機能しているとは言えないのが実情ではないかと考えられる。家裁の受付窓
口で再考を促されたという相談も決して稀ではない。同じく16年の執行法改正によって創
設された財産開示手続についても、申立人が、債権者として通常行うべき調査を行った結
果、知れている財産がどれだけ存在するのか、そしてそれらの財産に対する強制執行を実
施しても請求債権の完全な弁済を得られないことを具体的に主張しなければならないな
ど、養育費債権の執行に実効のある手続となっているとは言えないのが実態である。扶養
義務の履行の確保をめざしたはずの執行法の改正がいずれも実効性に欠けることに対する
検討を望む当事者のニーズは極めて高い。
ウ　強制執行手続の遂行への支援
　家裁や公証役場、法務局、戸籍役場、地裁民事部などの機関を回って、少なくない書類
を整え、差押命令が送達された義務者の勤務先からの取立の折衝まで、幼児の手を引いて
執行裁判所に訪れる母親に担わせるのは重きに過ぎるきらいがあり、現にその手続負担の
煩雑さから強制執行をあきらめたという当事者も少なくない。このような当事者に対して
は、自治体の相談員による関係機関への同行支援や書類作成支援…5などへのニーズがある
ほか、手続自体の簡素化に対するニーズが高い。
エ　所在、財産、収入等の探索制度
　履行確保の前提となる債務者の所在の探索、債務者の財産や収入の捕捉については、現
行制度では、全てその多くが経済的に困窮している母子家庭の母親である債権者ひとりに
委ねられている。このため、多くの債権者が履行確保に関する手続の途上で、手続の遂行
をあきらめざるを得ないのが実情である。このような状況に対する抗議のような相談が少
なくない。執行法においてもその優先性が認められている養育費債権の履行確保について、
その実効性を担保する制度整備が強く求められている。

⑹　「調停」に参加する当事者へのサポート
　行政的な履行確保の制度がない現行制度のもとでは、養育費相談はつまるところ家庭裁
判所に行きなさいと助言するほかないものとなる。したがって、相談はいきおい調停や審
判をいかに有効に活用するかという方向に向かう。どのような事件として申立てるか、そ

5… 平成20年 7 月22日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子家庭等就業・自立支援センター事業について」
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の具体的な手続、相手との情緒的な葛藤への助言、調停場面での主張や意見の整理に関す
る助言等、家庭裁判所の敷居の高さを踏み越える不安を抱えた当事者への支援の必要性が
感じられる。
　また、自治体の相談員にとっては、法テラスでの相談をすすめたり法テラスを通じての
弁護士等の紹介、弁護士費用等の質問に対しても過不足のない対応が求められる。
　家裁にも手続案内という制度があるが、それはあくまでも当事者の具体的なニーズに対
応した手続に関する案内であって、当事者が何を求め、どのような問題解決が望ましいか
を見出していくことを援助する相談ではない。
　これらのことを考えると、実効性が期待できる取決めは調停や公正証書しかないという
現状においては、自治体の相談員等による調停前、調停中、調停後にわたる調停遂行過程
における当事者支援がもっと積極的に行われてよいのではないかと考える。

2 　「養育費相談支援センター事業」の展望

⑴　受給率の向上
　相談支援センター事業の創設の趣旨のとおり、養育費の受給率の向上を目的とした相談
支援業務を中核とし、この具体的ないわば数値目標の実現のために効果のある事業内容を
構築していく必要がある。このため、実効性に結びつく相談支援体制の構築のため⑵以下
の事項についても、相談支援センター事業で得られたノウハウや情報の提供を行うなどの
活動が求められよう。

⑵　自治体の相談、支援態勢の充実
ア　相談窓口の統合と機能化（ワン・ストップ・サービスとネットワーク）
　現在、養育費確保を職責とする自治体の相談員とは、就業・自立支援センターの養育費
専門相談員と各基礎自治体や社会福祉事務所に配置されている母子自立支援員である。し
かし、この両者は所属する機関も異なり、組織として相互に連携するシステムにはなって
いない。
　しかも、いずれも養育費や面会交流に関する相談の窓口としてはほとんど周知されてお
らず、就業や福祉貸付等彼らの様々な相談の中に占める養育費相談の割合は 1～ 2パーセ
ントに過ぎない…6。
　また、当事者の相談経路は生活保護係、児童扶養手当申請窓口、戸籍係、DV相談窓口
と多様であって、養育費相談が主たる相談で訪れる当事者はむしろ少ないのが実情であり、
児童扶養手当の申請や貸付の相談に来た当事者に対して、ところで養育費はもらっていま

6… 平成26年 1 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭の支援について」P14「母子自立支援の相談・
支援」
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すかと聞いて、「養育費相談」を「掘り起こしている」のが実情である。このような潜在
的な（養育費確保のニーズのある）当事者の掘り起こしのためには、離婚前からの相談も
含め、当事者が抱えている様々なニーズに対して何と何が必要であるかということを的確
にインテークする総合相談窓口が急務であると考える。
　いわゆるワン・ストップ・サービスとは、その総合相談窓口で何でも解決できる総合的
専門職を配置するということではなく、当事者のニーズを解決する選択肢や手順、プロセ
スを示し、次にどこへ行って何をすればよいかということを説明する機能のことをいう。
たらいまわしではなく、確実なリファーを行う機能のことであり、またそのためには有機
的なネットワークが必要となる。「有機的」というのは連携のための定期的な協議を行い、
関係者がお互いの顔を知っており、困難事例について個々にケース・ケア・チームができ
る関係のことを言う。
イ　相談員の専門性の向上と処遇改善
　例えば母子自立支援の任用については、多くの自治体において一定の年限を区切った任
期付採用となっており、シングル・マザーの雇用政策を兼ねる施策として行われているふ
しがある。シングル・マザーが各自の体験を生かして、同じような問題に悩む当事者の相
談支援に当たることは、意味があり有効に機能することが少なくない。しかし、一方で相
談支援に必要な専門的知識や技法の習得が必要であって、自分も離婚を経験したというだ
けで適切な相談ができるわけではないないことは言うまでもない。したがって、相談員と
しての素質のあるものを任用し、相当のプログラムを課して一定の水準を持った相談員を
計画的に育成していく必要がある。そのためには、相談員の育成に係る研修予算の手当を
含む処遇改善も望まれるところである。
ウ　「手続相談」を越える相談と支援
　母子自立支援員や就業・自立支援センターの養育費専門相談員の行う養育費相談は、形
の上では「手続」に関する相談であるが、その本質は当事者の自立した、あるいは新しい
生き方への応援である。やっとの思いで別れた相手とは関わりたくない、養育費を依存す
る形で元配偶者につながることは自尊心が許さない、子どもを巡ってのやりとりから想像
される不快感、このような当事者に接し、離婚した相手と「関わる」ことの意味やそのこ
とがもたらす親子関係の時間的展望を見出すこと、これが養育費相談の意義である。養育
費相談は、離婚後の両親との新しい関係の持ち方を構築することによって、親自身が新し
い役割行動を獲得していくプロセスへの支援である。
　つまり、地域に密着する支援員が、繰り返し話を聞き、その成り行きを見守り、親の離
婚を経験した子どもたちの成長とこれを支えていく親たちの自尊心の回復過程を見続ける
支援である。このような養育費相談のパラダイムを相談員と親たちの間の共通認識として
育てていくことも相談支援センターの役割であろう。
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⑶　制度改革のための情報提供
　今回のシンポジウムの目的もそうであり、相談支援センターの中に制度問題研究会を立
ち上げたように、これまで見てきたような養育費確保に関する当事者のニーズと現行の諸
制度の間に深い川が横たわっていること、相談から見える制度整備の内容や方向について、
社会一般だけでなく、関係当局、関係機関、学会、ジャーナリズム等に必要な情報を提供
することも、相談支援センターに課せられた役割であると考える。
　この点は、厚生労働省の事業委託の趣旨を越える事かもしれないが、「相談支援」事業
が養育費の受給率の向上にあるということを中核に据える限り、「相談支援」という仕事
の果実としてこのような「情報」の整理や意見の提示を行うことが許されるのではないか
と考えている。
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〈配布レジュメ〉

養育費確保のための相談支援の立場から

　養育費相談支援センター　鶴　岡　健　一

1　相談内容からみた養育費確保制度に対するニーズ
　⑴　相談内容の概要
　⑵　請求手続に関する相談から見えてくるもの
　　ア　取決めに関する支援（「協議」離婚の支援へ）
　　イ　住所・職場の告知と探索、債務名義と収入・資産の開示
　　ウ…　モチベーションの支援（両親へのガイダンス、義務者へのインセンティブの付与、

督促・制裁）
　　　（離婚後の親子関係の維持形成のための支援）
　⑶　養育費の算定に関する相談
　　ア　義務者と権利者の生活水準の格差に対する不公平感への対応
　　イ　子の教育費の支援の必要性
　　ウ　収入、財産に関する情報開示（特に自営業者の収入の捕捉）
　　エ　算定表の弾力的な運用を求めるニーズ
　⑷　事情の変更に関する相談
　　ア　養育費の不安定性への不安
　　イ　再婚をめぐる不公平感
　　ウ　特別経費とその負担割合
　⑸　履行確保に関する相談
　　ア　履行勧告におけるケースワーク機能への期待
　　イ　履行命令、間接強制、財産開示等の活用
　　ウ　強制執行手続遂行への支援
　　エ　所在、財産、収入の探索制度（個人情報保護との関係）
　⑹　「調停」に参加する当事者へのサポート
2「養育費相談支援センター事業」の展望
　⑴　養育費の受給率の向上
　⑵　自治体の相談支援態勢の充実
　　ア　相談窓口の統合と機能化（ワン・ストップ・サービスとネットワーク）
　　イ　相談員の専門性の向上と処遇改善
　　ウ　「手続相談」を越える相談と支援
　⑶　制度改革のための情報提供
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面会交流の現状と求められる支援策

片　山　登志子

第 1　子の福祉と離婚紛争における円滑な面会交流実現の重要性

1　離婚紛争が子どもに与える影響を最小限にとどめるために
　未成年の子どものいる離婚紛争では、夫婦の離婚前・離婚後における紛争が子どもに与
える影響を最小限にとどめる必要がある。筆者は、これまで弁護士として多くの離婚紛争
を経験し、そして両親の離婚紛争の渦中で一方の親と離れて生活をせざるを得なくなった
未成年の子どもたちと接してきたが、夫婦の離婚前あるいは離婚後における紛争が子ども
にどれほど大きな影響を与えているかを思うと心が痛くなる。一方の親の代理人に就任し
た時点で、依頼者である親から、これまでの親と子どものかかわりや子どもへの思いを聴
き、子どもはきっとこういうことで悩んでいるであろうとそれなりに想像をするが、現実
に子どもと向き合って話を聴いてみると、子どもは、親や周囲の大人の想像をはるかに超
えたところで不安を抱え、寂しさや両親への思いを整理できないままに混乱した心理状態
に置かれていることに気づかされる。別居時あるいは一方の親と離れた時点で十分な心の
ケアができていなかった子どもと、別居から 5年10年経った段階で接する機会もあったが、
親に対する複雑な思いを抱えるなかで不登校となり、そこから脱出するために長年にわ
たって苦労をした子どもなど、両親の紛争の記憶や別居時における不安、両親に対する満
たされない思いが、その後の子どもの人生にいかに大きな影響を与えているかを目の当た
りにすることも少なくない。両親の紛争が子どもに与える影響を、私たちは本当に深刻に
とらえて対応を考える必要がある。その対応策の一つとして、別居中および離婚後の親子
の面会交流が円滑に行われることが極めて重要である。
　しかしながら離婚紛争の渦中にある当事者は、親自身も、別居や離婚後の生活設計に対
する不満や不安を抱えているのみならず、これまでの婚姻生活の中で生じた夫婦としての
葛藤が影響して相手方に対する憤りなど様々な感情に縛られていて、子どもの気持ちに目
がいかないことが多い。したがって、離婚を前にしたときに、夫婦が子どもの気持ちにき
ちんと目を向けて子どもの最善の利益を考えて話し合いができるよう専門家が支援をする
ことが、離婚における子の福祉を考える上でもっとも重要なことだと思われる。

2 　両親の離別を経験した子どもにとって必要なもの
　子どもの福祉という言葉がよく用いられるが、何が本当に子どもの福祉にかなうことな
のか、その具体的内容を説明することは決して容易ではない。代理人弁護士と当事者との
間で、子どもの福祉の考え方をめぐって議論になることもある。そうしたなか、家裁月報
61巻11号「家庭裁判所調査官による子の福祉に関する調査～司法心理学の視点から」は、
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両親の離別を経験した子どもにとって必要なものが何であるかについて具体的に述べられ
ている専門的論考である…1。同論文では、これまでの実証的な子の福祉の判断の基礎となる
経験則についての様々な研究も紹介されている。時代によって子の福祉の判断基準は変化
をしてきているが、最近の研究の中で抽出されている経験則において共通して指摘されて
おり、かつ私自身が紛争の現場にいて子の福祉を考えるうえで重要な要素と考えているの
は次に挙げる 4つである。
①　双方の親との愛着（アタッチメント）
②　監護者の良質な養育
③　経済状況や転居を含めた養育環境の安定性
④　両親間の争いや暴力からの保護
　特に面会交流に関連して言えば、①の双方の親との愛着が継続することとともに、④の
両親間の紛争や暴力からの保護がとても大切な要素であると考える。要するに何が何でも
面会交流をすればいいということではなく、両親間の紛争から解放された本当の意味での
円満な面会交流を継続すること、これこそが子の福祉にかなうことであり、子の健全な成
長にとって不可欠である。

3 　別居中の親子の面会交流紛争を解決することが大切
　もう 1つ離婚紛争における面会交流を考える上で重要な点は、別居後のできるだけ早い
時期から親子の面会交流を支援して実現することであり、離婚してから面会交流ができた
らいいというものでは決してないという点である。これも筆者が経験したケースであるが、
別居直後の子どもと交流する機会があった。どうサポートしたらいいか悩みながら子ども
と何回かにわたっていろいろ話をしたが、子どもは、両親の別居でまず住む場所が変わり、
その結果として学校が変わり友人が変わり生活環境がすべて変わってしまった、そのこと
に対して口にできないぐらいの悲しみを抱えていて、最初はぼろぼろ泣くばかりであった
が、何よりも友達と別れるのが悲しいと語り始めた。だけどどうしても別居せざるを得な
いという母親の気持ちもわかるから母親を自分が守ってあげないといけないという気持ち
も強い。しかし一方で、自分が母親と暮らすことによって父親が自分に対してどんな気持
ちを持つのだろうと、一緒に暮らせない別居親に対しても大変気配りをしている様子で
あった。結局のところ、だからどうしたらいいかわからなくて悲しくて涙が出たものと思
われるが、そういう自分では整理のできない気持ちを少しずつ折にふれ語ってくれた。…
この経験を通じて、別居直後の、まさに生活が変わるというそのタイミングで不安を抱え
る子どもの気持ちに寄り添い支援することの大切さを痛感した。子どもにとって最も辛い
別居直後の時期に、別居親との円満で継続的な交流をいかに確保するかは、両方の親の気

1… 小澤真嗣氏（公表時、金沢家庭裁判所小松支部主任家庭裁判所調査官）の論文。子の福祉の判断要素や、紛争性の高い
事案における子の福祉の調査など、面会交流を支援するうえで必要な専門的知見が詳細に論述されている。
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持ちを子どもに見えるようにして不安を取り除いてあげるうえでも重要であると思われる。

第 2　面会交流の現状

1　事件数の激増
　面会交流調停は、平成10年の1,696件から毎年増加し、平成21年には6,924件、平成23年
は8,714件と、13年間で 5倍以上に増加している。これに伴い、面会交流審判も、平成10
年の293件であったのが、平成15年に638件、平成21年は1,048件、平成23年には1,354件と
調停と同様の増加をみせている。こうした事件数の増加と並行して、弁護士に委任する事
案が増加してきているのも顕著な傾向と感じられる。

2 　事案の困難性
　面会交流紛争の変化は、こうした事件数の増加だけではなく、面会交流紛争についての
当事者の意向調整が非常に難しくなっているという点にもみられる。面会交流を実施する
こと自体の合意が困難なケースも少なくないが、面会交流を行うこと自体に争いがない場
合でも、非同居親が自分が理想とする面会交流をなんとしても実現したいという強い思い
を持っていて、そのために合意が難しいケースも多い。単に面会交流ができればいいとい
うのではなくて、回数や 1回の交流時間、宿泊を伴う交流の機会が確保されるべきである、
あるいは祖父母とも交流をさせるべきである、第三者が立ち会うのでは真の面会交流にな
らないといったように、面会交流の方法について父母が自分の主張を譲らず合意が難しい
というケースが増えてきている。
　また、代理人として心が痛むのは、ようやくにして面会交流の合意ができても面会交流
の実施時の些細なことから紛争が再度紛糾してしまい、短期間で面会交流が実施されなく
なるケースも少なくないという問題である。非監護親との面会交流が途絶えることは、別
居によって親の喪失を体験した子どもが、面会交流中断によってもう一度親を失うという
体験につながるものであり、子の福祉の観点から何としても避けなければならないし、一
旦中断した面会交流を再開させることが極めて困難であることからも、別居直後の段階で
の真に円満かつ継続可能な面会交流の調整が強く求められるところである。

3 　困難な事案が増加している背景は何か
　なぜ、面会交流に関してこのような困難な問題が生じるのか。その背景には様々な社会
的要因も関係しているものと思われるが、筆者なりにこれまで経験したケースから考えて
みると次のような背景事情を感じ取ることができる。
①…　別居中（離婚前）の面会交流では、非同居親においては、離婚に際して親権を取得し
たいという親権への強いこだわりがあるとともに、仮に親権者になれない場合でも離婚
後も同居親と同じ程度に子どもとの交流を確保したいという強い思いがあること。その
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結果、毎週末を非同居親と過ごすことを求めるといった要望も見られる。同居親、非同
居親共に離婚後も親権者であり続けたい、子どもの養育に関わり続けたいという強い親
の気持ちが最近顕著に表れるようになってきている。
②…　他方、同居親においては、高い葛藤状態の中で婚姻生活を長年続けた結果、非同居親
に対する否定的感情が強く、非同居親が求める子どもとの面会交流も、子どもを養育し
ている自分に対する干渉と受け止めがちとなり、面会交流そのものを受け入れられない
か、受け入れても最小限の内容でしか合意できないというように面会交流に対する強い
否定的感情となって表れてしまうこと。
③…　さらに、こうした非同居親との面会交流に対する否定的感情は、同居親のみならず、
同居親を支援している同居親の父母や兄弟姉妹などにおいても根強く、同居親の親族も
含めて非同居親に対する強い否定的感情というのが面会交流を難しくしていること。
ケースによっては、同居親自身は面会交流にそれほど否定的ではないが、別居・離婚と
いう過程で両親や兄弟姉妹に迷惑をかけているという思いから、親族の意向に沿った対
応しかできず悩みを抱えている同居親もいる。
④…　子どもにとっても両親にとっても、別居や離婚という事態は、経験してみなければ理
解しがたいほど三者三様に異なる不安と哀しみを伴うものであり、同居親、非同居親自
身も非常に苦しい心理状態に置かれていること。

4 　困難な事案を解決するうえで重要な視点
　このように、面会交流紛争はケース毎に様々な背景事情を持っているが、そうしたなか
でも、同居親、非同居親の双方が、子どもは自分たちの感情とは別な思いを父親、母親に
対して持っていることに気づき、自分の感情と切り離して子どもの気持ちを冷静に受け止
め、子どもの気持ちを尊重して対応することが重要であるといわれている…2。
　別居や離婚に直面している両親が、夫婦間の紛争とは切り分けて客観的に子どもの気持
ちを見ることができるようになるためにも、離婚紛争の初期の段階で両親に対しても寄り
添って支援することが重要である。

第 3　将来にわたって円滑な面会交流を実現するうえで求められる支援策　

　以上のように、面会交流を困難ならしめる事情が当事者の努力のみによっては容易に解
消できない問題であることに鑑みるとき、子どもの最善の利益を実現するうえで重要な役
割を果たす面会交流の円滑な実現のためには、父母そして子どもに対する支援が体系的か

2… 第56回全国家事調停委員懇談会（平成22年 7 月 5 日開催）の面会交流をテーマとするパネルディスカッションで、棚瀬
一代氏（開催時、神戸親和女子大学発達教育学部教授）は、「離婚後は夫婦関係と親子関係というものをしっかり分けて
いくことが、離婚を選び取った大人の責任である」ということを調停委員は当事者に伝えて欲しいと述べられている（ケー
ス研究306　88頁）
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つ制度的に構築される必要があると考える。
　必要とされる支援は、大きく次の 3つ段階に整理することができる。

1 　離婚時の支援
　何よりも必要なのは離婚時の支援である。すなわち、まさに離婚をするというそのとき
に、面会交流の方法や養育費の支払いを含めた離婚後の子どもの養育について、父親と母
親が今後どのような協力関係を継続していくのかを具体的に話し合う時間と気持ちを持て
るよう、そして話合いの結果として合意を形成するに至るよう支援することが求められる。
現状では、協議離婚の際の養育費や面会交流の合意形成はまだ全体の半数にも上らないと
報告されている。離婚時には子どもの面会交流や養育費について合意をするのが両親の責
任であるという意識が社会に醸成されることが必要である。子どもの養育についての話合
いと合意をするのが当たり前という社会になれば、少なくともそこで、両親が子どもの気
持ちに目を向けるということが最低限確保されるのではないかと思われる。
　また、離婚紛争の解決において大切なことは、双方当事者が、自ら、自分と子どもの将
来の生活を見通して新しい生活を設計し選択をしていくことである。そのためには、離婚
によって経済的にどのような状況になるのか、子育てのためにどのようなサービスを利用
できるのか、健康保険や扶養控除はどうなるのかといった生活のあらゆる面における情報
が必要であり、これをワン・ストップでわかりやすく提供することも、紛争状態の早期解
消と、子どもの養育について話し合う気持ちの余裕にもつながる。
　離婚に直面する家族が、必要とする情報を手軽に入手できかつ容易に理解できるような
トータル・サポート・システムの整備は行政も含めた関係者の責務であると考える。

2 　離婚に至るプロセスにおいて求められる支援
　上記の離婚時の話合いと合意を実現するためには、離婚に至る長い紛争のプロセスにお
いて、早い段階からの適時・適切な支援も重要である。第 2の現状でも述べたが、長期に
わたる夫婦間の紛争で感情的対立が激しくなってしまうと、離婚時に話し合うことも合意
も不可能となり、離婚後の協力も望めない。したがって、夫婦間の紛争が膠着状態になる
前の段階からの家族支援が必要となる。
　具体的には、以下のような支援が求められる。
①…　夫婦間の紛争が膠着状態になる前の早い段階から相談でき、かつ継続的に相談できる
窓口を設けて、離婚に至るプロセスで生じる様々な紛争や不安に対しても早期から適切
に対応し支援すること（DV被害や児童虐待への対応機関とも連携して総合的な支援が
できる窓口が必要である）。
　…　紛争の早い段階で、第三者が支援をして当事者の話し合いを促し、相互の気持ちの行
き違いや誤った対応を是正して家族の環境を整備していれば、もっと別な家族のあり方
が可能だったのではと思われるケースは多い。そうした観点から、家族の関係で悩みを
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感じたときに早期に気軽に相談できる窓口が必要である。
②…　父親・母親の双方が、離婚紛争に直面している子どもの心理状態や、子どもが自尊感
情や自己肯定感をもって健やかに成長していくためには両親の紛争から解放された中で
両方の親から愛情を受け愛着（アタッチメント）の機会を持ち続けられることがいかに
重要であるかなどについて、共通の理解と認識をもてるよう、離婚に至る紛争の早い段
階から、カウンセリングや親教育等を通じて支援すること。
③…　別居中の非同居親と子どもの面会交流の実施を支援すること。
　…　第 1でも述べたが、別居に直面した多くの子どもが大人の想像をはるかに超えた不安
や悲しみの感情を抱えていることを考えると、子どもの気持ちを受け止めるためにも、
別居後の早い時点から非同居親と子どもの円満な面会交流を継続することが重要である。
　…　しかし、現実には、別居家庭が手軽に利用できる支援システムはまだまだ不十分であ
り、離婚をしなければ受けられない支援もある。このため両親や親族あるいは友人の支
援に頼っている別居家庭も少なくないが、そのことが別居家庭にとって精神的な負担と
なり、離婚の話し合いに影響を与えている場合もある。こうした点への配慮も必要であ
り、早急に、別居時における面会交流支援の具体的な方策が検討され、誰でもが利用で
きるようなサービスとして提供されることが必要である。

3 　離婚後の支援
　いうまでもないが、面会交流は合意がなされたとしても、円滑に継続して実施されなけ
れば意味がない。特に面会交流が途中で中断することは、子どもに新たな喪失感を強く与
えるものであり、何としても回避する必要がある。
　離婚時の合意に従った面会交流の実施が円満に継続されるよう以下の支援を行う必要が
ある。
①…　現在FPICが行っている面会交流支援の活動と連携するなどして、離婚時の合意に従っ
た面会交流を父母も子どもも安心して実現できるよう、交流場所の提供、同行や立会な
どの交流支援サービスを、誰もが手軽に利用できるサービスとして提供されること。
②…　面会交流の実施に際して問題が生じ、その円滑な継続が困難になった場合に、再度話
合いによって調整するなどして交流の再開を支援すること。

第 4　さいごに

　子どもの面会交流を含めた離婚関連紛争の解決においては、夫と妻、当事者双方の置か
れている立場や心情と、父母の離婚によって大きな影響を受ける子どもの心情や何が子ど
もにとって最善の利益であるかを理解し、当事者が、子どもの問題を含めた離婚関連紛争
を主体的に将来に向けて前向きな気持ちで話し合えるよう、上記のとおり、紛争の各プロ
セスの状況に応じたきめ細かな支援が求められる。
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　しかし、残念ながら現在の日本では、そうした当事者支援の環境がまだまだ整備されて
いないことを痛感する。今後、当事者が手軽に抵抗なく利用できる当事者支援の環境、体
制が整備されるよう、家庭裁判所、行政、弁護士会、その他家事紛争に関する専門家が連
携して実現に向け努力することが重要である…3。

3… 兵庫県明石市では、平成26年 4 月から、子ども養育支援の新たな取り組みとして、①社会福祉士や臨床心理士などの専
門家による総合相談やFPIC大阪ファミリー相談室の相談員による子ども養育特別相談の実施、②離婚相談を終了した市
民に対する「こどもの養育に関する合意書」「こども養育プラン」と題した参考書式の配布、③法テラス兵庫地方事務所
明石市役所分室の設置やFPIC大阪、兵庫県弁護士会、明石公証役場など関係機関との連携がスタートする。
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〈配布レジュメ〉

面会交流の現状と求められる支援策

弁護士　片　山　登志子

第 1　子の福祉と離婚紛争における円滑な面会交流実現の重要性
　 1 …　未成年の子どものいる離婚紛争では、夫婦の離婚前・離婚後における紛争が子ども
に与える影響を最小限にとどめる必要がある。そのためには、親子の面会交流が円滑
に継続することが重要。しかし、離婚紛争の渦中にある当事者は、様々な不安や感情
に縛られていて、子どもの気持ちに目がいかないことが多い。専門家の支援が重要。

