
 
 
 
 
 
 

施設等受給者向け 

児童手当Ｑ＆Ａ 
～平成 24 年 4 月から新しい児童手当が始まります！～ 

厚 生 労 働 省 



 

施設等受給者用Ｑ＆Ａ 

 

問１ 「施設等」に入所している児童の児童手当は施設の設置者等に支給さ

れるとのことですが、「施設等」とは具体的にはどのような施設が含まれ

ますか？ 

 

問２ 施設等が児童手当を申請する場合、どのような児童が支給対象となり

ますか？ 

 

問３ ４月から、施設等に入所している児童の児童手当の支給額はどうなる

のですか？ 

 

問４ 児童手当の申請手続きは誰が、どこに対して行うのですか？  

 

問５ 児童手当を受け取るにはどのような手続きが必要ですか？ 

 

問６ 児童手当の認定がされた後は、どのような手続きが必要ですか？ 

 

問７ 平成 23 年度 10 月分以降の子ども手当から施設設置者等が子ども手

当を受給することになり、受給を受けるためには申請が必要になってい

るとのことですが、申請をまだしていない場合、その分の子ども手当は

受け取れないのですか？ 

 

問８ 平成 24 年６月から、指定医療機関が施設等に加わることや、婦人保

護施設についての児童手当の支給対象の見直しなどの改正があったとの

ことですが、具体的にはどうなっていますか？ 

 

問９ 施設等に支給された児童手当の使途や管理方法はどのようになるので

すか？ 

 

問 10 受け取った児童手当は原則として児童名義の口座で管理するとのこ

とですが、児童の口座に入金するためにはどのような手続きが必要です

か？ 

 

※ 児童とは「18 歳に達した日以後の最初の３月 31 日までのお子さん」

をいいます。 

 



問１ 「施設等」に入所している児童の児童手当は施設の設置者等に支給さ

れるとのことですが、「施設等」とは具体的にはどのような施設が含ま

れますか？ 

 

 

（答） 

○ 対象となる施設等は以下のとおりです。 

・小規模住居型児童養育事業を行う者、里親 

・乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、 

児童自立支援施設 

・障害者支援施設、のぞみの園 

・救護施設、更生施設、婦人保護施設 

・指定医療機関（平成 24 年６月から対象） 

 

○ なお、「施設設置者等」については問４をご覧ください。 



問２ 施設等が児童手当を申請する場合、どのような児童が支給対象となり

ますか？ 

 

 

（答） 

○ 施設等が受け取る児童手当の対象となる児童（以下、「施設入所等児童」

といいます。）は、児童福祉法等の規定（注１）により施設等に入所し、又は

委託されている中学校修了までの児童をいいます。 

 

○ ただし、その入所や委託が、２ヶ月以内の期間を定めて行われている場

合や、児童が施設（注２）に通所している場合には、基本的に施設入所等児

童には含まれません。 

 

○ また、婦人保護施設等（注３）の場合には、児童のみで構成する世帯に属

している人に限ります。 

 

○ さらに、平成 24 年６月分の児童手当からは、婦人保護施設等（注３）に

入所している 15 歳に達する日以後の最初の３月 31 日を経過し 18 歳に

達する日以後最初の３月 31 日までの間にある父又は母がその子である中

学校修了前の児童と同一の施設に入所している場合には、施設等ではなく、

その父又は母に児童手当を支給することになっています。 

 

（注１）以下の規定により施設に入所等している場合が該当になります。 

施設等 規定 

小規模住居型児童養育事業を行う

者、里親 

児童福祉法第 27 条第１項第３号の規定 

による委託 

障害児入所施設 児童福祉法第 24 条の２第１項または 

第 27 条第１項第３号の規定による入所 

乳児院、児童養護施設、情緒障害

児短期治療施設、児童自立支援施

設 

児童福祉法第 27 条第１項第３号または 

第 27 条の２第１項の規定による入所 

障害者支援施設、のぞみの園 

 

 

障害者自立支援法第 29 条第１項または 

第 30 条第 1 項の規定による入所 

 



（障害者支援施設、のぞみの園） 身体障害者福祉法第 18 条第２項の規定 

による入所 

知的障害者福祉法第 16 条第 1 項第２号 

の規定による入所 

救護施設、更生施設 生活保護法第 30 条第１項ただし書の規定 

による入所 

指定医療機関 児童福祉法第 27 条第２項の規定による入

院 

（注４） 

婦人保護施設 売春防止法等に基づく入所 

（注２）情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設のみ。 

（注３）婦人保護施設等とは障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人 

保護施設をいいます。 

（注４）契約により入院している児童（児童福祉法第 24 条の２第１項の規定により障 

害児入所給付費の支給を受けている児童を含む。）は対象となりません。 



問３ ４月から、施設等に入所している児童の児童手当の支給額はどうなる

のですか？ 

 

 

