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パブコメ意⾒提出にあたっての最重要な問い

1
（第１親⼦関係に関する基本的な規律の整理）

誰が⼦育てをするのか

実⽗⺟はどのような権利義務をもつのか



あなたは、⼦どもは誰が育てるのが望ましいと思いますか？

現在の⽇本は、⼦どもは結婚して産み育てるものであり、ママが保育園や学校対応の窓⼝となるのが当たり前。
そして、別居・離婚したらママが⼦育てをするものであって、パパは⼦どもに会うことすら悪いこと、ただお⾦
（養育費）はしっかり払ってもらうもの。ママが再婚したら養⼦縁組して⽒を同じくして「新しいパパ」とともに
⼦を育て、実のパパは無かった存在にする。
更に、結婚せずに⼦どもが産まれることは好まれておらず、未婚の⼦は基本的に⼥性のみが⼦育てをするもの。
また、現在の⼦育ては「核家族化」「孤⽴化」をしており、夫婦が共働きをしながら⽗⺟⼆⼈のみが⼦育ての役割
を⼀⽣懸命担い、保育園や学校、習い事、塾といった委託先に教育⼦育てを依頼するもの。
そんな意識があるのではないでしょうか。

それは「⼦どものため」なのでしょうか？

本来⼦どもは、男⼥⼆⼈の関係の中からしか産まれないです。そこには、男⼥が婚姻しているかどうかなんて無関
係です。その⼆⼈でなした⼦を本来誰が⼦育てをするのでしょうか。

実の⽗と⺟は⼦育てにどう関わるのが望ましいのでしょうか？
それは実の⽗と⺟の婚姻や同居状態によって変わるのでしょうか？ 再婚したら変わるのでしょうか？

最後に⼦育てにあたって、実⽗⺟はどのような権利義務をもつのでしょうか？

そんな問いに、あなたなりの考えを持っていただくと、パブコメ意⾒の背⾻ができます。

2
（第１親⼦関係に関する基本的な規律の整理）

パブコメ意⾒提出にあたっての最重要な問い



中間試案の最⼤の問題と意⾒として絶対に記載すべき点

ü 実の親⼦という関係は、家族の関係がどのような状態であったとしても変わりようがない。
ü しかしながら、中間試案補⾜説明P.6「１ 基本的な規律の必要性」「２試案１⑴の概要」では、⽗⺟＝実⽗⺟及
び養⽗⺟と定義しており、以降全てが⽗⺟＝実⽗⺟及び養⽗⺟の規律となる。

ü つまり、中間試案は実⽗⺟と未成年の⼦との関係を保障しておらず、⾻抜きの共同親権になる可能性。
ü カンタンに⾔うと、⼦にとっての親は養親（普通養⼦縁組）で良く、いつでも実親が親で無くなる現状と何ら変
わりない規律構成となる可能性。

未成年の⼦と実⽗⺟との
関係保障の明記が無い最⼤の問題

実親⼦の養育関係の保障・明⽂化を求める意⾒が⼤事

中間試案は、⽗⺟の概念を曖昧にし、いつでも実の親⼦関係が分断される現状と何ら変わらない可能性。

ご⾃⾝が思う「実⽗⺟」と「実⼦」との関係のあるべき姿を、第１の意⾒として記載するのオススメ。
そうすると⾃ずと、第２以降の意⾒が導き出されます。

なお、共同親権を実現したとして、第６普通養⼦縁組の存在意義を問うと考えがより深まると思います。
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4

（参考）養⼦縁組制度から⾒た現⾏法制の問題

施⾏1898年
明治⺠法から 1988年施⾏

普通養⼦縁組 特別養⼦縁組

⽬的無⽬的制度
（家の存続、⽒の統⼀） ⼦どもの福祉、利益

件数93,772件
（2021年⼾籍統計）

683件
（2021年司法統計）

⽗⺟の同意法定代理⼈の承諾 実⽗⺟ともの同意

裁判所の介在
審判によって成⽴

ただし連れ⼦や孫養⼦の
場合は⼾籍上の届け出のみ

審判によって成⽴

形態養⼦と養親の契約 国家宣⾔型

件数から⾒ても普通養⼦縁組がターゲット

代諾養⼦縁組
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（参考）養⼦縁組制度から⾒た現⾏法制の問題

