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令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金 

自治体職員向けＱ＆Ａ 

 
１．総論 
問１ 子育て世帯への臨時特別給付金（以下「子育て特別給付金」という。）の趣旨及び事務の性格は何

ですか。 

（答） 
○  子育て特別給付金は、小学校等の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

子育て世帯を支援する取組の一つとして、低所得者層に限定せずに中間所得者層も含め、児童手当
受給世帯に臨時・特別の一時金を支給するものです。 

○  また、事務の性格は自治事務になります。 
 
問２ 子育て特別給付金の法的性格は何ですか。 

（答） 
○  法的性格は、民法上の贈与契約（民法第 549 条）となります。 

 
問３ 子育て特別給付金の申請はなぜ不要なのですか。 

（答） 
○  児童手当情報を活用することを想定しており、対象児童や銀行口座情報等の情報が既に市町村

にあることから、事前に子育て特別給付金が不要である場合や銀行口座情報等を変更・廃止した場
合は届け出てもらうことを前提に、市町村の定める期限までに連絡がないことをもって、本人の受
給の意思を確認することで、子育て特別給付金の支給においては、改めての申請を要しないことと
しています。 

 
問４ 子育て特別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。 
○  市町村において実施要綱を作成される際には「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金支給

事業実施要綱（例）について」（令和２年５月１日付け内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室
事務連絡）を参照ください。 

 
問５ 基準日を令和２年３月31日としている理由は何ですか。また、基準日の翌日以後から支給決定日
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までに生まれた児童等は対象児童とはならないのですか。 

（答） 
○  令和２年４月 20 日に閣議決定した令和２年度補正予算により実施する事業であるため、直近の

情報である同年３月 31 日を基準日としたものであり、また、同月に新型コロナウイルス感染症に
よる小学校等の臨時休業等が行われたことも踏まえて設定しています。 

○  基準日の翌日以後に生まれた児童については、支給の対象とはなりません。 
 
問６ 子育て特別給付金は、児童手当に上乗せして支給するということですか。 

（答） 
○  できるだけ速やかに児童手当を受給している子育て世帯に支給するために、児童手当情報を活

用することを想定しておりますが、子育て特別給付金は臨時・特別の一時金であり、実質的には上
乗せではあるものの、厳密には児童手当の上乗せではありません。市町村の実情に応じて６月の児
童手当の支給日に合わせて支給するなど御対応ください。 

 
問７ できるだけ速やかに支給を開始とは、どのようなことを想定していますか。 

（答） 
○  今般の情勢を鑑みるに、例えば次回６月児童手当の支給に合わせるなど準備が整った市町村か

らできるだけ速やかに開始いただくことを想定しております。市町村の判断ではありますが、例え
ば、補正予算については首長の専決処分や５月の臨時議会の開催など、また、システム改修を簡素
なものにすることや行わないことも選択肢として考えられますので、実情に応じて御検討くださ
い。 

 
問８ 子育て特別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） 
○  子育て特別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９ 子育て特別給付金は、課税の対象となりますか。 

（答） 
○  子育て特別給付金については、令和２年４月 20 日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

が閣議決定され、所得税及び個人住民税を非課税とする措置等を講ずるとされており、関連法令の
公布・施行が行われました。 

 
問10 子育て特別給付金は、市町村の差押えの対象となりますか。 

（答） 
○  「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」（令和２年法律第 27 号 ※令

和２年４月 30 日施行）により、子育て特別給付金は差し押さえることはできません。 
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問11 申請書等の関係書類について、保存期間は何年になりますか。 

（答） 
○  市町村の公文書管理規則の規定に従って、保存してください。 

 
問12 市町村の負担で給付額を増額してもいいのでしょうか。 

（答） 
○  子育て世帯への支援が一層手厚くなるため、市町村の判断で実施していただいても差し支えあ

りませんが、当方からの補助額は１人当たり１万円のままとなります。 
○  なお、市町村の負担で給付額を増額する場合は、「８．市町村の単独事業として給付額を加算（増

額）する場合の留意事項」を御参照ください。 
 
問13 子育て特別給付金は被保護者等の収入と認定されますか。 

（答） 
○  子育て特別給付金は、被保護者等の収入と認定されません。 
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２．支給対象者・対象児童 
（１）対象者に関する取扱い 
問１ 対象児童はいつからいつまでに生まれた児童ですか。 

（答） 
○  平成 16 年４月２日から令和２年３月 31 日までに生まれた子どもが対象児童となりえます。 

 
問２ 令和２年４月より新高校１年生となった児童は、子育て特別給付金の対象児童となりますか。 

（答） 
○  令和２年３月分の児童手当の対象（基準日も同年２月 29 日と読み替える）となるため、子育て

特別給付金の対象児童となります。 
 
問３ 基準日に生まれた児童は、子育て特別給付金の対象児童となりますか。 

（答） 
○  基準日に生まれた児童については、基準日より前に生まれた児童と同様に、当該児童が支給対象

者の令和２年４月分の児童手当の支給要件児童等となっている場合は、子育て特別給付金の対象
児童となります。 

 
問４ 生活保護制度内の被保護者等や税未申告の受給者は、子育て特別給付金の支給対象者となります

か。 

（答） 
○  令和２年４月分の児童手当の受給者であれば、子育て特別給付金の支給対象者となります。 

 
問５ 外国人の方は、子育て特別給付金の支給対象者となりますか。 

（答） 
○  令和２年４月分の児童手当の受給者であれば、子育て特別給付金の支給対象者となります。 

 
問６ 基準日に本邦へ入国した児童は、子育て特別給付金の対象児童となりますか。 

（答） 
○  基準日より前に本邦へ入国した児童と同様に、基準日時点で住民基本台帳に記録されている児

童であり、かつ、当該児童が支給対象者の令和２年４月分の児童手当の支給要件児童等となってい
る場合は、子育て特別給付金の対象児童となります。 

 
問７ 児童手当の対象となっている児童（日本の国籍を有する者）が国外に転出している場合であって

も子育て特別給付金の対象児童となりますか。 

（答） 
○  基準日において児童手当の受給要件に該当している者の対象児童が国外に転出している場合は、
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子育て特別給付金の対象児童となります。 
 
問８ 令和２年３月に対象児童が亡くなった場合は、子育て特別給付金の対象児童となりますか。 

（答） 
○  令和２年３月分の児童手当の対象となるため、子育て特別給付金の対象児童となります。 

 
問９ 令和２年３月31日までに出生した児童について、保護者が15日以内に児童手当の認定請求を行わ

ず令和２年５月分からの受給対象となる場合は、子育て特別給付金の対象児童となりますか。 

（答） 
○  令和２年４月分の児童手当の受給対象に当たらないため、子育て特別給付金の対象児童にはな

りません。 
○  ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から児童手当の認定請求を行うこと

ができない場合については、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため児童手当の認定の請求
ができない場合等の対応について」（令和２年３月 10 日付け内閣府子ども・子育て本部児童手当
管理室事務連絡）で示しているように、弾力的な対応を行うようお願いします。 

 
問10 2月に実親より里親の元へ来た児童であって、里親が児童手当の手続が遅れ、４月に認定請求を

行った場合、この児童は対象児童となりますか。 

（答） 
○  令和２年４月分の児童手当の受給対象に当たらないため、子育て特別給付金の支給対象にはな

りません 
○  ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から児童手当の認定請求を行うこと

ができない場合については、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため児童手当の認定の請求
ができない場合等の対応について」で示しているように、弾力的な対応を行うようお願いします。 

 
問11 基準日の翌日以後に対象児童が亡くなった場合に、平成26、27年の子育て世帯臨時特例給付金

では支給の対象となりませんでしたが、子育て特別給付金では対象児童としているのはなぜですか。 

（答） 
○  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯への生活を支援する取組の一つとして、

令和２年４月分の児童手当受給者に対して支給するため、４月分の支給要件を満たしている場合
には対象となります。 

 
問12 対象児童が施設入所等児童となった場合に、平成26、27年の子育て世帯臨時特例給付金では児

童に支給していましたが、子育て特別給付金では施設等の設置者としたのはなぜですか。 

（答） 
○  子育て世帯臨時特例給付金では、申請を必要としていたため、対象児童本人に支給することがで

きましたが、子育て特別給付金は申請を要さないため、児童手当の仕組みを活用して施設等の設置
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者に支給することができるようにしたものです。 

 

（２）要件変更の事由が発生した場合の取扱い 
問13 基準日の翌日以後に、支給対象者や対象児童の状況に変化が生じた場合、子育て特別給付金の取

扱いはどのようになりますか。 

① 支給対象者が亡くなった場合 
② 支給対象者が海外に転出した場合 
③ 支給対象者が離婚した場合、又は離婚協議を開始した場合（配偶者であった者が児童を養育して

いる場合） 
④ 支給対象者がＤＶ加害者となった場合（ＤＶ被害者が児童を養育している場合） 
⑤ 支給対象者が刑務所に入所した場合 
⑥ 対象児童が亡くなった場合 
⑦ 対象児童が施設入所等児童となった場合 
⑧ 対象児童が少年院や少年鑑別所に入った場合 

（答） 
○ 基準日の翌日以後に、上記①から⑧までに掲げる場合の取扱いについては、次のとおりです。 

① 支給対象者が亡くなった場合は、その者が亡くなった日の属する月の翌月分の児童手当の支給
対象者又はその他これに準ずるものとして適当と認められる者が支給の対象となります。 

② 支給対象者が海外に転出した場合についても、原則として支給の対象となりますが、振込口座に
ついては原則として支給対象者名義の国内の口座（児童手当の振込口座等）に限る取扱いとしま
す。 

③ 支給対象者が離婚した、又は離婚協議を開始した場合については、児童手当法上の取扱いは基準
日において、対象児童を監護している者が受給者になるのであり、当該者が児童手当の支給要件を
満たし、令和２年４月分の児童手当の受給者である場合は、当該者が給付金の支給の対象となりま
す（新高校１年生に関しては、令和２年３月分と読み替える。以下同じ。）。 
※基準日前から別居し、かつ離婚または離婚協議中であったこと等により、遡って４月分の児童手

当の受給資格を消滅した場合の取扱いは、問 15・問 16 を御参照ください。 
④ 支給対象者がＤＶ加害者となり、配偶者及び対象児童が避難している場合には、「児童虐待・Ｄ

