
 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月 21 日 

厚生労働省子ども家庭局総務課 

低所得子育て世帯特別給付金業務室 

 

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） 

自治体職員向けＱ＆Ａ（第３版） 

【注意事項】  

・令和４年６月１日発出の第２版からの修正問については、下線を引いております。 

・ご不明な点は当室までお問い合わせください。 
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問57. 支給対象者の抽出時点において、未申告者は市町村民税（均等割）非課税相当と見なして積極

支給しても差し支えないですか。 ......................................................................................................... 27 

問58. 過去の類似の給付金（子育て世帯への臨時特別給付（内閣府実施）、令和３年度低所得子育て世

帯特別給付金等）のデータを活用し、積極支給を行うことは可能ですか。また、過去の児童手当

受給データを活用し、高校生のみを養育する世帯に対して積極支給を行うことは可能ですか。 27 

問59. 児童手当受給者や特別児童扶養手当受給者について、積極支給を行わず、すべて申請としても

よいですか。 ............................................................................................................................................ 27 

問60. 返還を求める事務が煩雑であるため、未申告者には積極支給を行わなくても問題ないですか。

また、まず税の申告を行ってから、非課税であれば申請を受け付ける取扱いとしてよいですか。

あるいは、市町村で独自に簡易申告様式（国民健康保険の簡易申告を参考にするなど）を作成し、

本給付金のために簡易申告を求める取扱いとしてもよいですか。 .................................................. 28 

問61. コロナの影響で申告遅れが見込まれるため、未申告者への積極支給は少し遅らせても問題ない

ですか。 .................................................................................................................................................... 28 

（２）申請に基づく支給①（家計急変要件の確認） .............................................................................. 28 

問62. 本給付金の支給対象者のうち、家計急変者に対する支給の趣旨は何ですか。........................... 28 

問63. 家計急変者を判定するための具体的な基準について教えてください。 ...................................... 28 

問64. 家計急変の対象者について、令和４年度給付金においては、令和４年１月以降としている一方

で、令和３年度給付金における家計急変の申請期限は、原則、令和４年２月28日までとなってい

る。このため、同じ時期（令和４年１月～２月）に生じた家計急変により、令和３年度給付金と令

和４年度給付金のどちらも受給できるケースが想定されるが問題ないですか。 ........................... 29 

問65. １年間の収入見込額について、「令和4年１月以降の任意の１か月の収入額」を基に推定するこ

ととしたのはなぜですか。 .................................................................................................................... 29 

問66. 具体的な基準に基づく判定において、収入ではなく、控除額が多い等の理由により、申請者が

所得による判定を希望した場合には、当該所得により判定してよいですか。............................... 29 
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問67. 新型コロナウイルス感染症の影響について、どのように確認すればよいですか。 ................... 30 

問68. 家計急変者の申請の際に配偶者の収入（所得）も記載することしているのはなぜですか。 ... 30 

問69. 家計急変による申請において、令和4年度の市町村民税（均等割）が課税となった父が新型コロ

ナウイルス感染症の影響により収入（所得）が急変し、非課税相当となった場合で、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けていないが同じく非課税相当である母の収入（所得）と比較した結

果、母の方の収入（所得）が高いために申請者となる場合、「簡易な収入（所得）見込額の申立書」

の「要件１」の新型コロナウイルス感染症の影響についてはどのように考えればよいでしょうか。

 30 

問70. 令和4年4月以降に出生した新生児の養育者が家計急変者として申請する場合、添付する給与明

細等は対象児童の出生後の月のものですか？それとも令和4年1月以降であれば、対象児童の出生

前のものでもよいですか。 .................................................................................................................... 31 

問71. 家計急変による申請に必要な添付資料について、給与明細を勤務先からもらえない場合や、自

営業の場合など挙証資料がない場合はどのように対応すべきでしょうか。 .................................. 31 

問72. 家計急変者の申請において、収入又は所得の確認の対象となる「配偶者等」とは、何ですか。

「配偶者等」には、申請者の配偶者のほか、どのような者が含まれますか。............................... 31 

問73. 申請者が個人事業主等の場合の家計急変申請について、①収入は減少していないが、（店舗の感

染症対策等により）費用が急増し、所得ベースでは急減した場合も家計急変者として支給対象に

なるか（ひとり親世帯分では、出費の増加だけの場合は支給不可としている）。②非課税相当の判

定の際、夫から専従者給与を受ける妻は世帯人数に含めて計算してよいですか。 ....................... 31 

問74. 申請支給において、申請者と事実婚関係にある者も配偶者として確認の対象となりますか。ま

た、児童と養子縁組をしている場合、していない場合で取扱いが異なりますか。 ....................... 32 

問75. 申請支給において、受給者特定のために所得比較を行うべき「配偶者等」の範囲については、

事実婚・法律婚にかかわらず、児童を養育する者を「配偶者等」として記載させる取扱いでよい

ですか。その際、児童の養育者に当たるかどうかの判断基準は、児童手当の取扱いにおける考え

方を踏襲してよいですか。 .................................................................................................................... 32 

（例１）事実婚状態で子を持ち、事実婚に留まったまま当該子を監護し生計を同じくする父母はいず

れも養育者に当たると考えてよいか。 ................................................................................................. 32 

（例２）法律婚であれ事実婚であれ、児童の母の配偶者（児童の親でない）が、将来にわたって児童と

養子縁組をする意思を有しない場合、当該配偶者は養育者に当たらないと考えてよいか。 ....... 32 

問76. 家計急変者として申請し、本給付金を受給した者から、令和5年２月末までに新生児が誕生し、

当該児童分について追加申請があった場合、収入（所得）見込額の申立書の添付は省略可能です

か。 ........................................................................................................................................................... 32 

問77. 「扶養親族等」の人数について、いつの時点で判定すればよいですか。また、事実確認につい

てはどのような方法で行えばよいですか。 ......................................................................................... 32 

問78. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合の非課税収入限度額は２０４．３万円とされていま

すが、級地区分や扶養親族の人数によって金額は変わりますか。 .................................................. 32 

問79. 収入の範囲は、具体的にどのようなものになりますか。 .............................................................. 33 

問80. 「任意の１か月」については、暦通りの月を指しますか。 .......................................................... 33 

問81. 「任意の１か月」については、申請者及び配偶者は同じ月を設定することになりますか。 ... 33 

問82. 「任意の１か月」は、令和4年１月以降かつ申請月以前であれば、どの月を選定してもよいです



 

7 

 

か。 ........................................................................................................................................................... 33 

問83. 収入がなかった月を任意の１か月として設定する申請がなされた場合、本給付金の対象となり

ますか。 .................................................................................................................................................... 34 

問84. 「簡易な収入見込額の申立書」（申請者本人用）の確認事項欄にある、「今後１年間に収入の多

い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の収入見込額が収入

基準額を上回ることが明らかであるものではありません。」については、どのような場合が該当し

ますか。 .................................................................................................................................................... 34 

問85. 「簡易な所得見込額の申立書」の添付書類として、経費が分かる書類は必要ですか。 ........... 34 

問86. 家計急変の「簡易な収入（所得）見込額」の申立書の【確認事項】の申請者氏名と配偶者氏名

は、それぞれ本人の署名が必要でしょうか。 ..................................................................................... 34 

問87. 家計急変者として本給付金を支給した場合、令和4年の所得に基づく令和5年度の課税状況を調

査し、実際に非課税であったかどうかを確認する必要はありますか。また、実際には、令和5年度

が非課税でなかった場合、返還を求める必要はありますか。 .......................................................... 34 

（３）申請に基づく支給②（その他の論点） ......................................................................................... 35 

問88. 15歳到達年度末以降の児童のみ養育する世帯について、母を「申請者」、父を「配偶者等」とし

て申請がありましたが、所得を確認したところ、父のほうが高所得でした。この場合、父が市町

村民税（均等割）課税者であれば当然に不支給決定となりますが、仮に父・母ともに市町村民税

（均等割）非課税であるとしても、高所得である父を「申請者」として再度申請を行うよう勧奨

すべきですか。それとも、父・母ともに市町村民税（均等割）非課税ならばいずれにせよ給付金が

支給されることに変わりないため、母を「申請者」とする申請を受け付け、母に給付金を支給し

て差し支えないですか。 ........................................................................................................................ 35 

問89. 児童手当等の新規受給者からの申請については、児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の

認定請求と同時に受け付けてよいですか。 ......................................................................................... 35 

問90. 公務員に対する申請勧奨や制度の周知はどのように行えばよいですか。 .................................. 35 

問91. 令和4年４月１日付けで会計年度任用職員などを含めた公務員に採用された者の世帯で非課税

である場合は、令和4年４月１日をもって児童手当の受給権が消滅となるため、積極支給の対象と

なると解釈してよいですか。 ................................................................................................................ 36 

問92. 公務員の場合は所属庁の証明欄がありますが、それは非課税であることも証明する内容に含ま

れますか。 ................................................................................................................................................ 36 

問93. 中学校修了後の子のみ養育する場合など、申請者が児童手当等の受給者でない場合も、申請者

本人の非課税だけを確認すればよく、配偶者の課税・非課税は確認不要でしょうか。 ............... 36 

問94. 申請による支給において、転入者からの申請については、前居住地等で既に支給がされていな

いか確認する必要はありませんか。 ..................................................................................................... 36 

問95. 夫と離婚協議中かつ別居中の妻が高校生のみを養育しており、その妻から給付金の申請があっ

た場合、住民票等の添付書類からは夫の存在が把握できない場合があります。申請書上、夫が養

育者に当たらないとして（＝「配偶者等」欄に夫の記載なく）申請されていれば、特段「離婚協議

中であることを明らかにする書類」の添付を求めることなく、妻を支給対象者として申請を受け

付けてよいですか。他方、仮に別途の手段で法律上の配偶者の存在を把握した場合には、書類添

付を求めてよいですか。 ........................................................................................................................ 36 

（４）実施主体・その他の論点 .............................................................................................................. 37 
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問96. 支給対象者と児童が別々の市町村に居住している場合（別居監護）、実施市町村はどちらですか。

また、支給対象者が児童手当または特別児童扶養手当の受給者ではない場合（高校生のみを別居

監護している場合など）、申請に際してどのような記載・添付書類が必要ですか。 ..................... 37 

問97. 本市においては特別児童扶養手当の定時支払いは県が行っているため、県が特別児童扶養手当

受給中の対象者へ積極支給を行うことになりますか。...................................................................... 37 

問98. DV 避難のため令和4年３月31日時点で住所地以外の市町村から児童手当を受給している場合、

本給付金はどこから支給されますか。 ................................................................................................. 37 

問99. 住民基本台帳制度上の支援措置の対象となっている場合がＤＶ避難者として取り扱われる場合

の例として挙げられています。支援措置の対象になっているかどうかについて、市町村内部で住

基台帳所管部局に確認する手続をとることが困難である場合、申出者に支援措置の決定通知書等

の添付書類の提出を求めても良いですか。あるいは、申出者に支援措置の決定通知書等の添付書

類の提出を求めず、自治体内部で確認する対応としても良いですか。 .......................................... 37 

問100. ＤＶ避難を理由とする令和4年５月分以降の児童手当の受給者変更の申出があった場合におい

て、既に児童手当単独で避難元市町村への通知を実施済であれば、配偶者への本給付金の支給を

差し止めるために、申出者から改めて申出を受け付ける必要がありますか。避難先市町村におい

て、申出者からの本給付金に係る申出を改めて受けることを待たず、配偶者への本給付金の支給

差止に関する追加の連絡を避難元市町村に行ってもよいですか。 .................................................. 38 

４．広報関係 ........................................................................................................................... 38 

問101. 本給付金の支給要件等に関する周知について、広報チラシ等の参考例は国から示されますか。

 38 

問102. 国からは、どのような広報を行う予定ですか。 ............................................................................. 38 

問103. 高等学校への周知依頼は、都道府県が行うという理解でよいですか。 ...................................... 38 

５．支給手続関係 ................................................................................................................... 39 

問104. 積極支給対象者への支給手続について、個別通知・案内の内容や様式は市町村の判断で変更し

てよいですか。 ........................................................................................................................................ 39 

問105. 積極支給対象者への支給手続について、郵送による個別通知自体を行わず、要件・金額・注意

事項を一般的に記載した文書をホームページ上で公表する等の方法をとることができますか。 39 

問106. 積極支給対象者への支給手続について、受給拒否及び口座登録の届出書は必ず個別通知に同封

しなくてはいけませんか。 .................................................................................................................... 39 

問107. 積極支給対象者への支給手続について、何らかの理由で郵送した個別通知が差し戻しになって

しまい、本人の元に到達していない場合は、電話連絡等により別途支給対象者本人の受給意思の

確認ができた場合でも、再送や直接手交などの方法で、確実に個別通知が本人の元に到達するよ

う計らう必要がありますか。 ................................................................................................................ 39 

問108. 積極支給対象者への支給手続について、受給拒否の意思表示を確認する方法として、電話連絡

での申し出といった、受給拒否のための申出書以外の方法で確認しても良いでしょうか。 ....... 40 

問109. 積極支給対象者への支給手続について、受給拒否のための届出書の提出期限は、どの程度の期

間を設ければよいでしょうか。............................................................................................................. 40 

問110. 積極支給対象者への支給手続について、受給拒否のための届出書を誤って（勘違いして）返送

してくる支給対象者が一定数いると想定されますが、受給拒否の届出を取り消すことは可能です
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か。 ........................................................................................................................................................... 40 

問111. 支給対象者に対して振込を行ったことの通知は発送しなければいけませんか。 ....................... 40 

問112. 支給決定後、申請者に対して支給決定通知を発出しなければなりませんか。........................... 40 

問113. 申請書を審査した結果、支給要件を充たさないなどにより不支給となった場合、申請者へ不支

給通知による連絡が必要ですか。 ......................................................................................................... 41 

問114. 申請による支給対象者について、電子申請で受付を行うことは可能でしょうか。 ................... 41 

問115. 本給付金の支給後に受給拒否のための届出書が提出された際の取扱いはどうなりますか。 ... 41 

問116. 既に支給した本給付金を返還してもらわなければならない場合の時効の取扱いはどのようにな

りますか。 ................................................................................................................................................ 41 

問117. 令和5年度に入って以降、市町村民税の修正申告等により、令和4年度分の市町村民税（均等割）

が非課税者でなくなった場合にも、本給付金の返還を求める必要がありますか。また、令和5年度

に入って以降の修正申告等により、令和４年度分の市町村民税（均等割）が非課税者となった場

合、本給付金の給付ができますか。 ..................................................................................................... 41 

問118. 修正申告の有無は、どのようにして確認しますか。 ..................................................................... 42 

