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家族法制の見直しに関する中間試案に対する意見 

2023 年 2 月 16 日 

特定非営利活動法人こどもステーション 

 

 法制審議会家族法制部会が 2022 年 12 月 6 日に公表した「家族法制の見直し

に関する中間試案」について、子育て支援として「子育てひろば運営、ひとり親

家庭支援、DV 被害者支援、子ども・若年支援、面会交流支援」を行っている立

場から、特定非営利活動法人こどもステーションは、以下の通り、意見を述べる。 

 

 

はじめに 

 

 子どもにとって父母が協力して子を監護し養育することは重要なことだと考

えている。また、父母に限らず、子の親族や地域社会からも大切に育まれ、社会

全体で共同して子どもを育てていくことについては何ら異議を唱えるものでは

ない。それは、子の父母の婚姻中に限定するものではなく、子の父母の離婚後に

ついても同様と考えている。 

 しかし、家族の形は様々であり、父母の離別の理由も様々です。この試案が成

立の方向に向けて取り組まれることによって、喜べるのはどのような立場の人

なのか、苦しい思いを突き付けられるのはどのような立場の人なのかをしっか

りと考えていただきたいと思う。 

 この試案の共同親権や親子交流の提案に見られる内容は、現行法でも十分成

立している。つまり新たな法案による離婚後の共同親権制、親子交流の取り決め

については、メリットは無く、デメリットとなる部分が非常に大きいものである

と考えている。 

 また、親子交流を実施するに至って、第三者機関の利用を掲げているが、民間

団体が、当事者から支払われる費用によって運営し、民間の自助努力によって資

質を高めている現状のままでは、支援がとても立ち行かない状況であることを

お知りおきいただきたい。 

 さらに、まず検討すべきは、養育費の支払い確保支援体制の整備であり、取り

決め支援や養育費の立て替え払い制度などの確立を急ぐことだと考えている。 

 



試案に対する意見 

 

 

 

 

【意見】 

まずは、配偶者からの暴力や父母による虐待に関する法の適切な改正を行う

ことを望む。 

児童虐待を DV 被害者支援の視点やトラウマの視点でとらえ、DV 被害者支援

とセットで取り組んでいけるような法整備が必要。また、被害者が逃げるためだ

けの法制度ではなく、加害者が罰せられ、被害親子の中長期的な支援制度ととも

に、DV 予防教育を義務付ける法整備を先駆けることを望みます。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 甲案に賛成する。 

 成人年齢の引き下げによって、子どもに不利益が生じないようにする必要が

ある。大学進学率の上昇や成人後も就労することができない場合など、父母の

扶養義務が継続していることを明記する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 乙案に賛成する。 

(前注２) 本試案で取り扱われている各事項について、今後、具体的な規律を立案することに当たっては、配

偶者からの暴力や父母による虐待がある事案に適切に対応することができるようなものとする。 

第 1 親子関係に関する基本的な規律の整理 

２ 子に対する父母の扶養義務 

(2)成年に達した子に対する父母の扶養義務の程度について、下記のいずれかの考え方に基づく規律を設ける

ことについて、引き続き検討するものとする。 

第２ 父母の離婚後の親権者に関する規律の見直し 

１ 離婚の場合において父母双方を親権者とすることの可否 



現行の単独親権制であっても、父母間に話し合いができる関係性があれば、

子に関する事項については子の意思を尊重しつつ、父母が相談して決めている

実態がある。父母による話し合いができない関係であっても、法的処置を施し

家庭裁判所が関与することで親子交流や養育費について取り決めができる法制

度が既にある。 

 父母双方を親権者と定めることができるような規律を設ける甲案は、婚姻中

の力関係が継続し、強者の意見がまかり通ることになりかねない。親権を決め

る際のみならず、離婚後に子の重要事項を決定する際にも、迅速に協議が進め

られないばかりか、子にとって不利益な強制をされることにつながる恐れが十

分にあることを考慮しなければならない。 

 また、離婚時には父母双方に親権があると取り決めておきながら、別居親が

子に関心を失い行方不明となるケースも多くある。この場合には、話し合いの

機会を持つことすら不可能となり、この重要な事項の決定に差し障る。現在で

も、別居中の父母は双方に親権があるが、別居親の行方不明により、子が医療

に関わる際や教育を受ける等の決定後に別居親からの訴えがおこり、損害賠償

を支払わなければならないような事例も多数起こっている。 

 さらに、少子化対策として様々な取り組みが行われているが、「婚姻関係が

うまくいかず離婚しても父母の親権を双方が持つ」ことによって、婚姻するこ

と、子を産むことを避けようとする若者の声も多く聞く。これは少子化を促進

させる法案ともいえる。 

離婚後も父母双方を親権者とする甲案に強く反対する。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 前第 2-1 において、乙案を支持したが、万が一甲案が採用された場合を考

