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2020-11-30 令和２年度「全国ひとり親家庭支援者等会議」 

 

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和２年度「全国ひとり親支

援者等会議」を開催いたします。 

 皆様には、お忙しい中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日、進行

を務めさせていただきます、山田コンサルティンググループ株式会社の津守と申します。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、開会の御挨拶を厚生労働省の子ども家庭局家庭福祉

課母子家庭等自立支援室長、上井正純様より頂戴したいと思います。 

 上井様、どうぞよろしくお願いいたします。 

○上井室長 本日は、お忙しいところを御参加いただきまして、ありがとうございます。

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室長の上井と申します。 

 日頃から、ひとり親家庭支援施策につきまして御尽力いただきまして、誠にありがとう

ございます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 例年であれば一つの会場に集まりまして、母子・父子自立支援員等の全国研修会を開催

しているところですけれども、今年度につきましては、新型コロナウイルスによる感染症

予防対策の関係がございまして、オンライン会議による開催とさせていただくとともに、

自治体のひとり親家庭支援担当職員の皆様方にも参加を呼びかけさせていただきました。 

 本日は、厚生労働省からの行政説明のほかに法務省による養育費に関する行政説明、自

治体の進んだ取組事例の発表、さらに養育費相談支援センター長による講演と準備をさせ

ていただいております。 

 ３時間にわたる長丁場ではありますけれども、また、初めてのオンライン会議というこ

ともありますので何かと御迷惑をかけることもあるかと思いますが、ぜひ最後まで御参加

いただけますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

○事務局 上井様、どうもありがとうございました。 

 次に、事務局より資料の確認をさせていただきます。 

 資料につきましては、事前に厚生労働省様より御連絡がされているかと思いますが、厚

生労働省様のホームページに掲載をしておりますとおり、資料１から資料７というものと、

参考資料１から参考資料４という計11種類になってございます。 

 講演中はこのウェブ会議のモニター画面に資料を映して進めてまいりますが、必要に応

じてお手元に御準備いただきますようよろしくお願いいたします。 

 また、本日、少し前の会議等で遅れていらっしゃる方もいますため、議事次第について

は若干変更して進めさせていただければと思います。 

 それでは、議事に入ってまいりたいと思います。 

 まずは、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室長、上井正純様より

御案内をいただきます。資料２というものを御覧いただければと思います。 
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 それでは、上井様、よろしくお願いいたします。 

○上井室長 それでは、私から最初に御説明申し上げます。資料２「ひとり親家庭の現状

と支援施策について～その２～」というものです。 

 １ページおめくりください。最初の数ページの資料につきましては、今年度の９月に出

しました新型コロナウイルス関係、また、相談支援関係の事務連絡の内容の抜粋版でござ

います。こちらにつきまして、全文は参考資料１としても添付しておりますけれども、少

し説明させていただきたいと思います。 

 １ページ、９月11日に出しました事務連絡でございまして、こちらにつきましては、国

が行っている様々な支援施策でございます。例えば臨時特別給付金ですとか、緊急小口資

金、住宅確保給付金などといったものがございますけれども、そういったものにさらに自

治体独自の施策をまとめていただいたようなリーフレットを作成していただいて、その上

でひとり親家庭の方へ御紹介いただきたいといった内容が一つになっております。 

 そして、大きい２番目ですけれども、こちらは緊急小口資金等の特例貸付けの関係です。

こちらの緊急小口資金等につきましては、申請は郵送でも可能になっております。 

（機器調整） 

○上井室長 では、１ページ目の９月11日に出した事務連絡の内容について御説明してお

りました。 

 １点目は、生活を支えるための支援の御案内ということで、国が行っている様々な支援

施策、これに自治体独自で行っている施策がございましたら、そちらもまとめたリーフレ

ットを作成して、ひとり親家庭等へ御紹介いただきたいという内容になっております。 

 ２番目ですけれども、緊急小口資金につきましては、届出は申請が郵送でも可能となっ

ております。ですから、自治体におけるひとり親家庭の相談窓口等に申請書を備えていた

だいて、さらに、その申請のサポートをしていただきたいといった、そのような内容にな

っております。 

 これらに必要な経費についてですけれども、２ページ目に、今年度の第２次補正予算に

盛り込みましたひとり親家庭等相談支援体制強化事業の概要資料を添付してございますけ

れども、こちらの中でも対象経費とすることが可能になっております。 

 続きまして、３ページ目を御覧ください。９月17日に出しました事務連絡になっており

ます。こちらも新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえたひとり親家庭等への支援につ

いてという内容になっております。こちらにつきましては、１番としまして、各自治体に

おける相談支援に関する先進的な事例について御紹介しております。例えば、LINEに公式

チャンネルを開設して相談窓口やイベントなどを周知している事例ですとか、児童扶養手

当の申請のとき、もしくは８月の現況届の報告時に、ひとり親家庭の困り事や悩み事、そ

ういった相談希望をあらかじめ確認しておきまして、後日、家庭訪問等によって相談を実

施するといったケース、また、自治体に転入してきたとき、離婚届を提出されるとき、そ

ういった方々へリーフレットを配布する、そのような事例を紹介いたしております。 
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 ４ページ目を御覧ください。相談支援に活用できる既存の補助金事業について御紹介し

ております。先ほど申し上げた第２次補正予算のほかに、例えば生活向上支援事業の相談

支援事業、いわゆるワンストップ窓口のための補助金としての相談窓口強化事業、そして、

就業・自立支援センターのための補助金等々がございます。 

 ５ページ目を御覧ください。こちらは今まで申し上げたようなひとり親支援施策をまと

めたリーフレットのサンプルとなっております。例えばこのようなリーフレットを作成し

ていただいて、ひとり親相談窓口といった連絡先も記入していただいて、その上で御活用

していただければということで例示をさせていただいているものです。 

 ６ページ目を御覧ください。６ページ以降は、令和３年度の概算要求の概要について資

料を載せております。１つ目が新規事業ですけれども、ひとり親家庭に対する相談支援体

制強化事業というものです。こちらにつきましては、内容的には大きく２つに分かれてお

ります。「事業内容」というところの１番、相談支援体制強化等事業ですけれども、こち

らにつきましては、例えばタブレット等を活用した相談対応ツールを作成するですとか、

もしくは動画による研修ツールを作成する、そういったことを通して、母子・父子自立支

援員の方々の専門性の向上、相談支援体制の充実、そういった強化を図ってもらうための

経費を補助するといった内容になっております。 

 そして、同じ「事業内容」で、かなり内容的には異なるのですけれども、２番目が住居

費支援事業になります。ひとり親家庭につきましては住居費の負担が非常に大きいもので

すから、そういった関係で何か住居費支援はできないかといった観点で、概算要求いたし

ております。住宅支援としましては、公営住宅がございます。ひとり親家庭につきまして

は、公営住宅に優先的に入居できる仕組みとなっておりますが、入居ができなかったひと

り親家庭を対象といたしまして、民間借家と公営住宅の家賃の差額相当ということで、お

おむねその家賃の半額を12か月間にわたって支援しようという内容になっております。た

だ、これは都市部と郊外でかなり家賃等は違うかと思いますので、概算要求といたしまし

ては、全国平均という考え方で上限を設けさせていただいておりまして、条件は４万円と

いうことになっております。 

 以上２つにつきまして、補助率は、国２分の１で、都道府県・指定都市・中核市ですと

２分の１、一般の市区町村ですと４分の１、都道府県４分の１ということで、現在概算要

求をいたしております。 

 ７ページ以降、御覧いただけますでしょうか。７ページ目から何枚か資料がついており

ますけれども、こちらは養育費の確保に関する予算要求の内容になっております。養育費

につきましては、現在、与党から様々な提言が政府へ行われております。さらに、法務省

と厚労省では審議官クラスのタスクフォースを開催しておりますし、後ほど法務省からも

御説明いただく予定になっておりますけれども、法務省内でも検討会が開催されておりま

す。様々な動きがある中ではございますけれども、そうした中で、令和３年度の概算要求

の内容について７ページ以降の資料をおつけしております。 
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 ７ページ目、矢印が３つありますけれども、こちらについては大きな方向性を示してお

ります。１つ目は、アクセスしやすい多様な方法によって相談支援を行うといった内容で

す。２つ目は、これは離婚するそのときですけれども、離婚時の養育費の取決め、なかな

か取決め率が依然として低い実態がありますけれども、離婚時における養育費の取決めの

ための支援が２つ目の柱。そして、３つ目の柱、方向性につきましては、取り決めた養育

費の取決めに従っていかに養育費を確保するか、その確保に係る支援といった内容になっ

ております。こういった３つの方向性に従って、予算事業の拡充を要求しております。 

 その拡充の内容について、まず８ページ目を御覧いただけますでしょうか。養育費等支

援事業になります。母子家庭等就業・自立支援事業のメニュー事業として実施していただ

いております。従来から市町村自治体の窓口でこのような事業を行っていただいているか

と思いますけれども、令和３年度につきましては、まず弁護士の単価の見直しを考えてお

ります。左下に補助単価といったものが書いておりますけれども、弁護士による養育費に

関する法律相談を行う場合について拡充、また、弁護士会などと連携して個別相談支援を

行う場合につきましても、これは新規ですけれども、単価を設けております。さらに、相

談に際してひとり親家庭が相談をしやすいよう託児サービスを行った場合に、そのための

経費を見るといったことも考えておりますし、さらにSNS相談などアクセスをしやすい多様

な方法により相談支援を行う場合についても新規で単価を拡充いたしております。 

 さらに９ページ目を御覧いただけますでしょうか。令和元年度からモデル事業として実

施してきております、離婚前後親支援モデル事業でございます。こちらにつきましては、

養育費の履行確保のための取組ということで、令和２年度から例えば公正証書の作成支援

や養育費の取決めに係る弁護士への相談、そういったことを実施できることになっており

ますけれども、令和２年度、今年度につきましては、養育費の履行確保のための取組を行

った場合につきましても、特に加算単価というものが設けられていなく、既存単価の範囲

内で取組んでいただくといった内容になっておりました。こちらにつきまして、実際にそ

ういった履行確保のための取組をしていただいた場合には、それぞれ加算単価がつくとい

う方向で要求をいたしております。 

 10ページ目を御覧いただけますでしょうか。右下の赤い枠の中に例示しておりますけれ

ども、例えば戸籍・住民担当部門とひとり親担当部門、こちらの連携をした場合の連携強

化ですとか、公正証書による債務名義の作成、保証会社を使った保証契約をした場合の保

証料の補助ですとか、先ほども申し上げましたけれども、弁護士による個別相談支援、そ

のような取組をした場合に基本単価のほかに加算単価がつくようにということで、現在、

予算要求をしているところです。 

 最後になりますけれども、11ページ目を御覧ください。こちらにつきましては、令和２

年度、今年度実施をいたします調査研究事業についてお願いでございます。今年度母子・

父子自立支援員等による相談支援体制の実態を把握させていただきまして、必要な支援施

策を検討することを目的としまして、調査研究事業を実施することにいたしております。
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事業内容が書いてございますけれども、実態調査を予定しておりまして、自治体アンケー

ト、これは907か所（都道府県47か所、市792か所、特別区23か所、福祉事務所設置町村45

か所）、こちらを全て悉皆調査ということで自治体アンケートを取りたいと思っておりま

す。 

 もう一つ、支援員アンケートといったものですけれども、こちらにつきましても母子・

父子自立支援員、こちらにつきましても、令和２年４月時点でございますが、1,780名配置

されております全員を対象とした悉皆調査を行いたいと考えております。この調査研究事

業ですけれども、株式会社インテージリサーチと申しますが、民間団体に委託して実施し

ております。厚労省からもご協力のお願いに関する通知はいたしますが、受託会社から来

月12月上旬に調査票を発出させていただく予定となっております。今後の母子・父子自立

支援員の施策を検討するに当たって、非常に重要な調査となっております。お忙しい中で

すけれども、ぜひこのアンケート調査に御協力をいただけますようお願いいたします。 

 資料につきましては以上です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 上井様、どうもありがとうございました。 

