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3. 自治体等における取組事例 
 自治体等における子どもの養育支援に関する取組について、独自の取組を実施している 2
自治体（明石市、文京区（東京都））、面会交流支援事業を実施している 3 自治体（東京都、

熊本県、千葉県）、面会交流支援事業を自治体からの委託を受けて実施している 1 団体（公

益社団法人家庭問題情報センター（以下「FPIC」）に対し調査を行った。 
 このうち明石市、東京都及び FPIC の取組については本事業において設置した研究会にお

ける委員からの報告をもとに、熊本県、千葉県及び文京区（東京都）についてはヒアリング

調査をもとに、調査結果をまとめた。 
 

【面会交流支援事業について】 
「面会交流支援事業」は、厚生労働省が実施する「母子家庭等就業・自立支援事業」のうち、「母

子家庭等就業・自立支援センター事業」のひとつの事業である。相手に対する感情や葛藤が理

由で面会交流を実施できない父母に対する支援により、面会交流の円滑な実施を図ることを目

的としている。 
支援の実施には、子どもが概ね 15 歳未満であることや、両親が児童扶養手当の支給を受けて

いるか、または同等の所得水準にあること等の条件が定められている。 
支援の内容は面会交流支援員の配置、事前相談の実施、支援計画の作成、子どもの受け渡し

や付き添い・連絡調整などの面会交流援助である。また必要に応じ、面会交流の場所を斡旋す

ることも含まれている。 
支援期間は最長 1 年間、また面会交流援助の実施頻度は月に 1 回までと定められている。 

出所：厚生労働省資料「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について（平成２６年９月３０日雇児発 0930 第１号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」（http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintou
jidoukateikyoku/0000062966.pdf）より引用。 
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3.1 基礎自治体等における取組の事例 
3.1.1 明石市（兵庫県）8 
明石市では、平成 23 年 3 月に策定された「明石市第 5 次長期総合計画9」において、まち

づくりの戦略を「子どもの健やかな育ちで、みんなの元気を生み出す」と定め、「こどもを

核としたまちづくり」という方針のもと、政策部市民相談室を中心に離婚や別居時における

こどもの養育支援事業を行っている。 

近年、こどもにとって家庭が必ずしも安住の地とは言えず、行政がこどもに手を差し伸べ

家庭に関与すべき時代が始まったとして、面会交流や養育費の確保はこどもの権利であると

いう認識のもと、市民に最も身近な基礎自治体として「こども」の立場に立った以下の取組

を行っている。 

 
（1） 現在の取組 
 明石市における離婚後のこどもの養育支援に関する取組は、以下となっている。 

 

 相談体制の充実化 

図表 12 に示すとおり各種相談体制を整備し、離婚問題に知見のある相談員による相談を

受け付けている。必要に応じ、関係機関との連携を図っている。弁護士等の専門職職員を配

置した相談窓口を設置しているが、離婚に限定しない各種内容を受け付ける窓口、専門職職

員が外出の難しい相談者を訪問する訪問相談、こどもの養育に特化した窓口等、相談内容や

相談方法により、その区分を明確にし、市民の要望に対応する体制を整備している。 

                                                 
8 本報告書では基本的に「子ども」という表記としているが、明石市では「こども」表記を使用しており、

明石市の取組に関する本報告書の記載箇所については明石市の表記方法に則り、「こども」に揃える。 
9 兵庫県明石市公式ウェブサイト（http://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/seisaku_shitsu/shise/gyose/kekaku/sogok
ekaku/index.html）より 
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図表 12 明石市の相談体制 

項目 頻度 内容 

弁護士による法律相談 週 2～3 回 離婚に関する相談だけでなく、多重債務や

相続など法律問題全般の相談を受付。兵庫

県弁護士会から派遣された弁護士に加え、

平成 24 年度に採用した弁護士資格を持つ

市職員が、市役所のみならず市内に 3 ヶ所

ある市民センターで相談を担当。平成 26 年

度における離婚に関する相談件数は、合計

131 件（平成 27 年 2 月末日まで）。 
専門職総合相談 随時 弁護士、社会福祉士、臨床心理士の各資格

を持つ市職員による総合相談を受付。法律

問題に限らず、福祉や心理などの幅広い相

談に対する対応が可能。病気等の理由で外

出が困難な市民に対しては、これらの専門

職職員が市民の自宅や入院先の病院を訪問

して、総合的な相談援助を実施（訪問相談）。 
こども養育専門相談 月 1 回 3 件

まで 
公益社団法人家庭問題情報センター

（FPIC） 
に事業を委託。平成 26 年度の相談件数は平

成 27 年 2 月までに 23 件。 
法テラス窓口の設置 週 3 回 法テラス窓口を市役所本庁舎へ設置し、利

用者に迅速に対応。平成 26 年度の相談件数

は平成 27 年 2 月までに 800 件以上。うち

離婚関連は 169 件。 
※記載の相談受付件数は、平成 26 年 4 月の事業開始以降の件数である。 

 

