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報告事項⑴

沖縄子どもの未来県民会議設置要綱

の改正について

１ 提案理由

⑴ 沖縄子どもの未来県民会議は、平成28年６月に県内各界の関係機関等

の105団体で立ち上がり、平成29年３月に５団体が加盟し、現在110の団

体で活動している。今回子どもの貧困問題解消に向けて精力的に活動を

行っている以下の５団体を追加する。

⑵ 沖縄子どもの未来県民会議設置要綱第４条第３項に会長の職務を代理

する者として理事会の長を追加する。

以上のことから、要綱の改正を行うものである。

２ 追加予定団体

⑴ 一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会

⑵ 一般社団法人作業療法士会

⑶ 特定非営利活動法人おきなわ CAPセンター
⑷ 公益財団法人みらいファンド沖縄

⑸ 一般社団法人沖縄産業開発青年協力隊
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No. 団体名 役職 分 類 活動内容

１ 一般社団法人 会長 教育関係 専修学校42校、各種学校６校の計48の認可校で構成される専門教育機関。子どもの貧困解

沖縄県専修学校 消に繋がる人材育成を担い、各学校独自の学費免除制度や奨学金を設け教育の機会を広げて

各種学校協会 いる。また、｢ルックジョブ宮古島・石垣島｣と称し、職業紹介と体験の機会を設け、早期に

就業意識を高め、進学の目標を意識づける催事を行っている。

２ 一般社団法人 会長 保健・医療・ 作業療法士の学術技能の研鑽及び人格の陶冶に努め、作業療法の普及発展を図り、もって

作業療法士会 福祉関係団体 県民の健康と福祉の向上に資することを目的として活動している。作業療法は、人々の健康

と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦

点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ

生活行為を指す。今後、琉球大学が開設する「地域子ども発達支援専門員育成カリキュラム」

（仮称）と連携し、地域において多様性のあふれる子ども達への支援ができる専門的技能を

習得した作業療法士の育成に取り組んでいくとしている。

３ 特定非営利活動法人 代表 保健・医療・ 暴力のない社会の実現を目指し、人権啓発活動を行ている団体。子ども虐待やDVを防止す

おきなわ CAPセンター 理事 福祉関係団体 るために年間100回以上のCAPワークショップ（暴力防止プログラム）を学校、児童養護施設、

地域などで実施。沖縄県主催「子ども虐待防止推進事業」「児童養護施設職員等資質向上支

援事業」として、講演会や研修会の企画・運営を行っている。

４ 公益財団法人 代表 その他関係 沖縄の NPO 団体とその公益活動を支えたい団体、個人等とを橋渡しする中間支援を目的
みらいファンド沖縄 理事 団体 に設立。様々な課題の地域円卓会議を開催するほか、「沖縄まちとこども基金」の寄付金を

活用し、子どもの貧困を始め虐待などの家庭問題にも取り組んでいる。

５ 一般社団法人 理事長 その他関係 15才以上を対象に全寮制度で共同生活を通した規律訓練等により自立の精神、協調性を培

沖縄産業開発青年協会 団体 うことと併せて建設機械等技能訓練を行い、就職に有利な技術・資格を習得させることによ

り、子どもから青年の就労支援を行っている

沖縄子どもの未来県民会議の追加予定団体について
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新旧対照表

沖縄子どもの未来県民会議設置要綱 新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第３条 （略） 第１条～第２条 （略）

（役員等の職務） （役員の職務）

第４条 会長は、県民会議の事務を総括する。 第４条 会長は、県民会議の事務を総括する。

２ 会長は、理事会の長から出された事業計画、予算及び決算、要綱等の制 ２ 会長は、理事会の長から出された事業計画、予算及び決算、要綱等の制定

定及び改廃、その他重要事項に関し報告を受けるものとする。その際会長 及び改廃、その他重要事項に関し報告を受けるものとする。その際会長は、必

は、必要に応じて会員に報告するものとする。 要に応じて会員に報告するものとする。

３ 副会長又は理事会の長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

会長が欠けたときは、その職務を代理する。 は、その職務を代理する。

４ 監事は、決算書を監査する。 ４ 監事は、決算書を監査する。

第５条～第10条 （略） 第５条～第10条 （略）

附 則 附 則

１ この要綱は、平成28年６月17日から施行する。 １ この要綱は、平成28年６月17日から施行する。

２ 県民会議設立当初の会計年度は、第９条の規定にかかわらず、平成28年 ２ 県民会議設立当初の会計年度は、第９条の規定にかかわらず、平成28年

６月17日から平成29年３月31日までとする。 ６月17日から平成29年３月31日までとする。

附 則 附 則

この要綱は、平成29年３月14日から施行する。 この要綱は、平成29年３月14日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年５月23日から施行する。

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

（新旧対照表 1 ページ）
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Ⅰ 経済関係団体 （略） Ⅰ 経済関係団体 （略）

Ⅱ 労働関係団体 （略） Ⅱ 労働関係団体 （略）

Ⅲ 教育関係団体 Ⅲ 教育関係団体

当該団体は、小中学校や高等学校における子どもの教育行政の実施者と 当該団体は、小中学校や高等学校における子どもの教育行政の実施者と

して参画するとともに、教育行政に県民会議に集まる声などを生かす役割 して参画するとともに、教育行政に県民会議に集まる声などを生かす役割

を果たすものとする。 を果たすものとする。

団体名 役職 備考 団体名 役職 備考

１～16 （略） （略） （略） １～16 （略） （略） （略）

17 一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会 会長

Ⅳ 福祉・医療・保健関係団体 Ⅳ 福祉・医療・保健関係団体

当該団体は、子どもの福祉や健康維持・増進に係る各種施策の担い手と 当該団体は、子どもの福祉や健康維持・増進に係る各種施策の担い手と

して、直に子どもの健全な心と体の成長等を支援する役割を果たすものと して、直に子どもの健全な心と体の成長等を支援する役割を果たすものと

する。 する。

団体名 役職 備考 団体名 役職 備考

１～27 （略） （略） （略） １～27 （略） （略） （略）

28 一般社団法人作業療法士会 会長

Ⅴ その他関係団体 Ⅴ その他関係団体

当該団体は、行政と協働し各施策を推進するものとする。 当該団体は、行政と協働し各施策を推進するものとする。

団体名 役職 備考 団体名 役職 備考

１～21 （略） （略） （略） １～21 （略） （略） （略）

22 特定非営利活動法人おきなわＣＡＰセン 代表理事

ター

23 公益財団法人みらいファンド沖縄 代表理事

24 一般社団法人沖縄産業開発青年協会 理事長

Ⅵ 報道関係団体 （略） Ⅵ 報道関係団体 （略）

Ⅶ 国・県・市町村 （略） Ⅶ 国・県・市町村 （略）

（新旧対照表 2 ページ）
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報告事項⑵

平成29年度収支決算及び

監査報告について
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Ⅰ　収入の部 （単位：円）

区分 当初予算① 決算額② 差額（②-①）

(1)　募金 30,000,000 39,394,975 9,394,975

(2)　サポーター会費 8,400,000 3,268,000 △ 5,132,000

(3)　負担金 9,000,000 8,608,945 △ 391,055

(4)　繰越額 27,752,000 40,722,844 12,970,844

(5)　その他 1,000 530 △ 470

　収入合計　 75,153,000 91,995,294 16,842,294

Ⅱ　支出の部

区分 当初予算① 決算額② 差額（②-①）

(5)　予備費 5,753,000 0 △ 5,753,000

支出合計 75,153,000 36,881,950 △ 38,271,050

平成29年度収支決算書

自　平成29年4月1日

次年度繰越額（収入－支出） 55,113,344

24,463,447

9,957,440

2,461,063

△ 28,936,553

△ 3,042,560

△ 538,937(3)　事務局運営費

53,400,000

13,000,000

3,000,000

(1)　子ども未来
　　 支援事業費

至　平成30年3月31日

予定外の支出等に備えるための費用

(2)　普及啓発事業費

摘要

摘要

法人寄付（39法人）24,753,392円
個人寄付（26人）11,854,000円
職場募金（198部署）2,787,583円

法人（23口）　2,160,000円
個人（141口）1,108,000円

普及啓発イベント開催に伴う負担金

平成28年度繰越額

利子等

①子どもに寄り添う給付型助成金
（13,501,967円）
②高校生通学費負担軽減措置
（277,844円）
③ジョイントプロジェクト助成事業
（10,680,000円）
④その他
（3,636円）