慮して、甲①、甲②、(甲③)にも意見を述べておく。 

 

 どちらかと言えば甲②案を支持する。 

第２ 父母の離婚後の親権者に関する規律の見直し 

２ 親権者の選択の要件 



 父母の一方のみを親権者と定めることを原則とし、父母双方の真摯な合意が

ある場合に限り、双方を親権者とすることができるものとするに留める。 

 家庭裁判所の裁判に依らなければ決定ができないような場合には、DV の訴

えの有無の確認、子の虐待被害の有無の確認を必ず行うこと。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 前第 2-1 において、乙案を支持したが、万が一甲案が採用された場合を考

慮して A 案、B 案にも意見を述べておく。 

 

 どちらかと言えば A 案を支持する。 

 必ず“一方を”監護者とする旨の定めをすべきと考える。 

 

 子どもの身上監護は日常の生活であり、それらの細かな取り決めを父母双方

で協議するなど、離婚後に及んでも意見を一致させなければならいことになる

のは、子の心身に不利益を与えることになると考えるため、Ｂ案には反対す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 前第 2-1 において、乙案を支持したが、万が一甲案が採用された場合を考

慮して(2)アの「身上監護に関する事項の権利義務を有することに関し、明確化

するための規律を設ける」ことを支持する。 

第２ 父母の離婚後の親権者に関する規律の見直し 

３ 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律 

(1) 監護者の定めの要否 

第２ 父母の離婚後の親権者に関する規律の見直し 

３ 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律 

(2) 監護者が指定されている場合の親権行使 

ア 



 

 

 

【意見】 

 前第 2-1 において、乙案を支持したが、万が一甲案が採用された場合を考

慮して(2)イについて意見を述べておく。 

 

 どちらかといえばα案を支持するが、指定された監護者が親権を行使した

際、その内容を事後に他方の親に通知しなければならないという義務付けには

反対する。 

 DV・虐待があった場合、そもそも一方の親は居所を秘匿していることが多

く、他方親への通知は困難である。また、通知ができたとしても、その事後報

告について係争の火種になる恐れがある。その怒りのはけ口が、面会交流を通

じて子どもの不利益にもなりかねない。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 “監護者の定めがない場合”というあまりに恐ろしい提案に驚くばかりだが、

念のために意見を述べておく。 

 

 離婚して、現在監護している者が子の身上監護ができなくなった際、話し合

いのできない他方の親にその監護を委ねるよりも、他の支援を利用して監護を

行うことができる状況を確保することが重要と考える。 

 日常のことについて、裁判所が関与するなど、時間のかかる手続きを待つな

ど、子どもの不利益になることに他ならない。 

 

 

 

第２ 父母の離婚後の親権者に関する規律の見直し 

３ 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律 

(2) 監護者が指定されている場合の親権行使 

イ 

第２ 父母の離婚後の親権者に関する規律の見直し 

３ 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律 

(３) 監護者の定めがない場合の親権行使 



 

 

【意見】 

 前第 2-1 において、乙案を支持したが、万が一甲案が採用された場合を考

慮して【X 案】、【Y 案】にも意見を述べておく。 

 

 【X 案】に賛成する。 

 居所の指定又は変更に非監護者が関わることになる場合、子の生活に大きな

弊害を生む。 

 子の居所指定に、非監護者の関与は不要である。親子交流を確保するために

は、居所を知らせなくとも実行することはできる。おそらく、離婚後も支配が

継続することに対する恐れの表れとして、子の居所が不明となることは考えら

れる。そのような場合でも居所指定又は変更に非監護親が関与することを明記

するような法をつくってはいけない。 

 面会交流を支援する立場としての経験からは、非監護親が居所を隠し、養育

費の支払いや面会交流を執行しなくなるケースの方が多いのが事実である。 

 

 

 

 

 

【意見】 

 乙案を支持する。 

 