令和３年３⽉ 公益社団法⼈商事法務研究会「未成年者を養⼦とする普通養⼦縁組の実態に関する調査･分析業務報告書」
https://www.moj.go.jp/content/001374243.pdf

未成年の⼦が、再婚相⼿との養⼦縁組を⾏っている。場合によっては繰り返し養⼦縁組するケースも。

47％が
再婚養⼦縁組

複数回養⼦縁組を繰
り返すケース
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（参考）養⼦縁組制度から⾒た現⾏法制の問題

令和３年３⽉ 公益社団法⼈商事法務研究会「未成年者を養⼦とする普通養⼦縁組の実態に関する調査･分析業務報告書」
https://www.moj.go.jp/content/001374243.pdf

62％の⽒が変
わる

再婚養⼦縁組

相続

普通養⼦縁組が「家制度」を構成する⼤きな要因
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（参考）養⼦縁組制度から⾒た現⾏法制の問題

婚姻

親権

同⼀⼾籍
同⽒
親権共有

親
権

離婚

養親が次々と⼊れ替
わることになる

実親

養親（新しいパパ）

親交換という出⼝である代諾養⼦縁組こそが
「単独親権制度」と対となる制度

裁判所での⼿続きも無く、
届出のみで親が⼊れ替わる

代諾養⼦縁組

単独親権制度
(⽇本の婚姻中共同親権)

実親
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（参考）養⼦縁組制度から⾒た現⾏法制の問題
共同親権制度と「未成年普通養⼦縁組」は相性が悪く、

出⼝である「未成年普通養⼦縁組」を廃⽌または制限する必要性

親権

親
権

親
権

共同親権制度

第３者

再婚
共同親権制度は

未成年普通養⼦縁組と
相性が悪い再婚相⼿は⼦どもから⾒れ

ば第３者

養親（新しいパパ）

⼦どもの⾯倒をみる第３者
の限定的な権限を認めるこ

とが⼤事

実親 実親



本意⾒の基本構成

国が⽗⺟の養育関係を維持する役割

実親⼦の養育関係を保障（権利）

基本規律への意⾒
（第１親⼦関係に関する基本的な規律の整理）

l ⼦が実⽗⺟と共に過ごし
成⻑する権利

l 実⽗⺟が⼦を養育及び教
育（養育権）する権利

以降の各規律に対する意⾒の要点

l 実親が⼀義的に養育する前提のため、婚
姻関係によらず⽗⺟が親権を保持（監護
権の分離を認めない）

離婚後共同親権（第２/１,２）
認知の⼦の共同親権（第２/５）
監護者の指定の廃⽌（第２/３）

l 親・⼦の交換制度「未成年普通養⼦縁
組」を廃⽌または制限（第６）

親
権
・
監
護
者

養
⼦

縁
組

l 別居時の養育計画作成の規律（第２/３）
l 離婚時の養育計画作成の義務化（第３/２）

別
居

離
婚

l 裁判離婚を有責主義から破綻主義に（第８）
l 細やかな親権制限（前注２）
l 既に離婚した⽅の親権回復（第８）

そ
の
他

l ⽗⺟の意⾒相違時の意⾒調整機能を裁判
所に持たせる（第２/３（３）イ）

本意⾒は、「実親⼦の養育関係」を保障することを前提として意⾒を構成構成しています。
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これから意⾒を書く⽅へ
「ご⾃⾝の⽴場と基本的な考え」をもとに意⾒すべき箇所について意⾒を述べることが⼤事です。

ご⾃⾝にとってココ⼤事という箇所だけでも意⾒を記載してみましょう。
なお、第１の実の親⼦関係についてご⾃⾝の考えを述べるとその後の意⾒がスムーズに導き出されます。