（答） 

○ 平成 24 年４月からの児童手当は、児童の年齢に応じて受け取れる児童

手当の金額が以下のとおりとなります。（平成 23 年 10 月から平成 24 年

３月までの「子ども手当」と同額です。） 

 

支給対象児童 １人あたり月額 

０歳～３歳未満 15,000 円（一律） 

３歳～中学校修了前 10,000 円（一律） 

 

○ なお、平成 24 年６月から一般受給者（法人を除く。）には所得制限が設

けられますが、施設設置者等に対しては、所得制限は適用されません。 



問４ 児童手当の申請手続きは誰が、どこに対して行うのですか？  

 

 

（答） 

○ 施設入所等児童にかかる児童手当の申請手続きは、施設設置者等が行う

ことになります。 

 

○ 施設設置者等とは、具体的には、 

  

・ 施設が公立の場合：都道府県知事や市区町村長 

・ 施設が法人により設置されている場合：理事長（注１） 

・ 施設が個人により設置されている場合、小規模住居型児童養育事業を行

う者や里親の場合（公務員の場合を含む。注２）：事業者や里親本人 

 

が該当することになります。 

 

○ また、申請手続きは施設設置者の区分に応じて以下の市区町村で行うこ

とになります。 

 

・小規模住居型児童養育事業を行う者：その事業を行う住居の所在地の 

市区町村 

・里親：その里親の住所地の市区町村 

・その他の施設等：その施設等の所在地の市区町村 

 

（注１）施設長は、申請者にはなれませんのでご注意ください。なお、法人の定款や登記

事項により、理事等が法人の代表者である場合には、その理事等が申請することが

できます。 

 

（注２）小規模住居型児童養育事業を行う者や里親が公務員の場合であっても、勤務先で

はなく、上記のとおり申請先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。 



問５ 児童手当を受け取るにはどのような手続きが必要ですか？ 

 

 

（答） 

○ 児童手当の支給を受けるためには、申請先の市区町村に申請書を提出す

る必要があります。（申請先については、問４をご覧ください。） 

 

○ ただし、平成 24 年３月まで子ども手当を受け取っていた場合には、原

則として申請が免除されていますので、新たな申請手続を行わなくても、

児童手当を受け取ることができます。 

 

○ 初めて児童手当を受け取る場合には「認定請求書」、既に児童手当を受け

取っていて、手当額が増額となる場合には「額改定認定請求書」による申

請手続きが必要になります。 

 

○ 児童手当は、原則として、申請した月の翌月分からの支給となりますが、

児童の入所や委託が月末に近い場合、申請日が翌月になっても入所日（措

置決定日）の翌日から 15 日以内であれば、入所日（措置決定日）の翌月

分から支給します。申請が遅れると、原則として、遅れた月分の児童手当

を受け取れなくなりますのでご注意ください。 

 

○ なお、市区町村では、申請に基づき、受給資格に該当していることを確

認のうえ、認定の通知をお送りすることになります。申請が受理されただ

けでは、支給が決定されたわけではありませんのでご注意ください。 

 

※なお、申請手続きの経過措置については問 7 をご覧ください。 



問６ 児童手当の認定がされた後は、どのような手続きが必要ですか？ 

 

 

（答） 

（６月分以降の児童手当を受ける場合）  

○ 現況届は、児童手当を受け取っている施設等の毎年６月１日の状況を把

握し、６月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどう

かを確認するためのもので、６月中にそれぞれの市区町村に提出する必要

があります。 

 

○ 平成 24 年３月までに「子ども手当」を受けていたことにより児童手当

の申請を不要とされていた場合（問５をご覧ください。）も、６月中の現況

届の提出が必要となります。 

提出がない場合には、６月分以降の児童手当が受け取れなくなりますので

ご注意ください。 

 

（その他、以下の場合） 

○ また、認定請求書や額改定認定請求書、現況届の他、以下の場合には、

申請先の市区町村に届け出が必要となります。 

１．児童の入所または委託が解除されたことなどにより、施設入所等児童が

いなくなったとき、または児童手当の額が減額となるとき（注） 

２．施設等の名称や住所地などが変更になったとき 

３．施設等の種類が変更になったとき 

４．施設入所等児童の名前が変わったとき 

 

（注）児童が３歳に達し、または、１５歳に達した日以後の最初の３月 31 日を経過した

ことにより、施設入所等児童がいなくなった場合や児童手当の額が減額となる場合には、

届け出の必要はありません。 



問７ 平成 23 年度 10 月分以降の子ども手当から施設設置者等が子ども手

当を受給することになり、受給を受けるためには申請が必要になってい

るとのことですが、申請をまだしていない場合、その分の子ども手当は

受け取れないのですか？ 

 

 

（答） 

○ 平成 23 年 10 月に子ども手当特別措置法が施行されたことに伴い、施

設設置者等に子ども手当を支給することになりましたが、子ども手当の支

給を受けるためには、新たに申請を行っていただくことが必要になりまし

た。 

 