①円卓会議・普及啓発イベント
（8,608,945円）
②公式ホームページ等情報発信事業
（760,449円）
③その他広報活動経費
（588,046円）

賃金職員、郵送費、事務用消耗品費、その他事
務局運営費
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報告事項⑶

平成30年度事業計画及び

収支予算について

higatomo
テキストボックス
７



沖縄子どもの未来県民会議

平成30年度事業計画

事 項 事業の概要 時 期

総 会 県民会議設置要綱第５条の規定に基づき、県民会議 第１回６月

の総会を開催する。

理 事 会 県民会議設置要綱第３条第６項の規定に基づき、県 第１回５月

民会議の事業を円滑に推進するため、理事会を設置す 第２回３月

る。

部 会 理事会設置要綱第５条の規定に基づき、理事会の円 必要に応じ

滑な実施のため、以下の部会を設置する。 て部会長が

１ 事業推進部会 招集。

２ 普及啓発・評価部会

子ども未来支 ＮＰＯ法人やボランティア等が協働して実施する活

援事業 動に対し支援するほか、児童養護施設退所児童やひと

り親家庭等に対し支援を行う。

⑴ 子どもに寄り添う給付型奨学金事業 通年

児童養護施設等を退所し、大学や専門学校等へ進学

する子どもたちへ入学金及び授業料全額の支援を行う。

⑵ 沖縄県高校生等の通学費負担軽減措置（モノレー 通年

ル）

沖縄都市モノレール(株)の協力により、高等学校等

に在学する低所得世帯の高校生の通学費を軽減するた

め、通学にゆいレールを利用する際の運賃を軽減（通

常運賃の約半額）する。

⑶ 子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業 通年

子どもの貧困の解消を図ることを目的に、構成団体

がつながり協働して実施する取組に対して、500万円を

上限に最大３年間の助成を行う。

higatomo
テキストボックス
８



⑷ その他支援活動 通年

企業等における子どもの学びと育ちを応援する活動

を後押しし、県民一体となって子どもの貧困を解消す

るための取組を推進する。

普及啓発事業 沖縄子どもの未来県民会議の取組について、ポスタ

ー・パンフレット等の広報物やホームページなどによ

る普及啓発活動を行うと共に、県民会議の事業を継続

的に行うため寄付活動を行う。

⑴ 地域円卓会議の開催 通年

関係者同士の連携推進や地域住民の参加意欲を促し、（３回程度）

県民運動をより活性化することを目的に、地域円卓会

議を開催する。

⑵ 協働促進イベントの開催 11月頃

沖縄県全体の気運を高め、子どもの未来に対する支

援活動や寄付などを拡大していくことを目的に、感心

層を対象にしたシンポジウム、県民が一体感を持って

子どもたちを後押しする応援ソングの製作に取り組む。

⑶ 公式ホームページ等による情報発信 通年

子どもの貧困解消に向けた県民運動の取組や県民会

議の構成会員、ＮＰＯ団体等の支援活動等について広

く情報を発信する。また、ホームページ上でクレジッ

ト決済により寄付が可能となる寄付管理システムＧＯ

ＥＮを導入する。

⑷ その他広報及び寄付活動 通年

ポスターやリーフレットを制作するほか、ニュース

レターを定期的に発行し、支援を受けた子どもたちの

声を構成団体や寄付者へ届ける。また、企業協力によ

る寄付付き商品や、オリジナルＬＩＮＥスタンプの販

売などの取組も継続して行う。

higatomo
テキストボックス
９



１　収入の部 （単位：千円）

区分 H30予算 H29予算 差額 摘要

⑴　募金 30,000 30,000 0 企業、団体、個人からの寄付

⑵　サポーター会費 8,400 8,400 0
企業・団体6,000千円（年額120千円×50
口）
個人2,400千円（年額12千円×200口）

⑶　沖縄県負担金 6,500 9,000 △ 2,500 普及啓発イベント開催に伴う負担金

⑷　繰越金 55,113 27,752 27,361 前年度繰越金

⑸　その他 1 1 0 利子など

計 100,014 75,153 24,861

２　支出の部 （単位：千円）

区分 H30予算 H29予算 差額 摘要

⑴　子ども未来支援
　事業費

74,700 53,400 21,300

①子どもに寄り添う給付型奨学金
②高校生等通学費負担軽減措置事業
③ジョイントプロジェクト助成事業
④その他支援活動

⑵　普及啓発事業費 10,000 13,000 △ 3,000
①円卓会議、協働促進イベント開催
②公式ホームページ等情報発信事業
③その他広報活動経費

⑶　事務局運営費 3,000 3,000 0
賃金職員、郵送費、消耗事務用費、寄付
管理システム使用料、その他事務局運営
経費

⑷　予備費 12,314 5,753 6,561 予定外の支出等に備えるための費用

計 100,014 75,153 24,861

(注1）後年度負担額　36,156千円

平成30年度収支予算書

自　平成30年４月１日

至　平成31年３月31日

（平成29年度までに決定している子どもに寄り添う給付型奨学金に係
る平成31年度から33年度までの奨学金及び子ども未来ジョイントプロ
ジェクト助成事業に係る平成31年度の助成金を含む）

（注１）

higatomo
テキストボックス
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報告事項⑷

平成29年度事業の実績報告及び

評価等について

higatomo
テキストボックス
１１



⑵ 高校生等に対する通学費負担軽減
（執行額278千円）

⑴ 子どもに寄り添う給付型奨学金事業
（執行額13,502千円）

２ 普及啓発事業 （執行額 9,957千円（※うち8,609千円は県からの負担金））

⑴ 地域参加型の円卓会議の開催（執行額 2,000千円）
関係者同士の連携や地域住民の参加意欲を促し、県民運動をより活性化することを目的に圏域で実施する。

⑵ 普及啓発イベント「おきなわゆめみらいフェスタ」の開催（予算額 6,609千円）
音楽や文化・芸能等を通して、子どもの自己肯定感を高めるとともに、子どもの未来に対する支援を拡大していくことを目的に「おきな

わゆめみらいフェスタ」を県内３箇所以上で開催する。
⑶ 公式ホームページ等による情報発信（執行額 760千円）

県民会議や県内での支援の取組等に関して、ホームページやフェイスブックなどを活用し、広く情報を発信する。
⑷ 広報及び寄付活動（執行額 588千円）

県民会議や子どもの貧困について広く啓発するチラシやパンフレット等の制作や県人会への働きかけを行うほか、新たな手法により寄付
を募る。

① 課題
児童養護施設等出身者の大学等進学率は

26.1％となっており、一般的な生徒の大学等
進学率45％まで段階的に引き上げ、貧困の連
鎖を断ち切る。

② 事業概要
児童養護施設等を退所する者、里親等の委

託措置を解除される者を対象に、大学や専門
学校等の進学にかかる入学金・授業料の全額
を奨学金として給付する（返済不要）。

① 課題
高等学校等への通学費は、月５千円以上

の世帯が32.2％と、経済的負担となってい
る。また、通学費軽減のためマイカー送迎
を行う保護者も多く負担となっている。

② 事業概要
沖縄都市モノレール（株）の協力により、

低所得世帯で沖縄県内の高等学校等に在学
する高校生等の通学に係るモノレール運賃
を割引する（通常運賃の約半額）。

⑶ 子ども未来ジョイントプロジェクト
助成事業 (執行額10,680千円)

① 課題
県民会議の構成団体においては、それぞ

れ子どもの貧困解消の取組を行っているが、
単独の組織だけだと取組が限定的である。

② 事業概要
構成団体がつながり協働して、子どもの

貧困解消を目的に実施する以下の取組に対
して、500万円を上限に、最大３年間支援
を行う。
ア 美さと児童園支援事業

職場体験及び県外企業視察等の就労支援
イ 食と学びと働くを通した対策事業

高校生等を対象に学習支援、フードバンク
の取組、キャリア教育などの総合的な支援を
通して学び直しやキャリア教育等を実施

ウ 子どもの暮らし応援事業
困窮状態にある子ども等に、就労支援及び

住居支援を実施し、貧困の連鎖を絶ち切る

高校生３８５人が利用
（H30年３月末現在）

平成28年度９人
平成29年度18人

応募者全員を給付決定！

平成２９年度主な事業の実績報告について
１ 子ども未来支援事業 （執行額合計 24,463千円）
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⑴ 子どもに寄り添う給付型奨学金事業

