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養育費の不払い解消の方策に関する意見書 

２０２０年（令和２年）１１月１７日 

日本弁護士連合会 

第１ 意見の趣旨 

 ２０２０年（令和２年）６月２９日に法務省に設置された「養育費不払い解消に

向けた検討会議」（以下「検討会議」という。）においては，同年９月９日付けで公

表された「養育費の不払い解消に向けた当面の改善方策（中間とりまとめ～運用上

の対応を中心として～）」（以下「中間取りまとめ」という。）を経て，１２月には制

度改革を含めた最終取りまとめが発表される予定である。日本弁護士連合会（以下

「当連合会」という。）は，子どもの最善の利益に沿った養育が確保される社会を構

築することは国の責務であり，養育費の不払い解消は国が主体的に関与し支援すべ

き問題であるとの基本的な観点から，これまでの検討会議の議論を踏まえ，最終取

りまとめが予定されていることを受けて，その内容や今後の取組について次のとお

り提言する。 

１  民法において，非監護親が未成熟子の養育費支払義務を負うことを明文化すべ

きである。その際，扶養義務の始期及び養育費の取決めについての考慮要素を列

記すべきである。 

２  養育費の支払に関する合意に関し，裁判所，厚生労働省等の養育費実務関係機

関，当連合会及び本取りまとめを主宰した法務省は，２０１９年（令和元年）１

２月２３日付けで公表された標準算定方式・算定表（令和元年版）（以下「改定

標準算定表」という。）及び当連合会が２０１６年（平成２８年）１１月１５日

付けで公表した「養育費・婚姻費用の新算定表」（以下「新算定表」という。）を

検討し，婚姻費用・養育費が自動計算されるツールのための新たな算定方式を早

急に策定すべきである。 

３  前項の算定方式に基づき，関係機関は原則的な婚姻費用・養育費が自動計算さ

れるツールをウェブサイトにおいて速やかに公表すべきである。当該自動計算ツ

ールが公表されるまでは，現行の改定標準算定表の基準を自動計算されるツール

をウェブサイトにおいて公表すべきである。 

４  当事者間における養育費の取決め合意を債務名義化するために，各弁護士会に

おけるＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）と管轄の家庭裁判所が連携して，簡易迅速

な調停の成立ないし調停に代わる審判を活用する運用の試行を開始すべきであ



2 
 

る。 

５  弁護士・弁護士会は，①法律相談窓口の多様化・専門相談窓口の設置等，②弁

護士による養育費問題相談会の開催，③養育費問題に関する弁護士研修の充実，

④弁護士に関する情報提供の充実等について，各弁護士会の実情に応じて積極的

に取り組む。当事者の要望が多い無償の法律相談等に関しては，国・地方自治体

による応分の負担が検討されるべきである。 

６  養育費支払の履行を確保することは国の責務であることから，取り決められた

養育費が突然支払われなくなった場合，子どもの生活を保障するために，国が義

務者に代わって子どもを養育監護する者に緊急措置として一時的に養育費を支

払う制度を設けるべきである。継続して支払われない場合の立替制度については

更に検討すべきである。 

７  養育費債権の回収のためにサービサーを活用することについては慎重である

べきであり，現時点で債権管理回収業に関する特別措置法（以下「サービサー法」

という。）の改正による養育費債権の特定金銭債権化はすべきではない。支払義

務を果たさない支払義務者に対する督促は，家庭裁判所の履行勧告等が十分に活

用されるべきである。 

８  保証会社の利用については，保証会社における養育費の取扱いは始まったばか

りであり，保証会社の業務内容，広告の妥当性，保証債務の履行状況等の検証も

不十分であるから，現時点では保証会社の利用は推奨できない。 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに 

