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修正することもあり得ますのでご承知置きください。 
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（子どもの国内居住要件） 

問１ 留学等の場合については子どもの国内居住要件の例外とするとのことですが、具体的

にどのような場合が例外となるのですか。 

（答） 

 ○ 「留学その他の厚生労働省令で定める理由」で日本国内に住所を有しない子どもにつ

いては、国内居住要件の例外となり、支給対象となります。 

 ○ 「留学」については、以下の全ての要件を満たすものが該当します。（省令で規定予

定） 

① 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して３年を超えて

住所を有していたこと 

② 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこ

と 

③ 日本国内に住所を有しなくなった日から３年以内のものであること 

○  また、上記「留学」の②及び③を満たすもので、日本国内に住所を有しなくなった

前日までに日本国内に継続して３年を超えて住所を有していたことに準ずる基準（別

途定める予定・検討中）を満たす者についても、国内居住要件の例外とする予定です。 

 

問２ 留学の場合、留学先の学校種別は問わないのでしょうか。例えば、日本でいう幼稚園

に通っている場合も留学となりますか。 

（答） 

  留学については、問１の答のとおり、「教育を受けることを目的として外国に居住し

ており、父母等と同居していないこと」を要件とするため、留学している国において、

留学先の機関が教育を目的とした機関と位置づけられているか等により判断すること

となります。 

  個別ケースにおいて、疑義が生じた場合は、子ども手当管理室にご照会ください。 

 

問３ 「留学」についてはどのように確認すればよいのですか。 

（答） 

 請求者からの「海外留学に関する申立書」（※）や留学先の学校における在学証明書

等、当該事実を証明する書類により確認（従前の日本国内での居住状況については、住

民基本台帱や国内の学校における在学証明書等により確認）することとなります。 

※ 「海外留学に関する申立書」の様式例は、別途お示しします。 

 

問４ ３年以上の期間を定めた留学である場合は支給要件に該当しますか。 

（答） 

   問１の答のとおり、「③ 日本国内に住所を有しなくなった日から３年以内のもので

あること」が「留学」の要件となりますので、予め３年以上の期間を定めた留学であっ

ても、日本国内に住所を有しなくなった日から３年以内であれば支給の対象となります。 
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問５ 子どもが留学中である場合には在学証明書といった添付書類が必要になりますが、外

国語によって記載されている場合に翻訳書は必要ですか。必要である場合には、従前と

同様に翻訳書を作成する翻訳者は日本国内に居住する第三者に限定されますか。 

（答） 

   外国語で記載された在学証明書等については、従前通り国内に居住する第三者による

翻訳書を添付して提出していただくことが適当と考えます。 

 

問６ 住民票を移動せずに、1 年以上に渡って海外の学校に留学するような場合も法第 3 条

に定める「留学」に該当しますか。 

（答） 

   日本国内に住所を有するか否かは住民基本台帱法に基づく住民票によることとなり

ますが、ご照会のケースについては、住民基本台帱等の関係部門と連携し、居住実態や

医療保険等の他制度の取扱いも踏まえ、適切な住所の認定を行った上で、子ども手当の

事務処理を行うこととなります。 

 

問７ 子どもにも国内居住要件が設けられたことにより、外国人の子どもについても、受給

資格者と同様、在留資格等の確認が必要になると考えてよろしいですか。 

（答） 

○ 外国人の子どもについては、在留資格があることに加え、国内居住の状況については、

外国人登録法に基づく外国人登録原票によるものとなります。 

○ しかしながら、外国人登録が行われている外国人であっても、短期滞在の在留資格で

あるもの等は「日本国内に住所を有するもの」には該当しない取扱いとなります。 

 

問８ 市町村においては外国人の子どもが再入国許可を得て出国した場合は出国の事実が

把握できませんが、再入国の有効期間内に再入国をした場合は日本国内に住所を有する

者として取り扱われることとなるのでしょうか。 

（答） 

 ○ 再入国許可を受けて出国した場合には、原則として当該者に係る外国人登録が行われ

ている間は、いまだ日本国内に住所を有する者として取り扱うこととなります。 

 ○ 仮に、再入国の有効期間内に子どもが再入国しなかった場合には、当該子どもに係る

子ども手当の受給権を子どもが出国した日に遡及して消滅させ、手当の返還請求を行う

こととなります。 

 ○ なお、出国期間が 1 年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認

められる場合には、当該期間は支給要件に該当しないものと考えられます。 
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（未成年後見人） 

問９ 未成年後見人を確認するための書類はどのようなものがありますか 

（答） 

   子どもの未成年後見人については、当該子どもの戸籍抄本に記載されていることから、

認定請求時等に子どもの戸籍抄本を添付して申請してもらうことにより確認すること

となります。 

 

問１０ 未成年後見人でなくなったことの確認はどのように行うでしょうか。 

（答） 

 ○ 未成年後見人は後見する子どもの戸籍抄本により確認することとなります。未成年後

見人であることに疑義が生じた場合は、戸籍抄本の提出を求め、未成年後見人でなくっ

ている場合は、その日に遡及して受給権を消滅させ、手当の返還請求を行うこととなり

ます。 

 ○ なお、未成年後見人に対して子ども手当を認定するにあたっては、解任され、又は辞

職した際は速やかに受給事由消滅届を提出する旨、認定通知書に記載することが適当と

考えます。 

 