⽴場と基本的な考え
(第１) ＜中間試案引⽤＞

・意⾒
・理由

＜中間試案引⽤＞
・意⾒
・理由

私は、医療者としての⽴場から⼦
育ては「実の⽗⺟がすること」が
望ましいと考えいてます。

●意⾒
実の親⼦関係を保障すべき
●理由
そもそも⼦育てをするのは、ふたりの
実⽗⺟がするのが当たり前。

基本的な考えはあるものの
どの項⽬に意⾒すればいいのか分からない場合は聞いてください

相談に応じます

中間試案

・・・

全部は⼤変
限定的でもいい

10

●意⾒
【甲案】をもとにしつつ、裁判所での判
断が無い限り離婚後も⽗⺟双⽅が親権を
持ち続ける規律とすべき
●理由
実の親⼦の関係を保障するなら当たり前。

・・・



中間試案選択肢についての意⾒と最低限みんなが意⾒したほうがいいと思う項⽬
NO ページ 番号 意⾒要点
1 P.1-2 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
【⼄案】

2 P.2 第２⽗⺟の離婚後等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

【甲案】をもとにしつつ、裁判所での判断が無い限り離婚後も⽗⺟双⽅が親権
を持ち続ける規律とすべき

3 P.2-3 ２ 親権者の選択の要件 【甲①案】をもとにしつつ、裁判所での判断が無い限り離婚後も⽗⺟双⽅が親
権を持ち続ける規律とすべき

4 P.3 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
⑴監護者の定めの要否

【A案】【B案】いずれでも無く、婚姻内外問わず「監護者の定め（監護者の指
定）」⾃体廃⽌すべき

5 P.3-4 ⑵監護者が指定されている場合の親権⾏使 第２/３⑴において「監護者の定め」を廃⽌する意⾒のため本規律を定める必要
はない。

6 P.4-5 ⑷⼦の居所指定⼜は変更に関する親権者の関与 第２/３⑴において「監護者の定め」を廃⽌する意⾒のため本規律を定める必要
はない。

7 P.6 ５ 認知の場合の規律（注） 【甲案】をもとにしつつ、認知の時点で⽗⺟双⽅が親権を持つ規律とすべき

8 P.6 第３ ⽗⺟の離婚後の⼦の監護に関する事項の定め等に関す
る規律の⾒直し
１ 離婚時の情報提供に関する規律

【甲案】をもとにしつつ、【⽗⺟の双⽅】が法令で定められた⽗⺟の離婚後の
⼦の養育に関する講座を受講したことを、協議上の離婚かどうかに関わらず離
婚の要件とすべき

9 P.7 ２ ⽗⺟の協議離婚の際の定め
⑴⼦の監護について必要な事項の定めの促進

【甲②案】をもとにしつつ、⼦の監護について必要な事項を養育計画として作
成し、家庭裁判所の許可を得ることを離婚の要件とすべき

10 P.14 第６ 養⼦制度に関する規律の⾒直し（注１）
１ 成⽴要件としての家庭裁判所の許可の要否

未成年普通養⼦縁組は、廃⽌すべき。制度を存続せざるをえないなら、制度趣
旨を再定義のうえ⼦が⾃分の意志で事実上決定できる１５歳以上に限定するこ
とや、最低限、実⽗⺟の承諾に加え【甲案③】の家庭裁判所での許可を必要と
すべき

11 P.15 ２ 財産分与の期間制限に関する規律の⾒直し 財産分与制度については、検討が不⼗分であり答申に含めるべきでない。
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パブコメ意⾒にどんな背⾻が考えられるか？

12

l別居親が⼦どもに会ってくれない同居親の⽴場
l進学費⽤の捻出に困っている同居親の⽴場
l冷静な円満別居が出来なかった同居親・別居親の⽴場
l離婚弁護⼠が⼊ったことで関係が悪化した同居親・別居親の⽴場
l再婚養⼦縁組をした養⽗⺟の⽴場
l⾥親から養⼦縁組をした養⽗⺟の⽴場
l孫に会えない祖⽗⺟の⽴場
l保育園・学校の先⽣の⽴場
l企業⼈の⽴場
l海外在住者の⽴場



（参考）
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中間試案⽬次
家族法制の⾒直しに関する中間試案

