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（１）支給額・支給期間 

  ・３歳未満 ： 月額１万５千円    ・３歳以上小学校修了前（第１、２子）     ： 月額１万円       ・中学生 ： 月額１万円 

                                   〃       （第３子以降） ： 月額１万５千円 

  ・支給等の事務は市区町村（公務員は所属庁）    ・支給期間は平成２３年１０月分～平成２４年３月分。支払月は平成２４年２月、６月。 

（２）費用負担   児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が
負担。（公務員については所属庁が負担） 

（３）その他 

  ①子どもに対しても国内居住要件を設ける（留学中の場合等を除く） 

  ②児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給 

  ③未成年後見人や父母指定者（父母等が国外にいる場合のみ）に対しても、父母と同様（監護・生計同一）の要件で手当を支給（父母等が国

外居住の場合でも支給可能） 

  ④監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給（離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合

を除く）。 

  ⑤保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。 

  ⑥地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける 

（４）検討規定 

  ①政府は、平成２４年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児

童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表

者その他の関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとする。 

  ②法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成２４年６月分以降の給付から適用する

こととし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。    

 

 

平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要 

 現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成２４年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円
滑に移行できるよう、平成２３年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定める。 

概 要 

施行日 平成２３年１０月１日  

趣 旨 
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国 １兆5３百億円 

［１兆6５百億円］ 
                                         

 
 
 

国 
36百億円 
[36百億円] 

 
 

 
 

 

事業主 
17百億円 
[17百億円] 

 

 
 
 

地方 
55百億円 
[55百億円] 

 
 
 

児童手当分 

子ども手当分 

 ○平成２３年度政府法案   ２兆９４百億円 
                 一次補正後     ２兆７３百億円 

 ○特措法を踏まえた額        ２兆６１百億円 

※ 子ども手当は、支給月が６月、１０月、２月とされ、４か月分をまとめて支給。平成２３年度予算には、各支
給月に対応した平成２３年２月～平成２４年１月分を計上（平成２４年２，３月分は平成２４年６月支給となり、

平成２４年度予算に計上）   

※公務員分を含めた数字。［ ］内は平成23年度一次補正後予算。 

子ども手当に関する給付額（平成２３年度） 
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【0歳～3歳未満】 

【3歳～小学校修了前】 

【中学生】 

1万円 

国 
10/10 

1万円 

1万円 

（被用者） 

5千円又は1万円 

事業主 
7/10 

国 
1/10 

地方 
2/10 

国 
10/10 

国 
10/10 

国 
1/3 

地方 
2/3 

国 
1/3 

地方 
2/3 

国 
10/10 

5千円 

平成23年10月以降の子ども手当交付金の算定について 

児童手当分 

児童手当分 

児童手当分 

所得制限額 

所得制限額 

所得制限額 

（非被用者） 

 所得制限を設けないため、
特例給付や所得制限超に係
る者については、児童手当
（又は小学校修了前特例給
付）の費用負担割合を適用。 
 これに伴う地方負担の増
（左記の   部分）を対
象に、特例交付金を確保。 
（なお、地方特例交付金部
分については、調整中。） 

 

5千円 

5千円 
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①親のいない子ども 
②強制入所の場合等の親が監
護生計要件を満たしていない
子ども 

③それ以外の子ども 

（親が監護生計要件を満た
す場合のみ） 

児童手当制度時 × × ○（親へ支給） 

平成２２年度の対応 
△（安心子ども基金で施設へ

支給） 
△（安心子ども基金で施設へ

支給） 
○（親へ支給） 

○児童養護施設に入所している子ども等については、従来は、親による監護生計要件を満たす場合
のみ、直接その親に対して支給していたところ。今般の法律においては、子どもに着目して、国内に
居住する子どもを極力制度の対象としていくという考えの下、全ての子を支給対象とする。 

