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本書は、沖縄の「子どもの貧困」の解決に向けて
立ち上がった本気の大人たちの活動記録です。職場・ご家庭へ

本用紙に必要事項を記入いただき、
お近くのろうきんまでご提出ください。

■口座振替手数料はろうきんが負担します。

ろうきんにて、ご希望の金額・期間の登録をします。

通帳でご寄付内容をご確認ください。
通帳には「ユメ  ミライキキン」と印字されます。

■領収書の発行は控えさせていただいております。

ご辞退・（ご変更）は1ヶ月前にお届けください。

「ろうきん 全労済 働く仲間のゆめ・みらい基金」定額自動寄付申込書

預金口座振替依頼書 沖縄県労働金庫　　御中
20　　 年　　　月　　　日

寄付金（自動会計）

「 ろうきん　全労済　働く仲間のゆめ・みらい基金」に関するお問い合わせ先 

定
規
替
振
座
口
金
預

公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会（基金運営事務局）　〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-15-10 ３階　TEL：098-865-5001　FAX：098-865-5002

収納企業（団体）名

預金者名

金融機関名 労働金庫沖縄県 支店  ・  出張所

（不備返却事由）
1.預金取引なし 3.印鑑相違
2.記載事項等相違 4.その他
店名、預金種目、
口座番号、口座名義
（備考）

金融機関コード 2 9 9 7
預金種目 1.　普通（総合） 口座番号

支店コード

振替日 ・ 払込日 25日（金融機関休業日は、翌営業日）

金融機関届出印 欄
用
使
関
機
融
金

法人の場合はお届けの
とおりの代表者名も記入

（公財）沖縄県労働者福祉基金協会

基金運営に係る経費を削減し、寄付金を最大限支援に活用す
るため、領収書の発行は控えさせていただいております。確定
申告等に使用するため、領収書をご希望の方は、通信欄にそ
の旨をご記入ください。
※なお、ご希望された方の領収書については、毎年２月に前年
１年分を取りまとめ、送付させていただきます。

お申込みいただいた内容にもとづき、ご希望の寄付金額の登録を行います。
事務手続きのため、開始まで約１か月程度かかることがあります。

お客さまの口座から、口座振替を開始します。
お申込みいただいた内容で、ご寄付を開始します。振替日は25日です。25日
がろうきんの休業日の場合は翌営業日になります。

■金額について
金額設定は１回につき50円以上、50円単位でお願いします。
寄付を終了する場合（ご辞退）は、窓口まで届出をお願いいたします。
基金の継続的な運営支援にご協力いただき、心より感謝申し上げます。

ご辞退や金額変更等は、届出をいただいてからろうきんの引
落しが中止（変更）になるまで1ヶ月ほどかかります。お早めに
お届けいただきますよう、お願いいたします。

１．私が口座振替を依頼した表記の取扱いについては、私の指定預金口座から以下のとおり引落しのうえお支払ください。
２．指定預金口座の残高が支払日において請求書または表記の記載金額に満たないときは、私に通知することなく請求書の返却、
　振替の中止が行われてもさしつかえありません。
３．引落しにあたっては、預金規定または当座勘定規定にかかわらず通帳および普通預金払戻請求書の提出または小切手の振出はいたしません。
４．私の指定預金口座からの引落しにあたっては、貴金庫所定の順位で引落してください。
５．貴金庫の都合により、振替日に指定預金口座から引落しできなかったときは、この日以外の日に引落し振替えても異議ありません。
６．この預金口座振替契約を解約するときは、貴金庫所定の書面によりお届けします。なお、この届出がないまま、私が指定預金口座を解約した場合、
　また長期にわたり引落し請求がない場合、その他、貴金庫が必要と認めたときは、私に通知することなくこの契約を解除されても異議ありません。
７．この取扱いについて、かりに紛議が生じても、貴金庫には迷惑をかけません。
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名
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郵便番号 ー

ご寄付月

1
通信欄（確定申告等に使用するため、「領収書」をご希望の方は、その旨ご記入ください。また、お申込みのきっかけや動機などについてもお聞かせください。）

毎月
十万 万 千 百 十 円 十万百万 万 千 百 十 円

1回ごとのお引落金額
（50円以上、50円単位） お引落回数

× 年12回 =

年間ご寄付金額
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振替先名称 振替金額 備　考 自振コード

47420028ろうきん 全労済
働く仲間のゆめ・みらい基金

定額自動寄付申込書
のとおり

新規
変更
解約

本依頼書のとおり、私名義の指定預金口座から口座振替の方法により支払うこととしたいので、下記規定を確認のうえ依頼します。
今般、都合により本依頼書のとおり変更しますのでお届けします。
今般、都合により本依頼書のとおり解約しますのでお届けします。

検印 印鑑照合 受付印

検印 精査印 取扱者印

（本部）

2018年6月現在

ゆ み 基金

子どもは私たちの夢・未
来

2018年7月／基金運営事務局　公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会発行

（この用紙は、コピーしてご利用いただくことも可能です。）

（CIF:                   　　　　　　　　　    ）



沖縄の子どもたちの、夢と未来へ沖縄の子どもたちの、夢と未来へ

子どもたちの、今子どもたちの、今

働く仲間の、今働く仲間の、今

子どもたちのために、 私たち大人、 働く仲間になにができるのか?

親（世帯）の収入の安定化へ

資格を持つことによる
希望職種（夢）への就職支援

社会に羽ばたく際の公的支援が
及ばない部分のサポートなど

養育する子がいる世帯の親などへの
就学・就労支援および生活支援等

職業資格取得等にチャレンジする就学生
（職業高校等の高校生）への支援

児童園等福祉施設退所者への自立支援

感謝をこめて

ゆめ・みらい基金 沖縄から九州・全国に！ 運動の成果と着実な前進と広がりを！

2016年10月に創設された「ろうきん働く仲間のゆめ・
みらい基金」は、ろうきん設立の原点である「働く仲間の助
け合い」、「相互扶助の精神」に基づいて地域の課題解決
をめざしてきました。
自力では解決できず、公的支援にも対象外となってい

た方々や公的支援では十分ではない方に対し、皆さんの
気持ちのこもった共助の基金を活用し、各機関と連携し
て支援し、成果を得ることができました。沖縄労金からス
タートしたこの運動に、今年度からは全労済も参加してく
ださることになりました。今後、九州各県、そして全国各都
道府県へ広がることを期待したいと思います。
子どもの貧困とその根本的要因である親の貧困を解

消し、子どもたちが未来に向けて夢と希望を持てる社会
づくりに向け、全ての働く仲間と労働組合、労働者福祉団
体が連帯して取り組んでいきましょう。

公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会
理事長　大城 紀夫

連合は、「働くこと」に最も重要な価値を置き、自立と支
え合いを基礎に誰もが公正な労働条件のもとで多様な
働き方を通じて社会に参加することを目指し、「働くことを
軸とする安心社会」の実現に向け、働く人の視点に立った
「５つの安心の架け橋」〔①働くかたちを変える橋、②教育
と働くことをつなぐ橋、③失業から就業へつなぐ橋、④家
族と働くことをつなぐ橋、⑤生涯現役社会を作る橋〕を対
象領域として活動の基本ベースにしています。
連合沖縄は、その活動の一つとして「ろうきん　全労済

　働く仲間のゆめ・みらい基金」の取り組みが、組合員一
人ひとりの「支え合い・助け合い運動」の推進につながる
きっかけになればと思っています。
また、毎月の機関会議では「ゆめ・みらい基金」の取り組

み状況について各構成組織と共有化を図るとともに、連
合沖縄車両に宣伝ラッピングを施し、県民へ周知活動を
展開しています。

連合沖縄
会長　大城 紀夫

万人は一人のために　一人は万人のために 「共感と参画」で運動のさらなる前進を！

全労済運動は「万人は一人のために　一人は万人の
ために」を基本的な精神として、地域の生活者を含む働く
仲間とともに労働者自主福祉運動を広めていくことにあ
ります。
この自主福祉運動を広めていくことが、沖縄県内の働く
仲間が生涯安心して暮らし、働き甲斐のある労働環境の
確立を目指す「ディーセント・ワーク」の実現や社会的な孤
立や困難を抱えている人 に々対して社会参加の機会を開
いていく「包摂的な社会」の構築に繋がるものだと思います。
現在、労働者自主福祉運動の一つとして沖縄県内の労

働者福祉事業団体が中心となり取り組んでいます「働く
仲間のゆめ・みらい基金」の活動は、共助の立場で大きな
成果をあげています。
全労済沖縄推進本部は創立50周年を4年後に控えて

いることから、全労済の共済推進チャネル（地域・職域・代
理店等）の利用者をとおした「助け合いの輪」をさらに広め
ながら「働く仲間のゆめ・みらい基金」を継続的な取り組
みをおこない、全労済の理念である「みんなでたすけあい、
豊かで安心できる社会づくり」の実現に向けて支援してい
きます。