問１１ 未成年後見人として認定を行った市町村は二重支給を防ぐため、父母の住所地の市

町村への通知することが必要ではないでしょうか。 

（答） 

  未成年後見人が認定請求書を提出する際、子どもに父母がいる場合は、父母の氏名、

住所地などについて申立書（※）を添付してもらい、当該申立書に基づき、父母の住所

地の市町村に父母の認定状況等を確認のうえ、認定することが適当と考えます。 

※ 「申立書」の様式例は、別途お示しします。 

 

問１２ 未成年後見人や父母指定者が公務員である場合の申請先は所属庁となりますか。 

（答） 

   お見込みのとおりです。 

 

問１３ 未成年後見人や父母指定者は子どもの出生順位により支給額は変わるのでしょう

か。 

（答） 

 ○ 未成年後見人や父母指定者については、父母の認定・支給と同様の取扱いとなります。 

 ○ すなわち、未成年後見人等が子ども（18 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日までの

間にある者）を監護し、かつ、生計を同じくしている場合、当該子どもが 3 人以上であ

れば、3 人目以降の子どもは第 3 子の取扱いとなります。 

 ○ また、未成年後見人等に監護し、かつ、生計を同じくする実子がいる場合、実子も含

めて数えることとなります。 
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（父母指定者） 

問１４ 父母指定者の指定日を遡った日付とすることは可能ですか。可能な場合、父母指定

者から申請があった場合は指定日の属する月に請求があったものとみなすことはで

きますか。 

（答） 

○ 法附則第 3 条及び第 4 条に定める経過措置期間においては、父母指定者の指定日を

平成 23 年 10 月 1 日まで遡った日付として差し支えありません。（ただし、父母指定者

を指定する者が 10 月 1 日において現に海外に居住していることが必要。）その場合、

父母指定者が平成 24 年 3 月 31 日までに請求すれば、10 月分から支給されることとな

ります。 

○ 経過措置以降は、指定日は父母等が指定を行った日となり、指定日を遡ることは想定

していません。父母指定者が受給することができるのは、原則として、申請を行った翌

月からの支給となります。 

○ なお、父母指定者が申請を行うにあたっては、父母から指定を受けたうえで、子ども

の住所地の市町村へ届出をする必要があります。 

 

問１５ 父母指定者は父母双方から指定を受けることが必要でしょうか。 

（答） 

   父母指定者は、父又は母のうち、いずれかの者が指定することとなります。 

 

問１６ 父母のうち、父が単身赴任で海外に居住し、母と子どもが国内に居住しており、子

どもの生計は父の送金によって維持されている場合、父母指定者は父母等以外の者と

なるため、母は指定を受けられませんが、この場合、母を認定することはできません

か。 

（答） 

   ご指摘の場合については、母は子どもと監護・生計同一の支給要件を満たしているた

め、父母指定者としてではなく、法第 4 条第 1 項第 1 号に規定する母として、認定す

ることとなります。 

 

問１７ 父母指定者については、子どもと同居することが困難と認められる場合にあっては、

当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者とするとされていますが、「困

難と認められる場合」とは具体的にどのような場合ですか。 

（答） 

  子どもが全寮制の学校に通っており、当該寮において生活しているため、父母指定者

は子どもを監護し、かつ生計を同じくしているにもかかわらず、同居することができな

いような場合が考えられます。 
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問１８ 子どもが全寮制の学校に通っている場合であっても、父母指定者が監護し、かつ、

生計を一にしていれば認定出来るということですが、寮に入っている子どもと父母指

定者の監護生計関係はどのように確認すればよいですか。 

（答） 

○  父母指定者について、子どもが全寮制の学校に通っている等の理由により、子ども

と別居している場合には申請時等に別居監護申立書の提出を求め、監護・生計関係に

ついて確認を行うこととなります。 

○  また、子どもの状況がわかる書類（学校の寮への入寮証明書など）を添付してもら

うこととなります。 

 

問１９ 父母指定者は父母が帰国した時点で消滅ということですが、父母が長期休暇等で一

時帰国した場合でも、住民登録がなされれば父母指定者は消滅という取扱いで差し支

えありませんか。 

（答） 

父母指定者については、子どもの生計を維持する父母等が日本国内に住所を有しない

場合に受給資格者となりますので、帰国している期間に関係なく、住民基本台帱法に基

づく住民票により父母等の住所が日本国内にあるとされている場合は、父母指定者は支

給要件に該当しません。 

 

問２０ 実子にかかる子ども手当受給者が父母指定者に指定された場合、指定にかかる子ど

もの子ども手当については、額改定認定請求となりますか。それとも指定にかかる子

ども分の新規の認定請求が必要ですか。その場合、子ども数の数え方についてはどの

ように取り扱うのですか。 

（答） 

 ○ 実子にかかる子ども手当受給者が新たに父母指定者として請求する場合は、額改定認

定請求を行うこととなります。 

 ○ この場合において、当該受給者にかかる子どもの数は、実子も含めて数えることとな

り、例えば既に実子 2 人分を受給している場合、父母指定者として監護している子ども

も含めて、監護・生計同一の子どもは３人となります。 

  

