
   
第２章  明石市こども養育支援ネットワークの誕生     



１  ３つの基本理念  

 

(1) こどもの立場で  

 

   ２０１４年４月１日、明石市こども養育支援ネットワーク

は、３つの基本理念を掲げて、満を持して産声をあげた。  

 

   １つ目にして最も重要な基本理念は、こどもの立場に立つ

という点である。  

 

   母親の立場でもなく、父親の立場でもなく、離婚や別居の際

に最も影響を受けるこどもの立場に立って、こどもの目線で、

こどもに寄り添って、こどもの成長を応援する―これこそが、

明石市こども養育支援ネットワークの根幹である。  
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 (2) 基礎自治体の責務  

 

   ２つ目の基本理念は、基礎自治体の責務である。  

 

   従来の社会が固執していた「法は家庭に入らず」の考え方は、

もはや時代遅れとなっている。近年、家庭内での虐待や暴力が

増えて、こどもにとって家庭が必ずしも安住の地ではなくな

りつつある。このような状況下において、こどもへの支援は、

親や家族だけに任せるのではなく、社会（行政）全体で行う必

要性が高まっている。  

 

   時代は変わった。今や、行政が家庭に関与して積極的に支援

することが求められる時代であり、こどもに最も身近な基礎

自治体として、こどもに寄り添って支援することは、市区町村

の責務であるといっても過言ではない。  
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 (3) 普遍性  

 

   ３つ目の基本理念は、普遍性である。  

 

   言うまでもないことであるが、こどもの養育支援は、明石市

だけにとどまらず、全国どこでも当たり前に実施されている

ことが重要である。そのため、明石市で始めた取組は、他の自

治体でも実現可能なものにすることを特に意識した。  

 

   具体的には、こどもや親に何かを強制したり義務付けたり

するものではなく、支援策の利用はあくまでこどもや親の任

意とすることにした。  

   また、予算についても、第１章５（１２頁）で記したとおり、

少ない金額（サンキュー予算）からスタートして、全国どこの

自治体でも躊躇わずに取り組めるように配慮した。  
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２  はじめの三歩  

 

これらの３つの基本理念を掲げて、２０１４年４月から、３

つの取組を始めた。  

 

(1) 参考書式の配布  

 

   養育費や面会交流についての相談が増えたことを受けて、

父母間の話し合いのきっかけや参考資料としてもらうため、

「こどもの養育に関する合意書」と「こども養育プラン」の２

種類の書式を作成した。  

 

   これらの書式を「合意書・養育プラン作成の手引き」に挟み

込み、相談時や離婚届の配布時に配布している。  

 

   使い方としては、手引きを参考に、プランに父母が各自の希

望を記載して、それをもとに合意書を作成することを想定し

ている。  

 

   詳細については、第５章２（８３頁）を参照されたい。  
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 (2) こども養育専門相談  

 

   養育費や面会交流についてゆっくり時間をかけて相談した

いとの声を受けて、専門家による総合相談を開始した。  

 

公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）大阪ファミリー

相談室の相談員（家庭裁判所調査官経験者など）が、毎月１回

（３枠）、養育費や面会交流など、離婚時等におけるこどもの養

育に関する相談全般に応じている。  

 

   詳細については、第５章３（９１頁）を参照されたい。  
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ご利用イメージ 

５月９日（金） 
オープン 借金・離婚・相続・労働問題・犯罪被害・・・ 

こんなとき、まずは法テラスへ 
明石市役所内窓口 
法的トラブルでお悩みの皆さん まずはお気軽にお電話ください 
法テラス明石市役所内窓口 ☎0503383-1104 
※平日午前９時～午後５時までのうち、受付日時以外の時間帯は法テラス兵庫に電話が自動で転送されます。 法テラスと自治体が連携した全国初の窓口です。 
情報の提供は無料で何度でもご利用いただけます。 業務内容 
■問題解決までの道案内（情報提供） 
お困りごとの内容に応じて「法制度」や「相談窓

口」などの情報を提供します。  どなたでも無料で、何度でもご利用いただけます。 
■法律相談のご案内 
（条件によって無料でご利用いただけます。） 
■犯罪被害者支援の知識や経験がある弁護士の紹介 

など 受付日時 
毎週火・水・金曜日 
午前９時～正午 午後１時～午後５時 
※年末年始と休日は除きます 
場所 
明石市役所本庁舎２階 市民相談室内 
（明石市中崎１－５－１） 
「法テラス」はこんなところ 
国によって設立された法的トラブル解決のため