○ このため、経過措置として以下に該当する施設等（※）については、平成

24 年３月 31 日までに申請を行えば、平成 23 年 10 月分または支給要件

に該当した月の翌月分から遡って子ども手当を支給することにしていまし

たが、申請をされていない施設等があることから、平成 24 年９月 30 日

まで（注）申請手続きの経過措置の期限を延長しました。 

 

○ また、平成 24 年４月以降で以下の経過措置に該当することになった施

設等（※）についても、同様に平成 24 年９月 30 日（注）までに児童手当の

申請手続きを行うことにより、平成 24 年４月分または支給要件に該当し

た月の翌月分から遡って児童手当が支給されます。 

 

（注）平成 24 年９月 30 日は日曜日のため、申請手続きができない場合があります。申

請手続きの期限については、申請先の市区町村に事前にご確認ください。 

 

※経過措置に該当する施設等 

① 平成 23 年 10 月１日時点で子ども手当の支給要件に該当している施設等 

② 平成 23 年 10 月１日から平成 24 年８月 31 日までの間に、子ども手当

（平成 24 年４月以降は児童手当。以下同じ。）の支給要件に該当する施設

等、または子ども手当が増額になる施設等 

 

 

（次ページに続く） 



【ただし、次の場合にご注意ください！】 

上記①②に該当する施設等が、その後に他の市区町村に所在地を変更した

場合には、変更後の子ども手当は受け取れません。（変更後の子ども手当の

受給のためには、新たな申請先の市区町村に申請が必要で、支給は申請の

翌月分からになります。） 



問８ 平成 24 年６月から、指定医療機関が施設等に加わることや、婦人保

護施設についての児童手当の支給対象の見直しなどの改正があったと

のことですが、具体的にはどうなっていますか？ 

 

 

（答） 

○ ご質問にあるとおり、平成 24 年６月分の児童手当から以下のように制

度が改正されました。 

 

（指定医療機関関係） 

○ 児童福祉法第 27 条第２項の規定により指定医療機関に入院している児

童（問２をご覧ください。）の児童手当は、平成 24 年６月分からその指定

医療機関が受給することになりました。必要な手続きは、その他の施設等

と同様ですので、認定請求と額改定認定請求については問５を、現況届や

その他の届け出については問６をご覧ください。 

 

（婦人保護施設等関係） 

○ また、婦人保護施設等（注）に入所している 15 歳に達する日以後の最初

の３月 31 日を経過し 18 歳に達する日以後最初の３月 31 日までの間に

ある父又は母がその子である中学校修了前の児童と同一の施設に入所して

いる場合には、施設等ではなく、その父又は母に児童手当を支給すること

になりますので、ご注意ください。 

 

（注）婦人保護施設等とは障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更正施設、婦人保護

施設をいいます。 

 

○ なお、上記の制度改正によって新たに手当の支給対象となるものについ

ては、経過措置として平成 24 年 11 月 30 日までに申請を行えば、平成

24 年６月分または支給要件に該当した月の翌月分から遡って手当を支給

することになります。 



問９ 施設等に支給された児童手当の使途や管理方法はどのようになるので

すか？ 

 

 

（答） 

（児童手当の使途） 

○ 施設等に支給された児童手当については、それぞれの児童の健やかな成

長のために用いなければなりません。また、学校給食費などの措置費の対

象経費となっている費用については、児童手当からの支払いを行うことは、

適当ではありません。 

 

○ また、障害児施設給付費等の対象となっておらず、児童の便宜を向上さ

れるものであって保護者に支払いを求めることが適当であると考えられる

費用（オムツなどの身の回り品として日常生活に必要なものの費用など）

については、児童手当から支出していただいても差し支えありません。 

 

（児童手当の管理） 

○ 児童手当の管理方法については、他の財産と区分する必要がありますの

で、原則として、それぞれの児童名義の口座が必要になります。なお、安

心こども基金の特別支援事業や子ども手当で活用した口座で管理しても問

題ありません。 



問 10 受け取った児童手当は原則として児童名義の口座で管理するとのこ

とですが、児童の口座に入金するためにはどのような手続きが必要で

すか？ 

 

 

（答） 

○ 施設設置者等は、児童手当の支払いを受けた後に児童の口座に預け入れ

る際には、原則として、児童手当を児童の口座に入金する前に、あらかじ

め民法第 830 条第１項の規定による意思表示を行う必要があります。 

 

※ 民法第 830 条第１項の規定は、児童に贈与した児童手当の管理を親権者

に代わって、施設長等が行うことにする意思表示です。 

 

○ 具体的には、施設長等を管理者として指定し、児童手当を児童に贈与す

る旨及び施設長等を管理者として指定する旨を記載した書面を、児童又は

父母（未成年後見人を含む。）に交付することになります。 

 

○ なお、公立施設の場合には、それぞれの市町村から直接児童の口座に支

払うため、認定請求や額改定認定請求を行う前に、民法第 830 条の意思表

示を行う必要があります。 