問２１ 父母指定者が市町村を異にして住所を変更した場合、何らかの届出は必要となりま

すか。また、指定にかかる子どもが住所を変更した場合はどうですか。 

（答） 

 ○ 父母指定者が同居する子どもとともに、市町村を異にして住所を変更した場合、転出

先の市町村に対して改めて認定請求を行うとともに、父母指定者指定届を当該市町村に

届け出ることとなります。 

 ○ 父母指定者と子どもが別居している場合、別居している子どもが市町村を異にして住

所を変更した場合は、子どもの転出先の市町村に対して父母指定者指定届を改めて提出
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することとなります。この場合、別途、子どもの住所変更届を市町村に提出することと

なりますが、その際、父母指定者指定届の届出先市町村から発行される「父母指定者指

定届受領証」を当該住所変更届に添付して提出することとなります。 

 ○ また、父母指定者と子どもが別居している場合で、父母指定者だけが市町村を異にし

て住所を変更した場合は、転出先で改めて認定請求すること以外は特段の届出は必要あ

りません。この場合、転出した父母指定者が転出先の市町村で認定請求した際は、子ど

もの住所地の市町村に対して、父母指定者の指定状況を確認したうえで、認定すること

が適当と考えます。 

 

問２２ 父母指定者として指定される者の範囲はありますか。また、祖父母が子どもの面倒

をみているような場合は祖父母のうち、生計中心者の方を指定しなければなりません

か。 

（答） 

   父母指定者を受ける者については、生計を同じくしていれば足り、ご照会のような場

合、祖父母のいずれも子どもと生計を同じくしていれば、いずれを父母指定者としても

構いません。 

 

問２３ 父母指定者が受給している際に、父母が帰国したが、子どもがいる市町村ではなく、

別の市町村へ転入した場合はどのようにして二重支給を防止するのでしょうか。 

（答） 

 ○ ご照会のようなケースにおいて、仮に父又は母が住所地の市町村へ認定請求した場合、

別居監護の申立書とともに、子どもの属する世帯全員の住民票の写しを添付してもらう

こととなります。 

 ○ 父又は母の認定にあたっては、当該住民票に記載された世帯に属する方の状況や父母

指定者の指定状況を子どもの住所地の市町村に確認したうえで、適切に認定することと

なります。 

 

 

（同居優先） 

問２４ 「同居優先」の要件が適用されるケースと適用されないケースを具体的に教えてく

ださい。 

（答） 

   「同居優先」については、父母が別居し、当該父母が生計を同じくしない場合に子ど

もの生計を維持する程度に関わらず、子どもと同居している者に適用されることとなり

ます。適用・丌適用の具体的ケースについては、以下のとおりとなります。 

  （適用されるケース） 

    離婚協議中である父母が別居しているような場合は、当該父母は生計を同じくしな

いものと考えられ、この場合、子どもの生計を維持する程度に関わらず、同居してい
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る者に支給することとなります。 

  （適用されないケース） 

    仕事上の出張や転勤等で父又は母のいずれかが単身赴任しているような場合は、別

居後も父母は生計を同じくしているものと考えられ、この場合、同居する者ではなく、

生計維持の程度の高い者に支給することとなります。 

 

問２５ 「同居優先」が適用されるのは、離婚協議中で別居している場合とのことですが、

その事実をどのように確認すれば良いですか。 

（答） 

 ○ 請求者（子どもと同居している者）からの申立及び申立にかかる事実を証明する書類

を提出してもらうことにより確認することとなります。 

 ○ 具体的には、配偶者と別居していることや離婚協議中であることなどを申し立てても

らったうえで、当該事実を証明する書類として、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵

便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停丌成立証

明書の写し等を添付してもらうことで確認することとなります。 

 

問２６ 住民基本台帱上は同じ住所を有する父母が、事実上別居している場合、「同居優先」

の要件により、事実上子どもと同居している者を認定して差し支えないですか。 

（答） 

   配偶者からの暴力が認められるような場合を除き、子どもとの同居は基本的には住民

基本台帱上の住所で判断することとなります。 

 

問２７ 離婚協議中で父と別居をしているが、父から生活費を受け取っているような場合で

も同居優先が適用されますか。 

（答） 

   ご照会のようなケースであっても、離婚協議中で別居しているような場合は、生計を

同じくしないと認められるため、子どもと同居している者を認定して差し支えありませ

ん。 

 

問２８ 従前から離婚協議中で別居しているような場合で、手当の支給差止め及び認定保留

をしている状態が続いているような者についても、今回の同居優先の規定に基づいて

認定等の判断をしても差し支えありませんか。 

（答） 

    離婚協議中である父母が別居している場合は、特別措置法における規定に基づき、

子どもと同居している者が受給資格者となります。 

    なお、児童手当や平成 23 年 9 月分までの子ども手当は、支給要件に関する法律の

規定が異なるため、それぞれ別々に、認定に係る判断を行う必要があります。 
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問２９ 同一の住所に離婚協議中の父母が世帯分離している場合、子どもと同世帯の者を認

