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報告事項⑴
平成30年度収支決算及び
監査報告について
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平成30年度収支決算書

Ⅰ

自

平成30年4月1日

至

平成31年3月31日

収入の部
区分

（単位：円）
予算額①

決算額②

摘要

差額（②-①）

30,000,000

20,507,925

△ 9,492,075

法人寄付（46法人） 9,492,819円
個人寄付 （77人） 7,565,206円
職場募金（238部署）3,449,900円

サポーター会費

8,400,000

3,336,500

△ 5,063,500

法人
個人

(3)

負担金

6,500,000

6,500,000

0

普及啓発イベント開催に伴う県負担金

(4)

繰越額

55,113,344

55,113,344

0

平成29年度繰越額

(5)

その他

1,000

432

△ 568

100,014,344

85,458,201

△ 14,556,143

(1)

募金

(2)

収入合計

Ⅱ

1,830,000円
1,506,500円

利子等

支出の部
区分

(1)

（23口）
（199口）

子ども未来
支援事業費

予算額①

決算額②

差額（②-①）

32,443,582

①子どもに寄り添う給付型助成金
（33人給付）
20,483,863円
②高校生通学費負担軽減措置
（申請書等の需用費）
109,531円
△ 42,256,418
③ジョイントプロジェクト助成事業
（3事業助成）
11,836,400円
④その他
13,788円

10,000,000

7,702,762

①円卓会議・普及啓発イベント
6,336,208円
②公式ホームページ等情報発信事業
760,449円
△ 2,297,238
③その他広報活動経費
382,537円
④その他
223,568円

3,000,000

2,647,580

△ 352,420

12,314,344

0

△ 12,314,344

100,014,344

42,793,924

△ 57,220,420

74,700,000
（注１）

(2)

普及啓発事業費

(3)

事務局運営費

(5)

予備費
支出合計

次年度繰越額（収入－支出）

(注１）後年度負担額

摘要

36,156千円含む

賃金職員、郵送費、事務用消耗品費、そ
の他事務局運営費

予定外の支出等に備えるための費用

42,664,277

（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）
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3

報告事項⑵
平成31年度事業計画及び
収支予算について

4

沖縄子どもの未来県民会議
平成31年度事業計画
事

項

総

理

部

事業の概要

会

事

会

会

時

期

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。
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。
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。
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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
通年
沖縄県全体の気運を高め、子どもの未来に対する支 （５回程度）
援活動や寄付などを拡大していくことを目的に、構成
団体等が主催する各種イベントと連携して子どもの貧
困解消に向けた県民運動の取組や活動について周知・
広報を行う。
⑶

公式ホームページ等による情報発信
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 通年
く情報を発信する。また、ＳＮＳの活用など効果的な広
報手段の導入やメディアを通じた取組、安価な手法などに
取り組む。

⑷

その他広報及び寄付活動
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 通年
続して行うとともに、前年度に制作した「子ども応援ソン
グ DVD」を活用した広報及び寄付活動を行う。
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平成31年度収支予算書

１

自

平成31年４月１日

至

平成32年３月31日

収入の部
区分

（単位：千円）
H31予算

H30予算

差額

26,030

30,000

△ 3,970

企業、団体、個人からの寄付

⑵サポーター会費

6,600

8,400

△ 1,800

企業･団体3,000千円（年額120千円×25口）
個人3,600千円（年額12千円×300口）

⑶沖縄県負担金

6,500

6,500

0

⑷繰越金

42,664

55,113

△ 12,449

⑸その他

1

1

0

81,795

100,014

△ 18,219

⑴募金

計

２

摘要

普及啓発事業に対する県負担金
前年度繰越金
利子など

支出の部
区分

（単位：千円）
H31予算

⑴子ども未来支援
47,246
事業費

H30予算

74,700

差額

摘要

△ 27,454

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
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

（注１）

⑵普及啓発事業費

8,500

10,000

△ 1,500

⑶事務局運営費

3,000

3,000

0

23,049

12,314

10,735

81,795

100,014

△ 18,219

⑷予備費
計
(注1）後年度負担額

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
クレジットカード決済運用諸経費
予定外の支出等に備えるための費用

36,156千円を含む。

平成28年度・29年度に給付決定し、平成30年度に給付を予定している子どもに寄り添う給付型奨学金に
係る平成32年度から34年度までの奨学金等を後年度に要する経費として事業費に計上したため。
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報告事項⑶
平成30年度事業の進捗状況
及び評価等について

8

－

法人：138社 個人：121名

法人：23口 個人：199口

寄付件数

サポーター新規登録件数

9

法人：15口 個人：63口

法人：52社 個人：18名

50,147千円

116,654千円

寄付受入状況

寄付受入状況

H28年度

p20

来場者数

来場者数

開催数

H28年度
227名

５回開催

H29年度

182名

３回開催

H30年度

法人：６口 個人：78口

法人：39社 個人：26名

42,663千円

H29年度

法人：２口 個人：58口

法人：46社 個人：77名

23,844千円

H30年度

1,800名（１箇所で開催）
892名（２箇所で開催）
222名（１箇所で開催）
一般県民に、子どもの貧困状況 子どもの貧困問題について、より
関心層を中心に来場者の理解を
を広く周知し理解してもらうことを 広く周知するため、那覇メインプレ 深め、子ども貧困問題解消に向けた
コンセプト概要
p17
目的としてイオンモール沖縄ライ イス・石垣市市民会館でイベントを 協働促進へと繋げることを目的として
カムで開催。
開催。
浦添市てだこホールで開催。
公式HPやSNSを活用し県民会議の取組や関連イベントを随時発信。平成30年10月には、クレジットカード決済による寄付システムを
p18
導入し、寄付の受入体制の強化を図る。
リーフレットや県の広報番組等を活用した広報活動を行う。また、オリジナルLINEスタンプの販売や県内アーティスト31名が参加した
P19
「子ども応援ソングDVD」を作成し、寄付を募ると共に周知拡大を図る。

P16

P16~19

累計

⑷広報及び寄付活動

⑶情報発信（HP等）

⑵協働促進イベント
「おきなわゆめ
みらいフェスタ」

⑴地域円卓会議

２ 普及啓発事業

11,836千円（３事業）

子どもの居場所等に、JA共催などからの食料品寄贈や大相撲実行委員会などからスポーツ無料観戦チケット配付等。（７件）

10,680千円（３事業）

⑷その他支援（仲介等） P15

－

助成費（事業数）

約350名

20,484千円

33名

⑶子ども未来ジョイント
プロジェクト助成事業 P13

約350名

13,502千円

3,434千円

給付額等

－

25名

７名

13名（応募者全員給付）

18名（応募者全員給付）

９名（応募者全員給付）

給付人数（累計）

H30年度

H29年度

H28年度

割引OKICA利用者数

p11

新規給付決定者数

P11~15

⑵高校生通学費負担軽減
（モノレール社負担）
P12

⑴子どもに寄り添う
給付型奨学金事業

１ 子ども未来支援事業

沖縄子どもの未来県民会議事業の進捗状況について（総括表）

（予算額 10,000千円／執行額 7,479千円

※振込手数料除く

）※うち6,500千円は県負担

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

② 事業概要

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。

① 課題

公式ホームページ等による情報発信（執行額 760千円）
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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。

⑷ 広報及び寄付活動（執行額 383千円）

県民会議や県内での支援の取組等に関して、ＳＮＳ等を活用し、広く情報を発信する。

⑶

県民会議の子ども未来支援事業の活動報告や県民が一体感を持って子ども達を後押しする応援ソングを製作し、活動及び寄付の拡大を図る。

⑴ 地域円卓会議の開催（執行額 1,500千円 ）
関係者同士の連携推進、地域住民の参加意欲を促し、県民運動をより活性化させることを目的に３つのテーマで開催する。
⑵ 協働促進イベント「おきなわゆめみらいフェスタ」の開催（執行額 4,836千円 ）