問119. 非課税者として給付を受けた後、市町村民税の修正申告等により、令和4年度分の市町村民税（均

等割）が非課税者でなくなった場合において、支給対象者が家計急変者としての支給要件を満た

す場合には、本給付金の返還を求めなくても構いませんか。また、家計急変者としての支給要件

を確認するための申出書等の様式など、具体的な取扱いは決まっていますか。 ........................... 42 

問120. 児童手当事務等の処理過程で、本給付金を非課税者として支給済みの者が後に更正により課税

者となったことを把握した場合、給付金返還を求めるべきですか。 .............................................. 42 

問121. 令和4年４月分の児童手当受給者に積極支給した後、現況届の審査の結果、令和4年度児童手当

の受給者を、より所得が高く非課税者ではない配偶者に変更する場合について、返還を求める必

要がありますか。 .................................................................................................................................... 42 

問122. 他市町村での重複支給が判明した場合、どの市町村が受給者に返還を求める必要がありますか。

 42 

問123. 期限内の確定申告の反映が遅れたことによって、非課税から課税に変動した者も返還金の対象

でしょうか。例えば、給与収入で非課税になった者に他に収入がある場合、確定申告の内容で課

税に修正されることが考えられます。 ................................................................................................. 43 

問124. ４月１日以降に転入があった申請者について、他市町村での重複支給を、どのようにして確認

しますか。 ................................................................................................................................................ 43 

問125. 支給口座について、申請者からの委任状があれば、申請者以外の口座に支給することも可能で

すか。同様に、現金支給も委任状により受給者以外に手渡すことも可能ですか。 ....................... 43 

６．事務費関係・交付申請手続等スケジュール ................................................................... 43 

問126. 市町村分の事務費補助金の対象経費はどのようなものが含まれますか。 .................................. 43 

問127. 職員人件費・業務委託料など、返還業務の事務経費は、交付申請可能ですか。令和5年度以降に

必要となる返還業務の事務経費は、国の補助を受けられますか。 .................................................. 44 

問128. 本給付金の支給にかかる経費（事務費及び事業費）については、補助対象となる具体的な時期

を教えてください。 ................................................................................................................................ 44 

問129. 迅速な給付を実施するため本事業の契約について、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
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５号の規定に基づき随意契約を行うことは可能ですか。 .................................................................. 44 

問130. ひとり親世帯分とひとり親以外の世帯分の統一システムを構築する場合のシステム改修経費

（委託料）について、一本で契約する場合、ひとり親世帯分とひとり親以外の世帯分で費用を分

ける（按分）する必要がありますか。 ................................................................................................. 44 

問131. 事務費の備品購入費について、どのようなものが対象になるでしょうか。 .............................. 44 

問132. 会計年度任用職員及び臨時的任用職員が給付金の支給に係る業務と他の業務を兼ねている場合

の事務費の取扱いはどのようになりますか。 ..................................................................................... 44 

問133. 本給付金業務に対応するため正規職員を増員して対応したいが、正規職員の人件費に充当でき

ないと対応ができません。なぜ正規職員の人件費に充当できないのでしょうか。 ....................... 45 

７．特定公的給付、マイナンバー関係 .................................................................................. 45 

（１）地方税情報の取得・利用関係 ....................................................................................................... 45 

問134. 地方税情報を取得・利用するに際して本人同意が不要であるとの点は、市町村において給付金

担当部局が税務部局から税情報を取得するという場合のみならず、個人番号を用いた情報連携に

よって他市町村から税情報を取得する際も同様であるとの理解でよいですか。 ........................... 45 

問135. 情報連携等によって地方税情報を確認した結果、要件を満たさずに支給対象外となる者もいる

と思いますが、それらの者についての地方税情報の取得・利用も本人同意は不要であるとの理解

でよいですか。 ........................................................................................................................................ 46 

問136. 申請が必要となる高校生以上の子のみを養育する世帯について、本人からの申請を待たずに、

あらかじめ市町村において住民基本台帳に基づき児童の年齢や続柄等によって対象となり得る世

帯を抽出し、そのうえで当該者の地方税情報を事前に確認し、要件該当性を満たす可能性が高い

と考えられる者に対して申請書と通知を送付するといった個別勧奨を行うことは可能でしょうか。

 46 

問137. 本給付金に係る事務として情報連携で取得できるのは地方税関係情報のみですか。公的年金関

係情報や住民票情報を取得できないのでしょうか。 ......................................................................... 46 

問138. 転入者の要件確認に際して、本給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該

判定に必要な情報として、６月の現況届に関する事務によって把握した児童手当の支給に関する

情報を活用することは問題ないでしょうか。 ..................................................................................... 46 

（２）マイナンバーの利用関係 .............................................................................................................. 47 

問139.本給付金の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児童手当や特別児童扶養手当の特定個人情報との庁内連携・管理を行う

ことが可能であり、庁内連携に当たって条例改正は不要とのことだが、その根拠をお示しくださ

い。 ........................................................................................................................................................... 47 

問140. 本給付金においてマイナンバーを利用することについて、本人同意をとる必要はありませんか。

 47 

問141. 申請書にマイナンバーを記載いただけないこともあると思いますが、その場合、市町村におい

てマイナンバーを確認・利用することは可能ですか。...................................................................... 48 

問142. 申請書にマイナンバーを記載いただくにあたり、マイナンバーカードの写しを提出いただく等

の方法によって番号確認と本人確認を行う必要がありますか。 ...................................................... 48 

（３）支給先口座関係 ............................................................................................................................ 48 
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問143. 公金受取口座登録法に基づき預貯金口座の情報をマイナポータルで登録できるようになったと

のことですが、本給付金の積極支給を行うにあたり、市町村において当該口座情報をどのように

確認し、支給先として利用すればよいですか。 ................................................................................. 48 

問144. 児童手当や特別児童扶養手当を受給しておらず、申請を要する者についての口座情報はいかに

して確認するのでしょうか。 ................................................................................................................ 48 

（４）特定個人情報保護評価関係 .......................................................................................................... 49 

問145. 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。 ........................................................................................................................................ 49 

問146. 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よい

でしょうか。 ............................................................................................................................................ 49 

問147. 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。 ........... 49 

問148. 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り、事後に実施することとした場合、

評価はいつ頃実施すればよいでしょうか。 ......................................................................................... 49 

問149. 積極支給者を抽出するにあたり、児童手当関係情報や特別児童扶養手当関係情報をマイナンバ

ー付きで突合する場合、当該手当等の特定個人情報保護評価において、特定個人情報の移転とし

て記載する必要があるでしょうか。 ..................................................................................................... 50 

問150. 本市で課税情報を有している者（令和4年１月１日時点で本市に住所を有していた者）について

はマイナンバーを用いずに要件確認を行い、本市で課税情報を有していない者（令和4年１月１日

時点で他市町村に住所を有していた者）の分だけをマイナンバーを用いた情報連携により課税情

報を確認した場合、特定個人情報ファイルの対象人数は情報連携を行った者の分のみという理解

でよいでしょうか。 ................................................................................................................................ 50 

問151.児童手当等の既存事務においてマイナンバーを用いて地方税情報や住民票情報を入手しており、

今回の給付金事務としてはそれらの情報を児童手当担当課等からマイナンバーを紐づけない形で

取得して利用する場合、給付金事務としての特定個人情報保護評価は、今回の給付金事務として

のみ取り扱った特定個人情報ファイルの数に応じて実施すれば足りるでしょうか。 ................... 50 

問152. 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、5月25日付け各都道府県・指定都市・

中核市番号制度主管部（局）長及び児童福祉主管部（局）長あて通知に基づき、本自治体は本来

「①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

（管理番号94-76。事務手続コード JT00940000000076）」を使用することとなっていますが、当

該事務手続による照会ができない場合、「②新高額障害福祉サービス等給付費の支給（管理番号84-

169。事務手続コード JT00840000000169）」を使用して照会しても差し支えないでしょうか。

 51 

問153. 本給付金事務は全市町村が実施するものですが、特定個人情報保護評価の評価書の記載例を国

で示される予定はありますか。............................................................................................................. 51 

問154. 児童手当に関する事務など、既存の他の事務の評価書に、本給付金事務を追加する形で評価書

を作成する場合、令和4年度末をもって本給付金事務を終了した後には、当該追記部分を削除する

ということになるでしょうか。............................................................................................................. 52 

８．その他 .............................................................................................................................. 52 

問155. 本給付金はいつまでに支給開始すればよいですか。各種事務と合わせたスケジュールを教えて
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ください。 ................................................................................................................................................ 52 

問156. 本給付金の支給対象者の住所を確認するため、住民基本台帳を活用することについて法的に問

題はないですか。 .................................................................................................................................... 53 

問157. 地方創生臨時交付金を活用し、本給付金に市町村独自で上乗せ又は追加で給付を行う場合にお

いても、一括支給してよいですか。その場合の事務費分の取り扱いはどうなりますか。 ........... 53 

問158. マイナンバーカード取得及び公金受取口座の登録推進のためのリーフレット配布に係る経費に

ついては、本給付金事業の事務費補助金の対象経費となりますか。 .............................................. 53 

問159. マイナンバーカード・公金受取口座登録事務連絡の事務の実施に要する経費と本給付金事業に

要する経費が切り分けられない場合はどのようにしたらよいですか。印刷費だけでなく、郵送費

等についても、印刷枚数に応じて切り分けを行うということでよいですか。............................... 53 

 

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）自治体職員向けＱ＆Ａ  

 

１．総論 

問1. 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）の趣旨及び事務の性格は何ですか。 

（答）  

○ 今般の給付金は、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の

影響に直面している低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く。）の生活支援を行う観点から、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）給付事業を実施するもの。 

○ 本 Q＆A で記載する給付金は、ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯に支給するものです。（以下、

Q&A 中における「本給付金」とは「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」を指します。） 

○ また、事務の性格は自治事務になります。 

 

問2. 本給付金の法的性格は何ですか。 

（答） 

○ 法的性格は、民法（明治 29 年法律第 89 号）上の贈与契約（民法第 549 条）となります。 

 

問3. 本給付金の支給の実施に当たり、市町村（特別区を含む。以下同じ。）で実施要綱を定める必要

はありますか。その場合、国から例が示されますか。 

（答） 

○ 円滑な支給事務を進めていく上で、市町村における事業の基本的な仕組み等を実施要綱等の形で

定めることが適当であると考えます。 
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○ 市町村において実施要綱を作成される際は、「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（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱（例）について」（令和４

年５月 24 日付け事務連絡）をご参照ください。 

 

問4. 本給付金の支給については、行政不服審査の対象となりますか。 

（答） 

○ 本給付金の法的性格は贈与契約であり、行政処分ではないので、支給について不服申立て等の対象

とはならないと考えます。 

 

問5. 本給付金は、課税の対象となりますか。 

（答） 

○ 所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第９条における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりま

せん。 

 

問6. 本給付金は、市町村の差押えの対象となりますか。 

（答） 

○ 「令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律」（令和４年法律第 64

号 ※令和４年６月 13 日施行）により、本給付金は差し押さえることはできません。 

 

２．支給対象者・対象児童 

(１)支給対象者①（養育要件） 

問7. 新規児童手当受給者に、海外からの転入による新規認定者は含まれますか。 

（答） 

○ 含まれます。 

 

問8. 児童手当又は特別児童扶養手当の新規受給者の要件から除かれる「児童の養育に関する状況に

変更が生じないもの」として、他市町村からの転入のほか、何が考えられますか。 

（答） 

○ 新規児童手当受給者から除かれる場合としては、公務員である者が公務員でない者となった場合

や公務員でない者が公務員である者となった場合が考えられます。 

 新規特別児童扶養手当受給者から除かれる場合としては、有期再認定の場合が考えられます。 

 

問9. 支給対象者となるのは、障害児（平成14年4月2日～平成16年4月１日生まれ）を養育する者の

うち、特別児童扶養手当受給者のみですか。（特別児童扶養手当の認定を受けていない障害児を養育して

いても、本給付金は受給できませんか。） 

（答） 
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○ お見込みのとおりです。ただし、ここでいう「特別児童扶養手当受給者」には、所得制限等により

特別児童扶養手当が支給停止となっている者も含みます（そのような者も、令和４年度市町村民税非

課税等の所得要件を満たせば本給付金を受給できます）。 

 

問10. 令和4年3月31日において施設に入所していた児童が、令和5年2月末までに退所し、その養育

を開始した場合、支給対象者となりますか。また、令和4年3月31日まで両親が養育していた児童が、4

月1日以降、施設に入所した場合、支給対象者となりますか。  

（答） 

○ 前者については、施設を退所した児童を新たに養育する者が、本給付金の支給要件に該当する場

合、支給対象者となります。 

○ 後者については、令和４年 4 月分の児童手当の受給者が本給付金の支給要件に該当する場合は、

支給対象者となります（その後当該受給者について児童手当の支給事由が消滅しても、支給は取り消

されません）。 

 

問11. 同一世帯で児童手当及び特別児童扶養手当の受給者が異なり、児童手当受給者（父）が非課税で

あるが、特別児童扶養手当受給者（祖父）は課税者である場合、児童手当受給者（父）は支給対象者にな

りますか。 

（答） 

○ 令和４年 4 月分の児童手当の受給者が支給要件に該当する場合は、同一児童に係る特別児童扶養

手当受給者の課税状況にかかわらず、本給付金の支給対象となります。 

 

問12. ①児童手当・特別児童扶養手当のいずれも未請求であり受給していないが、15歳到達年度末ま

での間にある児童を養育している者は、本給付金の支給対象者となりますか。②児童の養育者のうち児

童手当受給者でない者（例：父が児童手当を受給している場合の母）を支給対象者とすることは可能です

か。 

（答） 

○ ①については、当該養育者が児童手当または特別児童扶養手当の請求を行い、いずれかの受給者と

なった場合には、所得要件を満たせば本給付金の支給を受けることができます。 

○ ②については、離婚等により児童手当等の受給者が変更された場合には、所得要件を満たせば、新

たな受給者が本給付金の支給を受けることができます（対象児童について既にひとり親世帯分の給

付金または本給付金が支給済みである場合を除く）。 

 

問13. 養育者のいない、自立して独居している児童は、児童本人が所得要件を満たせば本給付金の支給

対象者となりますか。 

（答） 

○ 「自立して独居している児童」のケースは、本給付金の支給対象とはなりません。 
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問14. 令和4年4月分の児童手当等受給者が非課税者であるとして、4月以降にそれぞれ以下のような

事情変更が生じた場合でも、令和4年4月分の受給者に本給付金を支給して差し支えありませんか。 

①海外転出した場合 

②離婚して児童手当受給者が（元）配偶者に変わった場合 

③現況届の提出（公簿等で情報を確認した場合を含む。）後、配偶者が高所得であったため児童手当受給

者が配偶者に変わった場合 

④刑務所に入った場合 

（答） 

○ いずれの場合も、受給の意思確認や個別通知の本人への到達など所要の手続きを経た上で、令和４

年 4 月分の受給者を支給対象者として本給付金を支給して差し支えありません。 

 