　全労済沖縄推進本部
本部長　大庭 雄一

沖縄の深刻な地域課題である「子どもの貧困問題」の
改善に向けスタートした本基金が、着実に共感の輪を広
げ、いくつもの実を結んでいることについて、協力いただい
た皆様に感謝と敬意を表します。子どもたちが将来の選
択肢を拡げ未来に「夢」を描くことを可能にする社会の実
現は、今を担う私たちの責務であると考えます。基金事務
局に寄せられた「感謝のメッセージ」に目を通す都度、小さ
な力を寄せ集めれば、想像以上の成果を生み出せること
に気付かされています。私たち＜ろうきん＞は、福祉金融
機関として働く人の生活応援に全力で取り組む中から
「素晴らしき共助の輪」をさらに大きく広げることで基金の
目標達成に寄与していく所存です。各地区推進委員会や
会員、構成員の皆様には、引き続きお力添えをお願い申し
上げます。基金で咲いた笑顔は団結力の証です。これから
も自信をもって運動を進めてまいりましょう！

沖縄県労働金庫
理事長　高良 恵一

沖縄県は「子どもの貧困率」が全国と比べて非常に高いということは周知のこととなっていますが、その
他にも、小学校の不登校児童数※（児童千人あたり）、高等学校の不登校生徒数※（生徒千人あたり）が全
国で最も多いという状況や、高等学校の中途退学率※も全国で最も高い割合となっています。また、大学等
進学率（2017年３月）も全国で最も低く、子どもたちの教育や生活を取り巻く厳しい環境が統計指標等に
も現れています。 ※2016年度

「子どもの貧困」の背景には、全国一低い県民所得や最低賃金、４割を超える非正規雇用比率など、労
働者を取り巻く厳しい現実があります。「子どもの貧困」の解消には、労働世代である「親」の経済・生活
基盤を安定させるための、「働く」につながる支援の取り組みが必要です。

ろうきんは、会員団体、そして県内の各労働団体と共に「ろうきん　働く仲間のゆめ・みらい基金」を
創設し、「貧困の連鎖」を断ち、子どもたちの夢と未来を支える取り組みを始めました。

〈ろうきん　全労済　働く仲間のゆめ・みらい基金〉
この基金は、沖縄ろうきんが50周年を迎えた2016年に「困難を抱える働く仲間と、その大切な人に寄

り添うことは、労働運動・ろうきん運動の原点」として、会員団体と県内各労働団体・協同組合組織などの
チカラを結集し、創設した基金です。
2018年４月から、「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」を理念に掲げる全労済沖縄

推進本部の共感と協力をいただき、さらなる支援の輪を広げるため、名称を「ろうきん　全労済　働く
仲間のゆめ・みらい基金」に変更し全県的な運動をめざし取り組みを進めています。

基金による支援の柱
「子どもの貧困＝親の貧困」の改善、解決に向け、以下の「働く」につなげる支援に取り組んでいます。
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に気付かされています。私たち＜ろうきん＞は、福祉金融
機関として働く人の生活応援に全力で取り組む中から
「素晴らしき共助の輪」をさらに大きく広げることで基金の
目標達成に寄与していく所存です。各地区推進委員会や
会員、構成員の皆様には、引き続きお力添えをお願い申し
上げます。基金で咲いた笑顔は団結力の証です。これから
も自信をもって運動を進めてまいりましょう！

沖縄県労働金庫
理事長　高良 恵一

沖縄県は「子どもの貧困率」が全国と比べて非常に高いということは周知のこととなっていますが、その
他にも、小学校の不登校児童数※（児童千人あたり）、高等学校の不登校生徒数※（生徒千人あたり）が全
国で最も多いという状況や、高等学校の中途退学率※も全国で最も高い割合となっています。また、大学等
進学率（2017年３月）も全国で最も低く、子どもたちの教育や生活を取り巻く厳しい環境が統計指標等に
も現れています。 ※2016年度

「子どもの貧困」の背景には、全国一低い県民所得や最低賃金、４割を超える非正規雇用比率など、労
働者を取り巻く厳しい現実があります。「子どもの貧困」の解消には、労働世代である「親」の経済・生活
基盤を安定させるための、「働く」につながる支援の取り組みが必要です。

ろうきんは、会員団体、そして県内の各労働団体と共に「ろうきん　働く仲間のゆめ・みらい基金」を
創設し、「貧困の連鎖」を断ち、子どもたちの夢と未来を支える取り組みを始めました。

〈ろうきん　全労済　働く仲間のゆめ・みらい基金〉
この基金は、沖縄ろうきんが50周年を迎えた2016年に「困難を抱える働く仲間と、その大切な人に寄

り添うことは、労働運動・ろうきん運動の原点」として、会員団体と県内各労働団体・協同組合組織などの
チカラを結集し、創設した基金です。
2018年４月から、「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」を理念に掲げる全労済沖縄

推進本部の共感と協力をいただき、さらなる支援の輪を広げるため、名称を「ろうきん　全労済　働く
仲間のゆめ・みらい基金」に変更し全県的な運動をめざし取り組みを進めています。

基金による支援の柱
「子どもの貧困＝親の貧困」の改善、解決に向け、以下の「働く」につなげる支援に取り組んでいます。
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申請時の状況
●通信制高校にて勉学に励み、卒業後の就職目指して現在就職活動中
●夫は日曜日のみ休暇（現在スクーリング時に1日中面倒を見てもらっているが、疲弊している状態）
●夫の実家は近いが両親ともに在職中。日曜日も勤務しているため、預けることが困難

その後 ●子ども預かり支援を行ったことで世帯負担の軽減と高卒資格取得の後押しとなり卒業となる
●卒業後、就職決定し現在も就労中

スクーリング時の一時預かり支援、高教組との連携スクーリング時の一時預かり支援、高教組との連携事例1 就学と仕事の両立支援

申請時の状況

●生徒らの状況（一部）
●合格する学力があるが受験費用が家計負担になる事から受験を躊躇している生徒
●アルバイト収入を家計に入れて勉学に励んでいる生徒
●専門学校進学を希望し、その費用をアルバイトを貯金しながら勉学に励んでいる生徒
●沖縄本島でしか受験できない試験のため、受験費用と渡航費が負担となっている離島の生徒

先生方からの声
●本基金は社会の相互扶助、助け合いの精神で成り立っており、生徒が社会に出る前に
信頼できる大人のサポートに触れさせたい
●本基金を活用して、助け合いの精神を伝えて学習支援をしていきたい

高教組との連携高教組との連携事例2 職業高校における資格試験受験費用

申請時の状況
●夫婦・子3人の5人世帯
●夫はパート就労、妻は育休中（復職希望）のため、世帯収入が減り生活苦
●妻は復職するため認可保育園へ申込するも入園できず、高額な無認可保育園へ預ける必要が出てき
たが金銭面で準備できない状況

その後
●入園にかかる費用を支援した結果、保育園へ入園でき妻は復職となり世帯収入が増えた
●安定的な生計が立てられたことで子どもたちの健全な成育に繋がっている
●夫は働きながら収入増に向けて転職支援を受けている

保育入園料支援保育入園料支援事例3 子育てと仕事の両立支援①

申請時の状況

●夫婦・子5人の7人世帯
●世帯収入は夫のみで家賃や給食費等の滞納があったが、家計相談支援事業の支援により家計改善へ
向かい解消した
●妻は就労支援の結果、パートでの就労が決定したが0歳児の認可保育園への入所が翌月からとなり、
就職開始の月は預ける事ができず働きたくても働けない状況
●入園までの1ヶ月間ファミリーサポートセンター利用を考えるも高額（10万円程度）のため、基金による
支援を行なう

その後
●ファミリーサポートセンター利用に伴い、非課税世帯への公的支援と自己負担、不足
分をゆめ・みらい基金で支援し保育園への入園することができ、妻は就職ができた
●公的制度と社会資源に加え、共助の思いが募った当基金の活用により生活安定を
はかることができた

役場、生活困窮者自立相談支援機関、ファミリーサポートセンターとの連携役場、生活困窮者自立相談支援機関、ファミリーサポートセンターとの連携事例4 子育てと仕事の両立支援②

申請時の状況

●父子世帯
●それに伴い子の送り迎えを考慮し職場を退職するもその後すぐには適職が見つからなく収入が途絶え
負債を抱える
●現在は就労中だが再就職後、交通事故、入院と出費が重なり保育料・学童費用の不払いが続くことに
なり滞納している状況
●ぎりぎり課税世帯となっており、負担軽減の為に父子世帯学童費用補助事業や就学援助、その他助成
事業に申請するも、すべて非認定となっている
●学童が利用し続けられるよう支援していくことが求められるが、滞納していることで利用できなくなった
場合、本人の仕事と送迎時間が合わなくなる等の影響が出る

