
Ⅲ オンブズマンの発意による調査（平成 26 年度） 

 

１ 札幌市における「自立支援プログラム」のこれまでと 

「被保護者就労支援事業」のこれから（要約） 

札幌市オンブズマン 吉田 かよ子 

調査の趣旨（要約） 

近年、日本経済の停滞が長引いた中で、生活保護受給者数は高止まり傾向が

続いています。平成 26 年 4 月における札幌市の被保護実人員は、政令指定都

市の中では、大阪市に次いでいます。 

国は、生活保護受給者等を対象として、就労支援事業を実施してきており、

札幌市も、生活保護受給者の自立支援プログラムとして様々な事業を実施して

きていますが、今般、生活保護法が改正され、新たに「被保護者就労支援事業」

が制度化されました。改正法は平成 27 年 4 月 1 日に施行されることとなって

おり、今後の札幌市の対応が注目されます。 

オンブズマンには、制度発足以来、生活保護に関連する多数の苦情が寄せら

れています。その中には、自立支援プログラムの内容を担当ケースワーカーが

把握しておらず、適切な指導をしてもらえなかったなどの苦情が含まれており、

また、就労支援の前段階として、学識経験者による心理学の講演会等、勤労意

欲が内発的に湧き上がるような取組が求められるのではないかという提案が寄

せられたこともありました。これらの苦情を見ると、仕事に就くことができず、

社会とつながることが難しかったり、意欲はあっても、制度がそうした意欲を

就労に結び付ける仕組みになっていないという問題が浮き彫りになります。 

札幌市が実施している様々な自立支援プログラムの中でも、就労ボランティ

ア体験事業等は、受給者の内発的な社会参加の意欲を高める上でも重要な取組

であると考えます。そこで、札幌市が実施してきた自立支援プログラムの実施

状況や成果、なかでも就労ボランティア体験事業の実態と成果等、市の取組状

況と成果を踏まえて、今後就労支援事業を実施していくにあたっての計画や方

針等について、発意調査を実施することとしました。

調査の趣旨（要約）
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市の回答（要約） 

市がこれまで行ってきた取組は、生活保護受給者の経済的自立を目指すもの

ばかりではなく、日常的・社会的自立を目指すものも含まれています。受給者

の方は、就労意欲や就労阻害要因の高低にそれぞれ違いがあるため、それぞれ

の事情に見合った適切な支援を実施する必要があります。 

１ 経済的自立を目指す取組 

経済的自立を目指す取組の一つとして、生活保護受給者等就労自立促進事業

活用プログラムがあります。このプログラムは、札幌市がハローワークと協定

を結び、区保護課が就労支援の要請をした対象者に対し、関係機関が連携を図

り、組織的な就労支援を行うものです。具体的には、就労意欲が高く、就労阻

害要因も低い方を対象に、区保護課の就労支援相談員がハローワークの職員と

就労支援チームを組み、求職活動支援や職業訓練の受講あっせん等の支援を行

います。 

また、札幌市では、受給者の方の就労支援を目的として、各区に就労支援相

談員を配置しています。就労支援相談員は、稼働能力がありながら就労してい

ない方や、就労しても自立に至っていない方を対象として、ハローワークへの

同行、求人情報の収集・提供、履歴書の書き方等のきめ細かい支援をするほか、

保護の実施機関の職員に対し、雇用制度活用等についての技術的支援を行って

います。 

さらに、札幌市では、就労カウンセラーを 1名配置しており、受給者の方の

うち、就労経験が乏しい、あるいは未就労期間が長い等の事情により就労意欲

が低下している方や、長期にわたり就労指導の効果が得られない方を対象とし

て、カウンセリング等を行っています。加えて、保護の実施機関の職員に対し、

就労指導実施の意欲向上を図るための相談・援助を行っています。 

このほか、外部団体に委託して実施しているカウンセリング等就労支援委託

事業があります。対象者は、就労阻害要因がないにもかかわらず、就労意欲が

著しく低下している方であり、キャリアカウンセラー等の専門家が継続的なカ

ウンセリングを行うことによって就労意欲を喚起させ、意欲が向上した段階で

就労指導を行ったり、他の事業への参加を促したりするなど、就職までの一貫

した支援を行っています。 

札幌市とハローワークが協力して運営している職業相談窓口「あいワーク」

を活用したプログラムもあります。このプログラムでは、就労支援相談員を中

心として、あいワークと連携しながら、受給者の方の自立助長を図る事業を実

施しています。就労意欲と知識・スキルの向上が必要な方に対しては、社会の

市の回答（要約）
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ルール、身なり、マナー、ビジネスルールや、基礎的なスキルの習得、就労の