 一部、途中で事務局側の不都合によって音声の乱れ等がございまして、大変申し訳ござ

いませんでした。 

 それでは、引き続き進めさせていただきます。 

 それでは、ひとり親家庭の現状と支援施策につきまして、厚生労働省子ども家庭局家庭

福祉課長、中野孝浩様より、資料１を用いて御案内をいただきます。 

 中野様、よろしくお願いいたします。 

○中野課長 皆さん、こんにちは。御紹介いただきました、厚生労働省子ども家庭局家庭

福祉課長の中野でございます。 

 国会関係の用務がありまして、遅れての参加になりました。申し訳ございません。 

 日頃よりひとり親支援の関係、大変お世話になっております。特に新型コロナウイルス

の関係がございまして、日頃に増していろいろと御不便をおかけしていることと思います。

また、この夏のひとり親世帯臨時特別交付金の支給の関係も大変お世話になりまして、誠

にありがとうございます。 

 さて、私からは資料の順番が入れ替わってしまって恐縮なのですが、資料１を使いまし

て、全般的な話ですね。今、室長から個別の話をして、順番が逆になってしまったのです

が、全般的な考え方、ひとり親家庭の現状と支援施策、今後の大きな方向性についてお話

をさせていただければと思います。 

 つい先頃、河野大臣の行政事業レビューでもこのひとり親支援の関係が取り上げられま

して、特に強化をしろと、政府を挙げてこのひとり親家庭の支援について、縦割りを排し

て文科省や内閣府と連携をして力強く進めていけという指示を受けたところでございます。 

 それでは、資料を使ってポイントだけ説明をさせていただければと思います。 

 １ページ、これはもう皆さんご存じのとおり、母子家庭・父子家庭の現状でございます
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が、数としては圧倒的に母子家庭が多い状況の中で、４番のところでございますが、特に

母子家庭は一般世帯に比べて平均年間収入が相当低い状況にありまして、その平均年間就

労収入は200万円という状況にございます。 

 次の２ページに進んでいただきまして、今ご説明させていただいたひとり親世帯等調査

とは別の国民生活基礎調査になります。やはり稼働所得が少ないというところがポイント

でございまして、総所得ですね。一般的なひとり親以外の子どものいる世帯と母子世帯を

比較しますと、総所得で言うと４割にすぎないという状況でございます。こうした中でひ

とり親の支援、特に母子家庭の支援が大変重要になっている状況でございます。 

 その上で３ページに進んでいただきまして、４本柱ということでひとり親支援、皆さん

のお力を借りながら進めさせていただいているところでございます。就業支援を柱、基本

としながら子育て・生活支援、養育費の確保支援、さらには児童扶養手当をはじめとした

経済的支援ですね。こうしたものを組み合わせて支援をするというところがポイントにな

るわけでございます。 

 一番下のところを御覧いただければと思いますが、課題のところに書かせていただいて

いるとおり、これは釈迦に説法ですが、支援施策ですね。これは非常に多くの分野にまた

がっております。先ほど、関係省庁と連携してと申し上げましたが、例えばひとり親への

支援といったときに住宅の支援ですね。皆さん普段から例えば公営住宅の支援などいろい

ろな取組をなさっていると思うのですが、住宅の支援あるいは学校の関係の支援、もちろ

ん厚生労働行政の経済的支援、児童扶養手当等の社会保障支援ですね。こうした支援を多

分野にわたってうまく個々のニーズに応じて組み合わせると。特にニーズはまちまちでご

ざいます。右下の赤枠のところに書いていますが、多様なニーズ、これをワンストップに

受け止めて必要な支援につなぐと。こうした機能が非常に重要になるというところで、母

子・父子自立支援員の方に期待されるところは非常に大だと言われております。 

 さらに、私どもがやっております母子・父子自立支援プログラムですね。これは必ずし

も十分に普及しているわけではございません。こうしたものをうまく活用しながら、多様

なニーズにうまく応えられるような取組を進めていきたいと思っております。 

 次のページをお願いします。その辺りのイメージですね。すくすくサポート・プロジェ

クト以来、こうしたワンストップの自治体の窓口、皆さんの御協力をいただきながら進め

ていただいているところでございます。それを概念図で描いたものでございまして、実情

踏まえてワンストップで寄り添い型の支援をするというところが重要になると書かせてい

ただいております。 

 例えば一番左ですね。ひとり親の家庭、これは皆さんご存じのとおり子育て、仕事の両

方をひとり親家庭は両立させる必要があるということでありまして、なかなか時間がない

状況にございます。、相談の時間も取りがたい、仕事で忙しい、子育てで忙しいという方

に対して、うまく窓口を周知しながら、スマートフォン等でうまくウェブサイトを活用し

ていただきながら支援窓口に誘導するような、そんな手法も重要ではないかと。つまり、
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ひとり親の方々のアクセスの向上を図る必要性があると考えています。 

 さらにこの後、横浜市さん等々にもお話をいただきますが、相談のしやすさという観点

でSNS、最新のICTツールを活用するというところが重要になると思います。 

 また、一番下のところにも書かせていただいておりますが、これは従前より皆さんいろ

いろ工夫して御活用いただいていると思うのですが、児童扶養手当です。支援を要する方々

の大部分は児童扶養手当を使っていただいていると思うのですが、毎年８月の現況届、こ

の現況届のタイミングでその機会を捉えて、例えばニーズを把握したり、あるいは現況届

をお送りするときにいろいろな周知のためのパンフレットを入れたり等々、こうしたつな

がりをつくるチャンスとして活用いただく。さらには第２次補正予算でいろいろ施策を盛

り込ませていただいているところですが、複雑な社会保障制度、新型コロナウイルスの関

係でさらにいろいろな特例措置が出てきて複雑になっているわけでございますが、この複

雑な制度、これはなかなか母子・父子自立支援員の方は理解するのは難しいと思います。

そうした母子・父子自立支援員の方々をバックアップするという観点で、複雑な制度情報

をタブレット等を活用しながら情報機器でバックアップをする、さらにはコールセンター

みたいなものを設けて案内をする、そうした取組が重要になると考えております。 

 いずれにしましても、こうしたひとり親の相談窓口の機能強化をするといっても、なか

なか母子・父子自立支援員あるいは自治体の方々の体制が、普段から御苦労されている状

況の中で難しいと思いますので、私どもとしてもこの機能強化に向けて来年度の予算要求

あるいは間もなく対外的に出てくると思うのですが、第３次補正予算ですね。こうしたも

のを活用しながら自治体の方々とともに支援をする施策をどんどん打ち出していきたいと

思います。 

 次のページをお願いします。自治体におけるひとり親支援の理想とするイメージという

ことで、この後、自治体の方々等からいい事例を御報告いただくことになっておりますが、

幾つか「支援のポイント」というところで左下に書かせていただいております。専門的な

相談窓口が継続して支援を行いひとり親との信頼関係を構築する、それから、ニーズをワ

ンストップで正確に把握をして一人一人のニーズに合った支援をするというところがポイ

ントになるわけであります。 

 この支援窓口で重要なのは、どういうところにニーズがあるのかですね。繰り返しにな

りますが、ひとり親の方々はいろいろなニーズをお持ちであります。左に書いております

が、離婚したばかりで精神的に不安定ということであれば、例えばそういう心理的な相談

が必要だ、あるいは育児の関係でつらいということであれば相談機関が必要だ、あるいは

子どもさんを預かっていただくような支援が必要だ、進学費用の関係あるいは就職に有利

な資格が欲しいというと就労支援あるいはお子さんの進学の支援、経済的な支援の仕組み

かもしれません。経済的な支援といっても、例えばひとり親の方だけの支援ではなくて、

一般的な生活困窮者ですね。そうした方々を対象とした支援の仕組みもありますので、こ

れは福祉の部局だけに限ってということではなくて、非常に多様なところですね。様々な
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機関と連携をする必要があるというところで難しさがあると考えてございます。うまくつ

なぐためにはどうしたらいいのか、その辺り、この後の自治体の方々のプレゼンからも学

ばせていただきたいと考えております。 

 次のページをお願いします。今後の支援の在り方としまして、これはもう言うまでもな

いところでございますが、役場やあるいはハローワークみたいに公共の機関以外にも、NPO

法人等の民間との協働が非常に重要になるということでございます。既に、これは北九州

市の事例ですが、子ども食堂やあるいは学習支援ですね。ひとり親家庭等生活向上事業あ

るいはこれ以外の補助金等も使いながら、こうした取組、NPO等々と連携しながら民間との

協働事業を進められているところでございます。こうした取組を今後ともさらに進めてい

く必要があると考えておりますので、ぜひ様々な補助金ですね。第２次補正の関係、ある

いは第３次補正でもこうした支援の取組を盛り込む予定にしてございますが、御活用いた

だければと考えております。 

 次のページをお願いします。最後に今後の改善に向けた課題ということで書かせていた

だきました。この後自治体の方々の具体的な事業の取組、どのようにしてひとり親の支援

をなさっているのかを聞いた上で、協議をさせていただければと思っていますが、今申し

上げたとおり、多様な支援主体が連携するというところが重要になります。ひとり親家庭

のニーズ、非常に多岐にわたるということでございます。ハローワークや就労支援のとこ

ろ、あるいは民間のNPO等も含めまして、いろいろな団体が連携をする、分野も多岐にわた

るというところでございます。こうした多様な支援主体がうまく連携するようなプラット

フォームづくり、これを進める必要があると考えております。この辺りを含めましてどの

ように連携しているか、先ほど室長からもお話がありましたが、全国の自治体を通じた今

の取組の実態、この辺りの実態把握を順次進めてまいりたいと思います。 

 さらに次の■のところに書かせていただいておりますが、相談の質の向上・連携の質の

向上です。特に母子・父子自立支援員の方、これはキーパーソンとなるわけでございます。

こうした方々の取組、さらに資質向上を図っていくにはどうしたらいいか、あるいはICT

ツールですね。母子・父子自立支援員あるいはその自治体の職員の方々、こうした方々が

非常に多岐にわたる複雑な制度ですね。こうしたものをしっかり御案内できるような、バ

ックアップするようなICTツールを活用するにはどうしたらいいのか。その他うまくICTを

活用して、例えばSNSで相談に応じたり、この後御紹介したいと思うのですが、秋の行政事

業レビューの中の有識者からはチャットボットみたいなものを使うところも必要ではない

かという御提案もいただいております。これはすぐにできるわけではないのですが、こう

したものを開発した上で、例えば民間の既に営業窓口みたいなところで活用されている手

法等も検討しながら、国でもモデル事業を展開した上で自治体の皆さんに情報提供を進め

てまいりたいと考えております。 

 なお、個別の支援メニューの課題ということで、この夏の概算要求に盛り込まれたもの

を含めまして、幾つか御紹介をさせていただければと思います。特にひとり親家庭の支援
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ニーズに沿ったメニューをうまく提供できているかどうかについてでございます。就労に

ついては非常に柱となる重要な支援策ということではございますが、ハローワーク等とう

まく役割分担しながら効果的な支援メニュー、これをうまく提供することが重要というこ

とでございます。今後どういう支援をしたらいいのかというところについては、国でもし

っかり検討してまいりたいと考えております。調査研究事業等も進めながら効果的な就労

支援メニュー、特に給与アップですね。所得が低いというところがひとり親の大きな課題

と申し上げましたが、その改善につながるような支援、これはハローワークだけでいいの

か、そこら辺も含めて検討していきたいと考えています。 

 さらに次のところです。これも概算要求に、通勤・子どもの通学などのニーズを踏まえ

て、住宅というのは非常に重要になるわけでございます。住宅の立地によって通勤のしや

すさですね。通勤のしやすさが改善すると当然ながら条件のいい職場につながる可能性が

あって、所得が向上する可能性があるわけでございますので、例えば公営住宅に入れたと

しても非常に遠いところで職場に通うことが難しいということであれば、これは自立支援

の観点でやや問題がある可能性があるわけであります。そうした観点も踏まえて、住宅の

ニーズというのはうまく対応していく必要があるわけですが、どのような支援ができるか。

これは概算要求でも一部そうした観点で盛り込ませていただいているところですが、財務

省の査定も踏まえてこの12月に概算要求から政府の予算案という形になるわけですが、そ

の辺り、今の段階ではまだ財務省との調整結果は出ていないので御報告できないのですが、

その辺りも含めて近いうちに情報提供させていただければと思います。 

 次のページをおめくりください。最後、冒頭でもちらっとお話をさせていただいたので

すが、秋の行政事業レビューですね。この冒頭で子どもの貧困・シングルペアレンツ問題

というところが、河野大臣を中心とした行政改革会議からラインアップされたということ

でございます。ヒアリングを政府として受けまして、その中でここに記載しているような

指摘を受けたわけでございます。特に支援策のワンストップ化、これは今の政府の方針と

して縦割り行政を打破するという大きな方針が示されているわけでありますが、このひと

り親の支援につきましてもワンストップ化、特に教育等々を含めてワンストップで縦割り

を超えた支援ができるようにという点は、一つ大きな指摘をいただいている点です。 

 それ以外にもデジタルデータ、これはデジタル庁の創設も含めて今の政権でデジタルデ

ータの活用というところが大きく言われてございます。そうしたデジタルデータも活用し

ながら、３つ目の○のところに書いてございますが、プッシュ型の支援ですね。これはな

かなか今プッシュ型の支援、今回のひとり親世帯臨時特別給付金の話も含めて非常に難し

い状況にあったわけでございますが、これはどのような方法でプッシュ型の支援ができる

のか。横浜市さんにこの後御報告いただくのですが、SNSで登録をしていただいて、登録し

ていただいた方に対してプッシュ型でいろいろ情報提供をしていると伺っております。そ

れ以外にももともと市町村で持っていただいている情報、これは個人情報保護条例等の関

係で非常に難しい課題があることは承知をしておりますが、自治体レベルで個人情報保護
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条例の条件等々をうまく定めながら、あるいは運用上の工夫をしながら、プッシュ型で支

