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コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」
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令和４年４月26日

原油価格・物価高騰等に関する
関係閣僚会議

● 真に生活に困っている方々への支援措置の強化（厚生労働省、内閣府）

 低所得の子育て世帯11に対する子育て世帯生活支援特別給付金（児童一人当たり
一律５万円）をプッシュ型で給付する。

11 支給対象は、低所得のひとり親世帯（児童扶養手当受給者等）とその他低所得の子育て世帯（住民税均等割が非課税
の子育て世帯）である（それぞれ直近で収入が減少した世帯等を含む）。



低所得のひとり親世帯：都道府県、市（特別区を含む）
及び福祉事務所設置町村

その他低所得の子育て世帯：市町村（特別区を含む）

① 児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯）

② ①以外の令和４年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯

（その他低所得の子育て世帯）

※②の対象となる児童の範囲は①と同じ

（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童（障害児の場合は20歳未満））

児童一人当たり一律５万円

全額国庫負担（１０／１０）
※ 実施に係る事務費についても全額国庫負担

① 低所得のひとり親世帯：令和４年４月分の児童扶養手当受給者について、可能な限り６月までに支給（申請不要）

※ 直近で収入が減少した世帯等についても、可能な限り速やかに支給（要申請）

② その他低所得の子育て世帯：令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和４年度分の住民税均等割
が非課税である者について、課税情報が判明したのち、可能な限り速やかに支給（申請不要）

※上記以外の者のうち、対象児童を養育する者で、令和４年度分の住民税均等割が非課税である
者（例：高校生のみ養育世帯）や直近で収入が減収した世帯等についても、可能な限り速やか
に支給（要申請）

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

◎ 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世
帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う。

（１）支給対象者 （２）給付額

（６）スケジュール

（４）費用（３）実施主体

（５）予算額

２，０４３億円（事業費１，８８９億円、事務費１５４億円）
※令和４年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

○ 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面す

る低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活

の支援を行う。

全額国庫負担（10／10）

※事務費についても全額国庫負担

４．費用

２，０４３億円（事業費１，８８９億円、事務費１５４億円）

※令和４年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

５．予算額（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分との合計）

児童１人当たり一律５万円

２．給付額

都道府県、市（特別区を含む）
及び福祉事務所設置町村

３．実施主体

① 令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている者（申請不要）

② 公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない者
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

③ 令和４年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者

１．対象者

①の対象者には可能な限り６月までに支給（申請不要）

②・③の対象者についても、可能な限り速やかに支給（要申請）

６．スケジュール
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○ 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て

世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う。

○ 本給付金は公金受取口座登録法上の「特定公的給付」に指定されたため、マイナンバーを利用した管理や

課税情報等の確認が可能。これにより、対象者の多くに申請不要で支給できる見込み。

２，０４３億円（事業費１，８８９億円、事務費１５４億円）

※令和４年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

５．予算額（ひとり親世帯分との合計）

① 令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和４年度分の住民税均
等割が非課税である者（申請不要）

② ①のほか、対象児童（令和４年３月31日時点で18歳未満の子（障害児については20歳未満）※）の養育者で
あって、以下のいずれかに該当する者（要申請）

※ 令和４年４月以降令和５年２月末までに生まれる新生児も対象とする

１．対象者

①の対象者には、令和４年度分の住民税均等割が非課税である者の判明以降、可能な限り速やかに支給

②の対象者についても、可能な限り速やかに支給（要申請）

６．スケジュール

全額国庫負担（10／10）

※事務費についても全額国庫負担

４．費用

児童１人当たり一律５万円

２．給付額

市町村（特別区を含む）

３．実施主体

・令和４年度分の住民税均等割が非課税である者

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４年度分の住民税均等割が非課税である
者と同様の事情にあると認められる者（家計急変者）

※ 「特定公的給付」とは、個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれ
がある災害又は感染症が発生した場合に支給されるもの等として内閣総理大臣が指定するものをいう。
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）について
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子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務の概要

令和4年度
住民税
非課税者
（※２）

令和4年1月
1日以降の
家計急変者

i) 令和4年4月分児童手当受給者

ii) 令和4年4月分特別児童扶養手当受給者

iv) その他
（15歳年度末経過後の児童のみ養育する者など）

支給金額：児童手当の算定児童（※１）数 ×５万円
（※１）児童手当の対象児童（１５歳年度末までの児

童）及びその１８歳年度末までの兄姉

支給金額：特別児童扶養手当の対象障害児数 ×５万円

支給金額：対象児童数 ×５万円
子の養育関係等は児童手当の認定事務に準じて確認

v) 令和4年4月分児童手当受給者

vi) 令和4年4月分特別児童扶養手当受給者

viii) その他
（15歳年度末経過後の児童のみ養育する者、児童手当受給資格
のない者など）

 子の養育関係等は、v・vi・viiは児童手当・特別児童扶養手当の情報によ
り確認。受給していなければ、児童手当の認定事務に準じて確認

※

児
手
・
特
児
の

重
複
分
は
調
整

ひ
と
り
親
世
帯
分
を
支
給
済
の
児
童
の
分
を
除
く

積極支給

申請に
基づき支給

||

支給する旨を対象者に
通知後、一定期間内に
受給拒否届出がなけれ
ば振込（≒申請不要）

（※２）本給付金は公金受取口座登録法上の「特定公的給付」に指定された（令和４年６月１日指定）ため、税情報等の活用が可能になる。（本資料「４」参照）

※

既
に
積
極
支
給
済
の

児
童
の
分
を
除
く

iii) 新規児童手当・特別児童扶養手当受給者
支給金額：新規対象児童数 ×５万円

vii) 新規児童手当・特別児童扶養手当受給者



8

２０歳未満

１８歳年度末

１５歳年度末

低所得ひとり親
＝ひとり親給付金対象者

その他世帯（非課税）

（障害児）

その他世帯
（低所得以外）

算定児童（※１）

（※１）算定児童：児童手当の支給対象児童及び、その18歳年度末までの
兄・姉である児童（＝児童手当法第四条第一項第一号に
規定する支給要件児童）

（障害児）

積極支給（※２）

特別児童扶養手当対象児

（
障
害
児
）

（
障
害
児
）

給付金（その他世帯分）支給対象

要申請

（※２）積極支給：支給する旨を対象者に通知後、一定期間内に受給拒否届
出がなければ振込（事実上の申請不要）

その他世帯
（家計急変）

子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）対象児童の全体像（令和4年５月末まで）

児童手当対象児童

（令和4年4月
以降に生ま
れる新生児
も含む）

世帯類型
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２０歳未満

１８歳年度末

１５歳年度末

非課税世帯 家計急変のうち
年収770-960

（特児停止/児手対象）

算定児童（※１）

（※１）算定児童：児童手当の支給対象児童及び、その18歳年度末までの
兄・姉である児童（＝児童手当法第四条第一項第一号に
規定する支給要件児童）

（障害児）

特別児童扶養手当対象児
（養育要件②又は④）

（
障
害
児
）

（※２）積極支給：支給する旨を対象者に通知後、一定期間内に受給拒否届
出がなければ振込（事実上の申請不要）

家計急変のうち
年収770万円未満）
（特児支給対象）

子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）対象児童（令和４年６月以降）

児童手当対象児童
（養育要件①又は③）

（令和4年4月
以降に生ま
れる新生児
も含む）

所得による世帯類型

（
障
害
児
）

児童手当受給資格なし（養
育要件⑥）

（
障
害
児
）

家計急変のうち
年収1200以上

（特児停止/児手対象外）

家計急変のうち
年収960-1200

（特児停止/特例給付）

（
障
害
児
）

要申請積極支給 ②で規定

（今回手当する対象）
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① 児童手当受給者
令和４年４月分の児童手当（児童手当法による児童手当（同法附則第２条第１項に規定する特例給付
を含む。）をいう。以下同じ。）の受給者

② 特別児童扶養手当受給者
令和４年４月分の特別児童扶養手当（特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134
号）による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。）の受給者