必要性の認識や意識向上等のためのセミナーを実施しており、就労意欲は高い

ものの、知識・スキル、就労経験が不足しているなどの方に対しては、就職基

礎講座、資格取得講座及び職場実習等を実施しています。 

最後に、勤労意欲助長事業は、受給者の方のうち、稼働能力がありながら稼

働していない方たちの勤労意欲を助長し、稼働能力を促進させることを目的と

して、協力事業所において職場適応のための訓練等を行い、自立を促進しよう

とするものですが、この事業については、近年参加者が減少しています。 

２ 日常的・社会的自立を目指す取組 

日常的・社会的自立を目指す取組として、就労ボランティア体験事業があり

ます。不就労期間が長く、社会復帰に消極的になっている方等、一般的な求職

活動による就労が困難である方を対象として、就労体験的ボランティア活動を

することで、就労に必要な基礎的能力を身につけ、社会参加意識と就労意欲を

向上させ、自立した生活を送ることができるようにすることを目的としていま

す。 

この事業は外部の事業者に委託していますが、当該事業者が参加者等と面談

し、ボランティアメニューを選定し、参加者は外部のボランティア団体でボラ

ンティア活動を行うこととなります。参加期間はおおむね 6ヵ月、参加時間は

1回 2～3時間、週 2～3回程度とするのを原則としています。 

また、生活保護を受給している世帯の中学生を対象として「さっぽろまなび

のサポート事業」を実施しています。これは、学習支援を実施することにより

基礎的学力の向上を図り、全日制高校への進学を促進することで、将来的な自

立を促すことを目的としています。平成 24 年度にこの事業を試行実施した西

区では、生活保護受給世帯における高校進学率が高くなり、平成 25 年度にお

いても、事業実施区において同様の傾向が見られたことから、平成 26 年度か

らは全区（各区 3会場×10 区）での実施に踏み切りました。 

３ 平成 27 年度以降の対応 

就労支援相談員事業、就労カウンセラーによるカウンセリング事業、カウン

セリング等就労支援委託事業、勤労意欲助長事業、就労ボランティア体験事業、

さっぽろまなびのサポート事業は、いずれも北海道からの補助金（10 割負担）

を財源として実施してきました。しかし、平成 27 年 4 月 1 日から改正生活保

護法及び生活困窮者自立支援法が施行されることに伴い、市費による負担が生

じることから、札幌市では各事業の見直しを行いました。 

就労支援相談員事業は、平成 26 年度と同数の 30 名を任用することとしまし
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た。また、さっぽろまなびのサポート事業も、平成 26 年度と同様、全市で 30