援をされているという話も伺っております。その辺りも含めて、この後自治体の皆さんか

らよい事例提供を、完全なプッシュ型でなくとも申請を待たずしてできるだけニーズがあ

りそうなところに対して積極的に情報提供していくことも含めた広い意味でのプッシュ型

について、いろいろ情報提供をいただければありがたいと思います。 

 最後、支援を担う人的資源の拡充等々ということで支援員の方ですね。母子・父子自立

支援員の方々の重要性もこの秋の行政事業レビューの中で指摘をされたということについ

て御紹介をさせていただければと思います。 

 こうした観点で、秋の行政事業レビューということで内閣官房からも我々はひとり親の

支援、重要性を指摘されているところでございまして、自治体の皆さん等々とうまく連携

をしながら、私どもとしてもしっかり施策を進めてまいりたいと思います。この後の自治

体の方々の好事例をいろいろ聞かせていただきながら、その後自由な討議、御質問を受け

ながら議論を今日は進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 少し時間が長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。 

○事務局 中野様、ありがとうございました。 

 次に、養育費の動向につきまして、法務省民事局参事官室、高橋あゆみ様より御説明い

ただきます。 

 それでは、高橋様、よろしくお願いいたします。 

○高橋局付 ただいま御紹介を受けました、法務省民事局付の高橋と申します。本日はど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 養育費の不払い問題については、国会や報道などで取り上げられる機会が増え、国民か

らも強い関心が向けられるようになってきました。法務省では、これまでも養育費を含む

父母の離婚に伴う子の養育の在り方について、子どもの利益を最優先に考える観点から検

討を進めているところでございます。本日は養育費の動向というテーマでお話をさせてい

ただきます。 

 日本では、年間の離婚件数は20万件を超え、その半分以上、約12万組が未成年の子ども

がいる夫婦です。離婚によって夫婦の関係が解消されても、親と子の関係は変わりません。

離婚後、子どもと離れて暮らすことになった親も、子どもを育て教育するための費用とし

て、養育費を支払う責任を負うことになります。しかし、実際には、養育費を受け取るこ

とができていないひとり親が多いのが現状です。厚生労働省の平成28年度ひとり親世帯等

調査結果では、母子世帯において離婚した父親から現在も養育費を受けている割合は

24.3％です。父母の離婚後、別居している親から養育費の支払いを十分に受けていないこ

とが、ひとり親世帯の貧困の要因の一つとして指摘されております。 

 養育費の不払いの問題の解消に向けて、法務省では様々な取組を行っております。今回、

配付をお願いした「養育費の履行確保に向けた取組」と書かれている資料、今表示されて

いるものですが、こちらが養育費の問題について、法務省のこれまでの取組、現在の取組
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についてまとめたものになります。本日の講演では、養育費の不払い問題に関して、法務

省が現在行っている取組や検討体制について御紹介させていただきます。 

 まず「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」と書かれたパンフレットを御覧

ください。そちらを資料としてお出しできますでしょうか。ありがとうございます。 

 ひとり親家庭にとって、離婚後も継続して養育費を受け取るためには、離婚時に養育費

に関する取決めを行うことが重要となります。しかし、一般的には離婚時に養育費を取り

決めることの重要性について知らない、あるいは自身の問題としてしっかりと考える余裕

がないという方も多く、養育費について取り決めることなく離婚している父母が多いのが

現状です。厚生労働省の平成28年度ひとり親世帯等調査結果によると、養育費の取決めを

している人の割合が母子世帯では42.9％、父子世帯では20.8％となっております。離婚を

考えている人の中には、DVなどで今すぐ相手から離れたい、身の危険を感じるという人も

いるでしょうから、父母間での養育費の取決めができる状況ではないような方もいらっし

ゃるかと思います。そのような方たちに対しては、安全に養育費の取決めができるような

第三者の支援が必要になってきますが、そうでない人には、離婚届を提出するまでの間に、

養育費について、子どものことを第一に考えて父母間でしっかりと話し合ってもらい、で

きる限り父母間で取り決めた内容を法的な書面の形で残してもらいたいと考えております。 

 法務省では、養育費と面会交流の取決め方やその実現方法について分かりやすく説明し

たパンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を作成しております。

今、ここに表示されているものがそちらのパンフレットになります。このパンフレットに

は、離婚の際に親権者だけでなく面会交流や養育費の分担についても定めることや、養育

費が親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えるためのものであるといった

記載がされております。養育費に関する重要な情報が記載されておりますので、離婚を考

えている方にこのパンフレットをぜひ読んでいただきたいと思っております。 

 法務省では、離婚届などを受け付ける自治体の窓口において、離婚届用紙を取りに来ら

れた方にこのパンフレットを同時に交付するようお願いしております。しかし、なかなか

この取組が広がっておらず、自治体によってパンフレットの使用方法は様々で、本当に支

援が必要なひとり親の方、離婚を考えている親の方に、このパンフレットが十分に行き届

いていない例も見受けられます。自治体の窓口の御担当者におかれましては、お子さんを

抱えて離婚を考えている皆さんにこのパンフレットが幅広く行き届くよう、パンフレット

を効果的に活用していただければと思っておりますし、追加が必要な場合には、法務省民

事局にぜひ御連絡をいただければと思います。 

 また、パンフレットには、養育費と面会交流に関する取決めをした後に作成する「子ど

もの養育に関する合意書」も入っております。パンフレットの14ページを御覧ください。

ありがとうございます。この合意書は、子どもの養育費や面会交流について、父母がお互

いの約束事を確認する文書になります。子どものためにこのような文書を作成することが

重要であるということを広く知っていただきたいと思っております。パンフレットやパン
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フレットに掲載されている合意書のひな形は、法務省のホームページ「子どもの養育に関

する合意書作成の手引きとQ&A」でも掲載しておりますので、ホームページからダウンロー

ドすることも可能です。 

 養育費の取決めは、離婚後にすることも可能ですが、離婚後に本人たちだけで取決めを

することは難しいことが少なくないと思われますので、できれば離婚をする前に子どもの

養育のことを考え、養育に係る費用をどのように分担するか決めてから離婚することが望

ましいと思っております。このパンフレットには、養育費の取決めについて、どのような

項目を取り決めたらよいか、相手方が話合いに応じてくれない場合やまとまらない場合に

どうしたらよいのか、取決めをしたけれども払ってもらえないときにどうしたらよいのか、

一度取り決めた養育費について額を変更することはできるのかなど、養育費についてよく

聞かれる質問もFAQの形にまとめております。 

 FAQですが、パンフレットの７ページを出していただけますでしょうか。ありがとうござ

います。この７ページに養育費と面会交流についてのQ&Aということでまとめられておりま

すけれども、法務省によく聞かれる質問をこちらにまとめて書かせていただいております。 

 また、養育費に関する相談先についても、パンフレットの最後に記載しております。一

番最後のページを示していただけるでしょうか。ありがとうございます。最後のページに

「『養育費』と『面会交流』の関係について」「問い合わせ先」ということで書かせてい

ただいております。自治体の関係者の方々もぜひ一度このパンフレットを手に取って読ん

でいただき、このパンフレットを参考にしていただければと思います。そして、養育費の

取決めの重要性について市民や区民の方に周知していただきますよう、御協力をお願いい

たします。 

 また、法務省では、今年の３月からこれまでになかった新しい取組として、離婚を検討

しようとしている人を対象にしたホームページ「離婚を考えている方へ～離婚をするとき

に考えておくべきこと～」を作成しました。このホームページには夫婦が離婚をするとき

に考えておくべき代表的な事柄として、子どもに関する事項、親権者、養育費、面会交流、

それから、財産分与、年金分割などを紹介するとともに、相手が約束を守らなかったとき

に取り得る手続についても詳しく説明し、さらには法テラスや日本公証人連合会へのリン

クなども掲載しております。 

 先ほどのパンフレットには、このホームページのQRコードも載せております。パンフレ

ットの一番最初のページ、表紙を示していただけますでしょうか。ありがとうございます。

今、このパンフレットの表紙の右下に記載されているもの、こちらがホームページのQRコ

ードになります。このQRコードを読み取ることで法務省のホームページを見ることもでき

ます。このホームページは、国民の皆さんにより分かりやすく養育費など離婚に関する問

題を知ってもらいたいということで開設したものです。より多くの人にこのホームページ

を御覧になっていただき、養育費の取決めの重要性について周知していくとともに、養育

費を受け取れなくて困っているひとり親の方をサポートできるようなホームページになる
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よう、今後も改良を重ねる予定です。法務省として引き続き養育費に関する広報・啓発活

動を積極的に進めてまいりたいと考えております。 

 次に、この養育費の不払い問題については、法務省でも運用の改善や制度の見直しに向

けた検討を進めておりますので、現在の検討体制について御説明いたします。お手元の「養

育費の履行確保に向けた取組」と書かれた資料を御覧ください。ありがとうございます。

左下に現在の検討体制として３つ記載されておりますが、養育費の不払い解消に向けた検

討を行う会議体として、まず１つ目が、民事法研究者、裁判実務家等を中心として、厚労

省、最高裁判所、法務省の担当者も参加する「家族法研究会」、こちらの主催は公益社団

法人商事法務研究会になります。２つ目の検討体制が、厚生労働省と法務省とで連携して

取り組んでいる「不払い養育費確保のための支援に関するタスクフォース」、そして、３

つ目が、法務省内の有識者会議である「養育費不払い解消に向けた検討会議」があります。 

 本日は、配付資料として、不払い養育費解消に向けたタスクフォース、養育費の不払い

解消に向けた検討会議と書かれた資料の配付をお願いしております。本日は、厚生労働省

と連携して取り組んでいるタスクフォース、それから、法務省内の有識者会議の２つの検

討体制について簡単に御紹介させていただきます。 

 まずは「不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォースの設置について」と

書かれた紙を御覧ください。こちらは本年６月に厚生労働省と法務省の審議官級で立ち上

げられた会議体で、養育費確保のための公的支援の問題を中心に、運用や制度の改善につ

いて、考えられる論点と課題の整理が行われております。また、不払い養育費の確保に向

けた海外や自治体の先進的な取組についても把握や分析が進められております。最近、養

育費問題について、各自治体の独自の取組として様々な支援や助成が改善されるようにな

ってきており、新たな支援を検討中の自治体も増えてきております。我々もそのような取

組に大変注目しておりますが、各自治体の実情に応じた相談体制や支援整備の難しさや課

題も指摘されているところです。法務省では、厚生労働省とも連携しながら、これまでも

自治体の取組事例を集めたり、予算事業の内容を整理したりして、このタスクフォースの

ホームページで公開するなどしております。自治体における支援体制の在り方や新たな支

援策などについて、引き続き検討していきたいと考えております。 

 次に「法務省『養育費不払い解消に向けた検討会議』」と書かれた紙を御覧ください。

こちらの検討会議も、先ほどのタスクフォースと同じ時期、今年の６月に立ち上げられた

会議になります。こちらは養育費問題に精通した法律家、研究者、支援関係者などで構成

されている有識者による会議で、養育費の不払いの問題の解消に向けて、現行法の下での

運用改善や見直しで対応可能な課題について検討を進めるとともに、養育費の支払い確保

に向けた新たな立法課題、制度の在り方について議論を進めております。 

 この会議ですが、６月に第１回を行い、これまで自治体や関係団体、有識者からのヒア

リングを行うとともに、運用や制度における見直しに向けた意見交換を行ってまいりまし

た。６月から９月にかけては、現行制度の下で対応可能な方策や運用上の対応について議
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論を行い、９月にこれらの議論の結果を養育費検討会議の中間取りまとめとして公表させ