 検討会議において，２０２０年（令和２年）９月９日付けで，中間取りまとめ

として「養育費の不払い解消に向けた当面の改善方策（中間取りまとめ～運用上

の対応を中心として～）」が取りまとめられ，１２月には制度改革も含めた最終

取りまとめが予定されている。 

 養育費を含め子どもの最善の利益に沿った養育が確保される社会を構築する

ことは国の責務であり，養育費の不払い解消は，単に支払義務者と権利者の間の

問題ではなく，子どもの生存権，貧困からの解放，平等の確保の問題であって，

国が責務として主体的に関与し支援することが必要である。 

 これは，子どもの権利条約が，養育費について，国は，父母又は子どもについ

て金銭上の責任を有している他の者から，子どもの扶養料を確保するための全て

の適当な措置をとる義務を負うと定めていることに合致し（同条約第２７条第４
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項），母子及び父子並びに寡婦福祉法第５条第３項においても，「母子家庭等の児

童が心身ともに健やかに育成されるよう，当該児童を監護しない親の当該児童に

ついての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるよう

に努めなければならない。」と国の責務が明文化されていることにも表れている。 

 しかし，我が国においては，離婚した父母のうち非監護親から養育費の支払を

受けている監護親は２４．３％1という状況であり，養育費支払についての取決

め，支払の履行等において，改善すべき点が多いのが現実である。 

 当連合会は，従前より，子どもの養育が確保される社会に向けて，司法に携わ

る者として「離婚後の養育費支払確保に関する意見書」（１９９２年２月），「養育

費支払い確保のための意見書」（２００４年３月１９日）を発出するなど，養育費

の確保に向けて活動し，また，東京・大阪養育費等研究会が２００３年３月に発

表した「簡易迅速な養育費の算定を目指して－養育費・婚姻費用の算定方式と算

定表の提案」に対しては，「『養育費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表』に

対する意見書」（２０１２年３月１５日，以下「２０１２年意見書」という。）を，

２０１２年意見書の内容を反映させた新しい算定方式・算定表を作成した「養育

費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表に関する提言」（２０１６年１１月１５

日）を，改定標準算定表に対しては「養育費，婚姻費用の算定に関する実証的研

究」に対する意見書（２０２０年１１月，以下「２０２０年意見書」という。）を

それぞれ発表し，養育費の額が適正なものとなるよう提言してきた。今般，中間

取りまとめがなされ，更に最終取りまとめが予定されていることを受けて，今後

弁護士・弁護士会も含めて取り組むべき養育費問題について，子どもの最善の利

益に沿った子どもの養育を確保できるような取組の一環として，意見の趣旨記載

の各項について提言するものである。 

 

２ 養育費の負担義務（意見の趣旨１） 

民法には未成熟子の養育義務について明文の規定がなく，親権を行う者は子の

利益のために子を監護教育する権利を有し義務を負うとの規定を置くのみであ

る（第８２０条）。 

離婚後の子の監護に要する費用（以下「養育費」という。）については，父母の

協議で定め，協議が整わないときは家庭裁判所が定めることとされるが（第７６

６条），その性質は，民法第８７７条に基づく扶養料であり，父母は親権・監護権

                                            
1 厚生労働省平成２８年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 
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の有無に関わりなく各親の資力に応じて同等に養育費を負担すべきであると考