〔事業概要〕
目標：教育の機会均等という観点から児童養護施設等出身者の大学進学率を一般的な生徒の進学率まで引き上げる。
目的：児童養護施設等で暮らしている子どもたちが質の高い教育を受け、能力・可能性を伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるよ

うにし、大学や専門学校等への進学の機会を提供し、貧困の連鎖を断ち切ること。
方法：県民・協力団体・企業からの寄付金を原資とし、大学や専門学校への進学を希望する子たちに対して給付型奨学金の支

給を実施する。（対象：児童養護施設等を退所する者、里親等の委託措置を解除される者）
子どもが抱える問題を受け止め、子どもの実情に即した寄り添い支援を行う。

●募集・選考・決定通知

寄付金を原資とした助成金

子ども達からの声を支援者へ

協働事業

お手紙で
近況報告

HP等で募集・案内・報告

〔実績・効果〕

１ 応募者全員を給付内定者として決定！
H28年度９人、H29年度18人

２ 大学、専修学校進学率が大幅に向上
H27年度32.3％→H29年度70.6％

※ 大学等進学率 26.5％（一般 39.5％）

平成29年度執行額 ： 13,502千円

〔事業内容〕
１ 奨学金の給付

入学金と在学中の授業料の全額
２ 進学後の寄り添い支援

面談やお便り・交流会等

１ 子ども未来支援事業
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Ａさん

平成29年度 子どもに寄り添う給付型奨学金平成29年度 子どもに寄り添う給付型奨学金
～ 生活状況報告（お便り） ～

Ｂさん

higatomo
テキストボックス
１４



①沖縄県内の高等学校等に在学する高校生等であって、②申請の前年度に「沖縄県高等
学校等奨学のための給付金の支給決定を受けた者」又は「市町村の就学援助」の認定を
受けた者などの低所得世帯。

沖縄都市モノレール株式会社の協力により、沖縄県内の高等学校等に在学する低所得世
帯の高校生等の通学に係る交通費（モノレール運賃）を割引する（通常運賃の約半額）。

事
業
概
要

対
象
者

平成29年度執行額 ： 278千円

申請（学校経由）

通常運賃の
約半額で
モノレール

利用

認定カード交付
（沖縄子ども未来カード）

高校生等

審査・認定

協定締結
（企業努力による運賃割引）

沖縄都市モノレール(株)

通学

〔実績・効果〕

１ 対象68校に申請書約１万部を配布
２ モノレール沿線の４校に事業説明を実施
３ 申請者502名中449人に子ども未来カード

を交付
４ うち385人が割引オキカを使用（３月末時点）

〔事業内容〕
１ 通学に係る運賃の割引制度

モノレールの通常運賃の約半額で乗車

⑵ 沖縄県高校生等の通学費負担軽減措置（モノレール）H29新規
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平成29年度 沖縄県高校生等の通学費負担軽減措置（モノレール）平成29年度 沖縄県高校生等の通学費負担軽減措置（モノレール）
～ 通学状況報告 ～
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平成29年度執行額 ： 10,680千円

⑶ 子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業①

沖縄子どもの未来県民会議の構成会員がつながり協働して、経済的困難を背景に子どもの様々な
機会が奪われることを低減するための取組に対して、500万円を上限に最長３年間にわたって支援す
る。

事業概要

実施主体（協働体）

※県民会議会員が別分野で
２社以上の構成であれば、
会員以外のＣ団体も加わる
ことは可

上限500万円

県民運動の
推進を後押し

事業推進部会

事業選定

Ａ社（経済団体）

Ｂ法人（福祉団体）

Ｃ団体

助成

構
成
会
員

就労
支援

住宅
支援

例１）児童養護施設就労・進学支援事業

例２）子どもの暮らし応援事業

助成終了後
の状況として

①同様の支
援が継続され
ている。

②実施した取
組が県内全
域に広がって
いる。

助成
終了後

〔実績・効果〕

１ H29.４月に事業の検討に入り、７月から募集を開始
２ マッチング会や個別相談会を実施するなどして、６つ

の協働体から応募があり、３事業の助成を決定した
３ 異業種の団体同士が協働することで、新たな事業展

開が期待される

〔事業内容〕

１ 県民会議の構成会員が協働して、子どもの貧困解消
に資する事業を支援

２ 終了後も継続できるような支援であることや、子ども
や保護者に直接届く支援であることなどの条件を付与

３ 採択した事業に対し、500万円を上限に最長３年間に
わたり助成金を交付

H29新規
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⑶ 子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業②
平成29年度助成事業一覧
番
号

プロジェクト名 協働事業者名
事業経費

（円）
助成交付額

（円）
事業内容

事業計画
（初年度）

1
美さと児童園支援事業及
び就職・進学支援事業

（株）KPG HOTEL & 
RESORT

850,000 700,000 

美さと児童園の子ども達に対し
て、働く意識の向上を目的に、パ
ソコンスキル講習支援、就労体験
や県外の企業視察等を行う。

①パソコンスキル講習
②就学・進学の意見交換会
③九州企業視察
④激励会

コザロータリークラブ

2
食と学びと働くを通した子
どもの貧困対策事業

NPO法人エンカレッジ

5,562,000 4,980,000 

生きづらさを抱えている子ども
や高校生、若者とその属する世
帯を対して、“食”と“学び”と“働
く”をキーコンセプトとして長期的
な視点での支援を行う。

①学び：高校生塾の開校
②食：県外から食品（米600ｋ/
月）を輸送し、高校生塾等に提
供
③働く：就労観形成とキャリア
教育等を展開

NPO法人フードバンク
セカンドハーベスト沖縄

（公財）沖縄県労働者
福祉基金協会

3
就労・住宅支援を伴う子
どもの暮らし応援事業

NPO法人青少年自立
援助センターちゅらゆい

6,139,950 5,000,000 

貧困等を背景としている子ども
に対して、働くから働き続けるま
でをサポートする就労支援と、家
庭から離れて共同生活を体験で
きる住宅支援を行う。

①住宅支援（物件の選定、リ
フォーム、入居者選定）
②生活支援
③就労支援
④家賃補助等の基金創設

沖縄県中小企業家同
友会

(有)日建開発

12,551,950 10,680,000 

（１ パソコン研修） （２ 県外からの食料輸送） （３ 社長さんとのゆんたく会） （３ シェアハウスの物件）
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⑷ その他の主な支援活動

主な支援内容 支援先 時期

① ＪＡファーマーズによる食料品の支援（青果など週１回） 子どもの居場所（１箇所） Ｈ29年８月～

② 琉球新報社による木下大サーカスチケット贈呈（約2300枚） 子どもの居場所（63箇所） Ｈ29年11月

③ ＪＡ共済による食料品の寄贈（米や缶詰など230万円相当） 子どもの居場所（54箇所） Ｈ29年12月

④ 大相撲沖縄場所実行委員会による沖縄場所チケット贈呈（117枚） ひとり親支援団体（８団体） 〃

⑤ ＪＴＡによるクリスマス航空教室の開催 子どもの居場所（４箇所） 〃

⑥ 県庁でのフードドライブ活動による食料品の寄贈（米、缶詰、麺類な
ど60kgの食料品）

フードバンクセカンドハーベスト 〃

民間企業等における子どもの学びと育ちを応援する活動を支援することで、子どもの貧困を解
消するための取組を推進する。県民会議が支援した主な取組は以下のとおり。

事業概要

〔実績・効果〕
１ 民間企業の活動を後押しすること

で、131団体に支援を繋げた
２ 複数回にわたり、支援が継続して

いるほか、支援の内容も拡充してい
る
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⑴ 地域参加型の円卓会議の開催

各圏域（５箇所）において円卓会議を開催し、各地域で取り組んでいる関係者同士の連携推進や、地域住民
の参加意欲を促し、県民運動をより活性化することで、各圏域で子どもの貧困解消に向けた機運を高める。

第１回（那覇）

平成29年度執行額 ： 2,000千円（※全額県負担金）事業概要

第２回（中部）

第３回（八重山） 第４回（宮古）

運営管理 みらいファンド沖縄（業務委託）

■日時場所：７月11日（火）那覇市ぶんかテンブス館ホール
■着席者数：6名（県、市、学識、企業、居場所、マスコミ）
■来場者数：66名（福祉27%,NPO23％,企業15%,行政15%）
■テーマ：沖縄の経済的貧困からくる子どもの孤立に対して、