ていただきました。本日の資料として配付させていただいた「養育費の不払い解消に向け

た当面の改善方策」という資料が、この検討会議の中間取りまとめとして公表されたもの

になります。 

 この会議には、自治体のひとり親支援の担当者の方にも御参加いただいており、養育費

問題に関する自治体における取組についても検討を進めております。例えば離婚をめぐる

問題では、初期段階での公的支援や関与が有効であることから、どうすれば自治体におけ

る支援や解決機能を強化することができるのかといった観点からの議論も行われておりま

す。自治体の窓口に相談に来られる人の悩みは、個別の状況によって様々であるため、個

別のニーズに応じた対応を取るにはどのような課題があるか、自治体における養育費問題

の法的支援体制を充実させるためにはどのような課題があるのかといった議論も行われて

きました。 

 自治体との関係では、この中間取りまとめの９ページ以降「第５ 自治体における先進

的取組の横展開と国による支援」の項目で、検討会議で指摘された問題意識や議論、課題

についても取りまとめられております。現在、この検討会議では、制度的在り方について

幅広い議論を行っており、年内にはこの検討会議の最終取りまとめが公表される予定とな

っております。 

 最後になりますが、今後、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるこ

とに関連したお問合せが増えるかもしれませんので、成年年齢の引下げに伴う養育費の取

決めについてお知らせいたします。2022年４月１日から、成年年齢が20歳から18歳に引き

下げられるため、既に取決めを行っている養育費についても子が18歳になるまで払えばい

いのか、18歳までしか受け取れないのかといった相談が法務省にも寄せられており、今後、

自治体の窓口にもこういった相談が来るかもしれません。まず、既に成人になるまで支払

うとの取決めがある場合ですが、この場合は法律の改正により、成年年齢が18歳に引き下

げられたとしても、取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことから、これまで

どおり、20歳まで養育費の支払い義務を負うことになります。 

 また、今後の取決めに当たっても注意していただきたいのは、養育費は子が未成熟であ

って経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものですので、子

が成年に達したとしても経済的に未成熟である場合、例えば子が大学に進学している場合

には、養育費を支払う義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられた

からといって、養育費の支払い期間が当然に18歳に達するまでということになるわけでは

ございませんので、これまでと同様に20歳まで、または22歳までと決めることも多いと考

えられますので、この点は御注意くださいますようお願い申し上げます。詳しくは法務省

のホームページで御案内しておりますので、御不明な点等がございましたら法務省民事局

までお問合せをください。 

 私からのお話は以上になります。御清聴ありがとうございました。 
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○事務局 高橋様、ありがとうございました。 

 それでは、自治体からの取組事例発表に移ってまいりたいと思います。 

 本日は、滋賀県野洲市様、東京都江戸川区様、神奈川県横浜市様よりそれぞれ御発表い

ただきたいと思ってございます。 

 まず初めに、野洲市市民部次長、生水裕美様から御案内をいただければと思います。 

 生水様、よろしくお願いいたします。 

○生水次長 皆様、こんにちは。よろしくお願いいたします。野洲市役所の相談業務を担

当しております、生水といいます。 

 今日は、野洲市役所で取り組んでいるひとり親家庭の方々への支援について中心にお話

をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず、野洲市の紹介ですが、人口５万の小さな町です。湖南に位置して、湖と山があり

ます。 

 お手元の資料にもございますが、野洲市の市民生活相談課の業務・体制です。皆様の自

治体でも生活困窮者自立支援法を所管されている部署があって、今コロナ対策で非常に相

談が殺到している困窮相談を担当されている部署があるかと思います。野洲市では市民生

活相談課がこうした生活困窮の相談を直営で受けております。あわせて、市民の方々から

の様々な相談事、また、こうした先ほどから御説明があったような養育費に関する御相談

につきましては、弁護士・司法書士による法律相談も担当しておりますので、生活困窮、

そして、消費生活相談、法律相談、行政相談など様々な専門相談につきまして、市民生活

相談課が総合相談窓口として位置づけられています。 

 次のスライドは生活困窮相談に関する相談の件数を挙げさせていただいておりますが、

皆さんの自治体でも非常に多く相談が殺到していると思います。コロナ関連につきまして、

経済的困窮に陥っている方々が多くて、今まで養育費の取決めをしていたのに元夫の収入

が減少してしまって養育費の支払いが止まってしまったという相談も増えてきているとこ

ろです。 

 野洲市が一番気をつけているところは、相談者に対してどうすれば相談をお届けするこ

とができるかというところでして庁内連携を中心に仕組みをつくっております。例えば相

談者はなかなかたどり着けない。離婚して、子どもに障がいがあって、不登校、お母さん

も認知症で、自分も鬱病がある、借金もあって税金も滞納している、でも、どこに相談に

行こうかと。子どものことで世話になっているので障がい関係の部署に相談に行くけれど

も、ここは障がいだけですと。では、お母さんのことでも世話になっているので地域包括

支援センターに行くけれども、ここは高齢者のことだけですと。結局、いろいろな相談に

ついて、どこに相談していいか分からなくなってしまう、こういうことが現状で起こって

いると思います。 

 そこで、断らない相談体制を推進するため、相談者を発見する仕組みとして、例えば税

金を滞納している市民の方に対し、納税推進課が声をかけます。滞納していますよと。で
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も、そこで実は困っているのです、借金もあって払えないのですということが分かれば、

納税推進課が相談者を連れて市民生活相談課、困窮相談の窓口につないでくれます。それ

を基にいろいろな課がチームとなって、その相談者の困り事を中心に支援を行います。い

わゆるこれがアウトリーチ機能の仕組みとしております。特に困り事の相談から養育費の

相談につながるケースが非常に多いので、養育費の相談というのではなく、違う相談から

アプローチしていくことはとても大事なのかと思っています。 

 また、こうしてつながってきた相談者に対して、市民生活相談課でいろいろなことを考

えて支援を行います。例えば子どもの就学援助ならば、学校教育課に連絡します。そして、

介護サービスは地域包括支援センター、児童扶養手当については子育て家庭支援課、そし

て、養育費や債務整理については法律相談、こうしたいろいろな支援をコンシェルジュ機

能としてプランを立てていく。相談者がいろいろなところへ動かなくても、そうした仕組

みを使って、相談者が振り回されることなく支援をチームで行っていく。いわゆる支援を

つなぎ合わせていく機能が大事だろうと思っています。 

 このスライドが野洲市役所の１階の見取図です。後でこれは御説明していきますが、「や

すワーク」といって、ハローワークの機能を市役所に設置しています。また、談話コーナ

ー、ここは半個室のブースですが、こちらに相談者を御案内して相談対応しております。

この赤い丸、これがこれから御説明していく待合ブースです。市民課と市民生活相談課の

間のところに、こうした待合ブースをつくっておりまして、ちょうど今コロナ対応で、今

まではソファーだったのだけれども、清掃のしやすいパイプ椅子に替えています。こちら

の場を覚えておいていただいて、ここに市民に待機していただきます。 

 今、新型コロナウイルス感染症予防対策として、市の窓口については、総務課の手作り

のこうしたバリアを全て張っております。これは皆さんの自治体でもこうした工夫やいろ

いろな感染対策がなされているだろうと思います。 

 野洲市では、離婚届を取りに来られた方に対して、先ほど法務省の高橋さんからも御説

明がありました1番「子どもの健やかな成長のために」というQ＆A、この冊子と、そして、

市がつくっております2番「無料法律相談のお知らせ」のビラを併せてお渡しするようにし

ております。こうした１番と２番の資料を市民課の離婚届を取りに来られた方に対してお

渡しし、そして、２つ目として、市民課に離婚届を提出に来られた方に対しては養育費等

のチェック欄、これは離婚届にある養育費のチェックですね。ここを見て「まだ決めてい

ない」というところにチェックがありましたら、また、チェックなしの場合についても、

もう一度この２番の「無料法律相談のお知らせ」をお渡しするようにしております。だか

ら、市民さんにお渡しするタイミングとしては、市民課に離婚届を取りに来られたとき、

そして、提出に来られたとき、この２回に分けてきちんとお渡しできるように気を付けて

います。 

 そうは言っても、窓口でこうした養育費の取決めをするにも法律相談ができないとか、

心配なことがあったときには、隣にあります市民生活相談課の法律相談につないでもらっ
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たり、また、つながった方については法テラスの御案内をして、費用の心配をしなくても

相談できますよということをお伝えして、相談対応をさせてもらっています。 

 野洲市のやり方をこれから御紹介していくのですが、こうした「戸籍等々の申請にかか

る連絡表」というものをつくっております。この連絡票につきましては、市役所の内部用

で動く連絡票です。住所変更がない場合は、この連絡票のみ回覧をしております。住所変

更があるときには、この住民異動届とセットでこれから御説明していく連絡票の移動がさ

れていく状態です。ここの連絡票を覚えておいてください。 

 これから異動届の連絡票の流れについて説明をしていきます。まず、市民さんが市民課

の窓口に離婚届を出しに来られます。そうすると、この連絡票というものを、先ほどお見

せしたここについて市民課が記載をしまして、この市民さんが動かなくても連絡票のみが

まず保険年金課に移動していきます。職員が持っていくのです。市民課が保険年金課に連

絡票を持っていく。 

 市民は、先ほど御案内した市民の待機ブースにずっと座っていただきます。保険年金課

では、この連絡票に基づいて、いわゆる離婚届であれば、特にこの赤字で書いてある福祉

医療費助成制度、ここに気をつけてチェックを入れていきます。そこで、この方にとって

福祉医療制度が該当するとなりましたら、職員が先ほどの市民の待たれている待機ブース

に出向きまして、この制度の説明をします。そして、必要な手続については後で来ていた

だくことになりますが、職員が出向いていくようにしております。 

次に連絡票は高齢福祉課に行きまして、そして、ここで介護保険の必要があればチェック

をしていく。 

 次に、高齢福祉課から子育て家庭支援課に連絡票が移動しまして、ここでは児童手当、

児童扶養手当のチェックをします。また、この必要な制度につきましては、子育て家庭支

援課の職員が先ほどの待機ブースに出向いて、そして、制度の説明をして、後で必要な制

度になりましたら手続を窓口のほうに来ていただくようにお伝えしていきます。 

 次は障がい者自立支援課に連絡票が移動しまして、ここでは障害者手帳であったり、障

がいに関する様々な手当について必要であればチェックをして、その市民の方に御説明に

伺います。 

 最後に市民生活相談課に戻りまして、ここでごみ案内の説明をさせていただいたりとか、

必要であればいろいろな制度の窓口や法律相談の案内をさせていただくことになっており

ます。 

 最終、もう一度連絡票が市民課に戻りまして、そして、市民はずっと待機ブースに座っ

たまま様々な手続がワンストップで終わるといった仕組みになっております。 

 特に気をつけなくてはいけないのが、制度活用の漏れがないようにすることと、「ひと

り親家庭福祉医療費助成制度」と「児童扶養手当」につきましては、連携を密にして説明

を行うように気をつけております。 

 これは保険年金課が作成しました「ひとり親家庭医療費助成に伴う異動者チェックリス
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ト」です。これは担当者が持っているもので、見にくいかもしれませんが、皆様のお手元

の資料にあると思います。このチェックリストに基づいて、離婚届があった場合にチェッ

クをして、そして、福祉医療制度に漏れがないように気をつけて対応するようにしており

ます。 

 こうした市役所の様々な仕組みを使いながらも、もう一つひとり親家庭に対して行って

いるのが就労支援です。これは国のアクションプラン事業というものを活用しまして、先

ほど御説明したように市役所の中にハローワークの機能を設置しております。ここについ

て、例えば若年層やひとり親家庭、生活保護受給者や高齢者、障害者、また、生活困窮で

お困りの方々を対象に予約制で個別に丁寧に就労支援を行わせていただいております。 

 これはいい笑顔で笑っている子育て家庭支援課のプログラム策定員さんです。荒川さん

です。そして、野洲市の就労決定者の状況、このやすワークの状況につきましては、昨年

度で年間112人利用なされて、就職決定は100人、特にひとり親家庭の方は頑張り屋の方が

多いので、多く就職決定をしている状況です。またよかったら御覧ください。荒川さんの

隣に写っている方がハローワークから派遣いただいている就職ナビゲーターの伴さんです。 

 この資料を見ておいていただけたらと思うのですが、野洲市のひとり親支援の状況につ

きましては、子育て家庭支援課が行っていて、プログラム策定員が１名、そして、母子・

父子自立支援員が１名、合わせて２名です。策定の事業実績としましては、人口割合で考

えると非常に多いのかなと思うのですが、令和元年の９月末までが30人に対して相談回数

200回、今年は９月末までで申請者34人282回、コロナの影響で非常に相談が増えていると

ころです。収入アップのところも児童扶養手当受給世帯79人に対して「昨年度より収入ア

ップ」が68人ですので、実績はとてもいいと思います。またよかったらこちらを御覧いた

だければと思います。 

 これがやすワークの御案内なのですが、ちょうど市役所の中央ぐらいにありまして、２

畳分ぐらいの個室のブースです。やすワークは就労支援を行うハローワークと生活支援を

行う市民生活相談課が一緒になって、その方の一体的実施で就労支援を行うと。全て国の

予算で賄っておりますので、市は１円も払うことなく実施しています。 

 やすワークの申込みをして、就職ナビゲーターの方と市民生活相談課の相談員、支援者、

相談者、例えばひとり親家庭の方でしたら、先ほどのプログラム策定員の荒川さんが一緒

につきまして、４人でどこがいいかなということを考えていきます。こちらにハローワー

クと全く同じ端末機がありますので、一緒に相談をして、決めたら紹介状も切っていきま

す。ここで就職情報の提供や紹介状の発行等ワンストップでできるということです。 

 また、履歴書指導も行っていきますので、なかなか履歴書をうまくつくることも難しい

方もおられるので、そこは丁寧にお話を聞きながら就職ナビゲーターの方に指導いただい

ています。 

 また、面接練習も行っていたりするのですが、コミュニケーションの難しい方もおられ

るので、どのように回答していくか、受け答えしていくかという練習にもなります。 
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 それと、スーツや面接に伴った衣装を持っている方があまりおられないので、市役所で

