
 平成２５年度 事業報告書 

 

                       一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会 

事業の重点目標 

   

生活の安定向上と雇用の拡大 

  地域から広げよう母子家庭等への理解と協力 

 

事業の重点 

 

１ 日常生活支援事業と母子家庭等生活支援事業等の充実 

２ 親の自立と子どもの健全育成、学習支援 

３ 地域交流で母子家庭への理解と協力により、会員増強に努めよう  

４ 正会員及び賛助会員の加入を促進しよう 

５ 男女共同参画社会の実現に努めよう 

６ 環境に配慮した生活に努めよう 

 

 事業内容 

 

１ 諸会議の開催 

  会務の運営、予算等の審議と執行のため次の会議を開催 

（１）正副理事長会の開催 

○第１回 

〔期日・会場〕 平成２５年５月２２日（水）鳥取県立福祉人材研修センター 

〔出席状況〕 理事長 副理事長２名 事務局１名 

〔協議事項〕  ①平成２５年度事業について 

②第６３回鳥取県母子寡婦福祉研修大会について  

                ③その他 

 

○第２回 

〔期日・会場〕 平成２６年３月６日（木） 

〔出席状況〕  理事長  副理事長１名  事務局４名 

〔協議事項〕  ①平成２５年度補正予算について 

②平成２６年度事業計画並びに予算について 

③平成２６年度中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会について 

④諸規程の整備について 

⑤役員改選について 

         

（２） 理事会の開催 

  ○第１回 

〔期日・会場〕 平成２５年６月１日（土）倉吉市上井公民館 

〔出席状況〕 理事７名中 ６名出席、 監事１名、事務局２名 

〔議   案〕 第１号 平成２４年度事業報告並びに収支決算について 

        その他 



〔審議結果〕 議案を原案どおり承認 

 

○第２回 

〔期日・会場〕 平成２６年３月２１日（金）倉吉市上井公民館 

〔出席状況〕 理事７名中 ５名出席、委任状１名、監事１名 事務局３名 

〔議   案〕 第１号 平成２５年度決算見込みについて 

第２号 定款細則（案）について 

第３号 代議員選挙細則（案）について 

第４号 平成２６年事業計画（案）並びに予算（案）について 

その他 

〔審議結果〕 議案を原案どおり承認 

 

（３）社員総会の開催 

  ○第１回 

〔期日・会場〕 平成２５年６月１日（土）倉吉市上井公民館 

〔出席状況〕 代議員１０名中 １０名出席  

正副理事長、監事１名 事務局２名 

〔議   案〕 第１号 平成２４年度事業報告並びに収支決算について 

        その他 

   〔審議結果〕 議案を原案どおり承認 

 

   ○第２回 

〔期日・会場〕 平成２６年３月２１日（金）倉吉市上井公民館 

〔出席状況〕 代議員１０名中 ６名出席、委任状４名、 

        正副理事長、監事１名 事務局３名 

〔議   案〕 第１号 平成２５年度決算見込みについて 

第２号 定款細則（案）について 

第３号 代議員選挙細則（案）について 

第４号 平成２６年事業計画（案）並びに予算（案）について 

その他 

〔審議結果〕 議案を原案どおり承認 

 

（４）監事会の開催 

〔期日・会場〕 平成２５年５月２２日（水）鳥取県立福祉人材研修センター 

〔出席状況〕 正副理事長、監事１名、事務局３名 

〔監査事項〕 （１）業務の執行状況について 

（２）資産並びに会計諸帳簿について  

 

（５）平成２６年度中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会 

第１回実行委員会の開催 

〔期日・会場〕平成２５年１２月２４日（火）鳥取県立福祉人材研修センター 

〔出席状況〕 実行委員１１名、事務局３名 

〔監査事項〕（１）平成２６年度中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会 

 

 



２ 関連諸会議への参加と組織活動の推進 

（１）全国・ブロック関係会議への出席 

①全母子協理事会 

 ○第１回 

〔期日・会場〕 平成２５年５月１８日（土） 東京都・きゅりあん 

   〔出席状況〕  枠島理事長 

○第２回（テレビ会議） 

〔期日・会場〕 平成２５年９月２５日（水）  

   〔出席状況〕  枠島理事長 

○第３回（テレビ会議） 

〔期日・会場〕 平成２６年１月２９日（水）  

   〔出席状況〕  枠島理事長 

○第４回 

〔期日・会場〕 平成２６年３月８日（土） 東京都・きゅりあん 

   〔出席状況〕  枠島理事長 

 