Ｖ事例における児童手当関係事務処理について」（平成 24 年３月 31 日付け雇児発 0331 第４号厚
生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）を踏まえ、児童手当の仕組みを活用し、当該加害者ではな
く、配偶者が支給の対象となります。詳細については、「配偶者からの暴力を理由とした避難事例
における令和 2 年度子育て世帯への臨時特別給付金関係事務処理について」（令和２年５月１日付
け内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室事務連絡）を参照ください。 

⑤ 支給対象者が刑務所に入所した場合についても、令和２年４月分の児童手当の支給対象者が支
給の対象となります。 

⑥ 対象児童が亡くなった場合についても、令和２年４月分の児童手当の支給対象者が支給の対象
となります。 

⑦ 対象児童が施設入所等児童となった場合は、児童手当の仕組みを活用し、児童が入所していた施
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設の設置者が支給の対象となります。詳細については、「施設入所等児童に係る令和２年度子育て
世帯への臨時特別給付金関係事務処理について」（令和２年５月１日付け内閣府子ども・子育て本
部児童手当管理室事務連絡）を参照ください。 

⑧ 対象児童が少年院や少年鑑別所に入った場合についても、令和２年４月分の児童手当の支給対
象者が支給の対象となります。 

 
問14 子育て特別給付金を支給される者が、支給が決定される前に亡くなった場合に、新たな認定請求

の提出が遅れ、翌月分の児童手当の支給を受ける者が発生しない場合は支給する必要はないですか。 

（答） 
○ 「死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者」がいない場合は、４月分の児童手

当の未支払請求を行った者へ子育て特別給付金を支給してください。 
 
問15 児童手当は、父母が離婚または離婚協議中かつ別居している場合、現に児童と同居している方へ

支給します（いわゆる同居優先）が、子育て特別給付金の取扱いも同様でよいでしょうか。 

（答） 
○  お見込みのとおりです。同居優先により令和２年４月分の児童手当の受給資格が認められた方

へ子育て特別給付金を支給します。 
○  なお、基準日後に、基準日前から離婚または離婚協議中かつ別居していたことにより、遡って４

月分の児童手当の受給者を変更した場合は、変更後の者へ支給します。 
 
問16 3月15日付で同居優先により児童手当の受給者を変更しており、子育て特別給付金の対象児童が

二人（新高校1年生、中学１年生）いる場合、新高校1年生分は離婚前の児童手当受給者、中学１年

生分は現受給者へ支給となりますか。 

（答） 
○  お見込みのとおりです。 

 
問17 新高校１年生がいる世帯について、DV 被害者が当該児童を連れて避難した場合、DV 被害者は児

童手当の認定請求を行うことはないため、子育て特別給付金の対象とはなりませんか。 

（答） 
○  御質問の場合については、以下の２点を満たすときは、当該 DV 被害者が子育て特別給付金の支

給対象者となります。 
・ DV 被害者から「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における子育て世帯への臨時特別給

付金関係事務処理について」第一の５（３）による申出があること。 
・ 当該 DV 被害者の児童が児童手当の支給要件児童であるとみなしたときに当該 DV 被害者が

児童手当の支給要件を満たすと認められること。 
○  各市町村においては、DV 被害者が当該児童を連れて避難していることを把握した場合は、子育

て特別給付金に係る申出を行うよう案内するなど、適切な周知をお願いします。 
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問18 施設等入所児童が基準日の翌日以後に退所し、未支払いの児童手当（３、４月分）について児童

本人から請求があった場合は、子育て特別給付金は児童本人に支給できますか。 

（答） 
○  施設を退所する際に未支払いの３、４月分の児童手当について、児童本人から請求があった場合

は、４月分の児童手当の受給者を児童本人と見なせるため、児童本人に子育て特別給付金を支給で
きます。 

○  なお、未支払請求をしない場合は、「２．支給対象者・対象児童」（２）問 19 を御参照ください。 
 
問19 令和2年2月29日が基準日である児童（新高校1年生）が施設を退所した場合は、新たに児童手当

の受給者がいないため、支給対象の取扱いはどうなりますか。 

（答） 
○  御質問の場合については、以下の２点を満たすときは、当該児童の保護者が子育て特別給付金の

支給対象者となります。 
・ 「施設入所等児童に係る令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金関係事務処理について」別

紙様式４により、基準日後に当該児童の保護者から申出があること。 
・ 当該児童が児童手当の支給要件児童であるとみなしたときに当該児童の保護者が児童手当の

支給要件を満たすと認められること。 
○  なお、児童の保護者からの申出がない場合は、当該児童が入所等していた施設等の設置者が支給

対象者となります。 
 
問20 基準日において児童手当の受給資格を有していなかったが、令和２年６月に、児童手当法第８条

第３項の規定に基づき、令和２年４月分に遡って児童手当の受給資格が認定された場合の子育て特

別給付金の取扱いはどうなりますか。 

（答）  
○  令和２年４月分の児童手当が遡って支給されると認められた者は、子育て特別給付金の支給対

象になります。 
 
問21 基準日時点で令和元年６月の現況届が未提出であり、児童手当の支払いを差し止めている者につ

いても、子育て特別給付金の支給対象者となりますか。 

（答） 
○  現況届が未提出の者については、現況届の提出を求めることが必要ですが、その後提出され、令

和２年４月分の児童手当が遡って支給されると認められた場合は、子育て特別給付金の支給の対
象となります。 

 
問22 基準日時点では書類不備により児童手当の認定保留中の者の取扱いはどのようになりますか。 

（答） 
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○  基準日時点で認定保留中の者について、その後不足書類が提出され、令和２年４月分の児童手当
が遡って支給されると認められた場合は、子育て特別給付金の支給の対象となります。 

 
問23 令和２年４月分の児童手当が遡って認定された場合に、年度末等の時期により子育て特別給付金

の支給ができないことも想定されますが、いつまでに受給資格が認められる必要がありますか。市町

村において具体的に期限を設定してよいですか。 

（答） 
○  子育て特別給付金の支給については、令和３年３月 31 日までに終了させる必要があることに鑑

み、令和３年２月 28 日までに令和２年４月分の児童手当が遡って支給されると認められた者につ
いては、子育て特別給付金の支給の対象とすることが適当と考えます。 

○  ただし、市町村の実情に応じて、令和３年２月 28 日より後に期限を設定することも可能です。 
 
問24 市町村民税の修正申告等により、平成30年所得額に変動があった場合の取扱いはどのようになり

ますか。 

（答） 
○  既に子育て特別給付金の支給を受けた者が、市町村民税の修正申告等により、所得額が児童手当

の所得制限限度額を超えるに至った場合には、これを返還していただく必要があります。 
○  また、令和２年４月分の特例給付の支給を受けた者が、市町村の支給日までの期間において、市

町村民税の修正申告等により、基準日において児童手当の支給要件に該当することとなった場合
には、子育て特別給付金の支給の対象となります。 

 
問25 令和2年3月31日時点で在留カード期限切れになった受給者・児童は、支給対象になりますか。ま

た、更新手続をすれば子育て特別給付金は支給してよいですか。 

（答） 
○  令和２年４月分の児童手当の受給者である場合は、子育て特別給付金の支給対象となります。な

お、令和２年３月から同年６月までに在留期間が満了する者の在留資格の取扱い等については、
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う情報連携事務及び市町村在留関連事務の取扱いに
ついて（通知）」（令和２年４月２日入管庁管第 1585 号出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理
課在留管理業務室長通知）を御参照ください。 

 
問26 基準日において児童手当の支給要件に該当していたが、令和２年６月になって令和２年３月に遡

及して児童手当の支給事由が消滅した場合の取扱いはどのようになりますか。 

（答） 
○  子育て特別給付金は、基準日において児童手当の支給要件に該当する者を支給対象とすること

から、令和２年３月に遡って児童手当の支給事由が消滅し、基準日において児童手当の支給要件に
該当しなくなった者については、支給対象とはなりません。 
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（３）実施主体に関する取扱い 
問27 令和２年４月１日が転出予定日で、実際は基準日に転入した場合、児童手当の切り替え時期は転

出予定日で取り扱っているため、令和２年４月分の児童手当の支給は転出元の市町村（Ａ市）からと

なりますが、基準日時点の住民基本台帳の記録は転出先の市町村（Ｂ市）となります。その場合の子

育て特別給付金の支給はどちらになりますか。 

（答） 
○  子育て特別給付金の支給の実施主体は、令和２年４月分の児童手当を支給する市町村となりま

す。したがって、御質問のケースについては、Ａ市が実施主体となります。 
○  また、転居による実施主体の変更を整理しましたので、下表を参照ください。児童手当の切り替

え時期は転出予定日で取り扱っており、実際の転出日に留意する必要はありません。 
〔転居による実施主体一覧〕 

引越し（転居） Ａ市 ⇒ Ｂ市 
転出予定日 3/1～30 3/31 4/1 4/2～以降 

実
施
主
体 

児童手当  
 ３月分 Ａ市 Ａ市 Ａ市 Ａ市 

４月分 Ｂ市 Ｂ市 Ａ市 Ａ市 
子育て特別給付金 Ｂ市 Ｂ市 Ａ市 Ａ市 

 
問28 令和２年４月１日で新高校１年生になる児童手当の受給者が基準日に転居する場合（転出予定日

＝転入日）、３月分の児童手当は転出前の市町村（Ａ市）が支給することとなり、転出先の市町村（Ｂ

市）では児童手当の対象ではないため児童情報を把握することができませんが、基準日時点の住民基

本台帳の記録は転出先の市町村（Ｂ市）となります。その場合の子育て特別給付金の実施主体はどち

らになりますか。 

（答） 
○  子育て特別給付金の支給の実施主体は、原則として令和２年４月分の児童手当を支給する市町

村となりますが、新高校１年生の場合は、３月分の児童手当を支給する市町村と読み替えることに
なります（基準日についても２月 29 日となる）。したがって、御質問のケースについては、Ａ市
が実施主体となります。 

○  補足となりますが、御質問のケースにおいて、３月分以降の児童手当の対象児童（弟又は妹）も
監護している世帯の場合、４月分の児童手当の支給がある関係で、同一世帯の児童で実施主体が異
なる場合がありますので、下表を参照ください。 
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〔新高校１年生と下の子がいる世帯の転居による実施主体一覧〕 
引越し（転居） Ａ市 ⇒ Ｂ市 