こうしたスーツ、女性物でしたら９号から15号まで、男性も女性もワイシャツもブラウス

もかばんに靴から全て用意しております。これを無償で貸出ししてクリーニングして返し

ていただく形にしております。身だしなみがとても大事なので、化粧道具も用意させても

らっています。 

 これがやすワークのリーフレットですので、また後で資料を見ていただければと思いま

す。要は、養育費の相談だけというのでワンポイントで来る相談というのはあまりないの

です。プログラム策定員さんが懇切丁寧に日々お話をする中で、実はもらっていた養育費

が止まってしまったのだよとか、実はもともとから養育費をもらうような約束をしていな

いのですということが相談に入ってくる。そういった違う相談から信頼関係を築き上げて、

そこから養育費の相談に入っていくケースが多いです。気をつけなくてはいけないのが、

養育費の相談だけではなくて、今、御説明した就労支援であったり、借金の問題であった

り、生活に関わる様々な問題を市役所が包括的に支援を行っていく、お手伝いをする体制

が相談者にとってよかったなと思っていただけると、なかなか言いづらかったけれども、

養育費の相談もしてみたいなということにつながっていくのかなと思っております。法律

家との連携もとてもいいので、これについては法律相談、ダイレクトに５つぐらいの事務

所の弁護士の協力を得ながらすぐに御相談に行けるように、また、法テラスも活用しなが

らお金の心配をすることなく安心して相談いただけるような、そういった仕組みづくりを

しております。 

 最初、映像がなかなかうまくいかなくて申し訳なかったです。私からの御報告は以上で

終わりです。ありがとうございました。 

○事務局 生水さん、ありがとうございました。 

 それでは、ここで10分程度の休憩を取りたいと思います。ちょっと短いですけれども、

14時25分から再開したいと思いますので、少し御休憩をお取りいただいて、またお時間に

なりましたら席に戻っていただければと思います。 

 

（休  憩） 

 

○事務局 それでは、お時間となりましたので、会議を再開させていただきたいと思いま

す。皆さん、御在席されていますでしょうか。 

 それでは、続きまして、江戸川区子ども家庭部児童家庭課長、佐久間義民様より取組事

例について御案内をいただきます。 

 佐久間様、よろしくお願いいたします。 

○佐久間課長 よろしくお願いいたします。 

 江戸川区では「ひとり親相談室すずらん」というものを開設しております。これについ

て御説明したいと思っていますので、よろしくお願いします。 
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 まず、江戸川区の紹介でございますけれども、江戸川区は23区の東側にございまして、

こちらに見えているとおり、西に荒川がございます。南に東京湾、東に江戸川がこう流れ

ているという立地になってございます。 

 こちらは江戸川区の特徴としての御紹介でございますけれども、毎年８月にやっている

花火大会、これは結構盛り上がって、もう50回以上行っているわけですけれども、老舗の

花火屋の宗家花火鍵屋が担当しているところでございます。今年はコロナの関係でできま

せんでしたけれども、鍵屋の心意気でコロナをぶっ飛ばそうということで、鍵屋自身で小

規模ではありましたけれども、江戸川の河川で今年もやることができました。 

 また、金魚ですけれども、江戸川区は日本の三大産地に入ってございまして、一つは奈

良県の大和郡山市、もう一つは愛知県の弥富市、それで江戸川区ということで、三大産地

ということになってございます。 

 また、河川が多いことで、これは和船なのですけれども、新川という川で春の桜の時期

などは出しまして、潤いを持たせているところでございますけれども、水と緑の豊かな環

境ということでございます。 

 次は、江戸川区の人口の御紹介等々ですけれども、江戸川区では人口約70万人という規

模で、世帯数も34万6000世帯、うち18歳未満の児童が６万5000強、そのうちのひとり親世

帯が8,673で、母子・父子はこのような状態でいると。児童扶養手当に関しては5,000を切

るぐらいの世帯が受給している状況でございます。 

 ひとり親の支援の体制でございますけれども、真ん中にひとり親相談室すずらんという

名前で置かせていただきましたが、まずは手当等をやっている部署、ひとり親等の医療費

の助成をやっているところ、また、ハローワークの江戸川区版としてほっとワークえどが

わ、また、いろいろな相談等を受けさせていただくように母子・父子自立支援員も備えて

おりますし、女性の弁護士による法律相談なども月１回やっています。また、家庭相談員

などもそろえて、多岐にわたる相談も一手に引き受けているところでございます。 

 このひとり親相談室すずらん、これを立ち上げる経緯といたしましては「シングルマザ

ーのための生活応援講座」というものを５年くらいにわたって女性センターで行ってきた

ところですけれども、そこでの声としては、どこでも一緒かもしれませんが、ダブルワー

クをしても収入が伸びず、転職したいが相談する時間がないだとか、非正規雇用を渡り歩

いている、もっと力をつけたいだとか、忙しくて情報を集められないなどの声が上がって

きているところがまず原点にございました。 

 それと同時に、時を同じくして、国も子どもの貧困対策に関して26年１月の法律の施行、

８月の閣議決定で大綱ですね。その後27年12月で子どもの貧困対策会議「すくすくサポー

ト・プロジェクト」というものを始めて、その中で「ひとり親家庭・多子世帯等自立支援

プロジェクト」というものがございまして、支援につながるための窓口のワンストップ化

の推進、また、仕事を応援するための就職に有利な資格取得の推進、ひとり親の就労支援、

こういうものが示されたところでございます。 
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 そういうものを受けて、本区の動きといたしましては、平成27年11月から12月に「実態

把握のための調査」ということで行ったところでございます。子どもの手当などを当てに

し経済的に自立できない家庭があるとか、離婚後に養育費が支払われず貧困に陥るケース

があるとか、こういうことを一つ一つ拾って、どういう家庭がどのように今生活をしてい

るのかという実態の把握に努めました。そういうものを基に、今度は28年の３月ですけれ

ども、「“子どもが輝く未来”に向けて」ということで、専門知識を持った方たちをチー

ムにいろいろ議論をして、江戸川区はこうやってやっていくのだということを話し合った

ということで、そのときに総合相談窓口を設けてワンストップというようなことを念頭に

置きながら組立てをして、28年の６月にこのひとり親家庭の相談室のすずらん、これを職

業紹介事業の許可を持つ民間事業者に委託をしたということでございます。 

 本事業の実績でございますけれども、まず、相談者数としては300から400前後を推移し

ているところでございます。また、相談者の件数につきましても、当初からどんどん件数

が伸びてきてということでございます。また、就職・転職の決定者の方もこのような推移

をして、自立支援プログラムもこの数字で推移をしているところでございます。 

 相談者の年齢につきましては、40代が圧倒的に多くて、次に30代と。50代の方も中には

いらっしゃってという実情でございます。 

 また、ひとり親になった理由といたしましては、離婚が67％、あとは未婚の方、死別の

方ということで、離婚を検討しているという方が20％、このような形で相談を受けている

というところでございます。 

 相談時の職業ですけれども、パート・アルバイト35％、また、離婚前の相談も受けてい

るということもございますので、無職の方もいらっしゃる。また、正社員・公務員という

方も中にはいらっしゃるというのが分布の状態でございます。 

 本事業の取組についてでございますけれども、先ほどの専門の方をというところでは、

相談員の方はキャリアコンサルタントや社会保険労務士、産業カウンセラー、ファイナン

シャルプランナーということで、多岐にわたって専門の職を持ち、なおかつ専門の活動を

されてきた、そういう方がいて、相談員は現在３名がシフトを組んで江戸川区２か所の場

所で１名ずつ常駐して相談支援業務の特化をさせていただいております。 

 本事業の取組、就業相談の初回の相談でございますけれども、家庭の状況、現在の就業

の詳細、相談者の課題の整理ということで、相談者の抱える課題を相談員は多い場合には

２時間ほど時間を費やして丁寧に聞き取りをさせていただきながら、信頼関係も持ちなが

ら、相談者の話を傾聴すると。ですから、就労以外の様々な悩みや不安な気持ちを吐き出

してもらう、初回はそういう場面でもございます。 

 また、就業の相談の中身ですけれども、仕事関係が39（％)、家庭相談は18（％)、資格

取得が18（％)、貸付けの相談などもございます。 

 本事業の取組、２回目以降でございますけれども、こちらは自立支援プログラムの策定

ということで、目標と計画の共有と相談員の知識と経験に基づく提案をさせていただくと
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いうことでございまして、相談員はこのプログラムに基づいて、求職活動や資格取得など

について専門的な知識と豊富な経験を生かしてきめ細かく支援をしているところでござい

ます。自立支援プログラムの策定では、ひとり親の経済的・精神的な自立がゴールであり、

今はとにかく稼げればよいということではなく、子が自立した後のライフプランやキャリ

ア形成を考えて長く続ける仕事に就きましょうというアドバイスをしているところです。

そのための職業訓練をはじめとする様々な職業能力開発の施策を提案させていただいて、

資格取得については、ひとり親支援の制度に限らず、求職者支援訓練、国の失業支援制度

や東京都の福祉人材センター、介護を取るならこちらが有利ということで御紹介をして、

本人の年齢と子どもの年齢などを勘案して一番よい方法をこのときに提案をさせていただ

いてございます。 

 就業情報の提供でございますけれども、ここに書いてあるとおりでございます。転・就

職を希望している相談者には、希望条件を確認し、条件に合う求人情報を随時提供してい

ます。ただし、求人倍率が悪化している今の状況では、相談者の希望状況を調整すること

も重要であると考えてございます。資格を取って働きたいという相談者がいた場合でも、

その資格が生かせる、労働市場に需要があることが重要であります。医療事務がやりたい

ので医療事務の資格を取りますという相談者が来た場合に、江戸川区の医療事務の求人状

況を検索して、資格を取っても求人はこれだけしかありませんよとアドバイスをする場合

もございます。また、情報提供のツールで毎月２回、江戸川区のすずらんからメールマガ

ジンを配信しているところで、窓口が終了している時間でも企業からの求人や資格取得の

ための情報を相談者自身のタイミングで見られるようにしてございます。 

 次は就業促進活動でございますけれども、こちらが平成28年、29年度に、本事業開始の

周知のために江戸川区内の商工会議所の協力を得て2,000部のダイレクトメールを送り、50

件程度の会議所の会員からリアクションがございました。そのような活動をして、相談員

が実際に企業を訪問して、ひとり親家庭に理解のある会社かどうかの確認を行ってござい

ます。中には相談員が訪問することを嫌がったり、社会保険や雇用保険の知識に乏しく、

加入することすら断られたりする場合もあります。このような会社に就業しないように、

相談員が企業をしっかり見立てています。雇い入れた企業主、事業主に対しては、特定求

職者雇用開発助成金の案内をして、手続の問合せなどに応じているところです。このよう

に信頼関係を構築した結果、事業主から別の事業所を紹介していただくようなこともあり、

企業の開拓に結びついた事例も多々ございます。 

 次に、就業促進活動、もう一つですけれども、相談者の中には出産を機に休職、退職し、

専業主婦やパートタイマーなどをしている人が多くおります。ブランクの期間が長期間に

及んでいることも多いため、そのような方は履歴書や職務経歴書作成のアドバイスや面接

の練習などを行ってございます。また、相談者が企業やハローワークに訪問するときに同

行するなど、相談者の働かなければならないのは分かっているけれども一人では不安とい

う気持ちに寄り添って支援を行ってございます。 
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 次に、定着支援でございますけれども、ひとり親相談室すずらんからの紹介で採用の決