定することとなりますか。もしくは監護・生計維持要件を確認した上で認定となりま

すか。 

（答） 

  世帯分離をしている場合については、子どもと同じ世帯を構成する者を「同居優先」

の要件により認定することとなります。 

  なお、世帯の実態と公簿上の取扱いに疑義がある場合については、住民基本台帱等の

関係部門と連携し、適切な住所認定を行った上で、子ども手当の事務処理を行うことと

なります。 

 

 

（施設入所等子ども） 

問３０ 支給要件の変更に伴い、10 月以前から入所している子どもについては、従前の受

給資格者は受給事由が消滅することとなりますが、消滅処理をすべき対象者をどのよ

うに把握すればよいですか。 

（答） 

○ 10 月分からは支給要件の変更に伴い、児童福祉施設等に入所している子どもや里親

に委託されている子どもに係る子ども手当については、施設設置者・里親に対して施設

所在地・里親住所地の市町村が支給することとなります。その際、受給資格者が変更と

なる子どもについては、従前の受給資格者に対して 9 月 30 日付で消滅処理を行うこと

となります。 

○ そのため、都道府県等（※）においては、10 月以前に措置決定が行われ、引き続き、

児童福祉施設等に入所している子どもについて、保護者の住所地の市町村へ当該子ども

の措置決定を行っている旨を通知していただきたいと考えています。 

 ○ 都道府県等に上記事務を行っていただくことについては、当省からの通知により、依

頼する予定です。 

※ 「都道府県等」とは、①小規模住居型児童養育事業を行う者、里親及び児童福祉施設の場合は、都

道府県、指定都市及び児童相談所設置市をいい、②救護施設及び更生施設の場合は、都道府県、市

及び福祉事務所設置町村をいい、③婦人保護施設の場合は、都道府県をいいます。 

 

問３１ 施行日以前に措置決定等が行われた施設入所等子どもについては、都道府県が施設

所在地の市町村へ該当する子どもの一覧などを送付するのでしょうか。 

（答） 

○ 施設設置者等が申請を行う際は措置決定通知書等を添付する必要があり、施設等の所

在地の市町村は申請書などに基づき認定に係る判断を行うことができるため、都道府県

が施設所在地の市町村へ該当する子ども全員について、その一覧などを送付する必要は

ありません。 

○ ただし、「特定施設入所等子ども」（父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない
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施設入所等子ども）については、費用負担が他の施設入所等子どもと異なることから、

都道府県、指定都市及び児童相談所設置市から施設等の所在地の市町村に対して、特定

施設入所等子どもにかかる情報（具体的には、施行日前までに安心こども基金による特

別支援事業の対象となっていた子どもの氏名等の情報）を提供いただきたいと考えてい

ます。 

 ○ 都道府県等に上記事務を行っていただくことについては、当省からの通知により、依

頼する予定です。 

 

問３２ 都道府県から保護者の住所地の市町村へ措置決定や措置解除等の情報を通知する

こととなりますが、法令上の根拠を教えて下さい。 

（答） 

○  措置された子どもに係る都道府県から市町村への通知については、法第 33 条の「資

料の提供等」に基づく事務となります。 

○  市町村から法第 33 条の規定に基づく個別の要求はないものの、市町村に施設入所児

童がいる場合は、都道府県に資料の提供を求めることが考えられ、かつ、市町村では

措置を行った都道府県を特定できないことを踏まえ、事務の効率性の観点からこのよ

うな取扱いとすることとしております。 

 ○ 都道府県が通知する事項については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律に定める個人情報の利用又は提供の制限の趣旨に照らし、十分適切な範囲内であると

考えられます。ただし、地方公共団体が保有する個人情報の保護については、条例によ

り定められていること、また、個人情報の内容を踏まえ、その取扱いには十分留意して

下さい。 

 

問３３ 施設等受給者について、同じ月に入所した子どもと退所した子どもが発生した場合、

額改定認定請求（額改定届）については、どのような取扱いとなりますか。 

（答） 

 ○ 入所した子どもについては、「額改定認定請求」が必要となります。また、退所した

子どもについては、「額改定届」が必要となります。 

 ○ ご照会のような場合、額改定認定請求（増額の請求）と額改定届（減額にかかる届）

は別々に提出してもらい、認定処理（通知）についても別々に行うこととなります。 

 ○ なお、同一の市町村内に複数の施設を有する場合、施設設置者等は施設ごとに額改定

認定請求又は額改定届を提出し、市町村においては施設ごとに認定処理を行うこととな

ります。 

 

問３４ 特別措置法の施行の際の施設入所等子どもに関する施設への申請勧奨などは都道

府県が行うのでしょうか。 

（答） 

○ 特別措置法施行の際の施設・里親等への申請勧奨については、各施設・里親等の所
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在地の都道府県等からも行っていただくことが望ましいと考えており、特段のご配慮

をお願いいたします。 

○ 厚生労働省としても各施設の団体や里親団体等を通じて周知を行う予定です。 

 