転出予定日 3/1～30 3/31 4/1 4/2～以降 

実
施
主
体 

児童手当 新高１ 弟(妹) 新高１ 弟(妹) 新高１ 弟(妹) 新高１ 弟(妹) 
 ３月分 Ａ市 Ａ市 Ａ市 Ａ市 

４月分 ‐ Ｂ市 ‐ Ｂ市 ‐ Ａ市 ‐ Ａ市 
子育て特別給付金 Ａ市 Ｂ市 Ａ市 Ｂ市 Ａ市 Ａ市 Ａ市 Ａ市 

 
問29 新高校１年生とその弟（妹）がいる公務員支給対象者が３月にＡ市からＢ市に転出した場合、新

高校１年生は転出元（Ａ市）が実施主体となり、その弟（妹）は転入元（Ｂ市）が実施主体となりま

すが、２市町村への支給申請が必要となりますか。また、この場合、公務員の所属庁は証明書を２枚

発行し対応するということでよろしいでしょうか。 

（答） 
○  実施主体はお見込みのとおりです。 
○  なお、公務員支給対象者については、Ａ市及びＢ市への申請手続が必要です。 

 
問30 令和２年４月１日で新高校１年生になる児童に係る児童手当の受給者が市外・県外に転居してい

た場合には、子育て特別給付金の対象となること等を記載した書面（制度案内や受給拒否のための届

出書等）といった、子育て特別給付金の案内（以下、「個別通知・案内」という。）を新しい住所に郵

送しなければいけませんか。 

（答） 
○  個人情報の取扱については、「４．手続関係の（５）」のとおりであり、新しい住所が確認できる

場合には、基準日時点の住民へのサービスの一環と今後の支給事務の円滑化を図るためにも、新し
い住所に郵送していただければと考えます。ただし、一般的に転居・転送サービスを利用している
ことが想定されるため、転出元の住所（３月分の児童手当の受給者の住所）に郵送しても差し支え
ありません。 

○  なお、転居・転送サービスを利用しておらず、個別通知・案内が届かない場合は、地域住民に対
する一般的な広報での周知により、支給対象者から実施主体の市町村に連絡していただき、対応す
ることとなります。 
※一般的な広報での周知では、贈与契約の成立要件は満たしません。 

 
問31 基準日時点で児童と別居しており、別居監護で児童手当を受給している者については、その児童

の住所地の市町村ではなく支給対象者の住所地の市町村で支給することになりますか。 

（答） 
○  基準日時点で児童と別居している場合であっても、令和２年４月分の児童手当を支給する市町

村から支給することになります。 
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問32 DV 避難のため令和２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、

子育て特別給付金はどこから支給されますか。 

（答）  
○  配偶者からの暴力を受けたと訴えている者については、住所地ではなく居住地から児童手当を

受給している可能性があるため、子育て特別給付金についても、居住地から支給することになりま
す。 
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３．広報関係 
問１ 基準日以降に複数回住所を変更した者や国外へ転出した者については、個別通知・案内の送付等

の連絡が困難となる場合が想定されますが、どのように対応すればよいですか。 

（答） 
○  御質問のようなケースに該当する者については、転出・転入の手続等の際に、子育て特別給付金

に関する案内に努めていただくとともに、地域住民に対する一般的な広報での周知により、支給対
象者から実施主体の市町村に連絡していただき、対応することとなります。 
※一般的な広報での周知では、贈与契約の成立要件は満たしません。 

 
問２ 子育て特別給付金制度の概要やチラシを市町村ホームページに掲載してよいですか。 

（答） 
○  制度周知のための広報として御活用ください。 
○  内 閣 府 に お い て も 、 制 度 の 概 要 や チ ラ シ ひ な 型 を ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て お り ま す

（https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html）。 
 
問３ 補助金交付決定前に事業（広報等）を開始してもよいですか。 

（答） 
○  国の補正予算成立後、直ちに、交付要綱の発出を行い順次交付決定を行う予定ですが、それ以前

に広報を行う場合には、補正予算成立を条件としていることを、明示した上で行ってください。
Q&A 等は補正予算成立後にお願いします。 

○  市町村においては、契約等以外の予算確定前に予めできる作業を進めていただくようお願いし
ます。  

 
問４ 児童手当法附則第2条第1項に該当する「特例給付」の受給者へ支給対象とならない旨の通知は行

わなくてよいですか。 

（答） 
○  特例給付の受給者は、子育て特別給付金の支給対象者ではないため、対象にならない旨の通知は

不要と考えています。なお、市町村の実情に応じて、該当しない旨の通知を発出しても差し支えあ
りません。 
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４．手続関係 
（１）制度の案内・各種通知に関する取扱い 
問１ 贈与契約の成立の要件として、支給対象者に個別通知・案内が到達している必要があるとのこと

ですが、到達しているか否かの確認はどのように判断すればよいですか。 

（答） 
○  到達しているとは、個別通知・案内が支給対象者の支配圏に入ったと評価できる状態であるた

め、一般的には個別通知・案内の封書がその者の郵便受け等に投函された時点で到達したと解釈す
ることができます。 

 
問２ 支給方法として「市町村は、一般支給対象者に対し、支給の申込みを行う」とありますが、どうい

う意味ですか。 

（答） 
○  法的位置付けとしては、贈与契約の成立のための申込み（民法第 522 条第１項）となります。 
○  具体的な事務としては、子育て特別給付金の個別通知・案内の発送を想定しています。 

 
問3 市町村が行う広報やホームページで周知を行えば、個別通知・案内が到達しなかった人に対しても

贈与契約が成立するものと理解してよいですか。 

（答） 
○  国や市町村が行う広報やホームページでの周知のみでは、贈与契約成立のための個別通知・案内

が到達したとは評価できないと考えています。そのため、令和２年４月分の児童手当の対象者であ
っても子育て特別給付金は支給できないと考えます。 

○  そのため、令和２年４月分の児童手当の対象者が子育て特別給付金の支給を受けられないこと
がないよう、国においてもホームページ等で制度周知の広報を行いますが、市町村におきましても
広報に御協力をお願いします。 

 
問４ 受給拒否のための届出書をホームページに掲載するなどして周知すれば、個別に通知しなくても

よいでしょうか。 

（答） 
○  贈与契約の成立のためには、支給対象者に対して個別に制度案内（チラシ）を送付する必要はあ

りますが、受給拒否のための届出書は必ずしも同封する必要はありません。 
○  受給拒否のための届出書を同封しない場合には、同封していない旨の説明書き、入手方法（例え

ば、ホームページからダウンロードできる等）、送付先、受付期間（〇月〇日消印有効、締切厳守）
などを案内する必要があると考えます。 

 
問５ 個別通知・案内の送付の仕方は市町村の判断で変更してよいですか。 

（答） 
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○  以下の２点については、契約成立の要件となる文章であることから、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、市町村の実用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、子育て世帯への臨時特別給付

金が支給されませんので、令和２年 12 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。 

○  また、受給拒否及び口座登録等の届出書を郵送する、市町村のホームページに届出書様式を掲載
する等、市町村の実情に合わせて御対応ください。 

 
問６ 個別通知・案内が到達していないが、支給対象者本人から電話連絡があった、又はこちらから電話

連絡ができた場合、本人の意思確認は可能ですが、個別通知・案内については再送や本人に受取に来

てもらうなどの対応が必要ですか。 

（答） 
○  一般的には児童手当受給者であれば住所の変更届の提出を依頼し、児童手当の受給者ではない

方は、「口座登録等の届出書」を提出してもらうことで、支給の手続をとることが望ましいと考え
ています。 

○  なお、そこで申出者の贈与契約の承諾の意思表示が確認できれば、受給拒否の届出期間の満了を
待つことなく、申出者に子育て特別給付金を支給することは可能です。 

 
問７ 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、個別通
知・案内が到達した時点から２週間程度（短縮可）と考えますが、市町村で実情に応じた適切な期
間を設けてください。 

 
問８ 「２週間程度（短縮可）」とありますが、１週間としてもよいのですか。 

（答） 
○  受給拒否の返事を待つ期限については、支給対象者に送付する受給拒否のための届出書に明記

する必要があり、その期限の設定は市町村の判断となりますが、例えば、支給対象者が転居してい
る場合もありますので、一般的に郵送・転送にかかる日数を考慮した上で、その者に本届出書が到
達してから１週間後に締切期限を設定しても差し支えありませんので、市町村の実情に合わせて
御検討ください。 

 
問９ 受給拒否の届出期限を設ける場合、届出期日の消印有効としますか、それとも届出期限までに郵
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送されてきたものを有効（期日必着）としますか。 

（答） 
○  一般的には、届出期限までに郵送されてきたものを有効として取り扱うこととなりますが、市町

村の判断により、届出期限までに消印されているものを有効な届出として取り扱っていただいて
差し支えありません。 

 
問10 市町村から支給対象者への、個別通知・案内が住所変更等により届かない場合は、どのような取

扱いとなりますか。 

（答） 
○  申込みの意思表示が支給対象者に到達していないため、贈与契約は成立していないこととなり、

支給に関する債務は生じません。このような場合は、国や市町村における地域住民に対する一般的
な広報での周知により、支給対象者から実施主体の市町村に連絡していただき、対応することとな
ります。 
※一般的な広報での周知では、贈与契約の成立要件は満たしません。 

 
問11 個別通知・案内が送達していない者の受給又は辞退の意思確認方法を具体的に示してください。 

（答） 
○  個別通知・案内が届いていない受給者の意思確認方法については、ホームページ等の広報によ

り、子育て特別給付金について認知した支給対象者が、主に以下の２つのうちいずれかの手続をす
ることで、受給の意思が確認できたものと考えています。 

① 「児童手当の変更届」の提出により、新たな住所地に郵送物を到達させる。 
② 児童手当の受給者ではなく、児童手当の手続がとれない方は「口座登録等の届出書」を提出して

もらう。（「口座登録等の届出書」誓約・同意事項（４）に記載のあるとおり、市町村において支
給決定をした後は、当該届出書は子育て特別給付金の請求書として取り扱います。） 

○  辞退の意思確認方法については、上記の流れで、「受給拒否のための届出書」を提出してもらう
ことで、拒否の意思を確認します。 

 
問12 個別通知・案内を現況届の案内と併せて送付することを検討しています。現況届提出者には、子

育て特別給付金の対象とはならない特例給付の対象や５月開始の受給者もいますが、同封して発送

してもよいですか。また、現況届の対象とはならない5月末以前に喪失となった対象者には別途発送

するとしてもよいですか。 

（答） 
○  個別通知・案内の送り方については、支給対象者全員に対して個別に通知・案内を送付する必要

があるものの、その送り方は市町村の判断で進めていたただいて差し支えありません。 
○  ただし、御質問のケースでは、子育て特別給付金の要件を満たさない世帯にも通知するため、制