 母親の承認なしに、一方的に認知をして父親となった者が母とともに親権者

となる可能性がある。 

 “事実婚関係の夫婦にはメリットがある”という声もあるが、単独親権下であ

っても夫婦の話し合いができる関係であれば、甲案を取り入れる必要はない。 

父親に婚姻関係となる配偶者が居た場合、認知によって親権を得た場合、父親

の配偶者との関係に問題が生じる。 

 まずは、認知制度について、子の出生後であっても、母親の合意が必要な制

度に改めることをまず検討するべきである。 

第２ 父母の離婚後の親権者に関する規律の見直し 

３ 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律 

(４) 子の居所指定又は変更に関する親権者の関与 

第２ 父母の離婚後の親権者に関する規律の見直し 

５ 認知の場合の規律 



 

【意見】 

 乙案を支持する。 

 

 「子の養育に関する講座」の受講を促進することに異論はないが、それを協

議上の離婚の要件とする甲案には反対する。 

 また、甲案に掲げている【父母のうち親権者となる者及び監護者となる者】

のみに受講を義務付けることは、養育費の支払い義務や面会交流において子と

どのように接するかなど非監護親が学ぶべき事項について軽視していると考え

ざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 協議による離婚について、養育費の取り決めや面会交流の取り決めを行う率

が低いことは実態として見えてはいるが、それが話し合いの結果なのか、それ

とも話し合いがなされなかったのかなどの事情についての実態把握がなされて

いない。取り決めを行っていない理由が父母の事情によって様々であり、離婚

後に連絡を取り合うことができる関係性であれば、取り決めの有無に関わらず

柔軟に対応できている実態もある。早急に見直しの必要な項目ではないと考え

る。 

 また、養育費については、親の義務と捉え、離婚時に取り決めによって定め

ることは必要だと考えるが、面会交流については、子の権利と捉え、子が希望

した時に交流できるよう準備があれば充分であると考える。 

 

 

 

 

 

第３ 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定めに関する規律の見直し 

１ 離婚時の情報提供に関する規律 

第３ 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定めに関する規律の見直し 

２ 父母の協議離婚の際の定め 

(1) 子の監護について必要な事項の定めの促進 



 

 

【意見】 

 アの債務名義を裁判手続きによらずに容易に作成できる新たな仕組みを設け

ることに賛成する。 

 現在、強制執行手続きにより、給料などの債権を差し押さえることができる

ようになっているが、転職や転勤、退職などにより、取り立てできなくなって

しまう。それを解消する制度の充実を求める。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 (注４)法定養育費の権利行使主体としては、子が権利者であるとする考え方

に賛成する。 

(注 5)法定養育費の発生要件として、必要な事項の協議をすることができな

い事情がある旨を申述したことを要件とすることに賛成するが、父母双方が申

述するのではなく、監護親が申述したことを要件とすることが望ましい。 

(注 6)法定養育費が発生する期間については、①の分担についての定めがさ

れるまでとする考え方に賛成する、定めがされた後、定めに従わない期間につ

いて法定養育費を継続する旨を記載する。 

(注 7)法定養育費の具体的な額については、②の標準的な父母の生活実態を

参考とする金額を法令で定めるものとする考え方に賛成する。 

また、のちに定められた養育費額と法定額との間に差額がある場合の取り扱

いについて、その全部または一部を清算するための規律を設けるとの考え方に

は反対する。その必要は無いと考える。 

 

 

 

 

第３ 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定めに関する規律の見直し 

２ 父母の協議離婚の際の定め 

(2) 養育費の関する定めの実効性向上 

第３ 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定めに関する規律の見直し 

２ 父母の協議離婚の際の定め 

(3) 法定養育費制度の新設 



 

 

【意見】 

離婚前に別居にふみ切る場合の多くは、父母の間に様々な事情があり葛藤を

抱えて、話し合いができない状態となっている。子が安心を感じられるように

なるまでには時間を要する場合が少なくない。 

現在も監護者指定の手続きは必要に応じて行われているため、特段の見直し

の必要性は感じられない。 

別居中は、婚姻関係が継続しており、婚姻費用が支払われていれば非同居親

は税の扶養控除を受けることができ、社会保険の扶養者となり、児童手当の受

取人となることもできる制度となっている。一方で、十分な婚姻費用が支払わ

れていない場合もあり、母子世帯の貧困問題の根源となっている。 

別居期間を監護者指定や面会交流の取り決めによって長引かせる制度ではな

く、離婚が容易にできる制度に改善していく必要があると考える。 

  

 

 

 

 

 

 

