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◇ 第２部 いま家庭裁判所に求め

られる役割と機能の充実 ◇ 

 

司会 それではただいまより第２部

「いま家庭裁判所に求められる役割と

機能の充実」を開始いたします。家庭

裁判所部会では家庭裁判所の実情を把

握するため会員弁護士、単位弁護士会

を初め自治体、当事者団体などに対し

アンケート調査を行い、それぞれ家庭

裁判所の実情チーム及び当事者の声チ

ームにおいてその分析を行いました。

さらに海外調査チームではオーストラ

リアの当事者支援システムにつき海外

視察を行ってきています。 

 これらの調査研究の成果を踏まえ、

企画検討チームにおいて第２部後半の

パネルディスカッションを準備してき

ました。第２部の前半では各調査研究

チームより、調査研究の結果をご報告

させていただきます。最初に家庭裁判

所の実情チームの淺松千寿チームリー

ダーからご報告をお願いします。（拍手） 

 

Ⅰ 現状分析と提言～家裁の実情、当事

者の声、オーストラリアの実務から～ 

１ 家庭裁判所の実情 

【本記録集 p97～p102 参照】 

淺松 札幌弁護士会の淺松千寿です。

よろしくお願いします。 

 初めに「司法統計年報」による新受

件数のご報告をします。ごらんのとお

り家事事件はふえ続けています。少子

高齢化の急速な進行、離婚の増加など、

家族関係が複雑化・多様化している現

代、家事事件は急激に増加しています。

2013 年には約 92 万件と過去最高を更

新しました。 

 家事事件数の概況です。家事事件全

体がふえていますが、特にふえている

のは審判事件です。調停事件は微増で

すが事件の種類によっては大きくふえ

ているものがあります。人事訴訟事件

は横ばいです。少し詳しく見ていきま

しょう。 

 まず家事審判事件です。2003 年の新

受件数で多いのは子の氏の変更が約21

万件、相続放棄が約 14 万件でした。子

の監護に関する事件は 3600 件でした。

これに対して 2012 年は子の氏の変

更・相続放棄の数に大きな変動はあり

ません。しかし、子の監護に関する事

件は約 8800 件と大幅に増加していま

す。 

 また 2003 年の主な後見関係事件は

約４万 6000 件でしたが、2012 年は約

14 万 9000 件と３倍以上に増加してい

ます。しかも累積した成年後見利用者

数は2012年 12月末で約17万件となり

ました。 

 次に調停事件です。ごらんのとおり

2003 年の婚姻費用分担事件は約 7000

件、遺産分割事件は約 9600 件、子の監

護に関する事件は約２万 3000 件です。

これに対し 2012 年はそれぞれごらん

のとおりの数にふえています。特に婚

姻費用分担事件の増加が目立ちます。 

 次にこのシンポジウムに先立ち、最

高裁判所に照会した項目についての回

答です。まず事件処理の体制について、

専門部方式の採用の有無についてです

が、東京と大阪の本庁のみになってお

ります。調停期日の間隔ですが、昨年

の全国平均は 1.58 月になっておりま

す。夜間調停・休日調停については現

在実施している家庭裁判所はありませ

ん。支部出張所における開廷日の日数

は全国平均が週２日となっています。 

 次に物的設備について調停室の数を

尋ねました。主な家庭裁判所の調停室 
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数については基調報告書のとおりです

が、例えば東京家庭裁判所だと調停室

数は 82 です。この東京家庭裁判所の場

合、午前１コマ、午後１コマとすると、

１カ月に開廷できる期日数は 3280 件

となります。これに対して東京家庭裁

判所の昨年の未済件数は約 6000 件で

すから、すべての事件について月１回

の期日を開催するのは物理的に不可能

になります。そして、このような状況

は東京だけではなく、ほかの主な家庭

裁判所も同様です。 

 そのほか家庭裁判所の物的設備につ

いては待合室の数や出入り口の数も尋

ねました。回答によるといずれの家庭

裁判所本庁でも複数の出入り口を設置

していますが、支部や出張所では１カ

所しかないところもあります。 

 当事者のプライバシー保護に関する

配慮については回答によると多くの裁

判所では待合室は廊下から仕切られて

いるものの、完全に外部から遮断され

るようにはなっていない家庭裁判所も

あります。またビデオリンク、テレビ

会議システムについても尋ねましたが、

回答によると一定数の配置はあるもの

の活用はこれからという段階にあるよ

うです。 

 人的設備に移ります。調停委員数で

す。本庁では相当数の採用及び配置が

できていますが、支部では非常に少な

いところが見られます。参与員です。

活用状況は家庭裁判所によってかなり

の差があります。裁判官、書記官の配

置は徐々にではありますが増員されて

います。ただし微増にとどまるため、

事件数の増加に追いついておらず、

年々事件数と人的体制の不均衡が増大

する結果になっております。 

 次に私たちは各弁護士会あてに、各

地家庭裁判所と協議を行っているかに

ついてアンケートを行いました。アン

ケートの結果、52 弁護士会中回答があ

ったのは 48 会でそのうち協議会を行

っているのは 72％の 40 会でした。 

 協議の内容ですが 2013 年１月から

の家事事件手続法施行を受け、同法に

関するものが最も多く、代表的なもの

は子ども手続代理人に関してでした。

そのほか、当事者双方立会いについて

や調停委員の研修の強化について、手

続の迅速化についてなども内容として

挙げられていました。なお、これらの

協議の結果がその後の運用に反映され

るなど、協議について一定の効果が認

められたと答えた弁護士会は３割に上

り、各弁護士会が家事事件について強

い問題意識を持ち、積極的に各地家庭

裁判所に対して運用の改善を求めて協

議し、一定の成果を上げていることが

わかります。 

 さて、我々弁護士は日常的に家庭裁

判所を利用しています。いわば家庭裁

判所のヘビーユーザーととらえること

ができるでしょう。このヘビーユーザ

ーたちは、今の家庭裁判所の状況をど

のように感じているのか。このような

観点から私たちは会員にアンケートを

行いました。 

－52－



 
 

第２部 いま家庭裁判所に求められる役割と機能の充実 

 

 先ほどごらんいただいたとおり家事

事件がふえ、家庭裁判所の負担が増大

しているにもかかわらず人的・物的体

制はそれに追いついていません。その

結果は当然、事件の内容面に影響を与

えます。今回家庭裁判所の手続におい

て問題があると思われた事案があった

かという質問に対して約４割の会員が

「ある」と回答しています。問題と思

われる事件の種類では調停が一番多く、

中でも離婚調停の問題点を指摘する回

答が目立ちました。 

 さらにその回答の多くが担当調停委

員に対する不満です。回答全体の 54％

になっております。事件数の増大によ

り裁判所ないし調停委員は事件対応・

事件処理に効率を求められることにな

ります。１つの事件に費やすことがで

きる時間は限られています。また、家

庭裁判所の物的設備も不足しています。

これらの要因はこの結果に密接に関連

しているといえるでしょう。 

 また、話し合いでは解決不可能と考

えられる事案であるにもかかわらず、

調停から審判移行に時間がかかりすぎ

るという回答も多く寄せられました。

審判への移行が遅いとの回答が多かっ

たのは婚姻費用分担事件であるのが特

徴的です。そのほか問題があると思わ

れる手続として挙げられていたのはご

らんのような内容です。特に面会交流

事件については申立人側、相手方側、

いずれの立場からも不満が多く寄せら

れていました。 

 逆に家庭裁判所の手続において裁判

所が事案に応じて臨機応変で適切な対

応をとった例があったかという問いに

対しても「ある」という回答が多かっ

たのは調停手続についてでした。具体

的な内容は基調報告書をごらんいただ

くとしまして、そこで特徴的なのは、

裁判所が代理人弁護士と連携して事案

に応じて柔軟な対応や配慮をしてくれ

たため効果を上げた例が多かったとい

うことです。 

 次に家庭裁判所の調停において評議

や調停成立のために長時間待たされた

経験があるかという問いに対して「あ

る」との回答が 67.5％ありました。ど

のぐらいの待ち時間で長時間と感じる

かについてですが、多くの弁護士は評

議や成立のための待ち時間は 30 分～

１時間以内であることが望ましいと考

えているという結果が出ています。裁

判所のヘビーユーザーである弁護士、

調停を繰り返し経験している弁護士で

すら、このように感じているわけです

から、多くは一生に一度の経験である

当事者はさらに長く感じていると思わ

れます。 

 待たされた理由について、評議その

ものに時間がかかったという回答はわ

ずか 6.3％にとどまり半数近くの

44.0％が、担当裁判官がほかの事件も

兼務しているため評議もしくは成立ま

でに時間を要したと回答しています。

現状、同一の日時に複数の調停が進行

しているのでそのことが評議や調停の

成立の時間に影響していることは明ら

かです。このような回答結果は家庭裁

判所の裁判官が絶対的に不足しており、

増員が必要であることの裏づけとなる 
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でしょう。そのほか、待たされている

理由が不明、つまり、なぜ長時間待っ

ているのかが説明されないまま待たさ

れたという回答も 16％ありました。 

 もっとも我々弁護士はおおむね理由

の予想がつきますが、当事者はそのよ

うな事情がわかりません。当事者に対

し待たされている理由の説明がない場

合、調停委員会や調停制度そのものへ

の不信感につながりかねないため早急

な改善が望まれます。 

 次に望ましい期日の間隔について尋

ねたところ１カ月以内との回答が６割

を超えました。これに対して実際に入

れられている期日の平均は１カ月以上

翌月中が８割近くであり、この結果は

冒頭の最高裁判所の回答とも一致しま

す。このように多くの弁護士が、期日

が希望どおりなかなか入らないと感じ

ていることがわかります。なかなか期

日が入らないのはもともと裁判所の開

廷期日数が限られている上に、調停の

場合、日程調整が必要な関係者が多数

いるため調整の余地が狭すぎるという

のがその主な理由であると考えられま

す。 

 次に本シンポジウム実行委員による

各地の実情レポートの内容です。最も

多かったのは待合室に関するものです。

このほか、レポートの詳しい内容は基

調報告書添付の CD をごらんください。 

 さて、以上のような家庭裁判所の現

状を踏まえての提言に移ります。提言

のキーワードは司法サービス、つまり

家庭裁判所の役割は家事事件の解決と

いうサービスを提供することと考えま

した。 

 提言の１つ目です。これまで家庭裁

判所には比較的経験の浅い若手の裁判

官が多く着任するという傾向がありま

した。やっと家事事件になれたころに

転勤となり、家事事件の経験豊富な裁

判官が現場になかなか定着しないとい

う現状では、一般民事事件と異なり、

当事者に対して特別な配慮を要するこ

とが多い家事事件では十分な司法サー

ビスが期待できません。そこで、家事

事件に関するノウハウを蓄積して引き

継ぐ体制や、家事事件の経験豊富な裁

判官を適切に配置することを第１に提

案します。 

 ２つ目の提言は利用者の意見を反映

させようというものです。家庭裁判所

の役割を司法サービスの提供ととらえ

たとき、そこにはサービス利用者の視

点が不可欠だといえるでしょう。しか

しながら、これまでは例えば裁判所の

建物１つとってみても、利用者の意見

を聞いて建物を設計するという考えは

なかったように思います。 

 具体的にはまず、利用者アンケート

の実施です。例えば事件終了時に利用

者からアンケートを回収するなどの方

法で利用者の意見を家庭裁判所のあり

方に反映させるシステムをつくること

が求められていると考えます。また、

このアンケートの結果は、各弁護士会

も参加し、家庭裁判所との意見交換会

を通じて実務の運用に生かすことを考

えるべきだと思います。同様に利用者

からの苦情も、苦情処理の結果を今後

の運用に生かすにはそのための体制の

構築が必要になります。 

 次に人々の働き方や勤務形態は多様

化しています。仕事を失うおそれから

平日の夜や休日にしか時間がとれない

当事者も多く存在します。利用者の利

便性を考えると夜間・休日の調停が可

能な体制を検討すべき時期に来ている

と考えます。現在の家庭裁判所の建物
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や設備は、必ずしも当事者のプライバ

シーや DV 事件当事者の安全性など家

事事件の特殊性を意識してつくられて

いるとは言いがたい構造になっていま

す。今後はこのような家事事件に必要

とされる配慮を意識した構造設計がな

されるべきでしょう。 

 提言の最後です。子どもがいる当事

者の場合、子どもの面倒を見てくれる

人を確保できなければ調停を利用する

ことが難しいという現状は、開かれた

家庭裁判所とはいえないと思います。

これからは子どもを同伴して調停に出

席することができるシステム、例えば

託児室の設置など、子ども連れの当事

者の利便性を考えるべきでしょう。 

 以上、家庭裁判所についての要望を

申し上げてまいりましたが、我々弁護

士は単なる家庭裁判所の利用者ではあ

りません。むしろ家庭裁判所と連携・

協力して、家庭裁判所とともに当事者

に対し司法サービスを提供する立場に

あります。したがって、これら提言の

内容は私たち弁護士にとっても家庭裁

判所とともに実現に向けて取り組むべ

き課題であると考えています。以上で

家庭裁判所の実情に関する報告を終わ

ります。ご清聴ありがとうございまし

た。（拍手） 

 

２ 地方自治体の取組と家庭裁判

所との連携 

【本記録集 p103～p104 参照】 

司会 続きまして、当事者の声チーム、

藤原道子チームリーダーよりご報告を

お願いします。 

藤原 第二東京弁護士会の藤原です。

よろしくお願いします。 

 日弁連では本シンポのため、地方自

治体に対して児童虐待、DV 被害者支援

及び成年後見制度についての取り組み

と家庭裁判所との連携についてのアン

ケートを行い、また、家事調停の利用

者に対してアンケートを行いました。

その結果と、問題点と改善提言につい

て報告します。アンケートにご協力い

ただいた皆様にはこの場をおかりして

お礼申し上げます。なお、各アンケー

トの質問票と回答結果は本シンポの基

調報告書に添付されています CD に入

っていますので、それをごらんくださ

い。 

 まず自治体アンケートについて報告

します。このアンケートは 40 都道府県

及び 15 政令市から回答を得たもので

す。 

(1) 児童虐待 

最初に児童虐待について報告しま

す。グラフ化していませんが、全国

の児童相談所での児童虐待に関する

相談対応件数は年々急増しています。

しかし、自治体ごとの認知件数は人

口に比例しておらず、自治体間で大

きな格差があるという結果でした。

親権停止等の申立てに対する家裁の

対応に関しては、好意的評価として

児童福祉法の措置への承認申立段階

での相談・調整ができること、子ど

もの声を聴いてくれるようになった

ことが挙げられます。他方で問題点

としては、審判までに時間がかかり

過ぎること、家事事件手続法の施行
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により家裁の審判が訴訟化したこと

により、児童相談所が提出する資料

が相手方に開示されることへの懸念、

虐待を受けた子どもの心情への理解

と配慮の不足などが指摘されていま

す。また、家裁との協議会が開かれ

ている自治体は 39 カ所で回答のあ

った 55 自治体の半数以上でした。こ

の協議会により「顔の見える関係が

築けた」「情報が共用できた」などの

評価がある一方、内容の充実を求め

る意見がありました。 

  問題点としては、家裁が行政機関

との連携に乏しく、問題の理解や事

件処理に向けて関係者の信頼が得ら

れていないという点が浮かび上がり

ました。これに対して、家裁が児童

相談所などとの間で定期的に相互の

情報交換を行い、合同研修や事件手

続についての意見交換を行うなどし

て積極的な問題理解と連携を図る必

要があることを提言いたします。 

(2) DV 被害者支援 

  続きまして DV 被害者支援につい

て報告します。DV 被害者支援に関す

る家裁の取り組みについては別室で

の調停、呼び出しや退室時間に時差

を設けていること、別期日での調停

に好意的な評価が寄せられています。

しかし、改善を望む点として調停に

おける調停委員の言動による二次的

被害や DV 加害者と子どもとの面会

交流を求めるなどという問題点が挙

げられています。 

  また、家裁との協議会を持ってい

る自治体は 18 カ所にとどまり、児童

虐待、成年後見と比べてもかなり少

ないという結果でした。この協議会

には家裁のほかに弁護士会、法テラ

ス、行政機関の関連部署など多くの

機関が参加しています。協議内容は

報告と意見交換が主であり、協議の

機会を持つこと自体には好意的な回

答が多くありましたが、顔つなぎ、

情報交換、情報共有にとどまってい

るという回答でした。 

  問題点は、家裁に関する情報が自

治体での被害者支援の現場に伝わっ

ていないこと、また、調停委員が DV

を理解していないという点で、調停

への信頼を十分に得られていないと

いうことです。これらの問題点に対

して家庭裁判所から自治体に対して、

当事者の安全面への配慮、調停委員

の資質向上のための取り組み実施な

どの積極的な情報提供を行うこと、

家庭裁判所において DV に関する調

停委員への実践的な研修を実施する

ことを提言します。 

(3) 成年後見制度 

  続いて成年後見制度について報告

します。成年後見制度の利用に関す

る援助に関しては都道府県ではまだ

３割程度ですが、政令市では社会福

祉協議会や成年後見センターの照会

を含めますと何らかの広範な援助を

行っています。家裁との協議につい

ては約半数の自治体が協議を行って

おり、回数は年１回程度が多く、参

加機関も社会福祉協議会、弁護士会、

司法書士会などでした。協議項目は

申立手続、後見報酬などの実務的な

問題点を挙げています。 

  問題点としては家裁と自治体との

協力体制の欠如や、問い合わせに対

する家裁の事務的な対応、後見人等

の受任者の確保や、監督体制の強化

などのための家裁と関連機関との連

携が不十分であること、家裁の対応

にばらつきがあることが指摘されて
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います。総じて家裁と他機関との連