　 2　両親の離別を経験した子にとって必要なもの
　　…　子の福祉の判断の基礎となる経験則として様々な研究がなされている（家裁月報61
巻11号「家庭裁判所調査官による子の福祉に関する調査～司法心理学の視点から」参照）

　　　現在までの研究で共通して挙げられているのは
　　　①双方の親との愛着（アタッチメント）
　　　②監護者の良質な養育
　　　③経済状況や転居を含めた養育環境の安定性
　　　④両親間の争いや暴力からの保護
　 3　別居中の親子の面会交流紛争を解決することが大切
第 2　面会交流の現状
　 1　事件数の激増

面会交流調停
　　…　平成10年の1696件から毎年増加、平成21年には6924件、平成23年は8714件と、13年
間で 5倍以上に増加
面会交流審判

　　…　平成10年の293件であったのが、平成15年に638件、平成21年は1048件、平成23年に
は1354件と調停と同様の増加をみせている。

　 2　事案の困難性とその背景
　　⑴　何が困難なのか
　　　①　そもそも面会交流を認めるかどうかで紛糾
　　　②…　認める場合であっても、回数、 1回の交流時間、宿泊を伴うか否か、祖父母と

の交流を認めるか否か、第三者の立会の要否など、交流内容・方法の細部につい
て父母の意見が食い違い、合意が困難

　　　③…　合意ができた場合であっても、面会交流の実施時に些細なことから再度紛糾し、
面会交流の実施が困難になるケースも少なくない
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　　⑵　その背景は？
　　　①　…同居親、別居親ともに、離婚後も親権者であり続けたいという強いこだわり
　　　②…　親権者になれない場合でも、離婚後も同居親と同じ程度に子どもとの交流を確

保したいという強い思い
　　　③　同居親の別居親に対する強い否定的・拒否的感情
　　　④…　子どもにとっても両親にとっても、別居や離婚といった事態は三者三様に不安

と哀しみを伴うものであり、苦しい心理状態におかれている
　　　　→　子どもの気持ちを自分の感情と切り離して客観的に観ることができない
第 3　将来にわたって円滑な面会交流を実現するうえで求められる支援策　
　 1　離婚時の支援
　　…　離婚時に、父母の間で、離婚後の子どもの養育について適切かつ十分な話し合いが
できるよう支援し、さらに合意形成を支援する。

　 2　離婚に至るプロセスにおいて求められる支援
　　…　離婚時の話し合いと合意形成が円滑にできるよう、その前提として以下の支援が重
要。

　　①…　面会交流の重要性について、双方の親の認識を共通にするためのカウンセリング
等

　　②…　別居中の非監護親と子どもの面会交流の実施を支援する
　　　…　離婚後の面会交流を円滑に実施し継続するためには、別居後の早い時点から非監

護親と子どもの交流を継続することが重要。そのためには、別居時における面会交
流支援の具体的な実施を支援することが必要。

　　③…　夫婦間の紛争が膠着状態になる前の早い段階から相談でき、かつ継続的に相談で
きる窓口を設けて、離婚に至るプロセスで生じる紛争に対しても早期から適切に対
応し支援する（DV被害、児童虐待への対応機関とも連携）

　　　…　長期にわたる夫婦間の紛争で感情的対立が激しくなってしまうと、離婚時に話し
合うことも合意も不可能となり、離婚後の協力も望めない。したがって、夫婦間の
紛争が膠着状態になる前の段階からの家族支援が必要。

　 3　離婚後の支援
　　…　離婚時の合意に従った面会交流の実施が継続されるよう以下の支援を行う。
　　①…　現在FPICが行っている面会交流支援の活動と連携するなどして、離婚時の合意

に従った面会交流を父母も子どもも安心して実現できるよう支援することが重要
（交流場所の提供、同行や立会など交流支援サービスの提供など）

　　②…　面会交流の実施に際して問題が生じ、その円滑な継続が困難になった場合に、再
度話合いによる調整などを支援することも重要（面会交流は中断すると再開が困難
になることも少なくない）… 以上
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平　田　　　厚

第 1　離婚時の養育費分担の法的意味

1　離婚時の養育費分担に関する規定
　平成23年の民法改正によって、民法766条 1 項が改正され、「父母が協議上の離婚をする
ときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要す
る費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」として、離
婚に際して養育費分担等につき協議で定めることが明記されるに至った。これは必ず定め
なければならないという規定ではないが、離婚に際してその後の子の養育等に関する配慮
の機会が少ないわが国において、離婚夫婦に注意喚起することが可能になったと評価する
ことができる。
　もっとも、新しい離婚届の書式では、民法766条 1 項の改正が右下欄の囲み部分として、
「未成年の子がいる場合は、次の□にあてはまるものにしるしをつけてください。」との指
示により、「（面会交流）　□取決めをしている。　□まだ決めていない。」
　「（養育費の分担）　□取決めをしている。　□まだ決めていない。」というチェック欄が
設けられ、その注意書きとして、「未成年の子がいる場合に父母が離婚をするときは、面
会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとさ
れています。この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされて
います。」という記載が付されているだけである。
　確かに、この部分に面会交流の具体的なルールや養育費の具体的な分担額などが確定的
に記載されたとしても、それが直ちに法的効力を持つわけではない。そのような具体的な
記載は当事者間の合意を推認させるものとして重要な証拠となるとしても、必ずしも当該
合意が適切になされたという保障はないといわざるをえない。しかしながら、離婚夫婦に
注意喚起する機能を重視するのであれば、チェック欄だけでなく、少なくとも具体的なルー
ルの記載欄は設けておかないと機能が殺がれることとなってしまうだろう。離婚届には、
人口動態調査に用いる旨の記載があり、そのような機能も重要であることは認めるが、そ
もそも離婚届の記載欄には人口動態調査の点から見てもあまり重要ともいえない記載事項
（同居の期間、別居する前の世帯のおもな仕事など）が残存しているのであるから、記載
事項を整理して、離婚後の具体的なルールを記載することができるように書式を改正すべ
きであると考える。

2 　扶養義務としての養育費分担義務
　離婚した親が未成年の子の養育費を負担しなければならない法的根拠は、民法877条 1
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項の扶養義務に求められる…1。民法766条 1 項には、面会交流と養育費分担とが明記された
のであるが、面会交流は子の権利として位置づけられるほか親の権利あるいは祖父母等の
権利として観念することができるかどうかが問題となる反面、面会交流義務は観念する必
要性はないといえるだろう。これに対して養育費分担は、民法877条 1 項に基づく法的義
務であることが明らかであり、ここに面会交流とは性質上異なるものとして取り扱うべき
根拠が存する。
　扶養義務たる養育費分担義務については、他の親族に対する扶養義務とは異なり、高度
の扶養義務である生活保持義務であると一般に考えられている。しかし、高度の扶養義務
を負う生活保持義務が未成年者に対するものなのかあるいは未成熟子としてより低い年齢
の子に対するものなのかについては、コンセンサスがあるわけではないように思われる。
離婚に際して決められる養育費分担については、その終期を成年に達するまでと定める例
が多いところであるが、理論的には、未成年者が就労可能年齢に達した場合には生活扶助
義務でもいいと考えることもできるだろう。
　もっとも、養育費分担義務の終期については、あまり硬直的に考えるべきではないので
はないかと思われる。大学進学率が高くなっている以上、未成年者を基本とする考え方に
は合理性があるだろう。しかし、たとえば、重度の知的障害を持つ子に対しては、その子
が成年に達しても扶養の必要性はあり、親に扶養の可能性がある場合には、扶養義務を肯
定すべきなのであって、それを養育費と呼ぶかどうかはともかく、親の子に対する具体的
な扶養義務としては、子が成年に達した場合でも存続しうる場合もあると確認しておく必
要があろう。

第 2　養育費の算定に関する考え方

1　養育費算定の方式
　養育費をどのように具体的に算定すべきかについては、従来は、労研消費単位方式や生
活保護基準比率方式などが用いられていた。労研消費単位方式を用いた家事審判例として
は、神戸家審平成元年11月14日家月42巻 3 号94頁などがあり、生活保護基準比率方式を用
いた家事審判例としては、山口家審平成 4年12月16日家月46巻 4 号60頁などがある。その
計算式は次のようなものである。

1… 島津一郎編『注釈民法（21）離婚』（有斐閣、1966年）164頁（神谷笑子執筆）、犬伏由子＝石井美智子＝常岡史子＝松尾
和子『親族・相続法』（弘文堂、2012年）103頁（犬伏由子執筆）など多数説。
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①　労研消費単位方式

父母の各基礎収入＝総収入－（非消費支出＋恒常的特別経費）…①
子の必要生活費＝…①×（子の総合消費単位の合計÷父側で子が生活した場合の総合消

費単位の合計）…②
父の負担すべき子の養育費＝②×｛父の基礎収入÷（父の基礎収入＋母の基礎収入）｝

②　生活保護基準比率方式

父母の各基礎収入　　　＝総収入－（非消費支出＋恒常的特別経費）…①
父母子らの各最低生活費＝…生活保護基準の「地域の級地区分」に従った「居宅第 1類

基準額」＋「居宅第 2類基準額」…②
父側で子が生活した場合
の子の生活費　　　　　＝…父の基礎収入×｛子の居宅第 1類基準額の合計額＋（父子の

世帯とした場合の居宅第 2類基準額－父のみの場合の居宅
第 2類基準額）｝÷（父の居宅第 1類基準額＋子の居宅第 1
類基準額の合計額＋父子の世帯とした場合の居宅第 2類基
準額）…③

父母の余力　　　　　　＝①－②
父の負担すべき子の養育費＝③×父の余力÷（父の余力＋母の余力）

2 　養育費算定表の功罪
　しかし、東京・大阪の家庭裁判所の裁判官による共同研究の結果、養育費算定表が公表
されており、現在はこの算定表に従って養育費の具体的な金額を算出することが多くなっ
ている。養育費算定表における計算式は次のようなものである。
③　養育費算定表の計算式

基礎収入＝総収入×0.34～0.42（給与所得者の場合）
総収入×0.47～0.52（自営業者の場合）…①
子の生活費＝①×55or90（子の指数：15歳未満＝55、15歳以上＝90）
　　　　　　÷100＋55or90（義務者の指数＋子の指数）…②
義務者が分担…すべき養育費の額＝②×{義務者の基礎収入÷（義務者の基礎収入＋権利

者の基礎収入）｝

　この算定表には、「この算定表は、あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に
算定することを目的としています。最終的な金額については、いろいろな事情を考慮して
当事者の合意で自由に決めることができます。しかし、いろいろな事情といっても、通常
の範囲のものは標準化するに当たって算定表の金額の幅の中で既に考慮されていますの
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で、この幅を超えるような金額の算定を要するのは、算定表によることが著しく不公平と
なるような、特別な事情がある場合に限られています。」との説明が付されている。
　養育費の分担額を定めるに当たっては、それぞれの世帯における考え方を反映して個別
具体的な過去の拠出金額を算定するのが妥当と思われるが、しかしそれでは容易に金額を
算出することができない。したがって、このような算定表が簡易迅速に平等な解決を導き
出すことに役立っていることを否定すべきではないだろう。ただし、親子関係は、個別具
体的な関係性からの考慮を全く排除していいものでもないのであるから、あまり硬直的に
養育費算定表を用いるべきではないと思われる。そのような算定表の功罪について、「算
定表によることが著しく不公平となるような特別事情」の有無で区別すべきかどうかにつ
いては、かなり厳しい運用が想定されるのであって、もう少し慎重に考えてみてもいいの
ではないかと思われる。

第 3　実務から見る養育費請求と履行確保　～　病理的現象との闘い

1　面会交流を道具とする養育費請求
　実務で養育費を請求する場面を迎えると、さまざまな病理的な現象に遭遇することにも
なる。もとより親権や親としての権利と扶養義務とは直接連動しているものではない。基
本的な考慮要素は、子の利益にほかならない。しかしながら、実務上は、面会交流を道具
として養育費の請求を実効化しようとする病理的な現象も多々生じている。
　たとえば、離婚して子と同居していない親が経済力を欠いて養育費の支払が滞っている
場合、「養育費を払わないなら面会させない。」として面会交流を否定することがある。確
かに親としての自覚があるのであれば、自分が経済力を欠いていても子に対する責任は最
大限に努力して全うすべきだと非難することにも理由はないわけではないだろう。しかし
ながら、冷静に考えれば、子が成長する姿を確認して、非監護親が養育費を支払うために
もう一度頑張り直すということもありうるのではないだろうか。もしそうだとすれば、い
たずらに面会交流を拒否するのは、非監護親に対する嫌がらせにすぎないともいいうるだ
ろう。監護親としては、子の利益を考慮して冷静に考えるべき場面であると思われる。
　また、いったん調停等によって養育費額が定められたが、その結果自体に不満を有して
いる監護親が、非監護親の面会に対して、「養育費を値上げしないと面会させない。」と拒
絶する例もある。これは、「養育費を払わないなら面会させない。」というような経済力を
欠く非監護親に対してではなく、調停等によって定められた養育費をきちんと支払ってい
る経済力のある非監護親に対してなされる拒絶である。つまり、監護親としては、調停等
で定められた養育費の金額に当初から不満を有しているため、それを事実上増額させよう
として、このような拒絶を行っているものと思われる。調停等で定められた金額を支払っ
ているのであるから、事情変更等がない以上、このような拒絶が法的な正当性を持つもの
でないことは当然である。養育費の増額要求にほかならないとすると、子の経済的利益に
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は資するともいいうるのであるが、非監護親との関係性を含む子の利益にとっては望まし
くない状況を生みだしているのである。やはりここでも広い意味での子の利益を考えるべ
きである。
　さらに、子に面会交流させると言って養育費を払わせたにもかかわらず、いざ面会交流
の日時が迫ると、「子どもが会いたくないと言っているとして面会させない。」などという
態度に出る例も多い。子が本当に病気等になっているのであれば仕方のない話であるが、
単に子が会いたくないと言っているというだけでは、監護親が嫌がっているのを子が察知
してそう言っているだけにすぎない場合も多い。特にこのような拒絶については、監護親
自身が成熟しておらず、非監護親に対しても監護している子に対しても自己の支配力を顕
示したいだけであったり、相手方たる非監護親に対する精神的な報復を目的としているだ
けであったりする場合も多い。そのような場合には、面会交流の拒絶が明らかに子の利益
に反しているのであって、監護親に対する精神的なサポートがなければ、面会交流の機会
は確保しえないことになりかねない。

2 　履行確保制度の実効性
　また、養育費の支払については、支払義務者である親が、「どうせ離婚した相手が使い
こむのだからと言って養育費を払わない。」とか、「どうせ離婚した相手が自分の悪口しか
言ってないのだろうから（子にも愛情を失った）と言って養育費を払わない。」などと言っ
て支払わない例も多い。これらの発言は親としての責任放棄に等しいのであって、法的に
許される話ではない。さらに、「養育費を払うと言って財産分与に含めて調停を成立させ
たのに、調停成立直後に自己破産の申立をして踏み倒そうとする。」という例まで生じて
きている。このような事例になると、詐欺に近い。
　これらの規範意識の低い親に対しては、履行確保制度で対応できるのだろうか。そうで
はないだろう。規範意識の低い親に対しては、強制力を伴った履行強制制度が必要になる
と思われる。履行確保制度に関しては、払ってくださいという催促をするという緩やかな
制度から、ルールを守らなかったら裁判所侮辱罪等で逮捕勾留してしまうという強力な制
度まであって、その間のバリエーションは諸外国でもさまざまな制度がある。養育費を払
うべき口座の情報を間接的に介入して伝えるという制度もあり、また、直接的に介入して
給与から天引きするという制度もあり、さまざまな中間的バリエーションがある。そうだ
とすれば、わが国で養育費の支払を実効的にするには、どのような履行強制制度が妥当す
るのは、日本社会の実態は本当にどうなってるのか、ということをもう少しリサーチして
検討すべきだろう。
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第 4　養育費分担義務と公的扶助の課題

1　扶養制度と公的扶助
　公的扶助とは、一般に、生活困窮者に対する国家の生活保障の制度で、換言すると生活
不能の生活事故に対する所得保障の制度であるとされている。社会保障法上の「扶助」と
いう用語は、基本的に経済的支援を示すものとなっている。民法上の「扶助」（民752条）
あるいは「扶養」（民877条以下）という用語も、基本的には経済的支援を示していると思
われる。もっとも、夫婦間での「扶助義務」は、同条に定める「同居義務」「協力義務」
と相俟って、婚姻契約に基づく相互の事実的監護義務も含んでいると考えるべきだろう。
そして、生活保護法が公的扶助を定めて経済的困窮者の経済的支援を行うものだとすると、
まさに民法の定める種々の扶養義務とが重なり合うこととなり、生活保護法 4条 2項に定
める「私的扶養優先の原則」によってその優劣が考察されることとなる。
　このような理解は、「揺りかごから墓場まで」というキャッチフレーズで「福祉国家」
の見取り図を描いたベヴァリッジ報告の考え方にも適合的である。また、憲法第25条が国
民の生存権を定めたこととも併せて、「所得の再配分によるナショナル・ミニマム保障の
システム」あるいは「社会的セーフティネットとしての社会保障」という考え方にも即し
ている。人間が健康で文化的な生活を送るためには、まずもって適切な所得保障がなされ
なければならないことはもちろんである。しかしながら、「人はパンのみにて生くる者に
非ず」（新訳聖書マタイ伝）ということもまた真理であり、だからこそ憲法も単なる「最
低限度の生活」ではなく、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しているのである。
そうだとすると、経済的支援の側面だけで生活保護法と民法との優劣を考えるだけでいい
のかどうかについても再検討すべきである。
　なお、わが国の法制度では、「揺りかごから墓場まで」というキャッチフレーズにはほ
ど遠いと評せざるをえない。なぜなら、わが国では、未熟児等に対する医療的措置は高度
な進展を示しているものの、死後の法的措置についてははなはだ不十分な法整備状態にあ
るのであって、特に成年後見制度が死亡によって終了した場合の事後措置に関する法規定
は整備されていない。したがって、わが国の現在の法制度は、「保育器から病院まで」と
いうレベルにとどまっているといわざるをえないであろう。

2 　扶養義務者の扶養不可能と公的扶助
　生活保護法上、補足性の原則の一つとして、私的扶養優先の原則（同法 4条 2項）が定
められている以上、民法上の扶養義務者があり、その者による扶養が可能な限り、生活保
護法などに基づく公的扶助を期待してはいけないと解されてきた。しかし、そのように解
するとしても、扶養義務者による私的扶養がなされないことを生活保護の受給要件とする
かどうかについては、見解が分かれている。従来の行政解釈は、受給要件であるとする説
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を採っていたと解されている。生活保護の実施要領では、綿密な扶養義務者の扶養能力お
よび扶養の履行状況調査が行われることとなっており、受給要件とする見解をいまだ堅持
しているように思われる。
　受給要件説に対しては、さまざまな方向から批判されており、これを肯定的に解すると、
困窮者は現実には扶養義務者からも国からも援助を受けられなくなるという不当な結果が
生じうる。公的扶助と扶養とが経済的支援という側面においてのみ重なり合うものだとす
ると、私的扶養の『優先』は、保護の要件としての実施ではなくて、扶養義務者の扶養を
収入として認定することに他ならないのではないか。近代的社会保障制度は、親族集団等
による私的な保護機能が十分に果たされないからこそ、福祉国家体制に基づいて社会連帯
による公的な保護機能を充実させたのであり、福祉国家体制を維持しつつ、私的保護機能
のみを最大限に拡大するというのは政策的矛盾である。
　したがって多数説は、私的扶養優先の原則につき、親族扶養と生活保護との間の事実上
の順位の問題を意味するものであって、民法上の扶養義務者が現実に扶養を行った場合に
は、それが生活費に充当されることによって公的扶助の必要性が減じ、その限度で生活保
護をうけられなくなるに止まり、もし義務者に能力があるにもかかわらず現実に扶養をし
ないため要扶養者が最低限度の生活を維持できないときには、まず保護が与えられ、それ
がのちに扶養義務者に求償される（生保77条）べきものと捉えている…2。
　この点に関する立法担当者の見解は、「生活保護法による保護と民法上の扶養との関係
については、旧法は、これを保護を受ける資格に関連させて規定したが、新法においては、
これを避け、単に民法上の扶養が生活保護に優先して行わるべきだという建前を規定する
に止めた。」というものであった。すなわち、「一般に公的扶助と私法的扶養との関係につ
いては、これを関係づける方法に 3つの型がある。第 1の型は、私法的扶養によってカバー
される領域を公的扶助の関与外に置き、前者の履行を刑罰によって担保しようとするもの
である。第 2の型は、私法的扶養によって扶養を受け得る筈の条件のある者に公的扶助を
受ける資格を与えないものである。第 3の型は、公的扶助に優先して私法的扶養が事実上
行われることを期待しつつも、これを成法上の問題とすることなく、単に事実上扶養が行
われたときにこれを被扶助者の収入として取り扱うものである。」とされていたのであ
る…3。したがって、多数説は、立法者意思に合致しているといえる。
　生活保護法と民法とは、互いに重なり合う優劣関係にあるだけでなく、互いに重なり合
わない並行関係にもあると指摘することができる。そうすると、生活保護法 4条 2項およ
び77条は、経済的支援の側面における優先関係を定めたにすぎず、他の側面においては必
ずしも優劣関係にない並行関係にすぎない。具体的な生活保護法の適用を検討するに当
たっては、経済的支援の側面が最重要課題であることは当然のことであるとしても、それ

2… 久貴忠彦『親族法』（1984年、日本評論社）315頁など
3… 小山進次郎『改訂増補　生活保護法の解釈と運用』（1950年、㈶中央社会福祉協議会）119頁
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のみを考慮するのでなく、保護実施機関による福祉的支援を重視するかあるいは家族によ
る精神的支援や代弁的支援を重視するかによって、優劣関係が区別されてしかるべきであ
る。
　以上のように生活保護法の機能と民法の機能の同質性と差異性に鑑みれば、まずは要扶
養者の経済的支援が必要であることを前提にしつつも、他の側面については要扶養者の
ニーズを基本とすべきであろうから、要扶養者の救済方法に関する選択権を認め、「要扶
養者は本来公的扶助を受ける権利があり、民法上の扶養を近親に請求するかどうかは要扶
養者の自由であり、もし要扶養者が公的扶助を選択すれば、国（市町村長）は生活保護法
77条 1 項の規定により扶養義務者から費用を徴収しうるだけである」…4と解すべきであると
考える。

3 　扶養義務者の扶養可能と公的扶助
　扶養権利者が扶養必要な状態となり、扶養義務者が扶養可能な状態にある場合、具体的
な扶養義務が発生することとなる。そうすると、民法877条に基づく扶養義務が具体化・
現実化している以上、公的扶助に私的扶養が先行して考えられることとなろう。しかし、
前節で述べたように、子の養育費の支払でさえ、規範意識の低い親は支払おうとせず、子
は得られるはずの養育費を得られないことが生じている。そのような事態をそのまま是と
するわけにはいかない。
　もっとも、ここで私的扶養が先行するということの意味を、政府解釈でなく、多数説の
立場で捉えるならば、公的扶助が開始しないことはありえないこととなる。多数説によれ
ば、民法上の扶養義務者が現実に扶養を行った場合には、それが生活費に充当されること
によって公的扶助の必要性が減じ、その限度で生活保護をうけられなくなるに止まり、も
し義務者に能力があるにもかかわらず現実に扶養をしないため要扶養者が最低限度の生活
を維持できないときには、まず保護が与えられ、それがのちに扶養義務者に求償されると
いう意味にすぎないものとなるのである。
　現代における貧困の問題には、離婚に基づく母子の経済的貧困という問題が非常に大き
くなっている。これは絶対的な意味での経済的貧困であって、まずは公的扶助が行われな
ければならない。現在までの生活保護の適正化においては、少なからず母子家庭がターゲッ
トとされてきた。それは、母子家庭の母親が単に稼働能力を有するからという理由などで
はない。保育所の状況に照らして、幼児を抱えたままで働ける就労現場はそれほど存在し
ているわけではないのである。母子家庭がターゲットにされてきたのは、単に実務的に打
ち切りやすいという行政（福祉事務所）の怠慢に基づくことが多いというにすぎない。組
織暴力団の不正受給などに対する厳格な対応をすれば、母子家庭がこれほどターゲットに
なることはなかったであろう。そのような意味で、公的扶助の実務運用は正義に反する実

4… 上野雅和「扶養義務」『民法講座 7』（1984年、有斐閣）338頁
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態ともなっている。
　離婚に基づく母子の経済的貧困という問題は、貧困問題にとどまっているわけではない。
むしろ、貧困を背景として、母親による子への虐待（特にネグレクトが多くなることは単
純な発想からも明らかであろう。）に直結していく問題なのである。もしそうだとすれば、
貧困問題として稼働能力などを検討する前に、子どもへの虐待問題として早期発見・早期
予防が可能かどうかを検討しなければならないはずである。選挙前だけの声高な「子ども
は日本の宝」などという浮ついた発言（筆者は、子どもは国の宝などという戦争国家の発
想自体に反対であるが）などではなく、現実の子どもの命を救うために何をすべきかとい
う観点から貧困問題を捉えなければならない。
　2013年12月に生活保護法改正と生活困窮者自立支援法が成立した。生活困窮者自立支援
法では、必須事業として、自立相談支援事業の実施と住居確保給付金の支給が定められ、
任意事業として、就労準備支援事業、一時生活支援事業および家計相談支援事業などが定
められた。このうち、家計相談支援事業には、家計に関する相談、家計管理に関する指導、
貸付のあっせんなどが含まれており、生活困窮家庭の子どもに対しては、学習支援事業が
定められた。離婚に基づく母子家庭の貧困問題を解決していくためには、生活保護法の運
用を改めるとともに、これらの事業が実効化していく必要がある。その施行は2015年度か
らとなるが、各自治体が子の命のかけがえのなさを認識して、具体的な施策形成に努める
よう望みたい。
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〈配布レジュメ〉

養育費に関する現状と課題

明治大学法科大学院教授・弁護士　平　田　　　厚

第 1　離婚給付としての養育費分担の法的意味
　 1　扶養義務としての養育費分担義務
　　　：…生活保持義務なのか。未成年者が就労可能年齢に達した場合には生活扶助義務で

もいいのか。
　 2　対象は未成熟子か未成年者か？養育費分担の終期はいつか？
　　　：硬直的に考えるべきではないのではないか。大学進学率が高くなっている
　…以上、未成年者を基本とする考え方には合理性がある。しかし、たとえば、重度の知的
障害を持つ子に対しては、その子が成年に達しても扶養の必要性はあり、親に扶養の可
能性がある場合には、扶養義務を肯定すべきだろう。
　 3　766条 1 項における養育費分担の明文化
　　　：離婚時に親が「子の監護に要する費用の分担」を定める。
　　　　～　戸籍へのチェック・マーク記載
　　　　…子自らが申立人となって扶養料を請求することもできる（民法877条、家事事件