【意見】 

民法766条に基づき、現在も家庭裁判所では子どもの最善の利益を考慮して、

監護者の指定・面会交流の実施の可否・頻度などを決定している者と考える。 

（注１）の①～④については賛成し、①の考慮要素において、「子の連れ出し」

については、DV や虐待からの避難であることを十分に考慮して、この別居期間

の状況を考慮要素から除外すべきではないという考えに賛成する。 

現在の配偶者暴力防止対策では、加害者の居住権が優先され、加害者に退去命

令を出して被害者と子どもの居住権を守る制度はほとんど使われておらず、被

害者と子どもが家を出るという苦渋の選択を強いられている。「不当な連れ去り」

という言葉は、DV 加害者の隠れ蓑となっていることを考慮するべきと考える。 

第３ 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定めに関する規律の見直し 

３ 離婚等以外の場面における監護者などの定め 

第３ 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定めに関する規律の見直し 

４ 家庭裁判所が定める場合の考慮要素 

(1) 監護者 

(2) 親子交流(面会交流)        

          



⑤は、フレンドリーペアレントルールについての言及であり、これについては

反対する。DV 加害者は被害者に対して恐怖を感じることは無いため、DV の関

係であれば、加害者を有利に立たせるための概念となっていることを他国では

反省を始めている。 

(注 3）の判断基準の明確化については、何を定めるのか不明瞭なため現時点

でこの文言を入れるべきではないと考える。 

 

 

 

 

 

【意見】 

 反対する。 

 

 第三者による子の監護規定を新設する必要は無いと考える。 

 監護者の責任の下、第三者の関与の必要があれば、監護補助者とすれば足り

る。また、誰もがいつでも子の監護補助者となる社会を目指すべきと考える。 

 

 

 

 

 

【意見】 

 反対する。 

 

 現法でも、子どもが希望すれば、第三者との交流は可能であり、明確に禁止さ

れていない限り、第三者との面会は自由に行われている。 

「子の利益を阻害する特段の事情がある場合には、交流を認めない」と提案さ

れているが、具体的に子の利益を阻害する事情を示せない現状において記載す

るべきではないと考える。 

面会交流支援の現場では、現在も第三者による子との交流を求めに対応を行

っているが、子が第三者の交流の申入れを断ることができるのは、断っても安心

第４ 親以外の第三者による子の監護及び交流に関する規律の新設 

１ 第三者による子の監護 

          

      

第４ 親以外の第三者による子の監護及び交流に関する規律の新設 

２ 親以外の第三者と子との交流 

          

      



が確保されている場合のみである。断った後に訪れる恐怖を子は案じている場

面に出会っている。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 養育費の支払い義務者に対しては、提案の規律の検討が必要であると考える。 

 それ以外の者に対しては、提案の規律を設けることに反対する。 

 (注 2)の「当事者は、家庭裁判所又は行政庁が把握した住所の記載された記録

を閲覧することができないとの規律を設けるべきである」との考え方に賛成す

る。 

 

 たとえ養育費に関する手続きであっても、DV・虐待などで住所を秘匿してい

る親・子の住所については、他方親に知らせることの無いよう特段の保護を必要

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 (1)の実体法上の規律とすることには反対する。 

 (2)の手続法上の規律とすることには賛成する。 

 

 実体法上の規律とすると、対等な話し合いができない関係にある父母の間で

は、力の強い方の抑圧によって一方的に収入を開示させられる可能性がある。 

第５ 子の監護に関する事項についての手続きに関する規律の見直し 

１ 相手方の住所の調査に関する規律 

          

      

第５ 子の監護に関する事項についての手続きに関する規律の見直し 

２ 収入に関する情報の開示義務に関する規律 

(1) 実体法上の規律 

(2) 手続法上の規律 

          

      



 しかし、家庭裁判所の手続きの中であれば、双方に対して同党の開示を促すこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 ア・イ 共に強く反対します。 

離婚がスムーズに成立しない、面会交流の取り決めが成立しない理由は様々

で、一律に必要性の要件を緩和することは、「面会交流原則実施論」の運用を復

活させるもので、その見直しが出された反省が活かされていない。 

「子の安全を害することがない」などの一定要件に関しては、子どもの身体に

限定されていて、心理的な影響が考慮されていない。子どもの安全に関する具体

的な規定がない以上、取り組むべきではないと考える。 

面会交流支援の第三者機関を利用する旨の記載もあるが、費用分担やその他

の取り決めの合意がない限り援助することはできない。 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 賛成する。 

 (注 1)(注 2)の考えに賛成する。新たな取り組みを設けていただきたい。 

 

 