２ 普及啓発事業

H28 : ９名、 H29 : 18名、 H30 : 13名

通年で約350名の高校生が利用

② 事業概要

応募者全員を給付決定！

事業概要

②
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交通費（モノレール運賃）
を割引する（通常運賃の約半額）。

高等学校等への通学費は、月５千円以上の世
帯が32.3％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。

児童養護施設等出身者の大学等進学率は30.8％
（H27年度）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。

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）。

課題

①

① 課題

（執行額：110千円）

⑶ 子ども未来ジョイントプロジェクト
助成事業
（執行額 11,836千円）

※振込手数料除く ）

（モノレール社が負担）

32,430千円

⑵高校生等に対する通学費負担軽減

（予算額 74,700千円／執行額

⑴ 子どもに寄り添う給付型奨学金事業
（執行額 20,484千円）

１ 子ども未来支援事業

平成30年度事業の進捗状況について

平成30年度執行額 ： 20,484千円

●募集・選考・決定通知

〔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
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子ども達からの声を支援者へ

寄付金を原資とした助成金

HP等で募集・案内・報告

協働事業

お手紙で
近況報告

〔実績・効果〕
１ 応募者全員を給付内定者として決定！
H28 ９人、H29 18人、Ｈ30 13人
２ 大学、専修学校等進学率が大幅に向上
H27年度30.8％→H29年度60.6％
３ 大学・短大進学率（専修学校除く）
H29年度 21.2％（一般39.7％ H29年度最新）

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。

〔事業概要〕

１⑴ 子どもに寄り添う給付型奨学金事業

対象者

沖縄都市モノレール(株)

（企業努力による運賃割引）

協定締結

審査・認定

認定カード交付
（沖縄子ども未来カード）

申請（学校経由）

〔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
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高校生等

通常運賃の
約半額で
モノレール
利用

通学

〔実績・効果〕 平成30年度
１ 対象64校に申請書約１万部を配布
２ 通年で約350人が割引オキカを使用

①沖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）する。

平成30年度執行額 ： 110千円

１⑵ 沖縄県高校生等の通学費負担軽減措置（モノレール）

事業概要

事業推進部会

事業選定

県民運動を
推進を後押し

助成

上限500万円

※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

Ｃ団体

Ｂ法人（福祉団体）

Ａ社（経済団体）

実施主体（協働体）

〔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
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住居
支援

就労
支援

例２）子どもの暮らし応援事業

例１）児童養護施設就労・進学支援事業

助成
終了後

②実施した取
組が県内全域
に広がってい
る。

①同様の支援
が継続されて
いる。

助成終了後の
状況として

〔実績・効果〕 平成30年度
１ 平成29年10月に助成決定した３事業について、２年目
の取組を推進
２ 協働事業者同士の取組から他の団体等とつながり、連
携するなどの成果が表れている。

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。

平成30年度執行額 ： 11,836千円

子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業①

事業概要

１⑶

構成会員

NPO法人沖縄青少年自立
援助センターちゅらゆい

（公財）沖縄県労働者
福祉基金協会

NPO法人フードバンク
セカンドハーベスト沖縄

NPO法人エンカレッジ

平成30年度実施内容
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（３ 子どもの暮らし応援事業）

11,836,400

13,479,988

①学び：高校生塾における共同調理な
どの実施
②食：県外から食品（約10トン）を輸送し
提供
③働く：就労観形成とキャリア教育等を
展開（職業講話やセミナー開催）

5,143,588

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
5,000,000 帯に対して、“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パソコンスキル講習
美さと児童園の子ども達に対
②就学・進学の意見交換会
して、働く意識の向上を目的に、
③九州企業視察
1,836,400
パソコンスキル講習支援、就労
④関西企業視察
体験や県外の企業視察等を行う。
⑤激励会

助成交付額
（円）

貧困等を背景としている子ど
①住居支援（シェアハウス入居開始）
もに対して、働くから働き続ける
②職業講話（５回開催）
5,000,000 までをサポートする就労支援と、
③職場体験・実習（10社実施）
家庭から離れて共同生活を体験
④家賃補助等の基金「たくす」創設
できる住宅支援を行う。

6,500,000

1,836,400

事業経費
（円）

（２ 食と学びと働く対策事業）

(有)日建開発

就労・住居支援を伴う
子どもの暮らし応援事業 沖縄県中小企業家同友会

（１ 美さと児童園支援事業）

3

（株）KPG HOTEL &
RESORT

協働事業者名

美さと児童園支援事業
及び就職・進学支援事業 コザロータリークラブ

食と学びと働くを通した
2
子どもの貧困対策事業

1

プロジェクト名

事業内容

子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業②

平成30年度助成事業一覧（※平成29年度からの継続）

1⑶

番号

平成30年度執行額

： 0千円
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フードバンクセカンドハーベスト

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
200kgの食料品）

H28年より継続

H29年より継続

H28年より継続

H30年

〔実績・効果〕
１ 民間企業の活動を後押しすることで、
152団体以上に支援を繋げた
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

子どもの居場所（61箇所）

ひとり親支援団体（６箇所）

⑤ 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（150枚）

⑦ ＪＡ共済による食料品の寄贈（米や缶詰など300万円相当）

子どもの居場所（54団体）

④ セコム琉球（株）によるほかほか非常食セットの配布

子どもの居場所

③ ＪＡＬ（ＪＴＡ）による仕事紹介のまんが本の配布（200冊）

H30年

H30年

子どもの居場所（11箇所）
ひとり親支援団体（18箇所）

② 琉球放送（株）によるプロ野球観戦チケットの贈呈（200枚）

備考
H29年より継続

支援先
子どもの居場所（１箇所）

① ＪＡファーマーズによる食料品の支援（青果など週１回）

主な支援内容

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（仲介・広報等）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。当会議が支援（仲介・広報等）した主な取組は以下のとおり。

事業概要

その他の主な支援活動

平成30年度執行額 ： 1,500千円

運営管理 みらいファンド沖縄（業務委託）

〔実績・効果〕
１ 来場者数 182名
２ 来場者満足度 94.9%
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
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■日
時：２月12日（火）18:00-20:30
■場
所：沖縄県立図書館３Ｆホール
■着席者数：6名（県、市、学識、教育、福祉２）
■来場者数：85名 ※アンケート回答者内訳（行政34％,福祉・医療14％,教育14％,企業11％,NPO３％,学生９％,自営業３％,その他12％）

第３回 ：子どもの貧困問題を教育と福祉が連携して解決するには？～現場の取組から考える支援のあり方について～

■日
時：１月14日（月）13:30-16:00
■場
所：琉球大学 地域創生総合研究棟１階 産学官交流フロア
■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 ※アンケート回答者内訳（行政26%,福祉・医療13%,NPO8%,学生9%,その他22％）

第２回 ：子どもの貧困問題にどう企業は参画するのか？～企業で「できること」が、社会の「必要なもの」になるために～

■日
時：10月２日（火）18:30-21:00
■場
所：沖縄大学アネックス共創館
■着席者数：７名（県、市、学識、社協、居場所２名、マスコミ）
■来場者数：60名 ※アンケート回答者内訳（福祉・医療35%,企業25%,行政20%,NPO・市民団体等15％,自営業５％,学生４％）

第１回 ：これからの子どもの居場所はどうあるべき？地域づくりの視点から考える

実施状況

沖縄県内において地域円卓会議を開催し、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、子どもの貧困解消に向けた機運を高める。

事業概要

２⑴ 地域参加型の円卓会議の開催

平成30年度執行額 ： 4,836千円

１
２
３

運営管理 宣伝（業務委託）
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日時：11月24日（土）14:00-16:30
場所：浦添市てだこホール（小ホール）収容人数300名
内容：（１）協働促進ステージ
（２）基調講演（湯浅誠 氏）
（３）県民会議事業報告会
① 県民会議概要
② 高校生等に対する通学費負担軽減措置
③ 子どもに寄り添う給付型奨学金事業
④ 子ども未来ジョイントプロジェクト助成事業
（４）子ども応援ソング発表会