手続法182条 3 項）。
第 2　養育費の算定に関する考え方
　 1　従来の労研消費単位方式・生活保護基準比率方式
　　④　労研消費単位方式

父母の各基礎収入＝総収入－（非消費支出＋恒常的特別経費）…①
子の必要生活費＝…①×（子の総合消費単位の合計÷父側で子が生活した場合の総

合消費単位の合計）…②
父の負担すべき子の養育費＝②×｛父の基礎収入÷（父の基礎収入＋母の基礎収入）｝
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　　⑤　生活保護基準比率方式

父母の各基礎収入　　　＝総収入－（非消費支出＋恒常的特別経費）…①
父母子らの各最低生活費＝…生活保護基準の「地域の級地区分」に従った「居宅第

1類基準額」＋「居宅第 2類基準額」…②
父側で子が生活した場合
の子の生活費　　　　　＝…父の基礎収入×｛子の居宅第 1類基準額の合計額＋（父

子の世帯とした場合の居宅第 2類基準額－父のみの場
合の居宅第 2類基準額）｝÷（父の居宅第 1類基準額＋
子の居宅第 1類基準額の合計額＋父子の世帯とした場
合の居宅第 2類基準額）…③

父母の余力　　　　　　＝①－②
父の負担すべき子の養育費＝③×父の余力÷（父の余力＋母の余力）

　 2　養育費算定表の功罪
　　　養育費算定表の考え方

基礎収入＝総収入×0.34～0.42（給与所得者の場合）
総収入×0.47～0.52（自営業者の場合）…①
子の生活費＝…①×55or90（子の指数：15歳未満＝55、15歳以上＝90）÷100＋55or90

（義務者の指数＋子の指数）…②
義務者が分担すべき養育費の額＝…②×{義務者の基礎収入÷（義務者の基礎収入＋

権利者の基礎収入）｝

第 3　実務から見る養育費請求と履行確保　～　病理現象との闘い
　 1　面会交流を道具とする養育費請求　～　子に対する配慮を欠く親
　　＊「養育費を払わないなら面会させない。」～経済力のない親に対して
　　＊「養育費を値上げしないと面会させない。」～経済力のある親に対して
　　＊…「会わせると言って養育費を払わせたにもかかわらず、子どもが会いたくないと言っ

ているとして、次回の養育費支払を条件に面会させない。」
　　　～相手方たる親への単なる嫌がらせとして
　　→　いずれの場合であっても、子どもの意向を無視していいのだろうか？
　 2　履行確保制度の実効性　～　規範意識の薄い親
　　＊「どうせ離婚した相手が使いこむのだからと言って養育費を払わない。」
　　＊…「どうせ離婚した相手が自分の悪口しか言ってないのだろうから（子にも愛情を失っ

た）と言って養育費を払わない。」
　　＊…「養育費を払うと言って財産分与に含めて調停を成立させたのに、調停成立直後に

自己破産の申立をして踏み倒そうとする。」
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　　→　…これらの場合に履行確保制度で対応できるのか？調停・判決の場合には裁判所侮
辱罪等で対処したほうがいいのか？

第 4　養育費分担義務と公的扶助の課題
　 1　扶養制度と公的扶助
　 2　扶養義務者の扶養不可能と公的扶助
　　　：…本来なら、すぐに公的扶助が開始すべき。しかし、今までの生保適正化政策にお

いて、その理由を問わず、母子家庭がターゲットにされてきた歴史がある。
　 3　扶養義務者の扶養可能と公的扶助
　　　：…本来なら、私的扶養が先行してもいい事態である。しかし、私的扶養が先行しな

ければならない理由はなく、生存権保障の見地から、母子家庭の貧困化を防止す
るために公的扶助を先行させ、扶養義務者から費用徴収を行うという発想が必要
である。
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面会交流の実現に向けた取り組み

早稲田大学　棚　村　政　行

1 　はじめに

⑴　民法766条の改正の背景と要因
　2007年の児童虐待防止法及び児童福祉法の改正の際の附則で、民法の親権制度の見直し
について検討を行い、必要な措置を講ずるとされたため、法務省は、2009年 6 月から、学
者、法律実務家、児童相談所関係者、法務省・厚生労働省等の担当官などで構成される「児
童虐待防止のための親権制度研究会」を開催し、2010年 1 月に、民法、児童福祉法及び児
童虐待防止法の全体を通じた論点を整理した報告書を取りまとめた。
　2010年 2 月に、法務大臣から法制審議会に、児童虐待の防止及び児童の権利利益の擁護
の観点からの親権制度の見直しの調査・審議が行われ、また、厚生労働省の社会保障審議
会の児童部会でも、児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委員会で審議が進め
られ、2011年 1 月に、専門委員会で要綱案、2011年 2 月に、法制審の部会でも要綱案が答
申され、法務省でこれを取りまとめて、2011年 3 月に、児童虐待の防止のための民法等の
一部を改正する法律案をとりまとめ、国会に提出した。この法律が国会での審議を経て、
2011年 5 月に、児童虐待防止及び児童の権利利益の擁護の観点から、親権停止制度を新設
し、未成年後見制度を見直すなどの民法の一部改正をする法律として成立した…1。
　ところで、面会交流や養育費（監護費用）に関する民法766条に関する改正の提案は、
夫婦別姓選択制の導入等の婚姻制度・離婚制度の見直しについての民法の一部を改正する
法律案要綱が1996年 2 月に法制審議会で了承され、法務大臣に答申されていたところ、そ
のまま国会に提出されることなく、16年が経過していた…2。この民法改正要綱では、「父母
が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子
の監護に関する費用の分担その他の監護にいて必要な事項は、その協議でこれを定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」（要綱第六の一
1）と規定していた。この要綱案の規定は、離婚をする当事者間で往々にして、深刻な利
害対立をもたらす、子との面会交流と養育費の分担の問題があり、これらの事項について、
父母の協議により合理的な定めがなされ、それにしたがって誠実に履行されることが望ま
しいということで、面会交流と養育費について子の監護に必要な事項として明文化しよう
としたものであった。また、子の利益の最優先性も、子の監護に関する指導理念であるこ

1… 飛澤知行「児童虐待防止のための親権制度の見直しについて－平成23年民法等の一部改正」戸籍時報689号14頁（2011年）
参照。

2… 野村豊弘「平成 8年改正要綱を読み直す」ジュリ1336号 4 頁（2007年）。
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とを明確にするためのものであった…3。
　この提案が、2010年12月の第10回法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会での一番最
後の審議において、協議離婚の際の子の監護についての面会交流と養育費についての民法
766条の改正も、1996年段階での審議を経た提案であり反対もなかったこと、激しい子の
奪い合い等の防止という児童虐待防止とも全く無関係とは言えないことなどの発言があっ
て…4、結果的には法律案に盛り込まれることになった。この点については、国会審議でも、
要綱案の答申から15年以上が経過し、状況も変化していることから、十分な議論もなく唐
突に法案に含められたとの懸念もあったが、法務大臣も、条文に面会交流と養育費が明記
されることで、当事者の取り決めを促し、副次的効果として、一人で子育てするリスク要
因を考えると児童虐待防止にもなるのではないかと答弁している…5。

⑵　民法766条の一部改正の趣旨と目的
　離婚後の子の監護の問題、とくに非監護親の面会交流や養育費（監護費用）の分担の問
題は、子どもの生活関係、人間関係、その健全な成長発達の面からも重要な問題であって、
父母の間で適切な取り決めがなされて、円滑に実現されることが望ましい。しかしながら、
養育費の取り決めをしているのは母子世帯で 4割に欠け、離婚した父親から養育費の支払
いを現在も受けているのは、19.7%にとどまっていた。また、面会交流の取り決めをして
いるのは、母子世帯の23.4%、父子世帯の16.3%にすぎず、離婚した親と現在も面会交流を
行っているのは、母子世帯で27.7%、父子世帯で37.4%にとどまっており、きわめて低調で
あった。
　さらに、離婚後、経済状態が状態の下で、一方の親が一人で子育てをしていることが児
童虐待のリスク要因として指摘されることもあり、面会交流や監護費用（養育費）の分担
の取り決めが適切に行われ、遵守されれば、児童虐待の防止にもつながると期待される。
面会交流や養育費の分担については、これまでも民法766条の「監護に必要な事項」に含
まれると解され実務上も運用では認められていたところ、明文の規定が置かれていないこ
とから、協議上の離婚をする父母において明確な取り決めを欠くことが少なくなかった。
そこで、今回の民法の改正では、民法766条 1 項に、「父母が協議上の離婚をするときは、
その監護すべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に関する費用の分
担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」として、面会交流と子の
監護に看過する費用（養育費）の分担について明確に規定を入れた。
　しかも、子の監護に関する事項は改正前から、子の利益の観点から定めなければならな
いことは指導理念として当然のこととして考えられてきたが、面会交流や養育費の分担が

3… 小池信行「『民法の一部を改正する法律案要綱』の概要」法律のひろば48巻 2 号12頁（1996年）参照。
4… 法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会第10回会議議事録23～25頁（2012年）の水野紀子委員、大村敦志委員発言参照。
5… 第177回国会衆議院法務委員会議録第 6号 6頁（平23.4.15）、第177回国会衆議院法務委員会議録第 9号 2頁（平23.4.26）
参照。
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当事者にとって深刻な利害対立を招きやすく、ややもすると駆け引きや取引の材料ともさ
れないこと、また、夫婦の感情的な対立や葛藤から子の利益や子との福祉の視点が置き去
りにされかねないことからも、「この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しな
ければならない。」とされた…6。
　面会交流は、離婚後の親子関係がどうあるべきかという問題とも密接に関連しており、
児童の権利に関する条約 9条 3項にもあるように、離れて暮らす親と子の定期的な接触や
交流、親子の絆を維持することは、子の健全な成長発達にも資することであると言ってよ
い。しかも、面会交流と養育費とは、法的には別の問題とされるが、車の両輪のような関
係にあり、父母の子に対する共同養育責任・重要な義務としては、子の精神的情緒的な生
活を支え、経済的物質的な生活を支える義務としても、密接に関連していると言えよう。
　その意味で、面会交流や養育費の実現は、父母の離婚による悲しみや喪失感を和らげて
くれ、経済的な安定や生活水準を維持し、父母から愛され、大切にされていることの証し
ともなるし、それにより深い安心感・自己肯定感をもつこともできる。また、子は、一番
身近な父母をモデルとして自我を形成し、自分のアイデンティティーやルーツを知ること
にもなる。一方の親との精神的経済的な関係を断たれて、子どもの健全な成長や発達、安
定した生活は保障されない…7。いわば、大人の問題と子の問題を切り離して、子の利益や子
の福祉の観点から面会交流や養育費の問題を共同の養育責任として明確に根拠を与え、合
意形成を促進しようとするのが、今回の改正の目的・趣旨だと言ってよい。

⑶　面会交流と養育費の明文化の背景
　全国の家庭裁判所での子の監護に関する調停・審判事件の件数は、平成11（1999）年に
は 1万5292…件であったのが、平成24（2012）…年には 4万244件と2.5倍以上も増え、同じく、
親権者指定・変更申立事件は、1999年の 1万813件が2009年には 1万2903件、2010年に 1
万844件、2012年には 1万127と高い水準にある。このように離婚に伴う子の監護養育をめ
ぐる紛争が増加し深刻化してきた背景には、①未成年の子をもつ有子夫婦の離婚の増加、
②父母の力関係の対等化、③子どもの出生率の低下、④子の帰属をめぐるルールの多様化、
⑤離婚後の単独親権の原則を採用していることなどの法制度的な不備などの諸要因があ
る。家庭裁判所で離婚が成立したケースでも、 9割で母親が親権者となっており、父親が
親権者になるのは 1割程度しかない…8。面会交流についても、2010年に認容・調停が成立し
たケースで、53%が月 1回であり、2～ 3か月に 1回以上が16.5%、宿泊なしが87%にのぼっ
ていた…9。また、家庭裁判所における子の引渡し請求は、2010年には364件で、監護者指定
の申立て事件は637件で、婚姻中の夫婦のケースが多く、監護者指定と子の引渡し請求が

6… 飛澤知行『一問一答平成23年民法等改正―児童虐待防止に向けた親権制度の見直し』10～11頁（商事法務、2011年）参照。
7… 名古屋調停協会『2012面会交流調停の手引』 2～ 3頁参照。
8… 最高裁判所事務総局編『司法統計年報家事編平成22年版』43頁（2011年）。
9…『司法統計年報家事編平成22年版』60頁参照。
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セットになっているケースも少なくない…10。最高裁が調査した結果、2010年に、全国で、
子の引渡しを求める審判の申立て事件は1203件、民事執行法にもとづく子の引渡しの直接
強制は120件行われ、48%の58件で直接強制が実施され、残りは相手方の拒否で執行がで
きないなどであった…11。
　日本でも、2010年の離婚は25万1000件、2011年には23万5000件の離婚があり、その約 6
割に未成年の子がいて、25万人の子どもたちが親の離婚に巻き込まれている。離婚後母親
が親権者となるケースが87%ほどであって、2010年の面会交流を求める調停の新受事件数
は7749件と、10年前の約3.2倍も増加した。2012年 4 月の民法766条の一部改正により、面
会交流と養育費について明文の規定がおかれるとともに、子の利益を最優先の考慮事項と
することも明記された…12。また、2012年 4 月から協議離婚届に面会交流と養育費について
の取り決めの有無についてのチェック欄が設けられた。もっとも、面会交流と養育費の取
り決めについて、協議離婚の受理要件とされたわけではない。さらには、厚生労働省は、
児童扶養手当受給者相当を対象に、面会交流支援の活動費の補助を行うことを決め、2012
年 5 月から東京都がひとの親家庭支援センターで面会交流支援を開始した…13。
　2011年の厚生労働省での全国母子世帯等の調査結果では、母子世帯になった理由は、
92.5%が離婚などの生き別れであり、養育費の取り決めをしているのは母子世帯で37.7%し
かなかった。しかも、離婚した父親から養育費の支払いを現在も受けているのは、19.7%
にとどまり、平均月額は 4万3482円であった…14。さらに、面会交流の取り決めをしている
のは、母子世帯の23.4%、父子世帯の16.3%にすぎず、離婚した親と現在も面会交流を行っ
ているのは、母子世帯で27.7%、父子世帯で37.4%にとどまっていた…15。

2 　面会交流の実情と当事者の支援ニーズ

⑴　面会交流をめぐる当事者アンケートの結果
　2010年12月から2011年 2 月までで、FPIC等の民間の面会交流支援や相談を受けている
団体の協力を得て、186名の当事者からの回答が得られた…16。同居親、非同居親がほぼ半数
づつであったが、同居親は90%以上が母親、非同居親の84%が父親であった。母親が親権

10…『司法統計年報家事編平成22年版』61頁参照。
11…2012年 1 月 9 日付読売新聞朝刊（東京本社） 1頁参照。
12…飛澤知行『一問一答…民法等改正…児童虐待防止に向けた親権制度の見直し』10～11頁（商事法務、2011年）、中田裕康「民
法改正―児童虐待防止のための親権制度等の改正」法教373号61頁（2011年）等参照。

13…東京都ひとり親家庭支援センターはあとでは、児童扶養手当受給相当の年収で、父母双方で面会交流を実施する旨の合
意をしており、子の連れ去りやDVのおそれがない場合に、面会交流の支援を開始することになった（http://www.haat.
or.jp/）。実際の面会交流援助は、公益財団法人家庭問題情報センター（FPIC）が行っている。

14…厚生労働省『平成23年度全国母子世帯等調査結果』43～49頁（2012年）参照。
15…厚生労働省『平成23年度全国母子世帯等調査結果』54～58頁、60頁（2012年）参照。
16…棚村政行ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』49頁以下（商事法務、2011年）。
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者の割合が 7割、父親非親権者で、非同居親が多かった。子どもは、 1人か、多くても 2
人、親の年齢は30代、40代、子は 1歳から 9歳が 9割で、 6歳くらいまでが多い。面会交
流が一番問題になっているのが別居中の夫婦で 6割、離婚の前後にが 3割で、離婚後の年
数が経つと落ち着いてくる傾向がある。
　面会交流が実施されているのが 8割、頻度は月 1回が最も多く、2か月に 1回、月 2回、
年 2～ 3回と続いていた。面会交流の場所については、自宅以外の公園、ファミレス、レ
ジャー施設等が過半数と多く、宿泊なしの自宅11%、宿泊付き自宅も16%あり、合計27%
にもなっていた。FPIC、弁護士事務所とするケースも多かった。
　面会交流が中止されたり、行われない理由として、非同居親では、「相手が拒否」「面会
に消極的」「面会についての意見対立」が多く、同居親側では、「相手方が面会に消極的」「子
の意向や子の都合等」「モラハラ」「DV」をあげるものが多かった。だいたい実現してい
るが76%に及んでいたが、実現していない理由として、同居親では「相手方に性格の偏り
や攻撃性があり、子が怖がる」「激しい感情的対立」「接触が怖い」などが多かった。これ
に対して、非同居親側は、「祖父母等の介入」「激しい感情的対立」「養育態度・養育方針
の相違」などが多かった。非同居親では「親権・面会交流のガイダンスがなかった」「相
談窓口、相談機関がない」という声も多かった。
　同居親、非同居親とも、第三者の仲介での面会交流については満足度や評価が高かった。
第三者の関与については、同居親も「ルールを守る」「DV・ストーカーなどの問題行動の
抑制」「冷静に対応できる」「子どもを中心に考えられる」とし、非同居親もそうだった。
しかし、非同居親からは、「費用が高すぎる」「公正中立性で話を聞いてくれない」「条件・
ルールが厳しすぎ」などの指摘もあった。養育費と面会交流の関係も、ある程度関係はし
ているものの、直ちにリンクさせるべきでないこと、面会交流と養育費の取り決めとの間
には相関関係があり、養育費を支払っている者は子との面会交流も実現していることが多
い。また、面会交流のアドバイスやガイダンスを受けたもののほうが、面会交流の意義や
理解が深まっていた。

⑵　家庭裁判所調査官に対するヒヤリング結果から見た実情と留意点
　東京家庭裁判所も面会交流の調停・審判の終局事件が1999年～2009年には、2009件から
2414件と1.2倍に増加している。また、横浜家庭裁判所は、1999年が40件だったのが、
2009年224件、2010年10月までで237件と 5倍以上で大幅に増加している。夫婦関係調整事
件の中で扱われていた事件（監護者の指定、子の引渡し、面会交流）などの事件が、別々
に争われ申し立てられる傾向がある。同一当事者による複数事件のケースも目立ちはじめ
た。また、最近では弁護士が関与する事件の増加傾向がみられるという印象がある。横浜
は父の申立てが82%、母の申立ての割合が18%で圧倒的に非同居親の父からの申立てが多
い。これに対して、東京もほぼ同じような傾向はあるが、父からの申立てが75%、母から
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が25%であった…17。
　親権・監護争いから面会交流へというケースもあるし、夫婦関係調整（離婚）事件がこ
じれて、子の問題に飛び火するケースもあり、紛争の複雑化多様化の傾向がある。面会交
流の事件では、何も取り決めがなかったというより、取り決めがあったものの現実的では
ないとか、履行されないとか、また回数・方法の変更を求めるようなケースが増える傾向
にある。子どもの争いには 2通りのタイプがあって、①子どもを巡っての争いと、②大人
の問題の中に子どもの問題が混ぜ込まれたケースである。面会交流や親権は主張しやすく、
条件闘争的なものも少なくない。
　東京家庭裁判所でも、当事者は、30代、40代が多く、子の年齢は 0～ 5歳が36.8%、 6
～ 9 歳が37.7%で、10～14歳が22.8%で、子の年齢も乳幼児、小学校低学年の子が多い。子
どもの年齢で扱いが難しいのは、就学前の子である。回数では、月 1回程度か 1回以上が
50%を越える。親子の関係、子の年齢、当事者の対立・葛藤の程度にもよるが、交流の実
績や親のコミュニケーションの度合いにより、一般的抽象的に協議で決められるか、具体
的に詳細に定めるか決まることが多い。
　試行的面会交流は、別居親と会わせるというだけでなく、今後の見通し、親子関係、子
の様子など多角的に観察するために行う。10歳以上の子については子自身の意向調査がで
きるが、10歳未満の子の場合には、自分の置かれた状況を的確に判断して、自分の意向を
表明できる状況にないため、監護者や面会交流についての子の心情調査にとどまる。また、
試行的面会交流や子の調査は、子の受け渡しや役割分担が必要になるために、できるかぎ
り複数調査官の関与することが望ましい…18。
　面会交流事件の困難性では、親の感情的対立と葛藤が主たる要因であることが多い。ま
た、子自身の発達障害の問題や別居・離婚に伴う生活の変化、転居等での喪失感や情緒不
安定などが絡んで紛争が深刻化する例も少なくない。DVについては、保護命令が発令さ
れているかどうか、主張の真偽性はどうか、暴力の頻度や程度はどのくらいかで、客観的
なリスク評価をしなければならない。夫婦間の一時的突発的な暴力にとどまるときは、
FPICなど第三者を通じた面会交流が可能な場合もある。しかし、子への直接的な暴力が
ある場合には、子の安全やこの福祉に明らかな害悪が予想される場合には、認められない
こともあろう。暴力やストーカー行為自体に当事者間で争いがあるケースでは、紛争解決
が困難な場合が少なくない。DVでは、身体的な暴力では入通院の診断書等の客観的な資
料にもとづいて判断できるが、精神的心理的暴力の主張があるとDVの認定が客観的には
難しい場合がある。DVを子が目撃したことによる被害も、客観的な証明が困難な部分も
あり、認定が難しい。
　面会交流の必要性や意義については、離婚後も親子の交流・接触・絆が維持されたほう

17…棚村ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』95頁参照。
18…棚村ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』96～97頁参照。
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が、子の健全な成長発達にとってプラスに働くというワーラーシュタインなどの実証的研
究が基礎になって、現在の実務ではできるかぎり両親との間の交流を促進する立場が採ら
れている。最高裁の作成したDVDや絵本、しおり等を活用して親への教育的な働きかけ
をしている。基本的には、面会交流は、親子の関係や絆を維持するために必要で、肯定的
な立場で、その場合に起こりうる障害や反対をいかに調整するかというスタンスをとって
いる。単に両親の間に感情的対立や激しい葛藤があるからという理由だけで、面会交流を
認めなかったり否定することはない。
　日本の現在の調停では、面会交流と養育費の問題は法的には別物と扱われているが、実
際には事実上のセットとして考えられ処理される面もあり、子どもの幸せのためには、面
会交流も養育費も両方が必要だと説明し、当事者に理解を求め、できるかぎり経済的にも
精神的にも協力体制を構築するように努めている。
　大阪家庭裁判所の面会交流事件の調停成立率は、2009年60.8%と、他の裁判所と比べて
もきわめて高い。これは、1997年から父母教育プログラムに力を入れ、調停委員への研修
も盛んに行われている結果もしれない。また、2010年 3 月より、面会交流に対して、否定
的拒否的な同居親に対して、面会交流の意義を理解してもらうわかり易いリーフレットを
作成し活用している。大阪家庭裁判所では、FPICが近くにあるため便利であり、当事者
どおしで子の受け渡しができない場合には利用されている。しかし、短期間で当事者が自
立し自分たちでできるようになるのは難しい。大阪でも、月に 1回程度が 6割に上り、あ
る程度交流の実績があり、当事者で連絡をとりあえるケースは、双方の協議や話し合いで
決められるので、細かくルール化する必要はない。これに対して、交流の実績に乏しく、
些細なことで紛糾しそうなケースでは、具体的詳細に決めることが多い。また、大阪に限
られないが、最近は渉外関係の子どもの事件が増えている…19。

3 　面会交流をめぐる理論・実務上の問題点と課題

①　面会交流の意義・目的・基本的なスタンスの取り方（児童の権利に関する条約 9条）
　児童の権利に関する条約 9条 1項では、締約国は、児童がその父母の意思に反して父母
から分離されないことを確保するとし、同条 3項で、締約国は、児童の最善の利益に反す
る場合を除く他、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれと
も定期的に人的関係及び直接の接触を維持する権利を尊重すると定めている。本条からも
明らかなように、面会交流は、子どもが両親との交流や接触・絆を維持し守るために不可
欠の児童自身の権利であって、父母の対立や葛藤が激しいからという理由だけで制限する
ことは許されない…20。あくまでも、諸外国と同様に、子の利益に直接かつ明白に反し、子

19…棚村ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』102～109頁参照。
20…石川稔・森田明編『児童の権利条約』222頁（山口亮子）（一粒社、1995年）、喜多明人・森田明美・広沢明・荒牧重人『逐
条解説子どもの権利条約』95頁（許斐有）（日本評論社、2009年）参照。
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にとって有害であることが明らかである場合に、面会交流が許されないことが正当化され
るといってよい。できるかぎり、親子の交流や接触が維持される方向で、具体的な障害や
反対を調整する方向での作業が必要であろう…21。
②　面会交流の権利性
　面会交流は、ようやく日本でも民法766条で明文の規定がおかれ、子の利益を最優先に
考慮しなければならないことが明らかにされた。学説では、面会交流を法的権利と構成す
べきではないとの有力な考え方がある。この説では、面会交流は、親子の交流ができる限
り任意かつ円満に形成され実現されるべきもので、法的強制力や合意によらないで決定さ
れ執行されても、子の利益に反して、かえって有害だと説く…22。しかし、この点は、かり
に面会交流には明文の根拠規定が与えられ、面会交流の侵害や妨害に法的保護がなされな
いのであれば別だろうが、法的権利かどうかというより、面会交流が親の権利であり、子
の権利でもあるとして、権利構成をすることのほうが、デメリットより、メリットのほう
が大きいように思われる。大切なのは、実体的ルールとして民法に規定され、手続的にも
調停・審判が認められている以上、法的利益の侵害に対してどのような法的救済手段が認
められるかどうかであろう。
　論点としては、親の権利か子どもの権利か、面会交流を求められる人的範囲はどこまで
か、祖父母や兄弟姉妹等の父母以外の第三者は子に対する面会交流をする権利が認められ
るのか、それとも子の利益となる限りで認められる弱い権利や法的利益というべきかがあ
る。
③　面会交流と親権・監護権との関係（共同親権の導入との関係）
　面会交流と親権・監護権との関係について、かつては面会交流は親権・監護権の一部か
どうかという議論もなされてきた。親の自然権だとか、監護に関連する権利だとか、子ど
もの権利だという立場もある。親権概念をどのように捉えるかとも関係するが、非親権者・
非監護親・別居親でも、親としての子に対する基本的な権利は有していると考えられる。
たとえば、親は、子の学校での生活・生活の様子・成績・健康状態・医療などの重要な情
報へのアクセス権はもつ…23。そして、子と交流をしたり、子と一緒に時間を過ごしたり、
手紙・電話・メールなどで連絡をとったり、直接間接の交流を図る権利もある。権利と義
務は表裏一体となっており、子の利益のために権利行使する義務があり、明らかに本来の
目的を逸脱した権利行使はできないし、不適切な使い方も権利を制限されたり停止された
りする。共同親権・共同監護も、さまざまな子の問題に関する重要事項の決定権やコミュ
ニケーションを共同にすることで、子の利益が実現される場合に認められるもので、争い

21…細谷郁ほか「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方―民法766条の改正を踏まえて」家月64巻 7 号30～
31頁（2012年）参照。