問３５ 個別の入所時や退所時の申請勧奨は、どのように行うのでしょうか。 

（答） 

都道府県等の措置担当部門等と子ども手当担当部門が連携し、例えば、措置決定通知

書を通知する際に、施設入所等子どもに係る子ども手当の取扱いを説明したリーフレッ

ト等（子ども手当担当部門が作成・依頼）を同封することにより、保護者や施設設置者・

里親等に対して、申請の勧奨や消滅届提出を促す等の取組をお願いいたします。 

 

問３６ 子どもが児童福祉施設等に入所することとなった場合、その子どもの保護者は受給

事由消滅届の提出しなければならないのでしょうか。それとも当該事実を確認した市

町村が職権による消滅処理を行うことが基本なのでしょうか。 

（答）  

○ 受給資格者は支給を受けるべき事由が消滅したときは速やかに受給事由消滅届（減

額の場合は額改定届）を提出する必要があることから、まずは、子どもの保護者に受

給事由消滅届又は額改定届の提出を求めることとなります。 

○ 求めに応じず、当該届の提出がされない場合には職権により消滅処分又は額改定処

分を行って差し支えありません。 

 

問３７ 都道府県から措置決定を行った旨の通知を受けた子どもについて、その父母から当

該子どもに係る子ども手当の認定請求があった場合、当該措置が継続されているかど

うかをどのように確認すればよいですか。 

（答） 

 ○ 措置解除を行った際は、都道府県等から保護者の住所地の市町村に対して、その旨を

通知する仕組みを考えており、それに基づき確認することとなります。なお、措置解除

決定通知書の写しの提出を求めて確認することも考えられます。 

 ○ 都道府県等に上記事務を行っていただくことについては、当省からの通知により、依

頼する予定です。 

 

問３８ 里親が里子と実子の両方を養育している場合に、出生順位は里子も含めて計算する

のでしょうか。また、兄弟で施設に入所している場合も支給額は出生順位に関係なく

決まるのでしょうか。 

（答） 

○ 施設入所等子どもについては、兄弟で入所等している場合であっても、出生順位に

関わりなく、支給額が決まります。 

○ また、ご照会のケースのように、里親が里子と実子の両方を養育している場合は、
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里子にかかる手当は施設等受給資格者として、実子にかかる手当は一般受給資格者と

して、別々に認定することとなります。 

○ したがって、実子にかかる認定にあたっては、実子の中で出生順位を数えることと

なります。 

 

問３９ 施設設置者等が受給資格者となるのは措置決定日になりますか。また、措置決定が

なされた時点では、保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の

理由であって家庭において子どもを養育することを一時的に困難とするものにより、

２か月以内の期間を定めた措置であったものが、その後、その期間が延長されること

となった子どもの取扱いはどうなりますか。 

（答） 

○ 措置決定日をもって、施設設置者等が受給資格者となります。ただし、その措置が、

①小規模住居型児童養育事業を行う者、里親又は児童福祉施設に対して行われる措置

であって、保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由であ

って家庭において子どもを養育することを一時的に困難とするもの（※）により、２

か月以内の期間を定めて行われたものである場合、②その他の施設に対して行われる

措置で、２か月以内の期間を定めて行われたものである場合、③通所の措置である場

合は、施設設置者等が受給資格者とはなりません（引き続き子どもの保護者が受給者

となります。）。この場合、都道府県等から保護者の住所地の市町村への情報提供は丌

要です。 

○ また、当初は上記の２か月以内の期間を定めて措置されたものの、その後、長期間

の措置が必要だと判断され、２か月超の長期間の措置や期間の定めのない措置への変

更が決定された場合は、その時点（その措置の変更が決定された日）から施設設置者

等が受給資格者となります。この場合、都道府県等から保護者の住所地の市町村への

情報提供が必要です。 

○ なお、引き続き子どもの保護者が受給資格者となる、上記の、①一定の理由による

２か月以内の期間を定めた措置や、②その他の２か月以内の期間を定めた措置、③通

所の措置については、措置決定通知書に、一定の理由、２か月以内の期間、通所であ

る旨の記載がある場合に、これらの措置に該当することとなります。 

※ 「保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由であって家庭において

子どもを養育することを一時的に困難とするもの」とは、具体的には、次のような理由をいい

ます。 

① 保護者の疾病 

② 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児丌安など身体上又は精神上の理由 

③ 出産、看護、事故などの家庭養育上の理由 

④ 冠婚葬祭、出張や公的行事への参加など社会的な理由 

 

問４０ 措置決定がされた場合に、施設設置者等の申請に対し、子ども手当はいつから支給
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されるのでしょうか。 

（答） 

平成 24 年 2 月 29 日までに措置決定されたことにより、同年 3 月 31 日までに申請

（額改定認定請求を含む。）をした場合は、措置決定がされた月の翌月分から支給され

ます。 

 

問４１ 入所又は委託の措置の決定がされたが、措置される期間が未定の場合の取扱いを教

えて下さい。 

（答） 

措置決定通知書に措置の期間が未定と記載されている場合や、措置の期間についての

記載がない場合は、施設入所等子どもに該当し、施設設置者等が受給資格者となります。 

 