の「総合案内所」です。 
お問い合わせ内容に応じて、解決に役立つ「法制

度」や「相談窓口」などの情報を無料でご案内して

います。 
経済的に余裕のない方には、無料法律相談や弁護

士・司法書士費用の立替えをいたします。 
トラブルに 
あってしまった 法テラスへ 

電話・面談 解決に必要な 
情報や窓口の案内 法律相談を 

受ける（無料も有） 弁護士等の費用の 
お立替え（条件あり） 

日 本 司 法 支 援 セ ン タ ー 
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３  半年後の四歩  

 

それから半年後の２０１４年１０月１日、おそるおそる足を踏

み出した最初の三歩が軌道に乗ってきたことから、さらに四歩前

に進むことにした。  

 

(1) パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」の配布  

 

  ①  経緯  

    序章１（２頁）で記したとおり、親の離婚で心を痛めて

いるこどもの気持ちに気付いていない親が多く見受けられ

る。そこで、そのような親に対してこどもの気持ちを伝え

て、こども目線で考えることの重要性を知ってもらうため、

パンフレットを作成して、相談時や離婚届の配布時に、参

考書式とともに配布している。  

 

  ②  内容  

    こどもに接する際のアドバイス、  

年代別のこどもの気持ちと対応の  

仕方及び母子・父子家庭支援策を  

伝えるとともに、こども養育プラ  

ンの作成を勧めている。  

 

  ③  効果  

    児童扶養手当の現況届提出者を  

対象としたアンケート結果による  

と、このパンフレットを参考にしている親が少なからずい

ることから、一定の効果は上がっている。  

パンフレットは明石市役所内部で印刷しており、予算も  

紙代程度と僅かであることから、他の自治体でも同じよう

に配布することは極めて容易である。親の離婚で涙の雨を

降らせているこどもは全国各地に住んでいる。全国の自治

体がこのパンフレットを配布して、こどものために傘を差

し出すことを願わずにはいられない。  
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(2) こどもと親の交流ノート（養育手帳）  

 

   離婚や別居後の父母がこどもの情報（病気や学校生活など）

を共有できていないことでトラブルが生じているという現状

を受けて、こどもの情報を共有できるようにするためのノー

トを作成し、市民相談室などで希望者に配布している。  

 

   使い方としては、父母それぞれがこどもの情報を書き込ん

で、こどもを通じて相手に渡すことを想定している。  

 

   詳細については、第３章２（４９頁）を参照されたい。  
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 (3) 親子交流サポート事業  

 

   面会交流の実施場所に悩んでいるので公共施設を開放して

ほしい旨の要望を受けて、こどもが安心して安全に親との交

流を深めることができるための場所を提供している。  

具体的には、日本最古のプラネタリウムがある市立天文科

学館を開放し、プラネタリウムのファミリーシートやイベン

トの優先予約及び親の入館料の無料化（高校生以下のこども

は全員無料）を行っている。  

 

   ２０１５年６月には、親子交流を啓発するため、父の日キャ

ンペーンを実施した。  

 

詳細については、第３章３（５２頁）を参照されたい。  
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     妊婦の方・こどもの出生届が提出できていない方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

所在地    明石市中崎１丁目５番１号  明石市役所本庁舎２階  市民相談室 

開設時間  毎週月～金曜日(祝日を除く)  午前９時～午後５時 

・無戸籍問題についてのパンフレットもご用意しています。まずは窓口までご相談ください。 
 

 
 

戸籍がない方も、多くの行政サービスを受けられます 
健康保険証・予防接種・保育所入所…など、戸籍がなくても社会生活を送るうえで必要な 

多くの行政サービスは受けることができます。 
 

戸籍を作る手続も、一緒に進めていきましょう 
戸籍を作るための手続には、色々な方法があります。お一人で抱え込むことなく、まずは 

ご相談ください。 

 

 