会場を設定しますが、区の規模に応じた会場数とする予定です。就労カウンセ

ラーによる被保護者就労カウンセリング事業についても、平成 26 年度と同様、

1名を任用します。 

他方、カウンセリング等就労支援委託事業及び就労ボランティア体験事業に

ついては、当初の見積りよりも市費負担が大きくなったことから、カウンセリ

ング等就労支援委託事業については規模を縮小して継続、就労ボランティア体

験事業についても、対象人員の削減や期間の短縮等、事業規模を大幅に縮小す

ることとなりました。また、勤労意欲助長事業は、予算の獲得が困難であると

判断し、廃止することとなりました。 

市としては、これまで行ってきた自立支援事業は、受給者の方への適切な支

援を可能とするとともに、保護業務を担当する職員の負担を軽減する効果があ

ったと考えています。平成 27 年度においては、一部事業で規模の縮小・廃止

が行われますが、今後も各事業の充実・連携を図り、受給者の方の自立に向け、

できる限り適切な支援が行えるよう引き続き努めていきます。 

オンブズマンの判断（要約） 

生活保護法の改正により、それまで北海道の補助金を財源として実施されて

きた各事業は、平成 27 年 4 月 1 日以降、生活保護法の必須事業である被保護者

就労支援事業、同法の任意事業である被保護者就労準備支援事業、生活困窮者

自立支援法の任意事業に振り分けられることになります。市はこれまでも、就

労支援事業を着実に実施してきており、受給者の方の経済的自立を目指す取組

から、日常的・社会的自立を目指す取組までを、就労意欲や稼働阻害要因の高

低等に見合った適切な支援を念頭に整理しています（別紙参照）。 

ただし、就労支援事業の全体的な構造の把握には、いささかの困難が伴うよ

うに思われるため、以下では、事業に携わる人材をどのように確保するのかと

いう視点を含め、各事業を構造的に把握することを試みました。 

１ 市による直接的な任用 

就労支援相談員は、受給者の方からの職業相談を受け、早期の就職を目指す

ためのきめ細かい対応を行うことをその職務としており、その際、他の制度や

機関と連携して対応していくケースもあります。例えば、ハローワークとの連

携を図る「生活保護受給者等就労自立促進事業活用プログラム」や、あいワー

クとの連携を図るプログラム等の活用が図られています。また、保護の実施機

関の職員に対する技術的助言を行うことも職務としており、ケースワーカーや

他の機関等との連携を保ちながら、受給者の方の就労自立に向けての中心的役

オンブズマンの判断（要約）
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割を担うこととなります。 

さらに、就労カウンセラーについては、オンブズマンの聞き取り調査による

と、キャリアコンサルタントの資格を有しており、週 4日各区に赴き、特に対

応困難な受給者の方を対象として、カウンセリング業務に従事しているほか、

就労支援相談員の知識習得支援や勤務上の悩みについてもサポートするとい

う役割も担っているということです。特に、就労支援相談員のサポートは、就

労支援を有効に機能させるために重要であり、今後さらなる充実を図ることも

必要になるのではないかと考えます。 

現状では、就労カウンセラーは、就労支援のために他機関の助力を必要とす

る場合に、適当な機関を見つけることに困難を感じることもあるということで

す。利用可能な他機関についての情報は、就労支援相談員にとっても有益と考

えられますので、そうした情報把握を容易にできるよう、他機関との連携や他

自治体の同種の業務担当者との情報提供の機会が作られることを期待します。 

２ 外部委託による事業実施 

カウンセリング等就労支援委託事業は、平成 27 年度は規模を縮小して存続

する予定とのことですが、受給者の方の就労意欲を喚起するような粘り強いカ

ウンセリングによって、就労に結びつく方が増加することを期待します。他方、

勤労意欲助長事業については廃止になるとのことですが、社会環境の変化等に

より役割を終えたとみなされる事業もあれば、新法のもとで継続・拡大される

事業もあることに、就労自立支援の手法の変化が見てとれます。就労ボランテ

ィア体験事業は、オンブズマンが自立支援の手法として注目していた取組です

が、市から提供を受けた資料によると、残念ながら、平成 27 年度は事業規模

を大幅に縮小し、対象者をこれまでの 400 名から 100 名に、体験期間も 6ヵ月

から 3ヵ月にする予定とのことです。オンブズマンとしては、この事業は受給

者の方に日常生活・社会生活面での自立の第一歩として貴重な社会参加の場を

提供していると考えますので、長期的視点から存続が図られることを期待しま

す。その際、対象となる受給者の方のニーズの変化を的確に把握し、市の独自

性を打ち出すような事業展開になることを願っています。 

さっぽろまなびのサポート事業は、平成 27 年度については、生活保護受給

世帯に準ずる程度に困窮している就学援助利用世帯にも対象を拡大し存続す

ることとなるとのことです。生活困窮者自立支援法は生活困窮者のためのネッ

トワークづくりを基本理念としており、中でも貧困の連鎖の防止対策として、

まなびのサポート事業が実施されることを評価したいと思います。この事業が

長期的な視野に立って、粘り強く次世代への貧困の連鎖を防止する役割を果た
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すことを期待します。 