えるのが通説である2。 

これを踏まえて，母子及び父子並びに寡婦福祉法第５条は，母子家庭等の児童

の親に対し，努力義務として，当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児

童についての扶養義務の履行（同条第１項），及び監護しない親の当該児童につ

いての扶養義務の履行の確保（同条第２項）を定めている。 

現実には，離婚によって父母の一方が監護者として，子の養育義務を負うこと

が一般的であり，監護者がそれに伴う費用も負担すべきであると考えられがちで

あり，非監護親からの養育費の確保が不十分となる現状を生んでいる。 

養育費が支払われることは子どもにとって必要不可欠なものであり，また，父

母の一方の死亡により，生存する父母ではなく，親族等が子を養育する場合であ

っても，非監護親は子を監護する者（例えば死亡した父母の両親，子からみれば

祖父母などが典型的に考え得る）に対して，養育費を負担すべきである。その重

要性に鑑みると，単に民法第８７７条の扶養の一態様としてではなく，非監護親

にも負担義務があることを明定した上で，その発生時期，算定における考慮要素

を具体的に定める必要がある。 

養育費は，子の養育に不可欠な費用であるから，子が請求権を有するという考

えもあり，子が有する権利については議論がなされているところである。一方，

子が非監護親に養育費を請求したり，その金額の妥当性について意見を述べたり

することは，養育費を必要とする子が原則として未成熟子であることを考えれば

現実的ではないという面もある。 

そうすると，非監護親が子の養育費の支払義務を負うことは，その請求権の主

体や法的性質に関わらず認められるべきである。また，非監護親の扶養義務を明

文化することの重要性にも争いはない。 

そこで，法的性質や請求権の規定の内容について議論の上，養育費について，

非監護親の義務として規定すべきことを提言する。 

現在，裁判実務においては，監護費用の請求について，離婚前は婚姻費用に含

まれるものとしてこれを請求したとき，離婚後については養育費を請求したとき

（多くの場合は養育費請求の調停申立て時）を支払開始時期とする扱いが広く定

着している。しかし，子が養育費を必要とするのは，調停申立ての有無にかかわ

                                            
2 於保不二雄・中川淳編『新版注釈民法（２５）親族（５）親権・後見・保佐及び
補助・扶養－８１８条～８８１条 改訂版』７３９頁〔床谷文雄〕（有斐閣，２００
４年） 
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らず非監護親が養育費を負担しなくなったときである。離婚にあっては離婚時で

ある。死別の場合で，生存する親以外が子を監護することになった場合は，その

ときから，未婚の母が子を監護する場合は出生時からであることなどを踏まえれ

ば，支払開始時期については，特段の事情がない限り，監護が始まったときから

である旨を明記する必要がある。 

なお，離婚前は婚姻費用分担によって子の監護費用は賄われているところ，婚

姻費用の分担については明文があり（第７６０条），子の監護だけに着目して定

まるものではない上，子の監護費用の分担についても，基本的には，離婚時の財

産分与によって清算されることから，離婚前の子の監護費用の扱いについては従

前の実務によるものでよいと考える。 

終期については，現在，未成熟子の状態を脱する時期について，広く合意によ

る変更が行われており，条項が未成熟子の養育費の支払義務を定めるものであれ

ば，未成熟子の概念について事案毎に柔軟に決定することができると考えられる

ことから，規定は不要であると考える。もっとも，原則を定めることに異論はな

いが，その場合は，現在の柔軟な取扱いを認める規定にする必要がある。 

また，その養育費を決めるに当たっては，共通して，子の年齢，子を監護する

者及び非監護親の健康状態及び経済的状況，子の住居の環境，就学状況等が考慮

されるべきことに異論がないと考えられる。そこで，これらの基本的な考慮要素

も規定上明らかにされるべきである。 

 

３ 養育費の支払に関する合意 

(1) 養育費算定表の改定と利用（意見の趣旨２及び３） 

現行民法においては，離婚後に非監護親が負担すべき養育費の金額は，父母

の離婚時の協議によって定まることが多いが，離婚届の養育費の取決めがある

かどうかのチェック欄に回答している届出は６５％あるものの，実際の取決め

率は４２．９％3であり，養育費の支払の取決めを増やすことは喫緊の課題であ

る。 

現在，裁判実務において婚姻費用と養育費を決定するに当たっては，平成３

０年度司法研究「養育費・婚姻費用の算定に関する実証的研究」において公表

された標準算定表4が利用されている。 

中間取りまとめにおいては，養育費算定表の利用について，「ひとり親でも

                                            
3 前出厚生労働省調査結果報告 
4 司法研究第７０輯第２号養育費，婚姻費用の算定に関する実証的研究 
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支払われるべき養育費の水準把握が容易となるよう，法務省ホームページ等に