問４２ 施設所在地・里親住所地の市町村は、施設設置者・里親からの子ども手当の申請が、

施設入所等子どもに該当しない短期間の入所等措置や、通所の措置ではないことを、

どのようにして確認するのですか。 

（答） 

 ○ 施設設置者・里親が受給資格者とはならない短期間の入所等措置や、通所の措置では

ないことについては、都道府県等から施設・里親に交付する措置決定通知書に、一定の

理由、2 か月以内の期間、通所である旨が記載されていないかどうかによって確認しま

す。 

 ○ 施設・里親に対する措置決定通知書にも、保護者に対する措置決定通知書と同様に、

一定の理由、2 か月以内の期間、通所に該当する場合にはその旨を記載していただくこ

とについては、当省からの通知により、依頼する予定です。 

 

問４３ 10 月 1 日付で措置決定や措置解除が行われた施設入所等子どもの取扱いを教えて

下さい。 

（答） 

○ 施行日において、施行日以前より引き続き児童福祉施設等に入所している子どもや

里親等へ委託されている子どもについては、施設設置者等が経過措置期間中（平成

24 年 3 月 31 日まで）に申請を行えば、10 月分から支給されます。 

○ 10 月 1 日付の措置決定により、新たに施設入所等子どもとなった子どもについて

は、施設設置者等が経過措置期間中に額改定請求を行えば、11 月分から支給される

こととなります。なお、10 月分については、当該子どもの父母等が支給要件を満た

している場合は、子どもの父母等が経過措置期間中に申請を行えば、その者に 10 月

分が支給されます。 

○ また、10 月 1 日付で措置解除された場合については、10 月分は施設設置者等が経

過措置期間中に申請を行えば、支給されますが、11 月分以降は子どもの父母等が申

請を行う必要があります。なお、10 月 1 日以降に措置解除された子どもについてそ
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の父母が申請を行う場合には経過措置は適用されません。 

 

問４４ 施設設置者が同一の市町村内に複数の施設を有する場合、認定は施設ごとに行うの

ですか。 

（答） 

  お見込のとおりです。 

 

問４５ 施設ごとに認定請求を行うとのことですが、施設の分園にいる子どもの分は本体施

設分とまとめて申請するのでしょうか。 

（答） 

お見込のとおりです。なお、本体施設と施設の分園の所在地である市町村が異なる場

合は、施設の分園にいる子どもの分も含めて、本体施設の所在地の市町村へ申請するこ

ととなります。 

 

問４６ 公務員である里親が施設入所等子どもの申請を行う場合の申請先は所属長ではな

く住所地の市町村になるのでしょうか。その際、実子がいる場合は実子については所

属長に申請するのでしょうか。 

（答） 

お見込みのとおりです。 

 

問４７ 民間施設を退所した子ども等に係る未支払の子ども手当については、いつ、誰に対

して支払われることとなるのですか。 

（答） 

民間施設を退所した子ども（里親委託されている子どもの一部が委託解除された場合

の委託解除された子どもを含みます。）に係る未支払の子ども手当については、受給者

である施設設置者・里親が市町村に対して、法第 11 条第 2 項による「未支払の子ども

手当の請求」を行うことにより、退所等した子ども又はその法定代理人に定時払期に支

払われるようにすることができます。施設設置者・里親に対しては、退所等した子ども

に支払われた額を除いた分が定時払期に支払われます。 

なお、「未支払の子ども手当の請求」を行わずに、施設設置者・里親が支払を受ける

こともできますが、支払を受けた後、子ども又は法定代理人に引き渡すことが必要です。 

 

問４８ 婦人保護施設に入所している子どもについて、施設設置者に子ども手当が支給され

るのは、どのような場合ですか。 

（答） 

   婦人保護施設に入所している子どもであって、2 か月以内の期間を定めて入所してお

らず、かつ、子どものみで構成する世帯に属している者で、そのうちに中学校修了前の

子どもがいる場合に、施設設置者に支給されることとなります。具体的には、中学生が
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単身で入所している場合や、高校生とその子が入所している場合などが考えられ、前者

の場合は当該中学生の分の子ども手当が、後者の場合は当該高校生の子の分の子ども手

当が、施設設置者に支給されます。 

都道府県においては、施設設置者が受給者となる子どもについては、入退所時の市町

村への通知を行っていただきたいと考えており、これについては、当省からの通知によ

り、依頼する予定です。 

 

問４９ 児童相談所での一時保護が２か月以上になった場合の取扱いを教えて下さい。 

（答） 

○ 児童福祉法第３３条第１項又は第２項に基づく一時保護の期間中は、当該一時保護

期間が２か月を超えた場合であっても施設設置者等が支給要件を満たすこととはなり

ません。 

○  したがって、２か月以上の一時保護により、当該子どもの分の子ども手当を受給し 

ていた者は、子どもが児童福祉施設等へ入所したことや里親等へ委託されたことによ

る受給事由消滅には該当しませんが、受給者が引き続き監護・生計要件を満たしてい

るか確認する必要があります。 

 

問５０ 施設入所等子どもの子ども手当から施設入所に係る保護者負担金を徴収すること

はできますか。 

（答） 

施設入所等子どもにかかる子ども手当の受給者は施設設置者等となるため、当該子

ども手当から保護者が支払うべき保護者負担金を支払うことはできません。 

 