22…梶村太市「子のための面接交渉再々論」『小野幸二先生古希記念論集21世紀の家族と法』207頁以下（法学書院、2007年）、
同「新時代の家庭裁判所家族法（23）」戸籍872号 1 頁以下（2012年）参照。

23…棚村政行「日本法の問題整理」家族〈社会と法〉24号91頁（2008年）。
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がおこり合意が困難なときに誰がどのように決めるかを事前に決めておけばよいであろ
う…24。児童の権利条約 9条にいう親子不分離原則、定期的な交流確保原則に立てば、子は
父母と交流し父母も平等に子とのかかわりをもつ権利があると言わざるを得ない。
④　面会交流と養育費との関係
　面会交流と養育費とは、法的には別の独立した権利と構成されている。しかし、両者は
実質的には相互に密接に関連しており、欧米諸国でも、面会交流と養育費は、離婚後の父
母の共同養育責任とも関わる重要な義務であって、面会交流は子を精神的な支え、養育費
は経済的に支える義務で、両方があいまって親としての子の幸せを実現する重い義務と構
成される。実際に、面会交流を実施しているケースでは、養育費も支払われていることが
多く、養育費が支払われない場合には、面会交流も行われていないことが少なくない。両
者は、同時履行の関係に立つものではないが、両者は車の両輪のような関係といってよ
い…25。
⑤…　面会交流の判断基準・許否基準（拒否・制限される事由）とくにDV・ストーカー・
暴力、子の連れ去り（フレンドリー・ペアレント）、片親疎外、再婚や養子縁組との関
係
　面会交流は、親子の交流を図ることが子の利益や幸せにつながることで認められている。
したがって、DVや暴力があって、子が身体的精神的情緒的に危険な状態におかれたり、
子の福祉に明かに反する場合には認められないことがある…26。また、子の違法な連れ去り
も、実力行使であって、安定し継続した養育環境を壊す行為として、その危険性が明らか
なときは、面会交流も制限されてもやむを得ない。片親疎外（PAS）の主張がなされるこ
とも多くなった。これは一方の親が他方と子を引き離した結果、子が親との接触を拒絶し
たり、喪失感にさいなまれるという問題だが、父母の葛藤や同居親への気遣い、子の事情
等が複合的に問題を引き起こしているとみられることが少なくない…27。さらに一歩進んで、
一方が他方の親の悪口を言い、子どもの親としての相手方の立場を尊重しないことをどの
ように評価すべきであろうか。最近は、欧米諸国での共同親権・共同監護、友好的な親（フ
レンドリー・ペアレント）ルールなどを面会交流に際しても考慮する考え方や審判例が現
われている。
　渉外事案が増え、ハーグ条約の議論が進む中で、国際的事案が国内事案の解決の準則の
変更や考慮事項の変化に多大の影響を及ぼしている…28。また、再婚や養子縁組についても、
相手方の親としての絆や関係を断つために利用されるべきではなく、再婚家庭の安定・家

24…離婚後の共同親権・共同監護については、山口亮子「共同親権・面会交流」戸籍時報673号21頁以下（2011年）、田中通
裕「親権法の立法課題―離婚後の共同親権を中心として」法時83巻12号24頁以下（2011年）等参照。

25…棚村ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』65頁参照。
26…細谷郁ほか・注20前掲論文79頁参照。
27…細谷郁ほか・注20前掲論文51頁参照。
28…棚村政行「国際的な子の監護（ハーグ条約を含む）」論究ジュリスト 2号125頁（2012年）参照。
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庭の平和の実親と面会交流の重要性を両立させ調和させるような総合的判断をすべきであ
ろう。
⑥　面会交流の回数・方法・場所等の決定
　当事者アンケートや家庭裁判所での調停・審判で定められた面会交流は、月 1回以上が
多く、面会交流が月 1回以上の場合は宿泊ありが 8割近くで、宿泊無は48%と低くなって
いた。面会交流の頻度が低いと、宿泊なしも多くなる傾向がある。子の年齢でも 7～10歳
くらいが宿泊ありで多く、乳児や13歳以上は少ない…29。このように見てわかるように、子
どもの年齢や発達段階、生活のペース、課外活動や塾・習い事など、無理のないスケジュー
ルや方法を選ばないと、それ自体が紛争の火種となり、円滑な実現の障害となってしまう。
面会交流の実績があり、当事者である程度コミュニケーションができるとか、子が10歳を
超えるなどしてある程度の行動の自由をもつ場合には、細かい取り決めをするより、一般
的な条項にし、柔軟で大枠だけ決めておけばよいかもしれない。これに対して、子の年齢
も低く、受け渡しや付き添いが必要なケースで、交流の実績もない場合には、かなり具体
的に細かい条件や方法の詰めが必要になろう。この場合も、相手方にも負担とならず、子
の体調不良や突発的な事故等の連絡方法や対処方法についても、予め決めておく必要があ
ろう。
⑦　面会交流の実施―第三者の仲介・連絡調整・付添
　当事者アンケートの結果からも明らかなように、自分たちで面会交流ができないとか、
困難な当事者に対して、身近で安心してお願いできる面会交流支援の場が必要である。後
述のように、欧米諸国では、面会交流の合意形成支援や面会交流センターなどが各地にあ
り、専門家やボランティアの介在により、食事をしながら、家庭的な雰囲気のもとで安心
した交流が実現している。親子の面会交流を継続的安定的に実現できる環境整備と第三者
機関の充実が何よりも求められている…30。
⑧　面会交流の不履行の場合の履行勧告、間接強制、損害賠償、親権者の変更等
　このような事前の親教育、ガイダンスなどがあって、ペアレンティング・コーディネー
ターやミディエーターなどの専門家の関与による合意形成支援で成立し、裁判所が子の利
益を考えて決定したことが守られない事態になって、はじめて強制的な実現の問題に移る。
2009年に、面会交流の調停・審判の平均審理期間は、6.2カ月と長くなり、養育費が3.9カ月、
監護者の指定が5.8カ月、子の引き渡しが5.6カ月であった。履行勧告で子の調整に関する
ものは、2009年で1410件にもなり、1999年に24.9%と 4 件に 1件だったのが、2009年には
40.8%、2010年には42,5%と毎年上がってきている。履行勧告で目的を達したとするケース

29…細谷郁ほか・注20前掲論文 9～11頁参照。
30…棚村政行「面会交流の社会的支援のあり方」家族〈社会と法〉27号95頁（2010年）。なお、FPICについては、山口恵美
子「子ども・親支援のあり方―FPICの活動を通じて」法時83巻12号30頁以下（2011年）、FLCのVi-Projectの取り組みに
ついては、二宮周平・桑田道子「離婚後の親子の面会交流支援―合意形成の課題と民間団体の取り組み」戸籍時報685号
33頁以下（2012年）参照。

― 56 ―



面会交流の実現に向けた取り組み…

は、2005年に30%を下回り、2011年には、26.5%にまで低下しつつある…31。間接強制、損害
賠償、親権者・監護者の変更などの強制的実現手段は、あくまでも、その前の段階ごとの
ソフトな支援を充実させたうえで行われるべきであろう。
⑨　試行的面会交流
　家庭裁判所では、調査官の関与による試行的面会交流や父母教育プログラム・DVDや
絵本等の活用などで、当事者支援をするとともに、子のための面会交流の合意や調整に取
り組んでいる。家庭裁判所における試行的面会交流は、面会交流の実施や方法について不
安があったり、子にとって適切な実施条件があって調停・審判がこう着状態に陥っていた
り、今後の見通しを検討するために行われていたが、最近では、当事者に最低限の信頼関
係と協力を促し、監護親に現実認識を与えるため、非監護親に円滑な面会交流の仕方を考
えさせるなどの目的でも実施されるようになった…32。

4 　諸外国での親権・監護法制と面会交流支援の実情と動向

　アメリカでは、共同監護が原則化しているが、実際には子の教育、医療、住まい、宗教
など重要事項の決定権は共同にしつつ、実際には父母の一方（母が多い）が主たる養育者
として暮らし、非同居親とは週末や月 2回とか、泊りがけで面会交流し、夏休み、冬休み
に長期の旅行をするなどとするケースが多い。面会交流は、一般的に 9割以上で認められ
ており、争いがあれば、ミィディエーションという調停前置で合意形成が図られる。もし、
合意ができないときは、調査官による調査を経たうえで、裁判官が子の最善の利益にした
がって相当な面会交流を命じる。裁判所の決定や命令に違反すると、高葛藤の当事者用の
プログラムへの参加やカウンセリングなどを受けることを命じたり、裁判所侮辱として罰
金や収監されるとか、無償労働が命じられたり、多額な損害賠償、親権者としての適格性
を欠くとして、親権変更などが命じられる。アメリカでは、DVや暴力があっても、リス
ク評価をし、安全を確保しながら、監視付き面会交流が行われる。そのような危険性がな
い場合には。有料、無料の面会交流センターが利用できる。面会交流のプロバイダーは、
全米で400を超えている…33。
　イギリスでも、離婚後も、両親は親責任を負っており、子の処遇について合意ができな
いときは、裁判所に、子との交流命令（contact…order）、居所命令（residence…order）、
特定事項命令（specific… issue…order）、禁止措置（特定行為制約）命令（prohibited…steps…
order）を求めることができる。2009年には、児童法 8条事件は 1万2000件を超え、その
うちの42%が交流命令、36%が居所命令事件で、じつに91%を占めていた。面会交流命令

31…細谷郁ほか・注21前掲論文13頁参照。
32…細谷郁ほか・注21前掲論文27頁参照。
33…原田綾子「アメリカにおける面会交流支援」棚村ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』
193頁以下参照。
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に違反した場合には、裁判所侮辱で罰金や 2カ月の懲役刑に科すこともできる。また、無
償労働や損害賠償を命じることもできる。さらに、2008年から、裁判所は、交流をする当
事者に特定の行動をとるよう義務付け、CAFCASSの調査官に監視を命じることもできる
ようになった。また、家族支援命令として、交流が中断しないようにCAFCASSの調査官
に指導や助言を求めてしたがうように命じることもできるようになった。イギリスでは、
各地に子ども交流センターがあり、365機関あるという…34。
　ドイツでも、1998年から、離婚後の父母の共同配慮が導入され、父母の一方との定期的
な交流をする権利が認められており、交流権は親の権利であると同時に子の権利でもある
と構成されている。また、交流権の範囲も拡大され、子の福祉に合致するときには、祖父
母、兄弟姉妹、里親、継親、婚姻外パートナーなどにも認められることになった。面会交
流事件は、父母の合意により決定されることを最優先するが、家庭裁判所は、第三者に交
流支援をさせたり、少年局を交流保護人に選任し、交流を実施させたりすることもできる。
ドイツでは、420の面会交流センターがあるという…35。
　フランスでも、離婚後の共同親権が原則となったが、祖父母の面会交流権は古くから認
められてきた。2002年親権法改正で、「自ら義務を果たし、相手方の親の権利の尊重をす
るそれぞれの適性」、いわゆるフレンドリー・ペアレント・ルールが取り入れられた。そ
の結果、かたくなに面会交流を拒み続けた同居親については、居所の変更などの措置がと
られることもある。フランスでも、面会交流センターが全国で2009年に79団体、94か所あ
り、面会交流の合意形成支援と葛藤や対立がある面会交流の実施援助を行っている…36。
　このように、欧米の先進諸国では、親権・監護法制を子どもの権利や子どもの利益・福
祉の視点から改革し、親子の交流を促進し、親権・監護の共同化、合意形成援助、子ども
の代理人制度、養育費の取立て強化、面会交流のサポートに積極的に取り組んでいた。こ
のような動きは、親子の絆や継続的な人間関係を維持し、親子の交流・接触を促進するこ
とが、子の福祉に資するとの基本的原則にもとづく。そのために、最近では、家事事件裁
判官は、面会交流の決定に際して、円滑な交流の実現のために必要な教育プログラム、ワー
クショップ、専門家への相談などの必要な措置を命じることができ、費用負担も公費でま
かなえるとか、専門家にモニターさせたり、助言指導を仰げるように、面会交流の支援措
置まで定められるようになっていた。文字通り、当事者だけではなく、官民の有機的連携
が可能となってはじめて、離婚後の親権・監護の共同化や面会交流の実現や円滑化が担保
されているのである。
　なお、韓国でも、2008年から協議離婚制度が改正され、子どものいない夫婦でも 1カ月

34…南方暁「イギリスでの交流権と英国の子ども交流センター」棚村ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関す
る調査研究報告書』227頁以下参照。

35…高橋由紀子「ドイツにおける面会交流支援」棚村ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』
252頁以下参照。

36…色川豪一「フランスにおける面会交流援助」棚村ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』
270頁以下参照。
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の熟慮期間、子どものいる夫婦は 3カ月の熟慮期間を設け、その間に子の養育、親権者、
面会交流、養育費などについて取り決め、調書・審判などを受けないと離婚できないこと
になった。これに伴い、家庭法院（家庭裁判所）には子どもソリューション会という相談
センターが設置され、未成年の子がいる夫婦には、離婚が子に与える影響、養育費と面会
交流についての説明する親教育を実施しており、家庭法律相談所、健康家庭支援センター
などの民間機関の相談やカウンセリングを受けることを裁判所が勧告できるとした。また、
わかり易いリーフレット、養育手帳という、同居親から面会の留意事項、希望などを記載
して別居親に渡し、別居親が面会の様子や希望などを書いて戻す方式である。子どもへの
接し方、コミュニケーションの取り方、離婚した親へのサポートなども記載されており、
面会の記録をシェアしながら、自分を振り返り、子どもの幸せに焦点を当てさせる狙いも
ある…37。

5 　おわりにー面会交流に関する政策的課題と今後の展望

　日本でも、欧米先進諸国やこれまでの民間機関による面会交流支援活動を振り返ると、
面会交流の適切な支援のためには、まず、協議離婚制度のもとでの情報不足、意思決定の
不十分さがあり、家族形態や生活状況の変化に対する視点や事情の大きな変更と夫婦間の
葛藤の未処理という大きな課題を克服しなければならないという問題がある。
　そのために、当事者たちが抱える不安や問題に対する情報提供やアドバイスをしてくれ
るワン・ストップ・サービスの相談機関、つまり、別居や離婚の際のガイダンスや相談窓
口の充実整備が必要であり、弁護士会、司法書士会、市区町村の離婚・親権・監護・面会
交流・養育費等の相談業務と相談体制を強化しなければならないであろう。少子化対策や
子育て支援の一環として、各市区町村に「ファミリー・サポート・センター」を設置し、
無償で専門家による親権・監護・養育費・面会交流援助を行うべきではないか。
　この点で、注目すべき自治体としての取り組みでは、2014年 4 月からスタートする「こ
ども養育支援ネットワーク」である。明石市では、市民の無料法律相談のために任期付の
弁護士を職員として雇用するとともに、臨床心理士や社会福祉士なども雇い入れ、協議離
婚をしようとする当事者への相談体制を充実し、離婚に際しての子の監護養育や面会交
流・養育費の合意のための養育計画書の参考書式を配布し、神戸家庭裁判所明石支部、法
テラス明石支部、弁護士会、FPIC大阪ファミリー相談室、明石市など関係機関の連絡協
議会を設けて連携を強化している。
　次いで、家庭裁判所は紛争が生じた場合に、それをどのように調整し解決するかにかか
わっており、面会交流の是非、日時、方法について、具体的には専門家や支援機関の援助

37…金成恩・二宮周平「韓国における子どものいる夫婦の離婚問題への取り組み」立命館法学331号455頁（2010年）、金亮完
「韓国における協議離婚制度および養育費確保制度について」家族〈社会と法〉26号107頁（2010年）、最高裁判所事務総
局家庭局「大韓民国におけるパンフレット『両親』について」ケース研究310号178頁以下（2012年）参照。
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の下に面会交流することを話し合ったり、命ずることができなければならない。そして、
無理のない取り決めやルール作りをするために、ペアレンティング・コーディネーター（ベ
テランの弁護士や監護・面会交流のエクスパート）を家事調停官に任命し、面会交流の調
停の成立や仲裁型の審判などを下せるようにすべきである。また、フォローアップのため
履行勧告制度や強制執行についても、従来の方法だけでなく、教育プログラムやワーク
ショップへの参加を義務付けるなど教育的な働きかけも行うべきであろう。
　民間機関は、非権力性、非強制性、任意性、自律性、サービスの柔軟性、弾力性、費用
や時間の非拘束性などの特色があげられる。しかし、公的機関、とくに司法機関は、権力
性、強制性、サービスの画一性、統一性、費用の無償または低廉性、時間の制限（週末や
祝日、夜間の利用制限）に特色がある。面会交流などのケースは、裁判所などの司法機関
が基本的な大枠のルールやあり方を示し、当事者の自主的な話し合いを尊重しつつ、話し
合いができない場合の決定方法や理念を明らかにし、実際の交流を円滑化するためには、
イギリスのCAFCASSのような役割をFPICと弁護士会が中心になって独立行政法人の
ファミリー・サポート・センターがコーディネイトし、離婚・別居に伴う親権・監護・面
会交流・養育費・婚姻費用・財産分与なども、問題ごとに専門家を置いて、とくに交流支
援については民間団体にゆだねても、その結果をモニターしながら、家庭裁判所への交流
状況の調査報告をすることでよいであろう…38。
　当事者アンケートの結果を見ても、弁護士や民間交流支援団体の面会交流の実現に果た
す役割は大きく、当事者の期待も決して小さくはない。法制度としての共同親権、面会交
流、子の利益の明確化の声についても強いものがあるが、他方で、DV・ストーカー対策
等の懸念材料もあり、社会的支援としては、相談窓口の充実・経済支援、民間援助団体の
充実の声が大きかった。このような当事者、現場で解決に当たる調査官、当事者を支える
弁護士らの生の声をできるかぎり反映した法制制度の整備と社会的支援制度の充実、法制
度の運用の改善を心がけなければならない。明石市のほかにも、岡山市、名古屋市など身
近な自治体が、相談窓口や参考書式の配布、関係機関の連携を強化しようとする動きも見
え始めており、このような動きが全国の自治体に広がることで、国や中央省庁も、自治体
でのモデル事業を積極的に支援する方向で早急に検討を進めるべきであろう。

38…棚村・注24前掲論文94～95頁参照。
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　⑶　家事事件専門弁護士のヒヤリングの結果
　　◦葛藤の程度や内容に応じた支援、初期対応の大切さ、心理的支援等
3　諸外国での面会交流制度の実情と動向
　⑴　アメリカー円滑な合意形成と実現のための教育・心理支援
　⑵　イギリスー民間の合意形成支援とコンタクト・センターの充実
　⑶　ドイツー裁判所主導の合意形成支援（コッヘンモデル等）、交流支援
　⑷　フランスー司法と福祉の連携、地域や民間の交流支援
　⑸　アジアー韓国・台湾・シンガポールー司法主導の親教育・心理支援
4　おわりにー面会交流での政策課題と今後の展望
　⑴…　面会交流の位置づけー共同養育責任や共同親権、養育費、忠誠葛藤、親の感情的対
立、子の権利・チルドレンズ・ファーストの発想

　⑵　協議離婚制度と合意形成支援、取り決め実現支援
　⑶　日本における家族政策や子ども政策の転換の必要性
　⑷　司法・行政・民間の役割分担と連携の在り方
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下　夷　美　幸

1 　養育費確保は新しい問題か？

⑴　養育費不払い問題の把握
　離婚後、子どもと別れて暮らす親は養育費を支払う責任があるが、実際には支払われて
いないケースが多い。養育費は子どもの生活に欠かせないものであり、養育費が支払われ
ていないという現状は深刻な事態である。よって、この重大な問題に対して、政府は早急
に対策を講じる必要がある。
　まさしく、養育費の確保は喫緊の政策課題である。では、養育費の不払いという問題は、
近年新たに生じた問題なのだろうか。あるいは、最近明らかになった問題なのだろうか。
　養育費に関する公的な統計は、厚生労働省の「全国母子世帯等調査」によって得ること
ができる。この調査は、厚生省（現・厚生労働省）が1952年に調査を実施して以来、ほぼ
5年毎に行われている…1。そもそも1952年の調査は「母子福祉資金の貸付等に関する法律」
が国会で審議されるにあたって、その基礎資料を得るために行われたものだが…2、同法成立
（1952年12月29日公布）後も、母子世帯に対する福祉対策の充実を図るという目的で実施
され、現在に至っている。この調査は対象世帯数や実施方法などの点で十分とはいないも
のの、全国の母子世帯を対象に継続して行われていること、また、1983年の調査からは母
子世帯だけでなく父子世帯も対象に含まれていることから、日本のひとり親世帯の生活実
態とその変化が把握できる、重要な政府調査である。
　養育費については、1983年から調査項目に入っている。その経緯は明らかではないが、
背景には、当時、行財政改革の動きのなかで児童扶養手当の見直しが求められ、児童扶養
手当と父親の扶養義務との関係が議論されていたという事情がある…3。1983年の調査以降に
ついても、養育費については児童扶養手当との関連で把握されているものとみられる。実
際、公表されている調査結果をみても、養育費については、1983年調査から2006年の調査

1… 調査年次は1952年、1956年、1961年、1973年、1978年、1983年、1988年、1993年、1998年、2003年、2006年、2011年で
ある。ただし、1952年調査の報告書の巻末には参考表として、第35表「全国母子世帯一斉調査の結果」（1949年 8 月 1 日
現在）が掲載されており、同報告書の本文では、調査結果の「母子世帯数の総数及び家族構成」において、1949年調査
が「前回の調査」として言及されている。しかし、そこでは本調査（1952年調査）と前回の調査（1949年調査）の母子
世帯の定義の相違に関する事項が述べられているだけで、それ以外に1949年調査に関する記述は一切ない。また、1956
年以降の調査結果の報告書でも、過去の調査として参照されているのは1952年以降の調査結果である。よって、本稿で
は1952年調査を初回調査とみなす。

2… 厚生省児童局「（1952年 9 月 1 日現在）全国母子世帯調査結果報告書」のはしがきによる。
3… 1983年 3 月に設置された「児童問題懇談会」（厚生労働省の私的諮問機関）は12月に報告書をまとめているが、そこでは
児童扶養手当の見直しが指摘されており、それとの関連で父親の扶養義務が強調されている。
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までは離婚母子世帯の場合のみが示されており…4、離婚父子世帯の養育費が示されたのは
2011年調査が初めてである…5。このことは、児童扶養手当の支給対象が従来は母子世帯のみ
であったのが、2010年 8 月から父子世帯にも拡大されたことと符号する。
　調査の目的はともかく、離婚母子世帯の養育費の受給状況については、1983年以降のす
べての調査で実態が把握され、その結果が公表されている。表 7 - 1はその受給率の推移
を示したものである。
　これをみると、離婚母子世帯で養育費を受給している割合は、1983年の11.3％から年々
上昇し、1998年に20.8％となっている。しかし、2003年には17.7％に低下し、それから徐々
に回復しているものの、最新の2011年の結果でも20％程度である。つまり、1983年の調査
開始以来、 8割（あるいはそれ以上）の父親が養育費を支払っていないのである。このよ
うに、養育費の不払いの実態は、30年も前から政府調査によって把握され、公表されつづ
けてきた。

⑵　養育費確保のための政策提言
　では、こうした事態に対して、政府は対策の必要性を認識していなかったのだろうか。
あるいは、具体的な対策のアイデアが見いだせなかったのだろうか。決してそうではない。
　1985年12月、厚生省児童家庭局の私的諮問機関である「離婚制度研究会」が報告書を提
出している。研究会の名称は離婚制度となっているが、報告書の内容は養育費の確保を焦
点としたもので、養育費にかかわる現行制度の問題点が指摘され、さらに諸外国の制度の
検討が行われたのち、政策対応についての提言がなされている。そこでは、「諸外国にお
けるような、強制執行とは異なった手法による養育費の支給と義務者からの徴収の制度に

4… 調査票が公表されていないため、父子世帯に対して養育費の調査がなされたかどうかは明らかではない。ここでは「調
査結果」で公表されているか否かを問題にしている。

5… 児童扶養手当の支給対象は、従来、母子世帯のみであったが、2010年 8 月からは父子世帯も支給対象となっている。

表 7 - 1 　　離婚母子世帯の養育費の受給状況 ％

調査年 現在も養育費を
受けている

養育費を受けた
ことがある

養育費を受けた
ことがない 不詳

1983 11.3 10.1 78.6 －

1988 14.0 10.6 75.4 －

1993 14.9 16.4 68.7 －

1998 20.8 16.4 60.1 －

2003 17.7 15.4 66.8 －

2006 19.0 16.0 59.1 5.9

2011 19.7 15.8 60.7 3.8

出典：厚生労働省「全国母子世帯等調査」より作成。
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ついても検討を要する」との指摘や、「児童扶養手当支給の代わりに行政庁が扶養義務者
に対して求償する制度」として、「養育費請求権を請求権者に代わって行使する方法」や「扶
養義務者に費用徴収の形で負担を求める方法」が提示されている。本稿ではこの提言の内
容には立ち入らないが、政府が設置した研究会によって、養育費を確保するための制度が
具体的に提言されていた、という事実は見逃せない。
　なお、この報告書については全国紙でもとりあげられ、「子の権利確保図れ――離婚研
究会、養育費支払改善提言」（朝日新聞・1985年12月16日夕刊）、「養育費、給与天引きも
――離婚制度研究会、支払い低調で提言」（読売新聞・同）などの見出しで、養育費確保
の制度について提言されたことが報道されている。
　その後、日本弁護士会からも政策提言がなされている。同弁護士会は1992年に『離婚後
の養育費支払確保に関する意見書』を発表し、先の「離婚制度研究会」の報告書と同様、
現行制度の問題点の指摘、諸外国の制度の検討、今後講じるべき政策の提言を行っている。
提言はより具体的で、なかでも「養育費取決め届出制度」「養育費支払命令制度」「養育費
立替払制度」の提案は注目される。これらの制度は次のようなものである。
　養育費取決め届出制度とは、離婚届を提出する際に「養育費に関する合意書」を作成す
ることとし、それを離婚届書に加えることとするものである。合意書の書式案も示されて
おり、それによると、養育費の金額、支払期日、支払方法、支払の開始日・終了時期など
が記入できる様式となっている。この合意書がなくても離婚自体は成立するが、合意書を
届出ておけば、養育費支払命令制度が利用できる、という。
　養育費支払命令制度とは、「養育費に関する合意書」をもとに、家庭裁判所に申し立て
れば、裁判所が義務者を尋問することなく、支払命令を発令できる制度である。よって、
合意書を届出ておけば、債務名義を迅速に得ることができる。そうすると、子どもを養育
する親は養育費立替払制度を利用しやすくなる、という。
　養育費立替払制度とは、養育費の支払義務について債務名義があれば、不払いが生じた
際には国が養育費を立替払いし、その分を国が義務者から回収するという制度である。こ
れはいわゆる立替払い手当であり、後述するスウェーデンの制度と同種のものである。　　
　このように、養育費の取決め届出制度を出発点に、支払命令制度、立替払制度を利用す
れば、現行の協議離婚制度においても養育費が確保される、という仕組みが提案されてい
る。日本弁護士会はこの1992年の意見書の後も、2004年 3 月に『養育費支払確保のための
意見書』、2013年に『養育費支払確保及び面会交流支援に関する意見書』を発表し、提案
の実現を訴えている。
　ここまでみてきたとおり、養育費不払いの実態はいま明らかになった問題ではなく、
1983年以来、政府調査によって把握されている。また、この問題に対する政策手段が見出
せなかったわけでもなく、1985年に政府内に設置された研究会によって政策提言が行われ、
その後、弁護士団体からはより具体的な対策の提案が継続的になされている。つまり、養
育費の確保は喫緊の政策課題となっているが、これは約30年も前から問題が把握され、政
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策提言もされてきた問題である、ということである。このことはまず確認しておくべき事
実である。