23年度子ども手当特措法 ○（施設へ支給） ○（施設へ支給） ○（施設へ支給） 

約11,000人（安心こども基金の見込値） 

約40,000人（社会福祉施設等調査等） 

施設に入所している子どもに関する対応について 

【支給対象者】 施設の設置者 

【支給額】  ０歳～３歳未満   一人（一律）  15,000円 

               ３歳～中学校修了 一人（一律）  10,000円 

  ※施設の設置者に、第何子という概念が存在しないことや、入所している子の間で 

               支給額に差をつけることについての公平性の観点等から、３歳～中学校修了まで 

               の子については、一人あたり一律10,000円を支給。 

【対象施設等】 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、 

               重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、里親、 

                                        救護施設、更正施設、婦人保護施設等 
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児童福祉施設等へ入所等している子どもに係る子ども手当支給事務（例） 

都道府県（措置担当部門） 
〔児童相談所〕 

児童福祉施設等 
（施設設置者等） 

措置 

Ｂ市 Ａ市 

②通知 

③消滅処理 

④所属庁の連絡 

認定請求 認定・支給 

入所時（措置入所の場合） 

（入所） 

○ 都道府県（※1）の措置により、児童福祉施設等（※2）に入所している子どもにかかる手当については、施
設設置者・里親等への支給となるが、これまでは当該子どもの保護者に支給されていたことから、当該子ど
もの保護者との二重支給を防止する必要がある 

○ このため、都道府県が保護者の住所地の市町村へ措置した旨を通知することにより、二重支給を防止し、
適切な認定を担保する 

  ※１：救護施設及び更生施設の場合は市及び福祉事務所設置町村を含む。それ以外の施設（婦人保護施設を除く）については、指定都市及

び児童相談所設置市を含む（以下、（１）及び（２）において同じ。） 

    ※２：児童福祉施設等：小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児

施設、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、救護施設、更生施設、婦人保護施設 

都道府県 
子ども手当担当部門 

①情報提供 

措置決定通知 措置決定通知 

保護者 
（受給者） 

子ども 
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（学校） 

保 護 者 

③ 
申出書 
配付 ④ 

申出書 
提出 

（教育委員会） 

⑤申出書と申出
者リストを提出 

（子ども手当担当部門） 

⑦ 
徴収対象 

者等が 

決定した 

旨の連絡 

⑧徴収対象者等が決定
した旨の連絡 

⑨’申出者について 

子ども手当から徴収
する旨の周知 

⑩子ども手当支払 
（徴収後） 
支払通知 

申出による子ども手当からの学校給食費等の徴収にかかる事務の流れ（例） 

① 

申出書様式
の送付 

②申出書の配布
及び回収依頼 

⑨申出者について 

子ども手当から徴収
する旨の通知 

⑥申出書と 
申出者 
リスト送付 
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現物サービス拡充のための新たな交付金(子育て支援交付金)について 

 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき、待機児童「先取り」プロジェクト関連事業
や、地方独自の子育て支援サービス（現物サービス）を拡充する事業の実施に必要な経費に充てるための交付金を交付し、
子ども及び子育て家庭を支援する。 ＜平成２３年度予算：５００億円＞ 

［国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消
｢先取り｣プロジェクト事業］ 
 
 平成22年10月に設置された「待機児童ゼロ特命チーム」によ
り、同年１１月２９日に取りまとめられた「国と自治体が一体
的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト」における
具体的施策のうち、原則、待機児童数が１０人以上（平成２２
年１０月１日時点）の市区町村が実施する次の事業。  
ア グループ型小規模保育事業 
  複数の家庭的保育者が同一の場所で保育を実施する。１グ 
 ループは原則３人（対象児童９人）までとし、各々の家庭的 
 保育者に補助者を配置する場合等は、対象児童を１５人まで 
 とする。  
イ 認可外保育施設運営支援事業 
  児童福祉施設最低基準を満たすことを基本として、質の確 
 保された認可外保育施設に対し、運営に要する費用の一部を 
 補助する。 