その後
●学童を継続して利用できている
●低収入ではあるが安定している
●家計管理に問題を抱えていたため、基金で支援と家計相談支援による家計管理の組み合わせによっ
て改善されつつあり、家計を見直したことから滞納の返済をすすめている状況

学童・保育料支援、家計支援学童・保育料支援、家計支援事例5 子育てと仕事の両立支援③

申請時の状況

●母子世帯、子2人の3人世帯
●正社員として就労中だが、病気が発覚し手術・入院を要するため休職となる
●1ヶ月後には職場復帰するも、1ヶ月ほぼ毎日通院治療が必要となる
●手術、入院費に加え毎日の治療費が負担となり家計を圧迫している状況
●医療費負担による生活費の不足分の支援が必要である
●食料についてはフードバンクを活用し、その他の生活費については基金を活用し支援を行なう

その後 ●現在の仕事は内容もやりがいがあると勤続を希望しており、また、生活のために仕事をしなければとい
う強い想いで治療しながら就労している

復職に向けた支援復職に向けた支援事例6 生活安定化支援①

申請時の状況
●母子世帯、子3人の4人世帯
●子の病気の看病のため仕事を欠勤する日が続き、減給となったため生活困窮となる
●一時的な収入減と子の入学準備（制服、体育着等）が重なってしまい費用が準備できない状況

その後 ●制服購入ができ、子も毎日楽しそう元気に学校に通っている
●母親も入学準備ができたことに安心し、基金があることに感謝している

入学に掛かる制服代等購入入学に掛かる制服代等購入事例8 子どもへの支援

申請時の状況

●母子世帯　子2人の3人世帯
●体調不良もあるなか派遣社員として重労働も惜しまず勤務していたが、契約更新の際に待機状態が続
いたため転職活動を行い、最近就職したばかりで生活費が不足している状況
●子どもの部活動維持費(シューズ、部着等）や派遣費などが掛かったが生活をきりつめて工面し、子ども
の夢を応援してきた
●フードバンクを活用し、家計の軽減を図る
●子については支援機関で開催している無料塾で週3回の学習支援を行う

その後
●仕事に励んでおり生活は安定しきている
●支援員より「ゆめ・みらい基金」のおかげで、本人も家族も笑顔で前向きに生活が
できているとのお声をいただいた

給与までのつなぎ支援給与までのつなぎ支援事例7 生活安定化支援②

基金活用による支援取り組み事例基金活用による支援取り組み事例

失業
から就業へつなぐ

教育
と働くをつなぐ

家族
と働くをつなぐ
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その後 ●制服購入ができ、子も毎日楽しそう元気に学校に通っている
●母親も入学準備ができたことに安心し、基金があることに感謝している
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●体調不良もあるなか派遣社員として重労働も惜しまず勤務していたが、契約更新の際に待機状態が続
いたため転職活動を行い、最近就職したばかりで生活費が不足している状況
●子どもの部活動維持費(シューズ、部着等）や派遣費などが掛かったが生活をきりつめて工面し、子ども
の夢を応援してきた
●フードバンクを活用し、家計の軽減を図る
●子については支援機関で開催している無料塾で週3回の学習支援を行う

その後
●仕事に励んでおり生活は安定しきている
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基金活用による支援取り組み事例基金活用による支援取り組み事例

失業
から就業へつなぐ

教育
と働くをつなぐ

家族
と働くをつなぐ

3



0 5 10 15 20 25

「ろうきん　全労済　働く仲間のゆめ・みらい基金」 組織的支援機関※向け
アンケートより皆さまからの声（一部抜粋）

２．改善したと回答した方へ　どのような状況でしょうか？（複数回答可）

３．改善していないと回答した方へ（現状や支援状況）

①就職して生活が安定している

②増収している

③就職しているがまだ厳しい状況

④就職活動中

⑤資格を取得した

⑥子が進学し通学中

⑦その他 22

2

2

5

5

2

14

【⑦その他】と回答した方たちの状況
◆医療検査の見込みができた
◆放射線治療を終え定期通院中。一旦職場復帰をしたが、
残業などの負担の多い事業所だった為、最近条件の良い
所へ転職している
◆子どもを預かってもらう場所がなく学校に通えなかった
状況が、基金を活用することで無事通うことができ、卒業
することができた
◆基金を活用し預かり支援を受ける事で、夫婦ともに高校
に通え、勉強する時間も増え、とても感謝している

◆仕事をしながら高校（通信制）に通い、子どもを無認可に
預けていたが、今回基金を活用することで経済的にも改
善した。また、今回預かり支援を行ってくれたＮＰＯ団体
に安心して預けることができ、学業に集中することができ
た

◆通学の際に子どもを預かってもらったことにより、順調に
単位が取れ、残り半年で卒業できそうな状況となってい
る

◆病院受診や障がい年金受給手続きが行えた。体調も良く
なった

◆夫と離婚し、実家にて生活している。子供は本人が引き
とっており、母子世帯となっている

活用した方たちの声
【生活安定】
◆一番どん底の最悪だった頃から立ち直れそうになってい
る。基金がなかったら小学１年生の子と車で暮らす予定
だった。
◆家賃も支払うことができ、アパート強制退去にならずにす
んだ。自分も人の役にたてるようにがんばりたいと思う。

【仕事と子育ての両立】
◆ゆめみらい基金を活用できたことで、子どもを預けること
ができ安心して仕事に行くことができた。
◆おかげさまで、学童にも行きやすくなりました。本当にあ
りがとうございます。

【就学と子育ての両立】
◆基金のことを知らず、学校の先生に教えてもらい卒業する
ことができた。自分のように困っている方が多くいると思
うので、これからも基金を続けていってほしい。

◆預かり支援では子どもが始めは離れるか不安があったが、
とてもよい環境に預けることができた。このような環境を
提供してもらい、とても感謝しています。

◆感謝です。子供にとっても私にとっても、基金やＮＰＯ団
体のサポートで預かり、学業に専念できました。若年出産
が多いと言われる沖縄でこの基金の活用することで助か
る方はたくさんいると思います。もっと広く知ってもらえれ
ばと思います。

◆日曜日に高校に通っているが（通信）、預かってもらえる
場所がなく、今回基金を活用し、ささえ愛※にサポートして
もらったことで、学校に通えるようになった。

　※ささえ愛＝NPO法人

◆現在は日中アルバイトとしてカラオケ店で働いている。6
年ほど働いている所ではあるが、卒業後は土、日、祝日休
みの会社へ転職したいと考えている。卒業に向けて、学校
の先生やハローワークなどで相談をして今後の仕事を決
めたい。

◆通学に2～3時間かかるため、以前は学校のある日は子ど
も達を家においていたことで不安定であった。ゆめ・みら
い基金を支給していただき、通学時の車中での時間や、学
校が早く終った時など、子ども達と過ごす時間が増えたこ
とにより子ども達も安定したと感じている。

【子どもへの支援】
◆治療に専念する為にアルバイトをやめたので収入が無く
なり通学が難しくなった。だけど、ゆめみらい基金を活用
することで、高校を無事卒業することができたので良かっ
た。

◆制服など子供の費用がかかったのと、自分が体調を崩し
て収入が落ち込んだタイミングが重なって大変だったけど、
基金の活用で本当に助かりました。

【病院受診】
◆とても助かった。離島の医療機関での精密検査が出来な
い状況で、渡航費・残された兄弟の対応などが不安でど
うしていいかわからなかった。受診出来て安心しました。

◆娘の体調不良、離職に続いて自身の乳がん発覚、治療代、
生活費と不安を抱えていた。生活保護も視野に入れたが、
働きたいという気持ちが強く、どうにか厳しい時期を乗り
越え、娘も１２月より就職。主も患部の痛みも少しずつ和
らぎ、条件の良い所へ就職できたと喜んでいた。（就職先
は娘と同じ放課後デイだが、時給も千円で融通がきき、娘
と協力して仕事ができると話していた。）

【パソコン貸出】
◆自宅にパソコンがないためセミナー受講しても継続して学
ぶことが出来なかったが、最大２週間の貸し出しを活用
できて本当によかった。ＰＣを借りる事で意欲があがり、
もっと学びたいという気持ちになった。就活のモチベー
ションも上がった。履歴書作成で借りた。子供が小さい為、
他での作成は限界があった為、使用できて本当に良かっ
た。

【その他】
◆どうしたらいいのかわからず、困っていたがこういう制度
があり、とても助かった。知らない人も多くいると思う。

◆自分の生活が落ち着いたらゆめみらいの基金に協力する
側にまわりたいと話していた。

◆申し訳ないけど、助かりました。ありがとうございました。

支援機関からの声
◆担当職員の迅速な対応にとても感謝しています。今後も
離島だから不利な状況に置かれている方を少しでも支援
できればと考えております。今後も相談して活用できれば
と思います。

◆長期にわたり様々な支援機関が関わっているが、根本的
な世帯の改善には繋がってない世帯であった。今回ゆめ
みらい基金を活用することによって、なかなか会う事の出
来なかった母親と接点をもてたことは、今後のアプローチ
の仕方を再検討する機会となった。