2 　日本の養育費政策は進展したか？

⑴　司法において
　では、実際に養育費政策はどのように展開しているのだろうか。ここでは養育費問題を
抱える当事者にとって、問題解決は容易になってきたかという観点からみてみたい。
　まず司法の領域では、2004年 4 月から強制執行手続きの改善が図られ、養育費に関して
は将来分についても差押ができるようになっている。同時に、給料を差し押さえる場合、
通常の債権では給料の 4分の 1までしか差押えられないが、養育費については給料の 2分
の 1まで差押ができるよう改善されている。しかし、強制執行を行うには公正証書や調停
調書など債務名義が必要であり、また債務名義を得ている場合であっても、支払義務者の
財産情報の収集など申立てる権利者側の負担は大きく、実際に強制執行を利用できる当事
者は少ない。
　また、2011年の民法改正によって、民法766条の離婚の際に定めるべき「子の監護につ
いて必要な事項」に、「子の監護に要する費用の分担」すなわち、養育費の分担が明示され、
2012年 4 月から施行されている。これは1996年の民法改正要綱の条項が実現したものであ
り、大きな前進といえる。この改正民法の施行に合わせて、離婚届に養育費の取り決めを
しているかどうかのチェック欄も設けられている。このように養育費の取り決めに関して、
民法の規定と離婚届書に進展がみられるが、取り決め自体は当事者に委ねられたままであ
る。実際、2012年 4 月から 1年間の離婚届で、養育費の取決済にチェックがあったのは
56％にとどまっている…6。しかも、取決済にチェックがされたケースであっても、その取り
決めの形式や内容が妥当なものかどうかは不明であり、すべてが当事者次第である。

⑵　福祉行政において
　養育費については、司法だけでなく福祉行政でも扱われており、養育費の確保はひとり
親家庭に対する福祉政策の重要な柱として位置づけられている。そのなかでとくに推進さ
れているのが、相談機関の拡充である。具体的には、2007年10月から各自治体の母子家庭
等就業・自立センターに養育費専門相談員が配置され、同時に国の事業として、養育費相
談支援センターが設置されている。養育費相談支援センターは養育費専門相談員の研修や、
母子家庭等就業・自立センターで受け付けた養育費相談の困難事例への対応を中心に行う
専門機関だが、当事者からの相談にも応じている。
　このような相談体制の整備は重要だが、養育費の支払いを求めている当事者に対して、

6… 2013年 8 月19日の読売新聞朝刊による。
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養育費専門相談員や養育費相談支援センターが行える支援は、家庭裁判所の利用法を伝授
するにとどまっている。それは、養育費専門相談員や養育費相談支援センターに、個別事
例の養育費の取り決めを調整したり、養育費の徴収に直接的にかかわったりする権限が与
えられていないからである。
　そのほかひとり親福祉では、2003年 4 月より母子寡婦福祉資金のなかから、養育費に関
わる裁判費用に対して、生活資金の12カ月分（約123万円）が一括して貸付されるようになっ
ている。また、2010年 4 月からは、養育費専門相談員の業務に、養育費に関して当事者が
家庭裁判所に向かう際に同行することが加えられている。これらはいずれも裁判所の利用
にかかる負担の軽減につながるものではあるが、支援とはいっても、当事者に対して裁判
所の利用を後押しするにすぎない。
　以上のように、ようやく10年ほど前から司法においても、ひとり親福祉においても、養
育費政策に進展がみられるが、結局、養育費問題を抱える当事者の多くは、家庭裁判所を
利用する以外に現実的に使える制度はない。つまり、家庭裁判所で養育費の取り決めを行
い、それが守られない場合に家庭裁判所に履行勧告を出してもらうしかない、ということ
ある。しかし、その履行勧告にしても、これに法的な強制力はない。実際、履行勧告の効
果は限定的である。『司法統計年報』で金銭債務の履行勧告（養育費以外も含む）の終局
時の状況をみると、近年は「全部履行」が 3割、「一部履行」が 2割強という状況であ
る…7。この結果から、裁判所の勧告によっても 7割は取り決めどおりに支払われない、とい
うことがわかる。養育費に限った勧告の効果は明らかではないが、養育費が子どもに必要
な生活費用であることをふまえれば、現在の家庭裁判所の履行勧告制度は、養育費の確保
制度として十分とはいえない…8。
　結局、多くの当事者にとって養育費の確保が容易になったとはいえず、この30年間、日
本社会は養育費問題を放置してきたに等しい。ひとり親世帯の子どもの権利をだれが守る
のか、問われるべき点である。

3 　諸外国における養育費確保の取り組み

　ひとり親世帯の増加は先進諸国に共通しており、養育費の確保は各国が同様に抱える問
題である。諸外国の状況をみると、多くの国では司法制度とは別に、行政による養育費確
保の制度（以下、養育費制度）が実施されている。いうまでもなく、各国の制度はそれぞ
れの社会事情によるものであり、一面的に評価できるわけではない。以下では、各制度の

7… 最高裁判所『司法統計年報・家事編』を用いて、2008年から2012年の 5年間の平均を算出すると、「全部履行」が
30.8％、「一部履行」が22.9％となる。

8… 履行勧告の実効性に関して、元家庭裁判所調査官からは「かつては義務者宅を訪問していたが、現在は書面のみ」と、
勧告手続きの変化を危惧する声があがっている。養育費相談支援センター（2012）『養育費確保の推進に関する制度的問
題』（非売品）：102を参照。
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是非ではなく、諸外国における行政の取り組みの実例として、アメリカ、イギリス、オー
ストラリア、スウェーデンにおける養育費制度の特徴についてみてみたい…9。

⑴　アメリカの養育費制度の特徴
　アメリカでは、1975年から社会保障法パートDとして、養育費制度が実施されている。
連邦政府の保健・対人サービス省下に養育費庁（Office…of…Child…Support…Enforcement）
が創設され、その監督・援助のもとに、各州が養育費制度を法制化し、州政府に設置され
た養育費事務所がこれを運営している。州によって制度の内容は異なるが、すべての州で
養育費制度が実施され、「非監護親の探索」「養育費の査定」「養育費の徴収」などのサー
ビスが展開されている。
　非同居親の探索については、州の養育費事務所に情報収集の強い権限が与えられている。
まず、養育費事務所は自動車登録簿、州税や個人財産の記録、雇用事務所や福祉事務所の
記録など、行政機関が有する各種情報が利用できる。また、民間の信用情報機関や金融機
関の情報についても提出を求めることができる。また、州内の情報で探索できない場合に
は、連邦政府の親探索サービスを利用して、社会保障庁、歳入庁、国防総省、退役軍人庁、
国立人事記録センターなどから情報を得ることもできる。さらに、連邦政府は各州の養育
費命令の登録と、事業主に義務づけている新規雇用者の登録の記録を一元的にデータベー
ス化しており、これを利用して、州を越えて移動する非同居親を追跡することもできる。
　養育費の査定については、各州の法律で養育費の算定方式が定められている。養育費命
令は基本的に司法手続きによるが、裁判所の養育費命令も原則として、法定の算定方式に
基づいて決定される。州によって具体的な算定方式は異なるが、多くの州では、養育費事
務所のウェブサイト上で必要事項を入力すれば、自動的に養育費の試算結果が得られるよ
うになっており、算定方式は容易に利用することができる。
　養育費の徴収に関しても、養育費事務所に強力な権限が与えられており、徴収手段とし
ては、給与天引きのほか、自営業者や失業者等からも徴収できるよう、所得税還付金から
の相殺、失業手当からの相殺、財産への先取特権等が認められている。徴収に応じない場
合には制裁も課すことができ、滞納者を個人信用情報機関へ通知したり、自動車免許や各
種専門職の免許を停止したり、滞納額が一定額以上の場合にはパスポートの発行禁止とい
う措置を取ることもできる。
　このようにアメリカでは、強力な養育費制度を整備し、強制的に養育費を確保する仕組

9… 本稿では各国の制度の特徴点を指摘するにとどめる。 4か国の制度の内容については下夷（2013）「アメリカの養育費制
度」「イギリスの養育費制度」「オーストラリアの養育費制度」「スウェーデンの養育費制度」（棚村政行編『面会交流と
養育費の実務と展望』日本加除出版：278-301）、そのほかアメリカ、イギリスについては下夷（2008）『養育費政策にみ
る国家と家族－母子世帯の社会学』勁草書房、および下夷（2012）「母子世帯と養育費」（ジェンダー法学会編『固定さ
れた性役割からの解放』日本加除出版：189-203）、オーストラリアについては下夷（2012）「オーストラリアの養育費制
度－もうひとつのアングロサクソンモデル」（養育費相談支援センター『養育費確保の推進に関する制度的諸問題』（非
売品）：40-61）を参照されたい。
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みを作り上げてきた。しかしそれでもなお、養育費が確保できないケースも多い。それは
主に、非同居親が安定した職についていないケースである。そこで、1990年代終盤からは
養育費政策の一環として、非同居親の支払能力を高めるための支援も行っている。たとえ
ば、父親（非同居親）に対する雇用促進プログラムや就労トレーニング、父親教育、コミュ
ニケーションスキルのためのトレーニング等の事業に補助金を支給している。また、養育
費と面会交流は法的には別扱いだが、養育費の確保をすすめる観点から、面会交流支援の
事業にも補助金を支給し、子どもと非同居親との関係継続を支援している。こうしてみる
と、アメリカの特徴は家族への強力な公的介入によって、非同居親に親としての責任を果
たさせる点にあるといえる。

⑵　イギリスの養育費制度の特徴
　イギリスでは1991年の養育費法に基づき、1993年から養育費制度が実施されている。制
度の内容はアメリカにならい、行政の権限によって非同居親の探索、養育費の査定、養育
費の徴収を行うものである。制度は社会保障省下に設置された養育費庁（Child…Support…
Agency）によって運営されてきたが、制度の導入当初からケース処理の遅滞や徴収トラ
ブルなどの問題が続出し、制度改正が重ねられてきた。しかし結局、2012年に制度の抜本
改革に至っている。その基本的な考え方は、養育費については当事者による自主的解決（合
意による取り決め、自主的な支払）を原則とし、それが不可能なケースに対してのみ養育
費制度の利用を認めるというものである。その理由について政府は、養育費制度によって
養育費を査定し強制的に徴収するよりも、両親の合意によって取決めたほうが親としての
責任感が強まり、その後も順調に支払われると説明している。
　よって政府は、一方で当事者間の自主的解決への支援をすすめながら、他方で養育費制
度を刷新している。新しい養育費制度は「養育費サービス」と称され、養育費庁ではなく、
雇用・年金省の養育費グループによって提供される…10。サービスの基本的な内容は従来と
同様だが、新制度では算定方式が簡素に改正され、取決めの効率化が図られているほか、
徴収手段や制裁措置などが強化されている。また、新制度はこれまでのように誰でも利用
できるサービスではなく、当事者間での取決めや支払が不可能なケースのみに対象が限定
され、利用申請にあたってチェックがかかる。
　当事者の自主的解決への支援については、すでに2008年から非政府の公的機関によって、
養育費制度を利用しない家族向けに、合意による取決めと自主的な支払に役立つ情報提供
サービス（Child…Maintenance…Options）が行われてきた。現在それが、雇用・年金省の
養育費グループに引き継がれ、当事者支援の中核的な事業として実施されている。具体的

10…新制度への移行は段階的に行われてきたが、2013年11月25日以降、養育費庁による新たなケース受理は終了し、それ以
後の新ケースはすべて「養育費サービス」を申請することになっている。政府は新制度の円滑な運営が確認された段階で、
養育費庁を廃止する予定である。その場合、養育費庁が扱っていたケースも完全に終了となり、以後もサービスの利用
を希望する場合は、新規ケースとして「養育費サービス」の利用を申請することになる。…また、政府は「養育費サービス」
に利用料を課すことを予定している。
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には、電話やメールによる相談、ならびにチャットによる相談が行われている。あわせて、
ウェブサイト上ではさまざまな情報提供がなされており、同居親向けや別居親向けの各種
リーフレットやガイドブック、養育費合意書の書式などが自由にダウンロードできるよう
になっている。そのほか、養育費算定ツールも用意されており、ウェブ上で非同居親の所
得や子供の人数などを順次入力すれば、法定の算定方式による試算結果が得られるように
なっている。
　上記のChild…Maintenance…Options以外の当事者支援サービスについては、民間団体が
活用されており、政府はカウンセリングや仲裁等を行う団体に補助金を支給している。あ
わせて、政府の当事者向けの情報提供サービスでもこれらの民間団体を紹介し、その利用
を推進している。
　このようにイギリスは当事者による自主的解決を基本とする方向に政策転換し、民間団
体による当事者支援がすすめられている。ただし、養育費制度は強化され、最終手段とし
て維持されており、こうした民間団体と行政との協働がイギリスの特徴として見いだせる。

⑶　オーストラリアの養育費制度の特徴
　オーストラリアでは1988年に養育費庁（Child…Support…Agency）が設置され、行政に
よる養育費制度が実施されている。制度は段階的に導入されており、まず1988年に「養育
費の徴収」サービスが開始され、裁判所の「養育費命令」および裁判所に登録された「養
育費の合意」について、養育費庁による徴収が実施されている。ついで1989年に養育費庁
による「養育費の査定」が開始されている。これらはアメリカの制度を参考にしたもので、
養育費の査定は法定の算定方式に基づいて行われ、養育費の徴収は給与天引きや税還付金
の差押など、強制的な手段がとられている。
　ただし、オーストラリアでは当初、養育費庁が国税庁下に設置され、国税庁長官が養育
費の徴収に対する責任者とされてた点が特徴的である。なおその後、養育費庁は1998年に
家族・地域サービス省に移管され、さらに2011年に行政組織としては廃止となり、現在、
養育費制度は対人サービス省（社会福祉省）によって運営されている。ただし、養育費庁
の廃止は、政府の社会福祉サービス供給体制の刷新に伴うもので、養育費制度自体あるい
は養育費庁の制度運営に問題があったわけではない。
　近年の動きとして注目されるのは、2008年に算定方式の抜本改革が行われたことである。
新方式では、同居親と非同居親の両方を養育費の支払者とみなす計算式となっている。そ
の背景には、母親の就労や父親の育児がすすんだことで、離婚後の家族についても、従来
のような「母親が監護親として養育費を受け取り、父親が非監護親として養育費を支払う」
という家族モデルが、現実にあわなくなってきたためである。また政府としても、離婚後
の子どもの共同監護をすすめていることから、離婚後の養育費の考え方について見直す必
要が生じていたともいえる。よって、新方式では非同居親による子どもの監護（面会交流）
が従来よりも重視されており、離婚後の共同監護を前提とした制度設計になっている。
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　また、養育費の算定にあたっては、国税庁から前年度の課税所得や税の還付金などの情
報が得られるほか、養育費の査定の適用期間は最長15カ月と決められていることから、登
録されているケースについては、国税庁からの所得情報によって自動的に再査定される仕
組みとなっている。
　このように、オーストラリアの養育費制度は現在、社会福祉サービスとして提供されて
いるが、養育費の査定や徴収は国税庁との協働体制で行われており、養育費の確保という
点でみると、税務行政と密接な連携がオーストラリアの特徴といえる。

⑷　スウェーデンの養育費制度の特徴
　スウェーデンでは上記 3カ国とは異なり、養育費の不払いに対して国がまず手当を支給
するという、いわゆる立替払い手当制度が実施されている。現在の手当は1996年の制度改
編により、養育費補助手当と呼ばれるものだが、その歴史は古く、前身となる立替払い手
当が導入されたのは1937年である。
　養育費補助手当（立替払い手当）は、非同居親から養育費が支払われない場合、同居親
が社会保険事務所に申請すれば支給される。これは養育費を国が保障するものであり、同
居親の所得にかかわらず支給される。手当額は国が定めた最低保証養育費となっており、
支給期間は子どもが18歳に達するまでである。ただし、子どもがフルタイムの学生の場合
は20歳まで延長される。これは「延長手当」と呼ばれ、18歳になった子ども本人が申請し、
社会保険事務所から子ども本人に支給される。
　一方で、社会保険事務所は非同居親から支払義務額を徴収する。その支払義務額は非同
居親の所得に、子どもの人数に応じた一定割合を乗じて算出される。ただし、支払能力が
十分でないと判断された非同居親には、減額や免除の措置が行われる。
　非同居親が社会保険事務所の徴収に応じない場合には、そのケースは社会保険事務所か
ら強制執行庁に送られる。強制執行庁は税や社会保険料の未納金を徴収する国の機関で、
強制執行のために課税台帳、団体登録簿、車両登録簿などにオンラインでアクセスし、債
務者の所得や財産の情報を得ることができる。
　こうした仕組みによって徹底した徴収が行われるが、非同居親に対する減額・免除の措
置が寛大に認められているため、養育費補助手当の給付総額は非同居親からの徴収額を大
きく上回っている。よって、立替払い制度といっても、まさに養育費補助手当という名称
のとおり、実際には国が親の養育費を補助している制度となっている。ようするに、支払
能力のない非同居親については国が肩代わりし、支払能力のある親に対しては逃げ得を許
さない制度ということである。
　このようにスウェーデンの養育費制度は、国が養育費に責任をもつことで、子どもの権
利を保障している点が特徴といえる。なお、このような制度はスウェーデン以外の北欧諸
国やフランス、ドイツなどの大陸欧州の国々でも行われている。
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4 　日本の課題

　以上みてきたとおり、日本では養育費確保の問題が事実上、30年も放置されてきた。そ
れに対し、同様の問題を抱える諸外国では、養育費の問題をすべて司法にゆだねるのでは
なく、行政がこの問題に直接的に取り組み、問題解決のための制度を整備している。
　日本の課題として指摘できることは、まず何よりも、社会全体で養育費の問題を「子ど
も」の視点から問い直すことである。日本では「離婚後、別れた親は子どもとの関係を切
る」という観念が根強く残っている。これは旧来の日本的家族観ともいわれるが、いった
いだれの家族観だろうか。子どもの家族観はこれに一致するだろうか、今一度考えてみる
必要がある。また日本では、行政が私的な家族問題に介入すべきではないという観念が広
く浸透している。しかし、あらゆる家族問題にそうといえるはずはない。行政による養育
費の確保について、これを「家族への公的介入」と考えるのはだれだろうか。養育費を必
要とする子どもからみるとどうだろうか、この点についても子どもの立場から問われるべ
きである。つまり、これまでの日本社会の「おとな中心主義」を根本から是正し、養育費
の問題を「子ども」の視点からとらえ、問題認識を社会的に共有することが基本的な課題
である。
　そのような社会的認識を図りながら、同時に、養育費制度の導入に向けて具体的に検討
をすすめることも必要である。子どもの権利を実現するためには、当事者任せ、司法だの
みではなく、行政が養育費問題に介入することが不可欠である。子どもにとっての養育費
の重要性を考えれば、制度の検討は緊急の課題といえる。検討にあたっては、この分野で
後発の日本が諸外国の経験から学ぶことは多い。幅広い議論が必要であるが、強制力のあ
る養育費制度を用意しておかなければ、実際の養育費の確保は実現しない。そのような強
制的な制度を背景に、他方で自律的な問題解決のための当事者支援を行う仕組みを構築す
ることが必要ではないだろうか。もちろん、そこでは制度上も運用上も、DVケースへの
対応に極力配慮すべきであることはいうまでもない。
　目指すべき方向としては、強制的な養育費制度によって公正さを担保しながら、当事者
支援によって自律的な問題解決の可能性を追求することである。それを実現するには、司
法・行政・民間団体の連携が必要であり、各セクターのインフラ整備も不可欠である。子
どものために社会資源を投入しなければ、「子どもの権利」が保障される日本社会は実現
しない。
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〈配布レジュメ〉

養育費確保のための取組み：日本と諸外国

東北大学　下　夷　美　幸

1．養育費確保は新しい問題か？
　 1）養育費不払い問題の把握
　　◦1983年度「全国母子世帯等調査」（厚生省）から，離婚母子世帯の養育費の調査
　　　―受給率11.3％（1983年），その後も高くて20％程度…→ 8 割の父親が不払い
　 2）養育費確保のための提言
　　◦1985年12月，『離婚制度等研究会＊報告書』　　＊厚生省児童家庭局・私的諮問機関
　　　―養育費の確保が焦点，現行制度の問題点および諸外国の制度を検討
　　　―行政庁による費用徴収制度（母子世帯への公的給付について）などを提言
　　　＊新聞報道
　　　　…「子の権利確保図れ―離婚研究会　養育費支払改善提言」（朝日・夕刊・

1985.12.16）
　　　　…「養育費　給与天引きも―離婚制度研究会　支払い低調で提言」（読売・同上）ほ

か
　　◦1992年 2 月，日本弁護士連合会『離婚後の養育費支払確保に関する意見書』
　　　―…養育費取決め届出制度，養育費支払命令制度，養育費立替払制度などの具体策を

提言
　　　―その後，2004年 3 月，日本弁護士連合会『養育費支払確保のための意見書』
　⇒約30年前から，問題把握，政策提言は行われている
2．日本の養育費政策は進展したか？ ----個別事例の養育費確保について
　 1）司法では
　　◦強制執行手続きの改善（2004・2005.4～）→実際に使える当事者は少ない
　　◦民法規定改正・離婚届のチェック欄（2012.4～）→養育費の取り決めは当事者任せ
　　◦…履行勧告の改善（銀行調査等）（2013.4～）→勧告に強制力がないことは変わって

いない
　 2）福祉行政では
　　◦相談機関の拡充
　　　―養育費専門相談員，養育費相談支援センター設置（2007.10～）
　　　→家裁の利用法を伝授するほかには？　＊相談員，センターの権限の問題…
　　◦家裁利用の支援
　　　―母子寡婦福祉資金から裁判費用を貸付（約123万円）（2003.4～）
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　　　―養育費専門相談員の家裁への同行（2010.4～）
　　　→当事者の家裁利用を後押しするだけ？
　⇒…ようやく10年前頃から進展がみられるが，結局，家裁での取り決め・履行勧告のほか
に，多くの当事者が現実的に使える制度はない。

　⇒しかし、家裁の履行勧告の効果は限定的
　　＊…金銭債務の履行勧告（養育費以外も含）の結果―「全部履行」 3割，「一部履行」

2割
　⇒ひとり親福祉行政は家裁の利用を推進するのみでよいのか
3．諸外国における養育費確保の取り組み
　⇒…司法制度のほかに，行政による養育費確保の制度（以下，養育費制度）を実施・展開
　 1）アメリカの養育費制度の特徴
　　◦1975年連邦法により，各州に養育費制制度，州政府に養育費事務所
　　◦1984年改正法以降，養育費制度の強化
　　◦非同居親の捜索サービス
　　　―養育費事務所に情報収集の強い権限（行政機関の情報，金融機関の情報等）
　　　―連邦政府が非同居親捜索のための情報網を全米に構築
　　◦養育費算定ガイドライン（算定方式）を法制化
　　　―裁判所も原則として，法定のガイドライン利用
　　◦養育費の徴収サービス
　　　―養育費事務所が義務者から徴収，徴収した養育費を権利者へ
　　　―強力な徴収手段（給与天引き，所得税還付金からの相殺，失業手当からの相殺等）
　　　―…滞納に対する制裁（個人信用情報機関への通知，自動車免許・専門職免許等の停

止，パスポート発行禁止等）
　　◦非同居親への支援（←1990年代終盤からの新たな展開）
　　　―非同居親への雇用促進事業，就労トレーニングに補助金
　　　―面会交流の促進事業に補助金
　　→強力な公的介入による養育費の確保
　 2）イギリスの養育費制度の特徴
　　◦1991年法により，アメリカ型の養育費制度を実施
　　◦2012年に政策転換
　　　―当事者の自主的解決（合意による取決め・支払い）の原則化
　　　―養育費制度の利用対象の限定（当事者の自主的解決が困難なケース）
　　◦当事者の自主的解決のための支援サービス
　　　―取決めのための情報提供（算定ツール，合意書書式，民間団体情報等）
　　　―民間団体の支援サービス（カウンセリング，仲裁等）に補助金
　　→当事者の自主的解決への支援，民間団体の活用
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　 3 ）オーストラリアの養育費制度の特徴
　　◦1988年法・1989年法により，養育費の査定，養育費の徴収サービスの実施
　　◦算定方式の抜本改革（2008年）
　　　―…モデル転換：「非監護親が支払，監護親が受給」→「両親とも＝監護親・養育費

負担」
　　　―非同居親の面会交流を養育費算定に従来よりも考慮
　　◦国税庁が所得情報を提供―前年度の課税所得，還付金等
　　→関連政策との協調，税務行政との連携
　 4）スウェーデンの養育費制度の特徴
　　◦1937年より立替払い制度を実施，1996年に養育費補助手当へ改編
　　◦…養育費が支払われない場合，社会保険事務所が養育費補助手当（立替払い手当）を

支給
　　　―手当額は国が定めた最低保証養育費
　　◦社会保険事務所が非同居親から支払義務額を徴収
　　　―…支払義務額は非同居親の所得の一定割合。ただし，減額・免除あり（←寛大な扱

い）
　　◦社会保険事務所の徴収に応じない場合は，強制執行庁が強制徴収
　　　―強制執行庁：税や社会保険料等の未納金を徴収する国の機関
　　　―ほぼ100％の徴収（支払義務額については寛大に減額・免除し，それを徹底徴収）　
　　◦親の支払義務額総額＜手当の給付総額
　　→子どもの権利を国が保障
4．日本の課題
　　◦「子ども」の視点からの問い直し：おとな中心主義の是正
　　　―…「離婚後の親子の切断」という旧来の日本的家族観…→だれの家族観？…子どもは？？
　　　―「家族への公的介入」に対する忌避…→だれが忌避？…子どもは？？
　　◦強制力のある養育費確保制度＋自律的な問題解決のための当事者支援
　　　―公的介入による問題解決の必要：公正
　　　―強制的な確保制度を背景とした，当事者による問題解決の可能性：自律
　　　―ただし，DVケースの対応には制度上も実務上も，極力配慮する必要あり
　　◦司法／行政／民間活動の連携，その前提となるインフラ整備
■参考文献
　下夷美幸,…2008,…『養育費政策にみる国家と家族――母子世帯の社会学』勁草書房.
　棚村政行編，2013，『面会交流と養育費の実務と展望』日本加除出版.
　…養育費相談支援センター,…2012,…『養育費確保の推進に関する制度的諸問題』養育費相談
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養育費確保支援および面会交流のあり方について