③ 新規児童手当受給者

令和４年５月から令和５年３月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定（他の市町村か
らの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）又は児童
手当法第９条第１項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
（注：４月以降出生の新生児を含む）

④ 新規特別児童扶養手当受給者

令和４年５月から令和５年３月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定（他の
市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）
又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法（昭和36年法律
第238号）第８条第１項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者

⑤ 高校生等を養育する者
上記（１）①から④までのいずれかに該当する者以外の者のうち、平成16年４月２日から平成19年４月
１日までの間に出生した児童を養育する者であって、令和４年３月31日において日本国内に住所を有す
るもの又は同年４月１日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者

① 令和４年度分の市町村民
税均等割が非課税である者

地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による令和４年度分の市町村民税均等割（同法の規定によ
る特別区民税を含む。以下同じ。）が課されていない者又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）の
条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

② 令和４年１月以降の家計
急変者

上記（２）①に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月以降
の家計が急変し、令和４年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
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子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）：支給対象者

（１）養育要件（①～⑤のいずれかに該当すること）

（２）所得要件（①または②のいずれかに該当すること）

※ （１）①・③のうち公務員は積極支給対象者としない。※ 施設等設置者や、小規模住居型児童養育事業を行う者、法人である未成年後見人は対象外（里親は対象とする）。※ ＤＶ避難者については令和４年
５月25日付事務連絡のとおり取り扱うこと（本資料「３（５）」参照）。

 給付金は、（１）の養育要件のいずれかに該当し、かつ（２）の所得要件のいずれかに該当する者に対して支給する。
（（１）①～④ かつ（２）①に該当する者には積極支給が可能） 積極支給 要申請

⑥ 政令で定める額以上の収入
がある養育者

上記（１）①又から④までのいずれかに該当する者以外の者のうち、児童手当法施行令（昭和46年政令第281号）
第７条に規定する額以上の収入があり、平成19年４月２日以降に出生した児童を養育する者であって、令和４年３
月31日において日本国内に住所を有する者又は同年４月１日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有するこ
とになった者



実施市町村・対象児童の考え方

積極支給のケース
（非課税の児童手当受給者等）

申請による支給のケース
（家計急変者、高校生のみ養育する者等）

支給対象者

対象児童

実施市町村 実施市町村
（事前通知）

支給

申請

【実施市町村】

支給対象者が令和4年
3月31日時点で居住す
る自治体（★）
（令和4年4月分児童
手当の支給自治体）

★ 新規児童手当等受給
者（新生児のケース
等）についてはその
認定をした自治体

【実施市町村】

支給対象者が申請時
点で居住する自治体

５万円
×

対象児童数

支給

【対象児童数】

既に給付金（ひとり親分・その他世帯
分）の算定基礎になったことのある児
童を除いて算定
（重複支給が発生した場合は返金を求
める旨、事前通知書上で本人に通知）

【対象児童数】

既に給付金（ひとり親分・その他世
帯分）の算定基礎になったことのあ
る児童を除いて算定
（他市町村で既に支給済みでないか、
申請書上で本人に確認）

【支給対象者】

令和4年3月31日時点で対象児童を養育する者（★）（児童手当・特別児童扶養手当対象児童の場合、その令和4年4月分受給者）

【対象児童】

平成16年4月2日以降（障害児の場合、平成14年4月2日以降）令和5年2月28日までに出生した者

★ 新規児童手当等受給者（新生児のケース等）については、その初月分受給者を支給対象者とする
上記以外の、新たに中学校修了～１８歳年度末児童を養育するようになった者については、申請時点での養育者を支給対象者とする

★ 家計急変者については、申請時点で対象児童を養育する者とする

５万円
×

対象児童数

1212
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本給付金は、支給対象者及び対象児童によって、以下のとおり「支給実施自治体」と「支給判定基準日（※）」が異
なる。

※支給判定基準日：支給対象者が、対象児童を「養育」しているか、「主たる生計維持者」であるかを判定する日。

支給実施自治体と支給判定基準日について

支給実施
自治体

支給判定
基準日

・積極支給が可能なもの（下図の赤枠）は、「４月分児童手当等支給自治体」又は「児童手当等の新規認定自治体」において積極支給を実施。
（自治体の判断で積極支給ではなく申請による支給とする場合でも、当該自治体において申請受付、支給を行う。）

・積極支給が困難なもの（下図の赤枠以外）は、申請者が申請時に居住している自治体において申請受付、支給を行う。

・基本的にR4.3.31とする。
・ただし、R4.3.31時点では支給対象児童を養育していないなどにより、その時点では養育関係等を確認できない者のうち、

新生児など４月以降に新たに児童手当の受給資格を得るなどした者（５月以降から支給開始）については、児童手当等の認定時点とする。
新たに中学校修了～１８歳年度末児童を養育するようになった者については給付金の申請時点とする。

・家計急変者は給付金の申請時点とする。

支給対象者
R4年度 非課税 R4年度 課税

公務員以外 公務員以外・公務員 公務員 家計急変者

対象児童

障害のない児童 (新規)
障害のない児童

障害児 (新規)障害児 ４月分対象者 新規対象者 障害のない児
童・障害児

(新規)障害のな
い児童・障害児

０歳

中学修了

中学修了以降

18歳年度末

19歳
20歳

（障害児のみ） （障害児のみ）

算
定
児
童

５月以降分児手・特児扶
対象、4/1以降新たに養育
し始めた中学修了以降～

18歳年度末児童、養育要
件⑥を満たす児手受給
資格のない者

４月分児手・特児扶対
象、中学修了以降～18
歳年度末児童、養育要
件⑥を満たす児手受給
資格のない者

５月以降分特児扶
対象

４月分特児扶対象５月以降分児手対
象、4/1以降新たに
養育し始めた中学
修了以降～18歳年
度末児童

４月分児手対象、
中学修了以降～18
歳年度末児童

５月以降児手対象４月分児手対象

（支給自治体）
４月分児手等
支給自治体

（支給自治体）
４月分児手等
支給自治体

（支給自治体）
児手等

認定自治体

（支給自治体）
児手等

認定自治体

（申請受付、支給自治体）

申請者居住自治体

（申請受付、支給自治体）
申請者居住自治体

（基準日）

Ｒ４.３.３１
（基準日）

Ｒ４.３.３１
（基準日）

Ｒ４.３.３１
（基準日）

認定時点
（基準日）

認定時点
（基準日）

認定時点
（基準日）

申請時点

※積極支給が可能であるが、自治体の判断で申請による支給とした場合は、積極支給の実施が可能な
当該自治体において申請による支給を行う。

（基準日）

R4.3.31
（基準日）

申請時点

（申請受付、支給自治体）
申請者居住自治体

（基準日）

R4.3.31
（基準日）

申請時点

（赤枠）
積極支給
が可能



〇 本給付金は、主たる生計維持者（児童の生計を維持する程度の高い者）が令和４年度住民税非課税または非課税相
当（家計急変）である場合に支給。（他の世帯員、たとえば同居の扶養義務者や児童本人の収入は勘案しない。）

〇 主たる生計維持者は、
・児童手当・特別児童扶養手当（以下「児童手当等」）を受給している場合は、児童手当等受給者。
・児童手当等を受給していない場合は、児童手当における考え方に準じて決定（基本的には所得の高い者）。

〇 ただし、家計急変の場合は、直近の所得状況をもとに判定する必要があるため、各養育者の家計急変時点の収入or
所得を申出させ、高い方を主たる生計維持者とする。（児童手当等受給者＝主たる生計維持者としない）

