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3.1.2 文京区（東京都） 

東京都文京区では離婚に係る取組として、庁舎内の関係部署の連携、リーフレットの配

布、調査の実施を行っている。これらの取組の所管は、男女協働子育て支援部男女協働・子

ども家庭支援センター担当課（以下「子ども家庭支援センター」）である。 

子ども家庭支援センターでは、「お金がない」「DV により子どもが殺されかねない」「相

手から逃げても追い掛け回される」等の逼迫した、極めて困難なケースに対応しているが、

そのような問題には「離婚」も課題となっているケースが多く、そのような状況に置かれて

いる子どもの混乱にどのように向き合い、対応をすべきなのかという検討から取組を始めて

いる。このような困難なケースに対しては、司法へ委ねる前の段階で自治体こそが支援を行

うべきであり、最後のセーフティネットとしての役割を担うべきであるという認識である。 

 

（1） 離婚届配布時における関係諸用紙一式の配布 
 離婚届を配布する際、平成 26 年 10 月から養育費の取り決めと面会交流に関する内容の

リーフレットを手渡しにて配布している。リーフレットは厚生労働省作成のもの11、及び養

育相談支援センター作成のもの12である。 

 

 

（2） 内部・外部調査の実施 
よりよいサービスの提供のため、全庁に対する内部調査と、区民の一部に対する外部調

査を実施し、離婚に係る取組に活かしている。 

 

 全庁的なサービス内容確認調査の実施 
各部署の業務内容を具体的に周知し、来庁者が来庁目的に対して適切な部署の窓口を訪

ねられるよう、全庁的なサービス内容確認調査を実施した。離婚に係る問題に対応する4つ

の部署では連携体制を敷いているが、それ以外にも年金や税、国民健康保険等を担当する他

部署でも、来庁者の相談から離婚に係る問題の存在が判明することもあり、そのような場合

においてもこの調査結果をもとに各部署から子ども家庭支援センターへ来庁者を誘導する

ことができるようになり、庁内における部署間の相互理解に寄与している。 

 

 ニーズ調査の実施 
区内に在住するひとり親家庭等の保護者に対し、養育費や面会交流等について、その実

態と区民のニーズを把握することを目的として、自記式アンケート調査を実施した。調査概

要は図表 31に示すとおりである。 

                                                 
11 厚生労働省資料（http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/05/dl/tp0515-1h06.pdf） 
12 養育費相談支援センター資料（http://www.youikuhi-soudan.jp/pdf/panf01.pdf、http://www.youikuhi-soudan.j
p/pdf/panf03.pdf） 
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図表 31 ニーズ調査概要 

項目 内容 

調査期間 平成26年7月～平成27年1月 

調査対象 離婚の他、未婚、死別等も含む児童育成手当受給者約1,085人（世帯） 

配布方法 児童扶養手当の現況届に係る提出書類に調査票を同封して郵送にて配布 

回収方法 窓口にて手渡しでの提出（現況届は窓口への直接提出が必須のため） 

回収率 61.9％（回収数672） 

出所：文京区ヒアリング調査より作成。 

 

調査結果は平成 27 年 2 月時点で集計中であるが、面会交流に関する設問へは無回答が多

く、また、自由記述欄には「面会交流で子どもが不安定になる時がある」といった意見が見

られた。これは面会交流に対する区民の認識や理解の不足を示しており、そのため区として

面会交流の実施を積極的に促進し支援することは難しく、まず面会交流についての理解を広

めることが重要と認識している。 

 

 

（3） 窓口の連携 
離婚に係る問題を抱えて来庁する相談者を、子ども家庭支援センターもしくはその他の

関連部署へ適切にかつスムーズに誘導するために、相談者が最初に訪れた窓口で、相談内容

に対して適切な部署を正しく割振る必要がある。その目的を果たすために、「連携でのワン

ストップ」という形で取組を行っている。 

連携体制を整えている部署は図表 32 に示すとおりである。 

 
図表 32 窓口連携に係る関連部署 

担当課 担当内容 

区民部戸籍住民課 区民が離婚届を入手する際に、離婚届の書き方の説明や、養育

費の取り決めに関する厚生労働省作成のパンフレットの配布等

を行っている。 

福祉部生活福祉課 DV 等の被害女性の緊急避難への援助、母子福祉資金・父子福祉

資金貸付、母子家庭等自立支援教育訓練給付金、母子家庭等高

等技能訓練促進給付金等を担当している。 

男女協働子育て支援部

子育て支援課 

ひとり親家庭緊急一時ホームヘルパー派遣事業、ひとり親家庭

等医療費助成、児童扶養手当、児童育成手当等を担当している。 

男女協働子育て支援部

男女協働・子ども家庭支

援センター担当課 

子ども家庭支援センターにおける子どもに関する総合相談（心

理、医療、法的相談含む）、男女平等センターにおける心理相談

等を担当している。 

出所：文京区ヒアリング調査より作成。 
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（4） 今後実施予定・検討中の支援策 
文京区では平成27年度に図表 33に示す取組を実施予定あるいは検討事項としている。既