◆脳動脈瘤もあり、自身の体調には多くの不安もあるはず
だが、まだ８歳の次男と６歳の三男もいるので生活の為、
いつも懸命に頑張っている。治療と生活の不安も大き
かったと思われるが、ゆめ・みらい基金の活用によって、
経済的に支援でき、ストレスも軽減できたと思う。２月に
転職の報告に来所した際は表情も明るく、生活の見通し
が少し出てきたようで安心した様子だった。

◆前職が多忙の為昨年８月頃には体調を崩し、金銭面の不
安から運転免許の教習も進んでいなかった。ゆめ・みらい
基金活用と生活困窮者自立相談支援機関で関わるように
なり、だいぶ就職に対しても前向きになり、希望する職業
（放課後デイ）は運転免許が必要と知り、頑張って取得。
母の体調が落ち着いた事もあり、主も安心して就労・生活
できるようになってきた。

◆当機関では、ＰＣ貸し出しで活用しました。今年度ワープ
ロセミナーを開催し、資格取得まで対応した為、受講生の
方々が引き続き家でも練習できたことで、スキルが上がっ
たのはもちろんですが、自信がついてくる⇒モチベーショ
ンアップ⇒次に向う意欲と変化が表情、気持ち、行動と変
わったことがとても良かったです。基金活用の効果を大変
感じました。

◆個別的、迅速、柔軟に対応が出来て良かった/個別支援が
出来る事で細やかなフィードバックが行え、本人のモチ
ベーションを上げる事ができた/支援の幅が広がった/本
人のスキルの確認ができた/本人の意欲喚起のツールとし
て活用でき、ステップアップ支援に繋がっている/求職期
間中の本人に金銭的な負担なく活用してもらえるところが
良い。

◆その他の支援へつなげることを条件に基金を申請するよ
うな、調整の材料としても活用させてもらっている。

◆経済的に困窮している方の相談が多い中で、基金を活用
することで、世帯と深く関わるきっかけとなる為、助かって
いる。

◆生活保護の申請を検討している方だったが、「申請せずに
生活できるなら頑張りたい」という思いがあり、本人の思
いに添った支援として、基金を活用する事ができた。

１．活用前後で自立に向けて改善しましたか？

①改善した　＝　43 ②改善していない　＝　1 ③その他　＝　1 計　＝　45

① 就職して生活が安定している
② 増収している
③ 就職しているがまだ厳しい状況
④ 就職活動中
⑤ 資格を取得した
⑥ 子が進学し通学中
⑦ その他

14
2
5
5
2
2
22
52計

※組織的支援機関とは、本来業務として継続的な就職・生活支援をしている機関・組織です。基金
の利用は相談者の自立まで支援を行うことを前提に、組織的支援機関との共同申請が必要です。
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【⑦その他】と回答した方たちの状況
◆医療検査の見込みができた
◆放射線治療を終え定期通院中。一旦職場復帰をしたが、
残業などの負担の多い事業所だった為、最近条件の良い
所へ転職している

◆子どもを預かってもらう場所がなく学校に通えなかった
状況が、基金を活用することで無事通うことができ、卒業
することができた

◆基金を活用し預かり支援を受ける事で、夫婦ともに高校
に通え、勉強する時間も増え、とても感謝している

◆仕事をしながら高校（通信制）に通い、子どもを無認可に
預けていたが、今回基金を活用することで経済的にも改
善した。また、今回預かり支援を行ってくれたＮＰＯ団体
に安心して預けることができ、学業に集中することができ
た

◆通学の際に子どもを預かってもらったことにより、順調に
単位が取れ、残り半年で卒業できそうな状況となってい
る

◆病院受診や障がい年金受給手続きが行えた。体調も良く
なった

◆夫と離婚し、実家にて生活している。子供は本人が引き
とっており、母子世帯となっている

活用した方たちの声
【生活安定】
◆一番どん底の最悪だった頃から立ち直れそうになってい
る。基金がなかったら小学１年生の子と車で暮らす予定
だった。

◆家賃も支払うことができ、アパート強制退去にならずにす
んだ。自分も人の役にたてるようにがんばりたいと思う。

【仕事と子育ての両立】
◆ゆめみらい基金を活用できたことで、子どもを預けること
ができ安心して仕事に行くことができた。

◆おかげさまで、学童にも行きやすくなりました。本当にあ
りがとうございます。

【就学と子育ての両立】
◆基金のことを知らず、学校の先生に教えてもらい卒業する
ことができた。自分のように困っている方が多くいると思
うので、これからも基金を続けていってほしい。

◆預かり支援では子どもが始めは離れるか不安があったが、
とてもよい環境に預けることができた。このような環境を
提供してもらい、とても感謝しています。

◆感謝です。子供にとっても私にとっても、基金やＮＰＯ団
体のサポートで預かり、学業に専念できました。若年出産
が多いと言われる沖縄でこの基金の活用することで助か
る方はたくさんいると思います。もっと広く知ってもらえれ
ばと思います。

◆日曜日に高校に通っているが（通信）、預かってもらえる
場所がなく、今回基金を活用し、ささえ愛※にサポートして
もらったことで、学校に通えるようになった。

　※ささえ愛＝NPO法人

◆現在は日中アルバイトとしてカラオケ店で働いている。6
年ほど働いている所ではあるが、卒業後は土、日、祝日休
みの会社へ転職したいと考えている。卒業に向けて、学校
の先生やハローワークなどで相談をして今後の仕事を決
めたい。

◆通学に2～3時間かかるため、以前は学校のある日は子ど
も達を家においていたことで不安定であった。ゆめ・みら
い基金を支給していただき、通学時の車中での時間や、学
校が早く終った時など、子ども達と過ごす時間が増えたこ
とにより子ども達も安定したと感じている。

【子どもへの支援】
◆治療に専念する為にアルバイトをやめたので収入が無く
なり通学が難しくなった。だけど、ゆめみらい基金を活用
することで、高校を無事卒業することができたので良かっ
た。

◆制服など子供の費用がかかったのと、自分が体調を崩し
て収入が落ち込んだタイミングが重なって大変だったけど、
基金の活用で本当に助かりました。

【病院受診】
◆とても助かった。離島の医療機関での精密検査が出来な
い状況で、渡航費・残された兄弟の対応などが不安でど
うしていいかわからなかった。受診出来て安心しました。

◆娘の体調不良、離職に続いて自身の乳がん発覚、治療代、
生活費と不安を抱えていた。生活保護も視野に入れたが、
働きたいという気持ちが強く、どうにか厳しい時期を乗り
越え、娘も１２月より就職。主も患部の痛みも少しずつ和
らぎ、条件の良い所へ就職できたと喜んでいた。（就職先
は娘と同じ放課後デイだが、時給も千円で融通がきき、娘
と協力して仕事ができると話していた。）
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ぶことが出来なかったが、最大２週間の貸し出しを活用
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ションも上がった。履歴書作成で借りた。子供が小さい為、
他での作成は限界があった為、使用できて本当に良かっ
た。

【その他】
◆どうしたらいいのかわからず、困っていたがこういう制度
があり、とても助かった。知らない人も多くいると思う。

◆自分の生活が落ち着いたらゆめみらいの基金に協力する
側にまわりたいと話していた。

◆申し訳ないけど、助かりました。ありがとうございました。

支援機関からの声
◆担当職員の迅速な対応にとても感謝しています。今後も
離島だから不利な状況に置かれている方を少しでも支援
できればと考えております。今後も相談して活用できれば
と思います。

◆長期にわたり様々な支援機関が関わっているが、根本的
な世帯の改善には繋がってない世帯であった。今回ゆめ
みらい基金を活用することによって、なかなか会う事の出
来なかった母親と接点をもてたことは、今後のアプローチ
の仕方を再検討する機会となった。

◆脳動脈瘤もあり、自身の体調には多くの不安もあるはず
だが、まだ８歳の次男と６歳の三男もいるので生活の為、
いつも懸命に頑張っている。治療と生活の不安も大き
かったと思われるが、ゆめ・みらい基金の活用によって、
経済的に支援でき、ストレスも軽減できたと思う。２月に
転職の報告に来所した際は表情も明るく、生活の見通し
が少し出てきたようで安心した様子だった。

◆前職が多忙の為昨年８月頃には体調を崩し、金銭面の不
安から運転免許の教習も進んでいなかった。ゆめ・みらい
基金活用と生活困窮者自立相談支援機関で関わるように
なり、だいぶ就職に対しても前向きになり、希望する職業
（放課後デイ）は運転免許が必要と知り、頑張って取得。
母の体調が落ち着いた事もあり、主も安心して就労・生活
できるようになってきた。