携が乏しいという結果になっており

ます。 

  これらの問題点に対しては家裁に

おける人的・物的体制の拡充、家裁

と地方自治体等との定期的・継続的

な意見交換、成年後見制度の制度設

計に関する関係諸機関との協議、国

及び自治体による市民後見人の養

成・研修など、一貫した体制の構築

とセンターの設置を提言いたします。 

 

３ 調停利用者の声 

【本記録集 p104～p107 参照】 

 次に調停利用者に対するアンケート

について報告いたします。ここではそ

のアンケート結果の一部を報告するこ

とにします。アンケートの回答者の内

訳は女性が 241 人、男性が 54 人で、記

載なしが１名の合計 296 人でした。年

代別の構成は表のとおりとなっていま

す。 

(1) 家庭裁判所へのアクセス 

  まず、家庭裁判所へのアクセスに

ついて報告します。調停を選んだ理

由は、当事者間での話し合いが困難

という理由が一番多くて、問題解決

へ調停を積極的に利用しようという

よりは、やむを得ず利用するという

結果でした。 

  弁護士への経路ですが、弁護士会

の法律相談が約４割、知人等の紹介

が約３割で、グラフで一番右のその

他に入っていますけれども、支援団

体等からの紹介も弁護士への経路と

して重要な役割を果たしているとい

えます。当事者が申立の前に相談し

た人で一番多いのは知人等で、次に

弁護士、自治体の相談員の順になっ

ておりますが、だれにも相談してい

ない人が２割近くいました。また、

調停を申立てる際、ほとんどの当事

者が相手とは顔を合わせるのではな

いかという不安や、調停を起こすこ

とで相手からの嫌がらせを受けるの

ではないかという何らかの不安や心

配を抱えて調停に臨んでいることも

明らかになりました。 

  調停を行う時間帯について、現行

どおり日中の時間帯を希望する当事

者は約６割で、土日・祝日・夜間な

どの調停を希望する当事者も相当数

いることがわかりました。 

  DV被害者への配慮につきましては、

配慮が十分との回答が半数近くあり

ましたが、実際に相手と対面したな

ど、DV 被害者の不安を解消するには

至っていないという現状が見受けら

れます。 

  これらの問題点に対して調停の利

用を促すためには当事者の調停への

出席の負担軽減や安心感を担保する

ため、相手方と顔を合わせずに済む

手続と施設の確保や、テレビ会議、

電話会議を積極的に活用すること、

司法サービスの視点から、調停を夜

間や休日に行うこと、調停制度の広

報の更なる充実を提言いたします。 

(2) 調停手続全般 

  次に調停手続全般について報告し

ます。グラフでは出しておりません

けれども、調停手続や調停委員会の

役割について説明がわかりやすかっ

たとの回答は２分の１以上ありまし

たが、わかりにくかった、また、説

明を受けていないとの回答がそれぞ

れ約４分１ありました。また、調停

の最初の同席での手続説明について

は、約３分の１の人が同席を拒むこ

とができるという説明は受けていま
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せんでした。 

  調停での協議内容についてはごら

んのように離婚調停がパーセンテー

ジで言いますと 84％で、調停が主に

離婚に向けた話し合いに利用されて

いることがわかります。また、親権

について協議した人が 55％、養育費

については 56％、面会交流について

は 44％という結果でした。当事者間

に未成年の子がいる場合には養育費、

面会交流について協議していること

がわかりました。しかし、財産分与

など離婚給付については協議がなさ

れていないケースが半数以上ありま

した。 

  これらの問題点に対して、約半数

の当事者が調停の手続などを余り理

解しないまま調停が進められている

現状がありますので、調停委員会は

当事者に対して、調停手続などにつ

いてわかりやすく説明すること、離

婚給付については当事者の権利保障

の点から調停段階での調査嘱託を積

極的に活用すること、調停の最初の

同席での手続説明については、DV 事

案に限らず同席での説明を拒絶する

ことができることなど、当事者の心

情に配慮した慎重な運用を行うこと

を提言いたします。 

(3) 調停委員及び担当裁判官 

  次に調停委員及び担当裁判官につ

いて報告します。調停委員の印象に

ついて、全体ではごらんのように、

手続の説明が丁寧、言い分をよく聞

いてくれるという点では比較的肯定

的な評価が高いのですが、これに対

して、解決に熱心、両当事者に公平

という項目では否定的な評価が高い

結果になっております。 

  これを男女別に見てみることにい

たします。まず女性の場合、手続の

説明が丁寧、言い分をよく聞いてく

れるという点を評価する割合が総体

的に高いです。これに対して男性の

場合はごらんのようにいずれの印象

も否定的な回答が大半を占める結果

になっております。赤の部分です。

グラフには出しておりませんが、調

停委員に対する不満としては、調停

の公平性、調停委員の態度や言葉、

調停手続の説明不足、調停の進行、

調停委員の価値観の押し付け、男性

調停委員が優位的立場で女性調停委

員が補助的であること、DV に対する

理解不足とかが指摘されています。 

  また、これもグラフには出してお

りませんが、担当裁判官については

会ったことがないなど、調停におけ

る存在感が希薄であることがわかり

ました。これらの問題点に対して、

まず、調停委員についてはその選任

に当たって選任方法の透明性を確保

し、選任基準を明確化すること、調

停委員に対する評価制度を導入し、

また DV 案件に関する研修など、研修

制度の改善と充実、裁判官について

は調停により積極的に関与すること、

家事調停事件の増加にかんがみて、

調停の充実のためには家裁の裁判官、

家事調停官、調停委員を大幅に増員

することを提言いたします。 

(4) 財産分与及び慰謝料 

  次に財産分与及び慰謝料について

報告します。財産分与及び慰謝料の

支払い状況について合意した人のう

ち「不十分な支払い」と「全く支払

いがない」を合わせるとごらんのと

おり過半数を超える結果になってお

ります。緑と赤の部分です。調停を

利用してようやく慰謝料や財産分与
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について合意しても、その半数が任

意の全額の履行を受けられないとす

れば事態は非常に深刻だと思います。

支払いを受けられなかった場合の対

応に関しては、次に報告します養育

費の場合と同じ傾向になっておりま

すのでそちらをごらんください。 

  財産分与、慰謝料の支払いの履行

確保については、当事者に対する履

行確保の手段の周知とともに、弁護

士が積極的に履行について受任する

こと、かつ、法テラスの民事法律扶

助制度を積極的に利用すること、相

手の収入や資産を知るため、財産開

示制度の要件の緩和や第三者照会制

度の創設を提言します。 

(5) 養育費 

  続いて養育費について報告します。

グラフでは出していませんが、調停

で養育費の合意ができたのは約４割

です。そのうち算定表を利用して合

意ができたのは 44％でした。そして

女性の場合、算定表を利用した人が

全体の 45％で、しかもそのうち４分

の３が金額に不満を持っているとい

う結果です。グラフで言いますと黄

色の部分です。これに対して男性の

場合は算定表の利用の有無にかかわ

らず、金額的に満足した人が全体の

６割を超える結果でした。青色と赤

色の部分です。養育費の支払い状況

については合意どおりの支払いとそ

れ以外の場合がそれぞれ半数という

結果でした。 

  これは支払い義務者が納得しない

まま安易に算定表などに頼り、調停

での合意に至った可能性も否定でき

ないと考えます。また、合意どおり

の養育費の支払いが受けられなかっ

た人のうち３分の１が相手に対して

働きかけを何もしていませんでした。

グラフの黄色い部分です。さらに養

育費の支払いについて何らかの対策

を講じた人のうち、全額が支払われ

たのは３割にすぎませんでした。グ

ラフの青色部分です。この結果は深

刻であり、支払い確保について個人

の努力では限界があることが明らか

になっております。 

  そして養育費の支払いを受けられ

なかった理由としては、グラフの黄

色の「相手と連絡をとりたくない」、

緑色の「相手に収入資産がない」、「そ

の他、相手の住所や就労先がわから

ない」ということでした。子どもの

養育費に関して、離婚後の父母が連

絡をとることの困難さがうかがえま

す。これらの問題点に対して、まず

算定表については裁判所を中心に、

厚労省等の関係諸機関や日弁連も参

加して検証し、見直しが必要である

こと、養育費、面会交流センター等

を創設し、当事者が身近で利用しや

すい養育費等の相談、履行支援体制

を整備すること、養育費支払い命令

制度、立替払い制度などの実効性の

ある養育費支払い確保制度を確立す

ることを提言します。 

 

 

(6) 面会交流 

  続いて面会交流について報告しま
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す。調停で合意した面会交流につい

て、合意どおりか、ほぼ合意どおり

の面会ができている人は５割以上に

なっておりますが、全く面会できて

いない人が４割を超えています。全

く面会できていない理由の１番は、

グラフの真ん中の子どもが面会を拒

否するなど、子どもの心情を理由と

するものでした。当事者の意見とし

ては監護親（同居親）からは、面会

すべきでない事案もあるのに家庭裁

判所は必ず会わせるべきという方向

性が強いという意見や、非監護親（非

同居親）からは離婚に応じるかわり

に面会を進めるようなやり方はおか

しいなどの意見がありました。面会

交流の実施方法については、当事者

だけの実施が 51％、続いて親族の協

力による実施が 24％と多く、第三者

機関の関与による実施は10％にとど

まっています。 

  これらの問題点に対して、面会交

流の調停においては調停委員が当事

者の生活状況や心情について把握し、

当事者双方が納得するよう、じっく

り丁寧な合意形成を図ること、子ど

もの手続代理人の積極的活用と、家

庭裁判所調査官との連携を図ること、

養育費、面会交流支援センターなど、

第三者機関の創設による実施面での

障害を克服することを提言します。 

(7) 調停利用の感想 

  最後に調停を利用した感想につい

て報告します。まず女性の場合、「満

足」または「ほぼ満足」が約４割で

青と赤の部分です。「少し不満」と「不

満」が約６割でした。これに対して

男性の場合は青と赤の「満足」「ほぼ

満足」は 12％にすぎず、「少し不満」

と「不満」が 88％もあり、男女で顕

著な違いがありました。しかしなが

ら、男女を合計しても不満を持った

人が、満足またはほぼ満足した人の

２倍近い数字になっている事実があ

ります。当事者からの調停への信頼

回復を図ることが喫緊の問題であり、

今まで述べました各改善提言を実行

に移す必要があると考えます。 

 以上、どうもご清聴ありがとうござ

いました。（拍手） 

 

４ オーストラリア調査報告 

【本記録集 p108～p119 参照】 

司会 引き続き海外調査チームの中井

洋恵チームリーダー及び本坊憲緯子委

員からオーストラリア調査の報告をお

願いいたします。 

本坊 第一東京弁護士会の本坊です。

ことしの４月７日から９日までオース

トラリアのシドニーへ、家族紛争に関

連する施設の視察に行ってまいりまし

た。調査報告は基調報告書の 99 ページ

からになります。まずはどのような施

設を訪問したのか、１分間の映像をご

らんください。 

（ビデオ視聴） 

 電話法律情報提供サービスです。 

 法律扶助です。 

 裁判外紛争解決機関です。 

 家族法弁護士事務所です。 

 家庭裁判所です。 

 家族法弁護士事務所、２つ目です。 

 人的サービス省養育費局です。 

 面会交流支援センターです。 

（ビデオ視聴終了） 

(1) オーストラリアにおける家族法制 

最初に、視察した施設の役割など

をご理解いただけるように、簡単に

－60－



 
 

第２部 いま家庭裁判所に求められる役割と機能の充実 

 

オーストラリアの離婚と子どもの監

護に関する法制度をご紹介します。 

離婚原因ですが、日本の民法は婚

姻関係の破綻を一応は離婚原因とし

ながら、破綻が認められても裁判官

の裁量で離婚の請求を棄却すること

ができ、また不貞など婚姻関係の破

綻につき、責任がある当事者からの

離婚請求を棄却する場合があるなど、

徹底した破綻主義はとられていませ

ん。これに対してオーストラリアで

は、唯一の離婚原因として「回復の

見込みのない婚姻の破綻」が規定さ

れ、これは 12 カ月間の別居という客

観的事実により認定されるという徹

底した破綻主義を採用しています。

したがって、オーストラリアでは夫

婦のどちらに婚姻関係の破綻の責任

があるのかなど、有責性の概念が排

除され、離婚慰謝料も問題とされな

いため、離婚に当たっては子どもの

養育と財産分与の問題に集中できる

ことになります。 

次に離婚の成立ですが、日本では

協議離婚が認められていますが、オ

ーストラリアでは協議離婚は認めら

れておらず、家庭裁判所の離婚命令

により婚姻が解消されます。また 18

歳未満の子どもがいる場合には、こ

の離婚命令の効力発生の前提として

子の監護、福祉及び生育に関して夫

婦間で適切な取り決めがなされ、裁

判所がこの取り決めについて効力発

生の宣言をしていることが必要とな

ります。 

次に子どもの監護に関する法制に

ついてご説明します。日本では離婚

後に一方の親が親権者となる単独親

権制がとられていますが、オースト

ラリアでは親は離婚後も共に親責任

を負うのが原則です。また子の養育

に関する取り決めは、日本では協議

離婚の場合には親権者を決めるだけ

で養育費等について具体的に取り決

めがなされない場合があったり、家

庭裁判所の手続にのった後も、離婚

事件の手続の中で定めるのが通常で

す。これに対してオーストラリアで

は、子どもの養育に関する取り決め

のプロセスは別居開始時からスター

トし、離婚手続とは別個に進められ

ます。 

この養育に関する取り決めのプロ

セスがどのように進められるかです

が、まずは当事者間の話し合いがな

され、まとまらなければ家庭裁判所

に養育命令の申立を行うことになり

ます。しかしこの申立を行う前に必

ず Family Dispute Resolution（裁

判外紛争解決手続）を経なければな

りません。ただし、虐待、家族間暴

力、精神障害・薬物依存がある場合、

緊急性がある場合は、この手続を経

ずに家庭裁判所に養育命令を申立て

ることができます。以後、Family 

Dispute Resolution の F・D・R とい

う頭文字をとって FDR と呼びます。

この FDR については後ほど改めてご

説明します。 

先に見たとおり、両親は離婚後も

共同で親責任を負うため、家庭裁判
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所は養育命令を出す際に、それぞれ

が子どもの養育にどのようにかかわ

るかについて判断することになりま

す。その際、家庭裁判所は「子ども

の最善の利益」を最優先に考慮しな

ければならないと規定され、さらに

子どもの最善の利益を考慮するに当

たっての判断基準についても、主要

な事由と付加的な事由に分けて列挙

しています。 

主要な事由としては、(a)子どもが

両親と有意義な関係を有することに

よる利益と、(b)子どもを虐待、ネグ

レクトもしくは家族間暴力を受け、

またこれにさらされることにより被

る身体的また心理的危害から保護す

る必要性などが定められていますが、

2011 年改正法で、この２つの事由に

ついて、(a)子が両親と有意義な関係

を有することによる利益よりも、(b)

