
うちなーんちゅ応援プロジェクト
沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策

支援金（認可外保育施設）

【申請受付要項】

【対象者】

認可外保育施設

【受付期間】

令和２年５月１日（金）から同年６月30日（火）まで

【書類の入手】

⑴ 県で把握している認可外保育施設に対し、沖縄県の委託事業者から申請書類等一式

を送付します。

⑵ 沖縄県ホームページからダウンロードできます。

【申請方法】

⑴ 郵送により、申請書類一式を次の郵送先に提出して下さい。６月30日（火）の

消印有効です。簡易書留など郵便物の追跡ができる方法をお勧めします。

（郵送先）

〒９０１－０１５２

沖縄県那覇市小禄１８３１－１ 沖縄産業支援センター４階 ４１３号室

沖縄県保育士・保育所総合支援センター（NPO法人沖縄県学童・保育支援センター）

沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策支援金（認可外保育施設）申請受付

※切手を貼付の上、封筒の裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

【問合せ先】

⑴ ５月７日（金）～６月30日（火） 9:00～17：00

NPO法人沖縄県学童・保育支援センター 電話：098-858-8291

⑵ ５月１日（金）～５月６日（水） 9:00～17:00

沖縄県子ども生活福祉部 子育て支援課 電話：098-866-2457
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Ⅰ 感染症防止対策支援金（認可外保育施設）の概要

■趣旨

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、沖縄県は、「新型コロナウイルス感

染症沖縄県緊急事態宣言」（令和２年４月20日）を行い、適切な感染防止対策を講じ

た上で、医療従事者等、社会生活維持に必要なサービスに従事するなど仕事を休む

ことが困難な保護者等への保育の提供へのご協力をお願いいたしました（令和２年

４月22日）。

感染の拡大や、これまでの登園自粛要請に応じて、経済的な影響を受けている事

業者のうち、「新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」といいます。）」

に基づく休業要請対象事業者とはならない「認可外保育施設」を対象に、「沖縄県新

型コロナウイルス感染症防止対策支援金（以下「支援金」といいます。）」を支給い

たします。

■対象

認可外保育施設

＜※ 認可外保育施設とは＞

児童福祉法第６条の３第９項から第12条までに規定する業務又は第39条第１項

に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第２項もしくは第35条第

４項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関連

する法律（平成18年法律第77号）第17条第１項の認可を受けていないもの（法第58

条の規定により認可を取り消された施設又は認定こども園法の認可を受けていない

もの（法第58条の規定により認可を取り消された施設又は認定こども園法の許可を

取り消された施設を含む。以下同じ。）

■受付期間

令和２年５月１日（金）から同年６月30日（火）まで

※６月30日（火）消印有効

■支給額

１施設あたり10万円

Ⅱ 申請要件

本支援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者（以下「申請者」といいます。）

とします。
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１ 沖縄県内に所在する認可外保育施設（院内保育施設、事業所内保育施設、企業

主導型保育施設、ベビーホテル、居宅訪問型（事業者、個人）を含む。）

２ 地域型保育事業の認可を受けている施設を除く。

３ 令和２年４月22日以前（「休業等」を要請する前）に、施設設置届が県に到達し

ていること（同日より前に、廃止又は休止を県に届出ている者は対象外となります。）

４ 休園している園にあっては、令和２年４月１日時点までは開園し保育を行った

実態があること

５ 居宅訪問型施設（事業者、個人）については、「休業等」を要請する以前の１年

間を通じた保育料収入月額平均が10万円を超えていることが書面により証明できる

施設に限る。なお、設置から１年未満の居宅訪問型施設にあっては、設置から「休

業等」の要請をするまでの保育料収入月額平均が10万円を超えていることが書面に

より証明できる施設に限る。

６ 申請する施設の設置者、代表者、管理者又は使用人その他の従業員若しくは構

成員等が沖縄県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定

する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。

また、上記の暴力団及び暴力団員が、申請する施設の経営に事実上参画してい

ないことが必要です。

Ⅲ 申請手続き等

１ 支援金に関する問合せ先

支援金の申請等に関するお問い合わせは、下記の委託先までお願いします。

なお、委託先の電話がつながらない場合は、沖縄県担当課までお問い合わせ下

さい。

（時間：午前９:００～午後５：００）

○委託事業者 NPO法人沖縄県学童・保育支援センター

電話：０９８－８５８－８２９１

FAX：０９８－８５８－８２９３

○沖縄県担当課 沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課

電話：０９８－８６６－２４５７

FAX：０９８－８６６－２４３３

２ 本支援金の申請に必要な書類等の入手方法

⑴ 県で把握している認可外保育施設に対し、沖縄県の委託事業者から申請書類

等一式を送付します。

⑵ 沖縄県ホームページからダウンロードできます。
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３ 申請書類

