




「県立学校学寮等入寮者支援事業」における支援金給付の流れ 

申請者等 県立学校 県立学校教育課

※支援金給付に必要な書類を学校に提出後、約３週間後を目処に指定口座に振り込みされます。 

※提出した書類に不備がある場合は、振込に時間がかかりますので注意下さい。 

・支援金給付に関する必要書類を配布 

 ①県立学校学寮等入寮者支援事業実施要綱 

②様式第１号及び記入例 

③様式第１号添付紙① 

④様式第１号添付紙② 

⑤債権者登録申請書及び記入例 

⑥「県立学校学寮等入寮者支援事業」 

における支援金給付の流れ（本文書） 

 ⑦提出物チェックリスト（申請者用） 

・支援金給付対象者が発生した旨を県立学校

教育課担当へ報告 

学寮より一時退寮の指示

ホテル等で待機 

ホテル待機終了後、速やか

に必要書類を学校に提出 

自宅・保証人宅等で引

き取りが不可能のため

ホテル等で待機希望 

・提出書類の確認 

・県立学校教育課長あて必要書類を提出 

【提出書類】  

①様式第１号 

②様式第１号添付紙① 

③様式第１号添付紙② 

④債権者登録申請書 

       ⑤補助様式第１号 

・書類審査 

・交付及び額の決定 

・交付決定通知作成 

・指定口座へ振込 

・交付決定通知を申請者へ送付 
申請者 

交付決定通知の受取

支援金の受領 

（指定口座に振込れる）

申請者作成 

学校作成 

・支援金支給対象者

発生の確認 





様式第１号（要綱第５条関係） 令和３年○月○日

沖縄県知事 殿

申請及び請求者

氏名 沖縄 教子 印

住所 沖縄県○○市ォォ○丁目○番○号

寮生の氏名 沖縄 育男

県立学校学寮等入寮者支援金給付申請書（兼支払請求書）

下記のとおり県立学校学寮等入寮者支援金を受けたいので、要綱第５条の規定に基づき

申請します。

記

１ 寮生の宿泊費

宿泊施設名 ○○ホテル 宿泊代金 １３７，２００ 円

宿泊期間 令和３年１０月１日～令和３年１０月１５日

※１泊9,800円かつ待機及び療養期間を上限とする（領収書添付）

２ 保護者等の宿泊費

宿泊施設名 ○○ホテル 宿泊代金 １３７，２００ 円

宿泊期間 令和３年１０月１日～令和３年１０月１５日

※１泊9,800円かつ寮生の宿泊期間を上限とする（寮生１人につき１人 領収書添付）

３ 保護者等の移動にかかった費用

航空賃 ３０，０００ 円 船賃 円

その他の費用 １５，０００円（移動手段 レンタカー２泊 ）

※領収書等支払った金額が分かる資料を添付

４ 請求額合計 ３１９，４００ 円

振込を 金融機関名 ○○銀行 支店名 □□支店

希望す 口座の種類 普通口座 口座番号 １２３４５６

る口座 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

口座名義人 オキナワ キョウコ

※金融機関等の名称及び預金口座番号が分かる資料を添付すること

申請者と寮生が同じでもよい

申請者と同じ名義とすること

学校に提出した日付を記入

記入例



様式第１号　添付紙①（要綱第５条関係）

費用に係る領収証や証明書

学校名

申請者氏名

※領収書の額が２名分（寮生と保護者等）の場合は、その旨が分かるよう記載をすること。

添付紙

その他参考事項

※領収証のあて名は、申請者（支援金給付申請者）とすること。



様式第１号　添付紙②（要綱第５条関係）

債権者登録を行う口座の写し

学校名

申請者氏名

※見開き１ページ目のコピーを添付すること。

※銀行名、支店名（支店番号）、口座番号、口座名義が確認できること。

添付紙

その他参考事項



処理 1：新規 処理

2：変更

3：削除

支店

（フリガナ）
支店

店　　番

　沖縄県知事　殿

 　　　　　氏名

　※債権者コード登録票は県が記入しますので、申請者は記入しないで下さい。

申請者　住所

口座番号

　　　　口座名義
(カタカナ又はアルファ
ベット）※通帳表紙うら
の記載どおり記入

　上記のとおり申請します。 令和　　　年　　　月　　　日

前払保
証を受け
る口座を
設ける必
要がある
場合の
み記入

金融機関名
銀行

店　　番 口座番号

口座名義
(カタカナ又はアルファベット）
※通帳表紙うらの記載どおり記入

預金種目 　１　：　普通預金　　２　：　当座預金　　３　：　別段預金　　※貯蓄預金は不可

（フリガナ）

金融機関名
銀行

支払方法
　　　１　：　支　払　証　　　　　　 　２　：　口　座　振　替  　  　

　　　７　：　隔地払（郵便電信）　　８　：　納付書による支払　　　　　　　　　　　　　　　

住　　所

（フリガナ）

氏名又は法人名

業　　種 入札参加資格 １　：　有　　　２　：　無

（フリガナ）

債権者登録（新規・変更）申請書

一般　□公共団体　□特定債権者　□非常勤等　□一時債権者　□職指定の資金前渡員

債権者コード

郵便番号 電話番号



処理 1：新規 処理

2：変更

3：削除

支店

123

（フリガナ）
支店

店　　番

　沖縄県知事　殿

 　　　　　氏名

　※債権者コード登録票は県が記入しますので、申請者は記入しないで下さい。

（フリガナ）

債権者登録（新規・変更）申請書