３ 結語 

平成 27 年 4 月 1 日から改正生活保護法及び生活困窮者自立支援法が施行さ

れることに伴い、市では、事業の見直し等の整理が図られています。市には、

社会的に孤立しがちな受給者の方に対する適切な支援が行われるよう、各事業

の実態に即した拡充・整理を図り、実効性を高めていくことを期待します。ま

た、保護の実施機関の職員や事業を受託した事業者の職員にとっては、就労支

援を含む自立支援事業の全体的枠組みの変化や各事業の内容及び相互の関係

を把握しておくことは、必要不可欠なことと思われます。市には、職員に対す

る研修の機会を設ける等、業務に従事する職員をサポートする体制づくりに一

層努めるよう求めておきます。 

市においては、変化する社会の要請を踏まえ、事業の実効性の検証を重ねな

がら、改善の努力を継続してください。市の各種の取組を通じて、多くの方が

自立の道を歩み始めることができるよう願っています。 

（調査結果通知：平成 27 年 2 月） 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 平成 27 年度においては、被保護者就労支援事業として、就労支援相談員を

引き続き 30 名配置するほか、就労カウンセラーによる就労支援として、就労

支援相談員に対する助言指導等、就労支援相談員からの要請に基づくカウン

セリングを行います。 

また、被保護者就労準備支援事業として、カウンセリング等就労支援委託

事業、就労ボランティア体験事業等を外部委託事業として実施します。 

生活保護受給者等就労自立促進事業は、就労率が高いため、さらなる活用

を目指して実施します。また、あいワーク活用プログラムは、従前の事業を

統合して、スキルアップ就労支援事業として実施します。 

さっぽろまなびのサポート事業は、「札幌まなびのサポート事業」と名称変

更し、生活保護受給世帯と就学援助利用世帯を対象に、全区 30 会場にて実施

します。 
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<別紙>

　　・H3年10月から実施 　　・17年6月から実施
　　・協力事業所に1年間委託 　　・ハローワークとの支援メニュー選定会議
　　1人当たり日額3千円の訓練費を事業所 　　・「福祉から就労」支援事業から名称変更
　　　に支払う 　　　（Ｈ25年度～）

　【26年度】
　　参加者12名、訓練日数100日/人
　　

　　・14年度から就労支援相談員を配置
　　　し、順次増員。18年度は8名
　　・19年度2名増員し、兼務区を解消。全区10名
　　・23年度10名増員、計20名
　　・24年度5名増員、1課1名以上体制、全区25名。
　　・25年度5名増員、全区30名。

【26年度】　　全区３０名

高　　い ・ 困　難 稼　働　阻　害　要　因 　　低　い

  勤労意欲助長事業
  　（協力事業所での適応訓練）

　生活保護受給者等就労自立促進事業
（区保護課とハローワークのコーディネーター、
ナビゲーターによるチーム支援）

平成26年度　被保護者　就労支援事業　枠組み概要

　     就労支援相談員
　  　（就労支援相談員が、ケースワーカーと共に
　　 　 就労支援）

ケースワーカーによる指導の徹底

高
い

低
い

就

労

意

欲

カウンセリング等就労支援
委託事業

・外部委託により実施
・就労意欲の喚起から就労に結び付け
るまでの一貫した支援。

【26年度】
カウンセリング回数 625回

就労カウンセリング事業
・就労カウンセラーの資格を有す
る職員が実施(非常勤職員）
・ケースワーカー、就労支援相談
員への引継

就労ボランティア体験事業
・外部委託により実施

・長期未就労者、引き込もり者等を対象に、ボランティアを体験させるこ

とにより社会参加を促し、また就労意欲が途切れないように支援

【23年度】厚別 対象者40名

【24年度】厚別、白石、豊平 対象者120名

【25年度】厚別、白石、豊平、中央、南、西、手稲 対象者280名

【26年度】全区 対象者400名
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２ ひとり親家庭への養育費及び面会交流の公的支援（要約） 

札幌市オンブズマン 相澤 重明 

調査の趣旨（要約） 

札幌市では、母子及び寡婦福祉法や国の「母子家庭及び寡婦の生活の安定と

向上のための措置に関する基本的な方針」等を踏まえ、「札幌市ひとり親家庭等

自立促進計画」（平成 25～29 年度）を策定し、ひとり親家庭等に対する総合

的な支援施策を進めています。 

平成 23 年に民法第 766 条の改正があり、「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。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。」