実施状況

〔実績・効果〕
１ 来場者 のべ 222名
２ 出演者 38名
３ 寄付額 72,250円
４ 来場者満足度 90.9%
来場者理解度 89.6%

県内各界の関係機関等が一体となり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イベントを開催する。

事業概要

２⑵ 協働促進イベント『おきなわゆめみらいフェスタ2018』

公式ホームページ等による情報発信
平成30年度執行額

：

760千円

保守管理

電通沖縄（業務委託）
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〔実績・効果〕（※H30.４月～H30.12月末時点）
１ 公式ホームページ
ビュー：18,520（月平均約2,057）、支援団体掲載：59団体
２ Facebook
リーチ：24,649（月平均約2,738）、フォロワー数：369、
記事掲載数29件、ｲﾍﾞﾝﾄﾍﾟｰｼﾞ3件
３ Twitter
エンゲージメント：3,401（月平均約377）、フォロワー数：79、
記事掲載数：29件

２ Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Twitter
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

（リアルレポートの更新、クレジットカード決済システム「ＧＯＥＮ」の導入など）

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

実施状況

公式のホームページやＳＮＳ等を活用し、県内各界の関係機関等が一体となった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法人等の支援活動等について広く情報を発信する。

事業概要

２⑶

平成30年度執行額

４～12月
４～12月
平成30年10月 Ｖｏｌ.2
平成31年２月 Ｖｏｌ.3

11/24販売スタート
12/15、12/16
12/21
２月・３月
1/28、３月

講演会等での呼びかけ（県内向け）

会議の場や行政視察等での周知活動
（県外向け）

ニュースレター発行

オリジナルＬＩＮＥスタンプ第２弾制作

県の広報番組による取組紹介

「子ども応援ソングＤＶＤ」制作発表

県の広報誌による取組紹介

その他広報による取組紹介
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時期

内容

広報活動

：

383千円

ＲＢＣｉラジオ「円になって支援 子どもの貧困」に出演（1/28）
月刊ジャンボ（パチンコ誌）への掲載（３月号）

美ら島沖縄２月号・３月号に掲載

知名定男氏、宮沢和史氏含む31名のアーティストと制作した
ＤＶＤ3,000枚制作

うまんちゅひろば12月放送

売上個数81個（約2,641円）

各1,500部印刷

全国知事会での説明（12月）、
その他県外視察団への説明（24回）

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
（５回）

備考

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。

事業概要

２⑷ 広報及び寄付活動①

38,400,000

8,400,000

30,000,000

当初計画

翁長前知事遺族

その他

200,000

第一生命保険株式会社労働組合支部

2,000,000

（単位：円）

600,000

300,000

沖縄協同ガス株式会社

計

100,000

（単位：円）

（公社）全日本不動産協会 沖縄県本部

大口寄付者

主な寄付者一覧（平成30年度）

寄付額

考
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計

3,985,428

80,975

1,000,000

沖縄綜合警備保障株式会社
小禄高等学校 学園祭実行委員会

2,000,000

500,000

九州地区遊技業組合連合会
琉球新報株式会社（安室奈美恵特別紙面関連）

204,453

ソニードギター合奏団

（単位：円）

企業23口、個人199口

企業138社、個人121名

備

200,000

116,654,082

8,117,500

108,536,582

累計金額

（単位：円）

一般社団法人沖縄県経営者協会

イベント関係

23,844,425

3,336,500

20,507,925

平成30年度

※ 平成30年度寄付額及び累計金額は、平成31年３月13日時点。

計

サポーター会費

②

合

募金

支援内容

①

寄付状況

２⑷ 広報及び寄付活動②

⑴
事業概要及び実績

・沖縄県内の高等学校等24校（県立18校、私立6
校）の生徒から申請があった。
２ 有効性
・申請件数188件
・認定件数177件

「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

「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

「概ね順調」：合計点が１５点以上（５割）

「順調」：合計点が２１点以上（７割）
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※ 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。

３

効率性

9.2

・民間企業の活動を後押しすることで、152団体
以上に支援を繋げた。
２ 有効性
・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。

④ その他の主な支援活動

8.6

必要性
妥当性

１

事業予算 ０円／執行予定 ０円
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。
スムーズな支援ができるよう、支援団体と企
業の間に入り、呼びかけや調整を行った。ま
た、マスコミ等を通じて、取組の周知を図っ
た。

9.2

7.4
効率性

7.2

7.2

３

必要性
妥当性
有効性

③ 子ども未来ジョイント
プロジェクト助成事業

１

9.2

8.8

２

① パソコン講習４回、九州・関西視察各１回
事業予算 12,750千円／執行予定 12,750千円
ずつ（２泊３日）。
子どもの貧困の解消を図ることを目的に、構
② 在籍数32名。教室での学習支援と毎月調理
成団体がつながり協働して実施する取組に対し
実習を実施。職業講話２回、英会話教室１
て、500万円を上限に最大３年間の助成を行
回、マナー講習１回、アクセサリーづくり講
う。
習１回。
３事業（①美さと児童園支援事業、②食と学
③ 職業講話５回。職場体験10社（参加24人）
びと働くを通した対策事業、③就労・住宅支援
で行い、職場実習は１社（４人参加）で実
を伴う子どもの暮らし応援事業）の助成継続。
施。シェアハウスの入居は４人。

② 高等学校等生徒通学費
の負担軽減

効率性

8.6

必要性
妥当性

１

事業予算 500千円／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)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。
申請件数188件のうち、177件を対象者として
認定。
３

9.4

効率性

３

9.2

有効性

２

9.8

評価点

必要性
妥当性

評価項目
（各10点）

個別評価

１

評価の参考となる項目や指標

事業予算 25,294千円／執行予定 25,279千円
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
・募集開始時期を早め、応募者の拡充を促し
① 子どもに寄り添う給付型 の支援を行う。
た。
今年度は、新たに応募者13名全員を給付内定
奨学金助成事業
・13名の給付を内定した。
者として選定（その内１名辞退予定。）。H30
年までの入学生の生活状況等をにじのはしファ
ンドが適宜確認し、支援している。

事業名

子ども未来支援事業

１ 事業評価

平成30年度事業評価について

27.0

21.8

27.2

27.8

合計

順調

順調

順調

順調

推進状況
（※）

拡大

現状維持

拡大

拡大

今後の方向
性

⑵
事業概要及び実績

「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

必要性
妥当性

効率性

１

３
１

必要性
妥当性

効率性

22

効率性

7.4

7.4

・ニュースレター発行（1500部印刷）
・スタンプ販売数 81個
・関係機関のイベント等において、県民会議の ２ 有効性
取組説明やチラシの配布、募金箱の設置など、
周知広報や寄付要請を行った。
３

8.8

8.0

8.0

9.6

7.0

必要性
妥当性

１

・HP：計18,520（月平均約2,057）ビュー、支 １ 必要性
妥当性
援団体掲載59団体
・Facebook：24,649（月平均約2,738）リーチ
／フォロワー数369／記事掲載数29件、ｲﾍﾞﾝﾄ ２ 有効性
ﾍﾟｰｼﾞ3件
・Twitter：3,401（月平均約377）エンゲージ
メント／フォロワー数79／記事掲載数29件
・クレジットカード決済数35件（10月～12月） ３ 効率性

３

7.8

8.6

8.0

9.2

9.8

評価点

個別評価
評価項目
（各10点）

・来場者数 222名（うち、子どもの参加人数
38名）
２ 有効性
・寄付額 72,250円
・DVD配布枚数 52枚
・来場者満足度 90.9％、理解度 89.6％

「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

「概ね順調」：合計点が１５点以上（５割）

「順調」：合計点が２１点以上（７割）

評価の参考となる項目や指標

・来場者数 延べ102名
・来場者満足度 平均98.1％
２ 有効性
・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。