児童の養育状況

積極支給 申請による支給

家計急変児手等を受給
している場合

児手を受給
している場合
（公務員の場合）

児手等を受給
していない場合

① 父 母
児童手当等

受給者
児童手当
受給者

生計を維持する程度の高い者

（児童手当認定と同様の手順で父・母
の所得等を確認）

収入or所得の最も高い者

（父・母の収入or所得を申出させる）

② 母
児童手当等

受給者
児童手当
受給者

母

※ 扶養義務者等の所得確認不要

母

※ 扶養義務者等の収入or所得申出不要

③ 母 父母指定者
児童手当等

受給者
児童手当
受給者

生計を維持する程度の高い者

（児童手当認定と同様の手順で母・父
母指定者の所得等を確認）

収入or所得の最も高い者

（母・父母指定者の収入or所得を申出さ
せる）

④ 母
母の配偶者
（児童の親で
ない場合）

児童手当等
受給者

児童手当
受給者

母

※ 配偶者に児童との養子縁組意思があ
る等の場合、児童手当認定と同様の
手順で母・配偶者の所得等を確認

母

※ 配偶者に児童との養子縁組意思があ
る等の場合、母・配偶者の収入or所得
を申出させる

⑤
未成年後見人

（複数いる場合）

児童手当等
受給者

児童手当
受給者

生計を維持する程度の高い者

（児童手当認定と同様の手順で各未成
年後見人の所得等を確認）

収入or所得の最も高い者

（児童と同居する各未成年後見人の収
入or所得を申出させる）

⑥
その他養育者

（複数いる場合）

児童手当等
受給者

児童手当
受給者

生計を維持する程度の高い者

（児童手当認定と同様の手順で各養育
者の所得等を確認）

収入or所得の最も高い者

（各養育者の収入or所得を申出させる）

支給対象者となる「主たる生計維持者」の特定について

【具体的パターン（例）】 → 【このときの給付金受給者（非課税判定対象）は誰か】

14
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応
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 本給付金は、令和４年度の住民税非課税世帯だけでなく、実質的に住民税非課税と同等の世帯（感染症の影響
により家計が急変し、直近の収入が非課税相当の水準に下がった世帯）に対しても支給する。

 その際、できるだけ簡便な申請に基づき迅速・円滑に給付が行えるよう、簡易に記入・審査が可能な形で判定
基準を設定する。

R４年度は課税

住民税（均等割）

課 税課 税

収入推移

（単位：万円／月）

R3年所得は課税相当水準
→R4年度は課税

16

非課税相当
の所得

非課税相当水準（イメージ）

「家計急変者」の考え方



① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと

② 申請者及び配偶者の年収見込額を比較し、高い方の年収見込額が市町村民税（均等割）非課税（相当）水準以下であること

該当基準

その他世帯分

R4.1以降の
任意の

１か月収入

※所得は、年収から
給与所得控除額、
経費等を減額して
算出 17

判定方法

所得(収入）

・R４.1以降の任意の１か月の収入により経済状態を推定

・収入の種類は給与、事業、不動産、年金
※非課税の公的年金等収入（遺族年金など）は含まない

・収入では要件を満たさない場合、所得でも判定できるように
する。

判定対象者 ・申請者・配偶者のうち収入（所得）が高い方について判定

扶養親族等

の人数
・申請時点における状況で判定

①

②

③

判定方法のイメージ

（参考）ひとり親世帯分

・R2.2以降の任意の１か月の収入により経済状態を推定

・収入の種類は給与、事業、不動産、年金及び養育費
※非課税の公的年金等収入（遺族年金など）を含む

・収入では要件を満たさない場合、所得でも判定できるように
する。

・申請時点における状況（受給資格者、配偶者、扶養義務者）
で判定

・申請時点における状況で判定

家族構成例
非課税相当限度額
（収入額ベース）

非課税限度額
（所得額ベース）

夫(婦)＋子１人（計２人） １５６．０万円 １０１．０万円

夫婦＋子１人（計３人） ２０５．７万円 １３６．０万円

夫婦＋子２人（計４人） ２５５．７万円 １７１．０万円

夫婦＋子３人（計５人） ３０５．７万円 ２０６．０万円

夫婦＋子４人（計６人） ３５５．７万円 ２４１．０万円

（参考）非課税（相当）限度額の考え方
※生活保護級地区分１級地の場合

（所得額ベース）
35万円×世帯人数（注）＋10万円＋21万円

（収入額ベース）
所得ベース限度額＋給与所得控除額

(注)世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶
者および扶養親族（16未満の者も含む）の合
計人数です。

≦年収換算
（×１２月）

「家計急変者」の該当基準と判定方法について



新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少であることは自己申告

18

収入額は任意の１か月の金額を各収入ごとに記載して合計

１か月の収入額を12倍した年間収入見込額と非課税相当収入限度額との比較

添付書類は収入額が確認できる書類のみ

POINT1

POINT2

POINT3

POINT4

POINT3

POINT3

POINT4

簡易な収入見込額の申立書の取扱いについて

POINT2

POINT3

POINT2

POINT1
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応



ひとり親世帯分とその他世帯分の併給調整について①

○ ひとり親世帯分の給付金の支給においては、申請者が既にその他世帯分の給付金を受給したことがある場合には、
支給対象外とする。

→ 支給対象者単位の併給調整

： その他世帯分の給付金の受給者とは異なる者が、ひとり親世帯となった後に、その他世帯分の給付金の算定基礎となったこ

とのある児童を監護等している場合には、支給要件を満たせば、ひとり親世帯分の給付金の受給が可能。

（※）ひとり親世帯分の給付金支給要領等にその他世帯分との併給調整に関する規定等を盛り込んでいる。

○ その他世帯分の給付金の支給においては、

• 所得要件を満たす対象児童の養育者を広く対象とする。（ひとり親世帯分の給付金との併給調整は行うが、世帯
類型がひとり親世帯であることのみをもってその他世帯分の給付金の支給対象から除外されるものではない）

• ひとり親世帯分の給付金との併給調整及び同一給付金を重複支給しないための整理は、「既にひとり親世帯分又
はその他世帯分の給付金の算定基礎となったことのある児童については、その他世帯分の算定基礎としない」と
いう方法で行う。

→ 支給対象児童単位の調整

： 同一の受給者が、異なる児童についてであれば複数回受給可能

 ひとり親世帯であるが、ひとり親世帯分の給付金の支給要件を満たさない（生計を同じくする扶養義務者の所得が所得制限限度額以
上であるため、児童扶養手当が全部支給停止となっている等）場合も、その他世帯分の支給要件を満たせばその他世帯分を受給可
能。

 ひとり親世帯分又はその他世帯分のいずれかを受給済みの者について、養育する児童の数が増加した（新生児など）場合は、増加し
た児童の数を算定基礎とした「新規児童手当受給者」としてのその他世帯分の給付金を受給可能。

 離婚等で子を引き取ったことにより、（元）配偶者にかわって新たに児童手当の認定を受けた者は、当該児童について（元）配偶者
が給付金を受給していなければ、「新規児童手当受給者」として当該児童を算定基礎としたその他世帯分の給付金を受給可能。

○ ひとり親世帯分・その他世帯分双方の支給要件を満たす場合については、制度間での優先順位はなく、上記のルー
ルに則って、先に支給決定がなされた方を優先して支給する。