に文京区男女平等センターでは、離婚や面会交流に対する不安等を対象とする心理相談を受

け付けているが、平成27年度より実施する子ども女性専門法律相談では、相談内容対してよ

り専門的な対応が可能となる。なお、面会交流や養育費に関する問題は、あくまで想定され

る相談内容の一部であり、当相談窓口の焦点ではないとしている。 

 
図表 33 今後実施予定・検討中の支援策 

項目 内容 

離婚問題専門の弁護士

による法律相談（子ど

も女性専門法律相談） 

面会交流や養育費に関するひとり親の認識や理解の不足への対策

として、離婚前・後に関わらず、落ち着いて相談できる離婚、DV、

養育費等の問題を専門とする弁護士を配置した専門相談窓口を平

成27年5月から実施予定。受付は予約制、月3回の開設。相談内容

によっては、相談員である弁護士が依頼を直受け、また、家庭裁

判所等の司法に繋げることも可能。 

離婚前後の相談を専門

の弁護士（相談員）が

受ける離婚相談会 

面会交流や養育費に関する正しい知識を区民に付与し、離婚に係

る不安や疑問の解消を目的として開催。 

配布物の作成 離婚に際しての子どもへの配慮を記した親向けのパンフレット、

ひとり親に関する行政サービスを分かりやすくまとめたリーフレ

ットを区として作成、配布。これらの配布物は、庁舎の窓口や相

談窓口への設置に加え、離婚届を配布する際に同封して配布の予

定。 

離婚家庭対象の親（子）

プログラムの検討 

詳細については検討中。 

出所：文京区へのヒアリング調査により作成。 
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3.2 面会交流支援事業を実施している自治体における取組の事例 
3.2.1 東京都 

東京都では、福祉保健局少子社会対策部育成支援課ひとり親福祉係を所管として、平成

24 年度から面会交流支援事業を行っている。 

 

（1） 面会交流支援事業 
面会交流支援事業の実施にあたり、東京都は一般財団法人東京都母子寡婦福祉協議会に事

業を委託している。申込受付は同協議会が運営する東京都ひとり親家庭支援センター（愛

称：はあと）（以下「はあと」）が行っており、実際の面会交流実施の支援は、東京都母子寡

婦福祉協議会から専門機関である公益社団法人家庭問題情報センターへ再委託をしている。 

 

図表 34 「はあと」の面会交流支援事業紹介パンフレット（1/2） 
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図表 35 「はあと」の面会交流支援事業紹介パンフレット（2/2） 

 

出所：東京都ひとり親家庭支援センターはあと資料「東京都面会交流事業のご案内」 
 
 支援対象 
面会交流支援の対象は、面会交流支援の対象は、以下①～⑥のとおりである。 

 

① 中学生までの子どもがいる 

② 子どもと同居している親が都内に住所を有している 

③ 父と母の双方が児童扶養手当受給相当の年収であること 

④ 父と母の双方が面会交流を実施する旨の合意がされていること 

⑤ 過去に本事業を利用していないこと 

⑥ 子どもの連れ去り、配偶者暴力などの恐れがないこと 
出所：東京都ひとり親家庭支援センターはあと資料「『面会交流支援事業』を利用される父母へのご案内」より作成 

 

 支援までの流れ 
支援の流れは、「はあと」で支援申込の受付と収入等の資格審査を行っている。申込には

支援要件を満たし、かつ父母間での面会交流を行う合意がなされていることが必要である。

申込書提出については、父母双方からの申込書と収入証明の提出が必要である。父母どちら

か一方からのみの申込も可能であるが、支援の利用に関して父母の認識に齟齬が生じ、それ

が表面化して支援を中断せざるを得なかった事例があり、現在は父母双方からの申込をお願

いしている。 
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支援の流れは図表 36 に示すとおりである。まず FPIC で申込書を受け取った後、父母そ

れぞれと事前相談を行い、面会交流の規則を確認する。そして父母双方から確認書が提出さ

れた後、正式に申込書を受理し、支援開始となる。 

 
図表 36 「はあと」による面会交流支援事業の流れ 

 
出所：東京都ひとり親家庭支援センターはあと資料「『面会交流支援事業』を利用される父母へのご案内」 

 

 面会交流のルール 
  実際に面会交流を行うにあたり、「はあと」は下記のルールを定めている。 
 

・子供中心に日程調整する。 

① 候補日は、子供の都合や健康状態が分かる監護親（同居している親）の方から複数日を

提示していただきます。 

② 月１回実施の場合は、日程を決めた後の変更または振替えはしません。 

③ 次回の日程は、面会後に決めて帰るか、監護親に期限を切って候補日を提示していただ

きます。 

 

・誰に会うかを子供に事前に伝える。 
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① 面会の目的は、子供が離れて暮らす親の存在を知り、実像を自分の目で確かめ、親子の

絆を強めることです。監護親は子供に別居親と会うことをあらかじめ伝えてください。 

② 面会する親は、子供に無理強いしてまで「親」（お父さん・お母さん・パパ・ママなど）

と呼ばせないでください。 

 

・子供を板ばさみにしない。 

① 子供は父母両方に愛され、認められたいと思っています。他方の親の悪口を決して言わ

ないでください。 

② 子供にタブーをもたせたり、内緒話や事前の相談のない約束をしないでください。 

③ プレゼントは、誕生日、クリスマスなどに限ります。必ず、事前に相談してください。 

④ 監護親の同席は、面会交流支援員が要請または認めたときに限ります。 

 