定に至った区内事業者と就職した本人には定期的にアフターフォローの連絡を取ってござ

います。状況の確認を行って、このような取組の結果、次の採用のタイミングでよい人が

いないかとの問合せを受けたり、個人情報を伏せた上で、このような方が就労を希望して

いるがどうかといった事前の相談ができたりするようにまで現在はなってございます。こ

れまで複数採用いただいている採用担当の方からは、実際に採用してみて、ひとり親の方

は一人で子どもを育てていくという覚悟があり、自立への意識が高いと感じています、成

長していきたいと考えている人は今後も応援していきたいとのお声をいただいています。

相談者が就業した後に仕事の資料づくりで分からないことがあると相談に来たりするなど、

就職後の相談にも応じています。 

 また、支援講習会でございますけれども、ひとり親相談室すずらんには自習用のパソコ

ンを配備しており、相談者が利用できるようにしております。また、毎年職業能力開発セ

ンターのOA室を借りて実施していた集合型のパソコン講習会については、コロナ対策とし

てｅラーニングによる講習といたしました。自宅にパソコンのない方にはパソコンのレン

タルを行い、自宅で学習できるように環境を整えてございます。パソコンの貸出しや返却

で就労や資格取得について相談をしていく方や、相談の予約をしていく方もいらっしゃい

ます。 

 今度は生活相談でございますけれども、プラスとマイナスの要因ということで書いてご

ざいますが、ひとり親家庭においては育児や心身の健康に関わる問題が就業の阻害要因と

なっていることも多いため、相談員はキャリア支援のみでなく、家計相談やメンタル不調

に対する対応もしてございます。離婚で傷ついた経験によって自己肯定感が低くネガティ

ブな考えになっている方や、鬱、適応障害、パニック障害を持っている方、本人や子が発

達障害の方、働くことに気持ちが向きにくい方、いろいろな方がいらっしゃいます。この

ような方には、相談者が履歴書を作成したり企業への応募の問合せをしたりするなどのよ

い行動をしたらなるべく承認して、それを繰り返している。仕事と子育てでいっぱいにな

ってしまうけれども、それだけでもすごいことなのだから自分のことを褒めてと寄り添っ

てございます。心身の状態から就労が難しいと思われる相談者には、無理に就労につなげ

るのではなく回復することを優先させ、その期間に資格取得を目指すなどのできることを

一緒に考え、提案をしてございます。また、就労以外の子育てや発達、心や体の健康に関

する悩みなどについては、適切な各種相談窓口の情報提供を行ってございます。肯定感が

低い方には、寝る前には１日あったことを３つ思い出すなどのスリーグッドシンキングを

お勧めして、考え方が前向きになってきましたと言われたこともあり、相談者が前向きに

なれる工夫を提案しているのが実態でございます。 

 本事業の取組について、支援講習会、いろいろなセミナーをやってございます。教育資

金準備セミナー、資格取得セミナー、家計改善セミナーなど、こちらにいるファイナンシ

ャルプランナーなどの資格を持つ相談員が丁寧に行ってございます。 



24 

 

 結果と効果でございますけれども、就労につながった例としては、シングルマザーで自

営業の方、相談内容としては、現在お仕事中は母に子どもを見てもらえているが、今後母

の協力が得られなくなることも考えられ、仕事を続けられるか不安というような相談もご

ざいまして、その方は自営業を継続しつつ、別の仕事や資格取得ができないかを検討して、

結果的に行動に移されて、自営業を続けながら２年かけて保育士に合格をして、自営業を

現在続けながら保育園に採用が決まり就労につながったと。こういう好事例もございます。 

 もう一つとしては、トリプルワークをしていた方が今後のマネープランを考えたいとい

うことで、両親の介護経験もあり介護職への挑戦をということで、それを行動に移して介

護職員の就業に結びついて、現在は事業所に勤めながら介護の資格の取得を目指している

という場面もございました。 

 逆に就業が続かなかった事例としては、規定日数に足らずということや、子が立て続け

に罹患して看病しなくてはいけないといったようなことで、なかなか続ける日数ができな

い場合などは、事業者も断らざるを得ないということが起こってございます。 

 課題とその検証でございますけれども、雇われる能力ということで、このスキルが低い、

こういうことがまず一つあります。あと、就労経験が少ない、自己肯定感が低い、低学歴

であるという課題がございます。こういう課題が見えてくると、この課題に対してどうや

ることがいいのかいうことを、現実にどうしていくかを考えていくということでございま

す。 

 課題と検証の企業側の要因としては、ひとり親が抱えている困難の認識が不足している、

社会保険や雇用保険の知識不足、過剰な期待、過大な負荷ということが考えられていると

ころでございます。 

 このように、企業側、雇われる側にいろいろな課題等はございますけれども、そのまと

めとしてということで、ひとり親相談室すずらんでは、この「経済的・精神的な自立」の

ための現時点のことだけではなく、先ほどもお話ししましたけれども、将来にわたって50、

60、さらにその先の人生がどうなっていきたいのかという少し俯瞰した視点から客観的に

ライフプラン、キャリア形成を相談者と相談員が一緒に考えてございます。ひとり親の支

援策だけでなくハローワークの事業など労働施策や、最新の業界動向に精通している相談

員が相談者の人柄、能力、働ける時間、要望と企業の求める人物像の両方を把握した上で、

マッチングをさせていただいてございます。出産や育児などを理由に仕事から離れていた

ひとり親にとって就職への心理的ハードルは高いですけれども、気軽に専門性の高い相談

員に相談できる現状を整えてございます。相談者が就労したら終わりではなく、その後も

自立した状態を維持できるように寄り添い、伴走を行っているところでございます。今後

もひとり親とそのお子さんの人生がよりよい方向に向かっていけるように、努力を重ねて

いきたいと思ってございます。 

 長くなってすみません。20分を超えてしまいましたけれども、皆様もこれからも御尽力

していただいて、それには感謝をいたしますし、今まで御清聴いただいてありがとうござ
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いました。 

 以上でございます。 

○事務局 佐久間様、どうもありがとうございました。 

 次に、横浜市青少年局こども家庭課の田邉尚子様より御説明をしていただきます。 

 田邉様、よろしくお願いいたします。 

○田邉様 よろしくお願いします。それでは、説明させていただきます。横浜市こども青

少年局こども家庭課の田邉と申します。 

 本日は、横浜市のひとり親支援として実施している「ひとり親世帯SNS就労サポート事業」

について御紹介させていただきます。各都市でも既にお取組のところもあり、御存じの方

もあろうかと思いますが、何とぞ御了承ください。 

 それでは、スライドの内容に沿って御説明させていただきます。２ページ目をお願いい

たします。ひとり親世帯SNS就労サポート事業について御紹介させていただく前に、本市の

ひとり親世帯数について御説明させていただきます。平成27年国勢調査の結果では、本市

のひとり親家庭は２万6391世帯となっており、うち母子家庭は２万2803世帯、父子家庭は

3,588世帯になります。児童扶養手当受給世帯は令和元年度末時点では１万8041世帯になり

ます。また、厚生労働省の平成28年度全国母子世帯等調査では、ひとり親家庭の約８割は

離婚が理由でひとり親になっていますが、横浜市の離婚の年間件数は平成14年の8,029件を

最多に減少しており、平成30年は5,958件となっています。 

 次のページをお願いします。本市では、母子家庭等就業・自立支援センター事業を委託

事業として実施しています。委託先は母子及び父子並びに寡婦福祉法の母子・父子支援団

体である横浜市母子寡婦福祉会としており、受託事業は「ひとり親サポートよこはま」と

いう名称で運営しています。ひとり親サポートよこはまでは、ひとり親の方の就労支援の

ほか、生活、子育て、その他の相談を実施しています。 

 続きまして、本日の本題であるひとり親世帯SNS就労サポート事業について、順に御紹介

させていただきます。 

 ４ページをお願いします。現在、新型コロナウイルス感染症については、連日、感染拡

大が報道されており、第２波、第３波と、なかなか終息の見通しが立たず、緊迫した状況

の下で、本市においても日々様々な支援を求める声が届いています。こども青少年局こど

も家庭課では、その声に応えるために支援策の検討を続けています。このひとり親世帯SNS

就労サポート事業は、その支援策の一つとして開始したものです。今年の４月７日から５

月25日までの間には緊急事態宣言が発出されたことにより、全国的な外出自粛や休業要請

の影響で、ひとり親世帯は生活に大きな影響を受けました。本市においてもイベントや事

業の中止や延期が行われましたが、ひとり親世帯への就労支援事業へもその影響が大きく

及びました。 

 ５ページをお願いします。ひとり親サポートよこはまにおいても、これまで対面を原則

とした就労支援を行ってきましたが、コロナの影響を踏まえて電話相談に切り替え、支援
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を継続しました。しかしながら、電話相談では資料を使った相談を行うことが困難である

など、相談者へのサポートが十分に行えないこともあり、４月及び５月の相談件数の実績

は前年に比べて約50％以上減少しました。相談自体が減ったことで就労者数も減少し、前

年同期比で３分の１程度にまで減少しています。 

 ６ページをお願いします。また、コロナが続く中で、日々の生活に困るひとり親世帯も

増加し、市には、仕事のシフトが減った、収入が減少したという就労関係以外に、今日、

明日食べるものもない、子どもにもう何か月もおなかいっぱい食べさせてあげていないな

ど、切実な声が届くようになりました。 

 次のページをお願いします。このようなひとり親の方の抱える様々な悩みに対応するた

め、横浜市ではコロナの拡大が続いている状況の中でもひとり親支援を十分に行っていく

ためには何ができるのかということを、我々職員とひとり親サポートよこはまの職員で知

恵を出し合い検討しました。その中で、コロナが拡大しているような状況の下でのサービ

スの充実に向けて、対面での相談に代わる代替サービスとして情報を取得する側と情報を

発信する側の双方にメリットがあるSNS、ソーシャルネットワーキングを使用したひとり親

支援のサービスを検討することになりました。 

 ８ページをお願いします。SNSの利用者側のメリットとしては、外出しなくてもひとり親

の方の就労に関する情報を収集できること、一度登録しておけば行政のひとり親支援の情

報が効率よく取得できること、外出自粛下で家に家族がいても家族に知られずに、また、

電話で声を発することもせずに手元の操作で相談できるといったことなどがあります。 

 次のページを御覧ください。また、情報を配信する側のメリットとしては、タイムリー

な情報発信や継続した情報発信ができること、多くのひとり親の方に支援内容を伝えるこ

とが可能なこと、コロナが拡大していて外出自粛下のような状況でも、オンラインでの就

労相談を受けることができるということがあります。これらのメリットは最初から想定し

ていたものだけでなく、事業の検討を進めていく中で気づいていったこともありました。 

 10ページ、お願いします。SNSを導入する際のメリットが分かったところで、次に検討し

たのは導入するSNSの選択です。ひとり親サポートよこはまにおいて就労支援を行う上で最

も適したSNSは何かということで、各SNSの分析を行いました。現在、SNSには民間会社が提

供する各サービスがあり、それぞれのメインユーザーや機能、特徴も異なります。こちら

は総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」から抜粋したもので

す。SNS、ソーシャルネットワーキングサービスの代表的なものとして、LINE、ツイッター、

フェイスブック、インスタグラムなどがあります。利用者は自分の用途に沿って、これら

のサービスを利用することができます。 

 11ページをお願いいたします。各種SNSについて簡単に御紹介させていただきますと、

LINEは文字や写真の投稿のほか、音声・ビデオ通話、チャット機能を備えており、基本的

には実際の人間関係を基本としたつながりが構築されています。SNSの中でも特にユーザー

数が多く、利用している年代も幅広いのが特徴です。ツイッターはリツイート機能があり、
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情報の拡散力が高いのが特徴です。知らない相手方を含めた多数対象者へ情報発信するこ

とができます。リアルタイムで情報を文字で発信するツールとして利用されており、１回

の投稿に140文字以内という文字制限があります。フェイスブックはユーザー数が多く、イ

ンターネットを通してたくさんの方と交流ができるSNSです。実名でのアカウント登録が基

本であるため信頼性が高いことが特徴で、気に入った情報を共有するシェア機能もありま

す。インスタグラムはほかのSNSと比べて主に写真の投稿に特化したSNSです。インスタグ

ラムに写真をアップするときは、投稿者が自由に写真の加工をすることも可能となってい

ます。また、検索用のキーワードとしてハッシュタグというものがあり、そのハッシュタ

グと一緒に投稿されている写真を閲覧することができるので、興味のある投稿を見つけや

すくなります。 

 以上、幾つかSNSについて簡単に御説明させていただきましたが、各内容に様々な違いが

あるのをお分かりいただけたかと思います。 

 12ページをお願いします。次に、これらのSNSの中でもひとり親サポートよこはまがなぜ

LINEを導入したのかについてお話しさせていただきます。先ほどのLINEの特徴でも御説明

しましたとおり、LINEはユーザー数が多く、利用している年代も幅広いのが特徴です。ひ

とり親サポートよこはまでは、LINEは子育て世代の利用者が多いことや、双方向でのコミ

ュニケーション機能があるため情報発信だけでなくLINEを通じた双方向でのやり取りが可

能であり相談事業における発展性があること、実際に配信した情報がどれだけ利用者の目

に触れたのかを開封率で確認することができることなど、様々な利点があると考えました。

このほか、アカウントを友達登録したユーザーに向けて一斉にメッセージを配信したり、

タイムラインへの投稿を流すことも可能となっています。また、開封率を分析してユーザ

ーにとって効果的な情報を発信することもできます。さらに、利用者が一度登録すると退

会しない限りメッセージを繰り返し配信することができ、継続した情報の提供が可能とな

ります。これらの理由から、ひとり親サポートよこはまは、ひとり親の方の就労支援に向

けてLINEを導入していくことに決めました。 

 13ページをお願いします。続いて、LINEを導入する上での経費について御説明いたしま

す。LINEを導入する際にはアカウントが必要になりますので、ひとり親サポートよこはま

にLINEのアカウントを取得していただきました。導入の経費として、委託料の中に新たに

LINEの使用料と従事者雇用費が必要となりましたが、これらの経費については、国の母子

家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の感染防止に配慮したひとり親家庭等相談支援体制

強化事業を活用しながら事業の実施を進めました。また、LINEのアカウント使用料につい

ては、基本的に最初は無料で始めることができますが、メッセージの送信件数により金額

がかかってくることもありますので、あらかじめ送信する件数を想定して予算を組み立て

ておく必要があります。ひとり親世帯SNS就労サポート事業では、委託契約の締結から８月

の事業実施まで約２か月かかりました。 

 14ページをお願いします。続いて、LINEを実際に導入した後の運営について御説明いた
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します。ひとり親サポートよこはまは、LINEのアカウント取得後、ひとり親サポートよこ