 関係機関との連携 
離婚や別居に伴う養育支援のあり方などの意見交換及び情報共有を目的として、複数の

担当課や関係機関、有識者を構成員とする「明石市こども養育支援ネットワーク連絡会議」

を、平成 27 年 2 月までに 3 回実施している。参加者は明石市の関係部署、日本司法支援セ

ンター（法テラス）兵庫地方事務所、FPIC 大阪ファミリー相談室、兵庫県弁護士会、兵庫

県臨床心理士会、兵庫県社会福祉士会、明石公証役場、弁護士、大学教員である。また神戸

家庭裁判所がオブザーバーとなっている。 

 

 養育手帳の配布 
父母間でこどもの情報を共有し、こどもの養育を助けることを目的とした養育手帳「こ

どもと親の交流ノート」を作成、配布している（図表 13～図表 17）。これは、面会交流や
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こどもの成長を同居親、非同居親の双方が記録することを想定して作られており、具体的な

項目は、同居親がこどもの近況、面会交流の際こどもに対し留意して欲しい点、非同居親に

対する相談や要望を、非同居親が面会交流時のこどもとの過ごし方、同居親に対する相談や

要望、次回の面会交流時の過ごし方の提案を記載できるようになっている。 

養育手帳は市民相談室などで希望者に配布している他、明石市公式ウェブサイトで公開し

ておりダウンロードが可能である。 
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図表 13 こどもと親の交流ノート（1/5） 

 
 

図表 14 こどもと親の交流ノート（2/5） 

 

図表 15 こどもと親の交流ノート（3/5） 
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図表 16 こどもと親の交流ノート（4/5） 
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図表 17 こどもと親の交流ノート（5/5） 

 
出所：明石市資料「こどもと親の交流ノート」 
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 参考書式の配布 
面会交流や養育費について取り決めるためのきっかけとなることを目的とした「こども

の養育に関する合意書」（図表 18）及び「こども養育プラン」（図表 19）を作成、配布して

いる。「こどもの養育に関する合意書」には、親権、養育費に関する取り決め内容（金額、

支払期限、支払期間、臨時の費用に関する取り決め、支払方法等）、面会交流に関する取り

決め内容（頻度と方法、場所、父母の連絡方法等）を記載する項目が設けられている。一方、

「こども養育プラン」には、父母が養育費や面会交流の取り決めの際の参考となるよう、養

育費の金額や支払時期、面会交流の頻度と方法、場所、父母の連絡方法等を記載する項目が

設けられている。 

また、上記の参考書式の手引きとして記入方法の解説や、相談窓口の案内、養育費や面

会交流に関するQ&Aを掲載した「お子さんの健やかな成長のために～養育費と面会交流～」

を配布している。 

こどもの有無に関わらず、離婚届に同封して上記書式を配布している他、明石市公式ウ

ェブサイトでも公開しておりダウンロードが可能である10。 

 

                                                 
10 明石市公式サイトよりダウンロードが可能である。

（https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/soudan_shitsu/kodomo-kyoiku/youikushien/youikushien.html） 
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図表 18 こどもの養育に関する合意書 

 

出所：明石市資料「こどもの養育に関する合意書」 
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図表 19 こども養育プラン 

 

出所：明石市資料「こども養育プラン」 
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 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」の配布 
父母の離婚に伴うこどもの気持ちへの理解と、こどもへの配慮を促すことを目的として作

成した「親の離婚とこどもの気持ち」と題するパンフレット（図表 20～図表 27）を配布し

ている。 

このパンフレットには、離婚に伴うこどもの不安を取り除く必要があるとして、「離婚に

ついては、子どもの年齢や気持ちに配慮して伝える。」「子どもに、『離婚はあなたのせいで

はない』と伝える。」などのチェック項目が冒頭に記載され、父母の注意を促す内容となっ

ている。さらに、父母間の問題とこどもの養育の問題を分けて考えるべきであること等のこ

どもの立場に配慮したアドバイス、年代別のこどもの気持ちと対応の仕方が提示されており、

その上で「こども養育プラン」の作成を促している。そのほか、医療費の助成や児童扶養手

当等の母子・父子家庭への支援や、各種相談窓口が紹介されている。 
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図表 20 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」（1/8） 

