H30.7.31現在

ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業 Q＆A
対象者について
No.

質

問

1 対象となる高校生は？

2

回

答

申請時点において、「児童扶養手当」または「母子及び父子家庭等医療費助成
事業」を受給している高校生が対象です。
※高校生が対象児童であること。

生活保護世帯も対象です 生活保護法による生業扶助（高等学校就学費）により通学費を受給している方は
か？
対象外となります。
高等学校（県立・私立）、沖縄工業高等専門学校、専修学校（高等課程）、沖縄ク
リスチャンインターナショナル（高等部）です。

3 対象となる高校は？
※沖縄工業高等専門学校は、寮生は対象外です。学校の寮以外の場所から通
学している生徒が対象となります。

4

通信課程も対象になりま
すか？

自宅学習コースは対象外ですが、通学コースなど自宅から学校への通学実態が
ある場合は、対象となります。

塾や習いごとにバスを利 対象となりません。
5 用する場合も対象です
この制度は、自宅から学校までの通学費の負担を軽減するものであり、通学に
か？
利用しない場合は対象外です。

6

自宅や学校以外のバス停
定期券の区間内（自宅から学校の間）であれば、途中乗降は可能です。
で降りてもいいですか？

寮や下宿先から実家へ帰 対象となりません。
7 省する場合の利用は対象 この制度は、自宅から学校までの通学費の負担を軽減するものであり、通学に
となりますか？
利用しない場合は対象外です。

「児童扶養手当」又は「母子及び父子家庭等医療費助成事業」の受給者が対象
8 年齢制限はありますか？ のため、18歳に達した日以降の最初の3月31日まで、又は特別児童扶養手当を
受けている場合、20歳未満の高校生が対象となります。
最近、児童扶養手当の申
請をしたので、受給者証
9 はまだ発行されていませ
ん。先に申請することがで
きますか？

児童扶養手当又は母子父子家庭等医療費助成の支給決定の後に、本事業の
申請手続きを行ってください。
おそれいりますが、さかのぼってバス通学費の割引を受けることはできませんの
でご了承ください。

「児童扶養手当」又は「母
子及び父子家庭等医療費
10 助成」を受けているかが 保護者のお住まいの市町村にお問い合わせください。
わかりません。どこに問い
合わせればいいですか？
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ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業 Q＆A
申請手続きについて
No.
11

質

問

回

答

認定申請の期限はいつま 平成３０年７月１８日から平成３１年１月３１日まで、随時受け付けています。
でですか？
※割引カードの発行には１か月半程度かかりります。
沖縄県母子寡婦福祉連合会へ申請手続を行ってください。（郵送または持参）

12 申請窓口はどこですか？

13

那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター東棟３階
（受付時間：平日：9：00～17：00）

申請してからどれぐらいで
書類に不備がない場合は、約１ヶ月半で認定カードが届きます。
カードが届きますか？
①下記書類をそろえて、沖縄県母子寡婦福祉連合会へご提出ください。
・割引カード交付申請書
・事前アンケート（必須）
・児童扶養手当証書（コピー）または母子父子医療費助成受給者証（コピー）
・学生証（コピー）または在学証明書

14

申請から購入までの流れ
を教えてください。
②審査のうえ、認定された方には割引カードが郵送されます。
③割引カードをバス会社の販売窓口へ提示すれば、割引が受けられます。
④利用後のアンケート調査票をご提出ください。
アンケートの提出がない場合、翌年以降、割引を受けることができません。

次のいずれかの方法で、書類をそろせてください。
児童扶養手当の証書を紛
①証書発行時に交付された「児童扶養手当認定通知書」のコピーを提出
15 失した場合、どうすればい
または
いですか？
②市町村で児童扶養手当受給者証明書発行申請手続きを行い、証明書を提出
割引カード発行前に買っ
た定期券や回数券は、さ さかのぼりはできません。割引カードを提示しなければ割引は受けられません。
16
かのぼって割引になりま 割引カードの発行には約1ヶ月半かかりますので、お早めに申請ください。
すか？