・面会を子供が安心して楽しめる時間にする。 

① 質問や問いかけは、緊張している子供には尋問と感じられます。笑顔で、遊びに徹し、

子供から自然に話しかけるのを待って、聴き役に徹します。 

② 子供が嫌がらなければ写真撮影は差し支えありません。録音は禁止です。 

③ 面会中、子供に外部との通信をさせることはできません。 

④ 暴力や暴言は、誰に対しても厳禁です。面会を中止する場合があります。 

⑤ 面会中は禁煙です。飲酒や薬物を使用しての面会は厳禁です。 

⑥ 面会日以外に、直接子供を訪ねたり、連絡をしないでください。 

 

・面会の継続のための父母の協力 

① 時間についての約束を守ってください。 

② 監護親は、面会した子供をほめるだけにして、根掘り葉掘り様子を聞かないでください。

面会が良くても悪くても子どもは疲れています。 

③ 父母ともに、焦らず、あきらめず、粛々と実行してください。 

④ 子供の父母の役割に徹し、元夫婦間の過去の話をしないでください。 

出所：東京都ひとり親家庭支援センターはあと資料「子供が主人公であるための面会交流のルール」より作成 

 
 支援内容 
具体的な支援の内容は、同居親から面会交流の日程候補が提示された後に調整する連絡

調整、面会交流の際の付添い、児童の受渡しを行っている。面会交流は、「はあと」が指定

した場所で実施している。これまでは渋谷区に所在した「こどもの城」を使用していたが、

平成 27 年 2 月 1 日に閉館したため、現在は東京都内の区立の児童館、民間の有料施設を使

用することを検討している。 

支援期間は、原則として申込日から 1 年間としている。 

 
 支援状況 

 東京都における面会交流支援事業の実績は図表 37 のとおりである。相談受付件数に対し、
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面会交流実施に至る件数は少ないが、実施する場合は父母と支援内容を確認する必要があり、

毎回の面会実施に至るまでの調整等に多くの時間を要している。事業を開始した平成 24 年

度よりも、平成 25 年度の相談件数が減少している要因は、平成 25 年度の事業周知の機会が

事業開始時に比べ減少したことによると考えられる。 

相談内容をみると、面会交流支援事業に関するものと、面会交流そのものに関するものに

大別される。どちらも、離婚前や離婚調停中である父母からの相談、また、離婚調停に関わ

っている弁護士からの問い合わせが多くなっている。具体的内容としては、面会交流をどの

ように決めていけばよいのか、子供と会わせるべきなのか、面会することが決まっているが

どうしたらよいのかなど多岐にわたっている。これらの相談は、受付窓口である「はあと」

で対応しているが、一定の経験や専門性が要求される。このことは、事業開始当初に想定し

ていた面会交流支援事業に関する「問い合わせ」や「相談」の範疇を超えている部分もあり、

事業実施者の負担となっており、体制の充実が必要であると認識している。 

 
図表 37 東京都の面会交流支援事業の実績（受付件数） 

項目 平成 24 年度 平成 25 年度 

相談受付件数 
 

総数 355 280 

当事者父母 336 205 

その他13 19 
75 

(48) 

支援計画・事前相談調

整等を行った延べ件数 

総数 109 221 

交流支援件数 75 139 

面会交流援助 34 82 

関係機関からの照会件数 74 21 

合計 538 522 

出所：東京都受領資料「東京都面会交流支援事業実績」をもとに作成。 

 

                                                 
13
平成 25 年度の括弧内の数値は弁護士からの相談件数。 
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図表 38 東京都の面会交流支援事業の実績（家族数） 

項目 平成 24 年度 
平成 25 年度 

平成 25 受付分 平成 24 受付分 合計 

申込家族数 13 18 － 18 

面会交流実施家族数 11 8 10 18 

翌年度面会実施予定家族数 10 8 － 8 
出所：東京都受領資料「東京都面会交流支援事業実績」をもとに作成。 

 
（2） 関連セミナー 
面会交流支援事業の他に、FPIC による養育費相談支援センターとの共催で「子どもたち

の未来を育てよう ～離婚と子どもを考える～」セミナーを平成 26 年 7 月 19 日に開催し

た。子どもの心身の健全な成長のために養育費や面会交流など、父母が留意すべき点につい

て出席者に理解してもらうことを目的として、「子どもの心が見えますか」と題した講演と

情報・意見交換会を行った（図表 39）。セミナーの対象者は子どもを持ち離婚を考えてい

る人、ひとり親家庭の人等で、参加者数は 21 名であった。 
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図表 39 セミナー『子どもたちの未来を育てよう』リーフレット 

 
出所：東京都ひとり親家庭支援センターはあと資料「セミナー『子どもたちの未来を育てよう』」 
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3.2.2 千葉県 
千葉県では離婚に係る取組として、面会交流支援事業を実施している。千葉県の所管は千

葉県健康福祉部児童家庭課母子福祉班である。千葉県では、面会交流支援事業を市が単独で

実施することは困難な面があると捉えているため、政令指定都市である千葉市も含め、全県

を支援対象としている。 

 