島　崎　謙　治

1 　緒言

　私は社会保障の研究者の末席を汚しているが、元々は行政官であり、（かなり以前のこ
とであるが）児童福祉法等の改正にも携わった経験がある。また、養育費相談支援センター
が発足して以来、その事業運営委員を務めており、「養育費相談支援センターは相談や母
子自立支援員の研修にとどまらず、制度・政策の提言機能をもつべきだ」と主張してきた
一人である。したがって、本日は、養育費や面会交流をめぐる問題について、政策という
観点から述べることとしたい。本報告の目的・内容は大別すると 2つある。
　第 1は、ひとり親家庭をめぐる政策の動向について紹介することである。国（厚生労働
省）は、平成25年 5 月に、「社会保障審議会児童部会…ひとり親家庭への支援施策の在り方
に関する専門委員会」（以下、「専門委員会」という）を設けた…1。専門委員会は 4か月の間
に計 6回開催され、平成25年 8 月に中間報告（以下、単に「中間報告」という）をとりま
とめた。私は専門委員会の委員を務めており、この委員会が設けられた背景および中間報
告のうち養育費・面会交流に関する部分の概要について紹介する。
　第 2は、養育費確保支援および面会交流のあり方に関するコメントである。私は社会保
障法の研究者であるが、本日ご登壇の他の先生方と異なり、必ずしもこの分野（とりわけ
面会交流）の専門家ではない。また、私の研究領域の中で最近は医療が大きなウェイトを
占めており、ひとり親家庭や児童問題に関する研究は疎かになっているのが実状である。
けれども、養育費の確保支援や面会交流のあり方については、私なりにいろいろ思うとこ
ろがある。その一端は、拙稿「『養育費相談支援』に関する政策のあり方について」（養育
費相談支援センター『養育費確保の推進に関する制度的諸問題…―平成23年度養育費の確
保に関する制度問題研究会報告―』所収）の中で述べたが、本日はその点を含め率直に意
見を申し述べさせていただきたい。

2 　専門委員会が設けられた背景および中間報告の概要

⑴　専門委員会が設けられた理由・背景
　専門委員会が設けられた理由を一言でいえば、平成22年の児童扶養手当法改正法の附則

1… 委員会の委員は、座長の小杉礼子氏（独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー）を含め研究者 3人、自治体
関係者 3人、母子関係の団体（全国母子寡婦福祉団体協議会、全国母子生活支援施設協議会、全国母子自立支援員連絡
協議会）の関係者 3人の 9名で構成されている。なお、ひとり親の関係団体（ウィンク、しんぐるまざあず・ふぉーらむ、
全国父子家庭支援連絡会、ハンド・イン・ハンドの会）の各代表者も、委員ではないが「参加人」として参画している。

― 78 ―



養育費確保支援および面会交流のあり方について…

に「施行 3年後の検討規定」が設けられており、平成25年が「施行 3年後」に当たるから
である…2。また、補充的な理由としては、①平成24年の臨時国会において、「母子家庭の母
及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」が議員立法により成立し、就業支援
の充実が求められていること、②平成25年の通常国会において議員立法により成立した「子
どもの貧困対策の推進に関する法律」の審議の過程において、ひとり親家庭の子どもの貧
困率の高さが指摘され、ひとり親家庭の施策の充実強化が求められていること、等も挙げ
られる。いずれにせよ、専門委員会に与えられたミッション（使命）は、平成22年の児童
扶養手当法の改正後における、ひとり親家庭の状況等を踏まえ、施策全般のレビューを行
うとともに必要な政策提言を行うことにある。ちなみに、平成25年 8 月という時期に中間
報告がとりまとめられたのは、その提言内容を厚生労働省の概算予算要求や税制改正要望
に反映させる必要があったからである。専門委員会は来週月曜日（平成26年 1 月20日）に
7回目の会合が開かれ、事務局から予算要求や税制改正の内容の報告を受けることとなっ
ているが、財政制約が厳しい中でいろいろ目配りされた内容が盛り込まれているというの
が率直な印象である。なお、提言内容の中には、児童扶養手当と公的年金給付の併給調整
の見直しなど法律改正を伴うものもあり、これについては所要の法案が予算関連法案とし
て今通常国会に提出される予定であると承知している…3。

⑵　中間報告の概要 －養育費の確保および面会交流に関する部分を中心に― 
　次に、中間報告の内容について述べる。中間報告は、「第 1  ひとり親家庭への支援施策
の在り方に関する基本的考え方」と「第 2  ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する
課題と方向性」の 2つから成っている。そして、後者については、施策の柱ごとに「現状
と課題」、「施策の方向性」に分けて論述されている。なお、面会交流は独立した事項とし
ては立てられておらず、「 4．養育費確保支援」の中で記述されている。
　この「 4．養育費確保支援」では、養育費や面会交流の取決め・履行が低調であること
等を述べた上で、次の 2つが課題として指摘されている。 1つは、「養育費の確保につい
ては、その取決めとその履行が十分には進んでいない状況を踏まえ、どのように養育費確
保支援を進めていくか」ということであり、もう 1つは、「面会交流については、養育費
の確保の観点からだけでなく、子どもの立場からも重要であることを踏まえ、どのように

2… 平成22年の児童扶養手当法の改正は、児童扶養手当の支給対象を父子家庭にも広げること等を内容とするものであった。
ちなみに、「施行 3年後の検討規定」とは、同法改正法附則第 5条「…政府は、この法律の施行後 3年を目途として、こ
の法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該
家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童
扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとする。」を指す。

3… 予算措置や税制改正の具体的な内容については、「第 7回社会保障審議会児童部会…ひとり親家庭への支援施策の在り方
に関する専門委員会」（平成26年 1 月20日）の資料（厚生労働省のHPからダウンロード可能）を参照していただきたい。
また、法律改正については、平成26年 2 月に「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策
推進法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されている。この一部改正法案は、次世代育成支援対策推進法、母子
及び寡婦福祉法、児童扶養手当法の改正を一括して行うものである。具体的な改正内容は同法案を参照されたい。
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面会交流の支援を進めていくか」ということである。その上で、施策の方向性について、
次のように指摘している。この部分は重要なので原文を引用しながら解説する。
　第 1は、養育費の確保についてである。中間報告では、まず「養育費の確保については、
養育費の取決めや確保が適切になされるよう、離婚する前からの意識付けが重要であり、
離婚当事者を含む関係者に対する周知啓発が必要である。また、例えば、離婚に関する相
談や届出の際に養育費相談につなぐなど、様々な相談や行政との接点の機会等を捉えて養
育費の取決めや確保のための支援や制度を紹介し、利用を促すなど、養育費の確保に消極
的なひとり親も含め養育費の確保を促す支援についても、関係機関や民間団体と協力して
行うことを検討する必要がある。」と述べている。この部分は、離婚前からの意識付けが
強調されている点が特徴的であるが、それ以外は特段目新しい指摘はない。
　次に、「母子自立支援員や母子家庭等就業・自立支援センターなど、地域において養育
費相談が受けられるようにすることが必要であり、このためには地域で養育費相談に携わ
る相談員の資質の向上が不可欠である。このため、養育費相談支援センター事業（国の委
託事業）で行っている相談員への研修事業等の活用を促すことが必要である。」と述べら
れている。ここで強調されているのは、「母子自立支援員の資質の向上」である。その背
景には、専門委員会の多くの委員から、母子自立支援員のほとんどは非常勤職員で研修の
機会が十分提供されていない場合が少なくない、母子寡婦資金の貸付業務等に忙殺されて
おり専門性が不十分である、といった指摘が相次いだという事情がある。
　そして最後に、「なお、養育費の取決めや支払いを義務づけることを検討すべきではないか
との意見もあったが、民法の協議離婚制度の根幹に関わる問題であるため慎重に検討すべ
き課題であるとの意見もあった。」と述べられている。端的にいえば、専門委員会の委員の間
で意見が分かれ両論併記となったということである。ちなみに、専門委員会において、私は「慎
重に検討すべき課題である」という意見を述べた（その理由等については、3で後述する）。
　第 2は、面会交流についてである。これに関しては、「面会交流については、基本的に
は子どもの立場からその実施が望ましいこと、他方で、児童虐待やDV等により面会交流
が適切でない場合もあることなど、面会交流に関する意義や課題などを双方の親を含む関
係者が認識した上で、取決め・実施が適切になされるよう、更なる周知啓発について関係
機関や民間団体と協力して行うことが必要である。」と述べられている。
　これはごく当然の記述であるが、続いて、「また、面会交流支援の充実を検討するに当たっ
ては、面会交流支援には、子どもと両親との三者の心のケアや、児童虐待やDVの問題へ
の対応など養育費相談とは異なる独自の専門性が必要であることから、関係機関との責任
や役割分担を明確にすることについて検討する必要がある。」と指摘されている。ここで
注目されるのは、面会交流支援は養育費相談とは「異なる独自の専門性が必要であること」
と明記されていることである。もっとも、そのことから具体的な面会交流事業のあり方に
ついて踏み込んだ提言がなされているわけではない。「関係機関との責任や役割分担を明確
にすることについて検討する必要がある」という、当たり障りのない指摘にとどまっている。
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3 　養育費確保支援および面会交流はどうあるべきか

⑴　養育費確保支援について
　まず、養育費の確保に関する支援について、 3つに分けて述べる。
　第 1は、養育費の相談支援の現状に関する評価である。中間報告の…「養育費の確保につ
いては、…離婚する前からの意識付けが重要」、「様々な相談や行政との接点の機会等を捉
えて養育費の取決めや確保のための支援や制度を紹介し、利用を促す（べき）」との指摘
は間違っていない。子どもの利益を確保するには、離婚の際に当事者がきちんと養育費等
の取り決めをしておくことが肝要である。けれども、離婚の前後では、養育費の問題に限
らず親権や財産分与をめぐる問題、就業や住まいの問題、子どもの教育問題など、数多く
の課題を抱えており、かつ、それを短期間に決定・処理しなければならないという事情が
ある。また、離婚やひとり親家庭の問題は個別性が強く、親や子どもが病気・障害を抱え
ている場合やDV事案など特別な配慮を必要とするケースが少なくない。したがって、総
合性・専門性・即時性の 3つを兼ね備えた相談支援体制が求められるが、現状では、この
3つを具備している場合は少なく、むしろ、そのいずれをも満たしていない場合が多い。
たとえば、専門性に関して母子自立支援員の資質の向上が求められていることは既述した
が、総合性・即時性についても、相談機関が分散しているだけでなく連携が悪く、ワン・
ストップの相談支援体制が確保されているケースはごく少数にとどまっていると思われ
る。これは私の勝手な憶測ではない。「平成23年度全国母子世帯等調査」によれば、相談ニー
ズは高いものの、「相談相手がいる」と答えた者（母子世帯で80.4％、父子世帯で56.3％）
のうち、相談相手の内訳をみると、「公的機関」は母子世帯で2.4％、父子世帯で3.6％と非
常に少ない。つまり、厳しいいい方をすれば、「公的機関」は“知られていない”か“頼り
にされていない”のである。関係者はこのことを深刻に受け止める必要があると思われる。
　第 2は、それでは、相談支援体制を具体的にどのように構築すべきなのかということで
ある。ヒト（人員）とカネ（予算）をもっと投入すべきだという意見がある。これは「正
論」である。私も日本の社会保障給付費の配分は高齢者に偏りすぎており、子どもをめぐ
る問題にもっと目が向けられるべきであると考えている。ただし、同時に自治体の予算・
人員の制約が厳しいという現実も見据えなければならない。また、養育に関する相談ニー
ズがあるのは、離婚を考えている家庭やひとり親家庭に限ったことではない。こうした点
を踏まえれば、総合性・専門性・即時性を具えたファミリー・サポート・センター（子ど
も家庭支援センター）を各市町村に置き、その中の 1つの機能として、ひとり親家庭の相
談支援機能を位置づける方が効果的・効率的だと私は考えている。比喩的にいえば、八ヶ
岳の広い裾野（一般施策）がベースにあり、その峰の 1つとしてひとり親家庭の相談機能、
別の峰の 1つが障害児に関する相談機能、また別の 1つの峰が引きこもりに関する相談機
能、といったイメージである。なお、小規模市町村ではこうした体制整備が難しいことが
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予想されるが、その場合には、次善の策として、都道府県の基幹的センターと市町村が連
携する体制の構築を図ることが必要となろう。いずれにせよ、「多々益々弁ず」というこ
とではなく、知恵を絞り実効性のある相談支援体制の構築を考えていく必要がある。
　第 3は、養育費の取決めや支払いを義務づけることの可否である。平成23年に民法766
条の改正が行われ、協議離婚で定めるべき「子の監護についての必要な事項」の具体例と
して、①親子の面会交流、②子の監護に要する費用の分担等が条文上明記されるとともに、
その取決めに当たっては「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」ことが規定
された。また、離婚届出書の様式も平成24年度から改正され、上記①および②の取決めの
有無等についても記載することとされた。これは国が養育費の取決めや面会交流を促す
メッセージを発したという意味で大きな意義があり、当事者の意識啓発等にも一定の効果
があったと思われる…4。関係者の中には、これでは生ぬるく、さらに養育費の取決めの義務
化（例えば、養育費の取決めを行っていなければ協議離婚を認めない）を主張するむきも
ある。私は上述の民法改正および離婚届出書の様式改正については評価しているが、養育
費の取決めを義務化すべきだという見解に与することには躊躇を覚える…5。わが国の離婚法
制の根本にかかわるからである。まず、事実として確認しておきたいことは、他の先進諸
国では有子離婚の場合には子の養育費の取決め等について裁判所（あるいはこれに準じる
公的機関）が決定する仕組みが採られているのが通例であり、有子離婚であっても届出だ
けで離婚できるわが国の法制は先進国の中で異例だということである。したがって、日本
も他の諸国と同様の方向を目指すべきだという立論もありうるが、仮にそうした方向を目
指すにしても、その場合に生起しうる弊害（例：法律上の手続をとらない「事実上の離婚」
の増加）やそれを防ぐ措置の検討を十分行うことが必要である。また、それに加え、国民
の意識を含め日本の特異性の背景等に関する掘り下げた研究や実務処理の実効性の検討を
行わなければならならいと考えている。法律で決めても、国民の意識と隔絶がある、ある
いは実務が回らないということでは、法律は遵守されず、かえって法に対する不信感を招
いてしまうからである。なお、これに関連していえば、非監護親の養育費支払い不履行に
対し公的機関が強制徴収すべきだといった提言もみられるが、その「ハードル」は低いと
はいえない。わが国の民法上、養育費は当事者（子からみれば父母）間の協議で決めるの
が原則であり、強制徴収の対象となる金額が一義的には確定しないといった問題があるた
めである。

⑵　面会交流について
　専門委員会の中間報告の記述は一般論としては間違っていないが、面会交流は周知啓発

4… 単純な比較は困難かつ適当ではないが、「平成23年度全国母子世帯等調査」で養育費の取決めを行っていると回答した割
合は37.7％であるのに対し、「法務省調べ」によれば、平成24年度の離婚届で養育費の取決めを行っているにチェックし
た割合は56…％と高くなっている。

5… 詳しくは、前掲拙稿「『養育費相談支援』に関する政策のあり方について」16－19頁を参照していただきたい。
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を図れば進む問題ではない。また、面会交流は養育費の問題と関連するが、別個の専門性
や配慮が要求される。これは中間報告が指摘するとおりである。したがって、面会交流の
支援をどのような体制・枠組みで行うかは十分検討することが求められる。たとえば、養
育費の相談支援を「養育費相談支援センター」が行っているからといって、当然同センター
が面会交流の相談支援を行うべきだということにはならない。さらにいえば、面会交流と
養育費は法的には別個の権利義務だとしても、当事者の感情的な問題もある。たとえば、
NPO法人Wink『養育費実態調査　払わない親の本音　―アンケートとインタビュー　離
婚・未婚の父・母・子どもたちの声―』（日本加除出版，2010年）126頁以下の面会交流に
関する自由記述をみると、「養育費と面会交流は関連づけるべきではない」、「養育費は親
の義務だが、面会は子どもの権利（意思）である」といった意見がある一方、「養育費が
支払われなければ面会させたくない」、「養育費が支払われても、面会させたくない」といっ
た意見も少なくないなど、意識は多様であり面会交流の本質的な難しさを窺わせる。
　もっとも、面会交流の相談支援は難題だからといって済まされる問題ではない。面会交
流を促進するためには、何よりもまず、関係機関の責任・役割分担を明確にすることが重
要であると私は考える。この点を曖昧にしたまま「対症療法」的な対応を採ると、かえっ
て望ましい政策展開や面会交流の定着が図られない。端的にいえば、法務省、最高裁、厚
生労働省の間で、どのような責任・役割分担をすべきか、という問題であるが、現状をみ
ると、どこも“一歩前に出ようとしない”状態となっているのが実状である。私がかねが
ね不思議に思うことは、市町村の担当者が離婚届出を受理する際、「面会交流について相
談したいが、どこに相談すればよいのか」と尋ねられた場合、どのように答えているのか
ということである。面会交流は子どものために重要だといっておきながら、相談の仕組み
も決まっていないというのでは、政策として首尾一貫しない。それぞれ言い分はあろうが、
子どもの利益という観点に立って、関係機関は壁を乗り越え腰を据えた取組みに踏み出す
ことが望まれる。

4 　結語

　以上、ひとり親家庭をめぐる政策の動向について紹介するとともに、養育費確保支援お
よび面会交流のあり方に関し私見を述べた。全体として、私が養育費確保や面会交流の支
援について消極的だという印象ももたれたとすれば、それは本意ではない。養育費の取決
め・履行や面会交流が低調であることは由々しいことであり、それを放置しておいてよい
と私が考えているわけではない。また、関係者の“いらだち”も十分理解できる。ただし、
政策は、①現状の問題点の分析、②あるべき方向性（理念）の措定、③具体的な制度設計
や方法論の選択、から成る。理念は重要であるが、それだけで政策は動かない。政策にの
せるためには、国民の深層意識の分析を含めわが国の実状等をきちんと押さえるとともに、
細部の設計や実務処理について、さらに十分検討する必要があるように思われる。
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〈配布レジュメ〉

養育費確保支援および面会交流のあり方について

政策研究大学院大学　島　崎　謙　治

1．本報告の趣旨・目的
　○…　平成25年 8 月、厚生労働省に設けられた「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関
する専門委員会」（座長：小杉礼子…労働政策研究・研修機構特任フェロー）は中間報
告をとりまとめた。

　○…　演者はこの専門員会の委員を務めた。本日の報告の趣旨・目的は次の 2つ。
　　①　中間報告のうち養育費および面会交流に関する部分の概要を紹介すること
　　②　養育費確保支援および面会交流のあり方について私見を述べること。
2．中間報告における養育費および面会交流に関する部分の概要
　○…　中間報告は、「第 1  ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する基本的考え方」と
「第 2  ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する課題と方向性」からなる。そして
後者については、施策の柱ごとに、「現状と課題」、「施策の方向性」に分けて論述。…
※面会交流は「 4．養育費確保支援」の中で記述。

　○…　第 2の「 4．養育費確保支援」では、養育費や面会交流の取決め・履行が低調であ
ること等を述べた上で、次の 2つを課題として指摘。

　　①…　養育費の確保については、その取決めとその履行が十分には進んでいない状況を
踏まえ、どのように養育費確保支援を進めていくか。

　　②…　面会交流については、養育費の確保の観点からだけでなく、子どもの立場からも
重要であることを踏まえ、どのように面会交流の支援を進めていくか。

　○…　その上で、施策の方向性について、次のように指摘（以下は原文引用）。
【養育費確保支援について】

　○…　養育費の確保については、養育費の取決めや確保が適切になされるよう、離婚す
る前からの意識付けが重要であり、離婚当事者を含む関係者に対する周知啓発が必
要である。また、例えば、離婚に関する相談や届出の際に養育費相談につなぐなど、
様々な相談や行政との接点の機会等を捉えて養育費の取決めや確保のための支援や
制度を紹介し、利用を促すなど、養育費の確保に消極的なひとり親も含め養育費の
確保を促す支援についても、関係機関や民間団体と協力して行うことを検討する必
要がある。

　○…　母子自立支援員や母子家庭等就業・自立支援センターなど、地域において養育費
相談が受けられるようにすることが必要であり、このためには地域で養育費相談に
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携わる相談員の資質の向上が不可欠である。このため、養育費相談支援センター事
業（国の委託事業）で行っている相談員への研修事業等の活用を促すことが必要で
ある。

　○…　なお、養育費の取決めや支払いを義務づけることを検討すべきではないかとの意
見もあったが、民法の協議離婚制度の根幹に関わる問題であるため慎重に検討すべ
き課題であるとの意見もあった。　

【面会交流について】

　○…　面会交流については、基本的には子どもの立場からその実施が望ましいこと、他
方で、児童虐待やDV等により面会交流が適切でない場合もあることなど、面会交
流に関する意義や課題などを双方の親を含む関係者が認識した上で、取決め・実施
が適切になされるよう、更なる周知啓発について関係機関や民間団体と協力して行
うことが必要である。

　○…　また、面会交流支援の充実を検討するに当たっては、面会交流支援には、子ども
と両親との三者の心のケアや、児童虐待やDVの問題への対応など養育費相談とは
異なる独自の専門性が必要であることから、関係機関との責任や役割分担を明確に
することについて検討する必要がある。…

3 ．養育費確保支援および面会交流のあり方について（私見）
　⑴　養育費確保支援について
　　○…　「養育費の確保については、…離婚する前からの意識付けが重要」、「様々な相談

や行政との接点の機会等を捉えて養育費の取決めや確保のための支援や制度を紹介
し、利用を促す（べき）」との中間報告の指摘は間違っていない。しかし、離婚や
養育費の問題は、①離婚の前後の短期間に、養育費の問題に限らず、親権や財産分
与をめぐる問題、就業や住まいの問題、子どもの教育問題など、数多くの問題を決
定・処理しなければならない、③離婚やひとり親家庭の問題は個別性が強く、親や
子どもが病気・障害を抱えている場合やDVのケースなど特別な配慮を必要とする
ケースが少なくない、という特徴がある。このため、総合性・専門性・即時性を備
えた相談支援体制が必要であるが、現状では、専門性が必ずしも高くない上に、相
談機関が分散し、かつ、連携が悪い。また、自治体間格差が大きいのが実状。

　　　…　さらに、施策の展開に当たっては、自治体の予算・人員の制約が厳しいこと、養
育に関する相談ニーズがあるのは離婚を考えている家庭やひとり親家庭に限ったこ
とではないこと、も考慮する必要がある。演者は、総合性・専門性・即時性を具え
たファミリーサポートセンターを各市町村に置き、その中の 1つの機能として、ひ
とり親家庭の相談支援機能を位置づける方が適切かつ実効性が高いと考える。なお、
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小規模市町村でこうした対応が難しい場合は、都道府県の基幹的センターと市町村
が連携する体制の構築が必要である。

　　○…　離婚届の様式改正は意識啓発等に一定の効果があったと思われる。これをさらに
進め、養育費の取決め等を離婚が認められる要件とすべきだとの意見もあるが、わ
が国の協議離婚法制の根本にかかわる問題であり、当事者の意識・意見も一様では
ない。実務のフィージビリティを含め慎重な検討が必要ではないか。また、有子離
婚であっても届出離婚ができるわが国の法制は先進国の中で異例であるが、国民の
意識を含め日本の特異性の背景等に関する掘り下げた研究とそれに基づく対応方策
の検討が必要だと思われる。

　⑵　面会交流について
　　○…　中間報告の記述は一般論としては間違っていないが、面会交流は周知啓発を図れ

ば進む問題ではない。また、面会交流は養育費の問題と関連するが、別個の専門性
や配慮が要求される。面会交流の支援をどのような体制・枠組みで行うかは、よく
考えるべきである。たとえば、養育費の相談支援を「養育費相談支援センター」が
行っているからといって、当然に同センターが面会交流の相談支援を行うべきだと
いうことにはならない。

　　○…　もっとも、面会交流の相談支援は難題だからといって済まされる問題ではない。
面会交流を促進するためには、まず、関係機関の責任・役割分担を明確にすること
が重要。この点を曖昧にしたまま「対症療法」的な対応を採ると、かえって望まし
い政策展開や面会交流の定着が図られない。法務省、最高裁、厚生労働省は、面会
交流をめぐる現状と課題を整理し、それを踏まえ、「子どもの利益」の確保という
観点から、各々がその職責を果たすとともに連携を密にし、施策を進めていただく
ことを切望する。

― 86 ―



シンポジウム「子どもたちの未来を育てよう」・パネルディスカッション

棚村　それでは時間もまいりましたのでパネルディスカッションに移らせていただきたい
と思います。第一部というか前半のところでかなり端折ってご報告をいただいてる部分も
ありましたので、最初の方で、それぞれの報告者の先生方に言い足りなかったこととか、
そういうあたりをちょっと触れていただくというような形で進めさせていただきたいと思
いますがよろしいでしょうか。

　　…（あらかじめ司会者から各報告者に対してパネルディスカッションにおける論点が以
下の形で示されている。

　　 1　面会交流の実務と課題
　　　⑴　面会交流について
　　　　◦面会交流支援で今一番必要なことは何か（山口）
　　　　◦民間機関が面会交流支援で果たすべき役割は何か（山口）
　　　　◦離婚や別居での面会交流紛争での制度的な問題点は（片山）
　　　　◦弁護士から見て面会交流支援で必要なことは（片山）
　　　⑵　養育費について
　　　　◦実際の相談から見た制度整備の課題は何か（鶴岡）
　　　　◦司法・行政・民間の役割分担と連携について（鶴岡）
　　　　◦弁護士から見た養育費請求と履行確保の課題（平田）
　　　　◦養育費と公的扶助の関係（平田）
　　 2　面会交流と養育費の実現に向けた政策的課題
　　　⑴　面会交流について
　　　　◦面会交流の基本的な理念や目的と子どもの権利（若林）
　　　　◦面会交流困難事案に対する関係機関の連携について（棚村・片山）
　　　⑵　養育費について
　　　　◦日本の養育費政策の課題は何か（下夷）
　　　　◦養育費の履行確保はどのように工夫すればよいか（下夷）
　　　⑶　全体を通じて
　　　　◦養育費と面会交流の相互の関係はどう考えるか（若林）
　　　　◦面会交流と養育費のあり方について（島崎）
　　　　◦司法・行政・民間・自治体やワンストップサービスについて（島崎）

　個別の論点についてはそのあとでということで進めていただければというふうに思いま
す。それでは山口先生の方から、だいぶ時間をきっちり守っていただいたので、少し触れ
ていただけなかった現場からの提言というか何かございましたら捕捉のほどよろしくお願
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いします。