おいて，養育費自動計算ツールの提供を開始するなど情報提供を充実させるべ

きである」（中間取りまとめ第２Ⅰ第１②）との提言がなされている。権利者も

義務者も養育費についての基本的な情報を得ることができるよう，これに応え

て，原則的な婚姻費用・養育費が自動計算されるツールがウェブサイトにおい

て速やかに公表されるべきである。 

また，中間取りまとめでは，同提言に加え，「より使いやすいものになるよ

う，養育費自動計算ツールの作成主体，作成方法，利用方法，検索機能等の利

便性，周知方法等については，今後検討を要する。また，その前提となる養育

費算定表についても，定期的な見直しや外部有識者の意見陳述等を通じて内容

の充実を図っていくべきとの指摘もされた。」（同）との記載もなされた。 

改定標準算定表は，東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所（当時）所属の裁判

官を研究員としてまとめられたものであり，婚姻費用・養育費の算定において

ひとつの基準を提示し，簡易迅速な養育費等の算定に寄与していることについ

ては評価されるべきものである。しかし，当連合会が２０１２年意見書及び２

０２０年意見書において指摘しているとおり，改定標準算定表においても，住

居費，保険掛金，医療費等の特別経費について個別具体的事情が考慮されない

結果，子どもたちの住居費，保険掛金，医療費を監護親のみが負担する結果と

なっているなどの不公平は是正されていない。 

２０１２年意見書では，厚生労働省等の養育費実務関係機関及び当連合会と

共に研究会提案5を十分検証し，地域の実情その他の個別具体的な事情を踏ま

えて，子どもの成長発達を保障する視点を盛り込んだ，研究会提案に代わる新

たな算定方式の研究がなされるべきである旨提言し，２０２０年意見書におい

ても同様の指摘をしているところであるが，今後，速やかに，裁判所，厚生労

働省等の養育費実務関係機関，当連合会及び本取りまとめを主宰した法務省が，

改定標準算定表及び新算定表を合わせて検討し，早急に新たな算定方式が策定

されるべきである。 

近時のＩＴに関する技術の発達や利用状況等から考えれば，権利者と義務者

の収入だけから計算される簡易な表を公表するだけではなく，まずは監護親と

                                            
5 当時の「研究会提案」とは２００３年３月，東京・大阪養育費等研究会が，判例
タイムズ１１１１号で発表した｢簡易迅速な養育費の算定を目指して－養育費・婚姻
費用の算定方式と算定表の提案」であるが，意見書において指摘した問題点は算定
表においても考慮されていないことから，意見書における提言はそのまま維持され
る。 
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非監護親の収入，公租公課の負担，子どもの数，年齢，監護親及び非監護親の

離婚後の家族構成，住居費等の離婚時に父母が大きな労力を払うことなく入手

できる基礎的な情報を入力すれば原則的な婚姻費用・養育費が自動計算される

ツールを目指すべきであり，そのための検討チームを早期に立ち上げる必要が

あると考える。 

なお，この自動計算ツールが完成するまでには，関係機関による検討等に相

当の期間が必要となると考えられる。しかし，中間取りまとめにおいては，離

婚する父母に対して，必要な情報を速やかに届けることの必要性も指摘された

（中間取りまとめ第２Ⅰ第２③）。そこで，新しい自動計算ツールが完成し，ウ

ェブサイトに公表されるまでの間は，離婚しようとする子の父母が，自らの収

入から養育費の基準を速やかに知ることができるよう，改定標準算定表を基準

として，権利者と義務者が子の年齢と税込み収入を入力すれば基準の養育費が

計算されるような自動計算ツールをウェブサイトに公表すべきである6。裁判

所は改定標準算定表を裁判所のホームページに掲載しているが，インターネッ

ト上のわかりやすいページやツールに慣れた者にとっては検索しにくくわか

りやすいとは言えないものとなっており，改善の余地があると思われることか

ら，暫定的に改定標準算定表を自動計算ツール化したものの公表が必要である。 

(2) 合意の債務名義化（意見の趣旨４） 

養育費が取り決められた場合，非監護親によって任意に支払がなされればよ

いが，現実には，養育費の取決めをした場合でも継続的に支払われているのは

２４．３％にとどまる現状がある。任意の支払がなされない場合，権利者は義

務者から強制執行によって取り立てることが必要となる。この段階において，

養育費については，家庭裁判所の調停における調停調書，審判や判決による決

定，強制執行認諾文言付公正証書といった養育費の取決めを強制執行が可能な

債務名義とする必要がある。しかし，権利者が独力で債務名義取得の手続をす

るのは容易ではなく，弁護士等の専門家の助力を得るにしても費用や時間がか

かり，専門家に依頼することに躊躇する権利者も多いと考えられる。そのため，

より簡易迅速に養育費の取決めを債務名義化する方策が考えられなければな

らない。 

強制執行認諾文言付公正証書の作成については，その前提として当事者間で

合意が成立していることが必要であり，公証役場を当事者が身近に利用するの

                                            
6 現在，弁護士が作成した自動計算ツールは公開されており，同様のツールを法務
省ないし裁判所が開発してウェブサイトに掲載することは容易である。 
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は難しい面もある。公正証書作成費用の負担もある。 