地域と民間団体は何ができるのか

■日時場所：7月19日（水）うるま市役所3階大講堂
■着席者数：6名（県、市、学識、企業、居場所、マスコミ）
■来場者数：64名（行政40%,企業15%,福祉15%,NPO10％）
■テーマ：沖縄の経済的貧困からくる子どもの孤立に対して、

地域と民間団体は何ができるのか

■日時場所：11月９日（木）石垣市健康福祉センター検診ホール
■着席者数：6名（県、市、学識、地域、居場所、マスコミ）
■来場者数：37名（行政43%,福祉14%,NPO9%,地域5%）
■テーマ：子どもの貧困問題に、石垣市の地域社会はどう取り

組むのか

■日時場所：11月28日（火）宮古島市中央公民館研修室
■着席者数：7名（県、市、市教育委員会、学識、企業、居場

所、無料塾）
■来場者数：60名（NPO28%,行政22%,福祉11%,企業5%）
■テーマ：宮古島市の子どもの貧困に対して、地域（民間）・

学校・居場所と連携して何ができるか

〔実績・効果〕

１ 来場者数 279名
２ 来場者満足度 88%
３ 円卓会議への参加を
きっかけに 団体同士の連
携促進にも繋がった

H29新規

ジョイントプロジェクトマッチング会 ジョイントプロジェクトマッチング会

２ 普及啓発事業

平成29年度実施状況

■日時場所：３月14日（水）沖縄県教職員共済会館
■着席者数：６名（県、学識、企業、居場所、無料塾、マス

コミ）
■来場者数：52名（行政21%,企業21% NPO21%, 学生

16%, ）
■テーマ：沖縄の子どもの貧困対策が理想とする子どもの将

来像とは、どういう状態なのか、みんなで考える。

第５回（南部） ジョイントプロジェクト報告会
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⑵ 普及啓発イベント『おきなわゆめみらいフェスタ』

県内各界の関係機関等が一体となって子どもの貧困解消に向けた県民運動について、沖縄県全体の気運を高
めるとともに、沖縄の子どもたちを音楽や文化・芸能等を通して応援することにより、子どもの自己肯定感を
高め、子どもの未来に対する支援活動や寄付などを拡大していくことを目的に離島地域を含め３箇所以上でイ
ベントを開催する。

宮古・八重山地区

本島地区

平成29年度執行額 ： 6,609千円（※全額県負担金）事業概要

平成29年度実施状況 運営管理 宣伝（業務委託）

※台風接近のため中止

■日時：9月10日（日）13：00-17:00 ■場所：石垣市市民会館中ホール
■内容：シンポジウム、映画上映、パネル展示 ■来場者数：32名

■日時：10月28日（土）13：00-17:00
■場所：よしもと南の島パニパニシネマ

■日時：11月25日（土）13：00-19:40
■場所：サンエー那覇メインプレイス２Ｆオープンモール
■内容：音楽ステージ、シンポジウム、映画上映、パネル展示、子どもスタッフによる運営
■来場者数：837名

■日時：11月24日（金）14：30-16:00 ■場所：県立博物館・美術館講座室
■内容：荘保共子氏講演会 ■来場者数：23名

〔実績・効果〕

１ 来場者 のべ892名
２ 子どもスタッフ 38名
３ 寄付額 61,009円
４ 来場者満足度 78.1%

もっと知りたい 94.7%
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県内各界の関係機関等と国、県、市町村の行政が一体となった子どもの貧困解消
に向けた県民運動について、沖縄県民をはじめとして広く一般に周知広報するためのホーム
ページを構築し、その維持運営を行うことを目的とする。

事業概要

⑶ 公式ホームページ等による情報発信

１ 公式ホームページ
⑴ 県民会議の取組や関連イベント情報等を随時発信
⑵ 寄付者、サポーター会員情報の更新
⑶ 子ども支援団体の活動紹介の追加
⑷ その他コンテンツの充実

（基金活用事業の追加、制度案内の開設、リアルレポート
の更新など）

２ Ｆａｃｅｂｏｏｋ
⑴ 県民会議の取組や関連イベント情報等を随時発信
⑵ イベントページの立ち上げ

実施状況 運営管理 電通沖縄（業務委託）

〔実績・効果〕（※H29.12月末時点）
１ 公式ホームページ

14,539ﾋﾞｭｰ（月平均1,615ﾋﾞｭｰ）、支援団体掲載59団体
２ Facebook 10,655リーチ

11,175ﾘｰﾁ（月平均約1,241ﾘｰﾁ）、フォロワー数210、
記事掲載数31件、ｲﾍﾞﾝﾄﾍﾟｰｼﾞ7件

平成29年度執行額 ： 760千円
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⑷ 広報及び寄付活動①

内容 時期 備考

講演会等での呼びかけ（県内向け） ４～12月
各種講演会等にて県民会議の説明資料や
リーフレットなどを配布（25回）

県人会等への周知活動（県外向け） ４～12月
全国県人会交流会（10/8京都市）、エヌエヌ生命セミ
ナー（10/22東京都）、その他県外視察団への説明
（16回）

オリジナルＬＩＮＥスタンプ制作 9/4販売スタート 売上個数1,178個（約37,752円）

県の広報番組による取組紹介 8/12-13、11/4
うまんちゅひろば８月放送、
21世紀ビジョン探検隊11月放送

県の広報誌による取組紹介 ９月 美ら島沖縄９月号特集（見開き２ページ）

ニュースレター発行 平成30年１月 800部印刷

子どもの貧困解消の推進に向けた県民に対する普及・啓発活動として、既存
のポスターやパンフレット等の配布やパブリシティーを活用した広報活動を行
うほか、県内の企業や各種団体、県外の沖縄県人会などに対する周知活動を実
施する。

また、より効果的に沖縄の子どもたちの現状や県民会議の取組、寄付やサ
ポーターの案内等について周知を図るため、新たなツールの制作やｗｅｂ広告
などを活用するほか、企業の協力による寄付付き商品の販売など、新たな手法
で寄付を募る取組も行う。

平成29年度執行額 ： 588千円事業概要

主な広報活動
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⑷ 広報及び寄付活動②

寄付状況

支援内容
平成29年度

累計金額 備 考
当初計画 寄付額

① 募金 30,000,000 39,394,975  88,028,657  企業92社、個人44名

② サポーター会費 8,400,000 3,268,000  4,781,000 企業23口、個人141口

合 計 38,400,000 42,662,975 92,809,657 

（単位：円）

※ 平成29年度寄付額及び累計金額は、平成30年３月31日時点。

＜参考＞主な寄付者一覧（平成29年度）

大口寄付者 （単位：円）

株式会社金秀本社 10,000,000

那覇商工会議所 5,000,000

Cozy株式会社 4,000,000

日本分蜜糖工業会 2,000,000

県人会関係 （単位：円）

県外県人会、企業、個人 1,074,000

チャリティーイベント関係 （単位：円）

Cozy株式会社（再掲） 4,000,000

ソニードギター合奏団 262,935

ふぇーぬかじギターカルテット 120,115

貧困児童支援チャリティ音楽劇「Creep」 100,000

沖縄市山里自治会 82,081

その他 63,509
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平成29年度事業評価について

１　事業評価

⑴　子ども未来支援事業

評価点 合計

10.0

9.5

9.3

9.0

8.8

9.8

9.0

8.8

9.8

9.8

9.5

9.8

※　推進状況は、算出された個別評価の合計点に応じて、各事業毎に下記の評価基準により区分する。

　「順調」：合計点が２１点以上（７割）

　「概ね順調」：合計点が１５点以上（５割）

　「一部遅れ」：合計点が１４点以下であるが、当初の目標に対し一部成果があると判断できる場合

　「大幅遅れ」：合計点が６点以下（２割）で、当初計画した目標を達成していない場合

29.0 順調 拡大２　有効性

３　効率性

27.5 順調 現状維持２　有効性

３　効率性

④　その他の主な支援活動

事業予算　0円／執行予定　0千円
　子どもの貧困問題解消のため、県民運動のプ
ラットホームとしての取組を行った。具体的に
は、支援をしたいという企業、団体等の支援を
関係団体などを通して、子ども達に届ける取組
を行った。

・JAによる食料支援、大相撲沖縄場所、木下大
サーカスのチケットなど、民間企業の社会貢献活
動を後押しすることで、131団体を支援に繋げ
た。
・複数回にわたり、支援が継続しているほか、支
援の内容も拡充している。