子を虐待や身体的または心理的危害

から保護する必要性に重点を置くと

いう条項が追加されました。 

付加的事由としては子どもの見解

や意見、子の父母、祖父母など第三

者との関係性、同居家族との別居等

の環境の変化が子どもに及ぼし得る

影響などが規定されています。 

またオーストラリアでは、子ども

の最善の利益を図るために当事者か

ら中立・公正な立場で主張・立証を

行う「子どもの独立弁護士」という

制度があります。一定の複雑な事案

で家庭裁判所が裁量により選任しま

す。子どもの独立弁護士の資格は弁

護士に限られており、研修を受けた

者が面接を経て候補者リストに登載

されます。独立弁護士は子どもの法

的な代理人ではなくて、子どもにと

って最善の利益が何であるかについ

て独自の見解を形成し、裁判所に意

見を述べるなどの裁判上の行為を行

います。 

次に FDR についてご説明します。

FDR（family dispute resolution）

は 2006 年の家族法改正において、父

母が離婚後も共に子どもの生活によ

り多く関与できるように支援するこ

と、実効性のある紛争解決システム

を提供することにより、訴訟ではな

く父母間の合意が形成できるように

支援することを目標として創設され

た手続です。 

裁判外紛争解決手続とあるとおり、

裁判外で FDR 士がメディエーション

（仲裁）などを行い、養育に関する

取り決め等の支援を行います。FDR

を行う FDR 士は、弁護士、ソーシャ

ルワーカー、臨床心理士などで認定

制度があります。FDR で問題解決の

ため真摯な努力を尽くし、その旨の

証書の交付を受けなければ家庭裁判

所に養育命令の申立ができないとい

う FDR 前置主義がとられています。 

以上、ご紹介した養育に関する取

り決めの手続を簡単な図にまとめて

みました。父母は離別に当たって、

養育に関する話し合いを始め、当事

者間で協議がまとまらなければ一定

の例外を除いて FDR で話し合いを行

います。ここで取り決めが成立すれ

ば裁判所に合意命令を出してもらう

ことができます。FDR で取り決めが

成立しなければ家庭裁判所に養育命

令を申立てます。 

裁判所内でも合意による解決の試

みがあり、取り決めが成立すれば合

意命令を出してもらい、取り決めが

不成立であれば審理がなされ、子ど

もの最善の利益を最優先に考慮して

－62－



 
 

第２部 いま家庭裁判所に求められる役割と機能の充実 

 

養育命令が出されます。 

(2) オーストラリアの各関係機関の調

査報告 

では実際に視察したローアクセス

（Law Access）、電話法律情報提供サ

ービスをご紹介します。 

1) Law Access（電話法律情報サー

ビス） 

ローアクセスは法的問題を抱え

る市民に対し、法的な情報を提供

し、一定の場合には法的助言を電

話で行うサービスで、州が無償で

提供しています。 

業務の内容は、１つ目は法的情

報の提供となります。リーガル・

インフォメーション・オフィサー

（Legal Information Officer）と

いう弁護士ではありませんが、課

題の見極めなどのトレーニングを

受けたスタッフが相談者に法的な

情報を提供します。提供方法は口

頭での提供に限られず、説明文書、

書式、出版物等をファックス、ｅ

メール、郵便等で送付することも

あり、その情報提供だけで足りな

い場合には、対面相談機関を紹介

します。 

２つ目は、リーガル・オフィサ

ー（Legal Officer）と呼ばれる常

勤の弁護士が電話で法的助言を行

います。対象者は優先的相談者と

して定められている、危害に直面

している相談者、家庭内で暴力を

経験している相談者、遠隔地にい

る相談者、アボリジニ・トレス海

峡諸島民などの先住民、ホームレ

スの相談者に限られます。上記の

ほか、ウエブサイトでも情報の提

供を行っています。 

ローアクセスでは、アクセスの

しやすさへの配慮として次のよう

なサービスを提供していました。

ウエブサイトの基本情報は30カ国

以上の言語で閲覧でき、多くの言

語でリーフレットを作成していま

した。でも日本語はありませんで

した。また、英語以外の言語を話

す相談者への通訳サービスの提供、

聴覚障害のある相談者のためのサ

ービスの提供がなされているとの

ことでした。 

2) Legal Aid（法律扶助） 

次にリーガルエイド（法律扶助）

をご紹介します｡リーガルエイド

が家事事件に関連して提供してい

る業務は、①先ほどご説明した FDR

手続、②子どものケアと保護に関

するサービス、③養育費相談があ

ります。そして、④初期介入業務

として、家事紛争が激化する前に

できるだけ早期に解決できるよう、

紛争の初期段階に法的な助言、簡

易な援助、デューティー・ロイヤ

ー・スキームという待機当番弁護

士のサービスを提供しています。

ここで簡易な援助とは、スタッフ

弁護士が無償で相談者のために１

通だけ手紙を書くこと、１回だけ

電話で交渉することなどを言い、

デューティー・ロイヤー・スキー

ムとは、弁護士が裁判所に待機し

て裁判所を訪れた代理人のついて

いない当事者に法的助言を行うこ

とを言います。 

また、⑤リーガルエイドは子ど

もの独立弁護士の運用に関与して

います。リーガルエイドは、子ど

もの独立弁護士の候補者リストを

管理しており、裁判所は選任決定

を出すと、リーガルエイドに通知
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をし、リーガルエイドが候補者リ

ストから指名します。候補者リス

トにはリーガルエイドのスタッフ

弁護士だけでなく外部の弁護士も

登載されています。 

これは、家庭裁判所内で待機当

番弁護士の待機場所を表示するプ

レートです。 

 3) Family Relationship Centre(裁

判外紛争解決機関) 

次にファミリー・リレーション

シ ッ プ ・ セ ン タ ー （ Family 

Relationship C entre）、裁判外紛

争解決機関をご紹介します。こち

らも頭文字をとって FRC と呼びま

す。 

この写真は、今回訪問したシド

ニーシティ中心地にある FRC の入

り口です。 

FRC は、2006 年家族法改正に基

づき、家族関係支援のために連邦

政府により創設されました。先ほ

どご説明した FDR（裁判外紛争解決

手続）などを行う公的な機関です。

オーストラリアに65カ所あります。 

FDR は、FDR 士によってやり方は

様々あるようですが、視察を行っ

た FRC での FDR 手続の流れは次の

とおりです。 

まず①ファミリーアドバイザー

が各当事者にインタビューを行い、

FDR を行うのが適切かを判断しま

す。ここで FDR が不適切と判断さ

れた場合には、その旨の証書を発

行します。これによって FDR を経

ずに裁判所へ養育命令の申立がで

きます。その他、ファミリーアド

バイザーは初期の段階で両親のサ

ポートを行うために、両親のため

のカウンセリングの紹介、子のサ

ポート機関の紹介などの様々な情

報提供を行います。 

次に②両親はキッズ・イン・フ

ォーカス・セミナーというセミナ

ーに参加します。ここでは家族関

係が変わっていく中でどのように

子どもをサポートすべきか、家族

関係の中で対立を防ぐことが子ど

もにとってどれだけ重要か、離別

後の子どもへのかかわり方などを

学びます。このセミナーを受講す

ることにより、親は自分のニーズ

よりも子どものことを第一に考え

る準備ができ、両親の対立を子ど

もが見聞きしないようにすること

ができるとのことでした。 

次に③FDR の前に FDR 士が当事

者の面接をして、どのようなメデ

ィエーションが適切かを判断しま

す。一般的には父と母と男性と女

性のメディエーターが１人ずつ同

席して行います。 

最後に④両親同席による FDR を

行います。子育てについて親が話

し合いことは、それぞれが子ども

と過ごせる時間、親同士のコミュ

ニケーション方法、親子のコミュ

ニケーション方法、子どもを旅行

に連れて行きたい場合どうするか

などですが、メディエーションの

始めに親が対応したい議題を決め、

議題ごとにそれぞれの親がどうい

う点を重要と思っているのか、子

のニーズは何であるのかを考えて、

養育について取り決めの成立を目

指します。合意が成立するまでは、

当事者が最初に連絡をしてきてか

ら平均して３カ月ぐらいとのこと

でした。この写真は、キッズ・イ

ン・フォーカスにおける約束事を
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記載した書面が壁に張られている

様子です。 

FDR における子どものコンサル

テーションは、全てのケースでは

なく、子どもが関与するのにふさ

わしいケースで、子どもが５歳以

上であり、両親の同意がある場合

に行います。家庭訪問などはせず、

FRC 内の子どものコンサルティン

グルームで行います。子どもに対

して、どこに住みたいかなどの直

接的な問いはせず、遊具などを使

った年相応のアクティビティを通

じて、家族をどういうふうに捉え

ているか、家族がどうなって欲し

いと思っているか、家庭の問題な

どを示してもらうようにしている

とのことでした。 

子どものコンサルテーションの

フィードバックは、裁判所に向け

た報告書、つまりどういう判断を

すべきかのアドバイスとは全く異

なり、親に子どもがどのような経

験をしているのかを伝えるために

なされるとのことでした。 

子どものコンサルテーションを

行うのは、FRC を運営しているリレ

ーションシップ・オーストラリア

（Relationships Australia）で適

切と認められ、特別な訓練を受け

たスペシャリストです。 

上の写真は、FRC のエントランス

に張ってあった子どもたちの絵で

す。下は子どものコンサルティン

グルームの遊具です。左が FRC で

配布している子どものコンサルテ

ーションに関するパンフレット、

右が FRC での FDR の手続を説明し

たパンフレットです。左は FRC で

配布している離別や離婚を経験し

ている男性向けのパンフレット、

右が女性向けのパンフレットです。 

中井 大阪弁護士会の中井です。 

 4) Family Court（家庭裁判所） 

次は家庭裁判所についてご報告

します。シドニーの家庭裁判所は

街中のビル街の一角にあり、交通

の便のよい場所にありました。入

口では厳重な金属探知検査が行わ

れていました。 

裁判所の内部です。裁判官です。

裁判官は法曹一元で家族法専門弁

護士から選ばれていました。した

がってオーストラリアでは家族法

の専門家が裁判官として選任され

ています。ファミリーコンサルタ

ントという我が国の調査官類似の

方にお話を聞きましたのでファミ

リーコンサルタントについてご報

告します。子にかかわる紛争にの

みかかわります。ファミリーレポ

ートを作成し裁判官に報告します。

ファミリーレポートは予備的なも

のがつくられ、その後詳細なもの

がつくられます。予備的なレポー

トで子どもの考えなどを知り、話

し合いがまとまることもあります。

また親や子どもに今後どうなるの

か、どうすればいいのか。子ども

の最善の利益を中心としたさまざ

まな情報提供をいろいろなパンフ

レットを配布することなどして行

います。 
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これらがそのパンフレットの一

部です。左は子どもと離れて暮ら

すことになる親のため、真ん中が

双方の親が葛藤を減少させたり、

子どもの利益のために実現可能な

関係を築くヒントが、左は離別に

際して当事者自身がどのように考

えたらいいかなどが書かれていま

す。子どものためのパンフレット

もあり、年齢により分かれており、

ファミリーコンサルタントに会う

理由などが書かれています。 

ファミリーコンサルタントと我

が国の調査官との違いは、裁判官

と協力するが、裁判官と独立・分

離した地位にあるところです。裁

判官と決められた場所以外では話

をしません。他方、作成したファ

ミリーレポートの内容につき反対

尋問されることもあり、証言を拒

否できないのが特徴です。 

ファミリーコンサルタントはシ

ドニーで 12 名、小規模町では１～

２名、オーストラリア全体で 80 名

です。ファミリーコンサルタント

になるにはソーシャルワーカーや

心理士であったりしますが、大学

卒業後、少なくとも子どもや家族

に関する仕事を５年間行う必要が

あります。人数が意外と少ないと

感じますが、オーストラリアでは

裁判外紛争機関で専門家が調停し

ていますし、裁判所でも、カウン

セラーが関わりますので、ファミ

リーコンサルタントのほかにも専

門家が関わっています。ファミリ

ーコンサルタントは子に関する事

件に特化しているので、自らを裁

判における子の意見表明権を実現

する者であると自負しています。 

子どもの独立弁護士は、我が国

の子どもの手続代理人の参考にさ

れたものです。オーストラリアで

は子どもの独立弁護士とファミリ

ーコンサルタントはいずれも 1975

年に創設された制度で、我が国に

40 年近く先行しています。我が国

では調査官がいるので子どもの手

続代理人は不要ではないかという

意見もありますが、ファミリーコ

ンサルタントと独立弁護士は協力

関係にあります。 

ファミリーコンサルタントと独

立弁護士はともに子どもの最善の

利益を図る目的で、ファミリーコ

ンサルタントが弁護士に子どもに

関する研修をしたり、他方、子ど

もの独立弁護士には調査権があり

ますので、学校や病院の資料の収

集ができます。ファミリーコンサ

ルタントは独立弁護士に調査を頼

むこともあります。弁護士事務所

で同じことを質問したところ、独

立弁護士は独自性があり、継続的

に子どもにかかわる調査権がある

ことがメリットであるという説明

を受けました。 

チャイルドケアールームは、フ

ァミリーコンサルタントに会いに

来た子どもの待合室であり、担当

スタッフがいて子どもに安心を与

え安全を確保する部屋で、このよ

うな可愛らしい造りになっており

ます。娯楽用のビデオも置かれて

いました。 

特筆すべきは子どもに関する審

理の方法です。オーストラリアで

は非対立的な審理プログラム「LAT」

（Less Adversarial Trial）が 2008

年ごろから導入されました。対立
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的審理を行わず、何が子どもにと

って最善かを当事者が考え、裁判

官に直接話す審理構造です。LAT

の評価では、裁判後、生活の環境

に対する満足感が増加した。両親

間、親と子の関係におけるダメー

ジが減少した。裁判後、子どもの

大きな満足や精神的安定が得られ

た。両親の裁判後の対立的感情が

低下した。審理の時間や費用が減

少したという報告がありました。 

 5) Family Lawyer（家族法弁護士） 

次に「家族法弁護士」について

報告します。訪問したのは家族法

を専門とする法律事務所で入口の

看板には Family Lawyers という記

載がありました。我々が訪ねたこ

の写真と別の法律事務所で説明を

受けたのですが、同事務所では

1980 年代初期から家族法を専門と

していますが、当時多くの事務所

は家族法を一分野として扱ってい

たものの、家族法を専門とする法

律事務所は少ないものでした。現

在は、家族法を専門とする事務所

は一般的で業務としても成り立っ

ています。 

では、家族法専門弁護士の認定

制度について説明します。1992 年

に設けられた制度で家族法、刑事

法、ビジネス法など 14 分野で専門

弁護士の認定制度が設けられてい

ます。認定を受けるための申請要

件はその州の弁護士会の会員であ

ること、５年の実務経験があるこ

と、専門分野での３年の実務経験

があること、過去３年間、毎年の

業務の時間の 25％（以上）が専門

分野に関するものであることです。

申請の費用は 958 オーストラリア

ドルですので約 10 万円です。 

 認定評価手続は起案、面接や模

擬裁判、筆記試験ですが、評価は

パネルと呼ばれる審査委員会が行

います。家族法では、家族法に関

する知識を確かめる試験、具体的

ケースに基づき資料収集や書面に

よるアドバイスを作成する試験、

模擬法律相談、クライアントへの

アドバイスをしている様子を審査

委員会が評価する方法が行われて

います。更新は毎年行われなけれ

ばなりませんが、専門分野に関す

る業務が 25％以上であることが必

要で、専門分野につき 10 時間の継

続教育を受けることが必要です。 

 専門家に認定されたメリットは、

認定専門家であることの証明書を

表示できる。認定専門家の名称を

使用することもできます。例えば、

メアリースミス家族法専門認定法

律事務所という記載ができます。

また、弁護士紹介制度に登録する

こともできます。さらに、認定専

門家のロゴを使用することもでき

ます。 

 6) Child Support Agency（人的サ

ービス省養育費局） 

 次にチャイルド・サポート・エ

ージェンシー（養育費局）につい

て報告します。なおチャイルド・

サポート・エージェンシーは以降

CSA（Child Support Agency）と略

します。呼び名は養育費局と呼ば

せていただきます。 

 養育費局はオーストラリア政府

の人的サービス庁にあり、創設当

初は国税庁内にありました。政府

がこの業務を行っているところに

特徴があります。 
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 右から２人目がゼネラルマネー

ジャーの方です。職員は 3000 人、

全国に14カ所のコールセンターが

あり、対応は電話のみで対面のサ

ービスは行っていません。人的サ

ービス庁の業務は社会福祉と国民

健康保険と養育費があり、相互に

リンクしております。 

 養育費局の仕組みは同機関に登

録して養育費を徴収してもらうこ

とと、養育費を査定してもらうこ

との２つになります。 

 登録についてですが、まず養育

費の取り決めは裁判所の命令、当

事者の合意、養育費局の査定の３

つで、いずれも養育費局に登録し

て徴収してもらうことが可能です。

徴収は登録するが当事者間で支払

いを行うケースを「私的徴収」、養

育費局に登録して養育費局が支払

義務者から徴収して受給権者に送

金するケースを「CSA 徴収」といい、

利用者の７割が私的徴収を選択し

ていますが、当事者の意向により、

相互に変更することもできます。 

 支払方法は支払義務者が選択す

ることができます。不払いの場合

は養育費局が支払義務者に連絡し、

雇用主、銀行、代理人弁護士など

に連絡して働きかけます。支払義

務者が意図的に支払わない、ある

いは悪質な場合は支払義務者に通

告して強制的に徴収します。強制

的な徴収方法として給料の自動天

引きと社会保障給付金や還付金の

差押えなどもあります。強制徴収

のための雇用関係や銀行口座など

の情報は、当事者や第三者に通知

して提供を求め、通知に従わない

場合は法的罰則の対象になります。 

 また各省庁間のパートナーシッ

プ条項に基づき、支払義務者の住

所、銀行の口座情報、新たな就職

先などの情報の提供を受けること

も可能です。この強力的な調査権

限が実効性を担保しています。さ

らなるペナルティとして養育費局

が支払義務者に対してとれる措置

には出国禁止、資産などの差押え

などもあります。 

 査定制度ですが、査定公式は６

種類あり、査定申込みはウエブが

全体の 50％、電話もしくは郵便で

行い、申込者から原則として 28 日

以内に査定を出さなければならな

いと法定されています。当事者が

査定に納得できない場合は養育費

局に再査定を申立てることができ、

審査結果に不服な場合に限り、社

会保障控訴裁判所に訴えることが

できます。査定は税システムと連

動しており、収入額、課税所得は

税務年度の翌年度の査定に反映さ

れます。 

 いろいろと書いていてわかりに

くいのですが、要するに親の所得

割合と子どもの年間宿泊日数割合

で養育費の負担割合が決まります。

詳しいことはCDをご参照ください。 

 養育費局に登録するメリットは、

徴収方法は支払義務者に選択させ、

当事者への働きかけを行うなど履

行しやすい環境をつくり、他方で

強制手段を伴う徴収制度があり、

実効性があり、実際の履行につな

がりやすいです。 

 養育費局の査定のメリットは課

税所得、必要生活費、子育てコス

ト、最低養育費などは毎年見直さ

れ、自動的に再計算されます。年
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度途中でも収入の大きな変動があ