［地方独自の子育て支援推進事業］ 
 
 市町村独自の子育て支援事業の新たな取組及び既に実施して
いる事業の更なる拡充等、幅広い取組を推進する。  
① 地域の実情を踏まえて市町村が独自に行う子育て支援事業 
 のうち、新規事業  
② 既に実施している事業の拡充を行う場合の当該拡充部分  
③ 従来の次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）の児童 
 人口配分による事業  
《交付対象外》 
 ・金銭給付（利用者負担軽減は対象） 
 ・既存の地方単独事業への財源充当 
 ・国の他の補助金等の対象経費 
 ・国の他の補助金等の地方負担分への充当 
 ・「認可外保育施設運営支援事業」の実施要件を満たさない 
  認可外保育施設への新たな運営費助成 
 ・施設整備を目的とする事業 

 

［次世代育成支援対策推進事業］  
 次世代育成支援対策推進法第８条第１項に規定する市町村行動
計画に基づき市町村が実施する、乳児家庭全戸訪問事業（こんに
ちは赤ちゃん事業）、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業
等の事業。 
（従来の次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）の「特定事 
 業」及び「その他の事業」。）。 

 

［子育て支援環境整備事業 ］   
 従来の児童育成事業のうち、民間児童館の活動推進や児童委員
等の研修、母親クラブなど地域組織の活動を支援する以下の事業。 
  ○民間児童館活動事業 
  ○児童福祉施設併設型民間児童館事業 
  ○地域子育て環境づくり支援事業 
  ○地域組織活動育成事業 

 

《子育て支援交付金 交付対象事業》 
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対象事業 交付基準の考え方 交付基準額 

１．国と自治体が一体的に取り組む 
 待機児童解消｢先取り｣プロジェク 
 ト事業  

①グループ型小規模保育 
 事業  
 児童育成事業費における
家庭的保育事業と同等の交
付基準 
 
②認可外保育施設運営支援 
 事業 
 安心こども基金の認定こ
ども園事業費（幼稚園型認
定こども園の保育所機能部
分）と同等の交付基準 

①グループ型小規模保育事業 
 ○家庭的保育者経費：児童1人当たり月額 52,200円  
 ○家庭的保育支援者経費 
  ア 保育者6人以上に対し配置する場合:支援者1人当たり年額 4,527,000円 
  イ 保育者3～5人に対し配置する場合:支援者1人当たり年額 2,263,000円  
 ○連携保育所又は実施保育所経費 
  ア 基本分：1か所当たり年額 800,000円 
  イ 加算分 保育者1人につき年額 120,000円  
 ○家庭的保育補助者経費  
   補助者を配置している家庭的保育者に、児童1人当たり月額25,000円 

②認可外保育施設運営支援事業 
 児童1人当たり月額：乳児72,000円､ １･２歳児39,000円､  
           ３歳児15,000円､ ４歳以上児12,000円 

２．地方独自の子育て支援推進事業 

児童人口による配分額と、
児童数が少ない市町村にも
一定の交付額を配分するた
めに設定する定額分を合算
して交付。 

以下の①及び②の合算額を交付（３事業以上実施の場合には加算を行う。）。 
 ①定額分：1市町村当たり2,000,000円  
 ②児童人口配分額 
  平成23年4月1日現在の各市町村における児童人口（0歳～1５歳の児童数。 
  ただし、平成８年4月1日以前に生まれた児童を除く。）に応じて、次に 
  より算出された額。 
  ア 児童人口3千人未満：配分基礎額284,000円×3  
  イ 児童人口3千人以上1万人未満 
     配分基礎額284,000円×（当該児童人口/１千人）  
  ウ 児童人口1万人以上 
     配分基礎額284,000円×｛10＋(当該児童人口－１万人)/1,500人｝ 