◆当機関では、ＰＣ貸し出しで活用しました。今年度ワープ
ロセミナーを開催し、資格取得まで対応した為、受講生の
方々が引き続き家でも練習できたことで、スキルが上がっ
たのはもちろんですが、自信がついてくる⇒モチベーショ
ンアップ⇒次に向う意欲と変化が表情、気持ち、行動と変
わったことがとても良かったです。基金活用の効果を大変
感じました。

◆個別的、迅速、柔軟に対応が出来て良かった/個別支援が
出来る事で細やかなフィードバックが行え、本人のモチ
ベーションを上げる事ができた/支援の幅が広がった/本
人のスキルの確認ができた/本人の意欲喚起のツールとし
て活用でき、ステップアップ支援に繋がっている/求職期
間中の本人に金銭的な負担なく活用してもらえるところが
良い。

◆その他の支援へつなげることを条件に基金を申請するよ
うな、調整の材料としても活用させてもらっている。

◆経済的に困窮している方の相談が多い中で、基金を活用
することで、世帯と深く関わるきっかけとなる為、助かって
いる。

◆生活保護の申請を検討している方だったが、「申請せずに
生活できるなら頑張りたい」という思いがあり、本人の思
いに添った支援として、基金を活用する事ができた。

１．活用前後で自立に向けて改善しましたか？

①改善した　＝　43 ②改善していない　＝　1 ③その他　＝　1 計　＝　45

① 就職して生活が安定している
② 増収している
③ 就職しているがまだ厳しい状況
④ 就職活動中
⑤ 資格を取得した
⑥ 子が進学し通学中
⑦ その他
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※組織的支援機関とは、本来業務として継続的な就職・生活支援をしている機関・組織です。基金
の利用は相談者の自立まで支援を行うことを前提に、組織的支援機関との共同申請が必要です。
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〜支援機関の方から〜〜支援機関の方から〜

2017年度「ろうきん 働く仲間のゆめ・みらい基金」収支報告
（2017年4月1日～2018年3月31日）

前期繰越金
団体寄付金
個人寄付金
労金社会貢献寄付商品拠出金
雑収入
合　計

13,886,922円
1,179,603円
1,351,200円
1,231,800円
181,204円

17,830,729円

項　　目 金　額 内　容

給付金戻入

（使途別）
①移動手段
②通信手段
③資格取得
④就職活動支援
⑤就労開始・初期
⑥生活安定化
⑦子育てと仕事の両立
⑧子どもへの支援
⑨若者への支援
⑩就学と子育ての両立
⑪職業高校・資格試験
⑫その他(切手代等)
⑬移動手段（貸出）
⑭通信手段（貸出）
⑮パソコン貸出支援

小　計
（その他）
消耗品費
通信運搬費・燃料交通費
諸謝金
保険料・雑費

小　計
合　計

335,700円
0円

192,330円
20,000円
27,000円

1,698,851円
374,368円
857,468円

0円
925,320円
412,561円
15,000円
49,877円

0円
194,400 円
5,102,875円

51,103円
30,731円
12,000円
11,768円
105,602円
5,208,477円

項　　目 金　額 内　容

15件
0件
4件
2件
2件
32件
8件
22件
0件
11件
40件
1件
3件
0件
3件 PC 4台
143件(108名)

募金箱、ゴム印等
お礼状送付切手・ガソリン及び高速料等
基金運営委員会
利用時傷害保険料・振込手数料等

【支出】

収 入 計
支 出 計
繰 越 金 額

17,830,729円
5,208,477円
12,622,252円

1,925,952円
1,391,087円
1,567,536円
218,300円
5,102,875円

21人
51人
26人
10人
108人

南部
中部
北部

宮古・八重山

人数 支給金額

地域

合　計

【収支計】

１．基金の残高
【収入】

【地区別一覧】
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〜支援機関の方から〜〜支援機関の方から〜

2017年度「ろうきん 働く仲間のゆめ・みらい基金」収支報告
（2017年4月1日～2018年3月31日）

前期繰越金
団体寄付金
個人寄付金
労金社会貢献寄付商品拠出金
雑収入
合　計
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②通信手段
③資格取得
④就職活動支援
⑤就労開始・初期
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⑦子育てと仕事の両立
⑧子どもへの支援
⑨若者への支援
⑩就学と子育ての両立
⑪職業高校・資格試験
⑫その他(切手代等)
⑬移動手段（貸出）
⑭通信手段（貸出）
⑮パソコン貸出支援

小　計
（その他）
消耗品費
通信運搬費・燃料交通費
諸謝金
保険料・雑費

小　計
合　計

335,700円
0円

192,330円
20,000円
27,000円

1,698,851円
374,368円
857,468円

0円
925,320円
412,561円
15,000円
49,877円

0円
194,400 円
5,102,875円

51,103円
30,731円
12,000円
11,768円
105,602円
5,208,477円

項　　目 金　額 内　容

15件
0件
4件
2件
2件
32件
8件
22件
0件
11件
40件
1件
3件
0件
3件 PC 4台
143件(108名)

募金箱、ゴム印等
お礼状送付切手・ガソリン及び高速料等
基金運営委員会
利用時傷害保険料・振込手数料等

【支出】

収 入 計
支 出 計
繰 越 金 額

17,830,729円
5,208,477円
12,622,252円

1,925,952円
1,391,087円
1,567,536円
218,300円
5,102,875円

21人
51人
26人
10人
108人

南部
中部
北部

宮古・八重山

人数 支給金額

地域

合　計

【収支計】

１．基金の残高
【収入】

【地区別一覧】
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2016年度 団体寄付一覧

2017年度 団体寄付一覧

2018年度 団体寄付一覧 6月末時点

定額自動寄付による支援団体

支援団体（預り保育場所提供）

私たちは、子どもの夢と未来を支える取り組みを  共にすすめています

宮古地区労金友の会
普天間地区ろうきん友の会
全日本港湾労働組合沖縄地方本部宮古分会
沖縄県教職員組合宮古支部
開発組合職員互助会
社会福祉法人・牧浦福祉会 ありあけ保育園
沖縄県勤労者互助会
自治労連与那国町職員労働組合
みやこ学園互助会
沖縄県教職員組合八重山支部
沖縄通信建設労働組合
沖縄東芝労働組合
全糖労沖縄製糖支部
昭和薬科大学附属高校教職員組合
沖縄食糧労働組合
イバノ労働組合
官公労共済会八重山支部
日本郵政グループ労働組合八重山支部
やえかん海員組合
自治労連石垣市職員労働組合
自治労竹富町職員労働組合
全港湾八重山部会
自治労与那国町職員労働組合
西表島交通労働組合
中城村職員労働組合
コザ地区ろうきん友の会
琉球製罐労働組合
琉球セメント労働組合
北部地区労働組合協議会
沖縄県教職員組合国頭支部
全農林沖縄農場分会
ＳＨＲ琉球労働組合
金武地区消防職員協議会
全糖労北部製糖支部
沖縄県教職員組合
ホテル日航八重山労働組合
おもと学園共済会
八重泉酒造労働組合
崎山ペイント共済会
自治労石垣市職員労働組合
沖縄県市町村職員共済組合職員労働組合
いしかわ文明堂共済会
オキコ労働組合
沖縄県職員退職者会

北中城村職員労働組合
沖縄県教職員組合中頭支部
沖縄電力労働組合八重山分会
沖縄県農業共済組合団体職員労組八重山支部
ネッツトヨタ沖縄労働組合
沖縄ブルーシール労働組合
内外運輸労働組合
自治労西原町職員労働組合
丸正グループ共済会
沖縄県高等学校障害児学校教職員組合
具志川地区ろうきん友の会
沖縄ターミナル労働組合
下地島空港施設職員労働組合
うるま市役所労働組合
平安座総合開発(株)従業員共済会
自治労 社会福祉法人若夏会施設職員労組
八重山毎日新聞労働組合
宮古島市社会福祉協議会職員互助会
学友館共済会
ホテルアリビラ労働組合
南風原町職員労働組合
沖縄森永乳業労働組合
のびる保育園互助会
瀬底歯科互助会
寿 の々会共済会
南城市職員労働組合
トヨタカローラ沖縄労働組合
つきしろ学園労働組合
沖縄県教職員組合島尻支部
ホテル日航那覇グランドキャッスル労働組合
ラジオ沖縄労働組合
日本労働組合総連合会沖縄県連合会
イオン琉球労働組合
公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会
サントリーフーズ沖縄労働組合
宜野湾市職員労働組合
中城北中城消防職員協議会
ホーメル労働組合
一般社団法人 沖縄県官公庁労働者共済会
（社）沖縄県官公労国家公務員共済会
那覇地区ろうきん友の会
東運輸労働組合
八重山地区労金友の会
THGホテルズ労働組合 石垣支部
沖縄電力労働組合
沖縄マツダ労働組合