る場合は、当事者からの申立、当

事者間の合意、裁判所の命令など

により変更が可能です。したがっ

て実態に合致した養育費の額が算

定されます。 

 18 歳まで長きにわたり迅速かつ

柔軟に現実に即した算定が行われ

ることから、継続的な履行が容易

になります。加えて養育費算定を

めぐる紛争の激化を回避できます。

結果として徴収と査定制度により、

養育費局に登録された養育費の徴

収率はなんと 97％にもなっていま

す。 

 7) Contact Service（面会交流支援

センター） 

 面会交流支援センターについて

ご報告します。面会交流支援セン

ターの正面です。子どもの緊張を

和らげる一般戸建て住宅を利用し

ています。調査先は Central West 

Contact Service です。業務内容は

親子の面会交流や子の引き渡しの

支援を行っています。NPO により運

営されていますが、財政基盤は主

に連邦政府からの補助金です。ス

タッフは親子１組につき１名以上

の家族を観察するスキルを持つス

ーパーバイザーがつきます。 

 物的設備については外観は先ほ

ど申し上げたとおりで、２つの玄

関があり非監護親と監護親が顔を

合わせない工夫がされており、そ

れぞれ表口と裏口から入るように

なっております。待合室も非監護

親は待合室で待機し、監護親が連

れてきた子どもはスタッフと待合

室に行くことになっております。 

 スーパービジョンルームは親子

の面会交流室です。スーパーバイ

ザーは常時面会場所から２メート

ル以内で監督しています。おもち

ゃ部屋や図工室、パソコン室、キ

ッチンなど、親子で面会交流を進

めるための工夫がなされています。

裏庭もあります。 

 写真を見ていただきます。面会

交流室は保育園のような雰囲気で

した。外遊びができる裏庭もあり

ます。滑りっこもあります。親子

で使えるキッチンもありました。 

 センター利用の実態について説

明します。利用資格の制限はあり

ませんが、必要度の高い案件を優

先させます。裁判所からの命令に

よる利用が約 95％です。といいま

すのは、命令のケースは DV、性的

虐待が主張されるなど、深刻かつ

対立の激しいケースが多いので、

それを優先させることから本セン

ターの利用が命令のケースが多く

なるのです。 

 センターの利用料金です。利用

時間は１回の面会はおよそ２時間

程度で、利用料金は当事者双方が

支払うのが原則ですが、裁判所命

令で一方が負担することもありま

す。利用料金について説明します。

１オーストラリアドルは約 100 円

程度ですが、物価はあくまで私の

イメージですが日本の２倍程度で

あると思います。政府の補助金つ

きプログラムですが、資力制限は

ありませんが、希望者多数のため

待機期間が８カ月から10カ月もあ

ります。初回面談料が無職者が 20

ドル、約 2000 円、有職者が 25 ド

ル、約 2500 円。面会交流実施料が

１時間につき15ドルから25ドル、
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1500 円から 2500 円を両親が負担

します。子の受け渡し仲介料など

も定められています。 

 「全額負担プログラム」という

のがあり、このセンターは補助金

が中心ですが、空き時間を利用し

て実施しています。１時間の利用

につき 50 ドルから 70 ドル、5000

円から7000円と３倍前後の料金を

負担しなければなりませんが、待

機は１カ月から２カ月と短期にな

ります。よって資力のある親は補

助金なしの面会を開始し、補助金

の順番が回ってくると、補助金つ

き面会に切替えるという方法もあ

ります。 

 参考までに民間面会交流支援サ

ービスもあり、例えば家事サービ

ス代行会社などが展開する面会交

流支援サービスも存在しますが、

料金が格段に高いのが実態です。

例えば週１回の面会で月額1400ド

ル、１カ月約 14 万円となるところ

もあると聞いています。 

(3) 改革提言 

以上オーストラリアの調査訪問か

ら我が国の各制度に対して改革提言

します。野生のカンガルーです。 

 1) アクセス 

市民からのアクセスです。これ

は法律扶助のテラスからの景色で

す。日本の法テラスにはテラスが

ありませんが（笑）、オーストラリ

アの法律扶助にはテラスがありま

した。 

オーストラリアでは電話情報サ

ービスや法律扶助機関が法紛争の

初期介入業務を行い、さらに多様

な裁判外紛争機関が複数存して、

早期に市民に身近な場所での紛争

解決が行われていました。家事事

件においても初期の段階での情報

提供や相談は不可欠です。 

そこで我が国においても紛争の

初期介入の必要性を強く認識し、

家事紛争の初期段階で弁護士会、

法テラスなどの各相談機関に市民

がよりアクセスしやすくなるよう

な広報や相談方法を検討すべきで

す。また市民がアクセスしやすい

よう、我が国の家事紛争を担う家

庭裁判所の物的拡大を飛躍的に図

る手段などを検討すべきです。 

 2) 紛争解決手続 

紛争解決手続について。メディ

エーションルームです。 

  ① 調停 

離婚時に両親の紛争により子

どものダメージを最小限にする

ため、我が国でも親が子のニー

ズや利益を最優先に考える思考

を学ぶ機会や情報提供を行う親

のためのガイダンスが調停前に

行われるべきです。その具体化

について検討を行うべきです。 

オーストラリアでは裁判外紛

争処理機関において心理学、教

育学等の専門家がかかわってい

ました。我が国において複雑な

調停事件が増加している上に、

紛争性の高い事件での子どもの

意思の確認という繊細な事項も

求められています。そのような

事件に関しては、専門家調停委

員の設置を検討すべきではない

でしょうか。また、専門的能力

を有する家事調停委員の確保の

ため、その専門性に見合った報

酬の設定についても検討すべき

ではないでしょうか。 
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さらにオーストラリアでは、

虐待や暴力などの調停になじま

ない事案を適切に除外できるよ

うな枠組みが取り入れられてい

ました。しかし、我が国でこれ

らを初めから調停から排除する

ことは、調停前置主義の原則か

ら慎重であるべきであり、かえ

って虐待や暴力の認定自体で争

いが生じるおそれもあります。 

そこで虐待や暴力が疑われる

事案においては、早期に裁判官、

調査官が調停に深く関与し、当

事者の安全を確保しながら調停

の続行の適否や専門家調停委員

の選任の要否の判断など、早期

に適正な進行協議がなされるべ

きです。 

  ② 子に関する審理 

子に関する事件の審理です。

オーストラリアでは子にかかわ

る事件については LAT という対

立的な審理を行わず、何が子に

とって最善かを当事者が考え、

その考えを直接裁判官に話す手

続となっていました。その結果、

ダメージが減り、安定が得られ、

両親の対立も減少したとの評価

報告もあります。 

我が国において子どもにかか

わる事件に関しては、このよう

な非対立的な審理手続とするこ

となど、目的に応じた調整がで

きるような方策が検討されるべ

きです。 

オーストラリアではファミリ

ーコンサルタントができない子

どもの継続的なフォロー、証拠

の収集を子どもの独立弁護士が

行い、ファミリーコンサルタン

トと共同作業により、子の最善

の利益の追求がされていました。

我が国においても子の最善の利

益の重要性を確立させ、その実

現が必要な子どもの手続代理人

をもっと活用し、現行法では原

則として子どもに負担させるこ

ととなっている費用負担につい

て、国による負担制度を構築す

べきです。これは子どもの手続

代理人の実効性のため緊急の課

題です。 

 3) 履行確保について 

履行確保について。オーストラ

リアでは当事者が希望すれば行政

庁が養育費を査定・取り立てする

制度があり、養育費支払いの実効

性が確保されています。これは我

が国にとって大いに参考となる制

度です。ただし、算定基準につい

て慎重な検討がなされるべきこと

や、当該制度が生活保護の受給を

妨げないための配慮がなされるべ

きです。 

さらに我が国では、行政庁がこ

の問題に関与することが一面で国

民のプライバシー情報の収集を管

理することにつながる問題である

ことから慎重な対応が必要です。

しかし、母子家庭の貧困とこれに

伴う子どもの貧困が大きな社会問

題になっている現状を打開するた

めに、養育費の査定・取り立て制

度の導入について、どのようにす

れば上記のような問題点をクリア

して実現できるのか。あらゆる観

点から前向きで具体的な方策の検

討が進められるべきです。 

さらに現状において、家事事件

手続法における裁判所の調査等を
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実効性あるものにし、養育費の実

際の支払いにつなげるために、税

務署による義務者の収入情報や年

金事務所等による義務者の勤務先

情報などについて開示を義務づけ

る等、履行確保の制度を支え、強

化するとともに、裁判所の充実し

た調査等を支える家庭裁判所裁判

官や調査官等の人員増加を図るべ

きです。 

 4) 面会交流支援について 

面会交流支援について述べます。

オーストラリアにおいては私企業

の参加も含め、多種多様な面会交

流支援センターが存在し、適正な

面会交流がなされるため、各種の

配慮がなされていました。我が国

においては民法上、面会交流の規

定が明記された以上は、裁判所で

せいぜい１回の試行面接を行うこ

とが精いっぱいである実態を根本

的に見直し、多種多様な面会交流

センターを創設し、試行面接及び

その後、続行面接の場を提供する

ことが急務というべきであり、そ

れなくして法の理念の実現はあり

得ません。 

また費用分担が困難な事例が多

数予想されるので、公的施設の設

立や民営施設利用者の補助金の付

与なども必須となってきます。さ

らに当事者間では対応困難なDVな

ど深刻な事案こそ面会交流センタ

ーは機能すべきものです。施設・

スタッフ等、困難事案に対応でき

る水準の確保が必要です。 

 5) 弁護士について 

弁護士について。我が国におい

て家族に関する法律問題が複雑化

し、国際化する中、弁護士が業務

を行う際は専門的知識が不可欠と

なっている上、家庭裁判所による

代理人活動にとどまらない領域に

おけるカウンセリング、法律相談、

交渉などの活用も弁護士にとって

は重要な職務になります。また家

族法の専門とする弁護士に相談し

たいという相談者のニーズは常に

存します。したがって市民にとっ

て本当に身近で利用しやすい司法

を考えるに当たり、上記ニーズに

対応できる家族法の高い専門性を

有した弁護士を育成するとともに、

専門分野に関する情報提供制度を

検討することが求められます。 

以上、ご清聴ありがとうござい

ました。 

 

５ 課題と改善提言 

司会 最後に増田勝久家庭裁判所部会

長から総括をお願いします。 

増田 大阪弁護士会の増田勝久です。

各チームの調査報告の中から早急に解

決すべき問題をピックアップして部会

の提言をまとめています。アナログで

恐縮ですが画面には出ませんので基調

報告書の 119 ページをごらんください。 

 提言の前提となるのは国の責務です。

国民の生活を守ることは国全体の利益

です。人々が家族関係の破綻から立ち

直り、前向きな人生を送ることを援助

するシステムをつくることは国の責務

です。そこでは将来の世の中を支えて

いく子どもたちに対し、両親の離別の

影響を最小限度にとどめることも当然

のこととして要請されます。 

 したがって、国は、家庭裁判所予算

はもちろんのこと、これを含めた家

族・家事関係紛争の解決援助のため十

分な予算を配分し、早期の紛争解決と、
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紛争当事者、子どもを含めた関係者を

援助する制度の充実を行うべきです。 

 家庭裁判所に係属する事件の数は

年々増加しています。平成 25 年の１年

間で、全国の地裁が受理したすべての

民事事件は約 61 万件、これに対して先

ほども出ましたが、同じ１年間に家裁

が受理したすべての家事事件の総数は

91 万件を超えています。1.5 倍ぐらい

です。この年間新受件数は平成 22 年ま

では民事事件のほうが多かったのです

が、平成 23 年に逆転してその差は開く

一方です。 

 このために裁判官、書記官、調査官

ら家庭裁判所の裁判手続に携わる人た

ちの処理能力はもはや限界に達してい

ます。調停室や待合室の数も少なく、

期日の間隔は長くなり、待合室で当事

者が立って待っている状況が常態とな

っています。国は家庭裁判所という市

民生活の基盤である家族の問題を解決

する場に対し、より多くの予算を投じ、

裁判官を含めた人員の増員、施設の充

実を行うべきです。 

 家庭裁判所というところは、市民が

人生の重要な問題を解決するための機

関です。現実の利用者を見ても年齢、

性別、職業、経済力、一切かかわりな

く、すべての市民に門戸が開かれるべ

きです。しかしながら心理的には相当

に距離があるようで、今回の調査結果

でもその窓口にすらなかなかたどり着

かないという結果が出ています。家庭

裁判所は弁護士会などとも協力して、

何が家庭裁判所で解決すべき問題であ

るかということと、その解決手続に関

する情報を広く国民に周知し、より多

くの市民が抵抗なく利用できるように

広報すべきです。そのためには市民が

身近に利用する機関である地方自治体

の相談窓口の教育にも協力すべきだと

考えます。 

 さて、市民が家庭裁判所の手続の中

でまず接するのは家事調停委員である

ことが多いと思います。しかしながら

この家事調停委員の利用者への接し方、

調停の進行についても多くの不満が寄

せられています。またその能力や研修

レベルには地域的偏りもあるようです。

家事調停委員には本や文献で学ぶ基本

的な知識はもちろんですが、それだけ

では足りず、当事者に寄り添って事案

を見通す能力、客観的立場で解決手段

を提案する能力、当事者の自己決定を

支援する能力が必要です。 

 家庭裁判所においては適正な人材を

得られるよう、その選任基準及び選任

方法を再検討するほか、ロールプレイ

など実地的な研修の全国的な充実を図

るべきです。また、当事者の心理的葛

藤が高い事案、子どもの意思の確実な

把握が求められる事案などでは適切な

報酬を確保した上で、心理学、社会学、

教育学等の専門家調停委員の積極的活

用を検討すべきと考えます。 

 また近年増加している面会交流事件

では、民法の規定の問題ですが、権利

の主体である子どもが手続当事者でな

いという特殊な構造があります。権利

主体である子どもの同意がなくても両

親の間で決めることができるというこ

とです。これは民法が改正できればそ

れでいいのですが、それがすぐにはで

きないような現状では、子どもの立場

について、手続において手当てするこ

とが必要です。 

 具体的には、家庭裁判所においては

調停手続に先だって両親を対象とした

親ガイダンスを行い、子どもの最善の

利益と面会交流についての理解を深め
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るとともに、子の利益を図る子どもの