• 仮にひとり親世帯分の給付金を申請すれば、当該給付金を受給可能な者についても、その他世帯分を積極支給し
てよい。

• ひとり親世帯分・その他世帯分双方を申請可能な場合、支給対象者はいずれを選択して申請してもよい。

20



子Ａ

ひとり親世帯分とその他世帯分の併給調整について②

4月時点 8月

夫 妻

子Ａ

児童手当
受給者

課税

給付金
対象外

夫 妻

児童手当
受給者

離婚

×
非課税

新規児童手当受給者として、その
他世帯分給付金を積極支給

or
支給要件を満たせば、ひとり親世
帯分給付金を受給可能

（いずれか支給決定の早い方）

例１

4月時点

夫 妻

子Ａ

児童手当
受給者

非課税

給付金
支給

例２

子Ａ

8月

夫 妻

児童手当
受給者

離婚

×
非課税

その他世帯分給付金
は不支給
（児童単位で重複）

支給要件を満たせば、
ひとり親世帯分給付
金は受給可能

子Ａ

12月

妻

児童手当
受給者 新生児分につき

その他世帯分給
付金を積極支給

子B（新生児）

4月時点

夫 妻

子Ａ

児童手当
受給者

非課税

給付金
支給

例３

子Ａ

8月

夫 妻

児童手当
受給者

離婚

×

その他世帯分給付金
は不支給
（児童単位で重複）

子Ａ

12月

妻

児童手当
受給者 新生児分につき

その他世帯分給
付金を積極支給

子B（新生児）

ひとり親世帯分給付
金も不支給
（受給者単位で重
複）

【具体的な設例】

21
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応



○実施体制の整備、支給に向けた事務フローの検討
印刷・郵送・広報等の検討

○支給事務に必要な児童手当台帳、特別児童扶養手当台帳、
その他必要情報の準備（必要に応じ都道府県と調整）

○支給対象の抽出等データ照合方法の検討
必要なシステム改修の準備

○予算案作成・提出

児童手当
台帳

特別児童
扶養手当
台帳

ひとり親
給付金
台帳

令和４年度住民税額の決定

○システム改修の実施、チラシや通知などの印刷・郵送の準備

○国より示す実施要綱（例）を参照の上、各市町村において、実施要綱を制定

○特別児童扶養手当等の情報について、可能となり次第都道府県から取得・整理

○広報誌やホームページで本給付金の周知、住民窓口で本給付金の案内チラシの配布
問い合わせ・相談窓口（コールセンター）の設置

国より、支給要領、Ｑ＆Ａ、実施要綱（例）、チラシ（例）を提示

各市町村における準備イメージ

団体により都道府県から
データ提供が必要

１．積極支給（申請不要の支給）

２．申請による支給の受付
23
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応
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支給に必要な情報の整理、支給対象者の抽出（各種情報が入手可能となった後（※））

• ４月分の児童手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当（ひとり親給付（申請不要分））の情報を入手

→ それぞれの手当の受給状況（受給者・対象児童）がわかるように整理

• 令和４年度住民税額が決定され次第、各手当の４月分の受給者の課税状況を確認

（注）未申告者や、令和４年１月１日（課税基準日）時点で他市町村に居住していた者の取扱いについては後述

• 上記情報を突合し、対象者・対象児童を抽出（その時点でのひとり親給付（申請分）との重複も排除）

→ ①４月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者（４月分児童扶養手当受給者を除く）であって、

②令和４年度住民税非課税である者に、ひとり親給付支給済み児童を除いた分を積極給付

（※）本給付金は公金受取口座登録法上の「特定公的給付」に指定された（令和４年６月１日指定）ため、税情報等の活用が可能となる。（本資料「４」参照）

児手台帳 特児扶台帳
ひとり親給
付台帳

課税台帳

データ突合、
抽出

積極支給者リスト

「積極支給」の支給フロー①
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個別通知の発出、受給拒否届出の受付

• 抽出した積極支給者に対して、個別通知を発出

→ ①支給対象であること、②受給拒否を希望する場合には期限内に受給拒否届出を返送いただきたい

こと、③期限までに特段の連絡がなければ児童手当等の指定口座に支給予定であること、④その他

留意事項（受給要件を充たさないことが判明した場合には返還が必要となること等）を案内

支給決定通知の発出、支給

• 拒否届出期間（２週間程度）の経過後、支給決定のうえ、支給額を児童手当等の口座に振込

※支給決定後、対象者に対して、①支給対象者名、②対象児童名、③支給額、④支給口座、⑤その他留意事

項を記載した支給決定通知を送付することも可

• ひとり親分・その他世帯分あわせて、受給者・対象児童・支給日等を統一的に管理

個別通知

（受給拒否届出）

振込

5万円
×

対象児童数

積極支給者
リスト

「積極支給」の支給フロー②
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積極支給者への個別通知、受給拒否届のイメージ

本人確認書類添付箇所

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

様式第１号(第５条関係)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）　受給拒否の届出書

〇〇市区町村長殿

1, 　私は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親
世帯以外分）」の受給について拒否することを、ここに届け出ます。

2, 　本届出により、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）」の受給を拒否する者が本人であることを証明するため、本
人確認資料を下欄に貼付し提出します。

令和　　　年　　　月　　　日

届出者住所

届出者氏名

届出者連絡先　　　　　　　　　　（　　　　　　）

市区町村

受付印



（１）未申告者の取扱い

未申告であるために所得額が不明である者については、例えば、以下のような取り扱いが考えられる

が、各市町村において、住民目線での手続きの簡易さや市町村における事務処理の便宜に照らし、最も

適当と考えられる取扱いとしていただきたい。

（２）１～３月転入者の取扱い

各種手当の４月分の受給者のうち、令和４年１月１日時点で他市町村に居住していた者（転入者）につ

いては、可能な限り以下の（ア）の取扱いにより積極支給するのが望ましいが、各市町村において、住民

目線での手続きの簡易さや市町村における事務処理の便宜に照らし、適当な取扱いを判断いただきたい。

注意すべきケースの例①

A) 申告時期がコロナの影響によって遅れている可能性も考慮して、非課税者（未申告者以外）と未申告者へ

の積極支給のタイミングを分けて対応（まずは可能な限り迅速に非課税者（未申告者以外）への積極支給

を行い、その後、一定期間を経たのちに未申告者への積極支給を行う、など）

B) 要件を充たさなくなった場合の返還が生じるリスクを考慮し、未申告者については、一律に申請を求める

（その際、申告すべき所得がないことを確認する、簡易な申告を行っていただく、など）。

C) 児童手当における事務と同様、所得なし（＝非課税）として取り扱って積極支給。ただし、積極支給の後

に、要件を充たさないことが判明した場合には、当該者に給付額の返還を求める。

ア) 1/1時点居住者への積極支給を可能な限り迅速に行いつつ、転入者についても課税有無を確認（※１）し、

非課税であることが確認でき次第、積極支給。

（※１）「特定公的給付」の指定により、情報提供ネットワークシステムを通じた他市町村の税情報の照会が可能となる（本資料「４」

参照）。

イ) 転入者については一律に申請を求めたうえで、非課税要件を確認（※２） 。

（※２）情報提供ネットワークシステムを通じた確認（本資料「４」参照）、公用照会、申請書への課税証明書添付等の方法によ

る。
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注意すべきケースの例②

（３）障害児と障害のない児童の両方（ともに高校生以上）を養育する世帯

• 障害児と障害のない児童の両方を養育し、その両方が高校生以上である場合、

・ 児童手当受給者ではないため児童手当情報では確認できず、

・ 一方、特別児童扶養手当情報では障害児の方の養育情報のみ確認できる

ことになる。

• この場合、（養育者が令和４年度住民税非課税であれば、）特別児童扶養手当の対象児童×５万円を

まず積極支給した上で、障害のない児童の分は別途申請を行っていただく必要。

• こうしたケースがあることも踏まえたうえで、住民への周知広報に努めていただきたい。

（４）同じ子について、児童手当の受給者と特別児童扶養手当の受給者が異なる場合

対象児童が共通でも、児童手当の受給者と特別児童扶養手当の受給者が異なる場合があり得る。この

場合は、以下の取扱いとしていただきたい。

29

【児童手当受給者、特別児童扶養手当受給者がともに非課税者である場合】

• 支給市町村が同一である場合、児童手当受給者の方に積極支給

• 支給市町村が異なる場合（例：別居監護している父母が児童手当を受給、同居養育している祖父母が特別児童扶養手当を受

給）、児童手当受給者の方に積極支給。

※ ただし、特別児童扶養手当を支給する市町村側で児童手当支給市町村を把握できず、確認に時間を要する場合もあることから、
実際上、「他市町村での支給（重複支給）があったことが判明した場合には返還を求める」旨を十分周知（個別通知書上等で
明記）したうえで、いったん特別児童扶養手当の受給者にも積極支給を行う対応とすることもやむを得ない）