沖縄電力生活協同組合
緑和会職員厚生会
琉球新報労働組合
浦添市職員労働組合
沖縄プラント工業労働組合
浦添市消防行政研究会
駐留軍離職者対策センター職員共済会
中城北中城消防組合職務会
国立大学法人琉球大学労働組合
集脱施設共済会
全糖労石垣島製糖支部
やしの実保育園共済会
労福協共済会
沖縄県教職員組合那覇支部
宮古島東急ホテル&リゾーツ労働組合
浦添地区ろうきん友の会
琉薬労働組合
与那原町職員労働組合
東部消防職員共済会
与那原地区ろうきん友の会
次郎工業共済会
八重瀬町職員労働組合
沖縄県医療福祉労働組合 愛隣園分会
全駐労沖縄地区本部
全駐労ズケラン支部
全駐労マリン支部
全駐労空軍支部
ＮＴＴ労働組合沖縄県グループ連絡会
官公労共済会宮古支部
ひまわりタクシー共済会
公財）沖縄中部勤労者福祉サービスセンター
沖縄国際大学事務職員労働組合
愛善保育園共済会
琉球大学生活協同組合
沖縄キリスト教学院教職員組合
沖縄県土地改良労働組合
全日本自治団体職員労働組合沖縄県本部
那覇市臨時非常勤職員労働組合
那覇市職員労働組合
ニライ消防職員協議会
沖縄保育労たんぽぽ分会
ＮＴＴ労働組合沖縄分会
大同火災海上労働組合
北谷町職員労働組合
民福労連育成福祉会職員労働組合
沖縄県健康づくり財団労働組合

全日本たばこ産業労働組合沖縄支部
中部地区労働組合協議会
名護療育園労働組合
沖縄市職員労働組合
全労済沖縄推進本部
全労済厚生会沖縄県本支部
二葉保育園互助会
倉浜衛生施設組合職員労働組合
沖縄県労働金庫労働組合
沖縄県労働金庫共済会
生活協同組合コープおきなわ
名護地区ろうきん友の会
日本電気計器検定所労働組合沖縄支部
日本郵政グループ労働組合沖縄地方本部
沖縄富士通システムエンジニアリング労組
沖縄国際大学教員労働組合
自治労うるま市職員労働組合
ＵＡゼンセン　沖縄県支部
自治労恩納村職員労働組合
オリオンビール労働組合
タイムス住宅新聞社互助会
今帰仁村職員労働組合
沖縄北斗職員共済会
しもじ長生園互助会
自治労連宮古島市職員労働組合
沖縄ロジテム労働組合
ホクトーサービス労働組合
玉の子保育園互助会
悠悠互助会
（株）正広コーポレーション共済会
宮古島市水道事業職員労働組合
沖縄電力労働組合宮古分会
全糖労ゆがふ製糖支部
沖縄タイムス労働組合
全日本港湾労働組合沖縄地方本部
全労働省労働組合沖縄支部
沖縄県保健医療福祉事業団職員労組
全糖労久米島製糖支部
琉球新報発送労働組合
東和オート共済会
くいな互助会
グッピー保育園互助会
日本郵政グループ労働組合北部支部
日本郵政グループ労働組合宮古支部
全沖縄製糖労働組合
沖縄都市モノレール労働組合

沖縄ヤマト運輸労働組合
自治労糸満市職員労働組合
こくら保育園互助会
国土交通労働組合沖縄気象支部
自治労沖縄県本部直属支部
リウボウ商事労働組合
沖縄道路メンテナンス労働組合
沖縄バス労働組合
沖縄バス労働組合共済事業部
沖交労琉球バス組合共済事業部
新城優子司法書士事務所互助会
ＦＲＴ労働組合
THGホテルズ労働組合 沖縄支部
東陽バス労働組合
沖縄南部療育医療センター労働組合
日立ＣＭ沖縄労働組合
連合おきなわユニオン
沖縄県住宅供給公社労働組合
創和ビジネス．マシンズ互助会
リウボウインダストリー労働組合
ＪＴＡインフォコム労働組合
久米島町職員労働組合
那覇空港ビルディング労働組合
全日本建設交運一般労働組合沖縄県本部
全糖労大東製糖支部
国頭村役場職員互助会
沖縄県農業共済職員労働組合　宮古支部
フソー沖縄共済会
沖縄医療生活協同組合労働組合
タイムス発送労働組合
大森組共済会
マルヰ産業労働組合
自治労宜野座村職員労働組合

労福協共済会
全糖労久米島製糖支部
琉薬労働組合
琉球製罐労働組合
沖縄食糧労働組合
ＵＡゼンセン　沖縄県支部
沖縄通信建設労働組合
マルヰ産業労働組合
公財）沖縄中部勤労者福祉サービスセンター
沖縄ターミナル労働組合
沖縄東芝労働組合
沖縄ヤマト運輸労働組合

運輸労連沖縄県連合会
ホテルアリビラ労働組合
沖縄国公労那覇植防分会
ホーメル労働組合
全糖労宮古製糖支部
北部地区労働組合協議会
全日本自治団体職員労働組合沖縄県本部
全糖労石垣島製糖支部
西表島交通労働組合
全糖労沖縄製糖支部
沖縄県教職員組合八重山支部
ニライ消防職員協議会
那覇市職員労働組合
那覇市臨時非常勤職員労働組合
沖縄ロジテム労働組合
国立大学法人琉球大学労働組合
沖縄県高等学校障害児学校教職員組合
沖縄バス労働組合
沖縄キリスト教学院教職員組合
琉球新報発送労働組合
全駐労沖縄地区本部
全日本たばこ産業労働組合沖縄支部
沖縄電力関連産業労働組合総連合
沖縄県教職員組合国頭支部
沖縄県教職員組合

全日本国立医療労働組合沖縄地区協議会
第一労働組合
沖縄富士通システムエンジニアリング労組
沖縄電力生活協同組合
琉球セメント労働組合
ダブルツリーヒルトン那覇首里城労働組合

NPO法人 街のえんがわ山桃
沖縄県労働金庫労働組合
沖縄県労働金庫共済会
沖縄県職労 北部支部 北部病院分会
オリオンビール労働組合
八重山地区労金友の会
イオン琉球労働組合
那覇市職労 水道支部

宜野湾ナザレン教会

（申込み受け付け日順／公表を希望しない団体をのぞきます）
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2016年度 団体寄付一覧

2017年度 団体寄付一覧

2018年度 団体寄付一覧 6月末時点

定額自動寄付による支援団体

支援団体（預り保育場所提供）

私たちは、子どもの夢と未来を支える取り組みを  共にすすめています

宮古地区労金友の会
普天間地区ろうきん友の会
全日本港湾労働組合沖縄地方本部宮古分会
沖縄県教職員組合宮古支部
開発組合職員互助会
社会福祉法人・牧浦福祉会 ありあけ保育園
沖縄県勤労者互助会
自治労連与那国町職員労働組合
みやこ学園互助会
沖縄県教職員組合八重山支部
沖縄通信建設労働組合
沖縄東芝労働組合
全糖労沖縄製糖支部
昭和薬科大学附属高校教職員組合
沖縄食糧労働組合
イバノ労働組合
官公労共済会八重山支部
日本郵政グループ労働組合八重山支部
やえかん海員組合
自治労連石垣市職員労働組合
自治労竹富町職員労働組合
全港湾八重山部会
自治労与那国町職員労働組合
西表島交通労働組合
中城村職員労働組合
コザ地区ろうきん友の会
琉球製罐労働組合
琉球セメント労働組合
北部地区労働組合協議会
沖縄県教職員組合国頭支部
全農林沖縄農場分会
ＳＨＲ琉球労働組合
金武地区消防職員協議会
全糖労北部製糖支部
沖縄県教職員組合
ホテル日航八重山労働組合
おもと学園共済会
八重泉酒造労働組合
崎山ペイント共済会
自治労石垣市職員労働組合
沖縄県市町村職員共済組合職員労働組合
いしかわ文明堂共済会
オキコ労働組合
沖縄県職員退職者会

北中城村職員労働組合
沖縄県教職員組合中頭支部
沖縄電力労働組合八重山分会
沖縄県農業共済組合団体職員労組八重山支部
ネッツトヨタ沖縄労働組合
沖縄ブルーシール労働組合
内外運輸労働組合
自治労西原町職員労働組合
丸正グループ共済会
沖縄県高等学校障害児学校教職員組合
具志川地区ろうきん友の会
沖縄ターミナル労働組合
下地島空港施設職員労働組合
うるま市役所労働組合
平安座総合開発(株)従業員共済会
自治労 社会福祉法人若夏会施設職員労組
八重山毎日新聞労働組合
宮古島市社会福祉協議会職員互助会
学友館共済会
ホテルアリビラ労働組合
南風原町職員労働組合
沖縄森永乳業労働組合
のびる保育園互助会
瀬底歯科互助会
寿 の々会共済会
南城市職員労働組合
トヨタカローラ沖縄労働組合
つきしろ学園労働組合
沖縄県教職員組合島尻支部
ホテル日航那覇グランドキャッスル労働組合
ラジオ沖縄労働組合
日本労働組合総連合会沖縄県連合会
イオン琉球労働組合
公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会
サントリーフーズ沖縄労働組合
宜野湾市職員労働組合
中城北中城消防職員協議会
ホーメル労働組合
一般社団法人 沖縄県官公庁労働者共済会
（社）沖縄県官公労国家公務員共済会
那覇地区ろうきん友の会
東運輸労働組合
八重山地区労金友の会
THGホテルズ労働組合 石垣支部
沖縄電力労働組合
沖縄マツダ労働組合