離婚調停や訴訟が長びいたり、DVなどにより離婚手続もままならなかったり 
 

して、婚姻中や離婚後 300日を経過する前にこどもを出産したような場合、実際の父親 
 

でなく、(前)夫のこどもとして戸籍が作られます。 
 

そして、これを避けるため、出生届の提出ができず、結果としてこどもに戸籍ができ 
 

ないという状況が起こります。 
 

 
夫の暴力から逃れ別居。    長かった離婚裁判が終わる。   お腹の子どもの父親と結婚   離婚成立から３００日以内 

話し合いができず、離婚    そのとき、お腹には新しい    し、無事に出産。新しい人   の出産だったので、届け出 

裁判が始まる。        パートナーとの子どもが。    生が始まるはずだったが…   をすると前夫の子どもに… 

のご案内 

  

・離婚調停を考えていま

す。妊娠中なのですが、

こどもが無戸籍にならな

いか不安です… ・まだこどもの出生届が提

出できていませんが、保

育所に入所させること

はできますか？ ・前の夫の戸籍に入って

しまうと聞き、こども

の出生届が提出でき

ていません。どうすれ

ばよいですか？ ・無戸籍の問題につ

いて弁護士に相

談したいのです

が。 例えば、こんなお悩みはありませんか？ 

[子どもが無戸籍となる場合の一例] 