手続代理人制度を積極的に活用するな

どして、両親間の紛争とは切り離した

非対立的状況を作出し、子の最善の利

益を実現するために子の監護に必要な

事項についての合意形成へ向けて手続

を進行すべきです。 

 家庭裁判所の手続により面会交流あ

るいは養育費について調停や審判がな

されても、その実行がなされていない

場合も少なくないことが報告されてい

ます。この点は裁判所による履行勧告、

あるいは強制執行では費用ばかりがか

かり、実効性に乏しく、十分な権利保

護が図られているとはいえない実情が

あります。面会交流については国がそ

の補助・支援をする機関を設立すべき

であり、養育費については国による取

り立て・立替払いの制度も検討される

べきです。 

 また、これも最近事件数が激増して

いる成年後見ですが、後見開始後の裁

判所の監督が十分に行き届かないとい

う問題が生じています。成年後見人に

対する指導・監督はすべて家庭裁判所

で賄えるものではなく、地方公共団体

とも連携した成年後見人の支援を含む

研修指導体制をつくることも検討され

るべきです。これらの点については休

憩後のパネルディスカッションにおい

てパネリストの皆様とも意見交換をし

たいと思います。長時間のご清聴あり

がとうございました。（拍手） 

司会 ただいまより、短い時間ですが

15 時 25 分まで休憩とさせていただき

ます。なお休憩時間にさきに報告があ

りましたオーストラリアの調査の様子

を撮影した５分間の DVD を上映します

ので、よろしければごらんください。

25分からの開始については時間が押し

ていますので、ぜひご協力いただきま

すようお願いします。 

〈休  憩〉 

 

Ⅱ パネルディスカッション  

司会 それでは定刻となりましたので、

これより第２部後半のパネルディスカ

ッションに入ります。ここからの司会

進行はコーディネーターの増田勝久家

庭裁判所部会長にお願いします。それ

ではよろしくお願いします。 

増田（コーディネーター） 休憩時間

が短くてすみません。第２部後半のパ

ネルディスカッションでは前半の最後

にまとめた提言について、パネリスト

の皆様と意見交換をしたいと思います。 

 まずパネリストをご紹介申し上げま

す。慣例に従い敬称は「さん」で統一

いたします。皆さん、大変立派なご経

歴ですが、時間の関係で肩書き等は画

面でご覧下さい。まず手前から近藤ル

ミ子さんです。（拍手）二宮周平さんで

す。（拍手）山口恵美子さんです。（拍

手）金澄道子さんです。（拍手）コーデ

ィネーターは私、増田勝久が務めます。

よろしくお願いします。（拍手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 司法へのファーストコンタク

ト 

増田 この議論は家庭裁判所の入口、

中、出口に分けて行いたいと思います。
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まずは家庭裁判所に入るまで。ファー

ストコンタクトのところです。調査報

告では家庭裁判所はまだまだ一般市民

から遠い存在であり、その媒介となる

べき弁護士のところへすら、なかなか

たどり着けないという結果になってお

ります。それはなぜなのでしょうか。

たどり着きやすいようなシステムをつ

くれないでしょうか。ここは家庭問題

情報センター（通称 FPIC）で一般市民

から多くの相談を受けておられる山口

さんにまずお伺いします。 

山口 FPIC の相談の例でも、弁護士の

ところへもなかなかたどり着けずに

親・兄弟・友人・知人にまず相談して、

解決どころか、かえって問題をこじら

せ、親族間紛争にまで拡大する人は少

なくありません。FPIC にはその他自治

体の相談窓口とか法テラスを経由して

見える方も多いのですが、法テラスか

らいらした方がよくおっしゃることが

あります。紹介される弁護士さんが家

事の専門家なのかどうかわからない。

だれが家事を専門とする弁護士である

かについての情報が欲しいと言われま

す。そういう話を聞きながら、先ほど

のご報告にもありましたが、専門弁護

士制度に市民のニーズありという感じ

がしています。 

増田 いま専門弁護士の話が出ました

が、なかなかたどり着けない専門弁護

士の金澄さん、その点はいかがでしょ

うか。また仮に、専門制度が難しいと

するならば、たどり着きやすい方法と

してはどのようなものが考えられます

か。 

金澄 市民からの専門弁護士制度のご

要望が多いことを受けまして、実は日

弁連でも 2009 年の「業務改革シンポジ

ウム」において専門弁護士制度実現へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のアクションプログラムの案というも

のを発表しております。しかし地方で

は、弁護士が多様な分野の仕事をする

ことが求められていますので、なかな

か専門分野をイメージすることが難し

い実態がございます。しかし改めて今

回のアンケートを見せていただいて、

実は真摯に考えなければいけない時期

が来ているなと感じています。 

 ではどうしたら弁護士にたどり着け

る制度が出来るかということですが、

一番考えられることは、まず「行政と

の連携」ということになるかと思いま

す。家事事件で言えば、一番大きな分

野を占める離婚では市役所・区役所に

離婚届をとりに来た方が法的アクセス

が一番必要になっている人ですから、

この人に対する情報提供やガイダンス

が有効だと考えています。 

 そのため市役所等での相談やガイダ

ンスを実施して、必要な情報を提供し

て、当事者同士が対等な話し合いがで

きる人たちなのか、DV のおそれがある

場合か、専門的な法律家による援助が

必要な場合か、といった振り分けがで

きるような仕組みをまず市役所の中、

行政の中につくるべきではないかと思

います。そして、その中に弁護士が入

っていくことが必要だと思います。午

前中にもありましたけれども、弁護士
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からアクセスしていくという仕組みが

必要な時期になってきているかと思い

ます。 

 次に DV センターとか女性相談員と

の連携もございます。行政との連携に

も含まれますが、より必要性が高いグ

ループへのアクセスポイントとしては

DV センター、女性相談員、福祉関係者

との連携がございます。例えば川崎市

では市と横浜弁護士会の間で協議会を

設けており、また横浜市でも弁護士会

と DV センターや女性相談員と連携を

して、専門的な弁護士が担当できると

いう仕組みがつくられています。 

 このように弁護士会が専門の相談機

関と連携してその中に入っていくとい

うことです。弁護士会が相談窓口をつ

くって待っているというだけでは市民

との距離は縮まらないと思います。た

だし東京は弁護士会が３つに分かれて

いるため、なかなか行政との連携がう

まくいかないという問題点があると聞

いています。 

 そのほかに地域包括支援センター、

社会福祉協議会との連携もございます。

シンポの前半にも出ましたが、地域包

括支援センターや社会福祉協議会との

連携も必要で、例えば長崎弁護士会で

は高齢者・障害者の法的問題を弁護士

につなぐ仕組みができていると聞いて

います。 

 以上のようにアクセスポイントとし

ては、市民に一番身近な行政と弁護士

会がきちんと連携していく仕組みが必

要になってきます。そしてその仕組み

の中に裁判所も入っていただいて市民

との距離を縮めていただければという

ように考えています。 

増田 裁判所の話が出ましたが、裁判

官を長らく務めておられた近藤さん、

裁判所から外部との連携としてはどの

ようなものが考えられますか。 

近藤 まず弁護士でありながら裁判所

の視点で発言することをお許しいただ

きたいと思います。裁判所というのは

ご承知のように司法機関ですので、司

法機関としての枠組みがやはりある意

味、壁になっている部分があるだろう

と思いますし、これからもそこはとれ

ないところだと思います。 

 これまでも、例えば家事事件手続法

の施行の前後を通じて弁護士会との間

で法律や手続運営について共通認識を

持つという意味合いで協議会が開催さ

れたり、それから、もう長い歴史があ

りますけれども、社会福祉機関と家裁

の間で、それぞれの機関を取り巻く実

情について連絡協議会を開催するとい

う形で、一般的な連携といったものは

それなりに実績を積んできているとい

う状況がございます。 

 ただ、手続選択的な家裁の手続の入

口の部分、それから家裁の判断につい

ていかに実効性を持たせるかという意

味合いでの出口の部分で、先ほどご紹

介いただいたようなオーストラリアの

ような、ある意味すばらしい制度が今

すぐ日本で導入できるかということに

なりますとなかなか厚い壁があるのか

なと。家裁に手続相談という制度があ

りましたが、これすら批判の対象とな

って潰れてしまうというような状況の

ある日本では、なかなか難しいところ

があるのかなと思っております。 

 ただ、よくよく見てみますと、後に

話題になります成年後見の制度では少

しずつ他機関との連携が事件処理の中

に生かされているというところもござ

いますので、そういうものを土台とし

て、今一番問題になっております「子
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どもをめぐる紛争」に関する当事者支

援というあたりについて、他機関との

連携がこれから検討されていってもい

い時代になってきているのではないか

なと思っております。 

増田 裁判所は司法機関であることゆ

えの壁があるということでしたが、研

究者の二宮さん、外国の裁判所もやっ

ぱり司法機関だと思いますが、諸外国

の実情はどのようなものでしょうか。

ご紹介いただけますか。 

二宮 まず行政とのかかわりですが、

行政という意味ではドイツを挙げるこ

とができると思います。ご承知のよう

に欧米の場合は、裁判所の判決がない

と離婚できません。ドイツでは弁護士

が離婚申立をします。したがって当事

者のファーストコンタクトは弁護士に

なります。 

 バーデン＝ヴュルテンベルク州では

「親の合意モデル」が導入されていて、

弁護士はファーストコンタクトのとき

に相談に来られた方に、「まず少年局に

行って相談してください」と勧めます。

少年局というのは児童相談所プラス社

会福祉が集まったような官庁です。そ

の少年局で、まず最初に相談して、そ

こで自分たちで合意を形成することが

勧められます。当事者がもう合意がで

きないと言って、裁判所に子の監護に

ついて申立てても、裁判所から再度少

年局で相談を受けてみなさいというよ

うなことを言われます。少年局では当

事者が来ると、第１回目の面談で、こ

こでやる相談というのはどういうもの

かということを説明します。その上で、

当事者自身が何回、どのぐらいの期間、

どういう相談をするのかを決めていき 

ます。 

 合意に至らず裁判手続になった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

には、少年局の職員は裁判期日に出頭

します。そして相談者とどんな相談を

したのかを口頭で裁判官に述べます。

裁判官と少年局の職員が知り合いにな

ります。裁判官は転勤があるが、少年

局のスタッフは転勤しない。だから若

い裁判官が来たときには我々のほうで

経験をお話ししたりすることもできる

んだということをおっしゃっていまし

た。 

 私たちを少年局に案内してくださっ

たのはシュトゥットガルト高等裁判所

の裁判官の方です。裁判官の方が私た

ちをわざわざ平日、時間をつくって少

年局へ連れて行ってくれる。そこで少

年局の人と談笑して、この間のケース

はどうなったかという情報交換などを

しておられました。 

 次に民間の機関ですが、先ほど基調

報告にありましたオーストラリアのフ

ァミリーリレーションシップセンター

がそうだと思います。裁判の前に政府

から委託された民間の機関で最初の面

談をしています。 

 ３番目に家庭裁判所自体が対応して

いる。これは韓国です。韓国は数少な

い協議離婚制度を導入している国の一

つですが、家庭裁判所において協議離

婚の意思確認という制度が導入されて

います。だから本当に離婚する意思が
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あるかどうかそこで確認してもらう。

その確認申請をしたときに裁判所で離

婚案内、離婚に関する手続、権利義務

の説明、そして子どもさんがいる場合

には子どもの養育にかかわるガイダン

スを受けることになっています。ソウ

ル家庭法院では、この 10 月１日から離

婚案内に先だって子どもさんがいる当

事者については面談を義務づけました。

相談員が必ず面談します。そこで、こ

の人たちは心理的、教育的な相談が必

要だ、この人たちは通常の合意形成で

いいという振り分けをするシステムを

導入しました。 

 以上、紹介した３つの国は、少年局、

ファミリーリレーションシップセンタ

ー、家裁に必ず行ってガイダンスを受

け、また自分たちのことを聞いてもら

う場があります。日本で遅れているの

は、ここの初期対応のシステムがない

ことであろうと思います。 

 いろいろなご提案が先ほどの課題で

もここでも出ましたので、どういう初

期対応のシステムが可能か検討してい

く時期に来ているのではないかと思い

ます。 

増田 ありがとうございました。それ

ぞれの立場を守りつつも、なし得る限

りの方法で、関係者は協力して、正確

な情報をユーザーに伝えていくことが

大事だろうと思います。 

 

２ 家庭裁判所の人的物的条件の

整備、役割分担 

増田 次に、急激に増加している家事

事件への対応の問題です。裁判所では

どのような対応が現実になされていま

すか。調査報告では、十分に対応でき

ていないのではないかという様子もう

かがえますが、そうした状況を解消す

るためには、また外部から裁判所に対

してどのような働きかけが有効でしょ

うか。恐縮ですが近藤さん、まずお願

いします。 

近藤 何カ所か家庭裁判所に勤務して

おりますが、どの庁でもその地の弁護

士会から家裁の裁判官が足りないから

もっと増員しろとのご要望をいただい

て、声には出していませんでしたが、

心の中では拍手してもっともっと要望

してほしいと思ったこともございます。 

 ただ、なかなかそれにすぐ対応する

ような形で増員ということは実現して

いないのが現実だと思います。私も実

は裁判官の配置はどのような基準で決

められているのかは詳しく知りません

ので余り無責任なことは申し上げられ

ませんけれども、少なくとも事件が増

加しました、それでは人員を増加しま

しょうという関係にはないと思います。

社会状況の変化で事件が大幅に増加し

ましても、その後減少することもあり

得るわけですから、やはり一定の期間、

増加の状況が続き、さらに事件処理に

ついて困った状況がどんどん増えてく

るという事情がなければ、増員に結び

つくことは難しいのだろうと思います

し、もともと公務員の枠というのもあ

ります。そういった事情から、増加の

要望があったからといって直ちにそれ

が入れられることにはならないと思い

ます。 

 ただ、家事事件に関しましては、先

ほどのご報告にもありましたとおり、

後見とか子の監護に関する紛争を中心

に、相当程度の増加傾向がずっと続い

ていますし、私も裁判官としての実務

に関わっているころに、肌で感じたこ

ととして「事件の困難化・複雑化」と

いうことがございます。 
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 そういったものに対処するという意

味合いだろうと思いますが、昨年の４

月に全国で 36 名ぐらいでしたか、はっ

きり正確な数字を記憶していませんが、

30数名の裁判官の増員がなったと聞い

ていますし、それに連れて職員の増加

もあったと聞いています。その辺はあ

る意味、画期的な出来事だったと思っ

ております。 

 今申しましたとおり、裁判官を含む

裁判所の人員の増員がなかなか難しい

ということになりますと、個々の事案

をいかに効率よく、いい解決に導くこ

とができるかということについて、裁

判官を中心に日々検討していかなけれ

ばならないということになるわけで、

それは現実になされていることでござ

います。 

 裁判官や調査官・書記官の研修は定

期的に行われていますし、また調停委

員に対してもよりよい調停、充実した

調停に向けての研修や勉強会、それか

らハンドブックの作成なども行われて 

います。これも一方通行でそういうこ

とがされても余り意味がありませんの

で、主宰する側の意識とこれを受ける

側の意識がきちんと一致することによ

り、初めて成果があらわれますので、 

その辺の工夫は日々されていかなけれ

ばいけないのかなと思います。 

 よく裁判官を増員するための効果的

な働きかけはどういうことですかと聞

かれることがありますが、これは余り

にも難しい問題で、私が個人的に何か

いい回答ができるという問題ではござ

いません。また家裁と弁護士会との協

議会などでも、必ず増員してほしいと

いう協議題が出されることがあります

が、これは一家裁が対処できる問題で

もございませんので、効果的とも言い

がたい部分だと思います。 

 今回の増員も長い期間の増加傾向、

事件の複雑化・困難化、今後の予測と

いったことも含めての増員だと思いま

すので、それをできるだけ具体的に、

より効果的なところへ話を持っていく

のが一番いいのかなと、その程度のこ

としか答えられませんけれども。 

増田 金澄さん、それでは最前線の弁

護士から見た裁判所の現状とその改善

方法、改善を求める方法としてはどの

ようなものが考えられますか。 

金澄 とても大きな問いをいただきま

した。現状から見た裁判所の内容につ

いては、シンポの１部で詳細な報告が

あったとおりです。 

 基本的には当事者が裁判所に一番希

望していることは、開廷日を夜間、土・

日にしてほしいということではないか

と思います。仕事を持っている利用者

が日中休んで家裁に来るというのはな

かなか大変です。特にパートや派遣で

働いている方、お給料が時給制の人た

ちは女性に多いのですが、そのような

方たちは１日仕事を休むと途端に収入

が減り、生活に直結してしまいます。

ですので、家裁の原点である「家庭に

光を、少年に愛を」という標語にふさ

わしい家裁になるためには、もっと利

用しやすく、開廷日、開廷時間、開廷

－79－



 
 