（1） 面会交流支援事業 
千葉県は平成 25 年から面会交流支援事業を実施している。 

 相談体制 
千葉県は母子家庭等・自立支援センター事業を行っている「一般財団法人千葉県母子寡

婦福祉連合会」（以下「連合会」）に、面会交流支援事業を委託している。事前相談から

資格確認までを連合会が行い、その後の事前面接から実際の面会交流の実施支援を連合

会から「公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室」（以下「FPIC 千葉」）

に再委託をしている。 

 

 対象要件 

 千葉県は支援事業の対象要件を下記のように定めている。 

 

（1）「県内に居住する同居親又は県内外に居住する別居親」について 

面会交流の対象となる子と、その子と同居する親は、千葉県内に住所を有すること。 

一方、別居親の住所については、本事業の対象条件としては問わないこと。 

（2）「概ね 15 歳未満の子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」について  

第 1 回目の面会交流の実施時点において、面会交流の対象となる子どもが 15 歳未満で

あること。なお、その後に当該子が 15 歳に至った場合にあっても、支援期間中は引き続 

き支援対象となること。 

（3）「同居親が児童扶養手当の支給を受けており、かつ別居親が児童扶養手当の支給を

受けている者と同様の所得水準にあること。又は、同居親及び別居親とも児童扶養手当

の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。」について 

児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあるとは、児童扶養手当法施

行令第 2 条の 4 の規定による計算により、児童手当の一部支給又は全部支給の対象とな

る所得額をいう。 

ただし、別居親の扶養親族等の数が、同居親の扶養親族等の数を下回る場合は、その

差の人数に 38 万円を乗じた金額を、別居親の所得制限の加算額として取扱い算定したう

えで判定すること。  

なお、当該所得額は父母本人の所得額のみを考慮すれば良いものであり、世帯 の所得

額は問わないこと。  

（4）「面会交流の取り決めを行っている者で、本事業の支援を受けることについて父母
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引用：千葉県面会交流支援事業実施要領（平成 25 年 6 月 17 日制定） 

  

 支援の申込から実施への流れ 
 面会交流支援の事前相談は連合会が受け付けている。事前相談後、父母から面会交流支援

事業を受けることの合意を得られた後に申込を受け付ける。申込受付後は、支援を受けるた

めの資格確認を母子家庭等・自立支援センターが行うため、面会交流の取り決めを行ってい

るか、所得に関する要件を満たしているかを確認する。確認後、支援対象者であることを確

認した場合、FPIC 千葉へ引継ぎを行う。なお、申込は父母のうち、どちらかで行えば可能

である。 

 引継ぎ後、FPIC 千葉は事前面談を行い、支援内容を決定し、支援計画を作成する。面会

交流の実施に伴い、面会交流全般における遵守事項についても FPIC 千葉から父母に対し説

明を行う。父母は支援内容と遵守事項を確認し、支援を受けるための申請書と遵守事項に関

わる契約書を FPIC 千葉に提出する。 

 手続き終了後は、具体的な面会交流の時間や場所等を検討するが、父母間で直接連絡をと

ることが難しい場合は FPIC 千葉が父母と連絡をとり、調整を行う。 

 面会交流支援は原則として 1 ヶ月に 1 回、支援期間は面会交流の初回実施日から最長 1

年間としている。 

 面会交流の事前相談から実施までフローチャートを図表 40 に示す。 

 
 

間の合意があること」について 

父母間における面会交流の取決め及び本事業の支援を受けることの合意は、当初の本

事業の支援申込み時において、既に成されていること。  

よって、父又は母からの依頼により、面会交流の取決め又は本業務の支援を受けるこ

との合意自体を支援する業務は本事業の対象とはならないこと。  

（5）県要綱に規定する対象者の要件に該当する場合は、次の場合にあっても支援対象と

なること。  

ア 父母が法律上の婚姻関係になかった場合又は、これまで父、母、子の三者で同居し

たことがない場合等であっても、認知等により親子関係が確定している 場合  

イ 離婚には至っていないが、父母が離婚を前提とした別居状態にある場合  

ウ 既に第三者の支援のもとに面会交流を行っている場合（本事業の委託先又は 再委

託先での実施を含む。） ただし、過去に本事業の対象となっている場合は対象とならな

いこと。  

エ 子どもが日本国籍を有していれば、父母の一方が外国籍でも、当該外国籍の親が国

内に住所を有し、かつ本事業において日本語のみで円滑に支援できるだけの日本語能力

を有している場合は支援対象となること。 
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図表 40 面会交流支援事業フローチャート 

出所：千葉県資料「面会交流支援事業フローチャート」 

 

 相談件数 
事業を開始した平成 25 年度の相談件数は 16 件だったが、これらは全て支援には至らなか

った。平成 26 年度に支援まで至ったのは、平成 27 年 2 月現在で 1 件である。 

 

 面会交流支援の場所・内容 
面会交流の場所は FPIC 千葉内で行っている。希望があれば、FPIC 千葉の近隣で子どもの

交流館等が入っている千葉市の施設内や、千葉市動物公園等でも面会交流を行う。 

上記のとおり基本的には千葉市内で面会交流を行っているが、別居親の居住地等を考慮し、
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千葉市外での対応も検討しているが、面会交流に付き添う相談員の旅費については課題であ

る。 

 
 