３．次世代育成支援対策推進事業 
従来の次世代育成支援対策
交付金の交付基準と同様。 

 実施要綱（評価基準）に基づく基準点数に基づき交付額を算出。 

４．子育て支援環境整備事業 

従来の児童育成事業におけ
る各事業の交付基準と同様。 

 ①民間児童館活動推進事業  1か所当たり年額 児童館：1,800,000円、児童センター：2,969,000円 

 ②児童福祉施設併設型民間児童館事業  1か所当たり年額 9,951,000円 

 ③地域子育て環境づくり支援事業  都道府県、指定都市、中核市1か所当たり年額 935,000円 

 ④地域組織活動育成事業  1か所当たり年額 189,000円 
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対象事業 国庫負担割合 実施主体・負担割合 

１．国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消 
 ｢先取り｣プロジェクト事業  
 ①グループ型小規模保育事業  
 ②認可外保育施設運営支援事業 

①の事業及び②の事業のうち既に市町村よ
り補助を受けている施設への支援 

１／３ 

・市町村１／３（都道府県１／３）  
・指定都市・中核市２／３  

②の事業のうち上記以外の事業 
１／２ 

・市町村１／４（都道府県１／４）  
・指定都市・中核市１／２ 

２．地方独自の子育て支援推進事業 

定額（１／２相当） 
（児童人口配分と定額の併用） 

 
※３事業以上実施する場合は加算を行う。 

指定都市、中核市、市町村   １／２ 

３．次世代育成支援対策推進事業 定額（１／２相当） 指定都市、中核市、市町村   １／２ 

４．子育て支援環境整備事業   
 ①民間児童館活動事業  
 ②児童福祉施設併設型民間児童館事業  
 ③地域子育て環境づくり支援事業  
 ④地域組織活動育成事業 

①、②及び④の事業 
１／３ 

・市町村１／３（都道府県１／３）  
・指定都市・中核市２／３ 

③の事業 
１／３ 

・都道府県、指定都市、中核市 ２／３ 
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現物サービス拡充のための新たな交付金(子育て支援交付金)の 
交付申請事務の流れについて 

市 町 村 

国 

直接補助② 
内示 

直接補助① 
事前協議 

直接補助③ 
交付申請 

直接補助④ 
交付決定 

県事業③ 
交付申請 

間接補助② 
内示 

県事業④ 
交付決定 

県事業① 
事前協議 

県事業② 
内示 

間接補助④ 
交付決定 

間接補助① 
事前協議 

【直接補助事業】  
交付された交付金の実施事業への配分は、 

交付決定額の範囲内で市町村の裁量により決定。 

都 道 府 県 

間接補助③ 
交付申請 

【直接補助事業】  
     ○地方独自の子育て支援推進事業  
     ○次世代育成支援対策推進事業 

【間接補助事業】 
 ○国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取 
  り」プロジェクト事業 
 ○子育て支援環境整備事業 

【間接補助事業】  
交付された交付金の実施事業への配分は、都道府県 
からの配分額の範囲内で市町村の裁量により決定。 

交付された交付金の市町村への配分は、交付 
決定額の範囲内で都道府県の裁量により決定。 

※ 市町村又は都道府県において、直接補助事業又は間接補助事業 
 で交付決定額を上回る事業費が必要となった場合は、国は、予算 
 の範囲内で変更交付決定を行う。 都道府県は、市町村が実施す

る事業に対して補助を行う 
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交付金執行にかかる今後のスケジュール 

 
 
交付金執行について、今後のスケジュールは下記のとおり予定して

います。 
なお、審査業務等の進捗状況に応じて変動することもありますので、

ご了承ください。 
 
 

８月２６日   「平成２３年度における子ども手当の支給等に関する

特別措置法」成立 

 

９月１日   交付要綱（案）、実施要綱（案）を自治体へ送付 

 

９月８日   全国子ども手当担当課長会議 

 

９月中～下旬 「平成２３年度における子ども手当の支給等に関する

特別措置法施行令」及び「平成２３年度における子ど

も手当の支給等に関する特別措置法施行規則」公布予

定 

交付要綱、実施要綱、事前協議を自治体あて正式送付 

 