問15. ある対象児童について、令和4年4月分児童手当の受給者はＰ市に住む受給者Ａ（父）であった

が、令和4年4月中に児童手当の支給事由消滅に至り（児童を監護しなくなった等）、令和4年5月分以降

の児童手当は新たに児童を養育するようになったＱ町に住む受給者Ｂ（祖父）が受給しています。Ａ・Ｂ

ともに令和4年度非課税者である場合、本給付金はＰ市のＡ・Ｑ町のＢどちらに支給されることになりま

すか。 

（答） 

○ Ａは令和４年 4 月分の児童手当受給者として、Ｂは令和４年 5 月分の「新規児童手当受給者」と

して、それぞれ所得要件を満たせば本給付金の支給対象者となります。その上で、本給付金は同一の

児童について重複して支給はせず、基本的には、先に支給決定がなされた方に優先して支給すること

となります。 

○ ただし、令和４年 4 月分児童手当等受給者への積極支給をできる限り円滑に進めていただくため、

同一児童について令和４年 4 月分の児童手当等受給者への積極支給と、同年 5 月分以降の児童手当

受給者への支給が重複して行われた場合、4 月分受給者への給付を優先し、5 月分以降の受給者に支

給した市町村が受給者に返還を求めることとします。（問 116「他市町村での重複支給～」も参照） 

○ したがってこの場合、P 市の A は令和４年 4 月分児童手当等受給者・非課税者として積極支給の

対象ですので、A への支給を優先する取扱いとします。Q 町は、A に支給が行われなかった（受給拒

否または何らかの理由での不支給決定の場合）ことを確認すれば、B に支給を行うことができます。 

 

問16. 未成年の未婚のひとり親A及びその子Xについて、Aは自らの父B（Aの扶養義務者）の所得

が高いため児童扶養手当の請求を行っておらず、Xについての児童手当も父Bが令和4年4月分まで受給

しているとします。この A が18歳に達したため父 B と生計を異にし、4月以降は A が自ら X の監護を

行うことになり、5月分からはAが Xについての児童手当受給者となりました。Aが令和4年度住民税非

課税であるとき、新規児童手当受給者として本給付金を受給できると考えてよいですか。また、Aが同時
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に児童扶養手当の請求も行った場合、ひとり親世帯分給付金（家計急変）も申請できますか。 

（答） 

○ お見込みのとおり、ご指摘のケースでＡは新規児童手当受給者として本給付金の対象になるとと

もに、ひとり親世帯分給付金（家計急変）も申請により受給資格が発生することとなります。ただし、

いずれか先に支給決定がなされた方が優先して支給されます。 

 

問17. 子Xにつき令和4年4月分の児童扶養手当を受給しており、Xについてひとり親給付金を受給済

みである母A（市町村民税（均等割）非課税）が、 

①同年5月に子 Yを元夫 Bから引き取り、6月分から母 Aが子 Yについての児童手当受給者となった場

合、母 A は子 Y についての本給付金を受給できますか。なお、子 Y についての令和4年4月分児童手当

受給者は元夫B（課税）であるとします。 

②上記ケースで元夫Bが非課税者である場合はどうですか。 

③子Yを5月に施設（令和4年4月分の子Yに関する児童手当受給者）から引き取った場合はどうですか。 

（答） 

○ ①について、令和４年 4 月分児童手当受給者である元夫 B は課税者であるため、本給付金は子 Y

については支給されていません。したがって、母 A は新規児童手当受給者として、子 Y についての

本給付金を受給することができます（子 X についてひとり親世帯分給付金を受給済みであっても、

対象児童が別であれば本給付金は受給できます）。 

○ ②について、元夫 B が非課税者である場合は、子 Y に関する本給付金が元夫 B に既に支給されて

います。したがって、母 A が子 Y について児童手当の新規認定を受けたとしても、子 Y について本

給付金を受給することはできません。 

○ ③について、施設は本給付金の支給対象外なので、令和４年 4 月分の児童手当を子 Y について受

給していたとしても、本給付金の支給は受けていません。したがって、母 A は新規児童手当受給者

として、子 Y についての本給付金を受給することができます。 

 

問18. 令和４年４月の児童手当受給者であって、令和４年６月１日より所得上限限度額の導入に伴い

児童手当（特例給付）の受給資格が消滅した者が、令和４年１月以降に家計急変し、住民税非課税相当と

なった場合には、支給要領第２（１）①の養育要件に当てはまるとしてよいですか。 

（答） 

○ お見込みのとおりです。 

 

 

問19. 児童手当の所得上限限度額以上の養育者が家計急変した場合について、 

①令和４年５月１日以降に児童が誕生したものの、所得上限限度額以上のため、当該児童に対する児童

手当の受給資格がない者が家計急変した場合、本給付金の対象となりますか。 

②令和４年５月１日以降に施設から里親へ措置変更された等で養育者が変更となり、新規養育者が所得
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上限限度額以上のため児童手当の受給資格がない者であって、当該者が家計急変した場合、本給付金の

対象となりますか。 

（答） 

○ ①②ともに支給要領の改訂版（子発 0613 第２号、令和４年６月 13 日改正）第２（１）⑥に定め

る養育要件に該当するため、本給付金の支給対象となります。 

 

 

(２)支給対象者②（所得要件） 

問20. 児童手当の特例給付受給者も、令和4年度市町村民税（均等割）が非課税であるか、家計急変者

に該当すれば本給付金の対象となりますか。特別児童扶養手当の全額支給停止を受けている者について

はどうですか。 

（答） 

 特例給付受給者、特別児童扶養手当の全額支給停止を受けている者であっても、所得要件（令和４年

度市町村民税非課税または家計急変）を満たせば本給付金の対象となります。 

 

問21. 令和4年１月１日時点で海外に居住する者は、令和4年度分の市町村民税（均等割）が非課税と

なりますが、他の受給要件を満たせば、積極支給して差し支えないですか。 

（答） 

○ お見込みのとおりです。 

 

問22. 主たる生計維持者が海外に居住しており、その配偶者（非課税者）が児童手当の受給者になって

いる場合、当該児童手当の受給者が本給付金の支給対象者となりますか。 

（答） 

○ 児童手当受給者が非課税であれば、本給付金の支給対象となります。 

 

問23. 児童手当等受給者が非課税であれば、同居の祖父母等が高所得者であっても、本給付金の支給対

象者として積極支給できますか。 

（答） 

○ 児童手当等の受給者が、令和４年度分の市町村民税（均等割）が非課税である場合、同居者の所得

にかかわらず、積極支給の対象となります。 

 

問24. 非課税水準を判定する非課税相当収入限度額が地域ごとで異なる理由は何ですか。 

（答） 

〇 市町村民税（均等割）の非課税の基準は、地方税法等において生活保護基準の級地区分ごとに定め

られており、当該基準と各個人の前年の合計「所得」金額とを比較して、非課税の判定がなされます。 

  本給付金の家計急変における非課税相当「収入」限度額については、当該生活保護基準の級地ごと
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に定められた非課税の基準を基に収入ベースの非課税の水準を策定していることから、地域ごとに

その限度額が異なります。 

 

問25. 条例減免により、市町村民税を課されないことになった者について、本給付金の支給対象となり

ますか。 

（答） 

○ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 323 条に規定する「天災その他特別の事情がある場合に

おいて、市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者そ

の他特別の事情がある者」として、市町村の条例で定めることにより当該市町村民税を免除された者

については、「市町村民税（均等割）が課税されていない者」に該当し、他の支給要件を満たせば本

給付金の支給対象となります。 

 

問26. 所得要件（市町村民税（均等割）非課税）は、里親に対しても適用されますか。夫婦で里親をし

ている者が、その養育する高校生について本給付金の申請を行う場合、申請書の「配偶者等」欄も記載す

る必要がありますか。また、家計急変者として申請する場合、収入申立は夫婦双方の分について行う必要

がありますか。 

（答） 

○ 里親についても市町村民税（均等割）が非課税の場合に支給対象となります。 

○ 高校生養育の場合など本給付金の申請を行う場合、申請書には対象児童の養育者に当たる者の名

を記載することになります。里親として児童の養育者に当たるのは措置費の振込を受けている者と

考えられるため、申請書には措置費の振込を受けている者が「申請者」として記載されていれば足

り、「配偶者等」欄を記載する必要はありません。 

○ 同様に、家計急変の申請の際にも、措置費の振込を受けている者が収入申立を行えば足ります。な

おその際、収入には措置費を含みます。 

 

問27. 令和4年度住民税の情報について、現在の居住地市町村ではなく、他の市町村で保有している場

合（他市町村課税対象者）は、他市町村の住民税部門と連携をとって把握するものとしてよいですか。 

（答） 

○ お見込みのとおり、令和４年度住民税の課税基準日である令和４年１月１日時点で他市区町村に

住所を有しており、現住所地市区町村で課税情報が不明である者については、1 月 1 日時点で住所を

有していた市区町村に課税情報を照会いただいて確認をお願いします。 

○ なお、本給付金は「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）第 10 条の規定における「特定公的給付」の指定を受けているため、

同法第 11 条の規定に基づき、他市町村に対して地方税関係情報に係る資料の提出その他必要な協力

を求めることができ、また、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

なければならず、当該求めに応じることについては、総務省から各地方公共団体の税務担当部局宛て

「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（通知）」（令
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和３年５月 19 日付け総税市第 29 号通知） にあるとおり、地方税法第 22 条の守秘義務に抵触しな

いものと解されます。 

 

(３)対象児童 

問28. 令和4年４月１日以降の新生児は、本給付金の対象児童となりますか。また、既にひとり親給付

金を受給した者に新生児が誕生した場合、ひとり親給付金の受給対象となりませんが、本給付金の対象児

童となりますか。 

（答） 

○ 令和４年４月１日から令和５年２月 28 日までの間に生まれた児童については、令和４年３月 31

日より前に生まれた児童と同様に、本給付金の対象児童となります。 

○ ひとり親給付金では、既に給付金を支給した基準日以降の新生児を対象としてはおりませんが、児

童扶養手当受給者であり、ひとり親給付金の支給要件に該当しなかった新生児についても、本給付金

の支給要件に該当する場合は、本給付金において対象児童となります。 

○ 実務上は、児童手当の受給資格にあわせて処理することが考えられます。 

 

問29. 新生児の対象期間を令和5年２月末までとした理由は何ですか。また、令和5年２月28日生まれ

の新生児は、児童手当の15日特例等を考慮すると、申請が年度末ぎりぎりになると予想されますが、ど

う対応すればよいですか。 

（答） 

○ 予算執行上、本給付金の支給にあたっては、年度内に支給決定がなされる必要があり、それを踏ま

えできる限り支給対象に該当する方に申請いただけるよう設定したものです。 

○ 令和５年 2 月 28 日生まれの場合、3 月 15 日まで児童手当の申請が可能であり、支給決定を年度

内に行うことができるよう、迅速な事務の遂行をお願いします。 

 

問30. 令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給者も、所得要件を満たせば本給付金の対象

になりますが、特に特別児童扶養手当は認定に時間がかかり、3月分の認定が令和4年度末までに間に合

わないことが想定されます。あくまで、手当本体の認定及び給付金の支給決定が年度末までに完了しな

ければ給付金を支給することはできませんか。 

（答） 

○ 本給付金の支給の決定は、原則として、児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格を認定した後に

行います。 

○ ただし、児童手当等の受給資格の認定が令和５年３月 31 日までに間に合わない場合、後に認定が

なされることを前提として、（つまり、後に認定がなされないこととなった場合には返還を行うもの

として、）本給付金の支給を決定することも許容されるものと考えます。 

○ この場合、結果的に児童手当・特別児童扶養手当の認定がなされなかった場合には、支給された額

の返還を求めることになります。 



 

20 

 

 

問31. 海外留学中の児童は本給付金の対象となりますか。 

（答） 

○  対象となります。当該児童の養育者が当該児童について児童手当または特別児童扶養手当を受給

している場合はその情報に基づいて養育状況を確認し、いずれも受給していない場合（高校生の場

合など）は、申請書の「３．給付金申請児童等」中の表Ａの「同居・別居の別」欄において「別居」

に○を付した上で、留学の事実が分かる書類を添付いただく必要があります。 

 

問32. 令和4年3月末で高校を卒業した者は、本給付金の対象児童となりますか。 

（答） 

○  本給付金の対象児童は、平成 16 年４月２日（障害児の場合、平成 14 年４月２日）から令和５年

２月 28 日に出生した者です。このため、令和４年３月末で高校を卒業した者は、本給付金の対象児

童となりません。 

 ただし、当該児童が、特別児童扶養手当の対象児童である障害児である場合、本給付金の対象児童

となります。 

 

問33. 申請による支給のケースで、令和4年3月31日時点で生きていた児童が、申請時点では死亡して

いた場合、本給付金の支給要件を満たしますか。①高校生を養育する非課税者の場合、②家計急変者の場

合のそれぞれについてご教示ください。 

（答） 

○ ①高校生を養育する市町村民税（均等割）非課税者の場合は、令和４年 3 月 31 日を基準として判

定するため、その後申請時点までの間に対象児童が死亡していても、本給付金の支給に影響しませ

ん。（非課税の児童手当等受給者について、令和４年 4 月時点を基準とし、4 月以降に対象児童が死

亡していても本給付金の支給に影響しないことと同様。） 

○ ②家計急変者の場合は、申請時点を基準として判定するため、申請時点で死亡している対象児童に

ついては本給付金の算定の基礎としません。（児童手当受給者でも、高校生養育者でも同様。） 

 

問34. 児童が婚姻した場合、本給付金の対象児童となりますか。また、婚姻したが離婚した場合、本給

付金の対象児童となりますか。 

（答） 

○ 婚姻した児童は、婚姻により成年に達したとみなされ、親の監護から外れたものとして、児童手当

と同様に対象とはなりません。 

○ 離婚した児童については、児童手当と同様に、養育者による当該児童の監護・生計同一と認められ

る場合、対象児童となります。 

 

問35. 18歳未満で未婚出産したが父母等に養育されている児童について、その未婚の児童の子は本給

付金の対象児童となりますか。 
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（答） 

○ 未成年者が婚姻によらない子を出生した場合、その未成年者の親あるいは後見人が親権を代行す

ることになっており、未成年者は親権の行使ができないとされています。したがって、当該未婚の児

童の子も未婚出産した児童の父母等に養育されているものとされます。 

○ ご照会のケースについては、児童手当と同様、当該未婚の子の分の本給付金は、未婚出産した児童

に係る分とともに、未婚出産した児童の父母等に支給されることになると考えられます。 

 

(４)その他の論点 

問36. 生活保護を受けている方は、本給付金の支給対象者となりますか。 

（答） 

○  生活保護を受けている方であっても、本給付金の支給対象者の要件を満たせば、支給対象者とな

ります。なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとしています。 

 

問37. 申請期間内に生活保護受給者となった場合、家計急変者として申請できますか。 

（答） 

○ 生活保護を受給することとなった場合は、申請をすれば家計急変者として本給付金を受給するこ

とができます。 

○ なお、この場合、保護決定通知書の写し等、生活保護が開始したことがわかる書類を添付すれば、

家計急変者用の収入見込額申立書の収入欄の記載は不要です。 

 