沖縄電力生活協同組合
緑和会職員厚生会
琉球新報労働組合
浦添市職員労働組合
沖縄プラント工業労働組合
浦添市消防行政研究会
駐留軍離職者対策センター職員共済会
中城北中城消防組合職務会
国立大学法人琉球大学労働組合
集脱施設共済会
全糖労石垣島製糖支部
やしの実保育園共済会
労福協共済会
沖縄県教職員組合那覇支部
宮古島東急ホテル&リゾーツ労働組合
浦添地区ろうきん友の会
琉薬労働組合
与那原町職員労働組合
東部消防職員共済会
与那原地区ろうきん友の会
次郎工業共済会
八重瀬町職員労働組合
沖縄県医療福祉労働組合 愛隣園分会
全駐労沖縄地区本部
全駐労ズケラン支部
全駐労マリン支部
全駐労空軍支部
ＮＴＴ労働組合沖縄県グループ連絡会
官公労共済会宮古支部
ひまわりタクシー共済会
公財）沖縄中部勤労者福祉サービスセンター
沖縄国際大学事務職員労働組合
愛善保育園共済会
琉球大学生活協同組合
沖縄キリスト教学院教職員組合
沖縄県土地改良労働組合
全日本自治団体職員労働組合沖縄県本部
那覇市臨時非常勤職員労働組合
那覇市職員労働組合
ニライ消防職員協議会
沖縄保育労たんぽぽ分会
ＮＴＴ労働組合沖縄分会
大同火災海上労働組合
北谷町職員労働組合
民福労連育成福祉会職員労働組合
沖縄県健康づくり財団労働組合

全日本たばこ産業労働組合沖縄支部
中部地区労働組合協議会
名護療育園労働組合
沖縄市職員労働組合
全労済沖縄推進本部
全労済厚生会沖縄県本支部
二葉保育園互助会
倉浜衛生施設組合職員労働組合
沖縄県労働金庫労働組合
沖縄県労働金庫共済会
生活協同組合コープおきなわ
名護地区ろうきん友の会
日本電気計器検定所労働組合沖縄支部
日本郵政グループ労働組合沖縄地方本部
沖縄富士通システムエンジニアリング労組
沖縄国際大学教員労働組合
自治労うるま市職員労働組合
ＵＡゼンセン　沖縄県支部
自治労恩納村職員労働組合
オリオンビール労働組合
タイムス住宅新聞社互助会
今帰仁村職員労働組合
沖縄北斗職員共済会
しもじ長生園互助会
自治労連宮古島市職員労働組合
沖縄ロジテム労働組合
ホクトーサービス労働組合
玉の子保育園互助会
悠悠互助会
（株）正広コーポレーション共済会
宮古島市水道事業職員労働組合
沖縄電力労働組合宮古分会
全糖労ゆがふ製糖支部
沖縄タイムス労働組合
全日本港湾労働組合沖縄地方本部
全労働省労働組合沖縄支部
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琉球新報発送労働組合
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ホテルアリビラ労働組合
沖縄国公労那覇植防分会
ホーメル労働組合
全糖労宮古製糖支部
北部地区労働組合協議会
全日本自治団体職員労働組合沖縄県本部
全糖労石垣島製糖支部
西表島交通労働組合
全糖労沖縄製糖支部
沖縄県教職員組合八重山支部
ニライ消防職員協議会
那覇市職員労働組合
那覇市臨時非常勤職員労働組合
沖縄ロジテム労働組合
国立大学法人琉球大学労働組合
沖縄県高等学校障害児学校教職員組合
沖縄バス労働組合
沖縄キリスト教学院教職員組合
琉球新報発送労働組合
全駐労沖縄地区本部
全日本たばこ産業労働組合沖縄支部
沖縄電力関連産業労働組合総連合
沖縄県教職員組合国頭支部
沖縄県教職員組合

全日本国立医療労働組合沖縄地区協議会
第一労働組合
沖縄富士通システムエンジニアリング労組
沖縄電力生活協同組合
琉球セメント労働組合
ダブルツリーヒルトン那覇首里城労働組合

NPO法人 街のえんがわ山桃
沖縄県労働金庫労働組合
沖縄県労働金庫共済会
沖縄県職労 北部支部 北部病院分会
オリオンビール労働組合
八重山地区労金友の会
イオン琉球労働組合
那覇市職労 水道支部

宜野湾ナザレン教会

（申込み受け付け日順／公表を希望しない団体をのぞきます）
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〈0150 ゆめ・みらい運動！〉に
ご参画をお願いします！

マルイチゴウマル

各会員・協力団体構成員（組合員・共済会員等）への参画の呼びかけについて　

口数

10,000

7,500

5,000

2,500

0
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

1,546 1,758 2,041 2,364
2,613 2,925

4,208 4,650
4,895 4,934

目標 1万口!
（月50万円・年間600万円）

達成することで、基金の安定運営と、
会員・協力団体の希望を踏まえた支援の拡充につなげよう！

労働者福祉事業をつうじた社会貢献

ゆめ・みらい基金働く仲間

一人はみんなのために、
みんなは一人のために
ささえ合うしくみ

一人はみんなのために、
みんなは一人のために
ささえ合うしくみ

◆ 社会貢献寄付商品による基金の安定運営支援

ろうきんの取り組み

◆ 共済商品利用、全労済指定整備工場と連携した安定運営支援

全労済の取り組み

ろうきん・全労済
（推進委員会と連携した運動）

「定額自動寄付システム」は、多くの方が無理なく（缶ジュース１本程度の節約で）参画できるように、一口あたりの申
込み額を50円としました。また、支えられた人が、支える側として参画しやすいようにという思いも込めた設定額として
います。　本書の最後に「寄付申込書」がございますので、ぜひご検討ください。
引き続き多くの会員・協力団体の構成員のみなさまに「ゆめ・みらい基金」を知っていただき、「共助の輪」を広げる取

り組みへご参画いただくため、各組織の定期大会（総会）議案書や機関誌へ基金の関連情報を掲載いただき、構成員
のみなさまへ参画を呼びかけていただきますようお願いいたします。
（ろうきん・全労済のホームページにも基金に関する情報を掲載しています。どうぞご活用ください。）

〈0150　ゆめ・みらい運動！〉とは、「１人一口50円（月額）の寄付で、沖縄の子ども達の夢と未来を支えよう！」という
もので、本基金を通じ、「子どもの貧困」とその根底にある「親の貧困」問題の改善・解決をめざす運動です。ろうきんの
普通預金口座をお持ちの方なら「定額自動寄付」※のお申し込みをいただくことで、どなたでもご参画いただけます。
2017年度は、ろうきん各地区推進委員会や友の会、労働団体の取り組みにより累計1,350,000円（2017年７

月～2018年３月）の寄付がよせられ、2018年３月現在では「4,895口（月額244,750円）」のお申し込みをいただ
いております。運動をすすめていただきましたみなさまに、心より感謝申し上げます。
ろうきんと全労済では、基金の安定運営に向け「10,000口（月額50万円）」を目標に今後も運動を展開していきます。

「10,000口」を達成することができれば、基金の安定運営が実現するだけでなく、会員や協力団体の意見・要望を叶え
るカタチでの支援の拡充につなげることができると考えています。

マルイチゴウマル
ろうきんでは、ご利用いただいたお客さまの笑顔が、同じ働く仲間や、その大切な人の笑顔につながるよう、社会

貢献寄付商品を選定し基金の安定運営を支援しています。2017年度につきましては、下記の社会貢献寄付商品
の新規取扱い１件につき200円を〈ろうきん〉が負担し、総額1,074,200円の寄付金を拠出します。2016年度から
の累計で、2,306,000円の寄付金を拠出し、基金の安定運営を支援しています。

※「定額自動寄付システム」 ＝ 毎月ご希望の寄付額（１口50円とした定額）を、ご指定のろうきん口座から自動振替により基金へ寄付する制度。

すべての共済商品（慶弔共済・自賠責共済を除く）の事業年度あたりの新規契約件数に対して100円の寄付を
実施します。
また、全労済指定整備工場沖縄県協議会と連携した取り組みとして、全労済組合員が各指定整備工場へ車検

