
○流山市児童育成手当支給条例 

昭和５７年３月３１日 

条例第９号 

改正 昭和５７年１２月２７日条例第３１号 

昭和６３年３月３０日条例第８号 

平成２年３月３０日条例第１０号 

平成７年３月２７日条例第６号 

平成２０年３月２４日条例第９号 

平成２２年１０月８日条例第１８号 

平成２４年３月３０日条例第１号 

（目的） 

第１条 この条例は、父又は母と生計を同じくしていない児童について、児童

育成手当を支給することにより、家庭生活の安定と児童の健全な育成を助長

し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（受給者の責務） 

第２条 児童育成手当（以下「手当」という。）は、児童の心身の健やかな成

長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた

者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において「児童」とは、２０歳未満の者をいう。 

２ この条例において「在学中の児童」とは、児童のうち、１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日の属する年の４月１日（以下「基準日」という。）

以後、高等学校、高等専門学校又は特別支援学校に在学する者をいう。 

３ この条例において「公的年金給付」とは、児童扶養手当法（昭和３６年法

律第２３８号。以下「法」という。）第３条第２項に定める給付をいう。 

４ この条例において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時

婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった

者を含むものとする。 

（支給要件） 

第４条 市は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る者であって、本市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてい

るもの（本市の住民基本台帳への記録がないことについて市長がやむを得な



いと認める者を含む。）に対し、手当を支給する。 

（１） 次のアからクまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護

する場合 当該母 

ア 父母が婚姻を解消した児童 

イ 父が死亡した児童 

ウ 父が児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号。以下「令」

という。）別表第２に定める程度の障害の状態にある児童 

エ 父の生死が明らかでない児童 

オ 父が引き続き１年以上遺棄している児童 

カ 父が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

キ 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

ク キに該当するかどうかが明らかでない児童 

（２） 次のアからクまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護

し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父 

ア 父母が婚姻を解消した児童 

イ 母が死亡した児童 

ウ 母が前号ウの令で定める程度の障害の状態にある児童 

エ 母の生死が明らかでない児童 

オ 母が引き続き１年以上遺棄している児童 

カ 母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

キ 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

ク キに該当するかどうかが明らかでない児童 

（３） 第１号アからクまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場

合若しくは同号アからクまでのいずれかに該当する児童（同号イに該当す

るものを除く。）の母がない場合であって、当該母以外の者が当該児童の

養育（児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することを

いう。以下同じ。）をするとき、前号アからクまでのいずれかに該当する

児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合（父が

ない場合を除く。）若しくは同号アからクまでのいずれかに該当する児童

（同号イに該当するものを除く。）の父がない場合であって、当該父以外

の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であって、当該父母

以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者 

２ 前項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあっては児童が次の



各号又は法第４条第２項第２号から第８号までのいずれかに該当するとき、

父に対する手当にあっては児童が次の各号又は同項第２号から第４号まで若

しくは第１０号から第１３号までのいずれかに該当するとき、養育者に対す

る手当にあっては児童が次の各号又は同項第２号から第７号まで若しくは第

９号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。 

（１） １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童のう

ち、第１子の児童であるとき。 

（２） 基準日以後にある１８歳以上の児童で在学中の児童以外の者（令別

表第１に定める程度の障害の状態にある第２子以降の児童を除く。）であ

るとき。 

３ 第１項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあっては当該母が、

父に対する手当にあっては当該父が、養育者に対する手当にあっては当該養

育者が国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則

第３２条第１項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第１条の

規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を

受けることができるときは、支給しない。ただし、その全額につきその支給

が停止されているときを除く。 

（支給の調整） 

第４条の２ 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該