（2） 養育費に関連する相談体制の整備 
千葉県では面会交流支援事業の相談受付窓口の他、養育費に関する相談については県内

13 箇所の福祉事務所で受け付けている。母子・父子自立支援員を配置していない町村の住

民へは周辺自治体の窓口を紹介し、対応している。 

 
 相談件数 
千葉県として受け付けた、町村部住民からの養育費に関する相談件数は平成 25 年度では

5 件であった。市部に設置されている福祉事務所で受け付けた養育費に関する相談件数と合

わせると県全体では 684 件である。 

 
 出張相談 
養育費に関する相談については連合会では出張相談も行っている。相談内容によっては養

育費相談支援センター14を紹介している。 

                                                 
14 養育費相談支援センターは公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）が厚生労働省の委託事業として行

っている。（養育相談支援センター公式サイト http://www.youikuhi-soudan.jp/） 
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3.2.3 熊本県 
 熊本県では、離婚に係る取組として、特別相談事業及び面会交流支援事業を実施してい

る。熊本県の所管は健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども家庭福祉課である。 

 
（1） 面会交流支援事業 
 事業は平成 25 年度に開始し、熊本県から社会福祉法人熊本県母子寡婦福祉連合会（以下

「母子会」）へ委託している。 
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図表 41 熊本県面会交流支援事業リーフレット 

 

出所：熊本県ヒアリング調査受領資料 
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 支援対象と支援までの流れ 
面会交流支援の対象は、母子ないし父子家庭、または離婚をしていないが別居状態にある

家庭としている。 

支援の流れとしては、まず面会交流支援を希望する県民からの事前相談を母子会が受け、

支援の要件を満たしていた場合は申込を受理し、内容を確認した上で、支援の決定がなされ

る。その後、支援計画を策定し、支援開始となる（図表 42）。 

なお、事前相談の時点で支援が困難なケースと認められる場合は、母子会が「母子家庭等

就業・自立支援事業」の一環として実施している無料法律相談を紹介し、相談をすすめてい

る。 

 

図表 42 面会交流支援事業フローチャート 

 
出所：熊本県ヒアリング調査受領資料 

 

支援要件は下記①～⑧であり、事前相談では要件を満たしているかの確認のため、説明を

し、事業への理解を父母に促している。 

 

【面会交流支援事業の支援要件】 

支援対象者は子との面会交流を希望する別居親、又は子と別居親との面会交流を希望する

同居親であり、以下の全ての要件を満たす者とする。 

① 面会交流の対象となる子及び同居親が熊本県内に住所を有すること。 

② 同居親と別居親との間で面会交流の取り決めが行われており、本事業の支援を受ける

ことについて合意があること。 

③ 子の年齢は、申し込み時点で 15 歳未満であること（申し込み後に当該子が 15 歳に至

った場合にあっても、支援期間中は引き続き支援対象とする）。 
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④ 同居親が児童扶養手当の支給を受けており、かつ別居親が児童扶養手当の支給を受け

ている者と同様の所得水準にあること。又は、同居親及び別居親とも児童扶養手当の

支給を受けている者と同様の所得水準にあること。 

⑤ 父母の離婚が成立していない場合は、離婚を前提とした別居状態にあること。 

⑥ 父母が法律上の婚姻関係にない場合は、認知等により支援対象となる子との親子関係

が確定していること。 

⑦ 父母が外国籍の場合は、当該親が国内に住所を有し、子が日本国籍を有すること、か

つ本事業を利用するに当たり、日本語でのコミュニケーション能力に問題がないこと。 

⑧ 過去に本事業の対象となっていないこと。 

出所：熊本県面会交流支援事業実施要領より引用。 

 
 支援内容  
支援期間は 1 年間であり、面会交流の支援方法は図表 43 のとおり、3 つの類型となって

いる。付き添い型の面会交流場所としては、熊本県母子休養ホームしらゆり会館の一室を提

供しており、使用する際は子ども向けの飾り付けや、玩具や本をあらかじめ準備するなどし、

面会交流が潤滑に行えるよう、環境づくりに努めている。 

 
図表 43 支援の類型 

分類 内容 

連絡調整型 父母が相互に連絡を取り合うことが困難な場合に、父母双方に連絡をと

り、面会交流の日時、場所、実施方法等を調整する。 

受け渡し型 子どもを同居親から非同居親に引き渡す際に、支援員が同行及び立会

う。面会交流の時間が終了し、非同居親から同居親へ子どもを戻す際に

も支援員が同行及び立会う。面会交流時間中、面会交流場所へ支援員は

同行しない。引渡し場所と面会交流場所については、同居親と非同居親

が希望する場所となる。 

付き添い型 同居親から非同居親へ子どもを引き渡すところから、非同居親と子ども

が交流するところまで付き添う。交流中は同室で様子を観察するし、様

子に問題がなければ、扉を開放するなどして交流の様子をうかがえる状

態にし、隣室などで待機する。 

出所：熊本県面会交流支援事業実施要領及びヒアリング調査より作成。 

 
 支援状況 
平成 25 年 4 月の事業開始から平成 27 年 2 月までの支援実績は 2 件である。1 件目の事例

は、平成 25 年 12 月から平成 26 年 11 月に行われた。利用者は 30 代で、以前より親類の仲

介による面会交流を行っており、利用者が以前より懇意にしていた弁護士から紹介され支援

を受け始めた。支援期間は既に終了しており、熊本県及び母子会では利用者が支援期間終了

後に自力で面会交流を継続しているかどうかの追跡調査を行っていないため、面会交流の継

続については不明となっている。 
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2 件目の事例は、平成 26 年 8 月より開始しており、平成 27 年 2 月時点で支援が継続中で