入庫した台数一台につき、全労済指定整備工場沖縄県協議会として100円の寄付を実施します。
※全労済指定整備工場はP15で案内しています。

預金商品

融資商品

財形貯蓄、エース預金

教育ローン、福祉ローン、カードローン、自動車ローン

対象商品の新規ご契約１件につき、200円を当金庫が負担し、本基金へ拠出します。

支援を受けた人が
「働く仲間」として参画

「共助」が「共感」により支えられ、「循環」する共生社会へ

・ 社会貢献寄付商品の利用に応じた基金への寄付
・ 共済商品（一部を除く）の利用に応じた基金への寄付
・ 全労済指定整備工場沖縄県協議会による寄付

“ゆめの実現”
“みらいの安心”につながる

ろうきん・全労済
商品の利用

子どもを持つ働く人、
働きたい人を支えることで、
子どもたちを笑顔に

この基金を、働く仲間の“共有財産”として、次の世代へ……この基金を、働く仲間の“共有財産”として、次の世代へ……
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対象商品の新規ご契約１件につき、200円を当金庫が負担し、本基金へ拠出します。

支援を受けた人が
「働く仲間」として参画

「共助」が「共感」により支えられ、「循環」する共生社会へ

・ 社会貢献寄付商品の利用に応じた基金への寄付
・ 共済商品（一部を除く）の利用に応じた基金への寄付
・ 全労済指定整備工場沖縄県協議会による寄付

“ゆめの実現”
“みらいの安心”につながる

ろうきん・全労済
商品の利用

子どもを持つ働く人、
働きたい人を支えることで、
子どもたちを笑顔に

この基金を、働く仲間の“共有財産”として、次の世代へ……この基金を、働く仲間の“共有財産”として、次の世代へ……
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この基金による支援を受けられた方へ

基金を支援しているみなさまへ

お父さん、お母さんが笑顔じゃないと、
子どもたちを笑顔にできない

この基金は、困難を抱えながらも、「大切な子どものために」現状
を変える努力をされているお父さん、お母さんを「ゆいまーる」の心
で支えたいという、働く仲間の思いがつまった基金です。
基金の創設のため、ろうきんの会員は活動資金の一部を寄付

金として拠出し、また各地域の推進委員会は基金創設とその後の
安定運営に向けた活動を支援しています。2018年度からは、全労
済と、全労済の協力団体、全労済指定整備工場沖縄県協議会も
支援の輪に参画しました。この基金に関わる多くの方が、「子どもた
ちの夢と未来を支えたい」「働く仲間を、働く仲間の手で支えたい」
そういった思いで携わっています。また、そのような支援者を増や
すために、ろうきん・全労済の役職員のみなさまが日々汗を流し、取
り組みを進めています。基金による支援の向こう側には、そのよう
な思いを持った方がたくさんいます。困難を抱える中でも、一人で
はありません。
基金による支援が「働くこと」につながり、生活の安定を実現す

ることは、子どもたちの生活環境の改善につながっていきます。ま
た、支援を受けた方が「次は支える側へ」という循環をうみだすこと
が、この基金の安定運営につながり、同じように困難を抱える方を
支えることにつながっていきます。みなさまと共に、この運動をすす
めていくことは私たちの願いです。ぜひ、定額自動寄付や、ろうきん・
全労済利用をつうじた共助拡大の運動にご参画ください。

子どもは私たちの夢、未来そのものです。子どもたちの描く夢が、
沖縄のよりよい未来を築いていきます。基金運営事務局として、み
なさまの思いのこもった本基金を大切に活用し、子どもたちの人
生、そして沖縄の未来が明るい未来となることをめざして取り組ん
でまいります。
今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

基金運営事務局　（公財）沖縄県労働者福祉基金協会

2016年9月、会員団体・県内各労働団体とともに、「ろうきん働く仲間のゆめ・みらい基金」を創設しました！

連合沖縄地域協議会街宣車
へ広告を

掲載しています。

多くの会員団体から寄付金を
贈呈いただいています。感謝!!
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基金レポート2018

本書は、沖縄の「子どもの貧困」の解決に向けて
立ち上がった本気の大人たちの活動記録です。職場・ご家庭へ

本用紙に必要事項を記入いただき、
お近くのろうきんまでご提出ください。

■口座振替手数料はろうきんが負担します。

ろうきんにて、ご希望の金額・期間の登録をします。

通帳でご寄付内容をご確認ください。
通帳には「ユメ  ミライキキン」と印字されます。

■領収書の発行は控えさせていただいております。

ご辞退・（ご変更）は1ヶ月前にお届けください。

「ろうきん 全労済 働く仲間のゆめ・みらい基金」定額自動寄付申込書

預金口座振替依頼書 沖縄県労働金庫　　御中
20　　 年　　　月　　　日

寄付金（自動会計）

「 ろうきん　全労済　働く仲間のゆめ・みらい基金」に関するお問い合わせ先 

定
規
替
振
座
口
金
預

公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会（基金運営事務局）　〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-15-10 ３階　TEL：098-865-5001　FAX：098-865-5002

収納企業（団体）名

預金者名

金融機関名 労働金庫沖縄県 支店  ・  出張所

（不備返却事由）
1.預金取引なし 3.印鑑相違
2.記載事項等相違 4.その他
店名、預金種目、
口座番号、口座名義
（備考）

金融機関コード 2 9 9 7
預金種目 1.　普通（総合） 口座番号

支店コード

振替日 ・ 払込日 25日（金融機関休業日は、翌営業日）

金融機関届出印 欄
用
使
関
機
融
金

法人の場合はお届けの
とおりの代表者名も記入

（公財）沖縄県労働者福祉基金協会

基金運営に係る経費を削減し、寄付金を最大限支援に活用す
るため、領収書の発行は控えさせていただいております。確定
申告等に使用するため、領収書をご希望の方は、通信欄にそ
の旨をご記入ください。
※なお、ご希望された方の領収書については、毎年２月に前年
１年分を取りまとめ、送付させていただきます。

お申込みいただいた内容にもとづき、ご希望の寄付金額の登録を行います。
事務手続きのため、開始まで約１か月程度かかることがあります。

お客さまの口座から、口座振替を開始します。
お申込みいただいた内容で、ご寄付を開始します。振替日は25日です。25日
がろうきんの休業日の場合は翌営業日になります。

■金額について
金額設定は１回につき50円以上、50円単位でお願いします。
寄付を終了する場合（ご辞退）は、窓口まで届出をお願いいたします。
基金の継続的な運営支援にご協力いただき、心より感謝申し上げます。

ご辞退や金額変更等は、届出をいただいてからろうきんの引
落しが中止（変更）になるまで1ヶ月ほどかかります。お早めに
お届けいただきますよう、お願いいたします。

１．私が口座振替を依頼した表記の取扱いについては、私の指定預金口座から以下のとおり引落しのうえお支払ください。
２．指定預金口座の残高が支払日において請求書または表記の記載金額に満たないときは、私に通知することなく請求書の返却、
　振替の中止が行われてもさしつかえありません。
３．引落しにあたっては、預金規定または当座勘定規定にかかわらず通帳および普通預金払戻請求書の提出または小切手の振出はいたしません。
４．私の指定預金口座からの引落しにあたっては、貴金庫所定の順位で引落してください。
５．貴金庫の都合により、振替日に指定預金口座から引落しできなかったときは、この日以外の日に引落し振替えても異議ありません。
６．この預金口座振替契約を解約するときは、貴金庫所定の書面によりお届けします。なお、この届出がないまま、私が指定預金口座を解約した場合、
　また長期にわたり引落し請求がない場合、その他、貴金庫が必要と認めたときは、私に通知することなくこの契約を解除されても異議ありません。
７．この取扱いについて、かりに紛議が生じても、貴金庫には迷惑をかけません。

前
名
お フ リ ガ ナ

郵便番号 ー

ご寄付月

1
通信欄（確定申告等に使用するため、「領収書」をご希望の方は、その旨ご記入ください。また、お申込みのきっかけや動機などについてもお聞かせください。）

毎月
十万 万 千 百 十 円 十万百万 万 千 百 十 円

1回ごとのお引落金額
（50円以上、50円単位） お引落回数

× 年12回 =

年間ご寄付金額

都 道
府 県

 （  わんでお - - ）

フ リ ガ ナ

ろ
こ
と
お

振替先名称 振替金額 備　考 自振コード

47420028ろうきん 全労済
働く仲間のゆめ・みらい基金

定額自動寄付申込書
のとおり

新規
変更
解約

本依頼書のとおり、私名義の指定預金口座から口座振替の方法により支払うこととしたいので、下記規定を確認のうえ依頼します。
今般、都合により本依頼書のとおり変更しますのでお届けします。
今般、都合により本依頼書のとおり解約しますのでお届けします。

検印 印鑑照合 受付印

検印 精査印 取扱者印

（本部）

2018年6月現在

ゆ み 基金

子どもは私たちの夢・未
来

2018年7月／基金運営事務局　公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会発行

（この用紙は、コピーしてご利用いただくことも可能です。）

（CIF:                   　　　　　　　　　    ）