はまLINEの公式チャンネルを開設し、定期的にひとり親に関連した施策や各種相談窓口、

イベントの広報や啓発の情報をひとり親の方へ提供しています。配信頻度は８月の開設か

らこれまでに週に１～２回の頻度で行っています。更新はひとり親サポートよこはまの職

員が担当しています。掲載情報の内容としましては、主に求人情報やマネープラン、養育

費に関するセミナー情報、また、就労相談者の声や就労相談案内などが掲載されています。

さらに、就労相談に結びつくことを意図としたコラム的なメッセージも掲載しています。

メッセージの内容は、当事者目線で日常の振り返りを行うほか、気持ちを整え前向きにな

るような応援メッセージや、風景、写真などセラピー感のある写真を投稿しており、就労

情報以外の癒やしや励ましの要素も盛り込んだメッセージを配信しています。様々な悩み

や問題を一人で抱え込まないように支援することを目指し、また、ひとり親の方が継続し

て情報に関心を持っていただけるように工夫しています。 

 15ページをお願いします。こちらのスライドは、実際に開設されたひとり親サポートよ

こはまLINEを御紹介しています。ひとり親サポートよこはまLINEでは、このように、癒し

のメッセージやセミナー等のお知らせ、就労相談のお知らせを行っています。これらの情

報を随時発信することで、ひとり親の方の就労支援に向けた土台づくりを行っています。 

 16ページをお願いします。次に、私たちはLINEを実際に導入した後、その認知度をどの

ように上げていくのかということを検討しました。ひとり親サポートよこはまLINEはひと

り親の方の就労支援の一環として行っていますが、実際にLINEを使ってひとり親の方の就

労につなげていくためには多くの方に利用していただき、情報を活用していただく必要が

あります。私たちは、まずLINEの存在を知ってもらうことが重要であると考え、ひとり親

サポートよこはまLINEの広報として幾つかの情報媒体を使用して広報を行うことにしまし

た。具体的なものとしては、市の広報誌への掲載やひとり親サポートよこはまのメルマガ

及びホームページへの掲載を行ったほか、今年度のひとり親世帯臨時特別給付金給付の通

知の際にチラシの同封を行いました。資料の右上のひとり親サポートよこはまのホームペ

ージにはLINEの２次元コードも載っていますので、よろしければ登録してみてください。 

 続きまして、このように様々な媒体を使ったLINEの広報を行った結果、少しずつひとり

親サポートよこはまのLINEが認知されるようになってきました。こちらはひとり親サポー

トよこはまLINEの登録者数の推移です。LINEの登録者数は、11月18日現在でユーザー数590

人となっています。８月に事業を開始して以来、順調に利用者が伸びてきており、８月か

ら11月にかけて利用者が400人近く増えています。先ほど述べましたひとり親世帯臨時特別

給付金給付の通知の際のチラシの同封が、登録者数の増加に大きく貢献しています。その

ほか、例えばLINEの友達登録のメニューをホームページのバーへ追加したり、横浜市母子

寡婦福祉会のメルマガでの御案内をするなどして、利用者を増やすための取組を続けてい

ます。 

 18ページをお願いします。続きまして、実際にLINEでの情報発信を続けていく中で分か
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ってきた、LINEを導入してよかった点について御紹介させていただきます。 

 １つ目は、手軽に情報発信ができるので、タイムリーな情報を提供できることです。例

えば広報誌で情報を発信する際には原稿の作成や印刷に多くの時間を必要としますが、

LINEで情報を発信する場合には、あたかもメールで情報を送るような感覚で配信すること

ができます。 

 ２つ目は、写真や応援メッセージなどの様々なコンテンツを多くのひとり親に届けるこ

とができ、必要な情報を入手してもらいやすい環境づくりをすることができます。また、

情報を受け取る側にとっては登録する際に２次元コードの読み取りで簡単に登録が終了す

るなど、さほど大きな負担にならずに操作することができます。 

 ３つ目は、コラムなどのメッセージを通じた効果です。ひとり親子サポートよこはまLINE

の中で最も反響のあるコンテンツがコラムです。本来の目的は就労支援に関する情報を提

供し、双方向での相談事業を展開していくことですが、メッセージを読んでもらうために

は、情報を受け取るだけでなく読んでもらうことが重要になります。ひとり親サポートよ

こはまでは、心理カウンセラーの資格を持つ職員が情報発信を担い、将来的な就労支援に

つなげられるようコラムの配信を行っています。コラムでは少しでも読んだ人が前向きな

気持ちになったり、明日も頑張ろうと思ってもらえるメッセージを送るなど、孤軍奮闘し

ているひとり親に寄り添った支援を行っています。さらに、支援員が自分の言葉で発信す

ることにより、利用者側から見たひとり親サポートよこはまの支援員の顔が見えやすくな

り、身近に感じてもらえるようになりました。 

 ４つ目として、支援員に対する効果があります。支援員がメッセージへの反響を直接目

にすることで、ひとり親の方をサポートする職員の意欲の面でもやりがいを見いだすこと

ができ、ひとり親の方とサポートする側の両方によい相乗効果を生み出すことができてい

ます。 

 このように、LINEを実際に導入して様々な効果があることが分かった一方で、同時に幾

つかの課題や改善点も見えてきました。19ページをお願いします。課題や改善が必要な点

としては、スライドを御覧のとおり幾つかありますが、一番の課題は現時点で就労に関す

る反応があまり見られないことです。この課題については、情報量の問題や求人情報のPR

の仕方など幾つかの要点が考えられますが、今後、ひとり親子サポートよこはまの支援員

とともに、提供する情報の内容や利用者の分析などを詳細に行っていきながら対策してい

きたいと思います。 

 次のページをお願いします。続いて、SNS事業の今後の展開ですが、まずは第一歩として、

就労相談の入り口としてチャット機能などを使った個別の対応の検討、双方向での相談が

できるような体制づくりの検討を行っていきたいと思います。また、LINEの分析機能を利

用した利用者ニーズの把握や利用者アンケートの実施、ほかのSNSの利用についても検討な

どを行い、今後もひとり親家庭の実情に沿った就労支援ができるように取り組んでいきた

いと思います。 
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 次のページをお願いします。こちらのスライドは、現時点でのSNS事業の事業計画になり

ます。ひとり親世帯SNS就労サポート事業は、就労相談の面接の代替として始めたものであ

り、最終的には就労につなげていくことが目的ですが、現在はまだLINEの存在を知ってい

ただき、登録者数を増やすことに重点を置いているため、就労サポートまで十分につなが

っていないのが現状です。しかし、少しずつですが、現場の就労相談でLINEを見て面接を

申し込んだといった意見もいただけております。また、この事業を通して、SNSはひとり親

への支援ツールとして様々な活用ができることが分かりました。まだまだ発展途上ではあ

りますが、大変期待を寄せられている事業でもありますので、それらの期待に応えられる

ように頑張っていきたいと思います。 

 次のページをお願いします。最後に、このほか、現在横浜市で実施しているコロナ拡大

下の中での独自のひとり親支援として、フードバンクを活用した食材支援の概要を掲載さ

せていただきます。こちらもひとり親サポートよこはまLINEで広報している事業の一つで

すが、後ほど資料を御覧いただければと思います。 

 以上をもちまして、横浜市の事例発表は終わりますが、今後も様々な取組を続けていき、

ひとり親の方の就労支援を充実させていきたいと思います。 

 御清聴いただきまして、ありがとうございました。 

○事務局 田邉様、どうもありがとうございました。 

 自治体の取組事例の案内についてはここまでとさせていただきまして、最後、養育費相

談支援センター様からの御講演となります。養育費相談支援センターの山崎朋亮様より、

離婚相談を受ける際の留意点について等、御説明、御案内をいただきたいと思います。 

 それでは、山崎様、よろしくお願いいたします。 

○山崎センター長 皆様、こんにちは。私、養育費相談支援センターの山崎と申します。

お疲れと思いますけれども、最後ですので、よろしくお願いいたします。 

 養育費相談支援センターは、厚生労働省の委託を受けまして、養育費や面会交流の取決

めに関する相談をお受けしたり、全国の母子・父子自立支援員さんの研修のお手伝いをさ

せていただいております。本日は資料７に沿いまして、皆さんが離婚相談を受けた際の留

意点、特に養育費の相談を中心にしてお話をさせていただきたいと思います。 

 それでは、早速、資料の中のシート２を御覧ください。私どもが研修会を開きますと、

ほとんどの地域で支援員さんから最も悩ましい事例としてお聞きする内容を取り上げてみ

ました。関わりたくないと主張される相談者の方にどうやって養育費を取り決める気持ち

になってもらうか、とても難しいというお声です。そもそも消極的な姿勢の方にわざわざ

養育費を取り決める気持ちになってもらう、これはとても難しいことですね。しかも、支

払ってもらえる保証もありません。そこで、私たち支援者としては、どんな姿勢と知識を

持って相談に望めばいいかという点について御一緒に考えてみたいと思います。 

 もう金輪際相手と関わりたくないという主張は、夫婦として争ってきた当事者の正直な

気持ちだと思います。もちろん夫婦は離婚すると同時に他人に戻ります。ところが、子ど
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もにとっては親子の縁は切れません。あんな人、親としては失格だと配偶者としては感じ

ていても、子どもにとってはいつまでも親です。それは分かっているけれども、感情的に

許せない、あんな人に頼ることはしたくないという気持ちが優先しているというわけです

ね。でも、時間の経過に伴って冷静になってきますと、離婚後の子どもの成長にとって養

育費が欠かせないということが分かってきます。きちんと養育費を取り決めなかったこと

を後悔する相談もたくさんございます。 

 しかし、夫婦の紛争が激しくなればなるほど相手との非難合戦になってしまいますので、

将来の子どもの教育費まで考える心の余裕がなくなっているというのが実情だと思います。

そこで、私たち支援をする者が重要な存在になってきます。支援者としては、当事者の気

持ちを受け入れて寄り添いながらも、親同士が争っている渦中にいる子どもの姿、子ども

の気持ちは今どうなっているのか、体調はどうか、自分を責めていないかなど、子どもの

姿が気になります。これは第三者である支援者だからこそ見えてくるものです。そして、

子どもの今の姿を当事者に浮かべてもらうように努力して、子どもの視点に立って紛争を

解決する姿勢を持ってもらうこと、養育費を取り決めることの大切さを理解してもらうこ

とが、支援者の大きな役割と言えます。これが本日の主なテーマであって、今、検討が進

められています親支援講座のテーマでもあります。 

 第３シートを御覧ください。「関わりたくない」という主張は、人によって程度も理由

も様々です。まずは、どんなことがあって、どんな理由で関わりたくないのか、相談に何

を求めてきているのか、じっくりと耳を傾けることになります。支援者として相談者の話

をお聞きする際、話の内容から感情的な部分と客観的な事実とを聞き分けながら、本人の

主張を整理しておられると思います。話をお聞きしながら、相談者の健康度や生活に困窮

しているか、子どもが虐待を受けていないかなど、緊急性の程度、そして、相手を拒否す

る気持ちの程度などを推察することができると思います。そこから相談者が求めている情

報を把握していく作業を続けておられることと思います。 

 そして、第４シートですが、事実を把握する作業の中に、支援者として意図的に、そし

て、さりげなく子どもの日常生活の様子を聞いて、子どもの現状に目がいくようにしてい

くことが大切です。具体的には、子どもの食欲はどうか、体調、夜泣きや夜尿、学校に行

っている子は忘れ物や宿題がないかどうか、友達との関係はどうか、親への態度としては、

例えばよい子過ぎないか、逆に反抗的な態度が続いているかなど、日々の生活を聞き取っ

ていく作業が子どもの視点を考える第一歩になります。 

 この子どもの生活の情報は、支援者としては子どもの現状を把握することにつながりま

すし、相談者にとっても子どもの姿を冷静に考え直すきっかけになります。相談者自身が

子どもの現状に目がいくような余裕が出てくれば、子どもの将来の姿を思い浮かべること

もできるようになるでしょう。そうなれば、子どもの将来のための生活費や教育費として

どのような取決めが必要なのかといった冷静な判断が出てくるかもしれません。支援者と

しては、相談者の今の様子を観察して必要な配慮をして、急ぎ過ぎず、子どものためにぶ
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れない視点と知識を持つことが何より大切になります。 