以下の（１）から（４）の資料を全てご準備のうえ、申請をお願いします。

⑴ 沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策支援金（認可外保育施設）申請書

兼口座振替依頼書兼請求書（別紙第１号様式）

※一つの事業者で複数の認可外保育施設を運営する者は、各施設ごとに作成し

申請すること。

⑵ 保育の実態を示す書類

①４月23日（木）から５月６日（水）の期間のうち一週間分の日誌

※在籍人数、出欠確認のため必要です。

※休園している園については、休園直前の一週間分の日誌とする。

②在籍乳幼児の入所契約書又は入所申込書の写し（上記①の１名分）

③居宅訪問型施設（事業者、個人）（地域型保育事業の認可を受けた施設を除く）

については、上記Ⅱの５を証明する書類

⑶ 口座の通帳の表面・裏面の写し（口座番号及び名義人氏名（フリガナ含む）

が確認できる箇所）

⑷ 代表者本人確認書類（写しで可）

本人確認のために、次のいずれかの書類の写し提出

・代表者の運転免許証 ・パスポート ・健康保険証等の書類

４ 提出先

委託事業者 NPO法人沖縄県学童・保育支援センター

５ 提出方法 ※郵送のみ

申請書類を次の宛先に郵送することで、提出してください。

感染症の拡大防止等の観点から、郵送のみとなります。また、申請には書類原本が必要とな

りますので、FAXやメールでの申請はできません。ご協力をお願いします。

なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法をお勧めします。６月30日（火）の消印有効

です。

（宛先）沖縄県保育士・保育所総合支援センター（NPO法人沖縄県学童・保育支援センター）

〒９０１-０１５２

沖縄県那覇市小禄１８３１－１ 沖縄産業支援センター４階 ４１３号室

沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策支援金（認可外保育施設）申請受付 あて

※切手を貼付の上、封筒の裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
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６ 審査に関する連絡

⑴ 申請書等に関する確認のため、委託事業者から連絡をさせて頂くことがあり

ます。ご了承下さい。

⑵ 上記⑴のため、「申請書兼口座振替依頼書兼請求書」に記載する電話番号は、

日中、連絡がとれる電話番号を記載して下さい。

⑶ 記載方法などについて、委託事業者（NPO法人沖縄県学童・保育支援センター）

に電話などで相談することができます。（電話番号：０９８－８５８－８２９１）

⑷ 申請に係る個人情報については、今回の支援金給付業務にのみ使用し、適正

に取扱います。

７ 支給の決定

本支援金の要件に合致することを確認の上、支給します。

５月下旬頃から順次、申請された口座に入金を予定しています。

８ 通知等

申請書類の審査の結果、本支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、

不支給に関する通知（不給付決定通知書）を発送いたします。

Ⅳその他

１ 本支援金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合

は、沖縄県は、本支援金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支援

金を返金いただきます。

２ 本支援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、沖縄県は、

必要な検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。



様式第１号

感染症防止等により休園している。（　　月　　日～）

必要とされる保育を提供するために開園している。

〒

沖縄県知事　殿

請求金額　：　100,000円

※必ず押印して下さい。使用する印鑑は施設印又は代表者印に限ります。

※法人が設置する場合は、法人名も併せて記載して下さい。

※口座情報は誤りがあると振り込みができませんので、十分確認下さい。

上記の内容に、相違ないことを認めます。　沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課長　　　　印