明石市役所 無戸籍者のための相談窓口 

まずは 
ご相談ください 

なぜ、無戸籍になるの？ 
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918-5102

月～金曜日
（祝日を除く）

上記時間外及び休日は

民法 772 条による無戸籍児家族の会

こどもの出生届が提出できていない方

自分に戸籍がなくて悩んでいる方

明石市役所 市民相談室

9：00 ～ 17：00

戸
籍
を
作
る
た
め
の

裁
判
所
へ
の
申
立
費
用
も
補
助
し
ま
す

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い

918-6059

サポートナンバ
ー

カードの交付

行政サービスの
コーディネート

運
転
免
許
証
や

パ
ス
ポ
ー
ト
を
作
れ
な
い

…

これまでに、

9人の方が戸籍を作られました。

戸籍がない方も、

多くの行政サービスを受けられます。

戸籍を作る手続も、

一緒に進めていきましょう。

発行：2021 年 1月

ほかに
も…

こ
の
子
の
将
来
を
考
え
て

…

（　  090-8048-8235）

無戸籍24時間
相談ダイヤル
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市内在住・在学の小学４年

生から中学３年生

（親が離婚・再婚・別居している

こどもに限定）

￥0
参加費無料参加費無料

タ
ダで
行ける！

小学４年生～中学３年生対象

●申込者多数の場合は抽選。７月下旬ころ参加の可否を連絡します。●後日、実施団体より詳しい案内を送付します。

主催：明石市　　企画運営：ＮＰＯ法人Ｗｉｎｋ

★

月月 日　～　  日日　～　  日

市立少年自然の家
（大久保町江井島 567）

市立少年自然の家
（大久保町江井島 567）

88

8/88/8（土）　（土）　

14：00～14：00～

を観覧！を観覧！

77 9  9  
場
所

金 日

詳しくは裏面をご覧ください

お兄さん
・お姉さ

んと

話そう
親のリコン

野外バーベキュー

みんなで
ワイワイ

カレー作
り！

「さかなクンの

　ギョギョッとびっくり！

　　　　たこさんのお話」

場所／市民会館大ホール

タ
ダで
行ける！

定
員

20 人程度

★

めちゃめちゃ楽しかった！！メンタルセミ

ナーを聞いて自分の考え方をもっとポジ

ティブに考えようと思った（中１）

楽しかったし、自分をみつめなおせた

（中３）

★すごく自分のためにもなったし、色々学べ

た気がする。みんなともいろんな話ができ

てよかった（中１）

みん
なで学

ぼう 元気なこころみん
なで学

ぼう 元気なこころ
88 77 9  9  

みんなで食べるとおいしいね！

NPO法人Wink 主催のキャンプに以前参加
した

こどもたちの声

みんなは
どう思っ

ているの
？

うまくで
きるかな

！？楽
しみ！

対
象
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　明石市では親の離婚や別居に伴う

「こどもの養育」を支援する事業を

行っており、その一環として「こど

もふれあいキャンプ」を開催します。

　親の離婚はこどもに大きな影響を与え

ることがあり、こどもは不安な気持ちを抱え込んでし

まうことが少なくありません。

　このキャンプの目的は、親の離婚を経験して成長し

たスタッフや仲間と共同生活を送ることで、日常の不

安や悩みを改善することにあります。

　こどもが自分の気持ちや家族の問題と向き合い、乗

り越えていくためのきっかけになれば幸いです。

住　所

電話番号

離婚前 　　 　        離婚後

　②お子さんについて教えてください

一時保育

 個別相談　　　　　希望しない　　・　　　希望する

性　別 男　・　女

「離婚後の子育てとこどもの気持ち」参　加　申　込　書

希望なし　・　あり（子どもの年齢　　　　歳）

・法律相談　　　・心の悩み相談

・行政サービスに関する相談

・その他（　　　　　　　　　　　　　）

希望者は○をつけてください

第３部

※いただいた個人情報は、本講座に関わる目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。

下記の項目は、第２部のグループ分けの参考にさせていただきます

明石市  市民相談室

電　話：９１８-５００２
ＦＡ Ｘ：９１８-５１０２ 
メール：soudan@city.akashi.lg.jp

 

※1 歳半～就学前の

　一時保育を行います

申し込み先

明石市の

  取
り組み

①現在の状況について○をつけてください

・同居の子ども　無・有（①　　　歳　男・女 / ②　　　歳　男・女）

・別居の子ども　無・有（①　　　歳　男・女 / ②　　　歳　男・女）（　　  年　  月離婚）

こどもふれあいキャンプ

８／ 7（金）～９（日）・２泊３日

　離婚家庭のこどもを対象としたキャンプを開催した

実績のある民間団体に実施を委託します。

　スタッフは親の離婚などを経験したお兄さんお姉さ

ん世代です。世代も近く、親近感を感じてもらえるこ

とでしょう。キャンプに参加したこどもからは「楽し

かったし、自分をみつめなおせた。」などの声が寄せ

られています。

　参加費は無料です。ぜひ、楽しくて、一回り成長で

きる「こどもふれあいキャンプ」にご参加ください！

キャンプの内容

当事者として成長したスタッフがこどもの気持ちに寄り

添います。

◎心の健康について学びます。夢を叶えるための強い心

を養ったり、嫌な思い出をプラスに変えたりする方法を

身につけます。

◎カレー作りなどの調理を体験します。日常生活に役立

つのはもちろん、自立心を養うことにもつながります。

◎テレビで大活躍のさかなクンの講演会にご招待します。

さかなクンご本人から魚や明石にまつわる楽しい話が聞

け、貴重な体験になります。

◎スタッフやこどもたちで対話する機会を設け、家庭の

ことや将来のことを話し合います。離婚家庭のこどもの

（同居中・別居中）

〒 -

対　象

定　員　

参加費　

申込期間

市内在住・在学の小学４年生から

中学３年生（親が離婚・再婚・別

居しているこどもに限定）

２０人程度

無料

6／10( 水 ) ～ 7/17( 金 )

下記の参加申込書（ＦＡＸ・メール）

または電話

申し込み先　　明石市市民相談室

申込日 　　平成２７年　　　月　　　日

 こどもの （ふりがな） 生年月日 　平成　　　年　　月　　日　（　　　歳）

　　　　　　　　　　　　　小学校 ・ 中学校

　　　　　　　　　　　  　年

保護者の  (ふりがな)

　氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（父・母）

　住　所

〒　　　　　－

自　　宅　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　 　　－

保護者携帯　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　　

　 　　親が　　　　　　　　離婚　・　再婚　・　別居　　　　　　（　　年　　ヶ月前から）

　　　　　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（保護者の方に連絡のつきやすい時間帯をお書きください）

こどもふれあいキャンプを知ったのは 　　　 広報あかし　・　市のホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　ポスター（場所　　　　　　　 　　）　・　チラシ（場所　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男・女） 学校名・学年　氏　名

　電　話

「こどもふれあいキャンプ」参加申込書

※申込後、当キャンプを実施するＮＰＯ法人Ｗｉｎｋのスタッフからお電話をさせていただきます（お子さんの健康状態やご家庭での様

子などの聞き取りのため）。　※申込締切後、参加の可否を決定し、７月下旬にご連絡いたします。申込多数の場合は、抽選といたします。

こどもの

 名　前

保護者の

 名　前
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(2) 離婚前講座「離婚後の子育てとこどもの気持ち」  

 

  ①  日時  

    ２０１５年１月２５日（日）  

 

  ②  場所  

    明石市生涯学習センター  

 

  ③  参加者  

    未成年のこどもがいて離婚を考えている又は既に離婚し

た父母２１名  

 

  ④  企画運営  

    FAIT-Japan 研究会  

    協力：小田切紀子氏（東京国際大学教授）  

       福丸由佳氏（白梅学園大学教授）  

 