第２部 いま家庭裁判所に求められる役割と機能の充実 

 

 

曜日をふやしていただきたいと思いま

す。そうすることによって裁判官のご

負担もふえるかと思いますが、そこは

先ほど来、出ております裁判官の増員

をぜひお願いしたいと思っております。 

 裁判官の増員がなかなか難しいとい

うことであれば、私も経験者なのです

が、家事調停官をふやすことにより対

応することも検討できると思います。

調停官は基本的に家事事件の調停の期

日には、調停委員と共に調停室に入る

ことが前提でつくられた制度ですので、

そちらをふやすことにより、「調停の中

に法律家の目を」という理念を実現す

ることが可能になると思います。 

 あとは調査官の増員も必要です。支

部によっては調査官がいないところも

ありまして、調査官に同席していただ

くために、保全事件であるにもかかわ

らず、月に一度くらいしか期日が入ら

なかったという経験もございます。す

ばらしい調査官もいらっしゃるのです

が、一時期、心理学や社会学の勉強を

せずに調査官になることができた時期

もありまして、調査官のさらなる資質

を高める必要があるだろうと思ってお

りますし、また書記官の仕事も非常に

多忙になっていると聞きますので、司

法全体のパイを大きくすることが今一

番求められていることではないかと思

います。 

 あと施設の充実についても一言申し

上げます。アンケートにも出ていまし

たが、例えば私が離婚調停で代理人を

務めた事案ですが、申立人である妻が、

同居中は夫から罵倒され続けて精神的

にまいっている方でした。その方が待

合室にいるときに、背中合わせの椅子

に相手方の当の夫が座っていて、おは

ようと声をかけてきたことがありまし

た。私の依頼者はびっくりして泣き出

してしまって、その日は結局、調停に

はなりませんでした。 

 そのような状況を調停委員にお話し

しても、相手方の夫に注意もしてくだ

さらなかったのは非常にショックでし

たが、このように当事者が半日を過ご

す裁判所の場をもっと安心・安全にし

ていただきたい。当事者の導線が重な

らないようにすることや、待合室の安

全性が確保されるなど、当事者が安心

して調停に来られるような場所にして

ほしいというのが切なる願いです。 

 そしてこのように人的・物的充実に

ついて申し上げましたが、そのために

は司法予算が必要になってきます。近

藤さんもおっしゃったように、裁判官

からも、最高裁からもそのようなこと

を言うのは難しいだろうと思います。

であれば、利用者である私たち、もし

くは市民の方の声を伝え、マスコミも

きちんとそれを伝えていただき、世論

を高めていただきたい。そのような動

きを強めて、司法予算の拡大をしてい

くということになるかと思いますが、

その議論については３部で深めていた

だけることになっております。以上で

す。 

 

３ 調停に関して 

増田 それでは裁判所の中の問題に移

ります。少し急ぎましょう。当事者ア

ンケートなどでは家事調停委員への不

満が非常に多かったですが、近藤さん、

家事調停委員の選任、研修、育成の現

状はどうなっていますか。 

近藤 最初に、調停委員への不満とい

うものがすべて調停委員の問題点につ

ながるというわけではないことをご理

解いただきたいと思います。多くの調
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停委員の方々の情熱と努力によって今

の調停制度が成り立っていますし、そ

れが一定の成果を得ていることも皆さ

ん、ご承知のとおりだと思いますので、

そこはご理解をいただきたいと思いま

す。 

 ただ残念ながら、中には理由のある

不満、理由のある批判もございます。

そういうものについては、裁判所の中

では必ず該当する調停委員に伝えて、

その後の反省・改善の材料にしてもら

うという形をとっているはずです。私

はそう認識しております。 

 調停委員はどのように任命されてい

るかということですが、ご承知の方も

多いかと思いますが、各庁で調停委員

の候補者を選考いたしまして、それを

最高裁に任命上申するという形をとっ

ています。 

 各庁での選考というのは、以前はど

ちらかというと名誉職的な色彩が強い

ところもありまして、現役の調停委員

の推薦を得てということがされていた

時代もございましたが、今は完全に公

募、だれでも応募できますよという形

になっております。ポスターを掲げる

などしていま募集していますという形

はとっていませんが、だれでも応募で

きるようになっております。選考自体

は履歴書等の書類の提出に始まり、小

論文を書く、グループ討論の様子を観

察する、それから面接をするというよ

うな方法で調停委員に適する人材を発

掘しております。 

 弁護士、司法書士、税理士、不動産

鑑定士といった専門職の委員につきま

しては、各所属団体の推薦を得てとい

うことをやっておりますけれども、一

般の調停委員に関しましては今申しま

したとおり、だれでも応募できる状況

です。 

 ただ、一般の会社でも同じようなこ

とがあるかと思いますが、選考方法に

様々な工夫をしても、調停委員として

適任の方ばかりが選ばれるとは限りま

せん。しかし、できる限り適任の方を

選考できるよう、様々な視点で一生懸

命選考しています。 

 それから調停委員になった後、どう

いう研修や育成がなされているかです

が、これも皆さんご承知のことかと思

いますが、公的なものと私的なものが

ございまして、公的には新人研修に始

まって、経験年数に合わせ実務研修と

かケース研究などいろいろな内容の研

修が行われています。以前はどちらか

というと講義形式のものが多かったよ

うに思いますが、最近では、さらに研

修としての実を上げる意味で、自身が

参加している意識をきちんと持てる、

また勉強した成果がきちんと実務に生

かせるという効果をねらって、ロール

プレイを取り入れるなどの工夫がされ

ています。 

 私的なものとしては調停委員の方々

は非常に勉強熱心ですので、どこの庁

でも私的な勉強会、研究会が開催され

ていて、それに対しては裁判官や調査

官、書記官が非常に協力的に関与して

おります。 

 それから今回の家事事件手続法の施

行のときもそうでしたが、新しい法律

が制定される、法改正がされるときに

は必ず事前に法律の内容、それに関連

する手続運営についてきちんと周知さ

せるための研修やハンドブックの作成

なども行われています。 

 私が家裁に勤務して調停に関与して

いたときの感想を少し述べさせていた

だきますと、先ほど申し上げましたと
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おり、多くの調停委員の方が非常に熱

心に勉強されます。その勉強の成果を

うまく実務に生かして事案に応じてや

っているなと思う方もいらっしゃいま

すし、一方で勉強の成果をしゃくし定

規的に受け止めて、事案の違いを余り

考慮せずに、どの事案も同じように成

果を生かそうとして無理をしてしまう

方と両方いらっしゃるように思います。

後者の方々に対し、より勉強の成果を

実務に生かすためには何が必要かとい

った工夫がこれからの研修には望まれ

るのかなと思います。 

増田 家庭裁判所調査官をご経験され

た山口さん、さらなるスキルアップの

ためにはどのような研修が考えられま

すか。 

山口 いま近藤さんからかなり具体的

にお話がありましたので、私は家裁の

内部と外部の両方の経験を持つ者とし

て研修について何点か補足的にお話し

させていただきます。 

 研修には一般に知識情報を習得する

目的の研修と、調停委員の場合ですね、

対人関係スキルの習得という２つの側

面があると思います。ただいまのお話

にもありましたように、知識情報につ

いての研修は調停委員の方は大変熱心

で既に取り組みがなされていると私は

思います。 

 問題はスキルの習得のほうで、これ

は座学には限界があり、近藤さんがお

っしゃったようにロールプレイとか事

例研究なども大変役に立つと思います

が、そういう研修によって臨床の人た

ちがよく使っている「臨床の知」と言

われている臨機応変な対応の仕方を身

につける。それから当事者の立場を経

験してみる。自分の説明能力を検証し

ていくといった訓練が特に難しいけれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ども必要であろうかと思います。 

 先ほどのアンケートの報告の中にも

ありましたように、調停委員の方に対

する不満は、いろいろな不満が報告さ

れていましたが、援助をしている仕事

の中にも伝わってくるのが「上から目

線」で見るとか、はじめに結論ありき

である、とさまざま耳にいたします。

今、民間で契約によってしている、仕

事の仕方と違い、調停委員の方々は裁

判所という権威に守られて仕事をして

いると見られがちだと思います。です

から、そのことについて少なくとも自

覚的であるということは求められてい

いいと思います。なお、機会があれば

民間の研修のチャンスにも積極的に参

加されて、裁判所の外に出て学ぶとい

う学び方もぜひ考えていただければと

思います。 

もう一つ、家裁の面会の試行という

のがありますが、これは調停後、出口

後の仕事をしております面会交流の援

助の効果に大変つながっているという

感触を得ています。調査官にも調停委

員にもスキルアップに大変有効な機会

になっていると思います。最近試行に

ついて、昔に比べると少し減少してい

るのではないかと聞いていますが、鋭

意取り組んでいただきたいと思います。 
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増田 ありがとうございました。少し

刺激的なテーマに移ります。当事者に

感情的な対立が激しいケースとか、心

理的な混乱があるようなケース、この

ようなものを「高葛藤事案」と呼んで

いますが、提言では、こういう難しい

事案に対処する方法として心理学や社

会学などの専門家を調停委員とする専

門家調停というのを考えていますが、

二宮さん、海外で高葛藤事案に専門家

が関与するシステムはありますか。 

二宮 本日のご提言にあります専門家

調停委員に対して私からは少し消極的

なご紹介になりますので最初にお断り

しておきます。 

 諸外国で当事者に心理教育的な相談、

あるいはカウンセリングが必要だと判

断した場合、外部の専門機関に委託す

ることが多いです。きょうの基調報告

にあったオーストラリアでもファミリ

ーアドバイザーが最初面談して、必要

な方は専門機関にゆだねます。他方、

オーストリアは、2013 年の法改正で家

庭裁判所支援制度を導入しました。家

庭裁判所の中にソーシャルワーカーと

心理学者を常駐させています。その人

たちが当事者と直接、時間をかけて面

談します。 

 高葛藤の夫婦の場合、対立もあるで

しょうし、当事者が抱えている心理的

な問題があるかもしれません。それに

はある程度時間をかけたカウンセリン

グが必要ではないかと思うのです。 

 韓国の話ばかりいたしますが、これ

は日本と同じ協議離婚制度をとりなが

ら努力している国なので少し詳しくご

紹介します。 

 韓国では裁判官や家事調査官、当事

者の人たちは協議離婚するためには意

思確認だけではなくて、主たる養育者、

養育費の分担、面会交流の具体的な方

法を話し合い、協議書を提出し、確認

してもらわなければ離婚することがで

きません。 

 この作成の過程でどうもこの人たち

は問題がある、あるいは協議書を見せ

てもらったけど、この内容では子の利

益に問題がある。当事者の一方が何と

なく不満・不十分な顔つきをしている

ときには、そこで心理相談を勧告しま

す。 

 心理相談所は家庭裁判所から委託さ

れています。３カ月で 10 回ぐらい、２

時間程度、夫と妻それぞれから２回ず

つカウンセリングをします。中には宿

題が出されたりします。別居している

人だと携帯で１日１回は連絡するよう

にとか、同居している人なら朝の挨拶、

あるいは「ありがとう」と言うように

しようとか、次回のときに実行できま

したかということを確認して、実行で

きませんでしたというなら、私を相手

にロールプレイをしてみましょう、み

たいなことをやる。 

 そして夫婦合同でのカウンセリング

も４回ほどやる。最後に必要であれば

子どもさんにも来てもらうと。このよ

うに時間をかけて当事者のコミュニケ

ーション能力を高め、暴力的姿勢をお

さめていって、子どものために協議書

作成ができる方向に持っていっていま

す。それは外部の専門機関で経験の豊

富な方が相談をしているからできるの

だろうと思います。 

 なお、裁判所からの勧告ですから当

事者の費用負担はありません。裁判所

から委託先の相談所に費用を支払いま

す。これは一つの司法予算として組み

込まれています。 

増田 いま海外の制度についてご紹介
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がありましたが、日本では裁判所外へ

調停を命じる制度はありません。裁判

所内での調停で専門家を何とか組み込

む方法は考えられないでしょうか。金

澄さん、いかがでしょうか。 

金澄 二宮さんからご紹介いただいた

ように裁判所と外部の機関の連携によ

ってカウンセラーによるカウンセリン

グや心理的援助を受けられればいいの

ですが、今の日本では裁判所と外部機

関が連携することはなかなか難しい状

況にあります。もちろん、当事者が外

部機関に通う必要がありますので、そ

れだけの時間と費用がかかりますし、

当事者がカウンセリングなどの費用を

負担しなければいけない状況です。 

 となりますと、やはりシンポの提言

の中に書かせていただきましたように、

専門家に調停委員となっていただき、

その調停委員の方に調停の場でうまく

カウンセリング的機能を果たしていた

だくしか今の日本では方法はないのか

なと思っております。もちろんこれか

ら状況が変わっていけば、裁判所と外

部の連携もあるのかもしれませんけれ

ども、現段階では専門家調停委員とい

うことを考えざるを得ないと思ってい

ます。 

 あと高葛藤事例でどうしたらいいか

ということですが、そういう事案だと

わかれば迅速に調停を進めるのではな

く、余裕を持った調停をするしかない

のだろうと思います。今は調停の迅速

化ばかりが言われているように思いま

す。「きょうは３回目ですからそろそろ

結論を」というように促がされること

が、このところ何回かございます。 

 しかし、当事者間の葛藤が強い事案

ですと、そこに至るまでの長い夫婦の

歴史等がありますので、別居や離婚に

なったからといってすぐに心を切り替

えるというわけにいきません。当事者

は自分の気持ちを裁判所にわかっても

らえて、その上で、「解決に向けた話し

合いを進めることができた」と感じ、

自分が納得して選んでいるという気持

ちがない限りは、なかなかうまく調停

というのはまとまっていきません。で

すので、調停委員が自分の意見を押し

つけをしたり急がせたりということが

なく、一人ひとりに応じた丁寧な調停

が必要だと考えています。 

 また、裁判所だけでなく弁護士の対

応に非常に問題がある事案もあると思

います。調停と訴訟は基本的に考え方

が違い、同じ紛争解決の仕組みではあ

りますが、調停はあくまでも自主的な

解決を促してみずから納得して解決す

るという仕組みです。しかし、それを

訴訟と同じように考えて、いたずらに

攻撃的な準備書面を提出するといった

代理人を相手にしたことがございます。

弁護士はあくまでも当事者の代理人で

すから、依頼者の利益、信頼関係とい

うもので限界はあるのですけれども、

やはり基調報告書の第５章・第１「充

実した審理のために」に記載してある

とおり、「当事者の手助け」を「裁判所

と代理人の共同作業として行うべき」

という視点を忘れてはいけないと思い

ます。特に子どもがいる離婚事件を初

めとした家事事件では、民事の事件以

上にこのような視点が必要だろうと思

っております。 

 

４ 親ガイダンス 

増田 はかったように子どもの話をし

ていただきました。「子の最善の利益の

確保」というところに移ります。子の

最善の利益は時として親の意思と対立
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したり、子の利益の実現を親が妨げる