第５ 子の監護に関する事項についての手続きに関する規律の見直し 

３ 親子交流に関する裁判手続きの見直し 

(1) 調停成立前や審判の前の段階の手続き 

ア 

イ 

(2) 成立した調停または審判の実現に関する手続等     

           

第５ 子の監護に関する事項についての手続きに関する規律の見直し 

４ 養育費、婚姻費用の分担及び扶養義務に係る金銭債権についての民事執行に係る規律 

          

     



 

 

 

 

 

【意見】 

 (1)(2)いずれも賛成する。 

 

 面会交流支援の現場において、面会交流の方法変更の要望のみならず、子が病

気でキャンセルした場合の賠償、第三者機関の苦情、裁判官の忌避など、調停を

繰り返すケースを見かける。申し立ては合法であるため、DV 被害者は疲弊し、

弁護士を委任するなどの金銭的負担も大きく、精神的苦痛の中、子への不利益が

生じないよう必死に努力している。 

 家庭裁判所の手続きに関するその他の規律の見直しは大いに期待するもので

ある。ただし、暴力についての概念に、精神的暴力・性的暴力・経済的暴力・子

を使った暴力を含む暴力として明記することを望む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 1-乙案に賛成する。 

 

 現行法の規律を維持する。 

 共同親権ありきの規律の見直しではないかとの疑念がある。 

 子の同居親が再婚した際に、当該子が新たな配偶者の子ではないことになる

と、当該子に必要な養育にかかる費用や様々な事項の決定に支障が生じる恐れ

第５ 子の監護に関する事項についての手続きに関する規律の見直し 

５ 家庭裁判所の手続きに関するその他の規律の見直し 

(1) 濫用的な申し立てを簡易に却下する仕組みについて(省略) 

(2) DV や虐待が疑われる場合の安全性の考慮(省略)     

           

第６ 養子制度に関する規律の見直し 

１ 成立要件としての家庭裁判所の許可の要否 

２ 未成年養子縁組に関するその他の成立要件 

３ 養子縁組後の親権に関する規律 

４ 縁組後の扶養義務に関する規律       

         



がある。当該子のみならずその他の子の心理的な影響にも不利益が生じる恐れ

がある。子の同居親と新しい配偶者が希望すれば、速やかに新家族が形成される

ことが当該子の福祉に合致する。 

 児童虐待防止のために、養子縁組に父母の関与が必要という声を聞くが、DV・

虐待のあった実親が関与する可能性を考えると、児童虐待防止のためには、児童

相談所の関与をと体制の改善を検討すべきと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

 婚姻中にDV・虐待がある場合、DV加害者は配偶者の婚姻前の財産を搾取し、

配偶者が就労によって得た収入を生活費に充て、自身の収入は自由に使ってい

るか、わずかな生活費を渡して残りは自信が自由に使っている場合が少なくな

い。そのため、離婚に至る際には夫婦の共有財産が無い場合が多い。いわゆる経

済的暴力である。 

 また、住居を購入している場合、ＤＶ・虐待などで避難する被害者側の居住権

が失われてしまうことがほとんどである。居住用財産の保護や居住権保護につ

いての仕組みを取り入れ、離婚後、環境の変化を最小限にすることが子の利益に

つながると考える。 

 ３の財産に関する情報の開示義務については、自己の財産に関する情報の提

供の記載がある。ここですべての財産について開示する義務が生じることには

疑念がある。 

 

 

 

 

 

第７ 財産分与制度に関する規律の見直し 

１ 財産分与に関する規律の見直し 

２ 財産分与の期間制限に関する規律の見直し 

３ 財産に関する情報の開示義務に関する規律      

          



 

 

 

【意見】 

 (注 2)について、改正前に一定に身分行為などをした者に対して、改正後の規

律が適用されるかどうかについては、適用しないとするべきである。この適用に

ついては強く反対する。 

 婚姻中に DV・虐待があった事例でも、時間の経過とともに、その立証は難し

くなる。再び新たな支配を引き起こすことにもなりかねないため(前注２)があっ

ても、子と同居親の利益を大きく揺るがす事態が生じることを危惧する。 

 

 

 

 

 

 

まとめ  

 

以上の通り、共同親権の導入については、離婚後の親子関係に悪影響を及ぼす

もので あり、強く反対する。 

また、養育費は子の権利、親の義務と定め、その支払いの実効性を確保するた

めの具体的な規定を強く求める。 

 

第８ その他所要の措置 

(注 1) 

(注 2) 

          

     