度案内等に対象外の方にも送っている旨などを明記した上で、誤解やトラブルが生じないような
配慮が必要と考えます。 
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問13 受給拒否の意思表示を確認する方法として、電話連絡での申出といった、受給拒否のための届出

書以外の方法で確認してもよいですか。 

（答） 
○  受給を拒否する意思表示の方法として、必ずしも届出書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
記録する内容等を検討の上で、実施してください。 

 
問14 子育て特別給付金の振込先は児童手当の振込先と連動するものであり、子育て特別給付金の振込

先のみ変更することは認められないと解してもよろしいですか。また、年齢到達により既に資格が消

滅している者についても、児童手当の振込先を用いることから、口座登録の届出書について必ずしも

全世帯に送付しなければならないわけではないという認識でよいですか。 

（答） 
○  お見込みのとおりです。子育て特別給付金は、児童手当の仕組みを活用して支給するため、原則

として児童手当の振込口座に支給するものとしており、口座登録の届出書を全世帯に送付する必
要はありません。 

 
問15 一般支給対象者が、子育て特別給付金支給口座等の届出書や受給拒否のための届出書を届け出る

場合の郵送費等は、一般支給対象者が負担することでよいでしょうか。 

（答） 
○  お見込みのとおりで構いませんが、市町村の実情に応じて対応してください。 

 
問16 子育て特別給付金の支給を早急に行うため、受給拒否ための届出書の返送期限を支給日以降に設

定してもよいですか。支給後に受給拒否の届出書の提出があった場合は、子育て特別給付金の返還を

請求するなどの対応を行う予定です。 

（答） 
○  贈与契約が成立していないため、子育て特別給付金の支給はできません。 

 
問17 できるだけ速やかに支給するとなっていますが、受給拒否の届出期間が過ぎるまでは、希望者に

も支給できないという解釈でよいですか。 

（答） 
○  受給拒否の提出期間が過ぎるまでは、基本的に、住民の贈与契約に係る承諾の意思表示がないた

め、贈与契約が成立せず、子育て特別給付金の支給はできません。 
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問18 支給決定までの間に支給対象者亡くなった場合、新たな支給対象者に支給の申込のため再度文書

を送付する必要がありますか。その場合、辞退までの期間を再度設定する必要がありますか。 

（答） 
○  新たな支給対象者に再度文書を発送し、辞退までの期限を再度設定してください。 
○  期限については、市町村の判断で任意に設定してください。 

 
問19 受給拒否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。 
 

（２）支給・振込に関する取扱い 
問20 振込口座は、支給対象者の口座に限ることとなりますか。また、支給対象者による民法上の委任

があれば、他者の口座に振り込むことは可能ですか。 

（答） 
○  子育て世帯への臨時特別的な給付措置のため、児童手当の受給者を対象として、原則、児童手当

受給者名義の口座に振り込まれます。そのため、誤支給及び支給漏れ防止の観点からも、支給対象
者名義の口座への振り込みをお願いします。 

○  したがって、他者の口座に振り込むことはできませんが、児童手当の支給と同様に、やむを得な
い事情がある場合は、委任された者に現金の窓口交付といったことも考えられます。 

 
問21 支給対象者が海外出国しており日本にも口座を残していない場合、日本にいる代理人等への支給

は可能ですか。 

（答） 
○  子育て特別給付金は、子育て世帯への臨時特別的な給付措置のため、児童手当の受給者を対象と

して、原則、児童手当受給者名義の口座に振り込まれます。そのため、誤支給及び支給漏れ防止の
観点からも、支給対象者名義の口座への振り込みをお願いしているところです。 

○  御質問のようなケースの場合は、他者の口座には振り込みできない旨を代理人の方から御連絡
いただき、支給対象者から口座届を預かって提出していただく等の対応も考えられますが、児童手
当の支給と同様に、やむを得ない事情がある場合は、代理人に現金の窓口交付といったことも考え
られます。 

 
問22 市町村の判断で支給方法を口座振込に限定することは可能ですか。 

（答） 
○  差し支えありませんが、本制度の趣旨に鑑み、金融口座を持っていない、金融機関から著しく離

れた場所に住んでいる等、振り込みによる受給が困難な住民の方への支給にも対応していただく
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必要があります。 
 
問23 支給要領において、口座への振り込みによる支給が困難である場合には現金の交付による支給を

行うとありますが、どのような場合が想定されますか。また、通常の児童手当の給付において、口座

凍結中等は凍結解除の見込みがあれば、解除されるまで支払いを差し止めていますが、このような場

合は支給せずに差し止めてよいですか。 

（答） 
○  現金の窓口交付については、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる、やむを得ない事情

で金融機関の口座を持てない、口座に振り込むと支給対象者が不利益を被る場合等に対応してい
るものと考えています。 

○  御質問のケースの場合であっても、子育て特別給付金の趣旨に則り、速やかに支給ができるよ
う柔軟な対応をお願いします。 

 
問24 口座振込の名義は、「コソダテセタイヘノリンジトクベツキュウフキン」として別建てする必要が

ありますか。 

（答） 
○  基本的には、子育て特別給付金と児童手当は別制度であるため、明確に分けるためにも「コソダ

テセタイヘノリンジトクベツキュウフキン」等として別建て名義でお願いします。 
 
問25 支払日については市町村が任意に設定してよいですか。また、審査が終わった者から随時支払い

を行っても差し支えないですか。 

（答） 
○  市町村が任意に設定いただいて構いませんが、今般の状況に鑑み、できるかぎり早期に支給をお

願いします。 
 
問26 銀行口座の変更等により、振り込みができない場合は、どうなりますか。 

（答） 
○  児童手当の振込口座に支払うことを想定しているため、児童手当についても振り込めないこと

が予想されますので、まずは、児童手当を支給するための変更手続を案内していただくことになり
ます。 

○  令和２年 12 月末日までに指定口座への振込ができない場合には、子育て特別給付金は支給され
ません。 

 
問27 全国統一の振込手数料を設定する予定はありますか。 

（答） 
○  手数料の額は全国一律ではなく、市町村と金融機関との間で適切に定められるものと考えてい

ます。 
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問28 子育て特別給付金の支給を６月期の児童手当と同日に口座振込する場合、児童手当と臨時特別給

付金を合算した金額を一度に振り込んでも差し支えないですか。 

（答） 
○  「金融機関関係の留意事項について」（令和２年５月１日付け内閣府子ども・子育て本部児童手

当管理室事務連絡）でお示ししているとおり、子育て特別給付金と児童手当とを一緒に振り込む
ことは可能ですが、その場合は、子育て特別給付金と児童手当とを一緒に振り込んでいることが
分かるような記入方法をとってください。 

 
問29 子育て特別給付金を複数回に分けて支給してもよいですか。 

（答） 
○  基本的には、一斉に個別通知・案内を送付していれば、受給拒否のための届出書の受付期限も同

じ日に訪れると考えられるため、支給についても同時に実施されると考えますが、件数や総額に
より事務処理に数日にかかる場合や新たに要件を満たすことが判明し、個別対応するケースも想
定されるため、支給日が複数回に分かれることになると考えています。 

○  ただし、児童１人あたりの支給額を分割して支給することはできないと考えます。 
○  また、申請が必要な公務員については、一般の支給対象者よりも支給日が遅くなるものと考え

ています。 
 
問30 児童手当が給食費、保育料等の天引き対象者の場合で、通常の支給額が天引き分と相殺される場

合には、子育て特別給付金のみを支給するという認識でよいですか。 

（答） 
○  お見込みのとおりです。 

 
問31 子育て特別給付金は「令和2年4月分の児童手当と同じ口座」に支給とされていますが、児童手当

の受給資格が消滅している場合を除き、4月分の児童手当を振り込むのは6月支給日となるため、6

月支給の際の口座と同じ口座と解してよいですか。  

（答） 
○  お見込みのとおりです。令和２年４月分の児童手当を振り込む口座に、子育て特別給付金を支給

してください。 
 
問32 12月末に口座変更届を受理した場合に、令和３年１月に支給すべきでしょうか。 

（答） 
○  子育て世帯への支援事業であることに御留意いただきながら、市町村の実情に合わせて柔軟に

対応してください。 
 
問33 振り込みしたことの通知は発送しなければいけませんか。 
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（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、民

事上の贈与契約が成立した上で支給します。そのため、特に振込通知の必要はないものと考えてい
ますが、申請者からの問合せの対応が増える等を考慮して、市町村の判断で実施していただいても
構いません。 

○  なお、児童手当と子育て特別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。 

 

（３）ＤＶ、施設入所等に関する取扱い 
問34 基準日以後に、申出者（Ｂ）から、配偶者（Ａ）の暴力を理由に避難していると聞き取っていま

すが、同時に離婚又は離婚協議中のため、Ｂから「一定の要件」を満たすことの証明書などの提出を

受けることなく、同居優先の規定（児童手当法第４条第４項）により、Ｂを令和２年５月分以降の児

童手当の受給者と認定しています。この場合、子育て特別給付金を、令和２年４月分の受給者（Ａ）

ではなく、Ｂに支給できますか。 

（答） 
○  「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金

関係事務処理について」第一の５（３）のとおり、Ｂに支給することは可能ですので、対応をお願
いします。 

 
問35 基準日の翌日以後に、配偶者からの暴力を理由に避難している者が同一市町村内に避難をし、「一

定の要件」を満たしており、かつ、配偶者への子育て特別給付金の支給決定前である場合に、居住市

町村は、個別通知・案内を送付することなく、配偶者からの暴力を理由に避難している者（＝申出者）

に子育て特別給付金を支給してよいのでしょうか。 

（答） 
○  配偶者からの暴力を理由に避難している者の居住市町村への申出等を受ける際に、併せて居住

市町村から子育て特別給付金の案内を行い、そこで申出者の贈与契約の承諾の意思表示が確認で
きれば、受給拒否の届出期間の満了を待つことなく、申出者に子育て特別給付金を支給することは
可能です。 

 
問36 施設入所等児童で、児童の口座に児童手当を振り込んでいる場合（国または地方公共団体が設置

する施設等に入所等している場合）、子育て特別給付金は児童の口座に振り込みますか。 

（答） 
○  施設入所等児童が国又は地方公共団体が設置する施設等に入所等している場合は、児童手当と

同様、児童の口座に振り込むこととなります。 
 
問37 対象児童が３月に施設入所し、令和２年４月分の児童手当を施設等が受給する場合、子育て特別
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給付金を支給する時期には施設退所をしており、施設より受給拒否があった場合で、当市内に居住す