問38. 住民票上、ひとり親世帯であっても、事実婚（離婚をしているが、一緒に生活している場合など）

をしており、児童扶養手当の受給対象とならないことなどにより、ひとり親給付金の支給対象とならな

い方については、本給付金の支給対象者となりますか。 

（答） 

○ 事実婚などにより、ひとり親給付金の支給対象とならない方については、本給付金の支給要件を満

たせば、支給対象者となります。 

○ なお、要件を満たせば、積極支給の対象となります。 

 

問39. 令和4年4月分児童手当受給者（妻）が令和4年度市町村民税（均等割）非課税、配偶者（夫）が

課税の場合、4月分児童手当の対象児童については本給付金が支給されます。その後、令和4年度の現況

届の審査（公簿等で情報を確認した場合を含む。）後に、妻から夫へ受給者変更したとして、①令和4年4

月（受給者変更前）に新たに新生児が生まれた場合、当該新生児について給付金は支給されるでしょう

か。②令和4年8月（受給者変更後）に新生児が生まれた場合はどうでしょうか。 

（答） 

○ ①については、令和４年 4 月生まれの新生児は 5 月分児童手当において認定されますが、5 月分

児童手当の受給者は妻（非課税）であるため、当該新生児については本給付金が支給されます。 
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○ ②については、令和４年 8 月生まれの新生児は 9 月分児童手当において認定されますが、9 月分

児童手当の受給者は変更後の夫（課税）であるため、当該新生児については本給付金は支給されませ

ん（別途「家計急変」に該当する場合は支給されます）。 

 

問40. 本給付金の申請において、支給対象者の事実婚のパートナーを配偶者として申告してもらう必

要はありますか。また、家計急変要件の確認にあたって、そのパートナーの所得を確認すべきですか。 

（答） 

○ 支給対象者が事実婚をしている場合、そのパートナーが支給対象者とともに対象児童を養育する

者であれば、本給付金の申請において、その氏名を申告してもらう必要がある「配偶者等」に該当し

ます。 

 家計急変要件の確認にあたっては、「配偶者等」の所得を確認することとしています。 

 

問41. 対象児童を養育している児童養護施設等の設置者について、本給付金の支給対象になりますか。

また、対象児童が児童養護施設で養育されている場合、児童の両親（非課税のひとり親以外の子育て世

帯）は本給付金の支給対象者となるのでしょうか。 

（答） 

○ 低所得子育て世帯を対象とした本給付金の趣旨等にかんがみ、今回のひとり親以外の子育て世帯

への給付金の支給にあたっては、施設は支給対象外となります（里親は支給対象）。 

○ また、これらの施設に入所している児童の両親についても、施設入所中は支給対象となりません。

（退所した場合は支給対象になる場合があります。） 

 

問42. 重複支給の確認のため、非課税の児童手当受給者で算定児童を他の市町村で別居監護している

場合、当該受給者が、算定児童にかかる特別児童扶養手当受給者であることで積極支給を受けていない

か確認する必要はありますか。また、他の場合でも、他市町村と重複支給の可能性がある場合、他市町村

に支給の有無を確認する必要はありますか。 

（答） 

○ 別居監護の場合、児童の居住市町村との間で確認を行うことが望ましいですが、各自治体における

事務負担を考慮し、積極支給にかかる事前通知書等において「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」旨周知した上で確認を経ず積極支給しても差し支えあり

ません。その場合、後に重複が判明した場合には、特別児童扶養手当受給者として支給した方につい

て受給者から返還を求めることとなります。 

 

問43. 令和3年度現況届の未提出等の理由で令和4年4月分の児童手当や特別児童扶養手当が差止とな

っている場合、差止事由解除後に積極支給としてよいですか（家計急変者等申請を要する場合、差止事由

解除後に申請可能としてよいですか）。 

（答） 
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○ お見込みのとおり取り扱いください。 

○ なお、令和４年 4 月分児童手当と令和４年 4 月分特別児童扶養手当の両方の対象となっており、

その一方は差止となっているが他方は支給されているような場合、差止となっている方の差止事由

解除を待たず、（所得要件を満たせば）支給されている方を理由として本給付金を支給して差し支え

ありません。 

○ また、令和４年度現況届が未提出等の場合であっても、令和４年 4 月分の児童手当が支給されて

いれば、（所得要件を満たせば）本給付金を支給して差し支えありません。 

 

問44. ひとり親世帯分給付金の家計急変分の申請中であるが、添付書類不備などにより保留となって

いる者が、別途本給付金の積極支給対象者に該当する場合、積極支給して差し支えありませんか。その場

合、保留中の申請はどうなりますか。 

（答） 

○ ひとり親世帯分給付金の申請保留中であっても、要件を満たせば本給付金の支給決定を行って問

題ありません。 

○ 本給付金の支給決定が先に行われた場合、同一の受給者がひとり親世帯分給付金を重ねて受給す

ることはできないため、保留中のひとり親世帯分の申請は、仮に書類が整っても不支給決定を行うこ

とになります。 

 

３．支給方法 

（１）積極支給（申請不要の支給） 

問45. 積極支給を行うことができるのは、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

ある受給対象者に対する、児童手当や特別児童扶養手当で確認できる対象児童の分の支給額に限られま

すか。 

（答） 

○ 本給付金の趣旨を踏まえ、積極支給を行うか、申請に基づく支給を行うかは、各市町村の判断にな

ります。 各市町村で、本人の申請をいただかなくても受給資格が確認できれば、積極支給の対象と

なり得るものと考えます。 

 

問46. 令和4年4月分児童手当の受給者であって同年4月・5月に他市町村に転出した者については、現

況届業務を行わないため、児童手当の事務上は令和4年度課税情報に基づく所得を調査しません。令和4

年度の課税情報を別途紐づけて、積極支給対象者を抽出しなければなりませんか。 

（答） 

○ お見込みのとおりお取り計らいいただき、令和４年 4 月分児童手当受給者で令和４年度市町村民

税（均等割）非課税の者に対しては本給付金を積極支給していただくようお願いします。 

 

問47. 積極支給の際、児童手当又は特別児童扶養手当の受給者本人が非課税であれば本給付金を支給
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できますか。配偶者の課税・非課税を確認する必要はないと理解してよいですか。 

（答） 

○ お見込みのとおりです。児童手当・特別児童扶養手当の認定事務の際に、基本的には養育者のうち

所得の高い者（「主たる生計維持者」）を受給者としていることから、受給者本人が非課税であれば本

給付金の支給要件を満たすものとしています。 

 

問48. 新規児童手当受給者の非課税者だけでなく、新規特別児童扶養手当受給者の非課税者について

も積極支給できますか。 

（答） 

○ お見込みのとおりです。 

 

問49. 令和4年４月１日以降に生まれた新生児について、積極支給の対象児童とすることができますか。 

（答） 

○ 本給付金の趣旨を踏まえ、積極支給を行うか、申請に基づく支給を行うかは、各市町村の判断にな

ります。 

   新生児については、各市町村で、児童手当等の受給資格の認定などにより、本給付金の受給資格が

確認できれば、積極支給を行うことができるものと考えます。 

 

問50. ひとり親の給付金を受給した後、令和5年２月28日までに新たに児童を出生した場合、当該児

童分については、本給付金の積極支給の対象となりますか。この場合、申請をする必要がありますか。 

（答） 

○ ひとり親の給付金を受給した後、新たに生まれた新生児については、支給要件に該当している場合

は、本給付金の対象児童となります。新規児童手当等受給・市町村民税（均等割）非課税者に該当す

る者については、申請をさせる必要はなく、積極支給により対応いただくことも可能です。 

 

問51. 新たに児童を出生した者への積極支給については、出生届の提出や児童手当の受給資格等の認

定請求の事務手続の中で、支給対象者の本給付金の受給の意思を確認することにより、個別通知を行わ

ずに、支給を行うことができますか。 

（答） 

○ 新たに児童を出生した者への積極支給については、児童手当等に係る事務手続の中で、本給付金の

受給の意思が確認できれば、受給拒否届出の提出期限の到来を待つことなく、迅速に支給を行うこと

ができると考えます。 

○ ただし、個別通知には各種留意点などの重要事項が記載されているため、少なくとも支給を行う前

までに確実に本人の手元にわたるようお取り計らいいただくべきと考えます。具体的には受給の意

思確認の際に本人に手渡すなどの方法が考えられます。 

 

問52. 令和4年６月以降に修正申告による所得更正を行った結果、令和4年度は非課税から課税となっ
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た受給者は支給対象外となりますか。その場合、既に本給付金を受給していた場合、返還させる必要はあ

りますか。また、同様の理由で課税から非課税になった受給者は積極支給としてよいですか。 

（答） 

〇 所得更正を行った結果、令和４年度は非課税から課税となった場合は、本給付金の非課税での支給

対象外となるため、既に受給している場合は返還する必要があります。ただし、家計急変の要件を満

たせば支給対象となります。 

〇 また、課税から非課税となった場合は、既に支給をしていないことを確認のうえ、積極支給に足る

情報を保有している場合には積極支給が可能と考えますが、支給対象者が令和４年４月以降の転入

者である場合は、児童手当等認定自治体において対応することになりますのでご留意ください。 

 

問53. 本来算定児童として児童手当の受給者台帳に登録されているべき15歳到達年度以降の児童（児

童手当の支給対象児童の兄姉である高校生など）が、児童手当の第3子加算に影響しない等の理由で現況

届に記載されず、台帳に登録されていない場合、本給付金の積極支給の対象とすることができません。こ

の場合、当該児童の分の給付金はどのように支給すべきですか。 

（答） 

○ 各自治体において、できるだけ速やかな支給を行う観点から最も適切と考えられる方法で支給し

てください。（各自治体において住民基本台帳で確認した上で当該児童についても積極支給する、15

歳到達年度以降の児童のみ養育する者と同様に別途申請に基づき支給するなどの方法が考えられま

す。） 

 

問54. 15歳到達年度末以降の児童のみを養育する者であって市町村民税（均等割）非課税の者につい

て、 

①当該者が児童扶養手当の認定を受けていることから（ただし、令和4年4月分は扶養義務者が高所得で

あるため支給停止されており、ひとり親世帯分給付金の支給は受けられない）、児童扶養手当の支払口座

情報を市町村で把握している場合、当該口座に本給付金の積極支給を行ってよいですか。 

②当該者が令和4年3月までその児童について児童手当を受給していたことから、直近（令和4年2月）の

支払口座情報を市町村で把握している場合、当該口座に本給付金の積極支給を行ってよいですか。 

（答） 

○ 15 歳到達年度末以降の児童のみを養育する者については、児童手当の情報では養育の事実などの

要件充足性を確認できないため、本人から養育状況等を申請させた上で支給する取扱いを原則とし

ています。 

○ 自治体の責任において、養育の事実などの要件を満たすと判断した場合に積極支給を行うことを

妨げるものではありませんが、要件を満たさないことが判明した場合には本給付金の返還を求める

等の対応が発生すること、また、特に②については直近（令和４年 2 月）の支払口座が現在も有効と

は限らないこと等のリスクには十分留意いただく必要があります。 
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○ また、15 歳到達年度末以降の児童のみを養育する者については、申請時の居住自治体が実施自治

体となることから、当該対象者が他市町村に転出後申請して支給を受ける可能性があるため、転出を

把握次第転出先市町村と連絡調整を行うなど、重複支給が生じないよう注意する必要もあります。 

○ なお、本給付金は公金受取口座登録法の規定における「特定公的給付」に指定されており、児童扶

養手当情報・児童手当情報を本給付金の事務のために取得・利用できることから、児童扶養手当の支

払口座や直近の児童手当の支払口座を本給付金の事務に利用することについては、各自治体の個人

情報保護条例において通常規定されている目的外利用を許容する「法令等に定めがあるとき」に該当

するため、法令等の問題はないものと考えておりますが、関連法令等に照らして適切な個人情報管理

にご留意ください。 

 

問55. 高校生のみを養育する生活保護の被保護者について、生活保護情報によって養育の事実が確認

できるので、積極支給対象にしてよいですか。その際、保護費の振込口座に給付金を振り込んでよいです

か。 

（答） 

○ 生活保護情報を子育て世帯生活支援特別給付金の支給業務のために利用することについては、各

市町村の個人情報保護条例に基づく一般的な個人情報の取扱いを踏まえて必要となる手続等に沿っ

て行っていただくこととなります。 

（なお、個人情報の目的外の利用及び他機関への提供について、個人情報保護審議会への諮問等の手

続を要求している場合には、当該手続を行っていただいた上で、利用いただくこととなります） 

○ また、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）第 10 条の規定における「特定公的給付」に指

定されており、本給付金の支給要件確認等のために必要となる情報として、別表第１告示において、

地方税情報、児童手当情報、特別児童扶養手当情報、児童扶養手当情報が明示されていますが、生活

保護情報については明示されておりません。このことから、特定公的給付に関する規定を基に、個人

情報保護条例において目的外利用が許される場合として通例規定される「法令等に定めがある場合」

に該当するものとして、生活保護情報を利用すること（保護費の振込口座の本給付金の振込先として

の利用も同様）は、一般的には困難と考えられますが、いずれにしても、各市町村の個人情報保護条

例の解釈に基づき、適切な対応をお願いいたします。 

 

問56. 積極支給の対象者は、令和4年４月の児童手当等の受給者とされているが、この４月の児童手当

等受給者は令和2年の所得により対象者が決定されている。他方、これらの対象者が本給付金の支給対象

となるか否かについては、令和3年所得を基に判定された令和4年度非課税が要件となっている。要件の

年度設定が異なっているのはなぜか。 

（答） 

〇 本給付金はコロナウイルス感染症の影響を受けた低所得の子育て世帯へ支給されるものであり、

コロナの影響を受けたと考えられる令和３年所得（＝令和４年度課税状況）で低所得か否かの判定を

することとしています。 
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〇 他方、本給付金の趣旨を踏まえ、迅速かつ効率的に国民へ給付するためには、対象者の特定に既存

制度を活用することが必要であったところ、本給付金の対象のカバー率が大きい児童手当のスキー

ムを活用することが最も効率的であると考えたところです。 

〇 この場合、課税状況と同様の令和３年所得に基づく児童手当は、令和４年６月の現況届（公簿等で

情報を確認した場合を含む。）を踏まえ決定されるものであり、その新たな対象者への最初の支給は

１０月であることを考えれば、それを待っての本給付金の支給では目的を達せられない恐れがある

ため、直近の情報として令和２年所得に基づく４月児童手当等受給者を積極支給の対象としたとこ

ろです。 

 

問57. 支給対象者の抽出時点において、未申告者は市町村民税（均等割）非課税相当と見なして積極支

給しても差し支えないですか。 

（答） 

○ 児童手当の事務と同様、未申告者は所得がないものとして取り扱って差し支えありません。ただ

し、後に申告や更正があったことで支給対象外となった場合、当該者に返還を求める必要がありま

す。 

○ なお、市町村の判断で申請による支給とする場合、申請書上で「非課税である」旨を誓約させるな

ど、申請者に明示的に確認することが望ましいと考えます。 

 