１　必要性
　　妥当性

27.5 順調 拡大２　有効性

３　効率性

③　子ども未来ジョイント
プロジェクト助成事業

事業予算 15,000千円／執行予定 10,830千円
　新規事業として、構成団体がつながり協働し
て、子どもの貧困解消を目的に実施する取組に
対して、500万円を上限に最大３年間支援する
助成事業を立ち上げ。今年度は、７月から募集
を開始し、10月には申請のあった６事業のうち
３事業の助成を決定した。

・４月に事業の検討に入り、７月から募集を開始
・マッチング会や個別相談会を実施するなどし、
６つの協働体から応募があり、３事業の助成を決
定
・異業種の団体同士が協働することで、新たな事
業展開が期待される。

１　必要性
　　妥当性

２　有効性

３　効率性

②　高等学校等生徒通学費
の負担軽減

事業予算 1,000千円／執行予定 300千円（※割
引運賃はモノレール社負担）
　沖縄都市モノレール株式会社の協力により、
低所得世帯で県内高等学校等に在学する高校生
等を対象に通学に係るモノレール運賃を割引
（通常運賃の約半額）。今年度は、442名に認
定カードを交付し、うち150名が割引オキカを
使用している。

・対象68校に申請書約１万部を配布
・モノレール沿線の４校に事業説明を実施
・申請者494名中442名を認定
・うち150名が割引オキカを使用（１月末時点）

１　必要性
　　妥当性

今後の方向
性評価項目

（各10点）

①　子どもに寄り添う給付
型奨学金助成事業

事業予算 16,770千円／執行予定 15,833千円
　児童養護施設等を退所者を対象ににじのはし
ファンドと協働で、大学や専門学校等の進学に
必要な入学金・授業料を給付。今年度は、新た
に応募者18名全員を給付内定者に選定(大学等
７名・専門学校11名)し、昨年度給付決定者と
併せて27名を支援する。

・募集開始時期を早め、応募者の拡充を促した。
・昨年度の倍となる18名の給付を内定した。
・卒業者34名中24名が進学（就職6名、未定4名）
・児童養護施設等からの大学等進学率向上70.6％
　（前年度45.5%）
　※上記のうち大学・短大26.5％
　（H28年度県全体39.5％）

１　必要性
　　妥当性

28.8 順調 現状維持

事業名 事業概要及び実績 評価の参考となる項目や指標
個別評価

推進状況
（※）
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平成29年度事業評価について

１　事業評価

⑵　普及啓発事業

評価点 合計

9.3

9.8

9.5

8.3

7.0

6.3

9.5

8.0

7.5

8.3

7.8

9.0

※　推進状況は、算出された個別評価の合計点に応じて、各事業毎に下記の評価基準により区分する。

　「順調」：合計点が２１点以上（７割）

　「概ね順調」：合計点が１５点以上（５割）

　「一部遅れ」：合計点が１４点以下であるが、当初の目標に対し一部成果があると判断できる場合

　「大幅遅れ」：合計点が６点以下（２割）で、当初計画した目標を達成していない場合

現状維持２　有効性

３　効率性

見直し２　有効性

３　効率性

④　広報及び寄付活動

事業予算 2,000千円／執行予定 500千円
　講演会や県外視察等を受け入れたほか、全国
県人会交流会（京都府）やＮＮ生命セミナー
（東京都）に出向き、沖縄県の状況や県民会議
の取組について説明を行った。また、新たな
ツールとして、LINEスタンプを制作、販売を開
始したほか、ニュースレターを発行した。

・沖縄県の状況や県民会議の取組等について広
く周知するため、講演会や県外視察等を41回受
け入れた。（県外向け16回、県内向け25回）
・ニュースレター発行（800部印刷）
・LINEスタンプ販売数 1,178個

１　必要性・
妥当性

25.0 順調

見直し２　有効性

３　効率性

③　公式ホームページ等に
よる情報発信

事業予算 2,000千円／執行予定 800千円
　県民会議や支援団体に関する情報をホーム
ページやFacebookで随時発信した。また、掲載
情報の追加やホームページのリニュアール等を
行い、コンテンツの充実を図った。

・HP：12,877ﾋﾞｭｰ（月平均1,609ﾋﾞｭｰ）、支援
団体掲載59団体（11月末時点）
・Facebook：10,655ﾘｰﾁ（月平均約1,331ﾘｰﾁ）
／フォロワー数210／記事掲載数29件、ｲﾍﾞﾝﾄ
ﾍﾟｰｼﾞ7件（11月末時点)

１　必要性・
妥当性

25.0 順調

現状維持２　有効性

３　効率性

②　普及啓発イベント「お
きなわゆめみらいフェス
タ」の開催

事業予算 7,000千円／執行予定 7,000千円（※
全額県負担金）
　県民運動の気運を高めるとともに、子どもの
未来に対する支援活動や寄付の拡大を目的に、
サンエー那覇メインプレイス（那覇市）、石垣
市民会館（石垣市）の２箇所で開催した。ま
た、宮古島市での開催は、台風接近により中止
となった。

・来場者 のべ837名、子どもスタッフ 38名参
加
・寄付額 61,009円
・来場者満足度 78.1%、子どもの貧困問題知っ
ている 90.2%
・新聞掲載 ８回
・今回は離島地域や座談会の開催を新たに実施
した。

１　必要性・
妥当性

21.5 順調

推進状況
（※）

今後の方向
性評価項目（各10

点）

①　地域参加型の円卓会議
の開催

事業予算 2,000千円／執行予定 2,000千円（※
全額県負担金）
　関係者同士の連携や地域住民の参加意欲を促
し、県民運動をより活性化することを目的に、
那覇市、うるま市、宮古島市、石垣市にて開催
した。3/14にはジョイントプロジェクトの報告
会を兼ねた円卓会議を、那覇市内にて予定して
いる。

・来場者数 227名
・来場者満足度 88.5%
・新聞掲載 ８回
・円卓会議への参加をきっかけに団体同士が繋
がるなど、横の連携促進にも繋がった。

１　必要性・
妥当性

28.5 順調

事業名 事業概要及び実績 評価の参考となる項目や指標
個別評価
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平成29年度事業評価について

２　総合所見

 

　今年度計画された事業は、全て順調に取り組まれており、概ね評価できるものの、費用対効果の面から見直しが必要な取組もあることか
ら、次年度はこれまで以上に費用対効果を意識し、県民の皆様からの浄財をより有効に活用して、子どもたちの学びと育ちを応援する取組
が拡大することを期待する。
　
　⑴　子ども未来支援事業について、
　　①　子どもに寄り添う給付型奨学金事業については、前年度と比較し、大学等進学率が45.5％から70.6％と伸びている。一方で、大
　　　学・短大への進学率が26.5％となっており、県全体の同割合が39.5％(H28)であることを考えると注力して取り組む必要がある。
　　②　高等学校等生徒通学費の負担軽減については、子ども未来カードを442人に交付したことは評価できるが、割引オキカの使用が150
　　　人に留まっているため、その課題を調査・分析する必要がある。また、利用者がモノレール沿線の高校生に限られるため、より広い
　　　範囲で利用できるよう、バス運賃まで拡大していく必要がある。
　　③　子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業については、今年度初めての事業であるため、事業実績等をみて次年度以降に判断す
　　　る。
　　④　その他の支援活動については、企業のＣＳＲ活動として要望があれば随時追加すること。

　⑵　普及啓発事業について、子どもの貧困対策事業の意義を広く県民に知らせるためには、あらゆる方法にて継続して啓発することが重
　　要である。
　　①　地域参加型の円卓会議の開催については、来場者の満足度も非常に高く、大いに評価できる。子どもの貧困対策のプラットフォー
　　　ムとなりうることから、開催方法や地域を検証し実施すること。
　　②　普及啓発イベント「おきなわゆめみらいフェスタ」の開催については、２年連続での開催となりそれなりの効果があったと考える
　　　が、今後は対象を無関心層から関心層（何かやりたい人、具体的に行動している人）をターゲットにするなど、実施内容を見直す必
　　　要がある。
　　③　公式ホームページ等による情報発信については、閲覧者の分析などマーケティングを行い、専門家を活用するなどして見直しを図
　　　ること。
　　④　広報及び寄付活動については、寄付金額の目標を達成したことは評価できるが、募金や子どもたちの巻き込み方など、更なる工夫
　　　が必要である。また、新たなツールの制作も検討すること。
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報告事項⑸