【児童手当受給者、特別児童扶養手当受給者のいずれかが課税者で、もう一方が非課税者である場合】

• 非課税者の方に積極支給
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応



①対象者向け周知・申請勧奨

• 申請を要する支給対象者には、各自治体の事情に応じて適切な周知・申請勧奨を実施。

• 特に対象者である可能性が高い者（例：高校生のみ養育する世帯、生活困窮者向け相談窓口に来訪し

た者等）には、申請書を含む資料を郵送または各種機会を捉えて直接手交するなどの個別周知を含め、

各自治体において効率的な方法を検討。

②申請受付

• 申請は、郵送または窓口で受付（窓口で受け付ける場合、感染症対策及びプライバシーへの配慮に留意）。

• 申請に添付すべき必要書類については、児童手当の運用の例や実施要綱例を参考に市町村において定

める。
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申請を要する対象者への支給フロー①

各市町村にて様々な手法で周知・広報 該当可能性が高い者への個別周知



③審査・決定

• 申請受付後、申請者が支給要件（養育要件、所得要件）を充たしているかどうか確認し、対象児童数

に応じて給付金額を算定し、支給決定。

※金額の計算に当たっては、既に給付金（ひとり親分、その他世帯分）の対象となった児童と重複しないよう留意

• 支給決定後、対象者に支給決定通知を発出。

→ 支給決定通知には、①支給対象者名、②対象児童名、③支給額、④支給口座、⑤その他留意事項を明記

④支給

• 口座に支給額を振込（窓口における現金交付による支給は、口座振込が困難である場合に限り行う）

※ひとり親分・その他世帯分あわせて、受給者・対象児童・支給日等を統一的に管理

※積極支給分を受給済の者であっても、別の子について要申請分を別途受給できることもあるため、支給管理に当

たっては、給付金を受給する養育者ベースでの重複確認ではなく、児童単位での重複確認を行う。

32

申請を要する対象者への支給フロー②

申請

要件審査、
給付額算定

振込

5万円
×対象児童数
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申請を要する対象者層ごとに考えられる周知方法の例

対象者 考えられる周知方法の例

15歳年度末経過後の児
童のみ養育する者

• ホームページなどにおける一般的な広報
• 住民基本台帳から抽出した当該年齢の児童のいる世帯への郵送
• 高校を通じた資料配付

（※都道府県教育担当部局に依頼いただくよう事務連絡を発出）

家計急変者
• ホームページなどにおける一般的な広報
• 住民基本台帳から抽出した児童のいる世帯への郵送
• 福祉事務所、各種相談窓口等における資料設置

公務員である児童手当受
給者

• ホームページなどにおける一般的な広報
• 所属庁からの周知

（※庁内児童手当担当部局に依頼いただくよう通知を発出）

令和4年1月1日以降3月
31日までの間の転入者
（積極支給を行わない場合）

• ホームページなどにおける一般的な広報
• 住民基本台帳から抽出した児童のいる転入世帯への郵送

新規児童手当・特別児童
扶養手当受給者
（積極支給を行わない場合）

• ホームページなどにおける一般的な広報
• 児童手当・特別児童扶養手当の認定時の資料手交・郵送

その他
（税額更正による令和4年度非
課税者など）

• ホームページなどにおける一般的な広報
• 税額更正通知時の郵送
• 自治体税務関係窓口における資料設置
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応
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支給状況の管理

 給付金の支給管理については、ひとり親分給付、その他世帯分給付について、対象児童が重複しないよう管理。

 （ひとり親分とは分けて、）その他世帯分の支給件数・支給額（積極支給分、申請による支給分及び両者の合計）
等を、都道府県とりまとめ（※）の上、毎月７日までに前月分を国に報告。

※政令市、中核市はそれぞれの自治体が報告

＜支給管理方法のイメージ＞

Ａ市共通支給台帳

支給日 種別 受給者
受給者
管理番号

支給額 児童
児童

管理番号

R4/6/X ひとり親分 A山A男 1234567 5万円 A山B男 1357913

R4/6/Y その他世帯分 C野D美 7654321 10万円
C野E子 2468246

C野F太 3693693

… … … … … …

新規申請

ひとり親分
支給記録

その他世帯分
支給記録

児童単位で
重複管理

Ｂ町
Ｃ村

その他世帯分
支給実績

（月次報告） 都道府県（※）

（とりまとめ）

国

当月分を
翌月７日までに報告
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応



ＤＶ避難者の取扱いについて

○ 一定の要件を満たすDV避難者から申出があった場合、児童手当と同様の都道府県経由のルートで、
避難先の居住市町村から避難元市町村に通知（加害者氏名及び被害者が監護する児童の氏名等）。

○ 通知を受けた市町村では、児童手当支給事由消滅処理と合わせ、加害者をその他世帯分給付金不支
給者リストに掲載。（掲載が基準時点の前か後かを問わず、掲載以降は被害者が監護する児童につい
て加害者へのその他世帯分給付金の支給決定は行わない。ただし、リスト掲載前に既に支給決定済み
である場合は、当該決定は取り消さない。）

○ DV避難者は、居住市町村で「新規児童手当受給者」となれば（児童が高校生なら別途申請を行え
ば）、給付金を受給可能（同じ児童について既に支給決定済みである場合を除く）。

※ 事務処理の詳細及び通知等様式については事務連絡（５月25日付）をご参照ください。

居住市町村
（避難先）

手当支給等
市町村

（避難元）

都道府県 都道府県

加
害
者

避
難
者

①ＤＶ申出・
児童手当請求

②居住市町村から居住都道
府県への通知

（避難者が監護することと
なった子の氏名等を含め）

③手当支給等都
道府県に通知

④避難者の居住地情報
を削除した上で、手当
支給等市町村に通知

⑤加害者に給付金支給
済みか否かを確認

→支給決定前なら、不
支給者リストに掲載

リスト掲載以降は
対象児童について

給付金不支給

×

⑤処理結果通知
（支給済みか、不支
給者リスト掲載か）

⑥処理結果通知

⑦処理結
果通知

⑧加害者に支給決定済み
でなければ給付金支給 37



特例法に基づく避難者のうち
 R4.4~R5.3の児扶手受給者（及び
ひとり親給付金の受給者）情報

子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）
原発避難者への支給事務のイメージ

福島県

避難元市町村

避難先都道府県

避難先指定都市

避難先市区町村
（指定都市を除く）

特例法に基づく避難者のうち
 R4.4~R5.3の特児扶受給者情報
 R4.4~R5.3の児扶手受給者（及
びひとり親給付金の受給者）
情報

特例法に基づく避難
者のうち
 R4.4~R5.3の特児
扶受給者情報

本給付金支給リス
トから提供した避
難者情報を消除

特例法に基づく避難者のうち
 R4.4~R5.3の特児扶受給者情報
 R4.4~R5.3の児扶手受給者（及び
ひとり親給付金の受給者）情報

本給付金支給リス
トから提供した避
難者情報を消除

②

㊀

①、㊀及び福島県があ
らかじめ把握している
特例法に基づく避難者
の情報

特例法に基づく避難者から
申請があった場合は、受付を
行った上で、直接回付

＜避難元＞ ＜避難先＞

① ③

※福祉事務所未設置町村は除く

38
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応



都道府県のご協力をお願いする事務

とりまとめ

・管内市町村からの質問のとりまとめ

・管内市町村（指定都市・中核市を除く）の本給付金支給実績のとりまとめ
締切：当月分を翌月７日までに

管内市町村への
データの提供・更
新

・ひとり親給付の受給者データの管内市町村（福祉事務所未設置町村に限る）へ
の提供（積極給付の準備のため）・更新（可能な限り日次に近い頻度で）

・特別児童扶養手当の受給者データの管内市町村（指定都市を除く）への提供
（積極給付の準備のため）・更新（変更あり次第速やかに）

個別事務

・ＤＶ避難者対応
（※事務処理の詳細及び通知等様式については事務連絡（５月25日付）を参照ください。）

・原発避難者対応
（※事務処理の詳細については事務連絡（５月25日付）を参照ください。）

補助金関係 ・国庫支出金の交付に関する事務の一部を都道府県に委託

周知・広報

・各高等学校を経由して高等学校生徒にチラシを配布
（※児童福祉担当部局より教育担当部局に対して依頼いただくよう事務連絡を発出）

・給付金支給開始までの間の当面の生活支援策に関する周知広報（市町村とも連携）

※ 本資料「５」を参照

40
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応



これにより、例えば、以下のような対応が可能となる。

① 令和４年１月１日（令和４年度分住民税の課税基準日）に他市区町村に住所を有していた者につ
いても、マイナンバー制度に基づく情報連携によって、他市区町村の市町村民税情報を取得する
ことが可能。