公正証書以外の方法で，当事者の合意に法律家が関与し，かつ，その合意に

執行力を付する方法としては，ＡＤＲによる当事者の合意に地方裁判所の執行

決定を得る方法や調停に代わる審判を活用する方法が考えられるが，当連合会

は，養育費の問題が家事事件であることに鑑み，現行法の運用改善として，弁

護士会と家庭裁判所が連携し，弁護士会が設置するＡＤＲの活用及び家庭裁判

所の即日調停手続ないし調停に代わる審判を利用する方法（以下「弁護士会Ａ

ＤＲの利用による即日調停等手続」という。）を提言する。 

現在，離婚に当たって調停を利用する場合，婚姻関係事件の平均審理期間は

５．８ヶ月である（平成３０年）7。養育費請求事件の平均審理期間は５．１ヶ

月である（同）8。この点，ＡＤＲは，比較的期日が早く入り，概ね３回程度で

合意を目指すために，調停手続に比べて迅速な合意を期待できると言われてい

る。また，ＡＤＲの合意は当事者の協議による合意であるから，任意の履行も

期待でき，養育費の取決め段階での簡易迅速な解決に向けての機能的な手段と

なり得る。 

履行を確保するために，債務名義の取得が重要であるが，ＡＤＲを利用して

養育費の取決め合意に至った場合，当該ＡＤＲ事件の弁護士あっせん委員が管

轄の家庭裁判所に調停期日の予約をし，当事者が調停申立てをして期日に出頭

する即日調停等手続を利用することが有用である。裁判所が，ＡＤＲにおける

合意が算定表に照らして一方当事者に著しく不利でないことを確認し，調停を

成立させて調書化するか，一方当事者しか出頭しない場合には調停に代わる審

判をすることで，履行が滞った場合の措置として債務名義の取得が容易となる。

即日調停等手続においては，調停委員会を構成することなく裁判官による単独

調停とすることも簡易迅速な手続のためにあり得ることである。調停に代わる

審判をする場合でも，審判の内容に不服があれば，不出頭の当事者は異議申立

てをすることができ，その場合，合意は債務名義とはならないから，不出頭の

場合に調停に代わる審判をしても，不出頭の当事者に不利益はない。 

もっともＡＤＲ機関には様々なものがあり，全てのＡＤＲ機関において，当

事者の広範にわたる深刻な利害の調整が必要である養育費の問題について合

                                            
7 最高裁判所「第８回裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」（令和元年７月１９
日公表）１１９頁。調停成立の場合の平均審理期間は６．０ヶ月，取下の場合の平
均は４．１ヶ月であり，いずれも長期化の傾向にある。 
8 同１２３頁。 
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理的な結論に導くことができるとは考えられないところである。合意形成に弁