る保護者からは申請したい旨の要望があった場合、その保護者に支給することは可能ですか。また、

退所児童の保護者が市外に住民票がある場合、施設からの受給拒否の時点で完了してよいですか。 

（答） 
○  施設等を退所等した児童に係る子育て特別給付金について、当該児童の保護者からの受給先変

更の申出があった時点で既に施設等から受給拒否の届出があれば、当該児童に係る子育て特別給
付金を当該児童の保護者に支給することはできません。 

○  なお、施設入所等児童が施設等を退所等したことを理由として施設等の設置者が受給拒否の届
出を行うことは想定しておらず、施設入所等児童が施設等を退所等した場合は、当該施設等の設
置者に児童手当の額改定届又は受給事由消滅届を提出させるとともに、新たに児童手当の支給を
受けようとする者からの認定請求をもって、子育て特別給付金の支給先も変更されるよう、施設
等との調整をお願いします。 

 
問38 基準日の翌日以後に対象児童が施設入所等児童に該当することとなった場合、施設所在市町村か

ら児童手当支給等市町村へ子育て特別給付金の支給決定の状況について照会を行うとのことですが、

児童手当と同様に措置等自治体を通じて照会することは可能でしょうか。 

（答） 
○ 基準日の翌日以後に対象児童が施設入所等児童に該当することとなった場合、児童手当支給等市

町村が当該施設入所等児童に係る子育て特別給付金の支給決定を行う前に、速やかに支給対象者を
切り替えることが望ましいことから、施設所在市町村から児童手当支給等市町村へ支給決定状況の
照会を行うこととしています。 

○ その際、必要に応じて、予め措置等自治体が児童手当支給等市町村に確認した上、当該児童手当支
給等市町村の連絡先を施設所在自治体に情報提供する等を経て、施設所在市町村から児童手当支給
等市町村へ照会を行うことも想定されます。 

○ 一方で、保護者による虐待等を理由に施設入所の措置等がとられた児童のように、特に個人情報の
取扱いについて留意が必要な場合には、例えば、施設所在地を秘匿する観点から措置等自治体を通じ
て照会を行うといった対応も可能と考えられます。 

 

（４）子育て特別給付金の返還、期限、消滅時効に関する取扱い 
問39 令和２年12月末日までに指定口座への振り込みができない場合は、子育て特別給付金は支給され

ないとありますが、その日付の根拠は何ですか。また、この日付について市町村における実施要綱に

定める必要がありますか。この場合、日付は市町村で任意に定めることができますか。 

（答） 
○  子育て特別給付金事業は令和２年度の補正予算による単年度事業であるため、本年度中に実施

していただく必要がありますが、振込不能の場合の締切期限については、変更届の受付や支給事
務にかかる時間等を考慮して設定しております。 

○  市町村の判断で本基準を参考に任意に設定していただいても差し支えありません。 
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問40 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。 
○  支給対象者から届出があった場合には、寄付を勧めるなどの対応が考えられます。 

 
問41 受給拒否の届出期限後に拒否の届出があった場合、届出が子育て特別給付金の振込前か振込後か

によって違いはありますか。また、拒否の届出に不備（本人確認書類が添付されてない等）があった

場合の取扱いはどうしたらいいですか。 

（答） 
○  受給拒否の届出期限後に拒否の届出があった場合で支給決定日以後であれば、そのまま支給す

ることとなります。子育て特別給付金振込後の場合は、支給対象者との贈与契約が完遂されてい
るため、市町村において返還を請求する必要はありません。受給拒否希望者の任意により、子育て
特別給付金の処理をするようお願いします。 

○  支給決定日前であれば、届出期限以後であっても拒否と取り扱います。 
○  拒否の届出に不備（本人確認書類が添付されてない等）があった場合については、不足書類の督

促等を行っていただき、その上で市町村が設定した期限までに拒否の意思が確認できない場合に
は、市町村の事務手続の実情にあわせて、子育て特別給付金の支給の可否を判断してください。 

 
問42 子育て特別給付金振込後に、個別通知・案内が届いていないことが判明した場合、子育て特別給

付金の返還を請求することになりますか。この場合、相手方に通知を再送し、送達後、一定期間に辞

退の申出がなければ、先の振込は有効なものとして取扱ってよいですか。 

（答） 
○  相手方に個別通知・案内が届いていない場合は、贈与契約が成立していないことになりますが、

再度送付することにより、有効な申し込みがなされた場合には、贈与契約が補完されたと考えられ
ることから、返還は不要とします。 

 
問43 市町村における一括支払手続の後の変更状況を証明する責任は対象者にあると考えてよろしいで

すか。 

（答） 
○  お見込みのとおりですが、市町村において変更事由が確認された場合には、返還の請求をしてい

ただく必要があると考えます。 
 
問44 児童手当の時効は２年であるため、令和２年４月分の受給要件が１年以上経過後に遡って認定さ

れた場合に、子育て特別給付金の取扱いはどうなりますか。 

（答） 
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○  児童手当において、時効間際の勧奨通知により遡及して認定されるケースがあることは認識し
ておりますが、子育て特別給付金は令和２年度の補正予算による単年度事業であることから、令和
３年３月 31 日までに支給対象者の要件が認定された場合は支給することは可能ですが、この日付
を越えて支給することはできません。 

 
問45 既に支給した子育て特別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） 
○  子育て特別給付金の返還請求権の消滅時効は、民法第 166 条第１項の規定によります。 

 

（４）要綱・様式に関する取扱い 
問46 支給が決定される日とは、どの時点のことですか。 

（答） 
○  市町村の事務手続のルールにより異なる場合がありますが、支給が決定される日とは、決裁権者

の子育て特別給付金の支給に係る決裁が完了した日だと考えます。 
 
問47 支給要綱（例）に添付されている、様式第1号や第2号の改変を行ってもよいですか。 

（答） 
○  様式第１号及び第２号については、市町村の判断により様式の改変をしていただいて構いませ

ん。なお、公務員用の申請様式については、全国一律の様式のため改変はしないでください。 
 
問48 申請書は「自動計算」等、パソコン利用を前提とした記載のようですが、すべて手書きの記載で

もよいですか。 

（答） 
○  手書きの記載でも構いません。 

 

（５）個人情報の利用に関する取扱い 
問49 子育て特別給付金の事務を実施するに当たり、児童手当の支給のために取得した個人情報を活用

することは可能ですか。 

（答） 
○  児童手当の支給のために取得した個人情報を、子育て特別給付金の事務の実施のために利用す

ることの可否については、各市町村において、それぞれの個人情報保護条例に基づき判断されるも
のです。このため、統一的な考え方を示すことは困難ですが、個人情報保護条例の一般的な規定及
び行政機関個人情報保護法（注：行政機関個人情報保護法の適用対象は国の行政機関のみ）の規定
によった場合の一般的な考え方としては、以下のようなものが想定されますので、参考にしてくだ
さい。 

① 児童手当の支給という利用目的内と整理する又は当該利用目的と相当の関連性を有するものと
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して、当該利用目的を変更し、子育て特別給付金の事務の実施を新たな利用目的とする（利用目的
に追加する）。 
※ いずれも利用目的の性質上可能な場合に限る。 

② 目的外利用について本人同意を得る。 
   （例）子育て特別給付金にかかるチラシや申請書等を住民に送付し、申請と併せて個人情報の目

的外利用について同意を得る。 
※ 子育て特別給付金にかかるチラシや申請書等を住民に送付する方法については、問 50 を参照

ください。 
③ 「実施機関内で利用する場合において、当該個人情報を利用することに相当の理由があるとき」

等の規定がある場合、当該規定の適用を検討する。 
④ 「実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき」等の規定がある場合、

当該規定の適用を検討する。 
   （注）上記のうち①～③の考え方に係る行政機関個人情報保護法の条項は、①：第３条第１項・

第３項、②：第８条第２項第１号、③：第８条第２項第２号となる。 
 
問50 児童手当の受給対象者に限り、子育て特別給付金の対象である旨の通知を行うことは可能ですか

（児童手当の受給に係る個人情報について上記通知を行うために利用することは可能ですか）。  

（答） 
○  各市町村において、それぞれの個人情報保護条例に基づき判断されるものですが、問 49①、③、

④ のいずれかにより、該当又は適用可能な場合は、通知に際しても個人情報を利用することは差
し支えありません。 

○  問 49②の場合には、本人同意を得る前は、あらかじめ子育て特別給付金の対象であるかの判断
ができない段階ですが、児童手当に関するお知らせを送付する際に、子育て特別給付金に関するチ
ラシや申請書等を同封し、送付する方法が考えられます。 
（問 49②の場合の例） 

子育て特別給付金の対象者（児童手当の令和２年３～４月分受給対象者）に「貴方は児童手当
の令和２年３～４月分の受給対象者です」などのお知らせをし、併せて、子育て特別給付金のお
知らせを行う。 

 
問51 子育て特別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） 
○  原則として、児童手当の情報を活用するため、子育て特別給付金の支給事務のために住民基本

台帳を積極的に参照することは想定していませんが、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、子育て特別給
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。  
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５．公務員関係 
（１）所属庁による申請書配布・申請勧奨等 
問１ 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いま

す。詳細は、「令和２度子育て世帯への臨時特別給付金の実施に当たり公務員の所属庁で行う事務
について」（令和２年５月１日付け府子本第 559 号内閣府子ども・子育て本部統括官通知）を参照
ください。 

○  また、市町村においても、ホームページや市報等により広く周知を図ることが有効であると考え
ます。 

  
問２ 令和２年３月31日以降に退職した職員については、所在地の把握が難しいですが退職した職員も

申請書配布の対象となりますか。 

（答） 
○  退職者への申請書の配布についても、所属庁から配布をいただくことを想定していますが、配布

が出来ない場合については、地域住民に対する一般的な広報での周知により、支給対象者から実施
主体の市町村に連絡していただき、対応することとなります。 
※一般的な広報での周知では、贈与契約の成立要件は満たしません。 

 
問３ 所属庁から証明済みの申請書を公務員児童手当の受給者あてに一斉送付し、各自で記入の上で 

申請する方法でもよいですか。 

（答） 
○  市町村は公務員の児童手当に関する情報を保有していませんので、所属庁において支給対象者

であることの要件及び申請書の記載内容を確認した上で証明をお願いします。 
○  御質問のような証明書発行業務を効率化するために証明済みの申請書を送付するのであれば、