問５１ 施設等受給者は、子ども手当から学校給食費等の支払を行うことができますか。 

（答） 

   学校給食費等の措置費でカバーされている費用については、子ども手当からの支払を

行うことは、適当ではありません。 

 

問５２ 施設設置者等に支給された子ども手当の使途や管理方法はどのようになるのでし

ょうか。 

（答） 

施設設置者等に支給された子ども手当については、他の財産と区分し、それぞれの子

どもに資するように用いなければなりません。詳細については各施設の最低基準等で規

定する予定です。 

 

問５３ 施設入所等子どもについて新たに子ども手当を管理するための口座を開設する必

要がありますか。また、安心こども基金による特別支援事業の際に活用した口座で子

ども手当を管理してもよいのでしょうか。 
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（答） 

施設設置者等に支給された子ども手当については、他の財産と区分する必要がありま

すので、原則として、当該子ども名義の新規の口座開設が必要となります。なお、安心

こども基金の特別支援事業で活用した口座で子ども手当を管理することは差し支えあ

りません。 

 

 

（申出による学校給食費等の徴収） 

問５４ 学校給食費等が私会計（学校限りで処理している会計）である場合、当該費用にか

かる債権者は、例えば給食の食材提供業者等になりますが、子ども手当から徴収した

費用については、市町村がそれらの債権者に直接支払うこととなるのですか。 

（答） 

   市町村が債権者に直接支払うことも可能ですが、学校長を通して債権者（食材提供業

者等）に支払うことも可能です。ただし、その場合は地方自治法第 180 条の 2 及び地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づき、自治体の長の権限に

属する予算執行の事務の一部を学校長や学校職員に委任又は補助執行できるようにし

ておく必要があります。（既に措置されている市町村については丌要です。） 

 

問５５ 学校給食費等を子ども手当から徴収する場合は予め対象者にその旨を通知する必

要がありますか。  

（答） 

   保護者に対する通知については、保育料の特別徴収とは異なり、法律による義務は課

されていませんが、適切な支給事務の確保の観点から、学校給食費等を子ども手当から

徴収する旨などを保護者に通知することが望ましいと考えます。 

 

問５６ 受給者からの申出を断ることはできるのでしょうか。 

（答）  

子ども手当からの学校給食費等の徴収については、先ずその実施の有無を各市町村で

決めることとなりますが、実施することとした場合、受給者からの申出を断ることは適

当ではないと考えます。 

 

問５７ 子ども手当から徴収できる費目に優先順位を市町村で定めることは可能ですか。 

（答）  

子ども手当から徴収できる費目について、優先順位は定めておりませんが、各市町村

において、徴収する必要性が高いと判断されたものを、優先的に徴収することは差し支

えありません。 

なお、優先順位を設ける場合には、それも含めて保護者に説明したうえで、申出（同

意）いただくことが必要と考えます。 
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問５８ 子ども手当から徴収できる学校給食費等については、いつ発生した分となりますか。 

（答）※平成 23 年 2 月 10 日全国児童福祉主管課長会議資料の訂正 

 ○ 平成 23 年度の子ども手当から徴収できる学校給食費等については、法令等により、

その範囲（何年度の何月期分を徴収できるか）をお示しする予定はありません。 

 ○ したがって、学校給食費等を支払うべき保護者からの申出があれば、例えば平成 22

年度中の分について、平成 23 年度子ども手当から徴収することも可能です。 

  ※ 上記回答のとおり、平成 23 年 2 月 10 日全国児童福祉主管課長会議資料「子ども手当関係別冊

②」の４ページ①(ｲ)については訂正いたします。 

  

問５９ 生活保護や就学援助により学校給食費等の給付を受けている者についても徴収で

きますか。 

（答） 

   生活保護・就学援助により学校給食費等が直接、学校長等に支給されることが可能で

あるため、子ども手当から徴収する必要はありません。 

   仮に、徴収する場合については、担当部局と相談、調整し決定することとしてくださ

い。 

 

問６０ 本人の申出による学校給食費等の徴収は私立の学校においても適用されますか。 

（答） 

   法第 25 条第 2 項による学校給食費等の子ども手当からの支払いについては、各市町

村の判断で、私立の学校における学校給食費等も対象とすることは可能です。 

 

 

（保育料の特別徴収） 

問６１ 保育料の特別徴収を実施するかどうかは市町村の判断によるのでしょうか。 

（答） 

法第 26 条第１項においては、「子ども手当の支払いをする際に保育料を特別徴収す

ることができる」と規定されており、保育料の特別徴収を市町村に義務付けているもの

ではないため、実施するかどうかは各市町村の判断によることとなります。 

 

問６２ 保育料が子ども手当の支給額を超えた場合、特別徴収の金額は受給者単位でまとめ

て計算する（他の子どもの支給分からも徴収する）という取扱いでよいですか。 

  （例）○受給者：子ども手当受給額 25,000 円 

・子どもＡ（小学生）10,000 円 

・子どもＢ（3 歳未満）15,000 円 

○子どもＢの保育料＝25,000 円 

この場合、25,000 円を特別徴収できるか。 
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（答） 