ある。1 件目の事例と同様に、利用者が以前より懇意にしていた弁護士から本事業を紹介さ

れ支援を受け始めた。利用者は 20 代である。 

 

 

（2） 特別相談事業 
熊本県母子家庭等就業・自立支援センター事業として熊本県から母子会に委託して、ひ

とり親家庭を対象とした下記の事業を行っている。 

 

 ひとり親家庭等日曜相談窓口  
ひとり親家庭の保護者を対象に、毎週日曜日に電話もしくは対面での相談を受け付

けている。母子家庭になった際に想定される戸籍や親権、養育費、手当て等に関する内

容から、DV や就労に関する内容を想定した相談窓口であるが、これまでに数件程度の

利用実績にとどまっている。 

 

 生活相談 
ひとり親家庭の保護者を対象に、養育費や金銭貸借、財産分与、事業経営、遺産相

続等の内容に関する相談を受け付けている。相談は電話、来所での対面、メール、の 3

つの手段で受け付けており、受付手段はこの順で多く、メールによる相談受付件数は極

めて少ない。 
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3.3 面会交流支援事業の委託団体における取組の事例 
3.3.1 公益社団法人家庭問題情報センター（略称：FPIC） 

家庭紛争の調整や非行少年の指導に携わってきた元家庭裁判所調査官の経験と専門知識、

技法を広く活用し、健全な家庭生活の実現に貢献することを目的として設立された公益社団

法人である FPIC15では、夫婦のカウンセリングや裁判外紛争解決手続（ADR）による調停

の実施、養育費相談支援等の様々な活動を行っているが、本項では面会交流援助の事業を中

心に記述する。 

なお、本項における FPIC による面会交流援助は、自治体による面会交流支援事業とは異

なり、FPIC が独自に実施している事業である。 

 

（1） 面会交流援助 
 事業内容 
FPIC では、面会交流の援助を平成 6 年度から試行的に、平成 16 年度から事業として本格

的に実施している。FPIC における面会交流援助の手続きの流れとしては、まず事前相談を

受け付けており、事前相談の時点では父母間の合意を必須としていない。事前相談を経た実

際の援助開始の際には、父母双方の合意書面が必要である。FPIC の利用を前提とした合意

形成に関しては、当事者間、家庭裁判所、弁護士等と協議して面会交流の頻度と回数、第三

者機関の援助の有無及び付添の有無、援助担当者の指導・助言の受け入れ意思、費用負担割

合の明文化を父母への指針として示している。 

なお、FPIC では合意形成に関する助言は与えるが、父母との対等な契約機関として事業

を運営していくため、援助と合意形成を明確に分離している。 

                                                 
15 公益社団法人家庭問題情報センター設立の趣旨（http://www1.odn.ne.jp/fpic/gyoumu_1.htm） 
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図表 44 FPIC の面会交流援助の手続きの流れ 

出所：FPIC 資料「面会交流援助の案内 FPIC ルール」 

 

援助の分類は 4 種類だが、大きくは継続援助と短期援助に分かれる。継続援助には、面会

交流の場に援助者が付き添う「付添い型」、父母が互いに対面せずに子どもの受渡しをでき

るよう援助する「受渡し型」、面会交流の日時や場所の調整を父母に代わって行う「連絡調

整型」がある。そして「短期援助」は、援助期間を問わず 1 回 1 時間程度で 2 回を限度とし

た付添い型で実施する（図表 45）。付添い型の援助が 9 割を占めているが、FPIC は見守り

や付き添いといった形式で、子どもの安心、安全を担保するための、いわば介添えの役割を

果たしている。なお、受渡し型からの援助を開始することはあるが、連絡調整型から援助を

開始することについては、父母の十分な合意がとれていない等の問題が生じている場合が多

いため、現在は行っていない。 
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図表 45 FPIC における面会交流援助の種類と内容 

種類 内容 場所 頻度・時間 

付添い型 同居親が子どもの別居親との面会

交流に強い不安を抱いている場

合、連絡調整、子どもの受け渡し

から実際の面会交流まで援助者が

付き添う。面会者は別居親に限る。 

初回は原則として

FPIC 相談室内の児

童室。 

月 1 回、3 時間

以内。 

（初回は 1 時

間程度）。 

受渡し型 面会交流時に別居親に子どもを託

すことに問題はないが、父母が顔

を合わせられない場合に、子ども

の受渡しのみを援助する。 

渡し場所は、原則

として現地。 

月 1 回まで。 

連絡調整型 同居親と別居親が連絡を取り合う

ことが困難な場合、代わって双方

に連絡を取り、日時、場所などの

調整をする。 

－ － 

短期援助 裁判所内での試行面会ができない

場合の例外的援助、あるいは自立

の予行演習として、援助者が付添

い型で行う。 

FPIC 相談室内及び

その周辺地域。 

援助期間を問わ

ず 1 回 1 時間

程度で 2 回を

限度。 

出所：FPIC 資料「面会交流援助の案内 FPIC ルール」 

 