子どもの貧困問題に対する

各団体の取組状況について
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子どもの貧困問題に対する各団体の取組状況について

団体名 ⑴　平成29年度の取組について ⑵　平成30年度の取組予定について ⑶　その他ご意見について

Ⅰ　経済関係団体

1 1
沖縄県商工会議
所連合会

　沖縄子どもの未来県民会議が設置する沖縄子
どもの未来基金へ、那覇商工会議所創立90周年
を記念して寄付金600万円を贈呈した他、那覇市
へ400万円、沖縄県社会福祉協議会へ44万円、
那覇市社会福祉協議会へ44万１千円、それぞれ
寄付を行った。

子どもの貧困問題の解消を図るため、県民会議
への取組の周知や会員への協力依頼等、今後も
継続して支援を行う予定。

特になし

2 2
沖縄県中小企業
団体中央会 特になし 現時点では予定なし 特になし

3 4
一般社団法人沖
縄県経営者協会 特になし

　創立60周年記念事業として、チャリティゴルフ大
会の収益金を寄付した。

特になし

4 7
一般社団法人沖
縄県建設産業団
体連合会

　県民会議入会・促進について傘下会員へ周知
徹底

左記継続 特になし

5 8
沖縄県農業協同
組合中央会

　食料品費５万円×60団体＝300万円
　子ども支援団体への食料品等の寄贈

特になし 特になし

6 9
沖縄県漁業協同
組合連合会

　公益社団法人漁船海難遺児育英会の窓口と
なっており、給付金の事務手続きを行ったり、チャ
リティーゴルフ大会を開催し、その収益を給付した
り、募金活動を関係団体へ依頼し、集まった募金
を給付した。

左記継続 特になし

7 13
沖縄県ホテル旅
館生活衛生同業
組合

　組合員施設（280軒余）に対して、サポーターと
寄付等の支援金に関する情報提供。

　H29年度同様の情報提供予定。 特になし

8 15
一般社団法人沖
縄県銀行協会

　・各金融機関において、諸々の支援策を行って
いるが、銀行協会としては、特段取り組みなし。

特になし 特になし
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団体名 ⑴　平成29年度の取組について ⑵　平成30年度の取組予定について ⑶　その他ご意見について

9 18
沖縄都市モノレー
ル株式会社

　沖縄子どもの未来県民会議との協定により、沖
縄県高校生等通学費負担軽減措置として、対象
者に対しモノレール運賃の割引を実施している。

　左記取組を今後も継続。 特になし

11 21
公益社団法人沖
縄県宅地建物取
引業協会

　子ども110番、県住宅支援協議会等に参加し、
社会的弱者支援に傾注している。

左記継続 特になし

20
沖縄振興開発金

融公庫

　ひとり親を雇用する事業者を対象とした「沖縄ひ
とり親雇用等促進貸付利率特例制度、ひとり親の
学び直しを対象とした「教育ひとり親利率特例制
度」を創設。
①　沖縄ひとり親雇用等促進貸付利率特例制度
　→貸付け利率を0.2％～0.3％控除
<対象者>
・特定就職困難者雇用開発助成金、キャリアアッ
プ助成金を受けている事業者の方
・事業所内保育施設等を設置または増改築する
事業者の方

②　教育ひとり親利率特例制度
　→教育貸付利率から1.3%控除（150万円程度）
<対象者>
・ひとり親家庭の親で自ら入学または在学する方

③　ひとり親の新規開業を支援するため、「沖縄
創業者等支援貸付」（既存制度）の貸付対象者に
「ひとり親（母子家庭の母または父子家庭の父）
が行う事業」を追加。適用金利は最優遇金利（一
部運転資金を除く）となる。

特になし 特になし10
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団体名 ⑴　平成29年度の取組について ⑵　平成30年度の取組予定について ⑶　その他ご意見について

12 24 沖縄弁護士会 特になし

　｢生活保護世帯の大学進学についての問題｣に
関する会長声明を発出する予定。
　若者の貧困に関するシンポジウムを次々年度に
行う予定。

特になし

Ⅱ　労働関係団体

13 1
日本労働組合総
連合会沖縄県連
合会

 2016年10月から連合沖縄をはじめ県内各労働団
体等とろうきん会員団体のご協力により、｢ろうき
ん・全労済　働く仲間のゆめ・みらい基金｣に寄付
を募り、その資金を沖縄労福協が事務局となり運
営を開始している。
　｢0150（ﾏﾙｲﾁｺﾞｰﾏﾙ）ゆめ・みらい基金｣の取組
による｢定額自動寄付システム｣は、個人の封通
口座から希望金額（１口50円以上、50円単位）を
口座振替します。
　2018年2月から全労済沖縄推進本部もすべての
共済商品（慶弔・自賠責共済除く）の新規契約件
数に応じて１件あたり100円を寄付しています。
　また、子どもの貧困の解決に向け、下記の支援
に取り組んでいます。
　１　養育する子がいる世帯の親などへの就学・
就労支援及び生活支援等
　２　職業資格取得等にチャレンジする就学生（高
校生）支援
　３　児童園等福祉施設退所者への自立支援

特になし 特になし
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14 3
沖縄県教職員組
合

　・県・市町村に対し、給付型奨学金の充実・給食
費の無償化・スクールソーシャルワーカー等の配
置拡大の要請を行った。
　・ろうきん｢働く仲間のゆめ・未来基金｣への協力
を行った。

　・就学支援制度・奨学金制度の充実、給食費の
無償化、スクールソーシャルワーカー等の増員を
県・市町村に要請等を行う。
　・｢働く仲間のゆめ・未来基金｣への参加呼びか
けと寄付を含めた活動を推進する。

特になし

15 4
沖縄県高等学校
障害児学校教職
員組合

　・高教組就学奨励金の支給
　１主任カンパ（主任）とボーナスカンパ（全職員）
を合わせて、計72校の高校、特別支援学校の児
童生徒256人をサポートした。

　18年度も高教組就学奨励金の支給を継続。
　（1991年から続けている。）

特になし

Ⅲ　教育関係

16 2
沖縄県市町村教
育委員会連合会

　・各市町村教育委員会にての取り組みについて
の報告、情報交換などを研修会で行いました。
　・国や県への要請を行います。

　次年度以降も同じように研修会などを行う予
定。また、文教施策とその予算措置に関する要請
にも入れています。

　特になし

17 14
沖縄県社会教育
委員連絡協議会

　平成29年11月に貴会議からの依頼文書｢沖縄
子どもの未来県民会議への募金等のご協力につ
いて｣を受け、平成30年３月16日に開催した、共催
大会で協議した結果、次年度の共催大会で募金
活動を行うことを決定した。

　当協議会が共催している大会で募金箱を設置
し、募金活動を行う。

　宮古の伊良部島では橋
の開設に伴い、宮古島の
高校へバス通学する生
徒が増えている。通学負
担の軽減をモノレールだ
けでなく、バス会社とも連
携し、離島や国頭地区の
取組もお願いしたい。
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Ⅳ　福祉・医療・保健関係団体

18 1
社会福祉法人沖
縄県社会福祉協
議会

１．平成29年11月に県内の福祉関係18団体の参
画のもと「THANKS(サンクス)運動推進会議」を立
ち上げ、子どもの貧困を含めた地域のつながり・
支えあいの体制の再構築を目的とした県民運動
を開始し、県民福祉講演会の開催等県民への周
知・広報を図った。
２．児童養護施設等を退所した子ども達の自立生
活を支援するため、必要な相談援助を行い、「児
童養護施設対象者等に対する自立支援資金」34
件、約2,800万円の貸し付けを行った。
３．社会福祉振興基金助成事業において、子ども
たちの居場所事業を行っている団体を支援する
ため425,000円の助成を行った。
４．低所得世帯等の子どもたちが高校や大学、専
門学校へ進学する際の授業料等の就学費用とし
て「生活福祉資金制度」の教育支援資金を137
件、約6,500万円の貸し付けを行った。