所属庁があらかじめ確認されている公務員支給対象者の情報（氏名・対象児童・口座情報等）を印
字した申請書に証明を行い、申請者本人はその内容を確認の上で押印するといった手順に変更す
ることで実施可能とは考えられます。 

 

（２）所属庁における証明事務 
問４ 所属庁が証明を行うこととしていますが、所属庁とは具体的にどのような単位とするべきですか

（証明者を誰にするべきですか）。 

（答） 
○  証明は、児童手当の認定権者単位で行うこととします。認定権限を委任している場合は、委任を

受けている者が証明することとなります。 
○  しかしながら、例えば本庁、県立病院、県警察などの組織単位、内部部局の部局長などの単位で
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児童手当の認定・支給事務を行っており、当該単位で支給対象者に関する情報も管理している場合
については、当該事務を所掌する部局長等による証明及び当該部局長等の印の押印としても差し
支えないこととします。 

○  このような取扱いとした場合、証明事務が複数の部署にまたがることとなりますが、「令和２年
度子育て世帯への臨時特別給付金の実施に当たり公務員の所属庁で行う事務について」でお示し
した方法により各部署で適切に証明事務が実施されるよう特段の御配慮をお願いいたします。 

 
問５ 「部局長等による証明・押印で差し支えない」とありますが、部局内庶務担当所属長（認定、支給

業務を担当する担当課長）の証明でもいいと解釈してよろしいでしょうか。 

（答） 
○  証明は、公務員児童手当受給者の児童手当の認定権者（認定権限を委任している場合は、委任を

受けている者を含む。）を基本としますが、これにより難い場合は「証明者として適当な者」で構
いません。 

 
問６ 証明者は個人名まで必要ですか。例えば、「給与課長 公印」だけでもよいのでしょうか。また、

公印は省略できますか。 

（答） 
○  証明者の責任において、申請者が児童手当の受給者であることの証明を担保していただくこと

が必要と考えていますが、個人名は不要です。公印については、現金給付につながるものであるこ
とから必要としています。 

 
問７ 一部事務組合や広域連合の職員に対しても所属庁による証明をする必要がありますか。 

（答） 
○  一部事務組合や広域連合の職員に対しても、当該職員が公務員であって、令和２年４月分の児童

手当の支給対象者であれば証明をする必要があります。その際の証明者は児童手当の認定と同じ
く、原則として当該一部事務組合等の管理者又はその委任を受けた者が行います。 

 
問８ 令和２年４月１日付で公務員採用となった児童手当の受給資格者は、令和２年３～４月分の児童

手当は市町村にて支給するため、所属庁の証明は不要でしょうか。 

（答） 
○  お見込みのとおりです。 
○  ただし、公務員間の４月１日付異動については、便宜上、異動後の所属庁で 4 月分の児童手当

を支給するため（児童手当 Q&A 集（平成 25 年９月 30 日厚生労働省児童手当管理室）問 12-6、
問 12-7 参照）、A 庁から B 庁へ異動した職員は、B 庁から児童手当受給状況の証明を受けた上で、
居住市町村へ子育て特別給付金の申請が必要となります。 

○  なお、公務員に異動等があった場合に、当該者の児童手当受給状況について証明を行う主体は以
下の表のとおりです。 
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[児童手当の支給元及び子育て特別給付金の申請に当たって児童手当受給状況の証明を行う主体一覧] 
異動日 3/1～3/30 3/31 4/1  4/2 以降～ 

① 
A 庁へ 

新規採用 

児童手当  
 ３月分 市町村 市町村 市町村 市町村 

４月分 A 庁 A 庁 市町村 市町村 
証明書発行主体 A 庁 A 庁 ― ― 

 
② 

A 庁を退職 

児童手当  
 ３月分 A 庁 A 庁 A 庁 A 庁 
 ４月分 市町村 市町村 A 庁 A 庁 
証明書発行主体 ― ― A 庁 A 庁 

③ 
A 庁→B 庁 

へ異動 

児童手当  
 ３月分 A 庁 A 庁 A 庁 A 庁 
 ４月分 B 庁 B 庁 B 庁 A 庁 
証明書発行主体 B 庁 B 庁 B 庁 A 庁 

 
問９ ３月31日に採用した公務員に新高校１年生、弟(妹)がいる場合、新高校１年生の分の申請や所属

庁の証明は不要と考えてよいですか。（３月分児童手当は居住市町村、４月分児童手当は所属庁） 

（答） 
○  新高校１年生については、基準日が令和２年２月 29 日となり、令和２年３月分の児童手当の支

給対象者が子育て特別給付金の対象となります。そのため、新高校１年生分については、市町村か
ら児童手当が支給されるため、子育て特別給付金については申請不要となります。 

○  弟(妹)分については、令和２年４月分の児童手当の支給対象が子育て特別給付金の対象となり、
所属庁の証明を取得した上で、居住市町村への申請手続が必要となります。 

 
問10 3月31日付けで退職した公務員に、対象児童として新高校1年生とその弟(妹)がいる場合、所属

庁の証明は必要ですか。 

（答） 
○  新高校１年生については、基準日が令和２年２月 29 日となり、令和２年３月分の児童手当の支

給対象者が子育て特別給付金の対象となります。そのため、新高校１年生分についてのみ、所属庁
の証明を取得した上で、居住市町村への申請手続が必要となります。 

○  弟(妹)分については、令和２年４月分の児童手当の支給対象が子育て特別給付金の対象となり、
市町村から児童手当が支給されるため、子育て特別給付金については申請不要となります。 

○  なお、退職ではなく転居した場合の取扱いは、「２．支給対象者・対象児童」の（３）問 28 を御
参照ください。 

 
問11 Ａ市職員が令和２年３月31日付でＡ市役所を退職し、３月25日時点でＡ市からＢ市に転出した

場合、Ａ市において当該元職員が児童手当の受給者であることの証明をした上で、Ｂ市に申請すると
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いうことでよいですか。 

（答） 
○  新高校１年生以外を対象児童とする支給対象者については、令和２年４月分の児童手当をＢ市

が支給するため、当該元職員による特段の手続は不要です。 
○  新高校１年生を対象児童とする支給対象者については、令和２年３月分の児童手当をＡ市役所

が支給するため、Ａ市役所において当該元職員が児童手当の受給者であることの証明をした上で、
Ａ市に申請することになります。 

 
問12 令和２年３月31日付けでＡ庁を退職扱いとなり、４月１日付けでＢ庁に割愛派遣されるなど３月

31日と４月１日とで所属が違う場合、児童手当の証明はＡ庁とＢ庁のどちらが発行しますか。 

（答） 
○  ４月１日が異動日となりますが、令和２年４月分の児童手当を４月１日の所属庁が支給するた

め、４月１日の所属庁（Ｂ庁）から証明を受けます。 
 
問13 申請書の様式は、所属庁の判断により変更しても差し支えないですか。 

（答） 
○  市町村は、お示ししている公務員児童手当支給対象者用全国統一申請書様式を当該市町村にお

ける公務員用の申請書様式として定めることから、所属庁の判断により変更することは認められ
ません。 

 
問14 申請書の記入事項について、誤りがあった場合（例えば対象児童欄に高校生以上の児童について

の記載があった場合など）はどのように対応すればよいですか。 

（答） 
○  職員に修正を求めることが必要ですが、不要部分の削除のみであれば、所属庁が削除線を引き、

訂正印を押印することで差し支えありません。 
○  なお、訂正印は所属庁の証明事務担当者の印でも構いません。 

 
問15 現況届の審査の結果、職員が令和２年４月分の児童手当の受給資格がない場合はどのようにすれ

ばよいですか。 

（答） 
○  令和２年４月分の児童手当の受給資格がない職員については、その旨を職員にお知らせの上、

証明を行うことなく、申請書を職員に返戻してください。その際、「公務員児童手当受給状況証明
欄」に証明を行わない旨の表示として斜線を引く等しても差し支えありません。 

 
問16 証明欄に「附番」欄がありますが、何を記載すればよいでしょうか。 

（答） 
○  市町村からの照会対応を円滑に行うため、交付した証明書の通し番号を記載してください。 
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○  なお、必ずしも通し番号（１～1,000 など）でなくとも、所属庁で管理しやすいような番号の振
り方、ナンバリングでも差し支えありません（例えばＡ－〇〇、Ｂ１－〇〇、など）。 

 
問17 証明済みの申請書は、所属庁が申請者に交付した後は、申請者本人が市町村に申請することとな

りますが、紛失等してしまった場合は、再交付して差し支えないですか。 

（答） 
○  紛失等が起こらないよう、証明済みの申請書の交付の際に周知していただきますが、やむを得

ず紛失等してしまった場合は再交付して差し支えありません。その際は、再交付した旨の情報を
控えてください。 

 
問18 公務員支給対象者において、本人に証明書を交付した後に令和２年３月に遡って児童手当の支給

事由が消滅した場合、所属庁としてはどのような対応をとればよいですか。 

（答） 
○  御質問のような場合においては、居住市町村側で児童手当の支給事由が消滅したことを覚知す

ることは困難であるため、所属庁から、公務員支給対象者及び居住市町村へ、任意の方法により連
絡をお願いします。 

 

（３）公務員支給対象者による申請等 
問19 公務員からの申請については、窓口受付を想定していますか。 

（答） 
○  今般の新型コロナウイルス感染症の窓口での感染拡大防止の観点から、郵送による申請を基本

として、対応をお願いします。なお、郵送用の簡易封筒作成フォームを作成しましたので、市町村
のホームページに掲載する等、郵送申請の勧奨をよろしくお願いします。 

 
問20 公務員からの申請については、電子申請を利用してもよいですか。 

（答） 
○  今般の新型コロナウイルス感染症の窓口での感染拡大防止の観点から、各市町村の判断により、

電子申請による申請を受け付けることは望ましいものと考えています。 
 
問21 公務員分の申請書（請求書）について、記名押印に代えて署名することができるとありますが、

ないと支給はできないですか。 

（答） 
○  申請者の意思表示を確認するために、記名押印又は署名が必要と考えます。 

 
問22 公務員の申請について、郵送の場合、本人確認書類の写しは不要でしょうか。また、代理による

申請の場合、支給要綱（例）第８条の「当該申請者の指定した者であると認められる者」とは具体的
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にどういう人を想定していますか。 