 

※左半分が裏表紙、右半分が表紙であり、明石市の問い合わせ先等が記載されている。 

 

図表 21 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」（2/8） 
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図表 22 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」（3/8） 

 

 

図表 23 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」（4/8） 
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図表 24 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」（5/8） 

 
 

図表 25 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」（6/8） 
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図表 26 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」（7/8） 

 
 

図表 27 パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」（8/8） 

 
※記載されている内容はすべて平成 27 年 2 月時点における明石市のものである。 
出所：明石市資料「パンフレット『親の離婚とこどもの気持ち』」
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 親子交流サポート事業 
面会交流の場所として、明石市立天文科学館を提供している。面会交流の際の父母の入

館料を無料とする他、ファミリーシートやイベントなどの際における優先予約を実施してい

る。 

 

 講座「離婚後の子育てとこどもの気持ち」 
 明石市では、離婚時にこどもが心配しやすいことやそれへの対応の仕方を学ぶため、未成

年のこどもがいて離婚を考えている又は離婚をした父母を対象に、こどもを支える市のサー

ビスや取組についての周知、心理学を専門とする大学教授や臨床心理士によるこどもの気持

ちを考えるワークショップ（FAIT プログラム）、弁護士と臨床心理士による個別相談とい

った内容の講座を全国に先駆けて平成 27 年 1 月 25 日に試行的に実施した（図表 28）。ワ

ークショップの参加者は 21名であり、講座終了後のアンケートでは好評な意見が多かった。

また、講座の実施時期については、離婚前が良いとの意見が半数以上を占めた。 

 

図表 28 講座『離婚後の子育てとこどもの気持ち』紹介リーフレット 

 

出所：明石市資料「講座 離婚後の子育てとこどもの気持ち」 

 

 
（2） 周知方法  

上記の取組を市の公式ウェブサイトによる周知の他、市内の全戸に配布される広報紙「広

報あかし」や、リーフレットによる周知を行っている。リーフレットは A4 用紙 1 枚紙程度
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の分量で、町内会等で容易に回覧できるものとなっている。 

なお、明石市の取組に関しては他自治体からの視察や問い合わせも多い。九州地方のあ

る自治体では明石市の参考書式を既に再配布しており、関東地方のある自治体では明石市の

参考書式をもとに独自の書式を作成し配布を検討している。 

 

 
（3） 今後実施予定・検討中の支援策 
今後実施予定あるいは検討している取組は、図表 29 のとおりである。 

 
図表 29 実施予定・検討中の支援策 

支援策 実施内容 

総合支援パンフレットの作

成 

離婚に関する助成制度や支援制度を網羅した総合的なパンフレットの作

成。 

こどもふれあいキャンプの

実施 

両親の離婚や別居を経験したこどもを対象とするキャンプの実施。 

（平成 27 年夏を目処として検討中） 

出所：「子どもの養育支援に関する研究会」における明石市のご報告より作成。 

 
 
（4） 将来的な検討事項 
 「明石市こども養育支援ネットワーク連絡会議」（3.1.1 参照）でこれまでに出された意見

は図表 30 のとおりであり、今後の取組として提案のあった項目であるが、具体的な実施に

ついては検討中である。 

 
図表 30 明石市こども養育支援ネットワーク連絡会議で出された意見 
意見 内容 

「こどもの養育に関する合意

書」の債務名義化 

参考書式「こどもの養育に関する合意書」が作成され合意形成がなされ

たにもかかわらず、合意どおりに履行されない場合があるため、履行確

保のため、合意書の債務名義化を図ることが望ましい。 

条例の制定 こども養育支援施策は継続的・安定的・効果的に展開される必要があり、

市の施策を進める上での位置付けを明確にするため、条例の制定を検討

すべきである。 

養育費立替払制度 実効性のある養育費の履行確保の観点から、将来的な検討課題のひとつ

として位置付けてはどうか。 

児童養育手当（仮称） 母子・父子家庭への経済的な支援策として、児童扶養手当に上乗せする

手当を支給できないか。 

出所：「子どもの養育支援に関する研究会」における明石市のご報告より作成。 

 