（前注１）
（前注２）

第１ 親⼦関係に関する基本的な規律の整理
１ ⼦の最善の利益の確保等
２ ⼦に対する⽗⺟の扶養義務

第２ ⽗⺟の離婚後等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
２ 親権者の選択の要件
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 離婚後の⽗⺟の⼀⽅を親権者と定め、他⽅を監護者と定めた場

合の規律
５ 認知の場合の規律（注）

第３ ⽗⺟の離婚後の⼦の監護に関する事項の定め等に関する規律
の⾒直し

１ 離婚時の情報提供に関する規律
２ ⽗⺟の協議離婚の際の定め
３ 離婚等以外の場⾯における監護者等の定め
４ 家庭裁判所が定める場合の考慮要素

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
２ 親以外の第三者と⼦との交流

第５ ⼦の監護に関する事項についての⼿続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
２ 収⼊に関する情報の開⽰義務に関する規律
３ 親⼦交流に関する裁判⼿続の⾒直し
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

の⺠事執⾏に係る規律
５ 家庭裁判所の⼿続に関するその他の規律の⾒直し

第６ 養⼦制度に関する規律の⾒直し（注１）
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

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

第８ その他所要の措置
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⼤⿅⺠法草案のねらいとポイント

改正⼿づくり家族法草案のポイント ねらい

親⼦の⾃然的関係を明記し国家との関係を規定

国⺠にわかりやすいシンプルな親権制度

争いを誘発させず対話・合意を促す別居・離婚制度

⼦育てを⽗⺟が平等に分担するルール基盤

裁判所を⽗⺟の意⾒調整⽀援機関の位置づけに
家庭の⾃⽴を維持するため裁判所判断を規制

「⼦育て罰」→「⼦育て得」を推進
少⼦化対策、ジェンダーギャップ解消に寄与

「親⼦の時間」を過ごすことを保障・親⼦分断させない
⽚親疎外・別居ひとり親の不安定⼼理を解消

別居・離婚合意の裁判所リソース課題解決

養育費の強制徴収に多⼤なリソースを使うよりも
⼦育て・教育に親⾃らお⾦を使いたくなるように

親⼦という⾃然の関係を保障。
国は親の養育環境を維持する役割を負う。

「親権は基本的に実⽗⺟が有し続ける。離婚により失われない」
「監護者の指定を廃⽌」
「未成年普通養⼦縁組の廃⽌」
「細やかな親権制限を実現」

「裁判離婚を有責主義から破綻主義に転換」
「別居・離婚時の養育計画作成の義務付け」

「継続性の原則など明⽂化されない裁判所独⾃ルールを規制」
「国⺠と裁判所が同じルールのもと養育分担を判断」
「連れ去りをしても何の得も無いルール」

「裁判所による⽗⺟の意⾒調整規定の新設」
「裁判所判断は⽗⺟の平等な養育機会を損なうことを禁⽌」

家庭に丸投げだった⼦育てを国が⽀援。「⼦育て罰」とまで⾔われる
⼦育て環境を「⼦育て得」となるように。

毎⽇400⼈が⼦が⽚親と⽣き別れになる状態を終わらせる。
⼦どもの⽚親阻害、別居親のあいまいな喪失による不安⼼理・⾃殺を
解消する。

⽶国の統計によれば強制的な徴収制度をもっても回収率は６割で頭打ち。
加えて、⾃営業と会社員との算定の差課題を埋めることは不可能。なお、
合意⽂書があれば現時点でも強制徴収（差押）は可能。よって、別居離
婚時の合意⽀援は組み込むものの、それ以上に⼦育て分担時間を増やし
⽗⺟が⾃ら⼦育て・教育にお⾦を使いたくなる環境づくりをする。

養育上課題のある親の親権制限がしやすくなる
有効に機能していないと⾔われる親権停⽌・喪失から、機能する親権
制限制度に。

共同親権になると裁判所のリソースが更に必要になると⾔われている
が、裁判所に⾏っても得るものが少なければ国⺠は裁判所を利⽤しな
い。⽗⺟が⾃ら対話により合意したほうが得に。

単独親権制度の廃⽌
原則共同親権

養育分担時間
養育費
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