（答） 
○  本人確認書類の写し等については、所属庁の証明があるため必要ないとも考えられますが、市

町村の実情に応じて御検討ください。 
○  「当該申請者の指定した者であると認められる者」は、例えば配偶者などが想定されます。 

 
問23 申請書の記入事項の訂正について、所属庁で証明後に、申請者が申請時に、誤りに気づいた場合

は、申請者の申請印の訂正で足りるのでしょうか。 

（答） 
○  申請者の記入欄についての訂正は、申請者の申請印の訂正で足りると考えます。 

 
問24 公務員分についても、申請なしで所属庁から支給してはもらえないのですか。 

（答） 
○  市町村の住民へのサービスについては、市町村が行うことが基本であり、また、一般的に行政か

らの給付金等については申請が必要なものです。一方で、できるだけ早く支給するために、公務員
以外の一般支給対象者には改めての申請を要することなく支給することを可能としています。 

○  公務員については、平成 26、27 年の子育て世帯臨時特例給付金の前例を踏まえ、本来どおり申
請が必要であることとし、１回限りの支給であるため、業務効率性の観点から、前例と同様、子育
て特別給付金業務を実施する居住市町村において一元的に対応していただくこととしています。 

 
問25 所属庁において証明を行わず、当該所属庁における児童手当支給対象者情報（証明事項）をとり

まとめ、当該支給対象者の基準日における住所地の市町村へ提供する扱いとして差し支えないです

か。 

（答） 
○  市町村職員のうち、当該職員が勤務する市町村と当該職員の基準日時点の住所地が一致する者

については、同一市町村内での処理であるため、当該市町村の申請書交付事務担当部署は子育て
特別給付金担当部署と調整の上、それらの者の令和２年４月分の児童手当の受給状況（証明事項）
の一覧を作成し、当該市町村の子育て特別給付金担当部署へ情報提供することにより、一覧に記
載された職員についての証明を省略する取扱いとして差し支えないものとします。 

○  国家公務員、都道府県職員及び上記以外の市町村職員については、このような取扱いはしない
ものとします（所属庁により対応が異なることで、市町村の支給事務に混乱を来すおそれがある
ため）。 

○  なお、このような方式による場合であっても、当該市町村職員本人による市町村への支給申請
は必要となります。 

 
問26 所属庁から居住市町村への所属職員リストの提供は必須ですか。また、提供の形式に指定はあり

ますか。 



32 
 

（答） 
○  所属職員リストの提供は必ずしも実施する必要はなく、可能な範囲で実施していただくことで

構いません。隣接市町村等所属職員が居住していることが多い場合等に、当該市町村間で相談の
上で、それぞれの市町村の個人情報取扱いに沿って、可能な範囲で対象者リストを交換すると、業
務の簡略化につながるものと考えています。 

○  形式についても指定はありませんが、各市町村の個人情報保護条例等に則り作成をお願いしま
す。 

 
問27 令和２年４月分の児童手当の受給状況（証明事項）に加えて、口座情報についても情報提供を受

けてもよいですか。 

（答） 
○  支給実施市町村と公務員所属官庁の個人情報保護条例等に基づき、支給実施市町村と所属官庁

の判断で実施してください。なお、その場合にも支給を実施するためには、当該市町村職員本人に
よる市町村への申請は必要です。 

 
問28 申請書交付事務担当部署が一覧を作成して給付金担当部署へ提出する場合でも、本人から申請が

必要な理由は何ですか。 

（答） 
○  贈与契約の成立のために、本人の意思表示が必要であるためです。 

 
問29 申請様式の変更は不可ということですが、公務員支給対象者の所属庁と居住市町村とが同一の場

合に、所属庁が公務員支給対象者の申請意思を一括して取りまとめた上で、担当部署に申請書を提出

してもかまわないですか。 

（答） 
○  お見込みのとおりですので、個人情報の取扱いに注意しながら御対応ください。申請漏れや支

給漏れのないよう、証明を行う部署（人事課等）と子育て特別給付金の実施部署とで調整をした上
で実施していただきたく思います。 

○  なお、他市町村職員など、公務員支給対象者による定められた様式での申請を妨げないように
してください。  

 
問30 公務員支給対象者について、所属庁が公務員支給者分を取りまとめた上で代理受領し、後日（給

与支給の際等）、公務員支給対象者に支払う方法を取ることはできますか。 

（答） 
○  各市町村における担当部署の所掌事務の範囲の観点等から、職員に支払われるべき子育て特別

給付金を代理で受領することが可能か否かについて検討した上で、御判断ください。 
○  なお、本事業は予算事業となりますので、法定で代理受領を認める規定は存在しません。 
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（４）市町村における支給決定 
問31 職場で証明した申請書を市町村が審査した結果、他市町村での申請対象となった場合、申請書は

本人へ返戻という取扱いとなりますか。 

（答） 
○  お見込みのとおりです。 

 
問32 市町村職員のうち、当該職員が勤務する市町村と当該職員の基準日時点の住所地とが一致する者

について、当該職員に対する支給を当該職員が勤務する市町村の給与担当部署に委託してもかまわ

ないですか。 

（答） 
○  部署間での委託については、各市町村における担当部署の所掌事務の範囲の観点等から検討し

た上で、御判断ください。 
 
問33 「口座への振り込みによる支給が困難である場合には窓口における現金の交付により」とありま

すが、その際、受領済証のような、現金での受領記録を残しておくための書類様式等は示されます

か。 

（答） 
○  受領済証等が必要になると考えますが、その書類様式を示すことは考えていません。 

 
問34 公務員支給対象者について「支給の申請を受けた市町村は、審査の上、支給を決定」とあります

が、一般支給対象者からの認定請求処理と同じように、住所要件、監護・生計要件、所得要件等を、

市町村が改めて審査しますか。また、改めて審査する場合、現有公簿のほか、マイナンバー制度によ

る情報連携により、書類の添付は省略してよいですか。 

（答） 
○  公務員支給対象者が支給対象者となるかは、一義的には所属庁において審査を行うため、市町村

においては、申請者が当該市町村の住民なのかどうかや申請書に形式上の不備がないのかどうか
を審査いただくものと考えています。 

 
問35 公務員への支給は申請方式のため支給時期が遅くなってもかまわないですか。 

（答） 
○  御指摘のとおり、公務員については、子育て特別給付金の支給に当たって、所属官庁からの証明

を必要とし、その上で申請するものであることから、申請を要しない公務員以外の一般支給対象者
に対する支給よりも支給時期は遅くなるものと考えます。 

○  ただし、できるだけ速やかに支給していただきたいことは変わりないため、申請された場合には
速やかに随時支給していただきたいと考えています。 
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問36 公務員支給対象者に係る申請終了期限は、「４か月以上６か月以内の市町村長が別に定める日」と

されていますが、４か月以上としなければいけないでしょうか。 

（答） 
○  公務員については、子育て特別給付金の支給に当たって、所属官庁からの証明を必要とし、その

上で申請するものとしていることに鑑みて、申請期間を４か月以上確保することとしています。 
 
問37 所属庁での証明事務について、児童手当の現況届の確認作業や新型コロナウイルス感染症の影響

により、８月以降となることが見込まれますが、市町村の申請受付期間（６月から９月を想定）は柔

軟に対応してもらえますか。 

（答） 
○  やむを得ない事由により、申請期間の終了までに申請することが困難な場合については、市町村

において柔軟に対応していただけるよう、国としても依頼しているところです。 
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６．事務費関係 
問１ 令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金（以下「事務費補助金」という。）の

うち、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） 
○  子育て特別給付金の給付事務に必要な、市町村の正規職員の超過勤務手当、臨時的任用職員等の

賃金、消耗品費通信運搬費、委託料などを想定しています。詳細については、「令和２年度子育て
世帯への臨時特別給付金給付事務費の国庫補助について」（令和２年５月１日付け府子本第 564 号
内閣総理大臣通知）を御参照ください。 

 
問２ 市町村の予算科目について、節の区分はどのように取り扱えばよいですか。 

（答） 
○  地方自治法施行規則別記の歳出予算に係る節の区分（第 15 条関係）第 19 節「負担金、補助及

び交付金」が適切であると考えますが、市町村の実情によって適切な区分で計上してください。 
 
問３ 事務費補助金の補助率は10/10（国負担）となっていますが、補助額に上限はありますか。 

（答） 
○  補助額は、内閣総理大臣が必要と認めた額となりますが、算定に当たっては、 

・ 平成 25 年度（平成 26 年度予算への繰り越し分を含む）子育て世帯臨時特例給付金給付事業
費補助金を執行した際の子育て世帯臨時特例給付金給付事務費の所要額が参考となること、 

・ 今回の子育て特別給付金の支給業務においては、支給対象者からの申請手続を省略した上で、
支給することを予定しているので、その点も考慮に入れていただく必要があること、 
などに留意してください。 

 
問４ 都道府県分の事務費補助金には、どのような事務にかかる経費を対象として想定していますか。 

（答） 
○  市町村との連絡調整に要する経費、補助金執行事務に要する臨時的任用職員等の賃金及び広報

経費等を想定しています。具体的な対象費目については、「令和２年度子育て世帯への臨時特別給
付金給付事務費の国庫補助について」を御参照ください。 

 
問５ 事務費補助金の対象とならない経費はありますか。 

（答） 
○  各都道府県、市町村の正規職員の俸給、備品（パソコン等）の購入は対象外です。なお、備品は

レンタル（又はリース）であれば対象とします。 
 
問６ 児童手当と併せて広報・郵送・届出受付等を行った場合、事務費補助金の対象経費の考え方はどの

ようになりますか。 

（答） 
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○  例えば、子育て特別給付金支給対象者へのお知らせを児童手当の現況届に同封して対象者に送
付する場合、当該お知らせを同封して発送したことにより追加で発生した経費が対象となります。 

  
問７ 子育て特別給付金の支給に係る事務（システム改修、お知らせ作成・郵送準備、委託・派遣・会計

年度職員等の配置、広報など）について、補助対象となる具体的な時期を示してください。 

（答） 
○  令和２年４月１日以降に、子育て特別給付金の支給に伴う実施事務に必要な経費を支出した場

合は補助対象となります。 
 
問８ 振込手数料（役務費）の取扱いについては、市町村が各金融機関と直接協議の上、取り決めても差

し支えないでしょうか。 

（答） 
○  差し支えありません。 

 
問９ 子育て特別給付金の振込に係る手数料（振込手数料）は事務費補助金の対象経費となりますか。 

（答） 
○  対象として差し支えありません。 

 
問10 公務員児童手当受給証明に係る事務経費について、交付対象となりますか。また、どこの部署が

経費を計上することになりますか。 

（答） 
○  公務員児童手当受給証明に係る事務経費について、交付対象として差し支えありません。また、

都道府県及び市町村の担当部署が経費を計上することになります。 
 
問11 子育て特別給付金の振込通知書の送付する場合は、その事務に要する費用は補助の対象となりま

すか。 

（答） 
○  対象経費として差し支えありません。 

 
問12 子育て特別給付金支給口座等の届出書や受給拒否の届出書の返送する際の費用について、支給対

象者の負担としても差し支えないとしていますが、市町村から返信用封筒を同封する等で支給対象

者の負担がないようにした場合は、補助対象経費となりますか。 

（答） 
○  対象経費として差し支えありません。 
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７．交付申請手続等スケジュール 
問１ 交付申請はいつまでに行わなければなりませんか、また交付決定はいつ頃の予定ですか。 