当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するとき

は、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。 

２ 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当す

るときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。  

（手当の額） 

第５条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、児童１人に

つき、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。 

（１） １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある第２子以

降の児童 ４，０００円 

（２） 基準日以後にある１８歳以上の児童 次に掲げるとおりとする。 

ア 令別表第１に定める程度の障害の状態にある第２子以降の者（在学中

の児童を除く。） ４，０００円 

イ 在学中の児童（ウに該当するものを除く。） ２０，０００円 

ウ 令別表第１に定める程度の障害の状態にある第２子以降の在学中の児



童 ２４，０００円 

（申請及び認定等） 

第６条 手当の支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）であっ

て手当の支給を受けようとするものは、市長に申請し、その受給資格及び手

当の額の認定を受けなければならない。 

２ 前項の規定による認定の申請があったときは、市長は速やかにその内容を

審査し、認定の可否を決定し、かつ、その旨を当該申請に係る者に通知する

ものとする。 

３ 第１項の認定を受けた者（以下「受給権者」という。）が、手当の支給要

件に該当しなくなった後、再びその要件に該当するにいたった場合は、その

該当するにいたった後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同

項と同様とする。 

（支給期間及び支払期月） 

第７条 手当の支給は、受給権者が前条第１項の規定による認定の申請をした

日の属する月の翌月（第５条第２号イ又はウに該当する児童に係る受給資格

者が当該児童の基準日の属する月の１５日までに申請をしたときは、当該申

請をした月）から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終

わる。 

２ 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条第１項の規定による

認定の申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後１

５日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、

受給資格者がやむを得ない理由により認定の申請をすることができなくなっ

た日の属する月の翌月（第５条第２号イ又はウに該当する児童については、

当該児童に係る基準日の属する月）から始める。 

３ 手当は、毎年４月、８月及び１２月の３期に、それぞれの前月までの分を

支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由

が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、

支払うものとする。 

（手当の額の改定） 

第８条 受給権者につき、在学中の児童、父が監護し、かつ、これと生計を同

じくする児童、母が監護する児童又は養育者が養育する児童（以下「監護等

児童」という。）が新たにあるにいたった場合における手当の額の改定は、

その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月（第５



条第２号イ又はウに該当する児童に係る受給資格者が当該児童に係る基準日

の属する月の１５日までに申請をしたときは、当該申請をした月）から行う。 

２ 前条第２項の規定は、前項の改定について準用する。 

３ 受給権者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、

その減じた日の属する月の翌月から行う。 

（支給の制限） 

第９条 手当は、受給権者、その配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）及びその扶養義務者（民法（明治

２９年法律第８９号）第８７７条第１項の扶養義務者のうち、受給権者が父

又は母の場合は当該父又は母と生計を同じくする者をいい、受給権者が養育

者の場合は、当該養育者の生計を維持する者をいう。）の前年の所得（１月

から７月までの月分の手当については、前前年の所得とする。）が、法第９

条から第１３条までの規定の例により算定した額以上であるときは、その年

の８月から翌年の７月までは、支給しない。 

２ 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手当の額の全

部又は一部を支給しないことができる。 

（１） 児童の監護又は養育を著しく怠っていると認められるとき。 

（２） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（未支払の手当） 

第１０条 手当の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支払う

べき手当で、まだその者に支払っていなかった手当があるときは、その者が

監護し、又は養育していた児童にその未支払の手当を支払うことができる。  

（不正利得の返還） 

第１１条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、

市長は、その者に支給した手当の額の全部又は一部を返還させることができ

る。 

（受給権の譲渡等の禁止） 

第１２条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならな

い。 

（調査等） 

第１３条 手当の受給に係る者は、当該手当の支給に関する事項について当該

職員の調査又は質問に応じなければならない。 

２ 手当の受給に係る者は、令別表第１又は別表第２に定める程度の障害の状



態にあることにより手当の支給が行われる場合において、児童又は児童の父

若しくは母につき市長からその指定する医師の診断を受けさせるべき旨の命

令があったときは、速やかに当該診断を受けさせなければならない。 

（届出等） 

第１４条 受給権者は、市長に前年の所得の状況及びその年の８月１日におけ

る手当の支給に係る現況を届け出なければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、受給権者は、市長に手当の支給に係る必要な