 面会交流を円滑に進めるためのルール 
 FPIC は面会交流を円滑に進めるために父母に対して以下をルールとして定めている。 
 
【面会交流を円滑に実施するためのルール】 

面会交流を子どもが楽しく穏やかに過ごせるように、同居親は子どもに別居親と会うこ

とを伝え、面会の中身は子どもに任せましょう。別居親は子どもに生活の様子を根ほり葉

ほり聞いたりせず、笑顔で子どもの気持ちを受け止めましょう。両親とも、昔のことと相

手の悪口は言わないことにしましょう。 

 

1. 子ども中心の面会日程の調整 

子どものスケジュールや健康状態がわかる同居親は、複数の候補日を提示してください。 

その中から別居親と援助者が調整して決めます。 

約束した日程は、病気や行事延期などのやむを得ない事情が発生しない限り誠実に実行し

てください。月 1 回実施の場合は、一旦決めた日程の変更や振り替えはできません。約

束した時間は厳守してください。 

 

2. 同居親の参加 



51 

面会するのは別居親です。援助者が要請又は許可しない限り、同居親は面会交流の場面に

は同席しません。 

同居親の待機場所は援助者の指示に従ってください。 

 

3. プレゼント 

誕生日やクリスマスのプレゼントは援助者を通して事前に相談してください。 

面会交流は親子で楽しむ時間です。普段のプレゼントは控えてください。 

 

4. カメラや携帯電話の使用について 

子どもが嫌がらなければ、数枚の写真の撮影は差支えありません。 

撮った写真を公表したり、裁判等に利用したりしてはいけません。 

録画や録音はできません。 

面会中に携帯電話等で子どもに外部と通信通話させることはできません。 

 

5. 禁酒・禁煙 

飲酒や薬物を使用しての面会は厳禁です。 

面会中は禁煙です。 

 

6. 援助の中止 

次のことが発生した場合には、援助を中止し、以後一切の援助はしません。 

①人や物に対する暴力・暴言・威圧 

②連去りまたは連去り企図 

③子どもと同居親の自宅や学校・保育園等の近辺に立ち現れること等。 
出所：FPIC 資料「面会交流援助の案内 FPIC ルール」 

 

 対象となる子ども 
面会交流の対象となる子どもは小学生までとしており、特に付き添い型援助の対象は小学

校 3 年生までとしている。小学校 4 年生以上の子どもについては受け渡し型ないしは連絡調

整型による援助を行っている。 

 

 周知方法 
ウェブサイトでの告知の他、主にポスターやチラシを活用して周知している。また新聞へ

の掲載による周知も行っている。 

 

 実績 
FPIC 全体での相談受理件数は年間約 400 件であり、うち東京相談室における相談受理件

数は年間約 200 件である。面会交流援助の実施は相談受理件の 6 割程度となっている。支援

期間が 1 年間と定められている自治体の面会交流支援事業とは異なり、複数年に亘って継続

的に援助が行われているケースもあり、年間の合計援助実施件数は 400～500 件程度である。 
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（2） その他の取組 
FPIC では面会交流援助の他、以下の取組を行っている。 

 人材育成 
面会交流援助に対しては、講義やワークショップ、SV（スーパーバイザー）との複数担

当制、外部研修等の人材育成を行っている。なお、事前相談の担当には家庭裁判所の調査官

経験者等、子どもの心理を把握できる人材を充てており、東京相談室では 10 名の SV が担

当している。 

 

 父母に対する働きかけについて 
面会交流が子どものためであり、子どもを中心とした視点で行うためにどうすべきかを父

母に学んでもらうため、事前相談の際に冊子の提供や関連書籍の販売を行っている。また家

庭問題情報誌「ふぁみりお」16を発行し、養育費や面会交流の問題を含め、家庭問題につい

ての解決の糸口を見出す情報を提供している。希望者に無料配布している他、Web サイト

でも公開している。父母に対する情報発信を行い、父母が面会交流の意義や目的を十分理解

し、従来の父母中心の面会交流から子ども中心となるよう視点の転換を図っている。 

 

 啓発セミナーの開催 
FPIC では平成 6 年度から毎年継続的にセミナーを実施している。子どもがいる夫婦の離

婚について考える場としてセミナー、交流会を開催している。セミナーの参加費は無料とし

ており、一部のセミナー後には無料の個別相談を実施している。 

平成 26 年度のセミナーでは「『離婚』について考えましょう～親と子どものこれから～」

と題したセミナーを開催し、離婚前後に関わらず夫婦の問題を考えるための講演、交流会、

個別相談を行った。 

                                                 
16家庭問題情報誌「ふぁみりお」については FPIC 公式サイトで公開されている。

（http://www1.odn.ne.jp/fpic/familio_1.htm） 
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図表 46 FPIC 資料「『離婚』について考えましょう～親と子どものこれから～」 