護士が関与せず，内容の合理性が担保されていないこともあり得る。また，全

国で離婚事件を扱うＡＤＲは東京等の都市圏に集中している。この点，各地の

弁護士会が設置・運営するＡＤＲセンターは全国各地に３８あり，かつ，法律

専門家が直接合意の成立に関与する。また，弁護士会ＡＤＲセンターでは，離

婚関係の事件には当該分野の実務経験と知見を有する弁護士をあっせん人と

することが通例であり，離婚事件に関して当事者間の主体的な話し合いを促し，

適格な合意を形成する機能を十分に果たすことができる。そこで，弁護士会Ａ

ＤＲセンターにおいて，離婚関連の窓口を設け，即日調停等手続を利用できる

養育費ＡＤＲを広報して養育費に関する事件の申立てを積極的に受け付け，家

庭裁判所と連携して，弁護士会ＡＤＲの利用による即日調停等手続を推進する

ことで，迅速な養育費の取決め合意と債務名義化を強力に推進することができ

る。 

弁護士会ＡＤＲの利用による即日調停等手続利用は，すでに愛知県弁護士会

と名古屋家庭裁判所において「即日調停手続」として運用されており，実務的

に実施が可能なものである。 

そこで当面は，既に運用が開始されている愛知県弁護士会のほか，東京弁護

士会，第一東京弁護士会，第二東京弁護士会，大阪弁護士会，福岡県弁護士会

等の高等裁判所所在地にある弁護士会と各管轄裁判所が連携し，パイロット事

業として弁護士会ＡＤＲの利用による即日調停等手続の運用を開始し，運用実

績と改善点等を検証した上で，順次各地域に弁護士会ＡＤＲの利用による即日

調停等手続利用を広げていくのが現実的である。 

本提言に当たって，ＡＤＲセンターを設置している弁護士会は，速やかに弁

護士会ＡＤＲの利用による即日調停等手続利用が可能な体制を整えるものと

し，ＡＤＲセンターを設置していない弁護士会においても，順次その体制を整

えて，全国的に当事者が弁護士会ＡＤＲの利用による即日調停等手続利用を可

能にすることを目指す。 

養育費に関する公正証書作成費用について助成金を出している自治体が増

えているが，即日調停等手続を利用するための弁護士会ＡＤＲの手数料につい

ても同様の助成をすべきである。また，ＡＤＲ利用に当たって，相手方が応諾

しないことはＡＤＲにおける合意形成の障害となることから，各自治体におい

ては，離婚に当たって当事者からＡＤＲの申立てがあった場合には，一方当事

者が手続に応じるよう呼びかける広報活動も重要である。 
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なお，ＡＤＲにおける合意は公正証書化することで債務名義として執行力を

付すことができるが，ＡＤＲ関与により公正証書化する場合は，ＡＤＲの利用

手数料に加えて，別途公正証書作成費用がかかることから，当連合会としては

当事者に負担の少ない一つの方法としてこのような運用を提案するものであ

る。 

 

４ 弁護士・弁護士会による養育費問題への取組の促進（意見の趣旨５） 

弁護士・弁護士会はこれまでも離婚及び離婚に付随する諸問題の解決，特に子

の監護に関する問題や養育費の取決め等については，積極的に取り組んできたと

ころである。今般の中間取りまとめを受けて，法律相談及び法律相談体制の充実

については，次の事項を始め，その取組を一層促進する。その際，養育費の取決

め等に関する話し合いが困難なドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害者

への対応についても十分に配慮する。 

(1) 法律相談窓口の多様化・専門相談窓口の設置等（中間取りまとめ第２Ⅰ第２

②） 

弁護士会によっては既にウェブを利用した法律相談や法律相談の時間帯を

１９時までとしたり，休日の相談を実施したりするなど，利用者の便宜を考え

た法律相談体制を実現しているところもある。法律相談窓口の多様化・専門相

談窓口の設置等については，各弁護士会の実情に応じ，こうした取組を拡大し

ていく。 

(2) 弁護士・弁護士会による養育費問題相談会の開催（中間取りまとめ第２Ⅰ第

２⑨） 

弁護士会によっては自治体と連携するなどして離婚事件に焦点を当てた法

律相談会等やホットラインによる児童扶養手当・養育費の電話相談等を実施し

ているが，今後は，各弁護士会の実情に応じて，養育費問題相談会をパイロッ

ト事業として実施し，ニーズに応じてこれを定期的に展開する等の取組を行う。 

(3) 養育費問題に関する弁護士研修の充実（中間取りまとめ第２Ⅰ第２⑩） 

養育費の不払い解消が喫緊の課題となっていること，養育費不払い問題に対

する意識の高まり等を踏まえ，当連合会，各弁護士会として養育費の取決め及

び不払いへの対応について，統一的な研修の実施や資料の作成を検討する。ま

た，家事事件の専門研修の設置についても検討する。 

(4) 弁護士に関する情報提供の充実（中間取りまとめ第２⑪⑫） 

離婚問題に直面する当事者の弁護士の選定についての不満や不安に対して，
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真摯に耳を傾けて対処するために，各弁護士会の実情に応じて，弁護士に関す