※ 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。

④

事業予算 1,000千円／執行予定 760千円
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ＧＯＥＮを導入する。
県民会議の取組や関連イベント情報等をHPや
SNSにて随時発信した。また、寄付管理システ
ムGOENを導入した。

事業予算 2,000千円／執行予定 300千円
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
その他広報及び寄付活動 リジナルＬＩＮＥスタンプの販売などの取組も
継続して行う。
ニュースレターを発行し、県民会議構成団体
及び寄付者等へ配布したほか、LINEスタンプ第
２弾を発売。また、関係機関のイベント等にお
いて、周知広報や寄付要請を行った。

公式ホームページ等に
よる情報発信

③

②

事業予算 5,000千円／執行予定 5,000千円
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
協働促進イベントの開催
援ソングの製作に取り組む。
今年度は、11/24に浦添市てだこホール（小
ホール）にて、県内の子どもたちによる舞台演
劇や県民会議の事業報告会、応援ソングDVD製
作発表を行った。

事業予算 1,500千円／執行予定 1,500千円
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を目的
① 地域参加型の円卓会議の
に、地域円卓会議を開催する。
開催
今年度は「子どもの居場所」「子どもの貧困
問題への企業の参画」「教育と福祉の連携」を
テーマに３回開催。

事業名

普及啓発事業

１ 事業評価

平成30年度事業評価について

推進状況
（※）

23.6 順調

25.6 順調

23.4 順調

27.0 順調

合計

拡大

見直し

見直し

拡大

今後の方向
性

２

23

＜普及啓発事業＞
① 来場者の満足度も高く、効果的な事業であると評価できるため、開催回数を増やすなど内容の充実を図るべき。
また、これまでのテーマ設定や問題提起について評価を行うとともに、周知方法についても手法や有効性等を検証し
再考する必要がある。
② パブリシティー効果はあったが、集客が少なかった。今後は開催方法や開催頻度を再考するとともに、効果の測定
方法の検討を行う必要がある。また、制作したDVDについても、継続した活用方法について検討すべき。
③ 内容の更なる向上を図るとともに、各事業やイベントでのアンケート集計を分析し、情報発信効果を検証すべ
き。LINE等を活用し、プッシュ型の情報発信も検討してみてはどうか。
④引き続き、構成団体に対する広報などに取り
組むとともに、制作したDVDを活用した広報活動など、あらゆる方策で寄付金の拡大につなげていく必要がある。

＜子ども未来支援事業＞
① 継続が必要な事業であるが、課題を精査し寄付金の拡大など財源の確保に努めること。なお、現在国において検討
が進められている高等教育無償化制度の活用が図られるよう対象者への周知に努めること。
② 沖縄県の実証事業として、ひとり親家庭の高校生に対するバス運賃軽減事業が開始される等、本事業が始まったこ
とによる高校生の通学費負担軽減に向けた社会全体の機運が高まったことに対しては評価できる。引き続き、モノ
レール以外の施策展開も必要。
③ 本事業を通して企業独自の支援につながったり、協働の動きが広がっている点は評価できる。本事業についてはモ
デル的・パイロット的な側面があるものの、複数の団体が関わることで相乗効果が出る事業であるため、協働による
効果を検証するとともに、寄付状況を見ながら新規事業の実施についても検討する必要がある。
④ 支援企業に対して継続した支援をお願いするとともに、構成団体等にも広がり主体的に取り組んでもらうような取
組を検討する必要がある。

総合所見

平成30年度事業評価について

報告事項⑷
子どもの貧困問題に対する
各団体の取組状況について

24

16

39

8

⑶周知・広報

⑷自主事業・
他団体連携

⑸その他

75

5

⑵行事・
イベント開催

合計

7

件数

⑴寄付・
寄贈支援

取組区分

平成30年度の取組状況

5.28時点での報告内容を集計

78

８

・ 平成31年度沖縄振興拡大会議において県市長会、町村会の共通議題として提案を行い、県及び市町村
長が意見交換をとおして課題の共有を図った。（町村会）
・ 県・市町村へ要請。（給付型奨学金の充実・給食費無料化・専任スクールソーシャルワーカーの設
置）（沖教組）
・ 全県小中学校長会研究大会において、各地区（国頭・中頭・那覇・島尻・宮古・八重山）小中学校の
状況・情報確認等を行っている。（小学校長会、中学校長会）

25

39

20

4

7

予定
件数

令和元年度

・ ひとり親家庭に対する就労支援や金利負担を軽減する等の支援を行った。（金融公庫）
・ 学資の支出が困難で優秀な工業関係学生を対象に10万円の給付型学資支援を実施。（工業連合会）
・ 家庭の経済状況が厳しい児童・生徒へ教職員からのカンパを奨学金として給付。（高教組）
・ 沖縄県の委託を受けて実施する「平成30年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業」を通じて、団
体が実施する子どもの貧困問題に関連する事業を支援した。（文化振興会）
・ 「りゅうちゃん子どもの希望募金」により団体25団体に助成。毎年２名大学生に給付型奨学金（月５
万円、年間60万円）を支給。（琉球新報）

・ RBCiラジオ「応援！18の旅立ち」チャリティキャンペーンにより募金を募り、児童養護施設等から自
立する18歳の子どもたち32名へ総額約370万を贈呈した。（琉球放送）
・ 三井住友ファイナンス＆リースから、リース期間終了後のパソコン300台を寄贈頂き、子供の居場所
５団体に贈呈した。（総合事務局）
・ 汀良学童（那覇市首里在）とともに「わくわくクッキングレストラン」（７月、１月）を開催（コー
プおきなわ）
・ 子どもたちが企画、制作、販売を行う「子ども文化際」を開催し、子どもたちが活躍する場となり自
己肯定感を高め、将来への夢や希望を持てる社会環境を提供した。（エンカレッジ）
・ ｢ひとづくり委員会｣において、専門の大学教員による講演および意見交換を行い、会員へ子どもの貧
困問題への取り組みについて、さらなる意識高揚・啓発を図った。（経済同友会）
・ ニュース番組内において子どもの貧困問題をテーマにした取材ニュースや独自企画の特集を放送。
（琉球放送、沖縄テレビ、琉球朝日放送、日本放送協会）
・ 組合員に対し労金・全労済働く仲間のゆめみらい基金への賛同と呼びかけを行った。（沖教組、高教
組）
・ 組合員に対し沖縄子どもの未来県民会議への寄付やサポーター会員の登録を呼びかけた。（情報通信
関連産業団体連合会、ホテル旅館生活衛生同業組合）

主な取組内容（抜粋）

子どもの貧困問題に対する各団体の取組状況について（総括表）

団体名

る。

沖縄経済同友会

一般社団法人沖縄県
建設産業団体連合会

7

⑵

令和元年度以降の取組

左記支援を継続。

その他ご意見について

子ども食堂など、食事
支援をしている組織で、
外部から食品の受け入れ
を行っているところのリ
ストを県民会議で情報共
有してほしい。当会会員
(主にものづくり）に対
し、賞味期限切迫等の商
品の提供を依頼できる。

通学に必要なバス、モ
ノレールの運賃を支援し
て頂きたい。

⑶

左記継続。

特になし

沖縄県子どもの未来県民会議の取り組みや協力
依頼等について、会員周知を行うなど、今後も継
続して支援を行っていく。
また、当会｢ひとづくり委員会｣において、今年
特になし
度は沖縄県子ども生活福祉部子ども未来政策課の
担当者に、本県の現状や取り組み状況についてご
講演いただき、意見交換を行う予定。

26

当協会会員企業への周知並びに資料の配付等。

沖縄県子どもの未来県民会議の取り組みや協力
依頼等について、会員周知を行った。
また、当会｢ひとづくり委員会｣において、専門
の大学教員による講演および意見交換を行い、子
どもの貧困問題への取り組みについて、さらなる
意識高揚・啓発を図った。

工業関係学生の学資支援を実施。高等学校の工
業関係学科の在学生に対して、心身健全、志操堅
公益社団法人沖縄県
固、学業優秀で、経済的に学資の支出が困難な学
工業連合会
生を対象に学資の一部を支給する。（給付型 10
万円×２名）