とされました。 

また、厚生労働省の「母子家庭等就業・自立支援センター事業」の一環とし

て、都道府県や指定都市等を実施主体とした面会交流支援事業が創設されまし

た。具体的には、面会交流の取決めがあり、父母間で合意がある児童扶養手当

受給者相当（非監護親等）を対象に、面会交流の支援を行うための活動費の補

助を行うというものです。 

さらに、平成 25 年からは、利用者の利便性や手続的地位の保障とともに、

子の福祉への配慮を柱とした家事事件手続法が施行となり、家庭裁判所での面

会交流や養育費の調停、審判が大幅に増加しています。 

札幌市の計画においては、養育費や面会交流の取決めが十分に行われておら

ず、養育費の啓発等のほか、面会交流に関する支援の検討が必要であるとの現

状認識を示しています。また、施策展開のための基本理念として「ひとり親家

庭等の生活の安定と子どもの健やかな成長」を掲げており、この理念を実現す

るため、「養育費確保の推進」を基本目標の一つとしています。その内容として、

社会的機運の醸成や養育費の取決めを推進するための支援を進めるとともに、

面会交流の支援についても検討を行うとしており、養育費相談の周知や広報・

啓発活動を進めるとしています。 

そこで、養育費や面会交流について、実効性のある公的支援や制度作りに向

けて、札幌市としてどのように取り組んでおり、今後どのような取組を考えて

いるのかを発意により調査することにしました。 

調査の趣旨（要約）
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市の回答（要約） 

１ 養育費及び面会交流の国による施策の状況 

養育費及び面会交流に係る国の施策としては、具体的に以下のような事業

があります。 

(1) 養育費相談支援センター事業 

養育費の取決め率や受給率を増やし、ひとり親家庭の生活の安定と、そこ

で育つ子どもの健やかな成長のために、夜間・休日を含め利用しやすく、簡

易・迅速な養育費の取決めや確保をサポートする相談機関の確保を図り、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趣旨のも

と、この事業が創設されました。 

養育費相談支援センターは、養育費に係る各種手続について、ホームペー

ジへの掲載、パンフレットの作成による分かりやすい情報提供、地方公共団

体において養育費相談にあたる人材の養成のためのプログラム作成と研修

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、

母子家庭等に対する電話・メールによる相談を行っています。 

(2) 面会交流支援事業 

面会交流とは、子どもと離れて暮らす父又は母が、子どもと定期的又は継

続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。 

面会交流支援事業は、面会交流が子の健やかな育ちを確保するうえで有意

義であり、養育費を支払う意欲につながるものであることなどから、継続的

な面会交流の支援を行うものであり、具体的には、面会交流の取決めについ

て、父母間で合意がある児童扶養手当受給者相当(非監護親等)を対象に、面

会交流の支援を行うための活動費の補助を行うものです。この事業は、事業

実施主体を都道府県・指定都市・中核市の母子家庭等就業・自立支援センタ

ーとして、円滑な面会交流に向け、取決めのある面会交流の日程調整、場所

の斡旋、アドバイスなどを行っています。 

２ 札幌市ひとり親家庭等自立促進計画 

札幌市が実施したアンケート結果によると、養育費の取決めについて、「養

育費の取り決めをしていない」と回答した割合は母子家庭で 51.1％、父子家

庭では 81.7％となっています。 

また、面会交流については、母子家庭で 74.0%、父子家庭で 72.5％が面会

交流の取決めをしていないという回答結果でした。 

市の回答（要約）
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市では、平成 29 年度までに、養育費の取決めをしている方の割合を母子家