② 要申請となる者（例：高校生以上である障害のない児童のみを養育する世帯等）について、申請書に個人番
号を記載してもらうことにより、申請者個人を一意に特定することが可能。

特定公的給付の指定について

子育て世帯生活支援特別給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等
に関する法律」（令和３年法律第38号。以降「公金受取口座登録法」という。）第10条の規定における
「特定公的給付」に指定された（令和４年６月１日）。これにより、以下が可能となる。

地方税法第22条における守秘義務が解除され、地方税情報の利用が可能となる。また、税情報以外の児童手当等の情報
についても、各地方公共団体の個人情報保護条例において、目的外利用の適用除外の要件として「法令の規定に基づく
場合」等の規定がある場合は、一般的には、当該要件に該当するものとして、受給者・対象児童・登録口座等の情報を
活用することが可能となると考えられる。

1. 本給付金の支給要件確認等のために必要となる地方税情報、児童手当情報、特別児童扶養手当情
報、児童扶養手当情報を、本給付金の事務のために取得・利用することが容易になる。

これにより、市区町村が保有する各種情報を活用して、支給対象者の大宗をあらかじめ特定し、
積極支給を行うことが可能となる。

2. 支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施
するための基礎とする情報等を個人番号（マイナンバー）を利用して管理することができる。

42



公的給付の迅速かつ確実な支給のため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータルにあ

らかじめ登録し、行政機関等が当該口座情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的
給付の支給のためマイナンバーを利用して管理できることとする。

（参考）公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の概要

１．公的給付支給等口座の登録

預貯金者は、公的給付の支給を受けることができる一の預貯金口座を、以下いずれかの方法により内閣総理大臣に申請し、マイナン

バーとともに登録を受ける。

①マイナポータルからオンライン申請、②預貯金者の同意により、行政機関が取得又は保有する口座情報の提供、③金融機関における

登録申請

２．行政機関等への口座情報の提供

行政機関の長等は、公的給付の支給等に必要があるとき、内閣総理大臣に対し、登録された口座情報の提供を求めることができる。

３．特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施のための仕組み

⑴ 特定公的給付

内閣総理大臣は、

①国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの 又は

②経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの、 を特定公的給付として指定する。

⑵ マイナンバーを利用した管理

行政機関等の長は、特定公的給付の支給に係る情報について、マイナンバーを利用し管理することができる。

※施行日：公布日から２年以内（特定公的給付に係る規定は公布日、金融機関における申請は公布日から３年以内）

＜予算関連法案＞
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第三章 特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置

（特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理）

第十条 行政機関の長等は、特定公的給付（個別の法律の規定によらない公的給付のうち、

国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した

場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給される

ものとして内閣総理大臣が指定するものをいう。）の支給を実施しようとするときは、支

給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を

実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することができる。

（資料の提出その他の協力）

第十一条 行政機関の長等は、前条に規定する情報の管理に関する事務のために必要があ

ると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求める

ことができる。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、

その求めに応じなければならない。

44

（参考）公金受取口座登録法における特定公的給付関係の条文
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２．公金受取口座登録法関係

（１）（略）

（２）特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施【公布日施行】

① 「特定公的給付」とは、個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響

を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの等として内閣総理大臣が指定す

るものをいうこと（第10条関係）。

② 行政機関の長等は、特定公的給付の支給を実施しようとするときは、支給要件の該当性を判定する必要があ

る者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して

管理することができるものとすること（第10条関係）。

③ 行政機関の長等は、②の情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等

に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができるものとし、この場合において、当該求めを受

けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないものとすること（第11条関

係）。

（３）情報連携の対象範囲の拡大（附則第８条及び第９条の規定によるマイナンバー法別表第２の改正関係）

① 特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務について、地方税関係情報を情報

連携の対象に追加すること【公布日施行】。

② 公的給付の支給等に関する事務について、公的給付支給等口座登録簿関係情報を情報連携の対象に追加する

こと【公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行】。

（参考）「デジタル改革関連法等の公布について（通知）」（R3.5.19）の抜粋
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４．留意事項

（１）～（２）（略）

（３）特定公的給付の指定について

① 特定公的給付については、指定告示（別添６）により「令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金」が指定

されていること。

また、当該給付金に係る個人番号利用事務の内容については別表第１告示（別添７）を、情報連携の対象範

囲については別表第２告示（別添８）を、住基ネットの利用が可能である点については改正住基別表省令

（別添３）を、それぞれ参照すること。

なお、当該給付金に係る事務の詳細については、別途、厚生労働省等から通知される見込みであること。

② 特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務に係るマイナンバー法第28条の規

定による特定個人情報保護評価の手続については、給付主体が特定個人情報保護評価を事前に実施すること

が困難である場合には、特定個人情報保護評価に関する規則（平成26年特定個人情報保護委員会規則第１

号）第９条第２項の規定（緊急時の事後評価）の適用対象となり得るものであること。

なお、この点については、個人情報保護委員会と調整済みであること。また、具体的内容については、別添

11（令和３年１月26日開催第164回個人情報保護委員会配布資料）を参照すること。

③ 公金受取口座登録法第11条の規定（上記２．（２）③を参照）に基づき、地方税関係情報（※）に係る資料

の提出その他必要な協力の求めがあった場合に、当該求めに応じることについて、地方税法（昭和25 年法

律第226 号）第22条の守秘義務に抵触しないものと解されることについては、総務省から各地方公共団体の

税務担当部局宛て、別添12「特定公的給付の支給の実施における地方税関係情報に係る資料提出の求めへの

対応について（通知）」（令和３年５月19日付け総税市第19号通知）を参照すること。

なお、この点については、資料の提出その他必要な協力をマイナンバー法別表第２に基づく情報連携により

行う場合も同様であること。

※ 地方税関係情報：地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報

（参考）「デジタル改革関連法等の公布について（通知）」（R3.5.19）の抜粋
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（参考）総務省自治税務局市町村税課長によるR3.5.19付通知の抜粋

～特定公的給付の支給における地方税関係情報に係る資料提出の求めへの対応について～

災害等の緊急時における公的給付の支給の実施を迅速かつ確実に実施するため、「公的給付の支給等の迅速か

つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」（令和３年法律第38 号。以下「公金受取口座登録

法」という。）が令和３年５月12 日に成⽴し、同月19日から一部が施行されました。

同法の施行に伴い、同日以降、公金受取口座登録法第10 条の規定に基づき内閣総理大臣が特定公的給付に指

定した場合には、支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報を個人番号を利用して

管理することができるとともに、同法第11 条の規定に基づき、行政機関の長等は、他の行政機関の長等に対し

て、資料の提出その他必要な協力を求めることができることとされたところです。

公金受取口座登録法第10 条に定める特定公的給付の支給の実施に当たって、同法第11条の規定に基づき、当

該支給を実施する行政機関の長等から地方税関係情報に係る資料の提出その他必要な協力の求めがあった場合に

おいて、当該求めに応じることについては、地方税法第22 条（昭和25 年法律第226 号）の守秘義務に抵触しな

いものと解されるところですので、適切に御対応いただきますよう、お願いいたします。

また、貴都道府県内の市区町村に対しても、この旨周知されるようお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第245 条の４（技術的な助⾔）に基づくものです。
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５．令和４年度における対応