割引カードはいつまで使
えますか？
17
４月１日以降の手続きは
必要ですか？

割引カードの有効期限は、当該年度の３月１日までです。
この事業は、毎年度申請手続きが必要なため、平成３１年４月１日以降の購入に
あたっては、改めて申請手続を行う必要があります。

割引を受けるためには、事前・事後のアンケート調査票を提出が必要です。
アンケートには必ず答え
18
ないといけないですか？

※通学費の負担軽減による事業効果を検証し、継続的な事業の実施に向けた
大切な調査になりますので、趣旨をご理解の上ご協力をお願いします。
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ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業 Q＆A
割引内容について
No.

質

問

回

答

OKICAの通学定期券（１ヶ月又は３ヶ月）を半額で購入できます。
19 沖縄本島の場合

（例）区間運賃が２００円の場合、１か月の通学定期券は通常７，２００円ですが、
割引後は３，６００円で購入できます。
※平安座総合開発（伊計屋慶名線）では、定期券の取扱いがないため、普通運
賃が半額になる専用切符を発行します。詳しくはお問合せください。
通学回数券（１冊50枚綴り）が３分の１割引の料金で購入できます。
→回数券１枚あたりの運賃は、普通運賃の半額になります

20 宮古・石垣の場合
（例）普通運賃２００円の学生回数券（５０枚綴り）の場合
通常：７，５００円 → 割引後の自己負担額：５，０００円 （割引額：２，５００円）

21 久米島の場合

22

普通運賃も半額になりま
すか？

久米島町営バスの普通運賃が半額になります。
※定期券と回数券の取扱いがないため、本事業専用の専用切符を発行します。

普通運賃は半額になりません。
ただし、定期券と回数券の取扱いがない久米島町営バスと平安座総合開発（市
伊計屋慶名線）のみ、普通運賃が半額になる専用切符を発行します。

障がい者割引OKICA定期券（通学定期券の３割引）との割引の併用はできませ
障がい者割引OKICA定期
ん。（さらに半額にはなりません）。
券を持っています。この事
23
また、障がい者割引OKICAは普通運賃も半額になりますが、本事業で発行する
業に申請すれば、さらに
OKICAは、普通運賃の割引はありません。
半額になりますか？
利用頻度に応じてご検討のうえ、ご購入ください。
利用頻度や利用する運賃区間によって多少異なりますが、１ヶ月定期券の場
割引定期券の場合、普通 合、概ね月に１８回（９往復）以上バスを利用する場合は、割引定期券を購入した
24 運賃と比べてどれぐらい 方が安くなります。
安くなりますか？
利用頻度に応じて割引定期券と普通運賃の金額を比較の上、ご購入ください。
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ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業 Q＆A
購入方法について
No.

質

問

回

答

25

割引金額で購入できる期 平成３０年１０月１日から平成３１年３月１日までとなります。
間を教えてください。
各バス会社の販売窓口で割引販売を開始します。

26

１冊５０枚綴りの回数券の購入上限は、１か月に１冊まで、１年間で１２冊が上限
回数券の購入制限はあり
です。
ます？
平成３０年度は、６冊まで購入できます。

27

営業所（今帰仁）または、事前にバス会社へ事前の申し込みを行うことで、バス
やんばる急行バスの定期
車内での購入が可能です。詳しくは、やんばる急行バス（TEL 098-56-5760）まで
券はどこで買えますか？
お問合せください。

平安座総合開発の割引 平安座総合開発株式会社（うるま市与那城平安座8290）で発行します。
28 専用切符はどこで受け取 手続きの詳細は、沖縄県母子寡婦福祉連合会へお問合せください。
れますか？
（TEL 098-887-4099）