6

5

2

子どもの貧困は親の収入不足が原因。本会は、

⑴ 平成30年度の取組について

沖縄県中小企業団体 企業の生産性向上等を目指して、様々な支援事業
左記を継続。
中央会
を実施。企業利益の増大が親の収入増大につなが

Ⅰ 経済関係団体

番号

子どもの貧困問題に対する各団体の取組状況について

沖縄県農業協同組合
中央会

8

⑴

IT連合会を構成する各団体へ子どもの貧困問

県内61団体へ総額270万円相当の食料品を贈呈。
贈呈式は、平成31年２月７日（木）に県庁（謝
花副知事対応）で行われた。

⑴ 平成30年度の取組について

⑵

左記同様に取り組む予定（時期未定）。

令和元年度以降の取組

その他ご意見について

協会加盟の各金融機関において、諸々の支援策

し。

一般社団法人沖縄県
を講じているが、銀行協会としては特段取組な
銀行協会

左記を継続しますが、すでに弊社負担が30年度

特になし

特になし

27

考えております。

沖縄子ども未来カードをお持ちのお客様に対
実績で850万円を超えており、支援が無いままの状
沖縄都市モノレール
18
特になし
株式会社
し、運賃が半額になる割引OKICAを販売している。 況では新たな取り組みどころか、継続も厳しいと

15

特になし

組合員施設に対して、サポーター制度や寄付等
沖縄県ホテル旅館生
活衛生同業組合
の支援金に関する情報提供をした。

13

平成30年度同様の情報提供予定。

子ども未来ジョイントプロジェクト事業におい
引き続き子ども未来ジョイントプロジェクトの
沖縄県中小企業家同
特になし
友会
て、Kukuluと連携して就労支援を行った。
事業を継続

チャリティコンサー
ト、チャリティコンペ、
チャリティスポーツイベ
ント等を開催し、多くの
県民に周知し参加しても
らえるような場所や機会
をつくってもらいたい。

特になし

⑶

12

ターの依頼

平成30年度と同様に周知活動及び寄付金やサ
沖縄県情報通信関連 題の周知
10
産業団体連合会
⑵ IT連合会を構成する各団体へ寄付及びサポー ポーターの依頼を実施する。

団体名

番号

24 沖縄弁護士会

部

22 不動産協会沖縄県支

公益社団法人全日本

令和元年度以降の取組

⑶

その他ご意見について

左記を継続。

特になし

⑴子どもの貧困問題の解消や雇用環境の改善に向
けた事業者の多様な取組を支援するため、令和元
年度に「沖縄ひとり親支援・雇用環境改善貸付利
率特例制度」を創設。
⑵よりきめ細かなひとり親支援が実施できるよ
特になし
う、全支店に「ひとり親支援担当職員」を配置
（本店においては平成29年度から配置）。
⑶沖縄において子どもの貧困対策に携わる関係者
を招き「ひとり親家庭の親の支援に関する意見交
換会」を開催（5/27）。

⑵

特になし

28

⑴ 本年10月に那覇市で開催される九州弁護士会
連合会大会において子どもの貧困をテーマとした
シンポジウムを行う。
特になし
⑵ 同大会の定期総会において子どもの貧困根絶
を目指した決議ないし宣言を行う。

平成30年７月26日（木） 沖縄子どもの未来県民
沖縄子どもの未来県民会議に対し、寄付金の贈
特になし
会議へ寄付金10万円を贈呈。
呈を検討中。

子ども110番、県住宅支援協議会等に参加し、社
公益社団法人沖縄県
宅地建物取引業協会 会的弱者支援に傾注している。

21

⑴ 平成30年度の取組について

20

団体名

⑴ひとり親家庭の就労支援や親の学び直し（就労
に向けたスキルアップ）、ひとり親世帯の支援と
して、金利負担を軽減する等の支援を行った。
⑵平成30年度の融資実績は、以下のとおり。
①ひとり親を雇用する事業者等を対象として
「沖縄ひとり親雇用促進貸付特例制度」・・・38
沖縄振興開発金融公
件、4,068百万円
庫
②ひとり親家庭の親の学び直しを支援するため
の「教育ひとり親利率特例制度」・・・14件、９
百万円
③ひとり親の新規開業を支援する「沖縄創業者
等支援貸付（ひとり親関連）」・・・18件、73百
万円

番号

団体名

29

全県小中学校長会研究大会において、各地区
本問題は、学校教育における喫緊の課題であり
（国頭・中頭・那覇・島尻・宮古・八重山）小中
特になし
ますので、検討していきたいと考えます。
学校の状況・情報確認等を行っています。

沖縄県小学校長会

行っております。

3

当連合会では、講演会や研修会などで子どもの

これからも同じように、講演会や研修会などで
沖縄県市町村教育委
貧困やそれから派生する問題について情報交換を
特になし
員会連合会
勉強、情報交換を行う予定です。

2

Ⅲ 教育関係

左記を今年度も実施。

特に１人親世帯の貧困
の連鎖を断つために、子
育てと学業の両方で高卒
免許取得を目指している
生徒を支援する為、定通
制高校での空き教室を利
用した託児室の設置を他
県に先駆けて、教育委員
会に検討してもらいた
い。

4

⑴ 県・市町村へ給付型奨学金の充実・給食費無
料化・専任のスクールソーシャルワーカーの設置
要請を行った。
⑵ 労金・全労済働く仲間のゆめみらい基金への
賛同と呼びかけを行った。

⑴ 家庭の経済状況が厳しい中で学校生活を頑
張っている児童・生徒へ教職員からのカンパを奨
学金として給付（1991年開始 「高教組就学奨励
会」）。
沖縄県高等学校障害 ⑵ 労金・全労済ゆめ未来基金に出資し、働きな
児学校教職員組合
がら就学中の生徒の子育て支援や資格取得の為の
検定料の補助に協力。
⑶ 「子ども支援ネットワーク会議」の中心メン
バーとして、支援ガイドブック作成や講演会、シ
ンポジウムを実施した。

その他ご意見について

沖縄県教職員組合

⑶

3

令和元年度以降の取組

⑴ 県への提言を関係機関や議員とも連携して取
り組む。
⑵子どもの未来会議に引き続き役員を参画させて
特になし
もらいたい。
⑶労金・全労済働く仲間のゆめみらい基金への参
加推進に取り組む。

⑵

1

⑴ 平成30年度の取組について

「働く仲間のゆめ・みらい基金」を関係団体の
ろうきん、全労済、労福協と共に取り組んでい
る。
「子の貧困支援」の根本的な問題である「親の
左記の「働く仲間のゆめ・みらい基金を継続し
日本労働組合総連合
特になし
会沖縄県連合会
貧困」の改善・解決に向けた支援（就労・生活支 て取り組んで行く。
援等）を基本としつつ、親の貧困に起因する子ど
もの貧困についても支援し、併せて、困難を抱え
る働く仲間の自立支援につなげる。

Ⅱ 労働関係団体

番号

⑵

令和元年度以降の取組

その他ご意見について

特になし

主任児童委員を対象とした研修会を毎年2回、沖
縄県及び沖縄県社会福祉協議会と共催している。
全国民生委員児童委員連合会が主催している
児童委員・主任児童委員の資質向上のため、各
沖縄県民生委員児童
全国主任児童委員研修会や全国児童委員研究協議
特になし
委員協議会
種研修会の開催・派遣・斡旋は継続して行う。
会へ県内の児童委員・主任児童委員の派遣・斡旋
を行った。（全国主任児童委員研修会17名、全国
児童委員研究協議会9名）