庭で 60%、父子家庭で 30%に、面会交流の取決めをしている方の割合を母子家

庭、父子家庭共に 40%に引き上げるという成果指標を設定しています。 

３ 札幌市における養育費及び面会交流のこれまでの取組 

札幌市では、札幌市ひとり親家庭支援センターにおいて、養育費専門相談

員が養育費と面会交流の相談を行っています。また、女性弁護士が、離婚や

ひとり親家庭に係る特別相談を実施しています。平成 26 年度には、ひとり親

家庭及びこれから離婚を考えている方を対象とした「離婚・離婚前の養育費・

面会交流セミナー」を実施し、養育費の取決め方や子どものための面会交流

についての講演を行いました。 

さらに、厚生労働省の委託事業である養育費相談支援センター主催の養育

費等の相談に関する地域研修会が開催され、相談体制の充実を目的として、

母子家庭等就業支援センター相談員や各区役所の母子・婦人相談員が当該研

修会を受講したほか、養育費相談支援センターが作成した面会交流のパンフ

レットを各区役所の健康・子ども課の窓口、札幌市ひとり親家庭支援センタ

ーにて配布し、周知に努めています。 

現在行われている取組は、主に相談対応であり、ひとり親家庭等自立促進

計画で掲げている養育費の取決めの推進や面会交流支援のあり方については、

検討を行っているところです。 

４ 今後の対応 

市の現状では、養育費や面会交流の取決めが十分行われておらず、市とし

ては、子どもが養育費を適切に受け取ることができるよう、社会的気運の醸

成や養育費の取決めを促進するための支援を進めるとともに、面会交流に関

する支援のあり方について検討が必要であると考えています。 

養育費の取決めにより生活の安定につなげるためにも、多くのひとり親が

養育費の相談機関について認知し、その利用の促進と養育費に対する意識を

高められるよう、母子福祉団体と連携し、養育費や面会交流に関する情報を

ホームページやパンフレットで提供するなど、広報・啓発活動の推進に努め

ます。また、各区の母子・婦人相談員のほか、ひとり親家庭支援センターで

の一般相談、弁護士等による特別相談などの養育費に係る相談制度の周知を

進め、今後も養育費の相談を受ける相談員等を対象として、養育費に関する

知識を深めることを目的に、弁護士等による研修を実施します。 

面会交流が子どもの利益につながると考えられる場合においては、その取
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決めや実施につなげることが望ましいことから、引き続き、専門家による相

談や普及啓発などを柱としながら、面会交流の場所の提供などの取組につい

ても検討してまいります。 

オンブズマンの判断（要約） 

１ 札幌市の離婚件数及び離婚率並びにひとり親家庭の子ども 

平成 22 年の国勢調査によると、札幌市のひとり親家庭で児童のいる世帯数

は、197,556 世帯となっており、ひとり親世帯になった理由として、アンケー

トの結果によれば、離婚を原因とするものが、母子家庭において 91.3％、父

子家庭において 77.5％となっています。この比率から推計すると、ひとり親

世帯の内約 16 万世帯の子どもが親の離婚を経験していることが分かります。

また、札幌市の年間離婚件数が 4,500 件～4,700 件で推移し、その 56～58%に

未成年の子どもがいると言われていることから、毎年、少なくとも 2,600 人を

超える子どもが親の離婚に巻き込まれていることが推測されます。 

２ 親の離婚を経験した子どもへの支援 

離婚により父母がどうしても一緒に暮らすことができない場合、子どもの意

思とは関係なく、一方の親と離れて暮らさざるを得なくなります。親の離婚を

経験した多くの子どもは、悲しみ、不安、怒りなどの感情を強く体験し、親の

離婚が子どもの成長発達の危機となる場合が少なくありません。そのような子

どもの心情を理解し、子どもをサポートする義務を、親をはじめ周りの大人は

背負っているように思います。親子の関係は、たとえ一方の親が子どもと離れ

て暮らすことになったとしても切れることはありません。 

民法の改正により、父母が話合いで離婚するときは、子どもの利益を最も優

先して養育費や面会交流の取決めを行う、ということが法律上明文化されまし

た。子どもにとって、養育費は経済的な面での、また面会交流は精神的な面で

のサポートですが、養育費も面会交流も子どもと離れて暮らす親の子どもへの

愛情の証であると言えます。 

３ 家庭裁判所における養育費事件及び面会交流事件 

全国の家庭裁判所が取り扱う養育費や面会交流の調停事件は年々増加して

います。養育費について、多くは調停や審判により解決していますが、面会交

流については、解決までに時間がかかるなど、家事事件の中でも難しい事件の

一つと言われています。面会交流を求める当事者に対する裁判所のスタンスは、

子どもへの虐待等の面会交流を禁止・制限する事項に該当しない限り認める方

オンブズマンの判断（要約）
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向にあります。しかし、監護親の中には、できれば面会交流を拒否したいとい