る専門研修の受講履歴や経験事件の開示，分野別登録制度の導入，弁護士報酬

の説明等について，当事者が必要としている情報の開示及び開示方法を検討す

る。 

(5) 相談体制の充実に対する予算配分 

弁護士・弁護士会は，上記のように法律相談体制の充実，養育費問題等の離

婚事件に特化した研修会の実施，研修体制の充実，情報提供制度の充実等に対

して取り組んでいくが，検討会議では特に無償の法律相談等が強く求められた

ところである。弁護士・弁護士会としても無償の法律相談を常に実施すること

は困難であり，専門性の高い弁護士によるサービスの提供については応分の処

遇が必要となる。 

国や地方自治体が，法律相談等の分野において，養育費不払い解消に向けて

の取組を推進するのであれば，無償の法律相談等については応分の予算措置が

必要である。 

 

５ 緊急給付（意見の趣旨６） 

養育費の履行確保について，債務名義の取得や履行勧告，強制執行の制度を充

実させたとしても，資産の所在が不明であったり，義務者自体の所在が不明にな

ったりすることもある。 

養育費が支払われることを前提に離婚後の生活設計をしていたのに，すぐに支

払われなくなる場合や，一定期間安定的に支払われていたのに突然支払が止まる

場合など，それでなくとも脆弱なひとり親家庭に与える影響は大きく，これを放

置すれば，子の養育に支障を来す事態を生じさせる。 

そもそも，養育費の支払について諸外国においては国の関与がなされている例

が多くあり，子どもの権利条約は，子どもの養育について国は親に適切な援助を

与えることを規定している（同条約第１８条第２項，同第２７条）。我が国におい

ても，前述のとおり，母子及び父子並びに寡婦福祉法は「母子家庭等の児童が心

身ともに健やかに育成されるよう，当該児童を監護しない親の当該児童について

の扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努め

なければならない。」（第５条第３項）と国の責務を定めており，養育費支払がな

されなかった場合に国が関与すべきことは明らかである。 

予定された養育費が突然支払われなくなった場合等について，子どもの生活を

保障すべき国が義務者に代わって子どもを養育監護する者に養育費を支払う制
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度を設けるべきである。但し，養育費支払期間の全期間とすることは，児童手当

や児童扶養手当などの他の社会保障制度との関係や，義務者に対する求償の問題

等解決すべき課題が多い。そこで，当面一定期間に限り，また金額に上限を設け

て緊急措置として支援する制度を早急に新設し，継続して支払われない場合の立

替制度については，どのようにして回収するかを含め，更に検討をすべきである。

そのような場合に，通常の福祉的措置が削減されないことは当然の前提である。 

なお，養育費の取決め等に関する話し合い自体が困難なＤＶ被害者がひとり親

となる場合等には，立替払いや支払義務者との直接の関与のない形での養育費額

の決定等の制度を考える必要性が高い。したがって，緊急給付とは別に，今後の

課題として，立替払制度の創設は検討されるべきであることを付言する。 

 