   特別徴収を行うことができるのは特別徴収を行う保育料の対象となる子どもの子ど

も手当の支給額の範囲内の金額となり、子どもごとに計算することとなります。したが

って、ご照会のケースでは、特別徴収することができる保育料の額の上限は 15,000 円

（子どもＢに係る子ども手当額）となります。 

   

問６３ 滞納債権となっている過去の保育料についても、法第 26 条の規定に基づいて特別

徴収できますか。 

（答） 

○ 法第 26 条の規定は、児童福祉法第 56 条第 3 項の規定により保育料を徴収する場合

において、子ども手当から徴収する方法を新たに規定したものです。 

○ 一方で、児童福祉法第 56 条第 10 項においては、指定の期限内に保育料を納付しな

い者があるときは、国税等の滞納処分の例により処分することとなっており、滞納債権

となっている過去の保育料については、この規定に基づいて処理されることとなり、法

第 26 条の規定に基づく特別徴収の対象にはなりません。 

 

問６４ 子ども手当から特別徴収できる保育料の範囲を具体的に教えてください。 

（答） 

 ○ 保育料を子ども手当から徴収する場合には、平成 23 年度の保育料（平成 23 年 10 月

から平成 24 年 3 月までの間に行われた保育に係るものに限る。）を徴収するものとす

る予定です。（政令に規定する予定） 

  ※ なお、平成 23 年 2 月 10 日全国児童福祉主管課長会議資料「子ども手当関係別冊②」の 2 ペー

ジにおいてお示しした特別徴収できる保育料の範囲については訂正します。 

問６５ 子ども手当は父が受給しており、保育料は母が支払っている場合、当該父母の子ど

もにかかる保育料を父に支給される子ども手当から特別徴収することはできますか。 

（答） 

○ 保育料の徴収基準額における階層区分については、児童と同一世帯に属して生計を一

にしている父母及びそれ以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合に限る。）のすべ

てについて、それらの者の課税額の合計額により行うこととされています。 

○ したがって、子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母は、いずれも保育料

を支払うべき扶養義務者となるため、このような場合は、父に支給される子ども手当か

ら特別徴収して差し支えありません。 

 

 

（認定請求・経過措置等） 

問６６ 現在、支給が差し止めとなっている受給者も認定請求を行うことができるのですか。 

（答） 

10 月からは新しい法律に基づく認定・支給を行うこととなるため、支給対象となり
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得る全ての方が認定請求を行うことができます。 

    

問６７ 今回の認定請求の際に、支払希望金融機関に変更がない場合は従前の口座情報をそ

のまま引き継ぐ旨の案内をすれば、認定請求書の支払希望金融機関欄の記載を求めな

くてもよいでしょうか。 

（答） 

   認定請求書の記載事項については、請求者の意思に基づいて記載されることが必要で

すが、請求者の便宜を考慮し、かつ、請求者の意思を反映した請求となることが確保で

きれば、市町村において取扱いを工夫していただいて差し支えありません。 

 

問６８ 高校生の子どもを別居監護している場合に認定請求書の添付書類として当該子ど

もの属する世帯全員の住民票の写しが必要ですか。 

（答） 

   18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの子どもを別居監護している場合は、

当該全ての子どもについて、当該子どもの属する世帯全員の住民票の写しの添付が必要

となります。 

 

問６９ Ａ市からＢ市への転出予定日が 10 月 1 日以降の日付である方が、9 月中に転出届

を提出した場合、認定請求の取扱いはどのようになりますか。 

（答） 

 ○ 子ども手当特別措置法における「住所を変更した日」は、従前どおり転出予定日とな

ります。したがって、ご照会のようなケースの場合、10 月分はＡ市が支給し、11 月以

降の分はＢ市が支給する取扱いとなります。 

 ○ その際、Ａ市に対する認定請求は、原則として 10 月 1 日以降、経過措置期間中に行

っていただくこととなりますが、請求者の便宜を考慮し、9 月中に認定請求書を受け付

け、子ども手当特別措置法の施行後に、当該法律に基づく子ども手当の認定請求書とす

る旨の請求者の意思を確認し、併せて、当該法律に規定される支給要件を確認したうえ

で、施行後に認定する取扱いも差し支えありません。 

 ○ また、Ｂ市に対する認定請求については、経過措置の対象とはならないため、Ａ市か

らは当該請求者に対して、10 月 1 日以降、速やかにＢ市に対して認定請求をするよう、

勧奨に努めるとともに、Ｂ市においても、転入の際に勧奨するなど、請求漏れが生じな

いよう、お取組みをお願いします。 

 

（その他） 

問７０ 子ども手当交付金について、今回の特別措置法に伴い、平成 23 年度予算において、

予算科目に変更はありますか。 

（答） 

これまでと変更なく、予算科目は（項）児童手当及子ども手当交付金（目）子ども手
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当交付金となります。 

  

問７１ 子ども手当システム改修費について、予算計上はどのように行うことになるのです

か。 

（答） 

 ○ 今回の子ども手当特別措置法に対応したシステム改修については、安心こども基金の

地域子育て創生事業として実施していただくこととなります。 

 ○ なお、24 年度以降に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、

安心こども基金の執行状況も踏まえ、今年度中に国から補助を行うことを検討していま

す。 

 


