
７．養育費の確保策



養育費等支援事業の実施状況（母子家庭等就業・自立支援センターのメニュー）

母子家庭の母等の養育費の確保のため、弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得のための取り決めや支払の履行・強制執行に関する
法律相談を実施するほか、養育費に関する専門知識を有する相談員による相談や情報提供、母子家庭の母等が養育費の取り決め等のため
に家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援のほか、講習会などを実施する。また、就業支援活動に加えて生活面での支援体制を強化するため、
相談指導等の生活支援を継続的に行う。

平成２８年度より「養育費等支援事業」に名称変更し、弁護士による法律相談等、養育費確保のための支援を強化した。

※平成２７年度以前は「母子家庭等地域生活支援事業」として実施。

総数

相談内容 家庭裁判所等
への同行支援
及び書類作成
支援

離婚・親権
養育費の取り決

め方法
面会交流

支払の履行・
強制執行

子育て・
生活関連

その他

平成２８年度 養育費専門相談員 5,716件 1,431件 2,338件 613件 498件 － 2,594件 62件

平成２９年度

総数 10,618件 3,319件 2,906件 1,046件 726件 2,306件 4,205件 70件

うち養育費
専門相談員

5,724件 1,424件 1,972件 620件 492件 1,290件 2,257件 63件

うち弁護士 2,934件 1,415件 1,149件 292件 179件 450件 1,214件 9件

平成３０年度

総数 12,815件 4,157件 4,272件 1,588件 938件 1,936件 3,778件 86件

うち養育費
専門相談員

6,333件 1,742件 2,271件 930件 572件 1,063件 1,240件 49件

うち弁護士 4,611件 1,981件 1,642件 367件 282件 385件 1,867件 35件

令和元年度

総数 28,037件 5,694件 5,561件 1,866件 1,084件 6,804件 7,028件 71件

うち養育費
専門相談員

8,844件 1,935件 2,400件 852件 447件 1,014件 2,196件 22件

うち弁護士 8,225件 2,675件 2,018件 513件 362件 342件 2,315件 34件

令和２年度

総数 28,443件 5,660件 6,449件 2,224件 1,474件 5,079件 7,557件 125件

うち養育費
専門相談員

9,311件 1,958件 2,546件 894件 546件 1,383件 1,984件 80件

うち弁護士 8,796件 2,350件 2,045件 567件 593件 502件 2,739件 21件

※平成30年度までは、同一の者が、一度に複数の内容について相談を行った場合は、相談延べ件数総数欄に１件、該当するそれぞれの区分に１件を計上している。
※令和元年度からは、同一の者が、一度に複数の内容について相談を行った場合は、それぞれの区分に１件を計上し、その合計を総数としている。
※平成28年度は養育費専門相談員の相談実績のみ把握。平成29、30年度は、養育費等支援事業における相談（延べ）件数を計上。

出典：厚生労働省子ども家庭局調べ

＜養育費等支援事業による相談（延べ）件数＞
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（参考）平成27年度以前の母子家庭等地域生活支援事業の実績

相談延べ件数
総数

相談内容

離婚前の相談
養育費関係

の相談

法律問題 子育て・生活
支援

その他
経済的相談 その他

平成１５年度 2,585件 － 577件 678件 746件 263件 321件

平成２６年度 3,603件 1,008件 1,150件 753件 844件 918件 372件

平成２７年度 3,837件 1,141件 1,124件 775件 689件 1,001件 434件
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面会交流支援事業（「母子家庭等就業・自立支援事業」のメニュー事業の一つ）

○ 平成２３年６月に公布された民法改正法において協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」として、親子の
面会交流が明示された。

○ 面会交流が子どもの健やかな育ちを確保する上で有意義であること、養育費を支払う意欲につながるものであるため、継続
的な面会交流の支援を行うことにより、面会交流の円滑な実施を図る。

目 的
※平成24年度から実施

○ 事前相談、支援内容の決定、面会交流援助等を適切に実施できる面会交流支援員を配置

○ 支援の対象
・ 面会交流の取り決めを行っていて、父母間で合意があり、原則として児童扶養手当受給者と同等の所得水準にある、概ね

１５歳未満の子どもとの面会交流を希望する別居親又は子どもと別居親との面会交流を希望する同居親

○ 別居親又は同居親からの申請により、両者に対し必ず事前相談を実施するとともに、支援の内容、方法、日程、

実施頻度等を記載した面会交流支援計画を作成

○ 支援計画に基づき、面会交流当日の子どもの引き取り、相手方への引き渡し、交流の場に付き添うなどの援助を実施

事業内容

○ 援助の実施頻度は原則として１月に１回まで、支援期間は
最長で１年間

○ 支援員は、子どもの受け渡しや付き添いの際には、子ども
の心情に十分配慮した対応を行う

○ 必要に応じ、可能な範囲において、交流場所の斡旋を行う

○ 専門的見地からの指導・助言ができる民間団体等に再委託
も可

実施体制・実施方法

29年度 30年度 令和元年度 令和２年度

実施自治体数 ９自治体 ９自治体 10自治体 15自治体

相談件数 1,205件 1,074件 928件 1,009件

支援実施ケース数 77ケース 69ケース 80ケース 80ケース

円滑な面会交流に向けた支援

取り決めのある面会交流の日程
調整、場所の斡旋、アドバイス、
付き添い など

＊千葉県、東京都、富山県、岐阜県、大分県、静岡市、浜松市、北九州市、熊本市、岐阜市、八尾市、吹田市

明石市、高松市、港区

連携・協力

《同居親
又は別居親》

養育費等相談支援センター
（公社）家庭問題情報センター 等

《事業実施主体》

【実施主体】都道府県・市区・福祉事務所設置町村
（事業の全部又は一部をＮＰＯ法人等に委託可）

【補助率】国1/2、都道府県等1/2
【R3年度予算】母子家庭等対策総合支援事業(158億円)の内数
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離婚前後親支援モデル事業（令和元年度～）