2

3

30

本協議会は、「THANKS（サンクス）運動」の推
進団体として、子どもの貧困支援を含めた住民主
体の支え合い活動等の推進に向け、運動を主体的
に展開するとともに、運動の一環として取り組む
「社会的孤立対策モデル事業（5社協実施）」の成
果等の普及啓発を図り、本協議会会員である各市
町村社協での取り組み推進を図った。
沖縄県市町村社会福
祉協議会連絡協議会 1.THANKS（サンクス）運動推進会議への参画
2.地区圏域におけるTHANKS（サンクス）運動推進
助成事業（モデル事業成果の普及に向けた報告会
の開催等／南部・中部）
3.研修・会議等でのモデル事業成果の報告（6回）
4.社会福祉法人の地域における公益的な取組連携
推進会議への参画
5.市町村域の社会福祉法人連絡会への支援

今年度においても、市町村域での「THANKS（サ
ンクス）運動」の推進を柱に、身近な地域での住
民主体の支え合い活動や、公益的な取り組みを含
めた関係機関との連携推進を図り、各市町村社協
の取り組み推進を中心に子どもの居場所や貧困対
策等の活動支援を行う。
1.THANKS（サンクス）運動の推進（推進会議・幹
事会への参画）
2.地区圏域におけるTHANKS（サンクス）運動推進 特になし
助成事業の実施
3.社会的孤立対策モデル事業成果の普及促進
4.地域における公益的な取組の推進（取組指針等
の普及と活動の推進）
5.「沖縄県子どもの居場所ネットワーク事業（県
社協事業）」との連携による取組推進
①子どもの居場所等に対する中間支援活動の推進
支援

沖縄県社会教育委員 当協議会主催の研修会等で募金箱を設置し、募金
前年度と同様の取組を予定している。
連絡協議会
への協力を呼びかけた。

14

Ⅳ 福祉・医療・保健関係団体

⑶

全県小中学校長会研究大会において、各地区
本問題は、学校教育における喫緊の課題であり
（国頭・中頭・那覇・島尻・宮古・八重山）小中
特になし
ますので、検討していきたいと考えます。
学校の状況・情報確認等を行っています。

⑴ 平成30年度の取組について

沖縄県中学校長会

団体名

4

番号

今年度においても、THANKS運動と社会福祉法人
の公益的な取り組みを連動させ、社会福祉施設の
地域住民に対する相談・支援体制の強化を図ると 特になし
ともに、本会会員施設にのぼりを配布し、相談窓
口設置について地域住民に啓発する予定である

子どもの貧困問題や社会的孤立等の福祉・生活
課題に対し、地域における支え合い活動の活性化
や関係機関・団体の連携強化を通し、課題解決を
図ることを目的に、沖縄県社協が中心となって展
沖縄県社会福祉法人
開しているTHANKS（サンクス）運動に本会も参画
経営者協議会
している。昨年度は同県民運動と社会福祉法人の
公益的な取り組みを連動させ、社会福祉施設での
相談窓口設置の促進や相談員に対する相談・援助
技術を学ぶ研修会へ施設職員が参加した。

子どもの貧困問題や社会的孤立等の福祉・生活
課題に対し、地域における支え合い活動の活性化
や関係機関・団体の連携強化を通し、課題解決を
図ることを目的に、沖縄県社協が中心となって展
沖縄県児童養護協議
開しているTHANKS（サンクス）運動に本会も参画
会
している。昨年度は同県民運動と社会福祉法人の
公益的な取り組みを連動させ、社会福祉施設での
相談窓口設置の促進や相談員に対する相談・援助
技術を学ぶ研修会へ施設職員が参加した。

5

6

31

今年度においても、THANKS運動と社会福祉法人
の公益的な取り組みを連動させ、社会福祉施設の
地域住民に対する相談・支援体制の強化を図ると 特になし
ともに、本会会員施設にのぼりを配布し、相談窓
口設置について地域住民に啓発する予定である。

沖縄県保育協議会

4

その他ご意見について

今年度においても、THANKS運動と社会福祉法人
の公益的な取り組みを連動させ、社会福祉施設の
地域住民に対する相談・支援体制の強化を図ると 特になし
ともに、本会会員施設にのぼりを配布し、相談窓
口設置について地域住民に啓発する予定である。

⑶

子どもの貧困問題や社会的孤立等の福祉・生活
課題に対し、地域における支え合い活動の活性化
や関係機関・団体の連携強化を通し、課題解決を
図ることを目的に、沖縄県社協が中心となって展
開しているTHANKS（サンクス）運動に本会も参画
している。昨年度は同県民運動と社会福祉法人の
公益的な取り組みを連動させ、社会福祉施設での
相談窓口設置の促進や相談員に対する相談・援助
技術を学ぶ研修会へ施設職員が参加した。

令和元年度以降の取組

⑵

団体名

⑴ 平成30年度の取組について

番号

⑴ 平成30年度の取組について

当法人の児童養護施設において、生活困窮世帯

① 県より「ひとり親家庭高校生等通学サポート実
証事業」を受託。生活の安定と教育環境の充実を
図ることを目的にひとり親家庭の高校生等を対象
にバス通学費の助成を始めた。1000件を超える世
公益社団法人沖縄県 帯からの申請があり、厳しさが実証されている。
母子寡婦福祉連合会 ② 企業（シティグループ）の協力団体として「子
育て世代のくらしとお金の教室」を開催。経済的
困難に直面する若い子育て世代を中心に生活環境
の改善や問題の解決に必要な情報や知識を提供。

団体名

14 沖縄県小児科医師会

特になし

毎週月・火実施。軽食提供。送迎有り。

令和元年度以降の取組

特になし

左記を継続実施。

① 企業（ローソン）と連携し、当連合会が実施し
ている子どもの居場所に食の提供を行い、子ども
の健やかな成長を支援。さらには、地域のひとり
親世帯にも食糧を提供し、より困窮している世帯
の支援を行う予定。
② 前述の「子育て世代のくらしとお金の教室」を
引き続き開催。今年度は、共催団体として沖縄県
の厳しい現状を踏まえ、内容や回数等より充実を
図る予定。
③ ひとり親世帯を支援する中核団体として、「寡
婦（寡夫）控除」に未婚のひとり親を加えるよう
関係機関とも連携を図り、税改正まで取り組みを
続ける。

⑵

32

社会福祉法人沖縄県 の児童を対象に、学習支援の事業を実施した（宮
10
社会福祉事業団
古島市子どもの居場所運営事業を受託）。

8

番号

その他ご意見について

子どもの貧困は家庭の
貧困が原因でしょうか
ら、そこも含めての対策
が必要と思います。
任意予防接種（おたふ
くかぜ、ロタ、Ｂ型肝炎
（未接種者）など）公費
負担。
医療費助成制度の年齢
を見直し、６歳以上も窓
口負担なしへ

特になし

子どもの貧困解消に向
けては、直接当事者に届
く支援、負担軽減につな
がる支援という観点を中
心に考えてもらいたい。
（前述の高校生交通費の
助成の拡大や、医療費助
成の対象や現物給付への
拡大、給付型奨学金の更
なる拡大等）
また、地域差が生じ
ない支援への取り組みの
必要性を強く感じる。

⑶

その他ご意見について

4

33

ボーイスカウトの活動
は、よりよき社会人とな
⑴ ボースカウト日本連盟の「もったいない寄
るようにつくられている
付」に協力。ともに進もう助成プログラム参加募 青少年健全育成のための
集。
教育活動です。日本連盟
⑵ 年末の赤い羽根共同募金の街頭での奉仕を各 により活動費の助成もあ
団で行う。
ります。子どもの居場所
にも活用できるかと思い
ます。

⑴ 2019年１月27日に実施した第23回友愛ウォー
クラリーにおいて、参加者に友愛基金として協力
いただき、２月に沖縄協働募金会を通じて「りゅ
うちゃん子どもの希望募金」へ\11,480を募金し
一般財団法人日本
ボーイスカウト沖縄 た。
県連盟
⑵ 各団が年末に地域の社協に協力、赤い羽根共
同募金を街頭で行った。
⑶ 日本連盟の「もったいない寄付」（ひとり親
世帯のスカウト活動費の助成）に協力。