支払方法

フリガナ

氏名

担当者連絡先 固定電話 携帯電話

担当者名 所属
フリガナ

※口座は施設の代表者名義のものに限ります。

担
当
者

口座
名義人

店番 口座番号

施設番号

※記載不要

口座情報

口座振替 預金種目 １：普通預金　　２：当座預金

フリガナ

金融
機関名

銀行 支店

　私は、次の項目に該当しており、沖縄県新型コロナウィルス感染症防止対策支援金（認可外保育施
設）を受給したいので、下記のとおり申請します。
　支援金は、下記口座へ振り込んで下さい。
　なお、申請する施設の設置者、代表者、管理者又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄
県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員に該当せず、ま
た、上記の暴力団等が経営に事実上参画していないことを誓います。
　本申請の内容に虚偽が判明した場合は、支援金の返還等に応じます。

※休園開始日を記載して下さい。
※←必ず、いずれかにチェックをし
て下さい。

沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策支援金（認可外保育施設）
申請書兼口座振替依頼書兼請求書

所在地

代表者
職氏名

電話

申請者

日

施設名称
(法人名)

令和　２ 年 月

印



様式第１号

感染症防止等により休園している。（4月23日～）

必要とされる保育を提供するために開園している。

〒

沖縄県知事　殿
子育て支援課保育園

（株式会社沖縄県庁）

請求金額　：　100,000円

●●●-●●●-●●●●

※必ず押印して下さい。使用する印鑑は施設印又は代表者印に限ります。

※法人が設置する場合は、法人名も併せて記載して下さい。

※口座情報は誤りがあると振り込みができませんので、十分確認下さい。

上記の内容に、相違ないことを認めます。　沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課長　　　　印

支払方法

フリガナ

株式会社沖縄県庁　代表取締役社長　沖縄太郎

※口座は施設の代表者名義のものに限ります。

口座
名義人

カ） オキナワケンチョウ ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ オキナワタロウ

店番 ●●● 口座番号 ●●●●●●●●

担当者名 所属 子育て支援保育園
オキナワ ハナコフリガナ

電話

担
当
者

氏名 沖縄 花子

担当者連絡先 固定電話 ●●●-●●●-●●●● 携帯電話 ●●●-●●●●-●●●●

口座情報

口座振替 預金種目 １：普通預金　　２：当座預金

フリガナ コソダテギンコウ　オキナワシテン
金融
機関名

子育て 銀行 沖縄 支店

沖縄県那覇市1-2-2

代表取締役社長　沖縄太郎

施設番号

※記載不要

　私は、次の項目に該当しており、沖縄県新型コロナウィルス感染症防止対策支援金（認可外保育施
設）を受給したいので、下記のとおり申請します。
　支援金は、下記口座へ振り込んで下さい。
　なお、申請する施設の設置者、代表者、管理者又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄
県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員に該当せず、ま
た、上記の暴力団等が経営に事実上参画していないことを誓います。
　本申請の内容に虚偽が判明した場合は、支援金の返還等に応じます。

月

印

※休園開始日を記載して下さい。
※←必ず、いずれかにチェックをし
て下さい。

沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策支援金（認可外保育施設）
申請書兼口座振替依頼書兼請求書

900-0021

所在地

代表者
職氏名

令和　２ 年 5 1

申請者

日

施設名称
(法人名)

記 入 例

沖縄県庁確認部分の

ため記載等不要

○県に提出された設置届の

代表者名を記載して下さい。



№ 提出書類 チェック

沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策支援金（認可外保育施設）申請書
兼口座振替依頼書兼請求書（様式第１号）

　一事業者で複数の施設を運営する場合は、各施設ごとに提出して下さい。

保育の実態を示す書類

①４月23日（木）から５月６日（水）の期間のうち一週間分の日誌

　※休園している園については、休園直前の一週間分の日誌

②在籍乳幼児の入所契約書又は入所申込書の写し（上記①の１名分）

③居宅訪問型施設（事業者、個人）（地域型保育事業の認可を受けた施設を除く）
は１年間の保育料収入月額平均10万円以上の証明書類

口座の通帳の表紙及び表紙裏面の写し

　口座番号及び名義人氏名（フリガナ含む）が確認できる箇所

代表者本人確認書類（写し）

　運転免許証、パスポート、健康保険証等

※2保育の実態を示す書類の③は該当する場合のみ提出して下さい。

提出書類チェックリスト

1

3

4

2