問58. 過去の類似の給付金（子育て世帯への臨時特別給付（内閣府実施）、令和３年度低所得子育て世

帯特別給付金等）のデータを活用し、積極支給を行うことは可能ですか。また、過去の児童手当受給デー

タを活用し、高校生のみを養育する世帯に対して積極支給を行うことは可能ですか。 

（答） 

○ 過去の類似の給付金の支給のために取得した個人情報や過去の児童手当受給データを、本給付金

の支給に利用することの可否については、各市区町村の個人情報保護条例等に基づき、適正にご判断

いただくようお願いいたします。その上で、各市区町村のご判断で本人の申請をいただかなくとも受

給資格が確認できるのであれば、申請不要で給付することは差し支えございません。 

○ なお、昨年度と同様、本給付金については、特定公的給付に位置づけられています。これにより、

本給付金の支給事務において、過去の児童手当受給データの活用は、個人情報保護条例において目的

外利用が許される場合として通例規定される「法令等に定めがある場合」に該当し、当該データの利

用は差し支えないものと解されることとなります。 

○ いずれにしても、本給付金は直近の状況に基づき支給いただくものであり、過去の受給データから

は子の養育状況や口座情報等の異動があり得るため、その点ご留意の上、積極支給を実施いただくよ

うお願いいたします。 

 

問59. 児童手当受給者や特別児童扶養手当受給者について、積極支給を行わず、すべて申請としてもよ

いですか。 

（答） 
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○ 本給付金は、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、その実情を踏まえた生活の支援を行うためのものです。したがっ

て、支給対象者を把握できるものについては可能な限り迅速に支給することが望ましいと考えられ

ます。支給方法の検討にあたっては、このような本給付金の趣旨を踏まえご検討ください。 

 

問60. 返還を求める事務が煩雑であるため、未申告者には積極支給を行わなくても問題ないですか。ま

た、まず税の申告を行ってから、非課税であれば申請を受け付ける取扱いとしてよいですか。あるいは、

市町村で独自に簡易申告様式（国民健康保険の簡易申告を参考にするなど）を作成し、本給付金のために

簡易申告を求める取扱いとしてもよいですか。 

（答） 

○ 自治体において事務処理上の便宜を勘案して、未申告者など一部の対象者について申請を求める

こととすることは差し支えありません。 

○ また、申請に先立って税の申告を求めたり、市町村独自の簡易申告を求めたりすることも差し支え

ありません。 

 

問61. コロナの影響で申告遅れが見込まれるため、未申告者への積極支給は少し遅らせても問題ない

ですか。 

（答） 

○ 一般論としてはできる限り早い支給が望ましいですが、自治体において事務処理上の便宜を勘案

して、未申告者について、申告により非課税であることが明らかとなっている人と時期をずらす形で

支給を行うことも差し支えありません。 

 

（２）申請に基づく支給①（家計急変要件の確認） 

問62. 本給付金の支給対象者のうち、家計急変者に対する支給の趣旨は何ですか。 

（答） 

〇 本給付金については、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入減少がある中

で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯（令和 4 年度分の住民税均等割が非課税の

子育て世帯）を支援するためのものです。さらに、非課税世帯だけでなく、子育て世帯のうち、これ

までは一定の収入があり、市町村民税（均等割）が課税されている世帯であっても、長期化する新型

コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、直近の収入減少により市町村民税（均等割）

非課税相当と見なされる場合には、その家庭を支援し、子どもの貧困に対応する観点から、支給を行

うものです。 

  よって、課税者であった者がコロナウイルス感染症とは全く関係のない理由で収入（所得）が減少

し、非課税水準となった場合は対象とはなりません。（問 65 の３マル目もご参照ください。） 

 

問63. 家計急変者を判定するための具体的な基準について教えてください。 
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（答） 

〇 家計急変者について、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しており、具体的には、 

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、 

② 令和４年 1 月以降の任意の１か月の収入額について、これを 12 か月換算した年収見込額が、市

町村民税（均等割）非課税相当と見なされる場合、もしくは年収見込額から経費等を控除した年間

所得見込額が市町村民税（均等割）非課税相当と見なされる場合に支給対象となります。なお、支

出増に基づく支給は認めておりません。 

 

問64. 家計急変の対象者について、令和４年度給付金においては、令和４年１月以降としている一方

で、令和３年度給付金における家計急変の申請期限は、原則、令和４年２月28日までとなっている。こ

のため、同じ時期（令和４年１月～２月）に生じた家計急変により、令和３年度給付金と令和４年度給付

金のどちらも受給できるケースが想定されるが問題ないですか。 

（答） 

○ 令和４年度給付金は、令和３年度給付金とは別個のものであるため、これらの給付金の間での併給

調整を行うことは想定していません。 

○ 令和４年度給付金は、令和３年所得による非課税要件への該当の有無にて支給の判断を行ってい

るところ、家計急変については、非課税要件で対応できない令和４年１月以降の収入減少者も対象と

して支援を行う趣旨であることから、対象期間を「令和４年１月以降」としているものです。このた

め、令和３年度給付金と令和４年度給付金における家計急変の判定基準日が同じになる部分があり

ますが、上記のとおり、これらの給付金は相互に給付調整を行う性格のものではないことから、結果

的に重複して受給する者が生じることも差し支えないと考えます。 

 

問65. １年間の収入見込額について、「令和4年１月以降の任意の１か月の収入額」を基に推定するこ

ととしたのはなぜですか。 

（答） 

〇 令和３年所得により非課税要件への該当の有無を判断していることから、家計急変者については、

「令和４年１月以降」の収入額を対象とし、本給付金の趣旨に鑑み、できるだけ迅速に支給を行うた

め、「任意の１か月の収入額」を基に、１年間の収入見込額を推定することとしています。 

 

問66. 具体的な基準に基づく判定において、収入ではなく、控除額が多い等の理由により、申請者が所

得による判定を希望した場合には、当該所得により判定してよいですか。 

（答） 

〇 収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致することとなる方は、所得により判定する

ことができます。具体的には、令和４年 1 月以降の任意の１か月の収入額について、これを 12 か月

換算した年収見込額から経費等を控除することにより年間所得見込額を算出し、市町村民税（均等

割）非課税限度額以下となることを確認することとなります。 



 

30 

 

 

問67. 新型コロナウイルス感染症の影響について、どのように確認すればよいですか。 

（答） 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響については、自己申告（家計急変の収入等を確認するため申請者

に提出していただく「簡易な収入見込額の申立書」において「コロナの影響により収入減」に✔を付

す）により確認いただくものと考えています。 

○ なお、ここでいう新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん

延防止のための措置との間に何らかの因果関係を有することをいいます。 

例えば、新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、イベント開

催又は外出等の自粛要請、入国制限による影響など、直接・間接を問わず、広く該当するものと考え

ます。 

〇 自己都合のみを理由に休職・退職した場合など（「自己の意に反して」、「やむを得ず」と言えない

場合）は該当しませんが、例えば、自己都合による退職後に新型コロナウイルス感染症の影響により

再就職が難しくなり、当該影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合は該当す

ると考えます。 

 

問68. 家計急変者の申請の際に配偶者の収入（所得）も記載することしているのはなぜですか。 

（答） 

〇 非課税要件の判定と同様、家計急変者についても、「主たる生計維持者」が家計急変要件を満たせ

ば本給付金の支給要件を満たす整理です。よって、まず誰が「主たる生計維持者」であるか特定する

必要があるため、４月分の児童手当受給者である場合でも、直近の状況を確認するため、申立書の収

入（所得）について養育者（児童の父母など）双方の所得を確認することとなります。同居するその

他の世帯員等の所得の確認は必要ありません。 

○ そして、確認の結果、収入（所得）の高い方を便宜的に「主たる生計維持者」と考え、当人（申請

者）について非課税相当水準であることを確認し、給付金を支給します。 

 

問69. 家計急変による申請において、令和4年度の市町村民税（均等割）が課税となった父が新型コロ

ナウイルス感染症の影響により収入（所得）が急変し、非課税相当となった場合で、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けていないが同じく非課税相当である母の収入（所得）と比較した結果、母の方の収入

（所得）が高いために申請者となる場合、「簡易な収入（所得）見込額の申立書」の「要件１」の新型コ

ロナウイルス感染症の影響についてはどのように考えればよいでしょうか。 

（答） 

〇 収入（所得）比較の結果、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入（所得）が減少し、非

課税相当となった父ではなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていないが同じく非課税相

当である母の方の収入（所得）が高く申請者となる場合、家計として、申請者（母）又はその配偶者

等（父）のうちの少なくとも一方が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していること

をもって「要件１」に該当となります。 
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問70. 令和4年4月以降に出生した新生児の養育者が家計急変者として申請する場合、添付する給与明

細等は対象児童の出生後の月のものですか？それとも令和4年1月以降であれば、対象児童の出生前のも

のでもよいですか。 

（答） 

○ 家計急変の確認のための添付資料は、令和４年 1 月以降の任意の 1 か月の収入額がわかる資料と

なります。（新生児の出生以降に限るものではありません。） 

 

問71. 家計急変による申請に必要な添付資料について、給与明細を勤務先からもらえない場合や、自営

業の場合など挙証資料がない場合はどのように対応すべきでしょうか。 

（答） 

○ 簡易な収入見込額の申立書において「新型コロナウイルス感染症の影響により収入額が減少しま

した」にチェックするとともに、自身の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により市町村民税

（均等割）非課税相当の水準となったことの詳細について記載した申立書（様式自由）の提出を求め

その内容を踏まえて判定いただくようお願いします。 

 

問72. 家計急変者の申請において、収入又は所得の確認の対象となる「配偶者等」とは、何ですか。「配

偶者等」には、申請者の配偶者のほか、どのような者が含まれますか。 

（答） 

〇 「配偶者等」は、申請者を含め 2 人以上で児童を養育している場合に記載いただく必要があり、配

偶者のほか未成年後見人、父母指定者等、児童手当の認定事務において受給者を特定するために所得

比較を行うべき者が該当します。 

 

問73. 申請者が個人事業主等の場合の家計急変申請について、①収入は減少していないが、（店舗の感

染症対策等により）費用が急増し、所得ベースでは急減した場合も家計急変者として支給対象になるか

（ひとり親世帯分では、出費の増加だけの場合は支給不可としている）。②非課税相当の判定の際、夫か

ら専従者給与を受ける妻は世帯人数に含めて計算してよいですか。 

（答） 

○ それぞれ以下のとおりです。 

①  家計急変は、コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している、かつ、令和４年１月以

降の収入見込みが非課税相当水準以下であることが要件となっておりますので、収入の減少

がない場合は対象となりません。 

②  世帯人数に含める配偶者は、地方税法等における住民税非課税判定に使用する世帯人数と

同様の考え方で、同一生計配偶者としております。同一生計配偶者には、青色専従者給与の

支払を受けている者及び事業専従者に該当する者は含めません。 
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問74. 申請支給において、申請者と事実婚関係にある者も配偶者として確認の対象となりますか。ま

た、児童と養子縁組をしている場合、していない場合で取扱いが異なりますか。 

（答） 

○ 家計急変者の申請において、所得要件の確認にあたっては、「配偶者等」の収入又は所得を確認す

ることとしています。 

申請者と事実婚関係にある者が対象児童を養育する者であれば、本給付金の申請において、「配偶

者等」に該当します。（児童手当の認定事務において受給者を特定するために所得比較を行うべき者

であれば、事実婚の配偶者についても収入又は所得を確認することとしてください。） 

 

問75. 申請支給において、受給者特定のために所得比較を行うべき「配偶者等」の範囲については、事

実婚・法律婚にかかわらず、児童を養育する者を「配偶者等」として記載させる取扱いでよいですか。そ

の際、児童の養育者に当たるかどうかの判断基準は、児童手当の取扱いにおける考え方を踏襲してよい

ですか。 

（例１）事実婚状態で子を持ち、事実婚に留まったまま当該子を監護し生計を同じくする父母はいずれ

も養育者に当たると考えてよいか。 

（例２）法律婚であれ事実婚であれ、児童の母の配偶者（児童の親でない）が、将来にわたって児童と養

子縁組をする意思を有しない場合、当該配偶者は養育者に当たらないと考えてよいか。 

（答） 

○ お見込みのとおり、「配偶者等」に含めるべき者の範囲については、児童手当を参考にお取り扱い

ください。 

○ 例１・例２とも、取扱いはお見込みのとおりです。 

 

問76. 家計急変者として申請し、本給付金を受給した者から、令和5年２月末までに新生児が誕生し、

当該児童分について追加申請があった場合、収入（所得）見込額の申立書の添付は省略可能ですか。 

（答） 

○ 養育状況が変わらないことを前提に、お見込みのとおりです。 

 

問77. 「扶養親族等」の人数について、いつの時点で判定すればよいですか。また、事実確認について

はどのような方法で行えばよいですか。 

（答） 

〇 所得税法上の扶養親族等の人数については、申請の時点で判定してください。事実確認について

は、申請者から提出される戸籍謄本、住民票や、住民基本台帳等の公簿などにより、確認してくださ

い。公簿などによる確認が困難な場合には、申請者本人からの申告により確認することとしても差し

支えありません。 

 

問78. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合の非課税収入限度額は２０４．３万円とされています
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が、級地区分や扶養親族の人数によって金額は変わりますか。 

（答） 

〇 家計急変の申請者が障害者等の場合、収入見込額が２０４．３万円（所得が１３５万円）以下であ

れば級地区分、世帯の人数に関係なく非課税として取り扱い、収入見込額が２０４．３万円（所得が

１３５万円）を超える場合は、早見表（級地別）の世帯人数に応じた金額により非課税か否かを判定

してください。 

 

問79. 収入の範囲は、具体的にどのようなものになりますか。 

（答） 

〇 申請手続き、審査手続き等の負担の軽減及び給付の迅速性等の観点から、市町村民税（均等割）非

課税限度額の判定に利用する合計所得金額の主な項目について収入に算定することとします。具体

的には、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入（非課税のものは除く）の経常的な収入に

なります。また、これ以外の収入は対象としません。 

○ なお、賞与などの臨時的な収入、育児休業給付金や失業手当などの非課税の収入につきましては含

めないことといたします。 

 

問80. 「任意の１か月」については、暦通りの月を指しますか。 

（答） 

〇 審査手続き等の負担の軽減の観点から、基本的に任意の１か月については暦通りの月を想定して

おりますが、これにより難い特段の事情がある場合には暦通りの月でなくても構いません。ただし、

基本的には「月」単位での収入を根拠とするようにしてください。 

 

問81. 「任意の１か月」については、申請者及び配偶者は同じ月を設定することになりますか。 

（答） 

〇 基本的に同じ月を設定していただくことを考えていますが、例えば、申請者と扶養義務者で繁忙期

が異なり、同じ月を設定した場合には実態を反映できない等の事情がある場合には、異なる月を設定

しても差し支えありません。 

 