特になし

会議等の場で出席者に対し周知を行う。

沖縄県公民館連絡協
特になし
議会

3

Ⅴ その他関係団体

特になし

1. ろうきん 全労済はたらく仲間のゆめ・みらい
基金の運営
2. ジョイントプロジェクトを活用し、NPO法人エ 特になし
ンカレッジやフードバンクと連携して、食と学び
と働くを通した子どもの貧困対策事業を行う。

左記事業のの継続・拡充を実施。

27

⑶

1. ろうきん 全労済はたらく仲間のゆめ・みらい
基金の運営
2. 沖縄県労福協フォーラム「子供の貧困〜ろうき
公益財団法人沖縄県 ん全労済働く仲間のゆめみらい基金で広がる支援
労働者福祉基金協会 の輪」の演題でH30.12.4に 開催
3. ジョイントプロジェクトを活用し、NPO法人エ
ンカレッジやフードバンクと連携して、食と学び
と働くを通した子どもの貧困対策事業を行った。

令和元年度以降の取組

23

⑵

本会が実施している「こども医療助成事業（現
物給付方式）」、「母子及び父子家庭等医療費助
沖縄県国民健康保険
成事業（自動償還方式）」をとおして、市町村が
団体連合会
行っている、貧困世帯が医療機関を受診しやすい
環境の構築を支援した。

⑴ 平成30年度の取組について

15

団体名

本県における子どもの齲蝕罹患（うしょくりか
ん）率が高く、貧困家庭においてとくに顕著であ
る。
本条文基本理念に、「保健指導及び歯科医療を
一般社団法人沖縄県
「沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例」制定
特になし
歯科医師会
受けることのできる環境整備を図ることを旨とし
て行わなければならない」と定められている。そ
のために、県と連携し歯科口腔保健の推進に関す
る施策に協力するよう努めていく。

番号

12

34

⑴ 那覇市社協とともに「収穫体験」企画を実施
⑴ 汀良学童（那覇市首里在）とともに「わくわ （4/4）し、社協の子どもの居場所登録団体の親子
くクッキングレストラン」（７月、１月）を開
が参加。
⑵ 上記居場所に登録している子ども達へ、「米
生活協同組合コープ 催。
特になし
おきなわ
⑵ 組合員からの募金を原資に、県内で児童福祉 づくりスクール」（田植え）企画への参加呼びか
の向上に取り組んでいる16団体へ援助金を支給
け。
（１団体５万円）。
⑶ 「わくわくクッキングレストラン」「ボラン
ティア団体援助金」の継続。

11

その他ご意見について

企業からの助成、個人からの寄付を活用した
“通学合宿”事業を実験的に実施。計7回少人数の
今年度も引き続き通学合宿に取り組んでいきま
NPOももやま子ども食 宿泊を伴う活動を行った。生活実態が見えてきた
特になし
堂
ことは事前に予測していたことでもあったが、そ す
れ以外にも高校受験対応などこどものニーズに合
わせた展開を行うことができた。

⑶

9

令和元年度以降の取組

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
特になし
生に来てほしいという居場所の数が多く、派遣で
きる学生の数とまだ開きがあるので、できるだけ
需要に応えていけるよう努力いたします。

⑵

那覇市とうるま市で子どもの居場所事業を実施
し、各種支援に取り組んだ。また、沖縄県中部地
前年度事業の精査、改善を行い、貧困問題の周
ＮＰＯ法人ちゅらゆ
特になし
い
区での支援員のコーディネーター事業や講演会等 知・改善に取り組む。
幅広く実施した。

⑴ 平成30年度の取組について

7

団体名

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
一般社団法人大学コ
ランティアセンターでは、県内各地にできている
ンソーシアム沖縄
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。

番号

その他ご意見について

35

14

⑶

様々な特性を持つ児童・生徒が安心して通える
学び場が求められています。一人一人の児童・生
徒に寄り添った学習支援が実施できるよう自治
特になし
体・関係機関などと協働して支援を拡充していき
たい。

令和元年度以降の取組

児童・生徒に対する学習支援とその保護者への
養育支援を実施しています。経済的に厳しい環境
であっても子どもたちが未来の選択肢を広げてい
く力を育むこと、そのサポートを目的としていま
特定非営利法人珊瑚 す。学校での授業の補習、定期試験・入試対策に
舎スコーレ
加えてオリジナル授業やさまざまな行事（キャン
プ、学習発表会など）を通して多様な子どもたち
が支え合いながら学んでいます。保護者に対して
の相談窓口や養育に関する情報提供などの子育て
支援にも取り組んでいます。

⑵

13

⑴ 平成30年度の取組について

子ども貧困対策の世論
はとても大きく風向きが
変わっていると感じてお
り、県内に拠点がある企
業への積極的な働きかけ
や、貴会議の取り組みを
アプローチして参画して
もらえる機会が現実的に
⑴「キャリア教育×企業研修」コーディネイト事 なっていると感じていま
業
す。これを機に企業が参
⑵新評価軸による、多様性を認めそれらを成長さ 画しやすい事業スキーム
せる教育指導スキーム確立
及び補助制度が必要だと
⑶高校生フォローアップ生徒の拡充（社会の受け 考えます。
皿への人材供給アプローチ）
また、「高校生」の取
り組みはまだまだ弱いと
感じます。要保護世帯、
準要保護世帯の仕組みの
壁にぶつかっている高校
生への特例措置が必要だ
と考えています。今年度
も何卒よろしくお願い申
し上げます。

団体名

⑴企業大学とのコラボキャリア教育事業
Expedia社と琉球大学観光産業科学部とコラボし
たキャリア教育を実施。目下深刻化する、この貧
困対策への取り組みとして、観光業を業態として
しているExpediaが社を挙げて、観光立県沖縄の子
ども達へ、観光業、特にホテル業界（今回は
Hilton北谷に協力いただいた）で職業体験型の
キャリア教育を実施した。
⑵子ども文化際の開催
子どもたちが企画、制作、販売を行い、ステー
ジではこれまで練習してきた歌やダンス、バンド
NPO法人エンカレッジ
演奏を行った。子どもたちの活躍する場となり成
功体験を積んで、自己肯定感を高め、自分の将来
へ夢や希望を持てる社会環境を提供した。
⑶イングリッシュプログラムの開催
上記①を通して、子どもたちより、英語を含む
海外英語に強く興味を持ったことを背景に、キャ
ンプフォスター所属のボランティア団体と連携協
議のうえ、無償で英会話教育を実施。海外との触
れ合いや、そこから学ぶ、学校の授業の大切さを
教え伝え、経験と自立して学ぶことの重要性を伝
えた。

番号
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番号

⑴ 平成30年度の取組について

⑵

令和元年度以降の取組

36

・幣会が沖縄県の委託を受けて実施する「平成30
年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業」
（補助金型事業）を通じて、以下の団体が実施す
る子どもの貧困問題に関連する事業を支援した。
● 一般社団法人琉球フィルハーモニック「ジュニ
アジャズオーケストラによる子どもの居場所づく
り」事業
音楽を通じて子どもの居場所づくりに取り組
む。当初は文化的貧困の解消をテーマにしていた
が、地域のすべての子どもたちに開かれた場をめ
ざし、地域全体での子どもの健全育成に貢献す
る。
● 株式会社ククルビジョン「映画を通じて異文化
理解を深め沖縄の才能を育てる映画祭〈KIFFO〉長
期運営基盤づくりと、自発的に行動する人を育て
るワークショップ関連事業」
子どもたちが主体となる映画祭及びワーク
公益財団法人沖縄県
ショップ等の開催を通じて、子どもの社会的体験
左記を継続。
文化振興会
の機会づくり等に取り組んでいる。
→本補助事業で直接「子ども国際映画祭in沖縄
〈KIFFO〉」の支援は行っていないが、KIFFOの
ホームページへの情報掲載も可能
● 一般社団法人エーシーオー「わした島こども
アート「シンポジウム『すべての子どもたちのた
めに』の開催」
シンポジウムを開催し、障がいの有無や家庭や
経済的状況に関わらず、県内すべての子どもたち
が文化的な経験を享受できる環境づくりをテーマ
にしたシンポジウムを開催。
● 一般社団法人地域サポートわかさ「移動式屋台
型公民館を活用した地域住民主体の「つどう・ま
なぶ・むすぶ」創造拠点創出事業」
パーラー公民館を通じて、子ども食堂や那覇市
曙小学校等と連携した取り組みを実施している。