  ⑤  内容  

    こどもの気持ちを考えるワークショップ（FAIT プログラ

ム）を実施して、離婚や別居時にこどもが心配しやすいこと

やそれに対する対応の仕方を学ぶ  

 

  ⑥  参加者の声  

   「男女、環境、境遇、さまざまな方の意見、感じることが聞

けてよかった。」  

   「こどもの感じることが知れてよかった。配慮してあげるべ

きだと強く感じた。」  

  

40



  ⑦  効果  

    多くの親が離婚前講座に参加したことを肯定的に捉えて

いるが、参加後の感想は十人十色であった。  

    たとえば、既に離婚をしている親の体験談を聞くことに

よって、離婚後の生活や親子関係を思い描きやすくなり、

こどもに配慮できるようになったと感じた親がいた。一方

で、離婚前講座に参加した結果、離婚しない方がこどもの

ためになると感じた親もいた。  

    いずれにせよ、離婚や別居の際に自分自身のことで頭が

いっぱいになっている親が、離婚前講座に参加すること

で、こどもの気持ちに気付くことができたのは大きな成果

である。  

 

  ⑧  提言  

    言うまでもないことであるが、家族の形は家族の数だけ

あり、どれが正解というものでもない。このような多様な

家族の在り方を前提として、こどもの最善の利益を実現す

るためには、離婚を考えているすべての親に対して離婚前

講座（親ガイダンス・親教育）を受講させ、離婚時におけ

るこどもの気持ちや養育費等について取り決める意義を伝

えることが重要である。  

    最近は、FAIT プログラムが、オンラインによるワーク

ショップを実施しており、全国どこからでもアクセスでき

るようになっていると聞く。  

    全国すべてのこども達が親の離婚で辛い思いをしないよ

うにするためにも、国において全国で離婚前講座を実施で

きる体制を整えるべきである。  
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平成 27 年

１月2 日5 日

生涯学習センター
（アスピア明石北館８階）学習室３

日 

時

13:00 ～ 16:50

場 

所

第 １ 部
　　　　　子育て説明会
　　離婚後の行政サービスについて

時間 /13:00 ～ 13:50

場所 / 生涯学習センター　学習室 3

第 ２ 部

ワークショップ

時間 /14:00 ～ 16:50

場所 / あかし男女共同参画センター 会議室２及び３

第 ３ 部
個別相談会

時間 /17:00 ～

内容 / 臨床心理士や弁護士など

　　　が個別に相談に応じます

専門職が悩みをお伺いします

対 

象

未成年の子どもがいて、離婚を考えている

（離婚をした）父・母

これからの子育てが不安…

これからも

パパやママに会えるの？

 参加費無料
　　※一時保育あり

相談内容や個人情報のプライバシーは厳守しますので安心してご参加ください。

　「これからどんなことが大変になるんだろう？」「行

政はどんな支援をしてくれるの？」家族問題の専門家

や市担当者がそんな疑問にお答えします。また、臨床

心理士や弁護士などによる個別相談も実施。あなたの

悩みやお困りごとをお聞きします。

第 1･2 部参加者で

希望者のみ

FAITプログラムで一緒に考えよう

電話　078-918-5002

FAX　 078-918-5102

E-mail 　soudan@city.akashi.lg.jp

電話かファクシミリ、メールに参加者の住所、

氏名、年齢、電話番号、個別相談の希望の有無

を記入し、１月９日（金）までにお申し込みく

ださい。

【定員】20 名程度（応募多数時は、選考となります。）

お問い合わせ・申し込み

※一時保育あり（事前申し込み要）

と

（17:00 から個別相談会）

ファイト

明石市 政策部 市民相談室

こどもの気持ちを考える

離婚後の子育て

こどもの気持ち

( アスピア明石北館 8 階）

内容 / ◆ 養育費と面会交流

　　　　離婚にあたって考えておくべきこと

　　　◆ こどもを支える行政サービス

　　　　   ・各種手当、給付金など

　　　　     ・幅広い相談窓口

( アスピア明石北館 7 階）

内容 / 離婚時に子どもが心配しやすいことや、

　　    それへの対応の仕方を学びます。家族

　　    や子どもの専門家のもとグループ形式

             で行います。DVD を見たり話し合いを

　　　通して、子どもの気持ちに寄り添った

　　　離婚後の家族の形を考えます。

講 座
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名　前