 そこでまず、養育費の基本的な知識をここで確認しておきましょう。第５シートをお願

いします。養育費の基本的な考え方です。別居親が子どもが自立するまで支払う生活費、

教育費、医療費などの総称のことです。親自身の生活と同じ生活水準を維持させるための

生活費ですので、これは生活保持義務と言われています。 

 養育費を取り決める根拠についての御質問を受けることもありますので、第６シートに

根拠となる民法の規定を載せました。ここに記されている文章の２行目から３行目にかけ

て「子の監護に要する費用の分担」とありますのが、これが養育費の意味です。父母は離

婚する際に、養育費を協議で定めることが規定されています。これによって、協議離婚届

書にも養育費や面会交流のチェック欄が入ることになりました。 

 第７シートをお願いします。先ほど法務省の方からの御説明もありました、法務省が作

成したパンフレットです。これはとても分かりやすい内容になっています。ですから、皆

さんの相談の際にも活用されるとよいと思います。合意書のひな形も入っていて、取決め

方が分かります。しかし、これに記載しても提出先はありません。この内容を下書きとし

て、公正証書を作成するように助言されるのがよろしいかと思います。 

 さて、養育費についてもう少し詳しく確認しましょう。第８シートをお願いします。養

育費はいつからいつまで請求できるかという相談です。いつからという点は、実はとても

難しい問題です。離婚に至る経緯は人それぞれですので、別居をした時点なのか、取決め

があった時点なのかなど、様々な状況が考えられます。家庭裁判所の調停などでは、裁判

所に申立てがあったときを正式に請求したときという扱いが多いようです。また、いつま

でかという点に関しましては、成人年齢が18歳に引き下げられる2022年の４月以降につい

ての御説明が法務省からありましたので、ここでは割愛させていただきます。大学などへ

の進学率が上がっていますので、進学を想定して取り組める方が増えていると感じていま

す。 

 第９シートをお願いします。これは養育費の取決め方と不払いの場合の対処方法です。

養育費の取決め方はとても大切です。口約束や念書では２人の間では約束ですけれども、

公の契約にはなっていませんので、不払いの場合に強制執行はできません。公正証書もし

くは家庭裁判所での取決めがある場合に強制執行が可能となります。また、家庭裁判所で

の取決めの場合だけ、履行勧告や履行命令の制度が利用できます。履行勧告といいますの

は、権利者の代わりに家庭裁判所が義務者に督促をしてくれる制度です。履行命令は義務

者に対して家庭裁判所が支払いを改めて命じるという手続です。 

 第10シートをお願いします。それでは、公正証書と家庭裁判所の調停はどのように違う

のでしょうか。その使い分けですね。父母双方で話し合って合意ができるのであれば公正

証書がつくれます。合意しているので迅速にできます。しかし、費用は数万円はかかると

思います。そして、公証役場に双方そろって出向いて身分確認と意思確認が必要になりま

す。一方、話合い自体ができない、話し合っても平行線で合意できないという場合には、
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家庭裁判所の調停を利用して調整してもらうことができるということになります。合意で

きない両者の意見を調整しますので、時間は多少かかります。しかし、費用はとても安上

がりで、例えば離婚調停であれば2,000円程度でできます。DVなどにも対処できるような人

的・物的な配慮もなされます。離婚を急がず公平に調整してもらいたいという方には、調

停がお勧めでしょう。 

 次に、11シートを御覧ください。これらによって取決めができても、実際に確保できな

いと意味がありません。父母双方が子どもの成長を願って真の合意をして実践するという

ことが最も大切なことです。そのためには、父母双方が努力を続けなくてはいけません。

義務者は単にお金の工面だけではなく、支払ったお金が子どもさんの成長につながってい

るという実感を得ることがモチベーションにつながります。ですから、権利者は支払われ

て当然という姿勢ではなく、支払われた養育費が子どもの成長につながっているというこ

とを義務者に伝えて、継続して払ってもらうような努力が必要になるでしょう。支援者と

しては、養育費を継続させるためには、父母双方の努力が必要であることを理解してもら

うように促して、必要に応じていつでも相談に乗れるといった支援体制が求められると思

います。紛争をしていた夫婦の関係から、子どもの父と母として双方が子どもの成長のた

めに努力を続けるといった関係になるという考え方に転換してもらうこと、そして、いつ

でも支える支援者がいるという安心感を持ってもらうことがとても大切だと思います。 

 12シートをお願いします。それでも、中には支払われなくなって強制執行を考えなけれ

ばならないという方もいると思います。強制執行は民事執行法で規定されていますが、そ

の執行法が改正になりましたので、皆さんも関心が高い点だと思います。先ほどの法務省

のパンフレットにも図説が載っていましたけれども、ここで簡単に御説明をさせていただ

きます。養育費相談支援センターで発行しています「ニューズ・レター」の24号で池田清

貴弁護士から改正点の解説をしていただいておりますので、ぜひお読みいただければと思

います。 

 本日は預貯金口座と給料の差押え、これは一般的な形になりますので、概要のみ御説明

をいたします。強制執行といいますのは、権利者が不払い分について義務者の財産を差し

押さえる手続のことです。ところが、義務者の財産が分からず強制執行ができなくて泣き

寝入りせざるを得ないという権利者が多かったわけです。そこで、強制執行がやりやすい

ように改正がなされたということです。具体的には義務者、これは債務者と言います。義

務者自身に自分の財産を開示させる手続が利用しやすくなりましたというのが上の○です。

財産開示手続といいます。 

 債務者以外の第三者から債務者の財産に関する情報の提供がなされるようになりました

というのが、２番目の○です。①、②、③とありますけれども、この③の不動産情報につ

いてだけは来年の４月以降の施行になります。この制度を利用するためには、下の四角の

枠内の要件があります。アとして債務名義といいまして、強制執行ができる書面を持って

いることが前提です。具体的には公正証書か調停調書などのことです。取決め方が大事だ
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ということが改めて感じられます。こういう書類を持っている方を債権者と言います。イ

として、６か月以内に強制執行したけれども回収できなかった場合、または債務者の財産

を調べたけれども全く分かりませんでしたという方の場合、このどちらかになります。こ

のアとイの要件は全てに共通して必要な要件です。ウとして、勤務先や不動産情報の提供

を受ける際には、まずは財産開示手続を請求してからになります。これが先行していない

と情報の提供を受けることができません。管轄は債務者の住所地を管轄する地方裁判所で

す。 

 13シートをお願いします。まず、預貯金を差し押さえたいけれども、銀行名などが全く

分からなくて差押えができなかったという場合です。預貯金情報として銀行名や支店名、

残高などの情報を求めることができます。この場合は、複数の金融機関を一度に照会する

ことができます。この回答を基にして債権者自らが口座の差押えをするわけです。ただし、

預貯金口座を差し押さえた場合、差押えができるのは不払い分だけということになります。 

 14シートを御覧ください。勤務先情報や不動産情報の提供を受けたい場合には、財産開

示手続を先行させないといけません。財産開示手続というのは以前からあったのですけれ

ども、４月からは公正証書でも利用できるようになりました。これは債務者を裁判所に呼

び出して自分の財産がどこにあるかということを開示させる手続です。この手続で裁判所

に出頭しなかったり、嘘を言ったりした場合には罰則が強化されました。この手続で申告

された情報を基にして、預貯金口座の差押えや給料の差押えが期待できることになります。 

 しかし、それでも債務者が転職してしまって回収できないような場合に、改めて勤務先

情報の提供を受けることができるようになりました。これが15シートになります。勤務先

情報の提供を申し立てる場合には、３年以内に財産開示手続をしてあることが前提になり

ます。自治体では、住民税などの確保のために給料をどこの事業所から受けているかなど

を把握しているわけですので、勤務先の名前や住所などの情報の提供をするように裁判所

が命じてくれるということです。ここで給料の差押えができれば、不払い分だけでなく将

来分まで差押えが可能となります。 

 以上が改正された民事執行法の概略です。センターは強制執行の相談がとても増えてい

ますので、皆さんも多く相談を受けておられることと思います。強制執行の手続は法律用

語がたくさん出てきますので、一般の方にはそれだけで敬遠されがちだと思います。適宜、

弁護士さんの相談を利用したり、裁判所に尋ねたり、利用できる制度はできるだけ利用し

ながら、一緒に勉強して背中を押してあげていただきたいと思っています。 

 16シートは情報提供です。本日の資料にも、また先ほどから自治体の取組事例がたくさ

ん紹介されていますので、詳しくは資料を御覧いただければと思います。養育費立替制度

を導入する自治体は徐々に増えてきているようで、十数か所に広がっているようです。多

くは民間の保証会社と契約した場合に１年分の契約料を補助すること、そして、公正証書

を作成する場合の経費を補助することの２本立てとしている自治体が多いようです。民間

の保証会社も徐々に増えてきていると聞いています。 
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 さて、ここまで養育費の基本的な考え方、取決め方法と特徴、確保の方法などについて

御一緒にたどってきました。最も大切なことは、父母が子どもの成長のために真の合意を

して、それを基にして実行していくことに尽きると思います。しかし、養育費は子どもが

自立していくまでの長い道のりです。何が起こるか分かりません。その過程で、いつ支援

が求められるかも分かりません。そこで、17シートに、支援員さんとして常に心がけてお

いて、必要に応じて相談に来られた方と共有できるような心構えを用意しておくとよいの

ではないかと考えてみました。 

 支援者としてぶれない視点、姿勢というのは、子どもの視点です。今は関わりたくない

と主張する相談者に対しても、この視点を忘れずに臨んでいきたいと思います。そのため

に、支援者が相談者と共有しておきたい心構えを３点挙げてみました。 

 １つ目は、今はこれ以上できないけれども、諦めずに時期を待つことも大切だという心

構えです。様々な事情によっていろいろな段階でストップしてしまう方もいると思います

けれども、諦めないという気持ちが大切です。 

 ２つ目は、その逆です。今は円滑にいっているけれども、子どもが成長するまでの長い

期間には支払いが止まってしまったり、減額されてしまったりというアクシデントがある

かもしれません。そういうことも起こり得るという心構えが大切だと思います。 

 ３つ目は、相談は離婚前、取決め時、確保時と各段階的にありますけれども、子どもの

生活は連続しています。相談者には必要なときに必要な支援が受けられるといった安心感

を持ってもらうことが大切だと思います。その意味では、地域に根差した支援員さんの存

在は何ものにも代え難いものです。常に相談者と伴走しているというメッセージを送り続

けていただければ大変ありがたいと思っています。 

 とはいえ、支援員さんがプレッシャーを感じ過ぎる必要はありません。支援者の皆さん

が明るく元気でいられることが、相談に来られた方に元気を与えることになります。一人

で頑張り過ぎると息切れします。抱え込み過ぎると動けなくなります。ほかの支援機関な

どを幅広く知って使えるものは使えるだけ使う、そういったしたたかさがとても大切です。 

 その意味で、活用できる素材として18シート以降に裁判所で配信している動画を挙げて

おきました。相談に来られた方と一緒に御覧になると話題にしやすいと思います。 

 特に19シート「ご存知ですか？ 家事調停」、この動画は調停場面が具体的にイメージ

できます。 

 また、最後の20シート「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」、これは子ど

もの年代ごとの気持ちや行動が詳しく解説されていて大変参考になりますので、ぜひ御覧

になっていただきたいと思います。 

 以上で私のお話はおしまいです。御質問がありましたら、養育相談支援センターに問合

せをいただければと存じます。 

 御清聴ありがとうございました。 
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○事務局 山崎様、どうもありがとうございました。 

  それでは、本日の会議についてはこれにて閉会とさせていただければと思います。 

 皆様、長時間、そして、オンラインという少し負担のある形で大変申し訳ありませんが、

お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。 

 それでは、これにて失礼させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