一般　□公共団体　□特定債権者　□非常勤等　□一時債権者　□職指定の資金前渡員

債権者コード

郵便番号 １２３－４５６７ 電話番号 ０９△－△△△－９３△１

住　　所

沖縄県○○市□□○丁目○番○号

（フリガナ） オキナワ　キョウコ

氏名又は法人名 沖縄　教子

業　　種 入札参加資格 １　：　有　　　２　：　無

4567890

支払方法
　　　１　：　支　払　証　　　　　　 　２　：　口　座　振　替  　  　

　　　７　：　隔地払（郵便電信）　　８　：　納付書による支払　　　　　　　　　　　　　　　

預金種目 　１　：　普通預金　　２　：　当座預金　　３　：　別段預金　　※貯蓄預金は不可

（フリガナ）

美々金融機関名 美ら島
銀行

店　　番 口座番号

　上記のとおり申請します。 令和　○年　○　月　○　日

申請者　住所　　沖縄県○○市□□○丁目○番○号

沖縄　教子　　　　　　　

口座名義
(カタカナ又はアルファベット）
※通帳表紙うらの記載どおり記入 オキナワ　キョウコ

前払保
証を受け
る口座を
設ける必
要がある
場合の
み記入

金融機関名
銀行

口座番号

　　　　口座名義
(カタカナ又はアルファ
ベット）※通帳表紙うら
の記載どおり記入

様式第１号の「申請及び請求者」

と同じ名義とすること

様式第１号の日付と同じとすること

記入例





チェック

レ

日付は学校に書類を提出した日付になっていますか？

申請及び請求者の氏名（押印）、住所、寮生の氏名は記
載されていますか？

４請求額合計は１～３の合計額になっていますか？

振込を希望する口座の名義は申請及び請求者と同じと
なっていますか？

金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名
義人は通帳の記載通り記入されていますか？

口座名義(カタカナ又はアルファベット)は、通帳の記載通
り記入されていますか？

領収証等は原本を添付されていますか？

宛名は申請者の氏名になっていますか？（宛名のない
ものは不可）

領収書の額が２名分（寮生と保護者等）の場合、その
旨が分かるよう記載されていますか？

添付紙② 債権者登録を行う口座の写し
銀行名、支店名（店番）、口座番号、口座名義が表示さ
れている部分のコピーですか？　（カタカナ又はアルファ
ベット）

郵便番号、電話番号、住所、氏名（申請者の名前）、フリ
ガナは記入されていますか？

預金種目、金融機関名、支店名（店番）、口座番号、口
座名義（フリガナ）は記入されていますか？

上欄、下欄の住所は一致していますか？

上欄、口座名義、下欄の氏名は申請者と一致していま
すか？

日付は〔様式第１号〕と一致していますか？

学校
作成

補助様式第１
号

新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止対策における寮
生の一時退寮期間について

日付は様式第１号の日付と同じになっていますか？
施設名は学校名、職氏名は学校長になっていますか?

債権者登録(新規・変更)申請書

確認していただきありがとうございました<(_ _)>

提出物チェックリスト（学校確認用）　　

申請
者

作成

提　出　書　類 確　認　事　項

様式第１号（要
綱第５条関係）

県立学校学寮等入寮者支援
金給付申請書（兼支払請求
書）

添付紙① 費用に係る領収証や証明書

※個人情報となりますので、提出の際は封筒に「県立学校学寮等入寮者支
　 援事業」と記入し、「親展」または「取扱注意」の表示をお願い致します。



チェック

レ

日付は学校に書類を提出した日付になっていますか？

申請及び請求者の氏名（押印）、住所、寮生の氏名は記
載されていますか？

４請求額合計は１～３の合計額になっていますか？

振込を希望する口座の名義は申請及び請求者と同じと
なっていますか？

金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名
義人は通帳の記載通り記入されていますか？

口座名義(カタカナ又はアルファベット)は、通帳の記載
通り記入されていますか？

領収証等は原本を添付されていますか？

宛名は申請者の氏名になっていますか？（宛名のない
ものは不可）

領収書の額が２名分（寮生と保護者等）の場合、その
旨が分かるよう記載されていますか？

添付紙② 債権者登録を行う口座の写し
銀行名、支店名（店番）、口座番号、口座名義が表示さ
れている部分のコピーですか？　（カタカナ又はアルファ
ベット）

郵便番号、電話番号、住所、氏名（申請者の名前）、フリ
ガナは記入されていますか？

預金種目、金融機関名、支店名（店番）、口座番号、口
座名義（フリガナ）は記入されていますか？

上欄、下欄の住所は一致していますか？

上欄、口座名義、下欄の氏名は申請者と一致していま
すか？

日付は〔様式第１号〕と一致していますか？

提出物チェックリスト（申請者用）　　学校に提出する前に必ず確認してね！

提　出　書　類 確　認　事　項

県立学校学寮等入寮者支援
金給付申請書（兼支払請求
書）

確認していただきありがとうございました<(_ _)>

添付紙①

様式第１号（要
綱第５条関係）

費用に係る領収証や証明書

債権者登録(新規・変更)申請書