届出又は書類の提出をしなければならない。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の規

定は、公布の日から施行する。 

（認定の申請に関する経過措置） 

２ 昭和５７年４月１日において手当の受給資格者に該当する者は、同日前に

おいても、同日にその者に該当することを条件として、当該手当について第

６条第１項の認定の申請をすることができる。 

（手当の支給に関する経過措置） 

３ 前項の申請をした者が、この条例の施行の際手当の受給資格者に該当する

者であるときは、その者に対する手当の支給は、第７条第１項の規定にかか

わらず、昭和５７年４月から始める。 

４ この条例の施行の際現に手当の受給資格者に該当している者又はこの条例

の施行後昭和５７年４月末日までの間に手当の受給資格者に該当することに

なった者が、同年５月末日までの間に第６条第１項の認定の申請をしたとき

は、その者に対する手当の支給は、第７条第１項の規定にかかわらず、同年

４月又はその者が手当の受給資格者に該当することになった日の属する月の

翌月から始める。 

附 則（昭和５７年１２月２７日条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６３年３月３０日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は昭和６３年４月



１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の流山市児童育成手当支給条例の規定は、昭和

６０年８月１日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の流山市児

童育成手当支給条例第４条第１項第３号及び同条第３項の規定は、昭和６１

年４月１日から適用する。 

３ 第２条の規定による改正後の流山市児童育成手当支給条例の規定は、昭和

６２年１２月分以降の月分の手当について適用する。 

（経過措置） 

４ 昭和６０年８月１日から第１条の規定の施行の日の前日までの間に同条の

規定による改正後の流山市児童育成手当支給条例第４条の支給要件に該当す

る者に対して支給した金員（第１条の規定による改正後の流山市児童育成手

当支給条例第５条各号に定める区分に応じ、当該各号に規定する金額をい

う。）は、第１条の規定による改正後の流山市児童育成手当支給条例の規定

に基づき支給されたものとみなす。 

５ 第２条の規定による改正前の流山市児童育成手当支給条例の規定により第

２条の規定の施行の日の前日までに支給された昭和６２年１２月分から昭和

６３年３月分までの手当は、第２条の規定による改正後の流山市児童育成手

当支給条例の規定による手当の内払いとみなす。 

附 則（平成２年３月３０日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の流山市児童育成手当支給条例の規定は、平成２年

４月１日以降の申請に係る児童育成手当の支給について適用し、同日前の申

請に係る児童育成手当の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成７年３月２７日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の流山市児童育成手当支給条例の規定は、平成７年

４月分以降の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、

なお従前の例による。 



（流山市母子家庭修学費の助成に関する条例の廃止） 

３ 流山市母子家庭修学費の助成に関する条例（平成２年流山市条例第１１号）

は、廃止する。 

附 則（平成２０年３月２４日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成２２年１０月８日条例第１８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成２２年８月１日から適用する。 

（認定の申請に関する経過措置） 

２ 平成２２年８月１日において現にこの条例による改正後の流山市児童育成

手当支給条例（以下「改正後の条例」という。）の規定による手当の支給要

件（以下「新支給要件」という。）に該当する者（この条例による改正前の

流山市児童育成手当支給条例の規定による手当の支給要件（以下「旧支給要

件」という。）に該当していない者に限る。）に対する手当の支給は、当該

者が同年１１月３０日までの間に改正後の条例第６条第１項の規定による認

定の申請をしたときは、改正後の条例第７条第１項の規定にかかわらず、同

年８月から始める。 

３ 平成２２年８月１日から同年１１月３０日までの間に、新支給要件に該当

するに至った者（旧支給要件に該当していない者に限る。）に対する手当の

支給は、同日までの間に認定の申請をしたときは、改正後の条例第７条第１

項の規定にかかわらず、新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

から始める。 

附 則（平成２４年３月３０日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

 