標準的な事務フロー①

１）各種情報の整理と積極支給者の特定

 ４月分の児童手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当の支給情報【受給者・対象児童（児童手当の場合、対象児

童の兄姉である16-18歳の児童を含む）・登録口座等】と、令和４年度分住民税の課税情報を、それぞれ整理。
 上記情報を突合して積極支給の対象者（下記A~Cの要件を充たす者）を抽出。

A) ４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者であり、

B) ひとり親分の給付金を受給しておらず（＝４月分の児童扶養手当を受給しておらず、データ突合時点までにひとり親給

付金の申請・支給がなされていない者）、

C) 令和４年度の住民税が非課税である者（※未申告者の扱いは各市区町村において検討・判断）

◎突合前の段階での各種情報には、本給付金の支給対象者ではない児童手当等の非受給者や住民税の課税者が含

まれる。特定個人情報の取扱いに際しては以下の点を十分に踏まえたうえ、具体の事務を構築いただきたい。

• 支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報については、マイナンバーを利用し

て特定個人情報の庁内連携・管理を行うことが可能（庁内連携に当たり条例改正は不要）であるが、その場

合には、判定の対象とした者の全体が特定個人情報保護評価における特定個人情報ファイルの対象人数に含

まれることに留意が必要（特定個人情報保護評価のしきい値判断に影響）。

• 本給付金の支給対象者ではない者に係る特定個人情報の取得・利用を慎重に行うこととし、この段階（各種情

報整理と積極支給者の特定）では特定個人情報を取り扱わない運用とする場合、当該者のマイナンバーと個人情報

が紐づかないようにする方法として、例えば、以下の方法が考えられる。

① 給付金事務の担当課は、児童手当等の担当課及び税務担当課に対して、４月分の各手当の受給者等リスト及び
課税台帳のリストを、それぞれ、市町村内で用いている統合宛名番号等と紐づけた形で提供してもらうよう依
頼。個人番号と紐づいて管理されている各種情報へのアクセスは各手当や税務の担当課がその事務の範囲内で
行い、給付金担当課は抽出されたアウトプット（個人番号なし）を利用。

② 児童手当等の担当が給付金事務の担当を兼ね、児童手当等の既存システムのサブシステムを構築して給付金事
務を行う場合、給付金用のサブシステムでは、アクセス制御等によって個人番号と紐づいた形でのデータ参照
はできない形とする（個人番号以外の情報は参照可能）。
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標準的な事務フロー②

２）転入者への対応

 １）にて各手当と税情報を突合した結果「４月分の児童手当等の受給者（除くひとり親分既受給者）

であるが税情報なし」である者は、1/2以降に転入してきた者であり、当該者の税情報は1/1時点で居

住していた他市区町村が保有。

 これらの者の税情報の確認は、住民目線での手続きの簡易さや、市区町村における事務処理の便宜に

照らし、最も適当と考えられる扱いとしていただきたい。考えられる取り扱いは以下のとおり。

【積極支給とする場合】

A) 該当者に対してマイナンバーを紐づけたうえで、情報連携によって他市区町村における課税有無を確認（情報提供

ネットワークシステムを使用した情報照会【後述】）のうえ、非課税者であることが確認できれば積極支給

情報提供ネットワークシステムを使用した情報照会を利用できない/しない場合には、該当者の1/1居住市区町村への公用

照会（郵送等）によって課税有無を確認し、非課税者であることが確認できれば積極支給

【申請支給とする場合】

B) 申請書にマイナンバー記載欄を設ける等によって申請者にマイナンバーを紐づけて、情報連携によって他市区町村

における課税有無を確認（情報提供ネットワークシステムを使用した情報照会【後述】）。

※ 1/1時点の住所地の確認は、申請書に記載してもらうことを想定しているほか、住基ネットを利用して確認することも可能。

情報提供ネットワークシステムを使用した情報照会を利用できない/しない場合には、申請書に記載された1/1時点居住

市区町村への公用照会によるか、申請書の添付書類として非課税証明書等の提出を求めることによって課税有無を確認

マイナンバー制度に基づく情報連携によって税情報を確認する場合、

・ A)の場合は、４月分の児童手当等受給者のうち1/1時点の住所地が他市区町村である者全員

・ B)の場合は、申請者のうち1/1時点の住所地が他市区町村である者

が特定個人情報を取り扱う対象者※となる（特定個人情報保護評価のしきい値判断に影響）。

※配偶者・養育児童の状況もマイナンバー制度に基づく情報連携を行う場合には、それらの者を含む。 50



標準的な事務フロー③

３）申請者への対応

 市区町村において保有している情報によって支給対象者であることを事前に特定できない者（例：高校

生以上である障害のない児童のみを養育する世帯、公務員世帯）については、申請に基づき支給。

 その際、申請書にマイナンバー記載欄を設けておけば、申請受付市区町村において申請者個人を一意に

特定することが容易となり、また、非課税者分の申請者が1/1時点で他市区町村に住所を有していた場

合には情報連携によって税情報を確認することも可能（※1/1時点の住所地の確認は、申請書に記載してもら

うことを想定しているほか、住基ネットを利用して確認することも可能）。

※家計急変者については課税者であるため税情報の確認は必要としないが、マイナンバーを紐づければ本人特定は容易。

【申請支給（非課税者分）の場合の確認事項】

• 申請書の記載事項等に基づき対象児童の養育者であることを確認したうえで、

• 主たる生計維持者（養育者が複数いる場合は最も所得が高い者）が非課税者であることを確認し、

※1/1時点住所地が他市区町村である場合、マイナンバー利用の情報連携のほか、公用照会又は非課税証明書等添付の方法によって確認。

• すでに支給済みとなっていないか（ひとり親分を含む）を確認

マイナンバーを利用する場合には、申請者及び配偶者等※が特定個人情報を取り扱う対象者となる（特定個

人情報保護評価のしきい値判断に影響）。※養育児童にもマイナンバーを紐づける場合には、当該児童を含む。

４）支給実績の管理

 本給付金（ひとり親分を含む）の支給者・対象児童については、統合宛名番号等で紐づけたうえで支

給実績を管理（マイナンバーを紐づけて管理することも可能）。

マイナンバーを紐づけて支給台帳を管理する場合には、支給者・対象児童の全員が特定個人情報を取り扱う

対象者となる。※配偶者等も台帳に記載する場合には当該者も含む。 51
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１．市区町村における本給付金事務における市町村民税情報の取得に当たっては、令和４年６月１日～令和５年３月31
日までに限り、次の(１)又は(２)の事務手続を使用して情報照会を実施できることとする。その際、原則、(１)の事務
手続を使用し、(１)の事務手続を使用できない団体に限り、(２)の事務手続を使用して情報照会を実施。また、その間、
(１)(２)の事務手続について、本来の事務における情報照会は行わないこととする。

注）取得可能な情報は、(１)の事務手続を使用する場合は、個人住民税に係る課税年度、総所得金額等、合計所得金額、扶養控除情報（一般、特定、老人）、16歳未満扶養者数、市町
村民税均等割額、住民登録外課税の有無、住民登録外課税者の課税地市区町村コード。
(２)の事務手続を使用する場合は、個人住民税に係る課税年度、市町村民税均等割額、住民登録外課税の有無、住民登録外課税者の課税地市区町村コード。

２．情報提供等の記録のマイナポータルでの表示等については、特定公的給付に係る情報照会・提供である旨を明示する。

１）情報提供等記録開示システム（マイナポータル）における開示請求への対応（やりとり履歴）

令和４年６月１日～令和５年３月31日における情報照会・提供であって、上記1.(1)又は(2)の事務手続名・事務名と表示されているものについては、特定
公的給付の支給をするための基礎とする情報の管理の事務手続（事務は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法
律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの」）に係る情報照会・提供である旨を明
示。【情報提供等記録開示システム上の対応は国において実施】