う方も少なくありません。一方、非監護親の中には、子どもと毎日でも会いた

いと主張して譲らず、面会交流の頻度や時間等について激しく争う場合があり

ます。また、面会交流に合意しているものの、父母のみでは面会交流の日時・

場所を決めたり、子どもの受渡しができないことがあります。その様な場合、

家庭裁判所で試行的に面会交流を実施したり、弁護士事務所や第三者機関が間

に入って面会交流を実施することもあります。 

４ 第三者機関による面会交流の支援 

札幌市には、面会交流を支援する団体の一つとして、現役の家事調停委員や

弁護士、元裁判官、元家裁調査官、元書記官、元家事調停委員などが、ボラン

ティアでやっている「札幌おやこ面会交流の会」があります。同会は、父母の

間で面会交流の合意はしているものの、自分たちでは実施できないような場合、

面会交流の日時・場所の取決めや、子どもの受渡し、子どもが面会親と会って

楽しく過ごせる雰囲気づくりなどを、父母が自分たちの力でできるようになる

まで支援を行っていますが、より整備された面会交流場所の確保や支援員の確

保、利用者の経済的負担の軽減などが課題となっています。今後、直ちに自分

たちの力だけでは面会交流を実施することのできない父母や子どもを、支援す

る第三者機関が公的機関も含めて増えることを願っています。 

５ 札幌市における養育費確保及び面会交流支援の取組 

離婚のうち 9割を超える協議離婚の中で、養育費や面会交流についてどの程

度取決めが行われているのか、その実態を把握することが必要です。市のアン

ケート結果によると、養育費の取決めについては、「取り決めをしている」と

回答した割合が、母子家庭で 47.9％、父子家庭では 17.6％となっています。 

また、面会交流については、母子家庭で 24.3％、父子家庭で 23.7％しか面

会交流の取決めをしていません。家庭裁判所が養育費確保や面会交流実施につ

いて申立てがあれば、よほどの事情がない限り、実現の方向で調停、審判を行

っていることからすると、札幌市が示している成果指標設定数値は低いと言わ

ざるを得ません。法の趣旨に則り、親の離婚によって不利益を受ける子どもを

できるだけ少なくする行政サービスの充実が望まれます。 

養育費や面会交流の相談について、札幌市ひとり親家庭支援センターにおい

ては養育費専門相談員や弁護士が、また、各区役所においては母子・婦人相談

員が相談を担当しているとのことですが、離婚する親への養育費や面会交流に

関する周知とともに相談体制の一層の充実を期待したいと思います。 
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養育費や面会交流に関する周知方法について、現在、市は養育費相談支援セ

ンターが作成した面会交流のパンフレットを各区役所の健康・子ども課の窓口、

札幌市ひとり親家庭支援センターにおいて、配布、周知しているとのことです

が、それを離婚届用紙の近くに置き、誰もが手にすることができる方が周知の

効率は上がるように思います。また、既成のパンフレットだけでなく、市が独

自に養育費や面会交流のパンフレットやリーフレットを作成して置くことも

考えられます。さらに、例えば、離婚後の諸手続についてまとめたリーフレッ

トに、養育費確保や面会交流支援に関する手続なども盛り込んでいただければ、

周知の効率は一層上がるように思います。 

子どもの受渡し場所や面会交流場所については、児童会館や円山動物園等の

市の施設の活用が考えられます。面会交流場所として活用するため、入場料を

無料にして面会交流による経済的負担を軽減させることも考えられます。 

全ての子どもは、これからの札幌市を発展させていく原動力であり希望です。

親の離婚に直面した子どもの不利益をできるだけ少なくし、健全な成長発達が

遂げられるよう、市においては、養育費確保や面会交流の支援を、重要な行政

サービスの一環として、更に力を入れて取り組まれることを期待しています。 

（調査結果通知：平成 27 年 3 月） 

 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 専門家による相談や普及啓発を柱にしながら、今回の発意調査の結果も参

考とし、面会交流の場所の提供等の取組について、検討を行っていきたいと

考えています。 
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