住　所

電話番号

離婚前 　　 　        離婚後

　②お子さんについて教えてください

一時保育

 個別相談　　　　　希望しない　　・　　　希望する

性　別 男　・　女

「離婚後の子育てとこどもの気持ち」参　加　申　込　書

希望なし　・　あり（子どもの年齢　　　　歳）

・法律相談　　　・心の悩み相談

・行政サービスに関する相談

・その他（　　　　　　　　　　　　　）

希望者は○をつけてください

第３部

※いただいた個人情報は、本講座に関わる目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。

下記の項目は、第２部のグループ分けの参考にさせていただきます

明石市  市民相談室 ＦＡＸ：０７８-９１８-５１０２ 

※1 歳半～就学前の

　一時保育を行います

申し込み先

　　明石市では、 こども養育専門相談や面会交

流サポート事業など、 離婚後の子育てを応援し

ています。
明石市での

  取
り組み

明石市　こども養育支援

明石市ホームページで

公開しています検　索

http://www.city.akashi.lg.jp/

①現在の状況について○をつけてください

・同居の子ども　無・有（①　　　歳　男・女 / ②　　　歳　男・女）

・別居の子ども　無・有（①　　　歳　男・女 / ②　　　歳　男・女）（　　  年　  月離婚）

こども養育専門相談

　　離婚前 ・離婚後の子育てに関する相談など、 専門の相

談員による 「こども養育専門相談」 を行います。

[ 相談日時 ]　毎月第４木曜日　13 時 00 分～ 16 時 00 分

[ 相談場所 ]　市民相談室 （電話 /078 ‐ 918-5002）

[ 相談員 ]　公益社団法人家庭問題情報センター （ＦＰＩＣ） 大

阪ファミリー相談室の相談員　　　

[ 定員 ]　１日３組　※要予約　

[ 申し込み ]　毎月 1日 （閉庁日の場合は翌開庁日）

午前 8時 55 分からその月の相談について電話にて予約受

付 （同一案件についての相談は、 原則 1回限り）

こどもと親の交流ノート

（養育手帳）の配布

親子交流サポート事業

パンフレット等の配布

　　離婚 ・別居後の子どもの情報を、 父母間で共有するた

めの連絡ノートです。

ます。

　　プラネタリウムのファミリーシートや

イベントの優先予約も受け付けます。

詳細は、 市民相談室 （９１８－５００２）

へお問い合わせください。

※要申し込み

　親の離婚時にともなう子どもの気持ちを、 年齢別にわかりや

すく説明するパンフレットです。 子どもの気持ちに配慮するため

のアドバイス、 母子 ・父子家庭支援策なども記載しています。

離婚届用紙とともに配布します。

　　子どものふだんの生活や最近の様

子、 面会交流時の様子などが書き込め

るようになっています。 子どもの情報が

共有できれば、 親子ともに安心して面

会交流に臨めます。

　　市民相談室にて希望者に配布します。

▲養育手帳

　　離れて暮らす親子間の交流を深めるための場所として、

天文科学館の入館料を無料でご利用いただけ

「親の離婚とこどもの気持ち」

養育合意書・養育プラン

　養育費や面会交流など父母間で取り決める約束事を記入する

など、 今後の子どもの養育に関する話し合いの参考としてご利

用ください。

（同居中・別居中）

〒 -

パンフレットの配布
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(3) 離婚後の子育てガイダンス  

 

  ①  経緯  

    児童扶養手当の現況届提出時期である８月は、母子・父子

家庭のこどもや親と顔を合わせることができることから、

２０１６年８月から毎年、認定特定非営利活動法人しんぐ

るまざあず・ふぉーらむ（理事長 :赤石千衣子氏）に委託し

て、ひとり親家庭総合相談会を開催している。数ある相談メ

ニューの１つとして、離婚後の子育てガイダンスを行って

いる。  

 

  ②  内容  

    山口惠美子氏（明石市親子交流支援アドバイザー）が、主

に初回の児童扶養手当現況届提出者を対象に、離婚・別居時

におけるこどもの気持ちや親の心のケアについてガイダン

スを行い、個別の相談にも応じている。  

 

  ③  参加者の声  

   「こんなことは相談できるのかなぁ…と思って後回しにな

っていた問題（こどもの発達と面会交流など）について話を

聞くことができて、とてもほっとしました。」  
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