団体名

その他ご意見について

学校給食を食育として
位置付けたからには、学
校給食費は無料にするべ
き。
このご時世に子育て環
境にやさしくするポイン
トになる。
学校内のいじめは給食費
無償化で大部分解決でき
ると考える

⑶

1

⑴ 平成30年度の取組について

⑵

令和元年度以降の取組

子ども未来ジョイントプロジェクトに採択さ
れ、NPO法人エンカレッジが行っている那覇高校生
教室において、生徒が放課後教室に来た際に利用
できる食品の提供と、フードバンクの一部食品を
活用し、月に1回調理実習を行っている。他にも
フードバンク関連企業への職場体験や企業の講
フードバンクセカン 話、英語についての講話などさまざまな人材とエ
左記の事業を継続して行う。
ドハーベスト沖縄
ンカレッジに通う高校生をつなぎ、将来の視野を
広げてもらえるような取り組みを行ってきた。
また、沖縄県労働者福祉基金協会の困窮者支
援事業を連携し、子供がいる世帯を中心とした個
人世帯826世帯、延べ2265人に2～3日分の食品提供
を行った。

団体名

37

①団体支援
２団体に計９０万円給付
②入学応援給付金 ・小学校入学予定者２９４人
株式会社沖縄タイム （各３万円、計８８２万円） ・中学校入学予定 ①団体支援
ス社
者３３６人（各４万円、計１３４４万円） ・高 ②入学応援給付金（定員は未定）
校入学予定者２１４人（各５万円、計１０７０万
円）

Ⅵ 報道関係団体

19

番号

その他ご意見について

特になし

ジョイントプロジェク
トで採択されたことで、
フードバンク活動の幅が
広がり、食品の寄付も大
幅に増えた。まもなく食
品ロス法案が可決され、
フードバンクの活動自体
への支援も盛り込まれて
はいるものの施行の目処
はなく、ジョイントが終
わる来年以降、続けてき
た活動が縮小してしまう
ことが懸念されます。ま
た、事務所が食品寄付の
増加に伴い、倉庫のキャ
パが不足している状況が
続き、整理にも苦慮して
います。法案の見通しが
つくまででも、フードバ
ンクへ支援を考えていた
だけますようよろしくお
願いいたします。

⑶

⑴ 平成30年度の取組について

夕方のニュース情報番組「おきなわＨＯＴｅｙ
ｅ」で、子どもの貧困に関連する統計報告や事
件、貧困が就学や進学にも暗い影を落としている
実態などを伝え、その原因や今後への課題を考え
日本放送協会沖縄放
た。
送局
金曜夜の県域番組「沖縄金曜クルーズ」では、
社会的経済的に孤立する１０代の母を取り上げ、
貧困や育児放棄の連鎖を考えるなど、子どもの貧
困問題に潜む根深く深刻な実態を掘り下げた。

5

6

沖縄テレビ放送株式
会社

4

令和元年度以降の取組

⑶

その他ご意見について

特になし

特になし

貧困率が高い沖縄にあって、子どもの貧困は今後
も継続して伝えていくべき大きなテーマの一つと
考えている。子どもの貧困は、教育の機会の喪失
やいじめ、心の病、将来親になった時の子への連 特になし
鎖など、様々な問題に派生していく可能性をはら
んでいる。今年度以降も、ニュースと番組両面
で、多角的に伝え掘り下げていく。

特になし

⑴ニュースで県内団体の取組を紹介
⑵18の旅立ちキャンペーンの継続。
⑶「プロ野球公式戦」など社主催イベントのチ
ケット贈呈。

今年度も引き続き、「りゅうちゃん子どもの希
望募金」と給付型奨学金制度を通して、子どもの
貧困問題に取り組みます。また、新聞紙面を通し 特になし
て子どもの貧困問題を県民に知らせ、啓発を図っ
ていきたいと考えます。

⑵

取材ニュースや独自企画の特集を放送。

38

番組を通した周知広報をはじめ、ニュースでの
琉球朝日放送株式会
番組内において子どもの貧困問題をテーマにした
特になし
社
取り上げや取材など。

毎週放送される昼のニュースや夕方のニュース

みんなのニュースおきコアにて放送。

琉球放送株式会社

⑴夕方ニュース「THE NEWS」の中で未来への道し
るべと題したレポート企画の中で、子ども食堂や
子どもの居場所対策等を取り上げた。
⑵RBCiラジオ「応援！18の旅立ち」チャリティ
キャンペーン。児童養護施設・里親家庭から自立
する18歳の子どもたちへ放送を通じて募金をつの
り、32名へ総額370万余りを贈呈した。

2016年から県共同募金会と連携して実施してい
る「りゅうちゃん子どもの希望募金」で2018は666
万円を民間団体25団体に助成した。また、同年に
株式会社琉球新報社
創設した給付型奨学金制度では、毎年２人の大学
生を奨学生に認定し、月５万円、年間60万円を奨
学金として支給している。

団体名

3

2

番号

団体名

6

2

1

⑴ 平成30年度の取組について

沖縄県町村会

令和元年度以降の取組

⑶

その他ご意見について

町村の要望があれば検討。

特になし

左記事業を、県、市町村、関係団体等との連携を
特になし
強化し、引き続き積極的に実施していく。

三井住友ファイナンス＆リースから寄贈頂いた
中古パソコンを、県内の９６団体に対し、随時配
付する予定としている。また、プロジェクトチー
ムを中心に、子供の貧困対策の実施現場への訪
特になし
問、関係者との意見交換等を通じ、内閣府沖縄振
興局とも連携して、問題解決に向けた取組を推進
していくこととしている。

⑵

39

子どもの貧困対策については、次期沖縄振興計
画においても重点的に取り組むべき政策であると
して、平成31年度沖縄振興拡大会議において県市
長会、町村会の共通議題として提案を行い、県及
び市町村長が意見交換をとおして課題の共有を
図った。

平成３０年１月に当局に、「沖縄子供の貧困対
策等プロジェクトチーム」を発足させ、以降、子
供の居場所の訪問や自治体担当者や市町村の対策
支援員との意見交換会等を実施している。
平成３０年６月には、子供の貧困問題の解決に
向けた各機関における取組事例や、その中で見え
てきた課題を共有することを目的とした、「沖縄
子供の貧困緊急対策事業シンポジウム～見えてき
たソリューションと一層の連携に向けて～（於：
内閣府沖縄総合事務
沖縄県立博物館・美術館３階講堂）」を開催、平
局
成３０年９月には、沖縄市に若年妊産婦の居場所
が開所された記念として、「若年妊婦居場所開所
記念講演会（於：沖縄市市民会館中ホール）」を
沖縄市と共催した。
また、居場所の子供たちにIT に触れる機会を提
供するため、リース期間満了後の中古パソコンを
三井住友ファイナンス＆リースから３００台寄贈
頂き、平成３１年３月に子供の居場所を運営する
５団体に対し、パソコンの贈呈式を行った。
沖縄労働局においては、子どもの貧困は親の収
入が大きな要因であるという認識のもと、親自身
の雇用の安定及び生活基盤向上を図ることとし、
親に対する就職支援を積極的に実施していくこと
厚生労働省沖縄労働 により、子どもの貧困問題の解決に向け積極的に
局
取り組んでいる。
①「生活保護受給者等就労自立促進事業」による
生活困窮者等への就労支援。
②「パパ・ママお仕事応援キャンペーン」による
ひとり親に対する就職支援。

Ⅶ 国・県・市町村等

番号