山口　棚村先生から積み残しの話題として、「面会交流支援で今一番大切なことは何です
か」という質問と「民間機関が面会交流支援で果たすべき役割は何ですか」という適切な
質問をご用意いただきましたので、この 2つに応える形で話をさせていただきます。
　面会交流支援で今一番大事だと思っていることは、関心が高まり、裁判所が時間をかけ
てねばって成立させていらっしゃる。もう一方で、協議離婚も（届出用紙に）書き込みを
しながら何となく全体の雰囲気が面会交流をさせなければいけないというように風が変
わってきたという感じがしていることです。同居親も、昔だったら嫌だと言ってごねてい
たものが、ごねは通らないという一つの覚悟を決めつつある感じがします。同時に、面会
しなければいけないとは頭では分かっているけれども、「自分でやれと言われたらやっぱ
りできないんです、怖いんです」というようなケースが昔より多くなっています。
　その結果として、援助の件数が増えているだけでなく、援助の実施が難しくなっていま
す。でも、私たちのキャパをそれほど広げられるわけではありません。ほかの団体も数が
増えているとはいえ、いまだに私どもが日本では最大手の支援機関だと思います。それで
も先ほど言ったような数の援助しかできていないとすると、一番恐れているのが面会交流
難民の発生です。面会交流を取り決めて、援助があればやれると思って、いざとなったら
お預けを喰らうことになる怖れです。この間、別居親が子どもを連れて焼身自殺した事件
がありましたね。ああいう不安定な状態に置かれる人が増えてくる。私はこれを一番危な
いことだと思っています。
　難民を作らない、という責任は、やはり制度を変えた国の方できちんと責任を取ってい
ただかないと、私たちにはお手伝いはできても、責任を取ることはできません。ただし、
責任を取っていただくときに、粗製乱造に数だけを増やしていただきたくはありません。
というのは、父母の間に入った子どもたちがいかに気を使っているかを知っているからで
す。例えば、激しい忠誠心葛藤を見せる子どもの援助中止ケースを紹介します。
　頑なに部屋の中央に陣取って監視する母親のもとで父親と面会する子どもが、父親と
ちょっと仲良く遊んで気持ちが乗ってしまうと、はっと気がついて、母親の所に行って父
親の悪口を言う。それからまた戻ってきて父親と仲良く遊んでいると思ったら、急に父親
を突き飛ばしたり、悪口を言う。狭い部屋の中であっちに行ってこう言い、こっちに行っ
てこう言う子どもの負担を考え、面会交流を中止した事例があります。
　面会交流の中で一番大事な配慮は、先ほどの片山先生のお話の中にもありましたが、子
どもにとっての愛着形成に対する配慮です。面会交流と愛着形成とどっちが先かと言われ
れば、不安定な面会交流によってどちらの親とも愛着形成ができないくらいなら、 1人で
もいいからきちんと愛着を形成させる子育てを優先すべきです。ですから、子どもの微妙
な心の状態を扱う援助者は、じゃあやりましょうと手を上げてくれればいいというもので
はないのです。そうなると最初にまとめの報告をしてくださったように、面会交流は、養
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育費の相談とはかなり異質の専門性を要求される援助スキルを持った人材を育てなければ
なりません。難民を作らず、愛着形成を優先した面会交流の実施を支援できるような専門
家を育てる、そのことを公が責任を持って、早急に取り組んでほしいのです。私どもはそ
れに対する協力は惜しみません。
　それから、親教育がとても大事だという指摘も他の先生からありましたが、実施の援助
者は、援助の実施そのものに限って関与する方が面会交流はうまくいきます。でも、それ
は、親教育が不要ということではありません。親教育という名前は使いませんが、商品説
明とか情報提供というスタンスで、面会交流の意義、子どもにとっての必要性、子どもへ
の配慮等を、父母に丁寧に伝えています。しかし、DVの被害やさらに深刻なPTSDの問
題を抱えている当事者は、声を聞くだけ、同じ空間にいると思うだけで体が震えてくると
訴えます。そういう人たちに、例えばレジリエンス（精神的回復力）を高める最新の行動
療法、PTSDを軽減するEMDR（Eye…Movement…Desensitization…and…Reprocessing）の
治療等を含めた親教育の実施機関、あるいはそういう治療、教育のプログラムを受ける制
度を用意する必要があります。
　次に民間の機関として果たすべき役割は、今申し上げましたように、日本の国の主導者
になるということではないと思っています。民間の中には高度に専門的なかかわりをする
所がある一方で、連絡調整だけを専門にするような所があってもいいわけです。多様性を
担保した民間機関が全国津々浦々にあることは大事です。けれども、無理やりやればいい
というわけではないので、やはり質の良いこと、特に子の福祉に関しての倫理性の問題等
に目配りをしてくれる公の関与が必要です。最低限登録制でもよいので、民間助っ人が大
いに活躍できるようなバック・アップ・システムを公的に用意していただけることを期待
するところです。

棚村　どうもありがとうございました。私の方で質問ペーパーを用意して先生方にお渡し
して、ちょっと分けさせていただいて面会交流の方から始めましたので、次に、片山先生
にお願いしたいと思います。私が用意しました質問は、離婚とか別居とかいうことで面会
交流が紛争になった場合に制度上どのような仕組みが必要になるだろうか、また、弁護士
さんから見て、面会交流支援で非常にポイントになるところはどこか、ということについ
て、先ほども触れていただきましたが、もう少し補っていただければと思います。

片山　山口さんから、いろんなケースを踏まえての話がありましたので、私からは 2点だ
けお願いをしたいと思います。 1点目は、別居した、まだ離婚に至っていない、まだ調停
も起こしていないという、そういう早い段階での支援をする仕組みが全くないという点で、
今本当に困っています。一方に弁護士がついたとしても、相手方に代理人がいないと、こ
ちらから面会交流をどうしましょうという連絡をしても、うまく話し合いを進めることが
難しい。相手方がどういう人かもわからないし、相手方も一方にだけ代理人がついて自分
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が本人で対応するとなると、非常に消極的になったり攻撃的になったりということで、こ
の段階での面会交流をうまく進めることが、私は大事だと思うけれども実際に進めようが
ない、というケースが非常に多いということを実感しています。
　ではどうするか。もうこれは家庭裁判所を頼るしかないということで、離婚などの調停
を申し立て、調停期日の中で別居中の面会交流を実現させる話し合いをしますけれども、
そこでもやはり立ち合いが必要であったり、安全確保のためにいろいろ環境を整えないと
いけないときのサポーターがいない。
　こちらは弁護士がついてるので、じゃあ私が立ち合いますという話になっても、相手方
から中立的でないと思われる人間が立ち会うというだけでは、なかなか円滑にいかない。
　FPICさんが本来の支援対象とされている離婚後の面会交流の合意ができてるような
ケースとは違いますけれども、このような別居中の段階の試行的な面会交流も広く支援を
していただきたいという思いを強くもっています。
　実際に関西では、特別困難なケースでしたが、調停で中間的な試行的面会交流の合意を
して、その合意をもって大阪のFPICに試行的面会交流の支援をお願いしたというケース
もあります。しかし、全体としてケースも多い中で、別居の段階での支援をしていただく
というのは非常に制度的には難しいことだろうというふうに思います。そういう意味で、
行政が支援する仕組みなど、違ったところに、別居中の面会交流の話し合いや実現を安心
して進めることができる仕組みづくりをぜひ考えていただきたいと思っています。
　 2点目は、さきほどもお願いした親教育の必要性です、私自身が本当に手さぐりでやっ
てるという気持ちでいます。別居をしたあと、あるいはこれから離婚を迎えるときの子ど
もの心理っていうのが、実はよく分からない。子どもとうまくコミュニケーションができ
て子どもから教えてもらえるケースというのはありますが、やはり年齢によっては、今子
どもが本当にどんな状態で何を一番欲しているのかということがなかなか掴めません。こ
れは本当に専門的な問題だと思いますので、子どもへのサポートをきちんとする仕組みと
いうのが欲しいなと思っています。「子ども手続代理人」という制度ができ、それもサポー
トの 1つだとは思いますけれど、必要なときに、本当に身近に、先ほど島崎先生が言われ
たように即時性を持って、かつ子どもも安心して話をして、聞いてもらったことで自分の
気持ちを整理できて、自分の伝えたいことを親に伝えられるような、そういう身近な子ど
ものサポーターが欲しいなと思います。弁護士も、そうしたサポーターからいろいろ意見
を聞きながら、母親・父親の代理人としても行動できれば、いい活動ができるんじゃない
かなということをいつも悩んでいます。以上です。

棚村　どうもありがとうございました。本当は、ここで山口先生に少しお話いただきたい
ところですが時間の関係もございますので、またその論点について、試行的な面会交流を
一体どこがどんなふうにやるかっていうのも、またあとで検討したいと思います。
　今度は実務と課題ですから養育費の問題について、鶴岡先生の方から実際の相談から見
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て、制度環境を整備していく上でどのようなことが必要かということと、それからもう 1
つはやはり司法、行政、民間との相互関係。民間のいいところもありますけど限界ってい
うところもあるわけで、そのあたりの連携についてもお話いただけますか。

鶴岡　実際に相談をして来られる方が求めている制度を端的に言えば、「法的制裁を伴っ
た（養育費や面会交流に関する離婚時の）協議の義務化」だと思います。ところが、実情
は、養育費はもらいたいけど子どもは会わせたくないっていう相談が実に多いんですね。
ですから協議を義務化することについての強い要望がありながら、離婚後の親子関係の形
成の維持の意義について頭では分かっているけど気持ちがついていかない、というのが多
くの当事者の方の偽らざる気持ちのような感じがいたします。
　この問題は、もう少し時間的余裕があればこのシンポジウムで議論したいことですが、
下夷先生が言われたように30年間この問題がほとんど進んでいないこと、島崎先生が言わ
れたようにその背景は単純ではないということがあって、「法的制裁を伴った義務化」が
進まないことについては、改めて議論しなくてはいけない問題であると思います。
　そこで制度に対するニーズですが、ハードの法改正からソフトの当事者支援まで、現時
点でいくつかできることがあると思います。そういう意味で、私が今実現可能のある制度
として、早急に取り組んでほしいと思っていることは、例えば「義務者の所在・勤務先の
探索制度」や「収入や財産の開示を義務付ける制度」です。こういったものが、離婚時の
協議の促進に寄与するのではないかと期待しているところです。
　それから、司法、行政、民間のそれぞれの役割と連携についてというご指示ですが、こ
れは私などがここでお話しできるようなことではない大きな問題です。ただ、私が言える
範囲で申し上げますと、まず司法特に家庭裁判所に対しては、当事者に「決定」の確実な
履行に対するニーズが高いわけですから、決定が確実に履行されるような実効性に配慮し
た調停なり審判の運用を心がけていただきたいということを申し上げたいと思います。成
立率よりも履行率というキャッチフレーズでやってほしいと思っています。
　それから、山口さんもおっしゃったように今民間（FPICなど）がやっていることは本
当に微々たることであって、全国的な広がりには至らないわけですが、これに対して家庭
裁判所は全国津々浦々あるわけですから、行政や民間への情報提供とか人材育成に力を貸
してほしいと考えております。
　次に行政ですが、私は裁判所に勤めていて行政の方に移ったという立場ですけれども、
司法にはできないことを行政は期待されているわけです。1つは予防的福祉といいますか、
こういう問題が起きる前の手当てを行政はできる、あるいはその役割があると考えており、
「離婚後の親子関係の維持、形成」ということを行政のビジョンとして掲げて政策を企画
立案してほしい。「親教育」という言葉づかいには問題があるという指摘もありましたが、
親に対するガイダンスあるいは相談機能の充実ということは行政のレベルで十分にできる
し、やらなければいけないことではないかと思います。そのためには先ほどから出ている、
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例えばひとり親対策部門、DV対策部門、戸籍係、生活保護係といった縦割行政を見直して、
ワン・ストップ・サービスができるような実効性の高い総合的な相談支援の窓口というも
のを強く期待したいと思っています。
　最後に民間ですが、これはやはり司法や行政にはできないことを支えるという役割があ
ると思います。島崎先生も言われましたようにケースには100人100様のケースがあり、山
口さんも指摘されたようにケース・バイ・ケースでやらなくちゃいけない。行政とか司法
にはやはり一律の規律を作っていくという役割があると思いますが、この 1人 1人の個別
性に着目したケアができるということが民間の強みであろうと思います。それから継続的
に関わるということですね。例えば、司法は一定の結論を出しますけどもその後何年もか
かって親子関係が維持、形成されることをサポートしていくのはやっぱり民間の継続性、
ボランティア的な継続性というものが必要ではないか。それからもう 1つ島崎先生が言わ
れた専門性ですね。これは既成の専門性を持ち寄ったグループでやるというのではなくて、
この養育費なり面会交流の支援に特化した専門性というものが今築かれつつあるわけで、
リーガルサポートとか子どもの発達とか家族葛藤とか福祉サービスとかさまざまな技法と
知識を組み合わせた固有の専門性というものが、今の段階では、民間に最も期待されてる
ところだと思います。

棚村　どうもありがとうございました。それでは弁護士さんの立場から平田先生に。先ほ
ども面会交流と養育費の関係とかいろいろお話をいただいていますが、さらに少し補足し
ていただきたいと思います。

平田　養育費問題の実情として病理現象というお話をしたんですけど、先ほど細かくお話
をする時間がなかったのでちょっと補充させていただきます。面会交流を道具とする養育
費請求には、弁護士として見ていて三類型があるような気がします。レジュメで言ったら
ちょっと 3つ目のアスタリスクからいうと、まず、相手側の親に対する単なる嫌がらせ、
純粋な嫌がらせ、まあ嫌がらせに純粋も何もないかもしれないですけど（笑）、とにかく
相手が憎くてたまらないから会わせない、という本当に個人的な感情だけで子どものこと
は全く考えていないという類型が一つあると思います。
　その上のアスタリスクの、「養育費を値上げしない限り面会をさせない」、というのは、
これは子どものことを考えてないわけじゃなくて、子どもにはまだこれ以上の費用が必要
だという考えを持っているのでしょう。これはどういうところから出てくるかというと、
やっぱり算定表自体の基準が低すぎるっていう不満を抱えながら、算定表で答えを出され
たところの上乗せ分がほしいから、第二回目から上乗せがほしいから会わせないという親
御さんも結構いらっしゃる。
　一番上のアスタリスクは、「経済力のない親」という表現はちょっと誤解があるかもし
れないですけど、養育費を払おうとはするのだけどだらしなくて遅れ遅れになっているか
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ら、面会交流のときに持ってこない限り会わせないと。まあこれは子どものことも考えて
ないわけじゃないし、相手がだらしないからいけないんだっていう意味では分からない
じゃないですけど、それが極端に同時履行みたいな、お金と引き換えに会わせるみたいな
やり方で本当にいいのかどうかという問題が出てくるのだろうと思います。
　履行確保の点では、本当に規範意識が全くないという人と、最近よく聞かれるようになっ
てきたのが、どうせ離婚した相手が単独親権者であって、子どもの財産管理権を持ってい
るから、子どもの養育費は払っても子どもに使わないで親が使ってしまう、それが許せな
い、子どものために使うんだったら払うけども親が使うんだから払わない、というような
言い方で、支払いを拒絶する親が増えているという気がします。これは嫌がらせの裏返し
なのかなという気もしないでもないのですけれども、腹いせのための不払いという感じが
することもあります。いずれにしても、今言った類型は先ほどからお話が出ているように、
親の視点であって子どもの視点で見て、言っている中身は一つもないということが問題な
のだろう。その原因はどこにあるかといったら、これも島崎先生ほかの方からいろんな話
が出ていたように日本の協議離婚制度っていうのが、どこのチェックもかからずに子ども
のことを考えているっていう保障がないまま離婚が成立しているという形になっているか
ら、子どものことを考えて離婚しなければいけないっていうルール自体が存在しない結果
になっているのではないかという気がします。
　ですから、まあ、協議離婚の際に、この離婚する前にきちっと子どものことを考えてサ
ポート体制っていうのが、社会全般というより、その離婚親が住んでいる地域にサポート
する支援がない限り、こういう状況はこう着状態がずっと続くのではないかという気がし
ます。
　それから履行確保制度に関しましては、一番緩やかな履行確保だと、払ってなければ払っ
てくださいねという催促をするっていうのがあって、一番強烈なのはこのレジュメに書い
たように、ルールを守らなかったら裁判所侮辱で逮捕勾留してしまうっていう極端なとこ
ろまであって、その間のバリエーションというのは下夷先生がおっしゃったように諸外国
でいろんな形がある。要するにその養育費を払うべき口座の情報を間接的に介入して伝え
るところから、直接的に介入して天引きするとかいろんな中間的バリエーションはあるだ
ろうと。日本社会の実態は本当にどうなっているのかというのをもう少しリサーチした方
がいいと思うんですね。地位や名誉のある方っていうのは催促だけで払ってくれるってい
うのは私の弁護士としての実感です。サラリーマンであれば、ある程度強制力を持った介
入をすれば支払わざるを得ないっていうのが今までの経験です。何をやっても履行が確保
できないというのは個人営業者なんですよね。個人営業者はいくらでもごまかせるし、公
的介入があったってそう簡単に捕捉はできないというところもある。我々弁護士も個人営
業者ですけれども、逃れようと思ったらいくらでも逃れる手段を考えようと思ったら考え
られるわけです（笑）。ですから、どういう実態で履行確保ができてないか、に合せて立
法け的な手段というのを備えていかないと、この養育費の確保というのは進んでいかない
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だろう。下夷先生がおっしゃった話諸外国のこのいろんなアイディアというのをきちんと
踏まえてですね、立法化作業というのをしていく必要があるのではないかと思います。

棚村　どうもありがとうございました。前半はどっちかというと面会交流と養育費の実務
とその課題ということで、支援といった場合に、法的な支援も必要だけど心理的経済的そ
れから社会的なもうちょっと広い福祉も含めた支援というのがあるわけで、そういう法的
な枠組みもしっかりルールとか手続もする必要がある、それから実現のための執行という
ようなこともする。しかし、今回の面会交流にしても養育費の問題にしても、お子さんの
ために払わなきゃいけないんだっていう動機づけをしたり、それから何のためにやるの
かっていう理解をしてもらったり、それから、やはりそれを社会的にも支えていくような
様々な形で、関係する人のネットワークづくりみたいなものも併せてやらないと、なかな
か、条文に根拠が入ったとか入らないというだけで何かことが変わったというわけではな
いということだと思うのです。
　ここで、後半の方に入らせていただいていいでしょうか。それでもし何かあればまた先
生方から最後に一言づつお話をしていただきたいのですが、二番目のところで面会交流と
養育費の実現に向けた政策的な課題ということについて、まず面会交流について、若林先
生の方から冒頭のあいさつのところでも、子どもの権利条約の話もあったのですが、面会
交流っていうのがなぜ必要なのかということについて、子どもの視点に立ってという点で
少し補足をお願いしたいと思います。

若林　これまでのご発言にありますとおり、基本的に子どもの視点、子どもの利益の視点
で考えることがキーポイントだと思います。面会交流の基本的な理念とか、目的というこ
とも、これまでの研究により理論的成熟は相当高度なものがあると思います。家裁実務が
積極説を鮮明にしたことがそれを象徴します。ところが、面会交流の権利性についてはい
まだに定説がないといわれています。この背景事情は、制度的後進性がその原因の一つで
はないかと考えられます。さらに、研究者の子どもの権利に対する考え方の温度差も大き
く影響しているように思います。ところが、裁判所実務の傾向が面会交流原則認容説に近
い立場に変化したこと、民法766条改正により、法律上「父又は母と子との面接、及びそ
の他の交流」が明記されたことは大きい影響があると思います。これは、子どもの権利・
利益についての新しい動きではないでしょうか。これをチャンスとして、できることから
始めましょう。
　下夷先生がご指摘のとおり、養育費の取決め率、履行率の低迷化、固定化は30年以上に
及ぶわけですが、養育費の履行確保は本質的な制度改革はなされていない現実をどのよう
に考えるか。避けて通れない問題だと思います。
　島崎先生のご指摘の日本の離婚法の問題をどのように考えるかも重要な問題でありま
しょう。特に、離婚手続における子どもの保護の視点は早急に改革する必要がありましょ
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う。離婚制度を如何に改正するかは、国民の婚姻観の保守性など大きな壁がありますが、
他方では、グローバル化、家族観の多様化などにも着目することが求められましょう。今
の時代の要請は何か。情報は一瞬にして世界で共有する時代です。情報過多による弊害も
危惧されます。それだけ、混迷化している時代であるからこそ、子どもの権利条約を大切
に考えたいと思います。
　私が裁判官として仕事をしていました時も、法律に誠実に向き合うことが求められます。
当然のことですが、司法制度は法律によって支えられます。そこで、民法の白地性をカバー
するには、国内法を解釈する時も子どもの権利条約を解釈上の基準とすることができ、明
快な結論を導くことができます。条約は直接適用の範囲は限定されますが、解釈基準とす
ること・間接適用を肯定するのが国際法額の一般的見解ですから、子どもの権利条約を大
切に解釈しましょう。このことは裁判実務だけではなく、行政、民間組織による当事者支
援の現場でも行動指針として同じことが考えられると思います。
　子どもの権利条約は面会交流についても、子どもの権利として明確化しています。当然
のことですが、締約国は「子の最善の利益」の具体化の問題として親子の関係性の維持を
図るために、面会交流支援についても公益性の視点からすべてを導くべきでしょう。当事
者支援の公的支援（場所の確保、人材育成など）に大いに期待したいところです。

棚村　どうもありがとうございました。私ども、改革というようなことで、何か現状を改
革しなきゃいけないっていう場合には、理念がないというのは非常にこう改革しようって
いう動機づけを欠くわけです。よく言われるのは、「正義のない力は暴力」で、「力のない
正義は無力」だって言われるぐらい、やはり夫婦であった人たち、親の間でも激しい対立
の中でお子さんのことがきちっとこう頭の中に入ってこないという闘争状態になってい
て、非常に困難化するというのは面会交流でも、養育費でも同じような状況だと思います。
　それで、困難事例ということで先ほどちょっと出ましたが、あまり触れない方がいいの
かなと思ったのですが、文京区でこの間起こった痛ましい事件です。しかし、これは触れ
ざるを得ない、というのは、「だから言ってただろう」という受け止め方と、「これからも
そういう支援が放置されていたり、そういうケースについて起こり得る」という「何度で
も起こり得る」というような相反する見方です。私自身も残念なケースっていうのは、実
はいくつか見ていて、連れ去りに至ったというようなケースから、自分自身が死を選んで
しまったというのと、今回みたいに、無理心中型、子どもを巻き添えにするという極端な
行動に走るケースがあります。このあたりの極端な行動になると、病的なことで、どうし
ようもないんだっていう見方と、それからもう少し早くいろんな形の機関が介入したり連
携ができて、そして支援の輪とか広がりというのがあれば防げたのかもしれないとか、い
ろいろな見方があると思います。
　ただ、私自身は、片山先生にもお聞きしたいと思うのですが、非常に家裁で面会交流の
事件をたくさん、私も調停委員として20年になるんですが。実は、今、梶村先生と相当見
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解が対立したような形で取り上げられて、先生も（君は）面会交流原則実施論者とかです
ね、権利構成論者とかっていろいろ言われています。しかし、お会いするとにこやかに棚
村君元気とか言うんで（笑）、私自身はそういう意味では激しい対立の関係にあるとは思っ
ていません。しかし、この問題 1つを取っても、実はDVとかストーカーの対策が不十分
だとか、非常に安心して、あるいは安全に面会交流ができないんだから面会交流はさせら
れないという、あるいは子どもが本当に嫌がっているんだということで非常に消極的な親
が少なからずいらっしゃいます。それからもう一方では、偽装DVをでっち上げられたと
主張する親もあり、子どもとの関係を絶たれるのはそれは一種の虐待ではないかという、
その極端な原理主義と原理主義的な対立状況があることは否定できません。私は、いい加
減なタイプですから、二宮先生と水野先生が対立してると、まあまあまあまあというんで
（笑）間に入って、穏やかなところで中間を取ってしまうところもあり、何とも鵺（ぬえ）
的だとかいろいろ言われることがあります（笑）。
　それで、こっちから見ると右だ、こっちから見ると左だと言われて、私は真ん中のつも
りなんですけれども、まあそのどのあたりでもって、それぞれ個別ケースごとにいろんな
特殊性があり、ただ背景にあるのは非常に夫婦の間でトラブルがあって感情的な対立が背
景にあると。不信感も非常に存在しています。調停委員に最初なったころは、最初妻の話
を聞くとひどい夫だなと思って、で今度は呼び出されて怒っている夫の話を聞くと、いや
あずいぶんひどい妻だなんて、両方とも一体どっちがなんなんだと思うぐらいにですね、
本当に頭を抱えていました。
　それくらいに 1つの家庭という単位の中で、狭いところで起こっていることが、違った
形で見えているし、感じられているとこういうことが起こります。こういう中に子どもが
巻き込まれて本当にかわいそうだなというのが、私の本当に偽らざる今の状態です。この
切ない子どもたちを解放してあげるために、もう少しこう、どんなふうな形でお手伝いを
してあげればいいか、調整してあげればいいか、それをやはり海外は子どもに焦点を当て
て、大人の対立は棚上げをして、むしろ子どものためにどれぐらい責任を果たさないとい
けないのかということを、かなり公的に社会的にも打ち出しています。共同親権というこ
とですが、実はお父さんやお母さんの権利だよというのではなくて、お父さんやお母さん
は子どもの幸せのために重い責任を負っているんだよと、お金を払わなきゃいけないとか
精神的にも応援しなきゃいけないよ、という明確なメッセージが示されています。日本で
は、いつのまにか大人と大人のいがみあいとか対立・勝ち負けという構図の中で議論をさ
れてしまう。そのあたりを、やはり私たちは理論的に海外の紹介の時も気をつけて紹介さ
せていただかなければならない。むしろ工夫とか取り組みで、面白いなというようなこと
については紹介をさせていただいて提案しているということです。
　ちょっと長くとってしまいましたが、困難事例について、私自身は、さっき言ったのは
島崎先生がおっしゃったのと全く同じでして、例えばDVだとか児童虐待だとか学校とか、
それから病院とか警察など、子どもに関わるような関係機関が個別の問題ごとに情報共有
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とか行動連携みたいなことができるような仕組みをどこの国も真剣に考えているのです。
もちろん機関としての独自性とか、あるいは性格とか限界とかで、例えば司法は司法の難
しい、待って、来てくれたから初めて受けられるという立場でもあり、判断機関なので公
正が求められます。しかし、行政はもう少し先にやれるけども、公正中立性とかサービス
の統一性、画一性とかいろんなことをやらないといけない。民間は柔軟にはできるけど財
政的にも人手もやっぱり権限とかそういうあたりでは強制力が非常に弱くなってしまう。
　そのあたりの、それぞれの特殊性を活かしながら困難な問題についても、きちっと検証
して、責任のなすり合いとか、それからメディアの方には特に思うんですけども、どこが
悪かったとか、誰が問題であるとかっていう、なんかマイナスのとこだけ追いかけるのは
やめていただいて、むしろこういうことをなくすためにどういうところがどんなふうに頑
張ればよかったのか、逆に言うと、何をやっても難しかったケースというのは起こります
から、そういうこともきちっと見極めた上で時間をかけて報道していただきたいと思いま
す。犯人探しとか、責任追及とか糾弾型が多い感じがしないでもありません。弁護士さん
もそうですけど、当事者化する弁護士さん、結構いらっしゃいます。これは弁護士みなさ
んではありませんが、そういう意味ではやはり冷静に当事者の利益になるように、子ども
の利益になるように考えていただきたい場合もあります。
　長くなってすみません。片山先生。関係機関の連携について一言お願いします。