問82. 「任意の１か月」は、令和4年１月以降かつ申請月以前であれば、どの月を選定してもよいです

か。 

（答） 

〇 申請者が選定する任意の１か月については、令和４年１月以降であれば、どの月を選定しても構い

ません。 

なお、直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望

ましいと考えられます。 
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問83. 収入がなかった月を任意の１か月として設定する申請がなされた場合、本給付金の対象となり

ますか。 

（答） 

〇 収入がなかった月が任意の１か月として設定された場合、１年間の収入見込額もないものと推定

されます。 

〇 申請者に対しては、いつの時点から無収入となり、それが新型コロナウイルス感染症の影響による

ものなのか等の詳細について聴取する必要があるため、自身の収入の状況等の詳細について記載し

た申立書（様式自由）の提出を求めるとともに、無職であることを証明できる書類等（退職証明書等）

を提出できるようであれば併せて確認してください。 

〇 ただし、例えば、配偶者が専業主婦である場合など、収入が０（ゼロ）であることが保有する情報

等で明らかな場合は申立書等を不要としていただいて結構です。 

 

問84. 「簡易な収入見込額の申立書」（申請者本人用）の確認事項欄にある、「今後１年間に収入の多い

時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の収入見込額が収入基準額を

上回ることが明らかであるものではありません。」については、どのような場合が該当しますか。 

（答） 

〇 申請日以後の特定の時期に、例年どおりの事業収入（新型コロナウイルス感染症の影響による減少

前の水準の収入）が見込まれる、あるいは、申請時点で非課税相当限度額を上回る年収の職に就いて

いる等の事情が無ければ、確認事項に該当するものと判断して差し支えありません。 

 

問85. 「簡易な所得見込額の申立書」の添付書類として、経費が分かる書類は必要ですか。 

（答） 

〇 事業所得又は不動産所得に係る所得税法上の必要経費が分かる書類を求めてください。なお、事業

専従者控除を算入する場合は、必要経費として確定申告と同様の考え方により年間所要額見込を算

出してください。 

 

問86. 家計急変の「簡易な収入（所得）見込額」の申立書の【確認事項】の申請者氏名と配偶者氏名は、

それぞれ本人の署名が必要でしょうか。 

（答） 

〇 本人の署名が必要です。ただし、特別な事情により配偶者から署名を得ることが困難な場合は、委

任状など本人が申請書の内容を確認していることを証明できる別の手段をもって署名にかえること

も可能です。 

 

問87. 家計急変者として本給付金を支給した場合、令和4年の所得に基づく令和5年度の課税状況を調

査し、実際に非課税であったかどうかを確認する必要はありますか。また、実際には、令和5年度が非課

税でなかった場合、返還を求める必要はありますか。 
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（答） 

〇 令和５年度の課税状況の調査は必要ありません。また、実際には、令和５年度が非課税でなかった

場合についても返還の必要はありません。 

 

（３）申請に基づく支給②（その他の論点） 

問88. 15歳到達年度末以降の児童のみ養育する世帯について、母を「申請者」、父を「配偶者等」とし

て申請がありましたが、所得を確認したところ、父のほうが高所得でした。この場合、父が市町村民税

（均等割）課税者であれば当然に不支給決定となりますが、仮に父・母ともに市町村民税（均等割）非課

税であるとしても、高所得である父を「申請者」として再度申請を行うよう勧奨すべきですか。それとも、

父・母ともに市町村民税（均等割）非課税ならばいずれにせよ給付金が支給されることに変わりないた

め、母を「申請者」とする申請を受け付け、母に給付金を支給して差し支えないですか。 

（答） 

○ ご指摘のケースでは、父・母ともに市町村民税（均等割）非課税であるとしても、高所得である父

が主たる生計維持者と考えられ、父を「申請者」として再度申請を行っていただくのが基本的な取扱

いです。 

○ ただし、効率的な事務処理を通じてできるだけ速やかに給付金の支給を行う観点から、自治体にお

いて、本来受給者となるべき父や児童の利益を損ねるような不都合が実態として生じないとの判断

に基づき、再申請の手間を省略して母に給付金を支給することは許容され得るものと考えます。 

 

問89. 児童手当等の新規受給者からの申請については、児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の

認定請求と同時に受け付けてよいですか。 

（答） 

 〇 児童手当等の新規受給者であって、家計急変者については、本給付金の申請と児童手当等の受給

資格の認定請求を同時に受け付けることができます。 

 〇 児童手当等の新規受給者であって、市町村民税（均等割）非課税者については、特段の申請を要せ

ず、令和４年５月以降いずれかの月分の児童手当等の受給者となったことをもって、積極支給の対

象とすることができます。ただし、自治体判断で積極支給ではなく申請を求めることとし、その申請

を児童手当等の認定請求と同時に受け付ける等の取扱いを行うことは差し支えありません。 

 〇 なお、積極支給の実施にあたって、児童手当等の認定請求と同時に給付金受給の意思確認を行う

ことで、受給拒否届出を受け付ける手続・期間を省略する取扱いとすることもできます。 

 

問90. 公務員に対する申請勧奨や制度の周知はどのように行えばよいですか。 

（答） 

○ 公務員の支給対象者に対する申請勧奨や、制度の周知については、一義的には所属庁が行うことと

なります。 

○ なお、取扱等に係る詳細は、「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）の支給に当たり公務員の所属庁で行う事務につい
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て」（令和４年５月 25 日付け厚生労働省子ども家庭局長通知）にてお示ししております。 

 

問91. 令和4年４月１日付けで会計年度任用職員などを含めた公務員に採用された者の世帯で非課税

である場合は、令和4年４月１日をもって児童手当の受給権が消滅となるため、積極支給の対象となると

解釈してよいですか。 

（答） 

○ 令和４年 4 月 1 日付けで新たに公務員に採用となった者については、児童手当と同様に市町村か

らの支給となり、その場合は積極支給の対象となると考えます。 

 

問92. 公務員の場合は所属庁の証明欄がありますが、それは非課税であることも証明する内容に含ま

れますか。 

（答） 

○ 所属庁においては児童手当の支給の証明を行います。 

 

問93. 中学校修了後の子のみ養育する場合など、申請者が児童手当等の受給者でない場合も、申請者本

人の非課税だけを確認すればよく、配偶者の課税・非課税は確認不要でしょうか。 

（答） 

○ ご指摘の場合にも、申請者が児童手当等の受給者である場合と同様に、「主たる生計維持者」が非

課税であれば本給付金の支給要件を満たします。ただし、申請者が児童手当等の受給者でない場合に

は、まず誰が「主たる生計維持者」であるか特定する必要があります。 

○ したがって、実際の事務としては、まず養育者（児童の父母など）双方の所得を確認し、基本的に

所得の最も高い者（「主たる生計維持者」）から給付金の申請をしていただいた上で、当該申請者本人

の課税・非課税を確認する形が想定されます。 

 

問94. 申請による支給において、転入者からの申請については、前居住地等で既に支給がされていない

か確認する必要はありませんか。 

（答） 

○ 重複支給の確認については、基本的には自己申告（申請書の誓約）の確認で差し支えありません

が、何らかの疑義がある場合には、前居住地にお問い合わせいただくことを妨げません。前居住地に

あたる市町村におかれては、この種の問合せが他市町村からあった場合には円滑にご対応いただき

ますようお願いいたします。 

 

問95. 夫と離婚協議中かつ別居中の妻が高校生のみを養育しており、その妻から給付金の申請があっ

た場合、住民票等の添付書類からは夫の存在が把握できない場合があります。申請書上、夫が養育者に当

たらないとして（＝「配偶者等」欄に夫の記載なく）申請されていれば、特段「離婚協議中であることを

明らかにする書類」の添付を求めることなく、妻を支給対象者として申請を受け付けてよいですか。他
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方、仮に別途の手段で法律上の配偶者の存在を把握した場合には、書類添付を求めてよいですか。 

（答） 

○ お見込みのとおりお取扱いいただいて差し支えありません。 

 

（４）実施主体・その他の論点 

問96. 支給対象者と児童が別々の市町村に居住している場合（別居監護）、実施市町村はどちらですか。

また、支給対象者が児童手当または特別児童扶養手当の受給者ではない場合（高校生のみを別居監護し

ている場合など）、申請に際してどのような記載・添付書類が必要ですか。 

（答） 

○ 別居監護の場合の本給付金の実施市町村は、支給対象者が児童手当または特別児童扶養手当の受

給者である場合はその支給市町村（特別児童扶養手当については申請受付市町村）、支給対象者が児

童手当または特別児童扶養手当の受給者ではない場合は、支給対象者が申請時点で居住する市町村

です。 

○ 支給対象者が児童手当または特別児童扶養手当の受給者ではない場合は申請が必要になりますが、

別居監護の場合には、申請書の「３．給付金申請児童等」中の表Ａの「同居・別居の別」欄において

「別居」に○を付した上で、当該児童の世帯の状況が分かる資料（児童の住民票等）を添付いただく

必要があります。 

問97. 本市においては特別児童扶養手当の定時支払いは県が行っているため、県が特別児童扶養手当

受給中の対象者へ積極支給を行うことになりますか。 

（答） 

○ 本給付金の支給事務の実施主体は、市町村です。「都道府県のご協力をお願いする事務」（自治体向

け説明資料 p.39 参照）として、都道府県に対し、特別児童扶養手当の受給者データの管内市町村へ

の提供及び更新を依頼するとともに、５月 25 日に、障害保健福祉部と連名で都道府県等の障害福祉

担当課（室）に対して協力を依頼する事務連絡を発出したところです。 

これらの情報が都道府県から提供されていない場合は、都道府県の窓口と調整し、入手していただ

きますようお願いします。 

 

問98. DV 避難のため令和4年３月31日時点で住所地以外の市町村から児童手当を受給している場合、

本給付金はどこから支給されますか。 

（答）  

○ 令和３年度の給付金と同様、児童手当を支給している市町村から本給付金を支給する取扱いとし

ております。 

 

問99. 住民基本台帳制度上の支援措置の対象となっている場合がＤＶ避難者として取り扱われる場合

の例として挙げられています。支援措置の対象になっているかどうかについて、市町村内部で住基台帳

所管部局に確認する手続をとることが困難である場合、申出者に支援措置の決定通知書等の添付書類の
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提出を求めても良いですか。あるいは、申出者に支援措置の決定通知書等の添付書類の提出を求めず、自

治体内部で確認する対応としても良いですか。 

（答）  

 〇 住民基本台帳制度上の支援措置の対象となっているかの確認については、各市町村の判断により、

自治体内部で確認する対応とすることも、あるいは、申出者に支援措置の決定通知書等の添付書類

の提出を求めることもできます。 

 

問100. ＤＶ避難を理由とする令和4年５月分以降の児童手当の受給者変更の申出があった場合におい

て、既に児童手当単独で避難元市町村への通知を実施済であれば、配偶者への本給付金の支給を差し止

めるために、申出者から改めて申出を受け付ける必要がありますか。避難先市町村において、申出者から

の本給付金に係る申出を改めて受けることを待たず、配偶者への本給付金の支給差止に関する追加の連

絡を避難元市町村に行ってもよいですか。 

（答）  

 〇 ＤＶ避難を理由とする令和４年５月分以降の児童手当の受給者変更の申出が既にあった場合、避

難先市町村は、申出者からの本給付金に係る申出を改めて受けることを待たず、配偶者への本給付

金の支給差止に関する追加の連絡を避難元市町村に行うことができます。 

 

４．広報関係 

問101. 本給付金の支給要件等に関する周知について、広報チラシ等の参考例は国から示されますか。 

（答） 

〇 ５月 25 日に当省の OnePublic にてお示ししたチラシの参考例を各自治体の実情に合わせて適宜

ご活用ください。 

 

問102. 国からは、どのような広報を行う予定ですか。 

（答） 

○ 当省ホームページや、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページ、首相官邸のメ

ールマガジン等に給付金関係情報を掲載するとともに、政府広報のラジオ CM や当省 SNS での情報

発信等を行う予定です。 

 

問103. 高等学校への周知依頼は、都道府県が行うという理解でよいですか。 

（答） 

○ 原則は都道府県において行っていただくこととしますが、市町村において独自の取組を実施する

ことも差し支えありません。 

○ なお、都道府県には、「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）に関する周知広報について（協力依頼）」（令和４年５月 25
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日付け事務連絡）にて協力依頼を行うとともに、国立大学法人の設置する高等学校等については、国

（文部科学省）から周知依頼を行いました。 

 

５．支給手続関係 

問104. 積極支給対象者への支給手続について、個別通知・案内の内容や様式は市町村の判断で変更して

よいですか。 

（答） 

○ 以下の２点の内容については、贈与契約成立の要件となるものであるため、そのまま使用していた

だきたく考えますが、成立要件が失われない範囲であれば、市町村の実情に応じて文章を加える等は

差し支えありません。この文章について記載があれば、制度案内（チラシ）ではなく、ハガキに印字

する等の様式は問いません。 

① 支給を希望しない場合等は、◯月◯日までに、申出書を返送するか、窓口まで持参してください。 

② 指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、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（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）が支給されません

ので、令和４年●月末【※市町村において変更可】までに必ず御対応をお願いします。 

 

問105. 積極支給対象者への支給手続について、郵送による個別通知自体を行わず、要件・金額・注意事

項を一般的に記載した文書をホームページ上で公表する等の方法をとることができますか。 

（答） 

○ 個別通知は、贈与契約成立の要件となる贈与の申込にあたることから、何らかの形式で必ず行って

いただきたく考えます。 

 

問106. 積極支給対象者への支給手続について、受給拒否及び口座登録の届出書は必ず個別通知に同封

しなくてはいけませんか。 

（答） 

○ 受給拒否及び口座登録等の届出書については、個別通知に同封で郵送する方法のほか、市町村のホ

ームページに届出書様式を掲載する等市町村の実情にあわせた対応として差し支えありません。 

 

問107. 積極支給対象者への支給手続について、何らかの理由で郵送した個別通知が差し戻しになって

しまい、本人の元に到達していない場合は、電話連絡等により別途支給対象者本人の受給意思の確認が

できた場合でも、再送や直接手交などの方法で、確実に個別通知が本人の元に到達するよう計らう必要

がありますか。 

（答） 

○ 個別通知の到達以外の方法で支給対象者本人の受給意思の確認ができた場合でも、個別通知には

各種留意点などの重要事項が記載されているため、少なくとも支給を行う前に確実に本人の手元に

わたるようお取り計らいいただくべきと考えます。 
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○ 受給意思は既に確認されていることから、受給拒否届出の提出期限の到来を待つことなく支給を

行うことは差し支えありません。 

 