国頭村役場総務課で購入できます。
※購入日にかかわらず、定期券の有効期限は当該月の末日となりますので、ご
国頭村営バスの定期券は
29
注意ください。
どこで買えますか？
（例）購入日：１０月 １日→有効期限：１０月３１日まで
購入日：１０月１０日→有効期限：１０月３１日まで
各バス会社の営業所等の販売窓口で購入できます。
【宮古・石垣の場合】
ただし、共和バスの場合はバス車内での販売となります。割引カードと割引購入
30 回数券はどこで買えます 申込書を運転士にわたしてご購入ください。詳細は、沖縄県母子寡婦福祉連合
か？
会へお問合せください。（TEL 098-887-4099）
また、割引回数券を用意しますので、購入の３日前までに共和バスへご連絡くだ
さい。（TEL 0980-78-5184）
高校３年生ですが、３月３ 高校３年生の場合、有効期間が４月１日を超える定期券を購入することはできま
31 １日をこえる定期券を購入 せん。
することはできますか？ ３月１日～３月３１日までの１か月定期券は購入可能です。
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ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業 Q＆A
OKICA定期券について
No.

32

質

問

回

答

学生用OKICAの場合、現在使用しているOKICAをご利用いただけます。
今使っているOKICAを使う
モノレールの運賃軽減用のオキカの場合は、別途、オキカを作成する必要があり
ことはできますか？
ます。(→Q33、Q34)

モノレールの運賃への割引は適用されません。
バスの通学定期券のみが半額になります。
33

モノレールの運賃も半額
になりますか？

※平成29年4月から、一定の要件を満たす生徒はモノレールの普通運賃が半額
で利用できる軽減制度がスタートしています。
詳しくは、沖縄県子ども未来政策課（TEL 098-866-2100）へお問い合わせくださ
い。

モノレール運賃軽減の
OKICAを持っています。 モノレールの割引とバスの割引を受けるためには、２枚のOKICAを発行する必要
34
バスの割引定期券も１枚 があります。申請もそれぞれ必要です。（→Q36）
にまとめられますか？
この事業に申請したら、普
35 通運賃も半額になります 普通運賃は半額になりません。
か？

バスとモノレール両方で
36 定期券を利用したい場
合、どうしたらいいか？

定期券の有効期限が同じであれば、１枚のOKICAにバスとモノレールそれぞれ
の定期券機能をのせることができます。
ただし、割引が適用されるのはバス定期券のみで、モノレール運賃の割引適用
はありません。
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ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業 Q＆A
ご利用条件
質

問

家族や友人が割引定期
37 券や回数券を使ってもい
いですか？

回

答

割引が適用されるのは、割引カードに記載された高校生本人に限られます。
万が一、本人以外の方が使用した場合、認定を取り消した上で、割引相当額を
返還していただく場合があります。
※回数券には、本事業の割引回数券であることがわかるスタンプを押印します。

バス通学割引カードは、
本人確認のため、バス運転手から割引カードの提示を求めることがあります。
38 バス乗車中は携帯する必
乗車中は必ず携帯してください。
要がありますか？

その他
No.

質

問

回

答

バスの路線や時刻表は、
各バス会社へお問合せください。
39 どのように調べればいい
「バスなび沖縄」、「バスマップ沖縄」、「通学バスなび」でも検索できます。
ですか？

「宮古島市生活バス路線
この事業の割引が受けられますが、県と宮古島市それぞれに申請が必要です。
学生割引補助金」の補助
40 を受けている場合、この事
「宮古島市生活バス路線学生割引補助金」の申請方法は、宮古島市商工物産交
業の割引も受けられます
流課（TEL 0980-73-2690）へお問い合わせください。
か？
割引カードの変更手続きを行う必要があります。変更しなかった場合、割引料金
住所や学校が変わった場
で購入することはできません。
41 合、どうしたらいいです
手続き方法については、沖縄県母子寡婦福祉連合会へお問合せください。
か？
（TEL 098-887-4099）

離島出身者が本島の高
42 校へ通学している場合も
利用できますか？

ご利用いただけます。
事前に申請手続きを行ったうえで、割引を受けてください。
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