片山　いえいえもう何もしゃべることがなくなってしまいました（笑）。さきほど最後に
言った子どもの最善の利益とか、子どもは何を今どんなふうに感じているのかな、という
ところについての父親と母親の見方が違ってる場合というのが結構多いんですよね。どっ
ちもが、口では私こそが子の最善の利益を考えている、だから会わさないんだとか、だか
ら会うべきなんだとこういうふうになってしまっているときに、誰がどう調整したらいい
のか、これはとっても難しいと思うんですね。
　私自身、子どもの最善の利益のために、親の代理人である私はどう動けばいいのかが分
からなくなることが多いんですが、面会交流に立ち合っていて、もうそろそろ終わらなきゃ
ねっていう時間になると子どもが金縛りにあってしまうという辛いケースを何件か経験し
ました。
　その子どもの状態を見て、非監護親の方は、時間が来たからやめるなんていうのはおか
しい、こんなに子どもは遊びたがっていて、帰りたくないから金縛りにあってるんだ、と
いうふうに猛烈に抗議するんですね。もう一方の監護親の方は、いやいやそもそもいやい
や来たから疲れちゃったんだ、とかいろんな解釈をしてですね、結局、両親がもめている
中で子どもはますますじっと固まってしまうんですね。
　本当に見ていてかわいそうで辛いのですが、子どもの気持ちが私もよく分からない。そ
ういうシチュエーションになった子どもの気持ちをどう理解して、どうサポートすること
が子どもにとって最善の利益かが本当に分からない。専門家のFPICさんでしたらそうい
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うのを見ても子どもの気持ちが分かるでしょうから、どうしてもそういう専門家のサポー
トが必要だと思います。子どもの最善の利益を誰がどう判断し、それをどう両方の親に共
通の理解にしてもらうか、これをサポートするシステムはどうあるべきか。海外はそのあ
たりどう対応してるんでしょうかというのを棚村先生にお聞きしたいと思います。

棚村　まあ、とにかく一言で言うと、家族や子どもに関わる他職種それから他機関の連携
ですね。要するに専門以外の人が専門のことを語っても、支援しようとしてももう限界が
ある。ですからそのあたりが、つなげる、コーディネートする人がかなり重要な役割を持っ
ています。つまりある程度のところに目配せができている、この問題についてはどこに送
ればいいか、それができる人を育てて、なおかつそれをつないでいく。自分で何かやらな
いでやはりそういうネットワークができると、これがやっぱりどこの国も追求している姿
だと思います。関係機関の連携につき日本型のモデル、今ある仕組みや人、あるいはお金
も、そういう中で何ができるかっていうのを考える知恵が必要ではないかなというふうに
思っています。

棚村　すみません、ちょっと時間を超過してしまいましたが、養育費について下夷先生、
特に先ほどの履行確保とか政策面でどうかということでお願いいたします。

下夷　はい。棚村先生から「日本の養育費政策の課題は何か」、「履行確保はどのように工
夫すればよいのか」ということを尋ねられております。まず課題ということなんですが、
先ほど来、出ている2014年 4 月 1 日から施行されている民法の規定ができたという、この
ことはとても大きなことだと思います。ですので、この規定ができて、養育費についての
協議をしなくてはいけないと、努力義務っていう限界はありますけれども、これを実質化
するための制度的な仕組みということを私たちは作っていかなくてはいけないんではない
かというふうにまず思います。関係者の努力で規定が現実化、規定ができましたので、そ
こはやっぱりそれを受けて、それを実質化するためにみんなで努力しなきゃいけないと切
に思うところです。それとそのことと併せて、やはりそのためには家庭裁判所の機能を強
化するインフラ強化が大事だと思います。
　家族が大きく変化していって、（今日のシンポジウムでも）再三データも出ました子の
監護に関するさまざまな事件数も膨大に急激に増えていると、こういう変化の中でやっぱ
り家裁のインフラを強化することが必要であり、また家裁の履行確保制度ももう少し実効
性のあるものに変えていく必要があると思います。
　併せて、家裁だけではやはり限界があって、行政がこの問題にも積極的に関与する。そ
のうえで司法と行政が連携していくというそういう大きなグランドデザインを作っていか
なければならないと思います。実際に、その制度を設計する上では、私は法学者じゃない
ものですから、社会学の方なのでこういうふうなことを言いたいのですが、やはり実態を
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ちゃんと調査することがまずは必要だと思います。ひとり親の調査ももちろんそうなんで
すが、子どもと別れて暮らしている親の側の生活の実態であるとか意識であるとかという
のは今までしっかりと把握されておりません。
　また、別れたあと連れ子をして再婚された家族、ステップファミリーの経済状況なども
含めて、実態をきっちり把握した上で子どもの福祉を第一に、なおかつ双方の親が最終的
に納得のいく形で取り組み、支払えるそういう制度を作っていくことが必要だと思います。
　実態調査は、その当事者のことしか今までは考えてなかったのですが、今日のご報告を
いくつか聞いて、やはり家裁の、現在の制度の履行率の状況ですとかそういったこともしっ
かりと調査をかけて、制度改正に向けて考えていく必要があるというふうに思います。ま
あそういうのが漠然とした大きな問題なのですけども、具体的に、ではその養育費の履行
確保にどんな工夫をすればいいのかという問いかけなのですが、もうすでにいくつかの提
案がなされているかと思うのですが、先ほど申し上げたとおり新しい立法規定を実質化す
るために現行制度のもとで、さらに一歩進める、確実なものにするということが大事だと
思います。一つは算定方式なのですが、算定方式については様々な問題が指摘されていま
す。海外の状況を見ると算定方式については法律で、あるいは法律でなくても、公に決め
ているというのがほとんどです。ですので、公の算定方式、今使われて広く普及している
ものは、いわばある研究会が作ったものであり、しかも10年以上も前に作ったものがその
ままの形で利用されているように思います。これはちょっと異常ではないかと思います。
したがって、公がつまりは国が責任を持って算定方式を作成して、毎年ちゃんと見直しを
していくとか、一定期間で見直しをするとかそういったことできちっとしたものに作り上
げていく必要があると思います。
　あと、今、取決めをして離婚届にチェックするということにはなったのですが、取決め
は、やはりその実効力のあるものにする、しかも現行の協議離婚制度を前提にということ
であると、弁護士会などが提案していらっしゃることかと思いますが、その離婚届のサイ
ンに養育費の取決めも一緒に提出させるということなどは、わりと合理的な方法ではない
か。で同意書がなくても離婚は成立させると。しかしその同意書どおりに守らなければそ
の同意書をもとに裁判所に申立てをして、裁判所がそれに迅速に債務名義を与えるような
形をとって、先ほど島崎先生がご指摘された債務名義の問題などを迅速にクリアできるよ
うな制度的な資格をちゃんと用意するということが大事ではないかと思います。
　あとは、そのような基本的に当事者がうまくやれるように、当事者支援をパワーアップ
するというのが先ほど来、いくつも出ている、面会交流でも出ていたところですが、日本
でなかなかその民間団体が育っていないのですが、やはりこれを全部公的にやっていくと
いうことにも限界があるし、それが必ずしもよいということではないと思いますので、養
育費に関しても、支援できる民間団体を育てていくことが大事だと思います。
　そのような形でその取決めを確実にする制度を用意してあげるということが大事なので
すが、それでもやはり十分ではないかと思います。やはりそこでは諸外国のように行政に
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よって債務名義のある決定については、行政の側でも養育費を確保できるような形のもの
を用意する必要があると思います。
　いくつもの段階を踏まえ、段階的に制度を用意することが大事だと思っていまして、今
実態として非常に困っている問題として別れている親の居所をつかまえること、または所
得の情報を把握するというようなことについては、やはり行政の情報網を、この問題につ
いて伝えるように整理するということも大事だと思います。
　あと徴収については、先ほど平田先生からもありましたように非常に重要な生活保持義
務でありますから、税や社会保険料の徴収と同じようなレベルで、強力に公権力を行使し
て取っていける、そういう仕組みをちゃんと用意しておく必要がある。
　そういう強力な制度を背景にした上で、それを使わなくてもちゃんと当事者が、協議解
決できるそういう方向を目指すという、ただ単に当事者だけの解決だけを目指してもやは
りこう今ネット社会になって逃げ得というか、払わないで何とか逃げきったというような
情報はもうすぐに広まって、逃げ得を伝授したり、逃げ得の情報をキャッチしたりするこ
とにもなって、なかなかこう公平な形の実現ができないので、最終的には強力なものをバッ
クに置いて、当事者の協議解決を図る、そういうことがいいと思います。
　あと、当事者の大切な協議をうまく図る上でも、養育費と面会交流は別の問題であると
いうのはもう原則ではありますけれども、先ほど、事例でありましたように、養育費を払っ
てもそれが自分の子どものために使われてないかもしれないと、それだから払いたくない
と、そういう気持ちも確かにそのとおりだし、相手が再婚したりしていると自分が払った
養育費が相手の連れ子の子どもに使われているんじゃないかとか、いろんな疑念が生じた
りするのも人の情というところだと思います。したがって、養育費と面会交流は別ではあ
りますが、結構面会交流がスムーズに進むというか別れた後も親が子どもの状況を、親子
間がつながっているという良好な関係ができれば、そう余計なというか、疑念なく支払っ
て行けるのではないかと思いますので、やはり側面的に養育費と面会交流を養育費のため
にも面会交流が進むように支援していく必要があるかと思います。
　以上が養育費のことなのですが、あと面会交流も含めてのことなのですが、先程来DV
の問題がいつも言及されております。私もその養育費の確保や面会交流の実現というのは
本当にしっかりとやっていかなきゃいけないと思うのですが、その一方で、DVのケース
については本当に、極力注意が必要、配慮が必要だと思っていて、日本のDV対策が非常
に十分でないということをすごく思います。ですので、DV対策も同時に充実する、被害
者保護をきっちりする、加害者の更生に向けてもちゃんと手を尽くす。そして、その面会
交流、養育費に関わる人々、裁判所の方も行政の方も民間の方もDVに対する理解をきっ
ちりする。そういったことを同時にやっていかないと、なかなかですね、面会交流、養育
費の問題だけを進めていっても本当に救われない、一番厳しいところが救われないという
ことになるので、併せてDVの問題もこの問題と併せて進めていただきたいと思います。
ちょっと長くなりました。
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棚村　はい、どうもありがとうございます。では、申し訳ないのですが最後に島崎先生に
全体的にまとめをお願いしたいと思います。

島崎　全体的なとりまとめを行う力量は私にはありませんが、先ほど言いもらしたことを
含めいくつかお話をさせていただきたいと思います。
　第一は、ワン・ストップ・サービスについてです。私はプレゼンテーションの中で、総
合性や専門性に加え即時性を備えた相談機関が必要だと申し上げましたが、私がそのイ
メージを持つことができたのは、外国の相談支援機関を見たからではありません。東京府
中市に社会福祉法人多摩同胞会が母子生活支援施設「白鳥寮」と子ども家庭支援センター
「しらとり」を併設していますが、それが非常にうまく機能しているのを見て、これは相
談機関のあるべき一つのモデルだなと思った次第です。ちなみに、これを見学したのはか
なり前のことですので、現状がどうなっているかは存じませんが、リーガルサービス（法
律相談）という名前は付してしていないものの、ひとり親家庭の方が法律上の助言を受け
られる配慮も行われていました。
　第二は、子ども家庭支援センターと併設することの意義です。ひとり親家庭の支援機関
を単独で設けるのではなく子ども家庭支援センターと併設すると、その相談機能やスタッ
フをひとり親家庭の相談等にも使うことができます。なぜこのことを強調するかというと、
そのことの当否は別にして、行政需要が増加する一方で地方自治体の予算や職員の削減が
進んでいるからです。つまり、ひとり親家庭の相談や支援は重要だけれども、もっとそこ
に人や金を投入できるかというと、そう簡単にはいきません。また、こうした事情は民間
の団体や施設等でも同じだと思います。そうであれば、相談機関を別々に設けるのではな
く、貴重な財源や人的資源を有効に活用することを考える必要があります。さらに、ひと
り親家庭の問題を切り離すのではなく、できるだけ一般施策の広い裾野の上にのせていく
ことは、ひとり親家庭の施策を“普遍化”するという意味でも重要なことだと思います。
　第三は、面会交流の相談支援の進め方です。私は面会交流の支援は養育費相談の単純な
延長で考えることは適当ではないと主張してきましたが、先ほどから、山口先生や片山先
生をはじめ諸先生のお話を伺い、改めてその感を強くしました。面会交流は養育費の問題
とは異なる専門性や技術が求められますし、DVの問題等も考えれば、相談の場所や身の
安全を含めさまざまな配慮が必要です。また、面会交流に関し常々思うことは、関係機関
が責任分担と連携を強化すべきだということです。今日も関係者が会場にお見えになって
いるかもしれませんけれども、関係各省庁が横をにらみながら一歩前に進まないというの
ではなく、手をつないで一歩前にぜひ踏み出していただきたい。そのことは改めて強調し
たいと思います。
　第四は、国民の意識と法の関係です。先ほどの報告の中で、日本の離婚法制は特殊だと
いうことを申し上げましたが、これは諸外国では「子どもは独立した人格である」という
意識が定着していることと無関係ではないように思います。逆に言えば、日本の場合は親
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の従属物という意識が多くの国民の根底にあるのかもしれません。例えば、日本はハーグ
条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）の締結が国会で承認されたのは、
ついこの間のことです。離婚して相手の承諾なく子どもを日本に連れて帰ることは、外国
人からみれば、歴然たる誘拐行為・犯罪行為なわけですが、日本人の中には、「母親のや
むにやまれぬ愛情の発露」のような受けとめ方をする人が少なくないと思います。私はだ
からハーグ条約はおかしいと批判しているのではありません。私が言いたいことは、国民
の意識の根底まで遡って考えないと、法が掲げる理念と実態との間にずれが生じてしまう
ということです。そのことを感じたのは、離婚当事者の団体が出した本の自由記載欄を見
ると、養育費の支払いは親の義務だけれども面会交流は子どもの権利だといった意見があ
る一方で、養育費が支払われないのであれば面会させたくないとか、養育費が支払われて
も絶対に会わせたくないと意見もあり、当事者の考え方は決して一様ではないからです。
あるいは、理屈はわかるが感情がついていかないということもあるかもしれません。もち
ろん、下夷先生がご指摘されたように諸外国の取り組みは政策を考える上で貴重な参考に
はなりますが、国民の意識の根底にあるものをきちんと分析し、意識啓発やPRの仕方を
よく考えないと、面会交流はなかなか定着しないように思います。
　第五は、子どもの問題に社会全体がもっと目を向けてほしいということです。日本は超
高齢社会を迎えており、高齢者の社会保障をテーマとするシンポジウムは人がたくさん集
まるのですけれど、ひとり親家庭の問題をはじめ子どもの問題に関しては関心が乏しいき
らいがあります。このことは、日本は先進国の中で子どもの問題に対する予算配分が少な
いことと決して無関係ではありません。政治家も含め社会全体が次の世代を担う子どもの
問題にもっと目を向けないといけないのではないか。一部の人たちだけで議論しているの
では、養育費や面会交流をめぐる問題の解決に向けた取り組みの裾野は広がらないのでは
ないか。そんな気がしてなりません。
　私が申し上げたかったことは以上のとおりです。

棚村　どうもありがとうございました。私の不手際でせっかく来ていただいた会場の皆さ
んからのご質問をちょっと受けることができませんでした。本当に申し訳ありません。一
言、若林先生からしめくくりのごあいさつをいただいて終わりにしたいと思います。すみ
ませんが若林先生お願いします。

若林　締めくくりということですが、私自身が、パネリストの皆様のご意見に刺激を受け
まして、非常に重い課題を受け止めた気持ちになりました。ですが、私は、やはり、「子
どもの未来を育てましょう。」と皆さんに強く申し上げたいと思います。
　やはり、面会交流も、養育費も子どもの権利条約が父母の共同養育責任としていること、
国がこれを重層的に支援する責務があること、これが現実化されますよう、司法も、行政
も、民間組織も、従来の各機関固有の責務にとどまらず、相互の協働領域・連携分野の開

― 102 ―



パネルディスカッション…

拓により、「子の最善の利益」の実現の質が変わることを考えたいと思います。平田先生
が言われたとおり、面会交流をすることで、子どもの姿をみて親の責任を自覚し、養育費
を支払う意欲につながります。
　面会交流と養育費とは、「子の最善の利益」の実現のためにある制度です。ですから、
両者は、その関係が理解されにくいのですが、面会交流も、養育費も根拠は父母の共同養
育責任の原則にあり、その目的は「子の最善の利益」の実現にあるということができます。
　法律上の問題は、面会交流と養育費は、当事者構造が違うことが大きいでしょうか。面
会交流は、その権利性、権利主体について議論がありますが、子どもの権利条約も子ども
の権利であることを原則とする。父母は義務者であり権利者であり、複雑な三者構造です。
養育費は父母共同養育責任として相互に権利者・義務者たりうる関係です。さらに、権利
の性質・構造も両者は異なります。
　面会交流は、権利性について明文もなく、議論も混迷化していますが、「子の最善の利益」
を阻害する場合は具体的な権利が形成されない抽象的な権利であると考えられます。
　このような問題から、当事者は安易に面会交流と養育費を同時履行にするとか、引換給
付にするとか言いますが、これは、法律上無効です。ドイツでは、この問題について面会
交流と養育費を引換給付とする合意は無効であるとする判例があります。
　養育費を払い続けることで、子どもがどれだけ精神的な絆を、支払った父親母親に対し
て感じ、人格形成のうえでどれほど有益な効果があるかはそれぞれこれまでの専門家の研
究で紹介されているとおりです。そういった意味で、子どもの最善の利益を実現するとい
う目的に沿った研究活動、そういったことを大いにこれから研究者の方、実務家の方、行
政の方それぞれのお立場でぜひ前に進めていただきますようお願いして終わりの言葉にし
たいと思います。本当にありがとうございました。

棚村　どうも大幅に時間超過しましたけれども、今回アンケートもお出しいただければそ
れを参考にいろんな形で共有させていただきます。それから報告書とパネルディスカッ
ションの内容はいずれ冊子として刊行させていただき、また、養育費相談支援センターの
ホームページでも公表させていただきます。本日はご多用の中お越しくださいまして、ま
た御協力いただきまして本当にありがとうございました。

以上
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（資料 1）

養育費相談支援センター　相談統計

相談者別 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
上半期 総　計

男　性 176 473 729 920 774 1,291 819 5,182
女　性 1,185 2,540 4,232 5,805 4,404 5,096 2,559 25,821
機　関 172 175 159 147 174 206 89 1,122
不　明 7 5 42 68 30 54 16 222

1,540 3,193 5,162 6,940 5,382 6,647 3,483 32,347

相談内容 1 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
上半期 総　計

婚姻外 92 243 372 436 330 434 259 2,166
離婚前 452 1,055 1,665 2,352 1,938 2,440 1,197 11,099
離婚後 849 1,815 2,931 3,967 2,988 3,692 2,004 18,246
その他 86 41 43 27 29 63 23 312
不　明 61 39 151 158 97 18 0 524

1,540 3,193 5,162 6,940 5,382 6,647 3,483 32,347
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相談内容 2 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
上半期 総　計

請求手続 208 981 2,073 2,925 2,290 2,386 1,068 11,931
養育費算定 166 774 1,308 1,707 1,463 1,857 981 8,256
減額請求 0 229 476 566 467 695 458 2,891
増額請求 0 64 114 165 93 143 111 690
養育費不履行 459 716 1,058 1,268 1,014 982 569 6,066
強制執行 101 201 289 525 366 396 209 2,087
面会交流 33 90 134 226 220 761 420 1,884
婚姻費用 35 93 157 236 184 255 127 1,087
そ の 他 329 383 680 901 632 724 316 3,965
養育費一般 662 168 0 0 0 0 0 830

1,993 3,699 6,289 8,519 6,729 8,199 4,259 39,687
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（資料 2）

司法統計
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子の監護に関する処分調停事件の新受件数の推移
調　　停  平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

子の監護に関する処分 22,629 22,273 21,570 21,997 22,524 23,596 27,241 28,180 28,955 31,421
　　うち監護者の指定 519 607 608 698 736 845 976 1,149 1,312 1,577
　　うち養育費 17,280 16,375 15,357 15,141 15,160 15,775 18,515 18,394 17,873 18,651
　　うち面会交流 4,203 4,556 5,014 5,488 5,917 6,266 6,924 7,749 8,714 9,945
　　うち子の引き渡し 540 574 560 596 677 669 796 872 988 1,064

子の監護に関する処分審判事件の新受数の推移
審　　判  平成15年  平成16年  平成17年  平成18年  平成19年  平成20年  平成21年  平成22年  平成23年  平成24年

子の監護に関する処分 3,600 4,197 4,158 4,639 4,873 5,090 5,957 6,733 7,502 8,823
………………うち監護者の指定 645 721 739 865 996 1,047 1,088 1,408 1,658 2,070
………………うち養育費 1,859 2,151 2,129 2,112 2,231 2,233 2,911 2,901 3,076 3,510
………………うち面会交流 638 725 760 952 883 1,020 1,050 1,201 1,354 1,514
………………うち子の引き渡し 437 558 529 697 760 784 886 1,203 1,410 1,697

（各年度司法統計から作成）…
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（資料 3）

平成23年度全国母子世帯等調査結果（抜粋）

2012（H24）．9．7　厚生労働省報道発表資料

表17-（1）-1　母子世帯の母の養育費の主な相談相手

総数

相談した

相談して
いない 不詳

親族  知人・
隣人

県・市区
町村窓口、
母子自立
支援員

弁護士 家庭
裁判所

母子寡婦
福祉団体

NPO
法人 その他

平成18年
（100.0）（ 54.4）

（100.0）（ 45.9）（　7.1）（　3.6）（ 14.1）（ 25.5）（……－……）（……－……）（　3.6）
（ 42.9）（　2.6）

平成23年
1,332
（100.0）

724
（ 54.4）
（100.0）

318

（ 43.9）

64

（　8.8）

43

（　5.9）

90

（ 12.4）

177

（ 24.4）

2

（　0.3）

－

（……－……）

30

（　4.1）

608
（45.6）

－
（……－……）

表17-（2）-1　母子世帯の母の養育費の取り決め状況等

総数
養育費の取り決めをしている 養育費の取り決

めをしていない 不詳
文書あり 文書なし 不詳

平成18年
（100.0） （ 38.8）

（100.0） （ 63.5） （ 35.2） （  1.3）
（ 58.3） （　2.9）

平成23年
1,332
（100.0）

502
（ 37.7）
（100.0）

355

（ 70.7）

139

（ 27.7）

8

（  1.6）

801
（ 60.1）

29
（  2.2）

表17-（2）-7　母子世帯の母の養育費の取り決めの有無（離婚の方法別）
総数 協議離婚 その他の離婚

平成23年
総 数 1,332

（100.0）
1,106

（100.0）
226

（100.0）

取り決めをしている 502
（ 37.7）

333
（ 30.1）

169
（ 74.8）

取り決めをしていない 801
（ 60.1）

747
（ 67.5）

54
（ 23.9）

不 詳 29
（　2.2）

26
（　2.4）

3
（　1.3）

注：その他の離婚とは、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚のことである。以下同じ。
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表17-（2）-11　母子世帯の母の養育費の取り決めをしていない理由

総数
相手に支払う意
思や能力がない
と思った

相手と関わりた
くない

取り決めの交渉
をしたが、まと
まらなかった

取り決めの交渉
がわずらわしい

相手に養育費を
請求できるとは
思わなかった

平成18年
（100.0） （ 47.0） （ 23.7） （  9.5） （  3.4） （  2.6）

平成23年
801

（100.0）
389

（ 48.6）
185

（ 23.1）
64

（  8.0）
37

（  4.6）
25

（  3.1）

現在交渉中又は
今後交渉予定で
ある

自分の収入等で
経済的に問題が
ない

子どもを引きとっ
た方が、養育費
を負担するもの
と思っていた

その他 不詳

（  2.3） （  1.8） （  1.3） （  7.0） （  1.6）

8
（  1.0）

17
（  2.1）

12
（  1.5）

46
（  5.7）

18
（  2.2）

表17-（3）-1　母子世帯の母の養育費の受給状況

総数 現在も養育費を
受けている

養育費を受けた
ことがある

養育費を受けた
ことがない 不詳

平成18年
（100.0） （ 19.0） （ 16.0） （ 59.1） （　5.9）

平成23年
1,332
（100.0）

263
（ 19.7）

211
（ 15.8）

808
（ 60.7）

50
（  3.8）

表17-（3）-7　母子世帯の母の養育費の受給状況（離婚の方法別）
総数 うち、養育費の取り決めをしている世帯

総数 協議離婚 その他の離婚 総数 協議離婚 その他の離婚

平成23年
総 数 1,332

（100.0）
1,106

（100.0）
226

（100.0）
502

（100.0）
333

（100.0）
169

（100.0）

現 在 も 受 け て い る 263
（ 19.7）

179
（ 16.2）

84
（ 37.2）

253
（ 50.4）

169
（ 50.8）

84
（ 49.7）

過去に受けたことがある 211
（ 15.8）

152
（ 13.7）

59
（ 26.1）

144
（ 28.7）

88
（ 26.4）

56
（ 33.1）

受 け た こ と が な い 808
（ 60.7）

738
（ 66.7）

70
（ 31.0）

94
（ 18.7）

72
（ 21.6）

22
（ 13.0）

不 詳 50
（　3.8）

37
（　3.3）

13
（　8.8）

11
（　2.2）

4
（　1.2）

7
（　4.1）
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子どもたちの未来を育てよう
─面会交流と養育費を考える─
　日本には親の離婚を経験する子どもたちが毎年約20
万人います。しかし、その子どもたちのための養育費の
受給は十分ではなく、面会交流についてもさまざまな問
題が横たわっています。
　2012年4月から施行されている民法766条によって、
協議離婚の際に面会交流と養育費について協議するこ
とが明定されましたが、これからの望ましいあり方につ
いて考えてみましょう。

日時◉平成26年1月18日（土）
　　　午後1時～午後4時30分
場所◉早稲田大学27号館 小野記念講堂

シ ン ポ ジ ウ ム

主催◉早稲田大学法学学術院／養育費相談支援センター（厚生労働省委託事業）
Tel.03-3980-4108／Fax.03-6411-0854／E-mail　info@youikuhi.or.jp
入場無料です。参加御希望の方は「養育費相談支援センター」に電話・ファックス又はメールでお申し込みください。

Program
◆ 1部 司会　早稲田大学教授　棚村 政行
13：00◉シンポジウム開催の経緯とねらい
 元明治大学法科大学院教授　若林 昌子
13：15◉面会交流と養育費の実情─相談や支援の現場から
 家庭問題情報センター　山口 恵美子
 養育費相談支援センター　鶴岡 健一
13：45◉面会交流と養育費の支援─弁護士の立場から
 弁護士　片山登志子
 明治大学法科大学院教授　平田 厚
14：15◉面会交流と養育費の実現に向けた取組み
 早稲田大学教授　棚村 政行
 東北大学教授　下夷 美幸
 政策研究大学院大学教授　島崎 謙治
15：00◉（休憩）
◆ 2部 司会　早稲田大学教授　棚村 政行
15：15◉パネルディスカッション
16：30◉（終了）
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