問108. 積極支給対象者への支給手続について、受給拒否の意思表示を確認する方法として、電話連絡で

の申し出といった、受給拒否のための申出書以外の方法で確認しても良いでしょうか。 

（答） 

○ 支給を拒否する意思表示の方法として、必ずしも届出でなくても差し支えありませんが、金銭の受

領に関することであるため、本人からの受給拒否の届け出である旨が確認でき、その記録を残すこと

が重要だと考えます。 

○ したがって、市町村の判断で電話連絡での意思表示でも可能とする場合には、本人確認の方法や記

録する内容を検討の上で、実施してください。 

 

問109. 積極支給対象者への支給手続について、受給拒否のための届出書の提出期限は、どの程度の期間

を設ければよいでしょうか。 

（答） 

○ 支給対象者が拒否をする積極的な行為をしないことをもって承諾の意思表示であると認められる

ために、熟慮する期間及び書面の発送等の準備に一定程度の期間が必要であることから、たとえば２

週間程度とすることが考えられますが、期間を短縮することも含め、市町村で実情に応じた適切な期

間を設けてください。 

 

問110. 積極支給対象者への支給手続について、受給拒否のための届出書を誤って（勘違いして）返送し

てくる支給対象者が一定数いると想定されますが、受給拒否の届出を取り消すことは可能ですか。 

（答） 

○  届出が過誤であることが判明した場合は、後日のトラブルを防止するために、その記録を残した

上で、支給の手続を行ってください。 

 

問111. 支給対象者に対して振込を行ったことの通知は発送しなければいけませんか。 

（答） 

○ 本給付については、支給対象者への支給のお知らせに対する拒否の申出がないことをもって、対象

者の受給の意思が示されたものとして支給を行います。よって、振込通知は必須ではありませんが、

積極支給対象児童と申請対象児童の両方がいらっしゃる家庭など、申請者からの問合せの対応が増

える等を考慮して、確認のための通知を行って頂くなどの対応が考えられます。 

○ なお、児童手当等と本給付金を併せて振り込む場合で、振込通知を発送する場合には、その明細は

明確に分ける必要があります。 

 

問112. 支給決定後、申請者に対して支給決定通知を発出しなければなりませんか。 

（答） 
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○ 本給付金は、ひとり親給付金と異なり、同じ受給者において積極支給と申請による支給の各々に該

当する児童を養育している場合があるなど、児童単位での給付管理が求められ、受給者に対しても可

能な限り支給決定通知により支給状況を明確にしておくことが望ましいと考えます。 

 

問113. 申請書を審査した結果、支給要件を充たさないなどにより不支給となった場合、申請者へ不支給

通知による連絡が必要ですか。 

（答） 

〇 申請者に対しては不支給の通知を送ることが望ましいと考えます。 

 

問114. 申請による支給対象者について、電子申請で受付を行うことは可能でしょうか。 

（答） 

○ 国において電子申請の統一的な仕組みを設けることは予定していませんが、各市町村の判断によ

り電子申請による受付も行うことは構いません。ただし、これに関するシステム構築や改修は各自治

体で行って頂くことになります。 

その際には、確実な本人確認の実施や適正な情報管理に十分留意してください。 

○ なお、システム改修費等については、本給付金の事務に係るものである場合は事務費として計上し

ていただくことができます。 

問115. 本給付金の支給後に受給拒否のための届出書が提出された際の取扱いはどうなりますか。 

（答） 

○ 原則として、贈与契約が成立した後に支給していることから、既に受給者の財産となっており、市

町村において返還を請求する必要はありません。 

 

問116. 既に支給した本給付金を返還してもらわなければならない場合の時効の取扱いはどのようにな

りますか。 

（答） 

○ 本給付金の返還請求権の消滅時効は、民法第 166 条第１項の規定により５年となります。 

 

問117. 令和5年度に入って以降、市町村民税の修正申告等により、令和4年度分の市町村民税（均等割）

が非課税者でなくなった場合にも、本給付金の返還を求める必要がありますか。また、令和5年度に入っ

て以降の修正申告等により、令和４年度分の市町村民税（均等割）が非課税者となった場合、本給付金の

給付ができますか。 

（答） 

○ 令和５年度に入って以降の修正申告等により、令和４年度分の市町村民税（均等割）の非課税者で

なくなった場合も、本給付金を返還していただく必要があります。 

○ 他方で、令和５年度に入って以降の修正申告等により、非課税者となった場合、本給付金の支給決

定を令和５年３月３１日までにする必要があるため、本給付金の給付はできません。 
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問118. 修正申告の有無は、どのようにして確認しますか。 

（答） 

○ 修正申告の有無は、支給対象者の申告により、確認することとして差し支えありません。 

 

問119. 非課税者として給付を受けた後、市町村民税の修正申告等により、令和4年度分の市町村民税（均

等割）が非課税者でなくなった場合において、支給対象者が家計急変者としての支給要件を満たす場合

には、本給付金の返還を求めなくても構いませんか。また、家計急変者としての支給要件を確認するため

の申出書等の様式など、具体的な取扱いは決まっていますか。 

（答） 

○ 支給対象者が家計急変者としての支給要件を満たす場合に、本給付金の返還を求めず、家計急変者

としての申請を事後的に求める取扱いをすることは差し支えありません。 

  返還を要する者の事情は様々であるため、具体的な取扱いについては、自治体において個別に判断

をお願いします。 

 

問120. 児童手当事務等の処理過程で、本給付金を非課税者として支給済みの者が後に更正により課税

者となったことを把握した場合、給付金返還を求めるべきですか。 

（答） 

○ （前述のとおり、）基本的には修正申告の有無は支給対象者からの申出ベースで確認いただいて構

いませんが、本給付金担当部局において、児童手当事務等、別途の事務処理過程で対象外となった者

を把握する契機があった場合には、お見込みのように返還を求める対応をとっていただくことが望

ましいと考えます。 

 

問121. 令和4年４月分の児童手当受給者に積極支給した後、現況届の審査の結果、令和4年度児童手当

の受給者を、より所得が高く非課税者ではない配偶者に変更する場合について、返還を求める必要があ

りますか。 

（答） 

○ 積極支給を受けた令和４年４月分の児童手当受給者が非課税者である限り、返還していただく必

要はありません。（現況届等を経て変更された令和４年 6 月以降の受給者の状況によって、令和４年

4 月分受給者に対する本給付金の支給の有無が事後的に変わることはありません。） 

 

問122. 他市町村での重複支給が判明した場合、どの市町村が受給者に返還を求める必要がありますか。 

（答） 

○ 他市町村での重複支給が判明した場合、基本的には最も早く支給決定が行われた給付が優先され

るため、2 番目以降に支給決定を行った市町村が受給者に返還を求める必要があります。 

○ ただし、令和４年 4 月分児童手当等受給者への積極支給をできる限り円滑に進めていただくため、 

・同一児童に関する令和４年 4 月分の児童手当及び特別児童扶養手当の受給者がそれぞれ異なり、
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両者に積極支給が行われた場合には、児童手当受給者への給付を優先し、特別児童扶養手当の受給者

に支給した市町村が受給者に返還を求めることとします。 

・また、同一児童について令和４年 4 月分の児童手当等受給者への積極支給と、同年 5 月分以降の

児童手当受給者への支給が重複して行われた場合、4 月分受給者への給付を優先し、5 月分以降の受

給者に支給した市町村が受給者に返還を求めることとします。 

 

問123. 期限内の確定申告の反映が遅れたことによって、非課税から課税に変動した者も返還金の対象

でしょうか。例えば、給与収入で非課税になった者に他に収入がある場合、確定申告の内容で課税に修正

されることが考えられます。 

（答） 

○ 返還の対象となります。 

 

問124. ４月１日以降に転入があった申請者について、他市町村での重複支給を、どのようにして確認し

ますか。 

（答） 

○ 他市町村での重複支給がないことについては、申請者の申告により、確認することとして差し支え

ありませんが、必要に応じて、電話等により、転居前の市町村に確認することもできます。 

 

問125. 支給口座について、申請者からの委任状があれば、申請者以外の口座に支給することも可能です

か。同様に、現金支給も委任状により受給者以外に手渡すことも可能ですか。 

（答） 

○ 支給口座について、積極支給対象者については、特段の支障がある場合を除き、原則、児童手当又

は特別児童扶養手当の受給者名義の口座を、また申請による場合は申請書に記載された申請者本人

名義の振込口座を想定しています。 

○ 現金支給については、原則は申請者本人に支給することが望ましいと考えますが、やむを得ない理

由により受給者以外に支給する場合は、委任状等により受給者と代理人の関係を十分確認の上、判断

ください。 

 

６．事務費関係・交付申請手続等スケジュール 

問126. 市町村分の事務費補助金の対象経費はどのようなものが含まれますか。 

（答） 

○ 本給付金の給付事務に必要な、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、給料及び超過勤務以外の諸

手当（会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関するものに限る。）、報酬、職員旅費、需用費（消耗

品費、会議費、燃料費、印刷製本費、光熱水費等）、備品購入費、役務費（通信運搬費、広告料、手

数料等）、使用料及び賃借料、共済費（会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関するものに限る。）、

報償費、委託料、負担金、その他厚生労働大臣が認めた経費が対象経費となります。  
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○ 具体的な経費の内容としては、正規職員の時間外手当、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給

与、口座振込手数料、パソコンのレンタル（又はリース）、郵送申請のための返信用封筒及び郵送料、

消耗品費、システム整備等に要する経費などが想定されます。 

 

問127. 職員人件費・業務委託料など、返還業務の事務経費は、交付申請可能ですか。令和5年度以降に

必要となる返還業務の事務経費は、国の補助を受けられますか。 

（答） 

○ 返還業務の事務経費は、年度内であれば、交付申請が可能ですが、令和５年度以降については、国

の補助を受けられません。 

 

問128. 本給付金の支給にかかる経費（事務費及び事業費）については、補助対象となる具体的な時期を

教えてください。 

（答） 

○ 本給付金の支給に必要な事務費及び事業費につきましては、令和４年 4 月 28 日以降に発生した経

費が補助対象となります。 

 

問129. 迅速な給付を実施するため本事業の契約について、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

５号の規定に基づき随意契約を行うことは可能ですか。 

（答） 

○ 契約方法については、自治体の会計規則等に則りご判断いただき、適切に実施いただきますようお

願いします。 

 

問130. ひとり親世帯分とひとり親以外の世帯分の統一システムを構築する場合のシステム改修経費

（委託料）について、一本で契約する場合、ひとり親世帯分とひとり親以外の世帯分で費用を分ける（按

分）する必要がありますか。 

（答） 

○ ひとり親世帯分に係る事務費の補助と、ひとり親以外の世帯分に係る事務費の補助とそれぞれ申

請する場合は、事業規模等（支給対象者数の比など）に応じて、適切に按分の上、申請して下さい。 

 

問131. 事務費の備品購入費について、どのようなものが対象になるでしょうか。 

（答） 

○ 当事業の実施において、真に必要な備品を購入していただきますようお願いします。なお、当事業

は時限的な事業であることから、耐用年数が長期に亘る備品等（パソコンなど）については、リース

でご対応いただきたいと考えています。 

 

問132. 会計年度任用職員及び臨時的任用職員が給付金の支給に係る業務と他の業務を兼ねている場合
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の事務費の取扱いはどのようになりますか。 

（答） 

○ 会計年度任用職員及び臨時的任用職員については、全体の業務に占める給付金の支給に係る業務

の割合等を元に、合理的な方法により事務費の対象となる経費を算出していだくこととなります。 

 

問133. 本給付金業務に対応するため正規職員を増員して対応したいが、正規職員の人件費に充当でき

ないと対応ができません。なぜ正規職員の人件費に充当できないのでしょうか。 

（答） 

○ 当事業は時限的な業務であることから、正規職員については既存の人員で対応していると考えら

れるため、給料は対象としていませんが、超過勤務手当及び管理職員勤務特別手当は補助の対象とし

ています。 

また、当事業の業務を実施するために、会計年度任用職員などを新たに雇い入れた場合に係る人件

費については、対象経費としているので、申請していただければと思います。 

 

７．特定公的給付、マイナンバー関係 

（１）地方税情報の取得・利用関係 

問134. 地方税情報を取得・利用するに際して本人同意が不要であるとの点は、市町村において給付金担

当部局が税務部局から税情報を取得するという場合のみならず、個人番号を用いた情報連携によって他

市町村から税情報を取得する際も同様であるとの理解でよいですか。 

（答） 

○ お見込みのとおり。この点については、内閣府及び総務省から各都道府県の番号制度主管部局宛て

に発出された「デジタル改革関連法等の公布について（通知）」（令和３年５月 19 日付け府番第 138

号及び総官参第 37 号通知）をご参照ください。 

 

（参考）「デジタル改革関連法等の公布について（通知）」（令和３年５月 19 日付け府番第 138 号及び

総官参第 37 号通知）（抜粋） 

４．留意事項 

（３）特定公的給付の指定について 

 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 29 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。 
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問135. 情報連携等によって地方税情報を確認した結果、要件を満たさずに支給対象外となる者もいる

と思いますが、それらの者についての地方税情報の取得・利用も本人同意は不要であるとの理解でよい

ですか。 

（答） 

○ 本給付金の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地方税情報を取得

することについては、総務省から各地方公共団体の税務担当部局宛て「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（通知）」（令和３年５月 19 日付け総税市第

29 号通知）にあるとおり、地方税法第 22 条の守秘義務に抵触しないものと解されており、要件の該

当性を判定する必要がある者について、当該判定に必要な地方税情報を取得して判定を行った結果

として、要件を満たさない場合であっても、その取扱いに変わりありません。 

 

問136. 申請が必要となる高校生以上の子のみを養育する世帯について、本人からの申請を待たずに、あ

らかじめ市町村において住民基本台帳に基づき児童の年齢や続柄等によって対象となり得る世帯を抽出

し、そのうえで当該者の地方税情報を事前に確認し、要件該当性を満たす可能性が高いと考えられる者

に対して申請書と通知を送付するといった個別勧奨を行うことは可能でしょうか。 

（答） 

○ 住民基本台帳は住民基本台帳法第１条に基づき、各市町村が実施する事務のために活用すること

が認められており、本給付金事務においても利用可能であること、また、本給付金の支給要件の該当

性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な地方税情報の取得については、総務省から各地

方公共団体の税務担当部局宛て「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（通知）」（令和３年５月 19 日付け総税市第 29 号通知）にあるとおり、地方税

法第 22 条の守秘義務に抵触しないものと解されることから、御質問のような周知を行うことは可能

であると考えられます。 

 

問137. 本給付金に係る事務として情報連携で取得できるのは地方税関係情報のみですか。公的年金関

係情報や住民票情報を取得できないのでしょうか。 

（答） 

○ 本給付金事務における情報連携の対象範囲は、番号法別表第２告示において規定されているとお

り、支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る市町村民税に関する情報です。なお、そのほ

か、住基ネットを利用して、当該者の氏名や住所等の確認を行うことも可能です。 

 

問138. 転入者の要件確認に際して、本給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該

判定に必要な情報として、６月の現況届に関する事務によって把握した児童手当の支給に関する情報を

活用することは問題ないでしょうか。 

（答） 

○ 本給付金の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として、児童

手当の支給に関する情報を活用することは、個人情報保護条例において目的外利用が許される場合
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として通例規定される「法令等に定めがある場合」に該当し、差し支えないものと解されます。ただ