 
出所：FPIC 資料「『離婚』について考えましょう～親と子どものこれから～」 

 
 講演会や研修への講師派遣 

 家庭問題や非行問題の解決に携わってきた専門家を講師とし、自治体を含む各種講演会

や研修へ派遣している。一般向けには夫婦や家族が抱える問題や子育ての問題等、多岐に亘

るテーマとして、専門家向けには子どもの問題、家族の問題の最近の動向や事例研究等をテ

ーマとして取り扱っている。 

 
 相談室の設置 

 全国 10 か所（東京、大阪、名古屋、福岡、千葉、宇都宮、広島、松江、横浜、新潟）に、

家庭や子育ての問題に関する相談室を設置している。子育て、夫婦関係、離婚だけでなく、

高齢者、介護、扶養、その他についての問題の相談を受け付けている。 
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3.4 現在の取組における課題 
前節で述べた養育費や面会交流に係る自治体の取組の調査結果をもとに、その課題を整

理する。 

 

3.4.1 面会交流支援事業の実施に係る課題 

面会交流支援事業を実施している東京都、千葉県、熊本県では、以下のような課題を認

識していた。 

東京都では、調停中の父母からの相談が多くなっているが、この場合面会交流への理解

を促すべき適切な時期が難しいこと、協議離婚の場合は面会交流を促すことが難しいという

点が課題である。 

また、当事者である父母は、子どものために何をすべきかという視点が必要であるにも

かかわらず、子どもの立場を考えずに面会交流を希望したり、あるいは同居親が子どもを非

同居親に会わせたくないと考えていたりする事例がある。このことからも、面会交流の当事

者及び関係者の正しい理解が必要である。さらに当事者だけでなく、弁護士などの離婚調停

に関わる立場からの面会交流に関する質問が多いことからも、離婚相談や支援に携わる専門

家、自治体の担当者、関係機関、母子・父子自立支援員等、面会交流に関わる立場の人たち

への理解も促す必要があるとしている。 

千葉県では、離婚調停で既に面会交流の実施について決定していても、具体的な実施方

法で合意されないケースがある。支援要件の一つは所得に関する要件のため、申込がなされ

ても要件を満たしていないがゆえに申込を受理できない事例や、申込時点では無職にも関わ

らず昨年度の所得状況により要件を満たせない事例がある。また、父母とも児童扶養手当の

受給相当の所得であることを支援対象としていることは、行政が面会交流の費用を助成する

根拠となるが、同時に父母間で複数の問題を抱え、解決に長期間を有するような困難な事例

も多く見られ、支援実施の際に紛争となる恐れがあり、その場合の対応方法が懸念事項であ

る。 

熊本県では、「面会交流」という言葉自体の認知度が低く、ほとんど知られていないと

認識している。ただし、事業の周知の結果、相談件数は増加したが、支援要件を満たしてい

ない相談者が多く、特に所得に関する要件では所得証明の提出を拒むなど、実際の支援に繋

がらない場合が多い。また、非同居親が養育費を正しく支払っているにもかかわらず、同居

親が面会交流を拒む事例もあり、離婚に係る問題や課題について、父母に対する働きかけや

知識の付与が必要であるとしている。 

 

3.4.2 離婚に係る問題への取組の課題 

上記の他、離婚に係る問題への取組を実施している自治体から得た課題や問題認識をも

とに、自治体の今後の取組を検討する上で、課題となっている点を下記にまとめる。 

 

 養育費について 
まず、養育費に関する問題については、養育費が子どもの養育に重要な役割を果たすこ

とを父母自身が正しく理解していないがために、取り決めを行う必要性を感じずに取り決め
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のないまま離婚に至ってしまい養育費の支払いないし受け取りまで長時間を要してしまう、

あるいは取り決めをしたとしても不履行や支払いが遅れる、児童手当など現行の公的扶助を

利用すればよいと考えている、といったことが考えられる。そのため、父母が養育費に関す

る正しい知識を得、理解できるような仕組みが必要であろう。つまり、養育費は子どものた

めに支払われ、そして受け取るものであるということを父母自身が認識するための働きかけ

が必要であるといえる。 

また、養育費に対する正しい認識を持った上で、その取り決めを行おうとする父母が、

離婚する前の時点でも気兼ねなく相談できるような相談窓口の設置も必要であろう。 

 

 面会交流について 
面会交流については、事前の合意形成や手続き等の時点で、当事者が相手との接触に難

を示し、実施に至らないケースがある。また、面会交流を実施できたとしても、少しでも長

く子どもとの交流時間を持ちたい、あるいは同居親が子どもを非同居親に会わせたくない等、

子どもにとって面会交流がどのような意味を持ち、役割を果たすのか、ということを父母が

正しく理解していないがゆえに父母側の都合や意思が優先されてしまっている現状がある。

また、面会交流支援を受けるにあたり、支援要件の一つである所得に関する要件を満たす必

要があるとはいえ、相手に所得に関する事項を知られたくない等の父母の不安や懸念をも払

拭する必要がある。加えて、「面会交流」という言葉自体に対する認知度が一般に高くなく、

それが子どもにとってどのような影響を及ぼすものか、そもそも何を意味する言葉なのかが

知られていない可能性もある。特に、離婚を想定していない父母であれば、自らに関係がな

い事項であると認識して、理解を拒む恐れもある。これらについても、面会交流について父

母を含む住民へ正しい理解や周知を促す必要がある。 

 

 