９月末    自治体からの事前協議額登録〆切 

※対象事業を実施しておらず、事前協議不要の場合

は、その旨公文にて回答すること 

※提出先・提出方法については事前協議通知を再度

確認すること 

 

１０月中      事前協議額に基づく交付決定額を内示 

内示額による交付申請書の提出を依頼 

交付決定 
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事業名 担当係 内線

全体総括 育成環境課　育成環境係 石田 柴田 7910

　　グループ型小規模保育事業

　　認可外保育施設運営支援事業

　　新規事業

　　既存事業の拡充分

　　平成２２年度において次世代育成支援交付金
　　の交付を受けていた事業

　　●一時預かり事業（＠保育所以外）

　　○子育て支援ネットワーク事業

　　○次世代育成支援人材養成事業

　　●地域子育て支援拠点事業（ひろば型） 総務課少子化対策企画室　計画係 國松 鳥原 7793

　　●乳児家庭全戸訪問事業
　　　 （こんにちは赤ちゃん事業）

　　●養育支援訪問事業

　　○子どもを守る地域ネットワークの機能強化事
業
　　　　（関係機関の連携強化）
　　●ファミリー・サポート・センター事業 職業家庭両立課　勤労者家族係 鈴木 佐藤 7858

　　●子育て短期支援事業
　　　 （ショートステイ・トワイライトステイ）

家庭福祉課母子家庭等自立支援室　母子係 香取 栗栖 7892

　　●地域子育て支援拠点事業（児童館型） 育成環境課　育成環境係 石田 柴田 7910

　　●地域子育て支援拠点事業（センター型） 保育課　予算係 西浦 当新 7927

　　●一時預かり事業（＠保育所）

　　○へき地保育事業

　　○家庭支援推進保育事業

　　○子どもの事故予防強化事業 母子保健課　母子保健係 鈴木 桝谷 7938

　　民間児童館活動事業

　　児童福祉施設併設型民間児童館事業

　　地域子育て環境づくり支援事業

　　地域組織活動育成事業

今井 西村 7947

2.地方独自の子育て支援推進事業

3.次世代育成支援対策推進事業（●特定事業、○その他事業）

育成環境課　予算係

育成環境課　育成環境係 石田 柴田

育成環境課　健全育成係

笹田
長谷川
勝田

7907

4.子育て支援環境整備事業

担当者名

二ノ宮 佐藤

子育て支援交付金

平成２３年度事業別担当者一覧

総務課少子化対策企画室　子育て支援係 巣瀬 平川

1.国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト事業

保育課　保育係

総務課虐待防止対策室　調整係

7950

保育課　地域保育係 胡内
平井
島田

7928

佐々木
友田
木下

7909

7910

7800
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子ども手当特別措置法施行に伴うシステム改修経費について 

～安心こども基金を活用～ 

 

【 概 要 】 

○  子ども手当の円滑な実施を図るため、その準備のための市町村（特別

区を含む。）における臨時的な経費となるシステム改修経費については、

必要があれば、都道府県に設置される安心こども基金の地域子育て創生

事業を活用して実施することができる。 

○  具体的には、同事業に定める事業内容のうち、「子育て支援施策に係る

事務の効率化を図るための電子システム化の取組」の一環として実施。 

 

【助成対象】   

市町村（特別区を含む） 

 

【補助率】   

定額（国 10/10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  来年度以降予定される恒久制度に対応したシステム改修経費については、

別途、23年度中に国からの補助を検討。 

安心こども基金管理運営要綱 

【別添 12】地域子育て創生事業（抄） 

 ２ 事業の内容等 

（１）事業の内容 

都道府県又は市町村は、次に掲げる支援について、地域の実情に応じた創意工夫

のある取組を実施する。 

   ⑫ 子育て支援施策に係る事務の効率化を図るための電子システム化の取組 
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