し、現況届に関する事務処理に要する期間も踏まえつつ、本給付金の支給を可能な限り迅速に実施い

ただけるようご対応をお願いします。 

 

（２）マイナンバーの利用関係 

問139. 本給付金の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児童手当や特別児童扶養手当の特定個人情報との庁内連携・管理を行うことが

可能であり、庁内連携に当たって条例改正は不要とのことだが、その根拠をお示しください。 

（答） 

○ マイナンバー法第９条第２項に基づく条例は、同法第９条第１項に規定されていないものについ

て、特定個人情報の利用の範囲として、利用する機関、事務、特定個人情報を規定するものです（マ

イナンバー利用条例案）。 

○ 一方で、特定公的給付については、マイナンバー法第９条第１項別表第１の 101 の項において、

「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」

と規定され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の

主務省令で定める事務を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第５号）第７４条で当該定めるも

のが「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第十条の

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内閣総理大臣及

び総務大臣が定めるもの」とされているところ、当該定めるものである「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第 10 条の内閣総理大臣が指定する公的給

付を定める告示」（令和３年内閣府告示第 70 号）第６号（令和４年６月１日改正）において、本給付

金に係る個人番号利用事務については、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当

関係情報、児童手当関係情報を含む本給付金の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関す

る事務と規定して、利用する機関・事務・特定個人情報を明らかにする予定です。この規定に基づき、

特定個人情報の利用が可能であり、別途、条例の制定の必要はありません。 

○ なお、前回の給付金の事務実施状況を踏まえ、今般の給付金事務にあたっては、都道府県等からの

特別児童扶養手当の受給者情報の連携や地方税担当部局との地方税情報の連携について協力を依頼

する事務連絡を発出予定ですので、こちらもご活用いただき、連携の上、ご対応いただきますようお

願いいたします。 

 

 

問140. 本給付金においてマイナンバーを利用することについて、本人同意をとる必要はありませんか。 

（答） 

○ 個人番号利用事務において、マイナンバーを利用するに当たっての本人の同意は不要です。また、

本人の意思に関わりなくマイナンバー法第 14 条第２項の規定により住基ネットを用いてマイナン

バーを取得することも可能です。 
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問141. 申請書にマイナンバーを記載いただけないこともあると思いますが、その場合、市町村において

マイナンバーを確認・利用することは可能ですか。 

（答） 

○ 本給付金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を処理するために必要があ

るときは、マイナンバー法第 14 条第２項の規定により住基ネットを用いてマイナンバーを取得する

ことができます。 

 

問142. 申請書にマイナンバーを記載いただくにあたり、マイナンバーカードの写しを提出いただく等

の方法によって番号確認と本人確認を行う必要がありますか。 

（答） 

○ 個人番号が記載された申請書等を受理する際には、番号法、施行令、施行規則の規定に基づき、何

らかの本人確認措置を行っていただく必要があります。 

 

（３）支給先口座関係 

問143. 公金受取口座登録法に基づき預貯金口座の情報をマイナポータルで登録できるようになったと

のことですが、本給付金の積極支給を行うにあたり、市町村において当該口座情報をどのように確認し、

支給先として利用すればよいですか。 

（答） 

○ 公金受取口座登録法における公金受取口座の登録等については、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することとなっています。なお、この点については、

内閣府及び総務省から各都道府県の番号制度主管部局宛てに発出された「デジタル改革関連法等の

公布について（通知）」（令和３年５月 19 日付け府番第 138 号及び総官参第 37 号通知）の２．（１）

をご参照ください。 

○ 今回の給付金の積極支給を行う際の口座は、当該口座ではなく、児童手当又は特別児童扶養手当の

支給先として登録されている口座に対して支給いただくこととしています。なお、支給に先立って、

積極支給対象者への事前通知を行う際には、受給拒否あるいは児童手当又は特別児童扶養手当の登

録口座以外の口座への入金を希望する場合には申し出を行っていただきたい旨をお知らせください。 

 

問144. 児童手当や特別児童扶養手当を受給しておらず、申請を要する者についての口座情報はいかに

して確認するのでしょうか。 

（答） 

○ 申請書において入金先口座を記載いただくこととしています。申請書の様式例については、令和 4

年 5 月 24 日付で発出した「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）支給事業実施要綱（例）について」における様式第３号をご参照

ください。 
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（４）特定個人情報保護評価関係 

問145. 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。 

（答） 

○ 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。 

 

問146. 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よい

でしょうか。 

（答） 

○ 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。 

問147. 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。 

（答） 

○ 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。 

 

問148. 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り、事後に実施することとした場合、評

価はいつ頃実施すればよいでしょうか。 

（答） 

○ 事後評価の実施時期については、評価書の種別ごとに記載内容や必要な手続きが異なることから、

一概にお示しすることは難しいですが、特定個人情報保護評価に関する規則第９条第２項の規定に

基づき、評価実施機関における業務負担や実施体制を踏まえつつ、可及的速やかに評価を実施してい

ただくことが必要です。 



 

50 

 

○ 本給付金の迅速かつ正確な支給を行うために、特定個人情報ファイルを保有する前に特定個人情

報保護評価を行うことが困難であった状態が解消されたタイミングなど、各市町村において適切な

時期を判断し、実施いただければと思います。 

 

問149. 積極支給者を抽出するにあたり、児童手当関係情報や特別児童扶養手当関係情報をマイナンバ

ー付きで突合する場合、当該手当等の特定個人情報保護評価において、特定個人情報の移転として記載

する必要があるでしょうか。 

（答） 

○ 評価実施機関内において、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報が特定個人情報保護

評価の対象となる事務以外の事務を処理する者の使用に供される場合は、特定個人情報保護評価指

針の解説 P12 に記載されている「移転」に該当します。 

○ 今回、本給付金事務について、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

付に関する事務等）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、または既存の他の事

務の評価書に本給付金事務を追加して作成する場合等、評価書の対象事務の範囲によって「移転」の

該当性は異なると思われますので、各評価実施機関の実態を踏まえ、適切な判断をお願いします。 

○ 「移転」の考え方については、特定個人情報保護評価指針の解説 P12 等をご参照ください。 

 

（参考） 

特定個人情報保護評価指針の解説 P12（Q 第２の９－１） 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kaisetsu_shishin.pdf 

 

問150. 本市で課税情報を有している者（令和4年１月１日時点で本市に住所を有していた者）について

はマイナンバーを用いずに要件確認を行い、本市で課税情報を有していない者（令和4年１月１日時点で

他市町村に住所を有していた者）の分だけをマイナンバーを用いた情報連携により課税情報を確認した

場合、特定個人情報ファイルの対象人数は情報連携を行った者の分のみという理解でよいでしょうか。 

（答） 

○ 特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有した者を対象人数としてしきい値判断を

行い、評価を実施いただくものです。御質問の例について申し上げれば、申請者や支給管理において

マイナンバーを用いないことを前提とすれば、お見込みのとおりです。 

 

問151. 児童手当等の既存事務においてマイナンバーを用いて地方税情報や住民票情報を入手しており、

今回の給付金事務としてはそれらの情報を児童手当担当課等からマイナンバーを紐づけない形で取得し

て利用する場合、給付金事務としての特定個人情報保護評価は、今回の給付金事務としてのみ取り扱っ

た特定個人情報ファイルの数に応じて実施すれば足りるでしょうか。 

（答） 
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○ お見込みのとおり。なお、既存事務についての特定個人情報保護評価は、当該事務において取り扱

う特定個人情報ファイルに記録される本人の数（対象人数）等に応じて適切に実施いただいているも

のと認識しています。 

 また、本給付金事務において、支給対象者の抽出等を既存業務における地方税情報や住民票情報をマ

イナンバーを用いて行う場合等に特定個人情報ファイルを保有する場合には、当該特定個人情報フ

ァイルに記録される本人の数も対象人数に含まれるものと考えられます。 

○ 以上を踏まえ、各評価実施機関において適切なしきい値判断の実施をお願いします。対象人数につ

いては、特定個人情報保護評価指針の解説 P65 等をご参照ください。 

 

（参考） 

特定個人情報保護評価指針の解説 P65（Q 第５の２－１） 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kaisetsu_shishin.pdf 

 

問152. 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、5月25日付け各都道府県・指定都市・

中核市番号制度主管部（局）長及び児童福祉主管部（局）長あて通知に基づき、本自治体は本来「①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（管理番号94-

76。事務手続コード JT00940000000076）」を使用することとなっていますが、当該事務手続による

照会ができない場合、「②新高額障害福祉サービス等給付費の支給（管理番号84-169。事務手続コード

JT00840000000169）」を使用して照会しても差し支えないでしょうか。 

（答） 

○  本給付金の支給事務において情報照会を活用するに当たり、各市町村における個人情報保護条例

の規定やシステム上の取扱いなどの理由から、転用することとされた①の事務手続により情報照会

を行えない場合は、②の事務手続により情報照会を行っても差し支えありません。 

なお、転用する事務手続を変更する場合は、厚生労働省子ども家庭局総務課低所得子育て世帯特別

給付金業務室（E-Mail：kosodatekyuufu@mhlw.go.jp）まで、ご連絡をお願いします。 

 

問153. 本給付金事務は全市町村が実施するものですが、特定個人情報保護評価の評価書の記載例を国

で示される予定はありますか。 

（答） 

○ 今回の給付金は、国において事務の統一的な手法やシステムを提供して実施いただくものではな

く、積極支給者の抽出過程や転入者・申請者の取り扱いなどについて、給付対象者への迅速な支給や

各市町村の事務の実情等に照らしたうえで、各市町村において具体の事務を実施いただくものです。 

○ 特定個人情報保護評価にあたっては、こうした具体の事務の運用の仕方如何によって、特定個人情

報の取り扱いや取り扱う特定個人情報ファイルの対象者数が大きく異なることから、国として全市

町村共通となる評価書の様式例をお示しするのに馴染まないものと考えています。 

 

 



 

52 

 

問154. 児童手当に関する事務など、既存の他の事務の評価書に、本給付金事務を追加する形で評価書を

作成する場合、令和4年度末をもって本給付金事務を終了した後には、当該追記部分を削除するというこ

とになるでしょうか。 

（答） 

○ 特定個人情報保護評価指針の第５の５において、「評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施

した事務の実施をやめたとき等は、規則第 16 条の規定に基づき、遅滞なく委員会に通知するものと

する。評価実施機関は、事務の実施をやめる等した日から少なくとも３年間、その事務の実施をやめ

たこと等を記載するなど、所要の修正を行った上で、特定個人情報保護評価書を公表するものとす

る。」と記載されているところです。 

○ 仮に、本給付金事務を既存の他の事務（例えば児童手当に関する事務等）の評価書とは別に１つの

評価書として新規に作成し、事務を終了する場合には、評価書の記載要領等に記載のとおり、評価書

名に続けて事務の実施をやめるなどした日を【○年○月○日終了】と記載し、少なくとも３年間公表

することになります。 

○ 一方、既存の他の事務の評価書に本給付金事務を追加する形で評価書を作成する場合、評価書で本

給付金事務に記載のある箇所に、例えば＜令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金の事務につい

て【○年○月○日終了】＞等と見出しをつけ、口座登録法第 10 条に基づき、特定公的給付指定告示

により指定された「令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金」に係る記載であることを記載し、少

なくとも３年間公表することになるものと思われます。 

 

（参考） 

特定個人情報保護評価指針 P10（第５の 5） 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/PIA_shishin.pdf 

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）〔記載要領〕 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/format4_zenkoumoku_point.pdf 

 

８．その他 

問155. 本給付金はいつまでに支給開始すればよいですか。各種事務と合わせたスケジュールを教えて

ください。 

（答） 

○  本給付金は、予備費を財源とし物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活支援を行うも

のであり、児童手当受給・非課税者への支給については、令和４年度の市町村民税均等割の課税状

況を活用することとしています。 

○ このため、課税情報が判明した後、準備が整った市町村からできるだけ速やかに支給を開始いただ

きたいと考えており、昨年度の実績等を踏まえ、６月下旬頃から順次支給開始をお願いしたいと考え

ております。 
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問156. 本給付金の支給対象者の住所を確認するため、住民基本台帳を活用することについて法的に問

題はないですか。 

（答） 

○ 住民基本台帳は、法令（住民基本台帳法第１条）に基づき、市町村が実施する事務のために活用す

ることが認められており、本給付金の支給事務の執行のために利用することは可能です。 

 

問157. 地方創生臨時交付金を活用し、本給付金に市町村独自で上乗せ又は追加で給付を行う場合にお

いても、一括支給してよいですか。その場合の事務費分の取り扱いはどうなりますか。 

（答） 

○ 地方創生臨時交付金を活用した給付金については、各自治体において実施されるものであり、その

支給方法等については、各自治体でご判断ください。（一括支給を妨げるものではございませんが、

給付財源の管理等、適切に御対応いただくようお願いいたします） 

○ 地方創生臨時交付金を活用した給付金により追加的に生じた経費について地方創生臨時交付金を

活用した事務費の補助を申請する場合は、内閣府地方創生事務局に申請して下さい。詳細について

は、内閣府地方創生推進室（03-5501-1752）までお問い合わせください。 

 

問158. マイナンバーカード取得及び公金受取口座の登録推進のためのリーフレット配布に係る経費に

ついては、本給付金事業の事務費補助金の対象経費となりますか。 

（答） 

○  デジタル庁及び総務省から発出されている「給付金事業におけるマイナンバーカードの取得の促進

及び公金受取口座の登録について」（令和４年５月 25 日付事務連絡。「以下、マイナンバーカード・

公金受取口座登録事務連絡」という。）のとおり、リーフレットの印刷等、マイナンバーカード・公

金受取口座登録事務連絡の事務の実施に要する経費については、マイナポイント事業費補助金の対象

となるものであり、本給付金事業の事務費補助金の対象とはなりません。 

○  マイナンバーカード・公金受取口座登録事務連絡の事務の実施に要する経費については、原則、本

給付金事業に要する経費と切り分けていただき、各自治体のマイナポイント事業費補助金担当と連携

して、マイナポイント事業費補助金として申請をお願いいたします。 

 

問159. マイナンバーカード・公金受取口座登録事務連絡の事務の実施に要する経費と本給付金事業に

要する経費が切り分けられない場合はどのようにしたらよいですか。印刷費だけでなく、郵送費等につ

いても、印刷枚数に応じて切り分けを行うということでよいですか。 

（答） 

○  リーフレットと給付事業における郵送書類の印刷・郵送等を一体的に外部委託する場合など、

給付事業との切り分けが困難な経費については、給付事業における郵送書類とリーフレットの印

刷枚数などに応じて、適切に按分の上、申請をお願いいたします。郵送費等についても切り分け

られない場合は、印刷枚数などに応じて適切に按分いただくことで差し支えありません。 

 