＜モデル事業イメージ＞

○ 離婚協議開始前の父母等に対して、離婚が子どもに与える影響、養育費や面会交流の取り決めや離婚後の生活を
考える機会を提供するため、講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行うモデル事業を新たに実施
する。

＜実施主体＞都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村（民間団体への委託可）

＜補助率＞国1/2 都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村1/2

地方自治体

民間団体
＜事業の全部又は一部を委託可＞

講座等の開催

◆ 親支援講座の受講者を対象に、ひとり親向けの支
援施策や相談窓口等の情報提供を行う。

②情報提供

【講義】
◆ 離婚前後の父母等を対象に、離婚が子どもに与え

る影響や養育費等の取り決めの重要性等に関する講
習を実施する。

◆ 講義を行う者の選定に当たっては、学識経験者、
元家裁調査官など離婚問題に関し知見を有する者、
父母教育プログラム等を実施している民間団体等に
協力を依頼する。

【グループ討議】
◆ 親支援講座の受講者を対象に、当事者間での意見

交換の場を提供する。
また、様々な立場の当事者の意見を聞くことがで

きるような工夫も行う。

①親支援講座

◆ 公正証書の作成支援及び養育費の取り決め等に関
する弁護士への相談に関する支援等を行う。

③養育費の履行確保（R2～）

○ 子どもの心情の理解
○ 離婚後の生活や子育てに関す
る不安を軽減

○ 同じ境遇にある当事者との交
流などにより、孤立感を解消

○ 養育費や面会交流に関する取
り決めを促進

○ ひとり親になって間もない段
階から必要な支援の提供が可能

○ 養育費の履行を確保

令和２年度

実施自治体数 31か所

うち親支
援講座・
情報提供

自治体数 11か所

受講者数 282人

うち養育
費確保等
に資する
事業

自治体数 22か所

支援人数 621人
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○夜間・休日を含め利用しやすく、簡易・迅速な養育費の取り決めや確保等をサポートする相談機関の確保を図る。

○国においては、相談担当者の養成と各地の相談機関の業務支援を行う。

（母子家庭）（父子家庭）
○養育費の取決め率の増 約４３％ 約２１％ ○ひとり親家庭の生活の安定

○養育費の受給率の増 約２４％ 約 ３％ ○ひとり親家庭で育つ子どもの健やかな成長
（平成28年度全国ひとり親世帯等調査）

○養育費等に係る各種手続等に関する分かりやすい情報の提供
→ホームページへの掲載、パンフレット等の作成

○地方公共団体等において養育費相談等に対応する人材の養成のため
の各種研修会の実施

○母子家庭等就業・自立支援センター等に対する困難事例への支援

○母子家庭等からの電話、メールによる相談対応

【委託先:（公社）家庭問題情報センター（FPIC）】

○リーフレット等による情報提供

○養育費の取り決めや支払いの履行・
強制執行の手続きに関する相談等

○母子家庭等への講習会の開催

○弁護士による法律相談（平成28年度から）

（母子家庭等就業・自立支援センター等）

・研修
・サポート

・困難事例
の相談

・電話相談：0120-965-419（携帯電話、PHS以外）、03-3980-4108
・メール相談：info@youikuhi.or.jp

〔相談時間：平日（水曜日を除く）10:00～20:00
水曜日 12:00～22:00 土・祝日 10:00～18:00〕

（参考）令和２年度実績 相談延べ件数：5,537件 研修等の実施：45回

養育費等相談支援センター事業

目指すべき方向

養育費等相談支援センター設置の趣旨

養育費等の相談支援の仕組み

国（厚生労働省）が養育費等相談支援センター

に委託して実施（平成19年度創設）

地方自治体（都道府県等）が
直営又は委託して実施

・養育費等支援事業実施自治体数：123自治体
養育費専門相談員による相談延べ件数：9,311件
養育費専門相談員の設置：44か所、122名

・弁護士による相談実施自治体数：106自治体
弁護士による相談延べ件数：8,796件
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養育費等相談支援センターにおける相談実績等（令和２年度）

相談支援

○母子家庭等就業・自立支援センターの養育費専門相談員や母子・父子自立支援員を対象とした全国研修会の実施
・新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて、オンラインにて開催

○地方公共団体等の行う研修に対する研修講師の派遣：45か所

研修実施

○女性が67.1％、男性が25.2％と女性から
の相談が多くを占める。

相談者別内訳（Ｎ＝4,246）

○離婚後が57.2％、離婚前が33.6％と離婚
後の段階での相談が多くを占める。

相談時期内訳（Ｎ＝ 4,246 ）

○請求手続が26.5％と最も多く、養育費の算定が
21.8％、面会交流が15.4％と続いている。

相談内容内訳（Ｎ＝5,537）※複数選択有
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女性
67.1%

男性
25.2%

機関
7.3%

不明
0.4%

請求手続

26.5%

養育費

算定

21.8%
面会交流

15.4%

養育費

不履行

11.9%

減額請求

8.3%

強制執行

7.2%

増額請求

3.0%

婚姻費用

2.5%
その他

5.4%

離婚前
33.6%

離婚後
57.2%

婚姻外
7.4%

その他・不明

1.4%