（答） 
○  交付申請の受付は、交付要綱の発出後から順次受け付けることとしますので、市町村において

は、予め提出の準備を進めていただき、交付要綱受領後、直ちに都道府県に交付申請書を提出（デ
ータ可）出来るよう、手続を進めてください。 

○  都道府県においても、市町村から交付申請書の提出があった場合には、届いた順に直ちに審査等
を行っていただき、提出されたものから順次、内閣府に進達いただくようお願いいたします。 

○  内閣府においても、交付申請書受領後、届いた順に直ちに手続を進め、５月上旬から順次交付決
定を行う予定です。 

 
問２ 給付事業費と給付事務費は、同時に交付申請を行わなければなりませんか。 

（答） 
○  必ずしも同時に行う必要はありませんが、子育て特別給付金を可能な限り迅速に子育て家庭に

お支払いする観点から、給付事業費の申請手続を優先して進めていただくようお願いいたします。 
 
問３ 交付申請書に歳入歳出補正予算見込み書等抄本を添付しなければ交付申請出来ませんか。 

（答） 
○  交付申請書提出時に、歳入歳出補正予算見込み書抄本又は専決処分見込み書抄本の提出が間に

合わない場合には、今後子育て特別給付金を補正予算措置する予定である旨を明記した首長名の
文書を交付申請書と合わせて提出いただき、後日、歳入歳出補正予算見込み書抄本等を提出いただ
くことで、差し支えありません。 

 
問４ 市町村はいつまでに支給すればよいですか。各種事務と合わせたスケジュールを教えてください。 

（答） 
○  子育て特別給付金については、本件の趣旨を鑑み、例えば次回６月の児童手当の支給に合わせる

など、準備が整った市町村からできるだけ速やかに開始いただきたいと考えています。そのための
具体的な業務スケジュールについては、別紙（修正版）のとおり作成しましたので、参照の上、で
きるだけ速やかに開始できるように御検討ください。 

 
問５ 交付額については、見込み額であり、支払後精算を行うという理解でよいですか。 

（答） 
○  変更交付申請・決定の際に連絡します。 

 

問６ 事務費補助金の交付申請に当たり、様式上「事業実施の期間」を記載することとなっていますが、

事業開始日及び事業終了日はいつにすればよいでしょうか。 

（答） 
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○  子育て特別給付金の支給事務を開始した日又は開始予定日（令和２年４月１日以降）から支給事
務の終了予定日（令和３年３月 31 日以前）を記載願います。 

 

問７ 国の補正予算成立後でなければ、市町村で補正予算を成立させることはできないでしょうか。 

（答） 
○  国の補正予算の成立時期に関わらず、市町村の状況に応じて、補正予算の早期の編成・成立に向

け、手続を進めていただいて差し支えありません。 
 

問８ 国の補正予算成立前に、子育て特別給付金の支給を行った場合、補助対象となりますか。 

（答） 
○  「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費の国庫補助について」（令和２年５月１

日付け府子本第 564 号内閣総理大臣通知）別紙の給付事業費交付要綱の適用日以降が、補助対象
となりますので、国の補正予算成立前の支給は補助対象になりません。 
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８．市町村の単独事業として給付額を加算（増額）する場合の留意事項 
問１ 市町村が単独事業として加算（増額）する給付金（以下、「市単独給付金」という。）は被保護者等

の収入と認定されますか。 

（答） 
○  生活保護制度を所管する厚生労働省社会・援護局保護課の「特別定額給付金及び令和２年度子

育て世帯への臨時特別給付金生活保護制度上の取扱いについて」（令和２年５月１日付け社援保
発 0501 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）を確認してください。 

 
問２ 子育て特別給付金の支給要綱に併せて市単独給付金の支給についても規定してよいですか。要綱

は別々に定める必要がありますか。 

（答） 
○  市町村の実情に応じて御対応ください。 
○  一つの要綱で定める場合には、支給額については合計額（子育て特別給付金＋市単給付金）とす

るのではなく、市単独給付金の給付額が明確に分かるように記載する必要があると考えます。 
 
問３ 市単独給付金を実施する場合は、申請書が必要ですか。 

（答） 
○  一般支給対象者については、子育て特別給付金と同様に改めての申請は要しないとすることで

も、別途申請していただくことでも可能であると考えますので、市町村の実情に応じて実施くださ
い。なお、改めての申請は要しないこととする場合には、子育て特別給付金の案内通知と併せて通
知するか、別途事前に通知する必要があります。 

○  公務員支給対象者については、子育て特別給付金の申請とは別に市単独給付金の申請をしてい
ただく必要があると考えます。なお、「５．公務員関係」（２）問 13 のとおり、申請書様式の変
更は認められませんので、市町村において任意の様式を定めてください。 

○  また、公務員に関しては、所属庁ではどこの市町村が市単独給付金を実施するかは分からない
ため、実施する市町村において公務員支給対象者に対して広報するとともに、申請書を配布等
し、事前に申請していただく必要があると考えます。 

○  例えば、広報によりホームページからダウンロードしてもらい、子育て特別給付金の申請と併
せて提出してもらう、子育て特別給付金の申請があった公務員支給対象者に別途案内を送る等の
対応が考えられます。 

 
問４ ６月期の児童手当と同日に口座振込する場合は、合算した金額を一度に振り込んでもよいですか。 

○  ６月期の児童手当と併せて口座振込する場合は、「４．手続関係」（２）問 28 を御参照ください。 
○  なお、子育て特別給付金と市単給付金を合算して振り込めるかについては、同一の要綱で定め

ている場合には、支給事務を併せて行うことは可能かと思いますが、市町村の状況により異なり
ますので、適切に御対応ください。 
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〔削除履歴〕 

No. 版 
設問 

内容 理由 
章 番号 

１ ２ ２ ５ 削除（問番繰り上げ） 誤解を生じるため 
２ ２ ６ ７ 削除 制度変更（補正予算の組替え）されたため 
３ ３ ３ １ 削除（問番繰り上げ） 時点更新 
４      
５      
６      
７      
８      
9      
10      
 
 

 
  



令和２年５月１日時点

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の実施工程表

市民 自治体 国 備考

４月

令和2年12月31日

５月以降 ❸補助金申請書受領

①給付対象者抽出
②給付事務費用算出
③補正予算要求
（6月、随時、専決
処分等）
④システム改修作業
（必要に応じて）

❶補助金要綱・支給事務要領案送付

❼補助金交付決定通知書送付
⑩補助金交付決
定通知書受領

❹
審
査

⑥給付対象者へのお知らせ作成・郵送準備
・委託、派遣、会計年度任用職員等の配置
・作業場所確保等

⒈お知らせ受領

⒊給付金受領
口座振込確認

⑱不要、支給不能分の補助金返還申請

⑭振込通知書発送（必要に応じて）

⑮給付金振込実施

⑰新規給付対象者への支給事務作業
【令和〇年〇月○日まで随時実施】

❾不要、支給不能分の補助金返還申請受領

給
付
対
象
者
へ
の

お
知
ら
せ
作

成
・
郵
送
・
支
給
準
備

⑫給付対象者リストから受給不要の方を引抜
⑬給付金支払事務作業開始

⒉給付金不要の
意思表示
【令和２年〇月〇日
期限】

※準備が出来次第
出来るだけ速やかに給付実施

⑯❽振込不能な方への申請勧奨及び申請期限の広報

⑤自治体支給事務要
綱作成

⑧❺自治体向け説明会
（オンライン形式）

❷自治体向け支給事務要綱・
FAQ送付

※振込不能等
で申請が必要
な方は申請

⑨❻市民向け広報（国・自治体HP、広報誌等）

⑪給付対象者へのお知らせ発送

⑦補助金申請
補
正
予
算
成
立

※

6

月
等
・
随
時
・
専
決
処
分
に
よ
り
自
治
体
ご
と
に
時
期
は
相
違



令和２年５月１日時点

令和2年度子育て世帯(公務員)への臨時特別給付金の実施工程表

公務員 支給実施自治体 公務員所属官公庁 国 備考

５月以降

令和2年12月31日

４月

⑥補助金申請 ❸補助金申請書受領

①給付対象者数確認
②給付事務費用算出
③補正予算要求
（6月、随時、専決
処分等）
④システム改修作業
（必要に応じて）

❶補助金要綱・支給事務要領案送付

❻補助金交付決定通知書送付
⑨補助金交付決
定通知書受領

❹
審
査

⑦給付対象者への支払い準備
・委託、派遣、会計年度任用職員等の配置

⒈申請書受領

⑭支給不能分の補助金返還申請

⑪振込通知書発送
（必要に応じて）

❽支給不能分の補助金返還申請受領

給
付
対
象
者
へ
の
支
給
準
備

※準備が出来次第
出来るだけ速やかに給付実施

❸官公庁が所属職員に申
請期限の周知

⑤自治体支給事務要
綱作成

⑧❺自治体向け説明会（オンライン形式）

❷自治体向け支給事務要綱
・FAQ送付

❼官公庁へ所属職員への
申請書配布依頼

❶公務員所属官公庁が所
属職員へ申請書配布

３
給
付
申
請
書
を
居
住
地
の
自

治
体
に
提
出

補
正
予
算
成
立

※

6

月
等
・
随
時
・
専
決
処
分
に
よ
り
自
治
体
ご
と
に
時
期
は
相
違

⒊給付金受領
口座振込確認

※振込不能等
で申請が必要
な方は申請

⑩
給
付
金
支
払
事
務
作
業

⑬新規給付対象者への支給事務作業

⑫給付金振込実施

2.所属官公庁に児手受
給証明依頼 ❷公務員所属官公庁が所

属職員へ児手受給証明

申
請
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