という場合もあります。二宮さん、子

の監護に関する事件の手続のあり方や

手続の目標はどうあるべきだと考えら

れますか。 

二宮 まず最初に親ガイダンス、親教

育と言うこともありますが、それが不

可欠であると思います。離婚に直面し

ている父母に、離婚が子どもにどんな

影響を与えるのか、子どもの気持ちを

認識してもらう必要があると思います。 

 日本の現行制度は離婚原因を争う、

あるいは子どもの問題については単独

親権制ですので、自分が親権を獲得す

るために相手方を非難したり、あるい

は監護実績の優劣を競うといった対立

型になります。勝ち負けを決するとい

ってもいいかもしれません。そういう

構造から親御さんに子ども目線に変え

てもらうためには、今言いました「親

ガイダンス」「親教育」が不可欠だと思

います。離婚後の子の養育について過

去を暴き合うのではなく、将来どうす

ればこの子が幸せに健康に育っていく

のか、協力することはできないかとい

った「養育計画」を立てることができ

るように、そういう方向へ親ガイダン

スがあれば多少とも可能性が生まれて

くるように思います。 

 この「親ガイダンス」は基調報告書

でありましたオーストラリアでもやっ

ていますし、韓国でも先ほど申し上げ

ましたように DVD などを使って協議離

婚の意思確認を申請した人すべてに離

婚案内（子女養育案内）をしています。 

 次の問題は、先ほど言いましたけれ

ども、日本では親ガイダンス、親教育

をどの段階で受けるかです。家庭裁判

所に行く、あるいは FPIC に相談に行く

という段階では可能性があります。し

かし、日本の離婚の 87％を占める協議

離婚ではそのガイダンスを受けること

はありません。 

 もう一つは非対立的な構造です。こ

れも基調報告でありました。これらの

国々は離婚後あるいは婚外子について

もそうですが、共同監護あるいは共同

親権が可能です。韓国も共同親権の選

択が可能で、お聞きしますと２割程度

で、単独親権が多いのですが、韓国で

は親ガイダンスを受けて「子どものた

めに何ができるのか」という目線に変

えようとする。向こうでヒアリングす

ると、この離婚案内を受けると大体９

割ぐらいの人たちが子どものために何

かしてみようというふうに姿勢が変わ

ると言われていました。 

 日本はそのガイダンスもありません。

そして、単独親権で親権の帰属を争い

ます。しかし、単独親権であったとし

ても、親としての責任は父母共通だと

思います。離婚をしても父母には親と

して子どもにかかわり、子どもの健全

な成長を見守り、支える責任があるよ

うに思います。調停委員も弁護士も裁

判官も、単独親権ということにこだわ

らないで、専門職の方は対立型ではな

い合意形成を支えてほしいと思います。

子どもの未来を考える養育プランの作

成だと考えています。 

増田 山口さん、FPIC ではどのような

工夫がされていますか。また家庭裁判

所に何か望むことはありますか。 

山口 FPICでは事前相談を二宮さんが

おっしゃったように援助の必須条件と

して、援助を決める前に受けていただ

いています。「事前相談」という言い方

は情報提供だと当事者には説明してい

ますが、目指すところは子の福祉にか

なった面会交流を実現するための親教
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育、ガイダンスです。 

 子どもの意思の確認が難しい低年齢

の子どもを私ども FPIC は主たる援助

の対象にしておりまして、これは私ど

もが選んだのではなくて結果的に低年

齢、小学校中学年ぐらいまでの子ども

が圧倒的多数だという事実がわかって

きましたが、FPIC では子どもの意思確

認が大変難しいですから、「親を親にす

る」ということがとりわけ重要になり

ます。 

 このことは調停前の親教育でも同様

に重要と考えられますが、事案の増加

傾向を考えますと、家裁内部だけで親

教育が調査官などにより行われていま

すが、それが最適な方法かどうかにつ

いては今後の課題になると思います。 

 協議離婚、調停離婚を問わず、土曜

講座のような形でそろそろ FPIC では

親ガイダンスに正式に取り組もうかと

いう動きが始まっております。また、

高年齢の子ども、意見が表明できるよ

うな子どもについては「子ども代理人」

の活用により、親ではなく子どもをサ

ポートすることで合意が促進されるこ

ともあるのではないでしょうか。 

 当面は家裁の内部でも外部でも、で

きることから、できる人が、重層的に

試みていくという一種の過渡期が現時

点ではないかと思います。 

 

５ 子ども手続代理人の活用、子ど

もの養育に関する合意 

増田 金澄さん、子どもの手続代理人

について具体例があればお聞かせくだ

さい。 

金澄 子どもの手続代理人は家事事件

手続法 65 条で「子ども意思を考慮しな

ければならない」と定められたことか

ら、子ども自身が家事調停、審判に参

加することができる制度です。今まで

全国で 20 件ぐらいあります。そのうち

の２例をご紹介申し上げます。 

 １つは親権者変更事件です。子ども

は小学校高学年で、裁判所から弁護士

会に子どもの代理人の推薦依頼があり、

弁護士会が推薦者を指名して、裁判所

がその弁護士を子どもの手続代理人に

選任しました。弁護士は子どもの自宅

を３回訪ね、あるときは２時間にわた

って話を聞いたり、事務所に来てもら

っています。またさらに、電話やメー

ルでも何度も子どもとやりとりし、そ

の後、裁判官・調査官とも８回ぐらい

を協議して、調停にも出て、子どもの

気持ちを両親に伝えるように努めてお

りました。さらに、調停成立後も子ど

もが手続代理人に電話やメールができ

るという環境を整えたという事案です。

子どもと弁護士は相談して、子ども自

身がどうしてほしいかということを両

親に伝えることもできたと聞いていま

す。 

 もう一つの事案は、小学校中学年の

子どもの引き渡し事件です。子どもが

非監護親のもとに家出をしてしまった

ため、監護親から子どもの引き渡しの

申立があった事件です。子どもの手続

代理人は双方の両親と連絡をとって、

子どもの通学環境を整えて学用品の引

き渡しや学校行事への参加の調整をし

ました。そして、子どもの意向を両親

に伝えて、結局、子どもの意向に添う

形で監護親から非監護親への引き渡し

の申立は取り下げられたということで

す。 

 このような子どもの代理人の制度で

すが、費用は親の折半もしくは子ども

の負担ということにならざるを得ない

ので、この点については立法的な解決
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を進めないとなかなか活用が広がって

いかないのかなと思います。 

 子どもの手続代理人は小学校高学年

ぐらいの子ども、意思能力がある子ど

もを対象にしています。それ以下の（年

齢の）子どもですと、調査官の調査に

頼らざるを得ませんので、子どもの手

続代理人の制度があるからといって、

調査官の調査の重要性は変わっていな

いと思います。 

増田 近藤さん、「子どもの最善の利益

の確保」という観点を中心に調停の課

題、今後の方向性について特にご意見

がありましたらよろしくお願いします。 

近藤 家事事件手続法が施行されたこ

とを契機として、紛争解決の主体が当

事者であるという考えを以前よりは一

層前面に出した調停運営というものが

図られていると思います。 

 こういう手続の中では当事者自身が

お互いの主張や見解の違いをきちんと

認識し、どこに調整点があるのかも自

分で見定めて、よりよい解決を目指し

ていく必要があると思いますが、そう

なってきますと、裁判所の関係者も、

手続代理人である弁護士も含めて、調

停にかかわる人たちは、こういった当

事者の調停手続における活動を適切に

サポートしていくことが非常に重要な

のだろうと思います。 

 「よりよい解決策」というのは、当

事者自身がきちんと話し合いをして、

それを通じてお互いに納得でき、しか

も有効な内容を見出すことが必要だと

思います。よく家事事件手続法が施行

されたことによって調停手続が訴訟手

続に近くなったのではないかというこ

とを言われる方がいますが、これは間

違いだろうと思います。 

 調停手続における当事者の手続保障

というのは、要するに調停にかかわる

者、裁判官にしろ、調停委員にしろ、

調査官にしろ、書記官にしろ、裁判所

内部の人間だけでなく、手続代理人で

ある弁護士も含めて、かかわる者たち

が当事者に対して適切にサポートをす

ることによって、当事者が対等な立場

できちんとお互いの見解の違いを認識

した上で、よりよい解決策を模索して

いくという流れをつくることが調停手

続における当事者の手続保障なのです

から、決して訴訟手続のような対立構

造を目指しているものではないと思い

ます。 

 特に先ほどおっしゃられた子どもの

利益を考えなければいけない子をめぐ

る紛争においては、この部分が強く要

求されると思います。お父さんとお母

さんが子どもの最善の利益は何かとい

うことを真剣に考えなければ、よい解

決というのはあり得ないので、周りを

囲む人たちの適切なサポートがものす

ごく重要になってくるということにな

ると思います。 

 子をめぐる紛争で、先ほど金澄さん

もおっしゃっておられましたが、裁判

所と代理人との共同作業、私はよく「協

働関係」ということを言いますが、こ

れが非常に重要だと思います。訴訟と

同じように対立構造をとろうとする代

理人のもとでは当事者はいい解決に到

達できない。弁護士の立場としては、

そこをいつも意識して調停手続にかか

わる必要があるだろうと思いますし、

審判も同じようなことだと思います。 

 加えて申しますと、裁判所では現在、

面会交流に関しましては親たちに向け

ての DVD やリーフレットなどを作成し

ておりまして、先ほど二宮さんがおっ

しゃられた親教育の一環だろうと思い
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ますが、そういうものを見ていただい

て、どのような姿勢で調停に臨むべき

かを考えてもらう機会を設けています。

それで万全だと考えているわけではあ

りませんけれども、そういう工夫が重

ねられていく過程の中で、これまでよ

りもさらによい調停運営が実現される

ということが期待されています。 

 それから調停の将来ということにな

りますと、調停運営については常に裁

判官不在の調停という批判がなされて

いるところでございまして、そのこと

に関しても少し触れなければならない

のかなと思いますので、私なりの考え

を申し上げます。 

 現状の中で裁判官がどの事案におい

ても全件に立ち会うのはまず無理だと

思います。では裁判官不在でいいのか、

そうではないと。やはりさまざまな形

での評議を工夫することにより、当事

者から見てこの調停には裁判官がかか

わっているんだということを認識して

もらえるような調停運営は可能でしょ

う。 

 そのためには調停委員と裁判官はき

ちんと向き合って、一つひとつのケー

スについていろいろな形で評議を重ね

る必要があると思います。必ずしも顔

と顔を合わせて評議しなければいけな

いということではなく、常に同じ視点

を持って調停にかかわっているという

信頼関係を築く努力が相互の間になさ

れる必要があると思います。 

 そうすることにより、当事者側から

見て、この調停にはちゃんと裁判官が

かかわって進行されているのだなとい

う認識を持っていただけるでしょうし、

そのことがまた調停に対する信頼につ

ながっていくのではないでしょうか。 

 調停技術については、同席調停など

様々な議論があちこちでなされていま

すが、調停運営は一律にこうあるべき

ということではなくて、今後ますます

複雑化・困難化していくであろう事案

に応じたやり方を調停委員と裁判官が

評議の中で見定めて、よりよい運営を

図っていくことが必要だと考えていま

す。 

 

６ 面会交流に関して 

増田 ありがとうございました。 

 さて、裁判所を出た後もなお問題は

残っています。先ほどから出ています

実効性の議論です。面会交流と養育費

について履行が円滑にできるようにす

るにはどうしたらよいでしょうか。ま

ず山口さんから FPIC の面会交流支援

の実情などを伺った上で、二宮さんか

らは海外の実例を簡単にご紹介いただ

ければと思います。 

山口 FPICの面会交流の実情について

少しお話しさせていただきます。FPIC

は高葛藤事案の面会交流を援助してい

る民間機関だと思われているらしく、

９割が付添型の援助でございます。私

どもは付き添いをしながら、子どもの

心の代理人として面会交流を支えてい

ます。中には実施困難との診断書を持

っている事案もありますし、それから

DVがあったという事案はかなりありま

すが、第三者の援助の中で多くが軌道

に乗っております。経済的な負担にも

かかわらず申し込みの６割が面会交流

を実現し、健やかな子どもの成長と親

子の絆の回復という方向で変化してい

るのを目の当たりにしています。面会

交流における第三者援助の重要性と効

果に私どもはこういう実績を持って確

信しています。 

 民法改正が契機となり、援助を開始
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した個人や団体がふえています。大変

喜ばしいことと思いますが、援助の

質・量を高めていくには民間任せでは

なくて、公的支援または制度化がぜひ

必要だと思います。その意味で、国内

事案、厚生労働省の制度、渉外事案、

これは国際的な子の奪取に関するハー

グ条約に対応する制度ですが、外務省、

それぞれの所管のもとで公的な援助が

スタートしております。開始したこと

自体は画期的なことだと思います。 

 ただ厚労省の制度では両親の所得制

限とか１時間程度で１年間に限る再利

用なし、外務省の制度では４期日まで

という制度があり、利用のハードルが

高く、だれでもが利用できる制度には

なっておりません。こういった問題が

解決していくことが必要だと思います。 

 それと、養育費との関係で一言触れ

ておきますと、FPIC の面会交流の実施

の約７割は養育費の支払いがあります。

これは面会交流の実施と養育費の支払

いにはプラスの高い相関性があるので

はないかということを感じています。 

二宮 葛藤の強い場合の履行確保の問

題ですが、私は任意の履行が望ましい

と思っていて、任意の履行を支えるの

は当事者の合意による解決であり、そ

の合意解決を促進するために親のガイ

ダンスがあり、外部への相談委託があ

り、非対立型のシステムを導入してき

ているのだろうと思います。 

 日本でも、紛争性が高くても、調停・

審判において養育費の分担とか面会交

流の実施について具体的で詳細な事項

を決める過程で、調停委員や調査官が

父母に働きかけることはできると思い

ますし、子どもの気持ちや意思をそこ

に反映させる、場合によっては子ども

を参加させるという仕組みをつくって

いく必要があろうかと思います。それ

でも DV、虐待、子どもの連れ去りの危

険があるという事案に対応するために

は、基調報告にあったような監視つき

の面会交流センターをつくる必要があ

ります。どの国でもそうした努力をさ

れています。 

 私が訪問したドイツやカナダでも、

子どもたちはそこのセンターに行くこ

とが大好きで、ここでお父さんに会え

るとかお母さんに会えるんだと言って

楽しみにしている様子も見させていた

だきました。必ず研修・訓練を受けた

スタッフがいるということが重要だと

思います。 

 養育費の確保についても基調報告で

詳しく述べられました。多くの国々が

立替えという制度を導入しつつありま

す。また韓国の話を出して恐縮ですが、

韓国は 2015 年３月 25 日から新しい制

度を施行します。健康家庭振興庁とい

う行政庁があるそうですが、そこに養

育費履行管理院を設置します。この管

理院が養育費の義務者に対する養育費

請求を代理をする。決まった養育費の

支払い・取り立て手続もこの管理院が

代理する。それでもなお履行されない

場合には緊急支援として６カ月間の立

替払いを行うという仕組みです。韓国

でできることがなぜ日本でできないの

かという思いが強くあります。権利者

が安心して養育費の確保を受けられる。

そのためには権利者が裁判や執行の手

続で煩わされることのないような仕組

みづくりが必要ではないかと思ってい

ます。 

増田 金澄さん、日本でできる制度が

あればどのような制度が考えられるか、

ご提案をお願いいたします。 

金澄 面会交流センターというお話が
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ずっと出てきています。日本でも虐待

やリスクの高い DV などによって面会

できないような事例を適切に排除した

上で、第三者機関である FPIC のような

援助団体による日程調整、受け渡し、

付き添いという支援があれば、当事者

間に子どもの福祉に資するような安

全・安心な交流ができる関係があれば、

それを支援する仕組みはとても大事で

す。少しずつ支援する団体はふえてき

ていますが FPIC も有料ですし、それ以

外にもっと高いところも幾つかござい

ます。まだまだ支援を望んでいる人に

は届かない、非常に数が少ない状況で

す。 

 そこで国や地元の自治体が安い費用

で援助の仕組みをつくることや、それ

ができないのであれば、民間団体へ積

極的な資金援助をするということが必

要になってくると思います。さらに、

なかなか資金援助の仕組みすらつくる

ことができないのであれば、せめて現

時点では休みの日の保育園や児童館な

どの公的な施設を交流の場として提供

するということで、自治体や国などが、

できるところから支援していただきた

いと思っています。 

 そしてまた、面会交流後の子どもの

様子をきちんとアフターフォローでき

る人、DV や虐待の知識のあるような人

材も確保してほしいと思います。何は

ともあれ、こういう施設に必要なこと

は安心・安全な交流の確保ということ

です。この点に関しましては、基調報

告にもございましたオーストラリアの

2011 年の家族法改正で子が DV を見聞

きすることも虐待だということを定義

し、子の養育に関する合意をする際に

は子の安全を優先させるようにと規定

されたように、「安心・安全」を第一と

する交流をぜひ実現していただく機関

が必要だろうと思います。 

 もう一つの柱の養育費の支援ですが、

人はパンがなければ生きられないです

から、子どもの生活に直結する養育費

の確保がとても大事になります。現在、

諸外国が面会交流に力を注いでいると

いうことが取り上げられていますけれ

ども、諸外国はそれ以前に実は養育費

確保のための給料からの天引き制度、

立替払制度があり、養育費はきちんと

確保されているということを知る必要

があると思います。 

 そして子の養育費の取り立てこそ、

我々法律家が積極的に活動すべき分野

だと思います。養育費の取り決めをし

た者のうち、実際に支払われているの

は厚生労働省の調査では約２割です。

それだけでいいのか、ということです。

現在の日本のように子の養育費の立替

払制度の実現がすぐには難しい状況で

は、弁護士会が後見センターのように

「養育費取立センター」とか「養育費

確保センター」のようなものをつくっ

て弁護士を配置して、強制執行、履行

勧告、履行命令などを積極的に利用し

て、定形的に養育費の確保の支援をす

べきだろうと思います。 

 さらに家庭裁判所に対しても養育費

の確保のために、活用していただきた

い制度がございます。家事事件手続法

の 289 条５項では、家庭裁判所は官公

庁や銀行に預金や収入、その他の事項

について必要な報告を求めることがで

きるというような規定がされています

ので、そういうものを活用して、義務

者についてきちんと資産なり就業状況

なりを調査し、履行勧告をする仕組み

が必要になってくると思います。 

 このように行政と司法が養育費と面
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会についてきちんと実現の支援をする