　次年度では、左記にて回答している事業を実施
し、子どもの貧困問題や社会的孤立、生活困窮
者への支援等を展開していく。（具体的な内容
は、下記参照）
　
１．運動を全県的に展開するため、広報啓発を強
化し、県民福祉講演会等の開催により県民の意
識高揚と参加促進を図り、子どもの貧困や社会的
孤立の解消・防止を図る。
２．「児童養護施設対象者等に対する自立支援資
金」の貸し付けを引き続き行う。
３．子どもたちの居場所事業に対しては引き続き
助成を行い、他団体においても資金助成により活
動を支援していく。
４．低所得世帯等の子どもたちに対し、「生活福祉
資金制度」の教育支援資金の貸し付けを引き続き
行っていく。

特になし
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　次年度では、左記にて回答している事業を実施
し、各市町村社協と連携して、子どもの貧困問題
や社会的孤立、生活困窮者への支援等を展開し

ていく。（具体的な内容は、下記参照）
１．運動の展開にあたり、市町村社協が実施する
各種相談・支援事業の強化を図り、子どもの貧困

や社会的孤立の解消・防止を図る。
２．専門的な支援と併せて、地域住民が主体と

なった支え合い活動の展開が図れるよう、ボラン
ティアの育成や団体の活動支援に引き続き取り
組む。（平成29年度の状況）※市町村社協ボラン

ティアセンター登録団体数571団体・活動者数
26,424人

特になし19 2
沖縄県市町村社
会福祉協議会連

絡協議会

１．平成29年11月に県内の福祉関係18団体の参
画のもと「THANKS(サンクス)運動推進会議」を立
ち上げ、子どもの貧困を含めた地域のつながり・
支えあいの体制の再構築を目的とした県民運動
を開始し、特に本協議会では県社協助成金を活
用した社会的孤立対策モデル事業の各市町村社
協への普及・啓発を通して、子どもの貧困対策を
はじめとする各種相談・支援活動の推進を図っ
た。
２．各市町村社協では、各種児童福祉や母子・父
子福祉関係の事業に下記の通り取り組んでい
る。（平成28年度実施状況：41社協中）
児童福祉関係
1. 子育てサロン（6社協）
2. 児童デイサービス事業（6社協）
3. 子ども会育成（4社協）
4. 学童保育（3社協）
5. ファミリー・サポート・センターの運営（5社協）
6. 児童文庫の設置・育成（3社協）
7. 遊び場の助成（5社協）
8. 児童福祉施設への訪問交流（3社協）
9. 事故防止活動（7社協）
10. 非行防止・健全育成活動（6社協）
11. 児童福祉週間行事（22社協）
12. 児童虐待防止活動・対策活動（3社協）
13. 不登校児を対象とした活動（3社協）
　母子・父子福祉関係
1. 母子会等団体事務（9社協）
2. 就学・進学・卒業激励（14社協）
3. レクリエーション等交流事業（13社協）
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20 3
沖縄県民生委員
児童委員協議会 特になし 特になし

　本会は市町村の民生委
員児童委員協議会と県
や全国民生委員児童委
員連合会とのパイプ役の
ような立場のため、本会
において直接的な取り組
みは行っていない。
各市町村においては、民
生委員・児童委員の皆様
が地域の皆様の相談・支
援活動を行っており、そ
の活動の中には子どもの
貧困解消に関連するケー
スもあるかと思われる。

21 4
沖縄県保育協議
会

　平成29年度については、第44回沖縄県保育研
究大会の分科会において、保育所職員向けに
「保育所にとっての子どもの貧困問題」と題し、講
義を行うとともに、保育所で気になる子どもや保
護者の状況と支援方法について情報交換を行っ
た。（参加者：346人）

　社会福祉法人による地域における公益的な取り
組みの推進を事業計画に掲げ、併せて県社協が
提唱し実施している地域の支え合いやつながりを
築くサンクス運動とも連動しながら、子どもの貧困
問題にも対応・取り組みを推進していく。また、
H30年度には、県内福祉施設・事業所における当
該計画・運動に関する先駆的な取り組み等につい
て事例集を作成し、子どもの貧困への対応や地
域の課題に対応する社会福祉法人の活動を紹介
し、全県的に広げていく予定。

特になし
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22 5
沖縄県社会福祉
法人経営者協議
会

　社会福祉法人の地域における公益的な取り組
みとして、県内社会福祉施設・事業所が地域住民
の身近な相談窓口となるよう、相談窓口及び担当
職員の配置を進めている。今年２月には｢地域の
課題とつながる｣というテーマのもとセミナーを開
催し、件から講師を派遣していただき｢沖縄の子ど
もの貧困解消に向けて～本県の現状と対策～｣に
ついて、理解を深め、各社会福祉施設・事業所に
おいて、取り組めることは何かを考える機会を
持った。

　社会服地法人による地域における公益的な取
組の推進を事業計画に掲げ、併せて県社会が提
唱し実施している地域の支え合いやつながりを築
くサンクス運動とも連動しながら、子どもの貧困問
題にも対応・取組を推進していく。また、H30年度
には、県内の社会福祉施設・事業所における当
該計画・運動に関する先駆的な取組等について
事例集を作成し、子どもの貧困への対応や地域
の課題に対応する社会副法人の活動を紹介し、
全県的に広げていく予定。

特になし

23 6
沖縄県児童養護
協議会

　平成29年度については、第35回児童養護研究
大会の行政説明において、本県の貧困課題に対
する取り組み（給付型奨学金事業等）について、
県担当課に報告いただき、周知を図った。（参加
者：185人）

　社会福祉法人による地域における公益的な取り
組みの推進を事業計画に掲げ、併せて県社協が
提唱し実施している地域の支え合いやつながりを
築くサンクス運動とも連動しながら、子どもの貧困
問題にも対応・取り組みを推進していく。また、
H30年度には、県内福祉施設・事業所における当
該計画・運動に関する先駆的な取り組み等につい
て事例集を作成し、子どもの貧困への対応や地
域の課題に対応する社会福祉法人の活動を紹介
し、全県的に広げていく予定。

特になし

24 10
社会福祉法人沖
縄県社会福祉事
業団

・生活困窮世帯児童の学習支援を実施
・週２回の学習支援を行い、軽食を提供し、送迎も
行っている。
・宮古島市子どもの居場所運営支援事業を受託
している。

左記事業を継続して行う。 特になし
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25 14
沖縄県小児科医
師会

　開業医、勤務医の集まりなどで寄付を募ってい
る

左記継続

　貧困対策は子ども達へ
の給食費・教材費・就学
（高校など）援助だと思
う。また、保育園児対す
る補助も必要。各団体が
らの寄付では足りないと
思う。
　県や市町村の予算を優
先的に配分していただけ
ればと思う。県民にも納
得してもらえると思う。

26 18
公益社団法人沖
縄県看護協会

　子どもの貧困対策としてではないが、中高生を
対象とした看護の出前事業、しごとミュージアム、
進路相談、職業体験等を看護の心普及事業とし
て実施している。

特になし 特になし

27 20
公益社団法人沖
縄県栄養士会

　会員の職場で｢子ども食堂｣を運営している状況
を報告してもらい、情報を共有する努力をしてい
る。

　｢子ども食堂｣等より、献立支援の依頼があれば
対応したい。

特になし

28 25
沖縄県臨床心理
士会

　｢子どもの居場所づくり｣事業にかかわる学生ボ
ランティアの方のためのセンター

特になし 特になし

29 26
一般社団法人沖
縄県助産師会

　・10代の妊娠・出産が全国の約2倍で、身体的・
精神的・経済的課題は貧困の連鎖につながる要
因となる。
　・思春期性教育・人権教育に力を入れている。

　・若年妊産婦が孤立しないための居場所設置や
相談場所等関係機関と連携し、生活指導及び就
労就学支援が行えるよう自立に向けた支援に取
り組みたい。

特になし

30 27
公益財団法人沖
縄県労働者福祉
基金協会

①ろうきん働く仲間のゆめ・みらい基金の運営
②沖縄県労福協フォーラム｢沖縄県における子ど
もの貧困の今｣H29.12.1開催。

①ろうきん全労済働く仲間のゆめ・みらい基金の
運営
②沖縄県労福協フォーラム｢演題未定｣H30.11月
開催予定

特になし
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Ⅴ　その他関係団体

31 6
沖縄県婦人連合
会 特になし

　H30年度中央研修会で子どもの貧困対策につい
ての講話を山内優子先生にしていただき、地域婦
人会の活動に反映させる。

特になし

32 7
一般社団法人大
学コンソーシアム
沖縄

　大学コンソーシアム沖縄では、子どもの居場所
学生ボランティアセンターの設置を平成28年4月
の総会で承認し、5月より沖縄県の委託を受け、
センターの運営を始めました。子どもの居場所学
生ボランティアセンターでは、県内各地にできてい
る子どもの居場所とそこでボランティアをしたいと
いう想いを持った学生を繋ぐという役割を担って
います。学生の長期休暇を利用して離島の子ども
の居場所にも派遣を行なっています。