２）地方公共団体等における開示請求への対応

開示請求があった場合、１）と同様の旨を明示いただく。

３）個人情報保護委員会における情報連携の監視・監督

厚生労働省等から個人情報保護委員会に対し、令和４年６月１日～令和５年３月31日における上記1.(1)及び(2) の事務（事務手続）の情報連携について
は、特定公的給付（子育て世帯生活支援特別給付金）の事務に係る情報連携である旨を報告し、当該情報に基づき監視・監督を行うよう依頼済。

情報提供ネットワークシステムを使用した市町村民税情報の情報照会

本給付金の事務に係る地方税情報の情報連携については、事務開始時にデータ標準レイアウト（※１）の整備ができてい
ない状況だが、事務の緊要性に鑑み、暫定的な措置として、以下の特例対応を行う(※２)。
※１：情報提供ネットワークシステムを使用した情報照会の対象となる事務手続及び提供情報を定め、関係システムに適用させるもの。
※２：詳細は、5/25付の厚生労働省・デジタル庁・内閣府・個人情報保護委員会からの通知「令和４年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の事務に係るマイナンバー制度に基づく情報連携の特例対応について」を参照ください。

（１）
管理番号
94-76

(事務手続) 子育てのための施設等利用給付に係る支給認定の職権による変更に係る事実についての審査

(事 務) 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

（２）
管理番号
84-169

(事務手続) 新高額障害福祉サービス等給付費の支給

(事 務)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で
定めるもの
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Ｑ１．本給付金における特定個人情報の取扱いにあたり、自治体は特定個人情報保護評価を行う必要がありますか。

Ａ．本給付金の支給事務において個人番号を利用する場合には、番号利用法等に基づき、特定個人情報保護評価が必要

となります。

Ｑ２．本給付金の支給事務の特定個人情報保護評価を行う場合、どの種類の評価書を作成すればいいでしょうか。

Ａ．本給付金の支給事務について、既存の他の事務の評価書とは別に１つの評価書として新たに作成する場合、本給付

金の支給事務で取り扱う特定個人情報の対象人数等によるしきい値判断の結果に応じた種類の評価書を作成してくだ

さい。なお、対象人数が1,000人未満である場合には評価は不要ですが、任意で評価を実施することも考えられます。

また、既存の他の事務（例えば児童手当に関する事務や過去の特定公的給付に関する事務）の評価書に、本給付金

事務を追加いただく形でもかまいませんが、本給付金の支給事務で取り扱った特定個人情報の対象人数によって、既

存事務の評価におけるしきい値判断結果が変わる場合には、その結果に応じた評価を行ってください。

Ｑ３．本給付金の支給事務の特定個人情報保護評価は、事後評価で差し支えありませんか。

Ａ．特定個人情報保護評価について、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する特定個人情報ファイルに

重要な変更を加えようとするときは、当該ファイルを保有する前又は変更を加える前に評価を実施することを原則と

しています。本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援す

るために支給するものであり、令和３年の所得情報の判明後、可能な限り迅速かつ正確に支給を行うことが期待され

ていることから、実施機関が特定個人情報保護評価を事前に実施することが困難である場合は、特定個人情報保護評

価に関する規則第９条第２項の規定（緊急時の事後評価）の適用対象となり得るものと考えられます。

特定個人情報の取扱いについて

• マイナンバーを活用して事務を行う場合には、対象人数等に応じて、特定個人情報保護評価の実施が必要。
• 先述の「標準的な事務フロー」にて示すとおり、各市町村における具体的な事務フローによって特定個人情報

保護評価の対象事務の対象人数には相当の違いが生じる点も踏まえて事務を遂行していただきたい。

特定個人情報保護評価関連のQ&A ※下記の回答内容は、個人情報保護委員会と調整を行ったもの。



（参考）特定個人情報保護評価の実施手続

○ 特定個人情報保護評価を計画的に実施し、実施状況を適切に管理するために、最初の特定個人情報保護評価を実施する前に作成する
○ 特定個人情報保護評価書を委員会へ提出する際に、併せて提出する。評価書の修正等があった場合は、その都度更新し、評価書と併せて提出する。

○ 重要な変更を加えようとするとき、特定個人情報に関する重大事故の発生等によりしきい値判断の結果が変わり新たに重点項目評価又は全項目評価を実施するものと
判断されたときは、特定個人情報保護評価を再実施。

○ 上記以外の変更が生じたときは、評価書を修正・公表。
○ 少なくとも１年に１回は特定個人情報保護評価書の見直しを行うよう努める。
○ 一定期間（５年）経過前に特定個人情報保護評価の再実施を行うよう努める。

特定個人情報保護評価計画管理書

対象人数
は何人か

30万人
以上

1,000人以上
1万人未満

１０万人以上
３０万人未満

１万人以上
１０万人未満

特定個人情報ファイルの
取扱者数は500人以上か

特定個人情報ファイルの
取扱者数は500人以上か

過去１年以内に、特定個人情報に
関する重大事故を発生させたか

過去１年以内に、特定個人情報に
関する重大事故を発生させたか

基礎項目評価＋全項目評価 基礎項目評価＋重点項目評価 基礎項目評価

いいえ いいえ

いいえ はい いいえはい

はいはい

○ 基礎項目評価書については、委員会に提出後、公表。
○ 行政機関等は全項目評価書について国民の意見聴

取を実施し、委員会の承認を受けた後、公表。
○ 地方公共団体等は全項目評価書について住民等の

意見聴取を実施し、第三者点検を行った後、公表

○ 委員会に基礎項目評価書及び重点項目評価書を
提出後、公表。

○ 委員会に基礎項目評価書を提出後、公表。

しきい値判断

実施後に必要となる手続

特定個人情報保護評価の実施
※ 対象人数が1,000人未満は特定個人情報保護

評価の実施が義務付けられない
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１．本給付金の概要

２．制度設計の詳細

（１）対象者・対象児童・実施主体

（２）家計急変者

（３）ひとり親世帯分との調整

３．自治体における事務

（１）事前準備

（２）「積極支給」（申請不要の支給）の場合

（３）申請による支給の場合

（４）支給状況の管理

（５）特殊な取扱い（DV避難者・原発避難者）

（６）都道府県における事務

４．「特定公的給付」指定に伴う事務

（１）「特定公的給付」指定の効果

（２）標準的な事務フロー

（３）情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる情報照会

（４）特定個人情報の取扱い

５．令和４年度における対応
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自治体等からのご意見を踏まえた令和４年度における対応

①：高校生世帯への周知

• 高校、生活困窮者向け相談窓口、ハローワーク、社会福祉協議会、民間団体等を通じた周知依頼
• 政府広報（インターネット広告等）の活用、高校生がいる家庭に特化したチラシの作成
• 自治体の皆様に対しては、対象者である可能性が高い者には、個別周知を含め、効率的な方法をご検討いただく

よう依頼。

②：関係機関とのデータ連携

• 給付金を特定公的給付に指定し、地方税情報、児童手当情報、特別児童扶養手当情報等の取得・利用を容易とした。

【前回の取組】

【前回の取組】

関係機関との連携が必要とのご意見を踏まえ、特別児童扶養手当担当部局や地方税担当部局との情報連携を依
頼する事務連絡（※）を発出していますので、ご活用いただき早期の支給に向けてご協力お願い申し上げます。

※ 5/25付事務連絡「令和４年度低所得子育て世帯生活支援特別給付金支給にかかる特別児童扶養手当の受給者情報の連携に関する対応について（協力
依頼）」、「令和４年度低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金の特定公的給付の指定について」をご参照ください。

• 上記取組に加え、高校生のみを養育する世帯への案内が難しいとのご意見を踏まえ、自立相談支援機関や
生活保護担当課、社会福祉協議会に対しても、特に高校生のみを養育している世帯への積極的な案内を依頼。

• 自治体におかれましても、改めて個別周知を含め、各自治体の実情に応じた方法をご検討ください
（p.30,32もご参照ください）。

 自治体からのご意見等を踏まえ、令和４年度においては、以下の点について、追加的に対応。自治体におかれて
も、実情を踏まえ、対応についてご検討をお願いいたします。