ことが裁判所、私たち司法の関係者に

対する信頼と機能の充実をもたらすこ

とになるだろうと思います。 

 

７ 成年後見に関して 

増田 話題を成年後見に移したいと思

います。余り時間がなくなりましたが

近藤さん、成年後見制度のその後、つ

まり後見開始以後の監督や支援につい

て、裁判所の立場から、ついでに二宮

さん、裁判所外で後見人の監督や支援

を行うことができないかどうか。続け

てお願いいたします。 

近藤 裁判所の現状について、これは

私の感想ですが、成年後見制度の発足

当時から、実務レベルでは裁判所が一

手に監督を担う体制は無理だと考えら

れていましたが、立法時の議論は、必

ずしも実務レベルの考え方が反映され

たものではなくて、どちらかというと

家裁が一手に引き受けるということを

前提に議論されていたように思います。 

 その結果としてかどうかわかりませ

んが、成年後見制度が発足して以降、

監督の体制は一貫していないですね。

監督基準もしょっちゅう動いています

し、試行錯誤を繰り返している状況が

今でも続いているといってもおかしく

ないのかなという感じがしています。 

 今後、市民後見人の必要性が増すこ

とは間違いないと思いますが、支援や

監督に対するきちんとした体制の整備

がなされないで、また市民後見人の利

用が増していくと不正対応といったこ

とで、さらに監督の体制が混乱すると

いう状況が起きてまいりますので、ま

ずは支援・監督の体制を整えることが

重要だと考えております。 

二宮 後見人の研修、どうしていいか

わからないときの相談支援、そして後

見人の監督という仕事は家庭裁判所が

取り組む必要はないと思います。財産

が多い、あるいは家族関係が被後見人

との間で危険であるというケースでは、

家庭裁判所がしっかり監督する。後見

監督人もつけて二重のチェックをすべ

きだと思いますが、現状で後見人にな

る方が、専門職が６割近くになってい

ます。そういう方については専門職の

団体で研修・支援・監督はできるだろ

う。 

 また市民後見人についても、大阪市

の成年後見センターのように育成、そ

して受任したときの相談、監督をやっ

ているところがあります。大阪市の場

合は親族後見についても研修をやろう

という取り組みを始めています。です

ので、案件に応じて家庭裁判所と地域

の成年後見センターあるいは社会福祉

協議会、地域包括支援センターと研

修・支援・監督についての連携をすべ

きではないかと考えます。 

 

８ 明石市の取組に関して 

増田 ありがとうございました。ここ

でゲストコメンテーターをお呼びいた

します。弁護士で明石市長である泉房

穂さんです。先ほどから行政機関の家

事事件へのかかわりがいろいろと話題

になっておりますが、市民アクセスの

問題、あるいは離婚、別居時の子ども

の支援について具体的な取り組みをな

されておられますのでご紹介いただき

ます。泉さん、どうぞ。（拍手） 

泉房穂明石市長 貴重なお時間をいた

だき、ありがとうございます。明石市

の取り組みについての紹介をさせてい

ただきますので、よろしくお願いしま

す。 
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 まずは、明石市の基本的なスタンス

についてですが、「市民に対するより幅

広い支援」、「より市民に身近な支援」、

そして、「しっかりと市民への責任を果

たす支援」、この３つの観点から取り組

みを進めています。 

 まず１つ目の「より幅広い支援」に

ついてですが、明石市では、様々な専

門職を職員として採用をした上で、専

門職総合相談という形をとって支援を

実施しています。例えば、いじめの相

談については、弁護士がスクールロイ

ヤー、臨床心理士がスクールカウンセ

ラー、社会福祉士がスクールソーシャ

ルワーカー、教員 OB がスクールアドバ

イザーという形で、４者が連携して子

どもの立場で支援していくことを始め

ています。 

 私が市長に就任してからの３年間で、

市役所職員の総人件費を 10 億円減ら

しながら、専門職については 16 名を採

用しました。全員が正規の常勤職員で

あり、内訳は、弁護士７名、社会福祉

士５名、臨床心理士３名、成年後見に

詳しい司法書士１名です。この体制で

専門職が連携をしたチームアプローチ

をしているのが１つ目の特徴です。 

 次に２つ目の「より市民に身近な支

援」についてですが、法テラス明石市

役所内窓口の開設と、訪問相談の実施

について、紹介をさせていただきます。 

明石市では、法テラスにお願いをし

て、明石市役所の建物の中に法テラス

を開設していただきました。今年の５

月です。市役所の玄関を入ってすぐの

わかりやすいところにあり、市民相談

室とも隣り合わせです。大変好評で、

数多くの相談が寄せられています。特

徴的なのは、面談相談の比率の高さで

す。一般の法テラスの場合には電話相 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

談が９割以上で面談相談が１割に満た

ないのに対し、明石市役所の法テラス

については、半分以上が面談室におけ

る顔を見ての相談となっています。 

 もう一つの訪問相談についてですが、

明石市では、市役所まで相談に来るこ

とが困難な高齢者や障がい者などを対

象として、弁護士職員などが、相談を

必要としている方のご自宅の枕元や病

院の病室にまで出張して相談に応じる

という訪問相談を実施しています。昨

年の４月からですが、もちろん大変好

評です。なお、この訪問相談について

も、弁護士、社会福祉士、臨床心理士

などがチームを組んで、相談に応じて

います。 

 ３つ目の「しっかりと市民への責任

を果たす支援」についてですが、先ほ

ど議論されていた立替払制度を、明石

市においては、犯罪被害者の分野に関

してですが、すでに導入しています。

犯罪の被害者や遺族が有する債務名義

ある賠償請求権を明石市が 300 万円を

上限として債権譲渡を受けて立替払い

をし、その後、明石市が責任を持って

加害者から求償を図るというシステム

です。全国初の条例でしたが、市議会

の理解も得て昨年１２月に可決となり、

今年４月から施行しています。今後は、

養育費の分野においても、この立替払
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制度を導入していきたいと考えていま

す。 

 今日のシンポジウムで何度も取り上

げられている「離婚と子ども」という

テーマについてですが、明石市では、

様々な取組をすでに始めていますので、

その内容を少し紹介させていただきま

す。 

 まずはこの４月から、①参考書式の

配布と、②専門相談の実施と、③関係

機関の連携という３つの支援策を実施

しています。養育費や面会交流を取り

決めるための合意書の様式や記入例な

どを記載した説明書を、離婚届出用紙

を取りに来られた方の全員にお配りす

るとともに、必要な方については、特

別の専門相談を市役所内で実施してい

ます。専門相談については、ＦＰＩＣ

に委託をして、相談員を派遣していた

だいています。大変好評です。関係機

関の連携も重視しており、連絡会議を

定期的に開催しています。市役所の関

係部署のほか、弁護士会、臨床心理士

会、社会福祉士会、ＦＰＩＣ、法テラ

ス、公証役場を構成メンバーとしてお

り、さらに加えて家庭裁判所にもオブ

ザーバーとして入っていただいていま

す。家庭裁判所からは、主任書記官、

主任調査官、事務次長の３名が毎回ご

参加いただいています。 

 次に１０月からは、①パンフレット

の配布と、②養育手帳の配布と、③面

会交流へのサポートの３つの支援策を

実施します。離婚に際して子どもの気

持ちを考えていただくためのパンフレ

ットを参考書式と同じように全員に配

布するとともに、希望者には、離婚後

の面会交流や子どもの成長などを書き

込める養育手帳をお配りする予定です。

母子手帳のようなイメージのものです。

面会交流のサポートとしては、市の施

設の無料提供やイベントの優先予約な

どを予定しています。面会交流という

ことであれば、市の有料の公共施設を

親子ともに無料で利用でき、親子並び

の座席も優先的に確保しておくという

ものです。 

 さらに関連施策として、戸籍のない

子どもたちへの支援策も１０月からの

実施です。専門の相談窓口を開設し、

学校に行けていなかった子どもについ

ては、マン・ツー・マンの教育支援も

実施します。 

 来年の取組としては、いわゆる親教

育、親ガイダンス的な意味において、

親を対象とした離婚前講座の実施を予

定しています。また、離婚を経験した

親子に楽しいキャンプの機会などを明

石市として提供したいとも思っていま

す。 

 その後の展開としては、養育費の立

替金制度や、面会交流センターの創設

などが重要だと思っています。子ども

の貧困対策の意味も込めて、児童扶養

手当への上乗せサービスとして、自治

体の独自施策として児童養育手当を支

給することもありうると思っています。 

いろいろとお話をさせていただきま

したが、私が大切だと思っていること

は、司法と行政との連携です。司法と

行政が連携すれば、市民のためにでき

ることは一気に拡がります。そういう 
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意味において、司法機能と行政機能の

両方の良さをもったＡＤＲ機関として

の市民裁判所を市役所につくりたい。

そうすれば、市民はもっと司法にアク

セスしやすくなるように思えてなりま

せん。 

 最後に弁護士会に対するお願いが２

つあります。 

 １つ目は、先ほど述べたように、行

政や福祉と連携のお願いです。そして、

２つ目は、提言にとどまることなく、

弁護士会自身が動くことのお願いです。

弁護士会みずからが面会交流センター

を開設するとか、弁護士会主催で親教

育ガイダンスを開催するなど、できる

ことはあるはずです。みずから実行す

るということも、ぜひご検討いただけ

ればと思います。最後になりますが、

有意義な機会をどうもありがとうござ

いました。（拍手） 

 

９ 今後の展望についてパネリス

トから一言 

増田 泉さん、ありがとうございまし

た。 

 さて、民事訴訟は主として過去の出

来事から生じた紛争を解決するもので

すが、家事事件というのはそれだけで

はなくて、過去の問題を克服して将来

に向かって前を向いて歩いていくこと

を目的としています。それを私は「人

生の再生手続」と呼んでいますが、各

パネリストの皆さん、家事事件の全体

を見渡して今後の展望を、申しわけな

いですが、１人、１分でお願いします。

まず二宮さん、お願いします。 

二宮 繰り返しになりますが、成年後

見も離婚紛争も紛争性の強さ、当事者

の葛藤の程度はさまざまです。それぞ

れの紛争の葛藤のレベルに対応した紛

争解決のシステム、家庭裁判所が注力

するものと行政・民間に任せていいも

のとの振り分けができるようになって

ほしいと思います。 

 もう一つ、きょうは主要なテーマに

はなっていませんでしたが、この報告

書の 107 ページにとてもすばらしい表

現が出てきます。それは何かといいま

すと、私はカナダに行ったときにも聞

いた言葉です。having a voice、no 

choice、子どもは声を持っている、意

見を持っているということですね。し

かし no choice、決めるのは大人たち

であり裁判所である。だから、子ども

に安心して意見を言ってもらおう。こ

の姿勢がこれらの国々では強いように

思います。 

 私もこれからの家事事件においては、

子どもの気持ちをどうやって把握し、

そしてそれを彼（彼女）自身にかかわ

る事件について反映させ、尊重してい

くかということが求められているよう

に思いますので、手続代理人の積極的

な選任を求めたいですし、家庭裁判所

が調査官調査で、親権者変更とか引き

渡し請求事案においても、子どもは現

状で幸せそうなんだからそれでいい、

というのにとどめないで、子どもがど

う思っているのか一言子どもに聞いて

ほしいと思います。そういう実務運用

がなされることを期待しています。 

増田 次いで山口さん、お願いします。 

山口 きょうの話にも再々出てきまし

たが、調停の入口、出口にそれぞれ親

教育や相談制度がなく、しかも出口に

も実施援助やフォロー相談というもの

が制度化していない中で、家庭裁判所

はすべての問題解決のプロセスを担わ

ざるを得ない。この中で調停に対する

期待も不満もすべて家庭裁判所に向き
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やすいのではないかと思います。 

 私から見れば、この過重な役割を担

って家庭裁判所はよく頑張っているな

という実感があります。今後この状況

を改善するには必要な役割を分かち合

って、お互いが担い合って、明石の例

はすばらしいですよね。そういう形で

担うべきところは民間も担って受け皿

をつくり、受け皿を増やして、家裁は

本当に注力するべきところに注力する

という形で拡充を図っていただきたい

という思いを強くしております。 

 このたび泉市長のご尽力で臨床心理

士会が面会交流について初めて研修会

を大阪と東京で開催することになりま

した。私もそのことに役立つ場を与え

られたことを大変うれしく思います。

遠くない将来には、文科省がスクール

カウンセラーを制度化したように、法

務省でも厚労省でもよろしいです、ぜ

ひ入口も出口も含めた制度化を実現し

ていただき、受け皿つくりに尽力する

形で貢献していきたいと思います。 

増田 金澄さん、お願いします。 

金澄 大きな夢を語るということはで

きないので、あしたから、すぐに実務

に繋がることとして考えると、特段新

しいことではないのですが、私たち弁

護士も裁判所も一つひとつの事件に丁

寧に対応することに尽きるのだろうと

思います。 

 家庭裁判所に来る当事者は本人同士

では話し合いができない状態であり、

だからこそ裁判所に来ているわけです。

DV から逃げている人、脅えている人、

貧困で精神的に追い詰められている人、

将来への不安で病気になっている人、

いろいろな方がいらっしゃいます。そ

ういう人たちに話し合いをしてもらっ

て納得できる解決に導くためには、ぜ

ひマニュアルどおりとか急がせるとい

うことではなく、一人ひとりに対する

丁寧な対応が必要だということに尽き

てくると思います。それができてこそ、

裁判所に対する、弁護士に対する信頼

が確保できると思います。 

 あとは調停を大切にしていただきた

いということです。先ほど近藤さんが

おっしゃいましたが、家事事件手続法

施行時には手続保障ということが随分

強調されました。しかし手続保障とい

うのはお互いが情報を共有して自分た

ちで話し合いをして解決するためにあ

るので、手続保障が目的ではないとい

うことです。調停が訴訟のようになり、

当事者双方が情報の共有どころではな

くて、攻撃防御の書面のやりとりにな

ってしまっているというところもござ

いますので、一番大切なところは、情

報共有はあくまでも話し合いのための

道具であるということを知った上で、

調停を大事にあしたから活動していく、

自分も肝に銘じてそうしていきたいな

と思っております。 

増田 近藤さん、お願いします。 

近藤 何もかも家裁がやれと言われて

いる時代に家裁の実務を経験している

私といたしましては、先ほどの山口さ

んのお言葉は本当に心に染みる感じが

いたします。ということで用意してき

たコメントはやめにしまして、これか

らはやはり家裁の手続の入口と出口で

他の機関との連携を図ることで、より

当事者のためになる紛争解決が図られ

ていく時代に入るのでしょうね。具体

的に入口は手続選別、出口は家裁の判

断の実効性確保ということになると思

います。 

そうすると、家庭裁判所としてはその

真ん中の部分で何をすべきか、また、
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弁護士は何をすべきかということにな

るのですが、それは先ほど私が申し上

げた当事者に対する支援の体制の構築

です。弁護士の立場としては裁判所と

当事者支援という面では協働関係を持

つということを十分認識して手続に関

与していただきたいと。そこに尽きる

のかなと思います。家裁はなかなかい

いところでありますし、丁寧に事件を

扱っているところだと思います。手続

運営において当事者支援の体制が構築

され、さらに、いい紛争解決のできる

機関になっていけば理想的ではないで

しょうか。 

増田 長時間のご清聴どうもありがと

うございました。パネリストの皆様も

貴重なご意見をどうもありがとうござ

いました。（拍手）これで第２部を終了

させていただきます。どうもありがと

うございました。（拍手） 

司会 パネリストの皆様、本当にあり

がとうございました。 
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