６ 民間の債権回収会社（サービサー）のノウハウ活用について（意見の趣旨     

７） 

中間取りまとめでは，養育費債権の回収のためにサービサーのノウハウを活用

することが検討されていたところである（同第２Ⅲ）。仮にサービサーを活用す

るとして，養育費債権のような少額小口債権については，サービサーが個々の債

権を個別相対処理として扱うと回収費用が割高となってしまうことから，実現可

能性は低いとみられる。ただ，国・自治体等が関与する公的機関等が取りまとめ

機関として関与する場合を考えると，サービサー法第２条の特定金銭債権とした

上で，大量一括処理として取り扱うことは可能性として考えられる。国・自治体

等が関与する公的機関等が取りまとめ機関として，養育費債権を大量一括処理す

る場面としては，国・自治体等による立替払い後の養育費債権の求償等が考えら

れるものの，立替払い後の求償に対する支払いは，権利者に対する将来の養育費

の支払と重複し，子どもの生活費確保への影響が大きくなる危険性が生じる。し

たがって，国・自治体等が関与する公的機関等が取りまとめ機関として，養育費

債権を大量一括処理する場合であっても，求償は義務者による養育費の支払いが

終了した後に限定するなどの措置が必要であることから，現時点でサービサー法

の改正による養育費債権の特定金銭債権化はすべきではない。 

サービサーの活用を推進する意見の背景には，督促があれば支払を再開する義

務者が多いのではないかとの考え方があるようである。しかし，法改正をしてま

でサービサーを活用するまでもなく，前記３(2)に指摘した家庭裁判所による債

務名義化と，現行の家庭裁判所による履行勧告制度を十分に活用することによっ

て，義務者への直接の督促を強化すべきである。また，強制執行に当たって，裁
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判所において支払義務者の住所や勤務先を行政機関に照会することができれば，

強制執行自体の困難性は相当程度削減できることから，このような運用改善も考

えられて然るべきところである。 

 

７ 保証会社の活用について（意見の趣旨８） 

保証会社の利用には保証料が発生することは必須である。養育費の額の決定に

当たっては，保証料は考慮されておらず，権利者が費用を負担することになれば，

手取り金額は減少し，子どもの生活を脅かすことになる。養育費債権は小口で，

個人対個人の債権であることを考えると，相対的に保証料は割高にならざるを得

ない。また，保証会社の求償権と将来の養育費債権が重複する点で，サービサー

と同様の問題がある。 

保証会社の利用は，養育費についての調停調書等明確な合意書面がある場合で

あって，支払義務者が不払いを起こした後，権利者と保証会社の間で，保証会社

が支払義務者からの委託を受けない無委託保証の形式で行われることが多いが，

養育費が滞納を始めてから保証契約を締結して債権を譲り受けることは，弁護士

法第７３条に抵触するおそれがある。また，支払義務者の関与が全くない保証契

約は，支払義務者の理解を得にくく，離婚後も共同して子どもの養育に責任を負

うべき父母の関係に支障が生じることが懸念される。加えて，現在の養育費保証

事業は許認可事業でなく，監督庁も存在しない。合理的な参入障壁がないため，

反社会的勢力の介入を阻止する制度設計となっておらず，危険であると考えられ

る。そもそも，保証会社は，事情の変更による養育費の変更に対応できず，全体

として有用性に乏しい。 

保証会社については，養育費が全く支払われないよりは，保証料を負担しても

何らかの支払を受けられることにメリットを見いだす考え方もあるようだが，保

証会社については，保証期間や保証額の限度等契約の重要部分を含め，その業務

内容がほとんど明らかにされていない。主債務者の関与のない保証についての問

題点や，広告の妥当性についても検証されていない。養育費の取扱いに関して，

法的な問題点を検討し，何らかの規制が必要であると考えられるところであり，

現時点では保証会社の利用は推奨できない。 

 

第３ 結論 

  子どもの最善の利益に沿った養育が確保される社会を構築することは，国の責務

である。そのために国は子どもを育てる親等に対し直接支援を行うべきであること
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は言うまでもない。同時に，養育費の不払い解消も，養育費の取決め率が４割，権

利者の受給率が２割強であり，ひとり親家庭の貧困率9が５割を超える現状におい

て，国が取り組むべき重要な課題である。 

 当連合会としては，養育費に正面から取り組む前提として，養育費の支払義務を

民法上位置づけるべきであると考え，養育費の義務の明文化を提案するとともに，

子どもの権利保障と離婚問題に携わってきた弁護士及び弁護士会として，養育費が

不払いとなった場合の緊急の給付制度の創設や立替払い制度等の検討を含めた法

制度の改正のみならず，現行制度下での運用による改善によって実現できるものに

ついて，関係諸機関とともに取り組みたいと考え，意見の趣旨のとおり提言するも

のである。 

以上 

9 等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入から税金・社会保険料等を除いたいわ
ゆる手取り収入）を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分の額
（２０１２年の国民生活基礎調査に基づくと２人世帯で１７３万円，３人世帯で２
１１万円）を下回る収入しか得ていない者の割合 