　今年度も引き続き、子どもの居場所学生ボラン
ティアセンターでは、県内各地の子どもの居場所
へ学生を派遣していきたいと考えております。学
生に来てほしいという居場所の数が多く、派遣で
きる学生の数と大きな開きがあるので、できるだ
け需要に応えていけるよう努力いたします。

特になし

33 8
にじのはしファン
ド

　社会的養護を受けたことのある子どもたちに対
する経済的な、進学支援（給付型、卒業までの毎
月の仕送り等）と資格取得支援（運転免許取得助
成）
　居場所づくり（食事の提供、相談窓口、仲間づく
り）

　居場所づくりにプラスして、相談室と一時的な住
居（シェルター）を設けて、アフターケアを強化す
る。

特になし

34 9
ＮＰＯ法人ちゅら
ゆい

〇子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業
「就労・住居支援を伴う子どもの暮らし応援事業」
〇子どもの居場所づくり支援事業（Kukulu）
〇子どもの包括的自立促進支援事業（コミュっ
と！）
〇沖縄子供の貧困緊急対策事業「支援コーディ
ネーター配置事業」（中部担当）

特になし 特になし
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35 11
NPOももやま子ど
も食堂

　前年度に引き続き、沖縄市子どもの居場所運営
支援補助を得て、土曜日の一般開放した子ども
食堂（夕食提供）で発見機能の場を開催し、平日
の放課後～19時又は20時までの個別支援を意識
した（生活支援・食事支援・学習支援・キャリア形
成就学継続支援）支援。
　学校・担当課・児相など公的機関との連携。

　左記の支援活動に加え、｢登校拒否｣などの３通
りの機能を充実させる予定。
　また、中高生の居場所づくりにも力を入れていき
たい。

特になし

36 12
生活協同組合
コープおきなわ

　2017年度は、子どもたちの社会参加のきっかけ
づくりとして以下に取り組んだ。
⑴コープ店舗での子どもたちの就労体験・・・おし
ごとクラブ
⑵中学生による商品開発（キャリア教育）・・・伊平
屋村・大宜味中学校
⑶具志川商業高校生のマーケティング事業支援
⑷地域で児童福祉を推進している26団体へ活動
援助金を贈呈

　2018年４月10日　前泊廣美さん（NPO法人　いけ
ま福祉センター）、本村真先生（琉球大学教授・子
どもの居場所学生ボランティアセンター　センター
長）を招いて、子どもの貧困学習会を開催した。

特になし

37 13
NPO法人エンカ
レッジ

沖縄県内離島合わせて14市町村に22ヵ所子ども
の居場所・学習支援教室を設置。ひとり親世帯
等、経済的に課題を抱えている世帯の小学生～
高校生を対象に、将来的な自立に向けた支援を
行っている。支援内容は主に高校進学等の学習
支援、その他、居場所として、食事、食育支援、
キャリア形成支援、生活面指導も合わせて行って
いる。

　子どもの貧困対策の目標として、子どもたちが
社会で活躍し、自立した生活を営む事、また、社
会に貢献できる人材になる事があげられるが、そ
のためには、高校進学や大学進学をサポートする
「学習支援」で終わってしまうのではなく、社会に
出るまでの道すじをつくる事が重要だと考える。
H29年度より本格的に就労支援を行う「高校生
フォローアップ」教室をもうけており、H30年度以降
も拡充を図っていく。

　現在、プロジェクトの助
成金を活用して、高校生
への支援を行っていま
す。このような助成金プロ
ジェクトの周知や活用で
きる機会が広がることを
期待しています。（地域）
（企業）が子どもたちの支
援に参加出来る仕組み、
成果について支援してい
る

38 14
特定非営利法人
珊瑚舎スコーレ

　結塾J＆S（５教室）において、子どもへの学習支
援、保護者への養育支援を実施。学校の授業内
容の補修、定期試験や高校入試対策に加えて、
思索・表現・交流によって子どもの力を育む取り
組みを行っている。保護者の相談窓口や親子レ
ク、子育てに関わる情報を提供している。

左記の内容をさらに充実・発展させていく。
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39 16
国際ロータリー第
２５８０地区沖縄
分区

・子ども食堂・子どもの居場所づくり事業支援
・おきなわ子どもシェルター開所支援

左記の活動を次年度以降も引き続き取り組んで
いきたい。

大切な子どもたちの未来
を守るため、各団体と連
携して活動できればと思
う。

40 18
公益財団法人沖
縄県文化振興会 特になし

　文化活動を推進していく中で、取り組みを検討し
ていく。

特になし

41 19
フードバンクセカ
ンドハーベスト沖
縄

　県のジョイントプロジェクト助成金を利用し、子ど
もの世帯がいる個人生体を中心に食品の提供を
行った。
　また、貧困家庭の子どもへ無料で開校している
塾に食品の提供を行った。

左記の継続 特になし

42 21
一般社団法人教
育振興会

　・沖縄県子どもの貧困支援対策コーディネー
ター
　・無料塾（北部圏域、宜野湾市、糸満市）
　・学習支援

　・沖縄県子どもの貧困支援対策コーディネー
ター
　・無料塾（北部圏域、宜野湾市、糸満市）
　・学習支援
　・広報事業（映画上映会）
　・進路未決定者・過卒生へのキャリア支援

特になし

Ⅵ　報道関係団体

43 1
株式会社沖縄タ
イムス社

　｢沖縄子どもの未来プロジェクト｣の事業として
①貧困問題に取り組む団体への支援（４団体、４
０３万円）
②小中学校の入学予定者に対する入学応援給
付金（小学校302人、中学校350人、計2,306万円）
を給付

　・2017年度と同様の事業を予定。 特になし

44 3
琉球放送株式会
社

　ニュース番組｢RBCザニュース｣（月～金18:15－
18:55）内の企画コーナー｢未来への道しるべ｣に
おいて、子どもの貧困問題に関する特集を適宜
放送している。

左記コーナーを継続 特になし

45 4
沖縄テレビ放送
株式会社 みんなのニュース　おきコアにて放送 特になし 特になし
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46 5
日本放送協会沖
縄放送局

　平日夕方６時台のニュース情報番組｢おきなわ
HOTeye｣で、経済的課題だけでなく、待機児童、
いじめ、児童虐待など、子どもの貧困をめぐる問
題や、それらを解消するための取り組みを様々な
角度から取り上げた。また、県内の取り組みだけ
でなく、例えば朝の居酒屋を子ども食堂に活用す
る鹿児島の取り組みなど、県外の参考になる事
例も伝えた。

　貧困率が全国平均のおよそ２倍に達する子ども
の貧困の問題は、平成３０年度も年間を通じて取
り組むべき重要な課題の一つだと考えており、上
記の｢おきなわHOTeye｣のほか、金曜夜７時台の
地域情報番組｢きんくる～沖縄金曜クルーズ～｣｢
なるほど!実感報道ドドド｣などで、深く掘り下げて
伝えていきます。

特になし

47 7
株式会社ラジオ
沖縄  ニュース取材や番組で話題等として取り上げた。 　ニュース取材や番組等で取り上げる予定。 特になし

Ⅶ　国・県・市町村等

48 1
内閣府沖縄総合
事務局

　平成30年１月より、当局に｢沖縄子供の貧困対
策等プロジェクトチーム｣を発足させ、子どもの居
場所の訪問、自治体担当者や子どもの貧困対策
支援員との意見交換等を実施している。
　また、課題解決に向けた取組の好事例を関係
機関等に共有し、今後の子どもの貧困対策のあり
方を考える機会とすることを目的とした｢沖縄子供
の貧困緊急対策シンポジウム｣を本年６月に開催
予定としている。

　次年度以降もプロジェクトチームを中心に、子ど
もの貧困対策の実施現場への訪問、関係者との
意見交換等を通じ、当該問題の解決に向けて取
り組んでいく予定。

特になし

49 6 沖縄県町村会
　４月末に開催した沖縄振興大会議において、県
及び市町村長が課題についてそれぞれ共有し
た。

　町村からの要望等があれば検討します。 特になし
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