②自由民主党母子寡婦福祉対策議員との懇談会 

〔期日・会場〕 平成２５年５月１７日（金） 東京都・第二議員会館 

   〔出席状況〕  枠島理事長 

   

③中国・四国ブロック母子部長会議 

〔期日・会場〕 平成２５年６月９日（日）徳島県 

   〔出席状況〕 大坪母子部長 

 

④ 中国・四国ブロック母子部会 

〔期日・会場〕 平成２５年９月２８日（土）徳島県・徳島グランヴィリオホテル 

  〔出席状況〕 山根副理事長・藤岡由美・角谷一美・米本由美子・大坪慶子 

 

 

 （２）予算対策運動の実施 

  ①鳥取県議会及び県当局 

   〔要望事項〕平成２６年度中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会（鳥取大会） 

の経費助成について 

   ［要望回答］ 

         県では、一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会が開催する母子・

寡婦福祉研修大会について毎年その開催経費の助成を行っているとこ

ろ。平成２６年度の中国・四国地区の研修大会に係る会場費等につい

ては、平成２６年度当初予算において要求しているころである。 

   

②自由民主党、女性団体協議会 

〔期日・会場〕 平成２５年１２月２０日（金）鳥取県議会棟 

〔要望事項〕 ・平成２６年度中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会（鳥取大会） 

開催事業 

・ひとり親家庭等就業支援事業 

〔出席状況〕 枠島理事長 



   

（３）母子寡婦福祉手帳頒布事業 

   行政、議会、団体、各郡市母子会等  合計３００冊頒布 

     

 

３ 母子家庭等生活支援事業の実施 

（１）県内研修事業等 

①第６３回鳥取県母子寡婦福祉研修大会 

〔期日・会場〕 平成２５年８月４日（日） 

           米子市 米子コンベンションセンター「多目的ホール」 

   〔参 加 者〕 約４００名 

〔内   容〕 

① 体験発表 

         子の立場       角 美祐紀 氏 

      親の立場 母子家庭  三谷 由  氏 

           父子家庭  萩原 俊郎 氏 

② 講演「親は元気がいちばん」 

講師 元倉吉市大阪事務所長・前淀屋研究会代表幹事 伊藤博章 氏 

③ アトラクション「でーげー なんくるないさーず」 

④ 鼎談 テーマ「生かそう自立支援策 目指そう正規雇用」 

           新日本海新聞社 執行役員事業局長 萩原 俊郎 氏    

           米子公共職業安定所 業務次長   有澤 秀夫 氏 

           マリッジカウンセリングゆりはま（FPIC正会員）豊田 洋子氏 

          

②ふれあい交流事業 

 ○第１回 

〔期日・場所〕 平成２５年１１月４日（月）倉吉市関金町やまもり温泉 

    〔参 加 者〕 １８０名 

〔内   容〕 いも掘り体験・やぎポニーとのふれあい 

おにぎり、ラーメン作り体験・焼き芋 

 ○第２回 

〔期日・場所〕  平成２６年２月１日（日）鳥取市さざんか会館 

    〔参 加 者〕 ４７名  

〔内   容〕 書道・カレー作り 

        書道講師 枠島理事長 

 

③地域交流事業 

○東部地区 

 鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町連合母子会 

・第３回 Piece Of Cake とっとり音楽祭参加 

 「木工コーナー」「つみきコーナー」の２つのコーナーを母子会の出店として 

 参加、来場者と交流と母子会の PR 

 平成２５年７月１３日（土） 

 バード・ハット（鳥取大丸前）８名参加 

 



○中部地区 

 倉吉市母子会、東伯郡連合母子会 

・よりん彩フォーラム参加及びフリーマーケット 

  平成２５年４月２８日（日）倉吉未来中心  ９名 

・古布再生座布団作り 

  平成２５年１２月１５日（日）湯命館 

平成２５年１２月２７日（金）かめの泉 

平成２６年 １月１５日（水）倉吉市上灘公民館 

平成２６年 ２月１８日（火）西倉吉自治公民館 

平成２６年 ２月１９日（水）西倉吉自治公民館 

延２６名参加 

・老人施設でお手玉作り 

  平成２６年 ３月１３日（木）  １４名参加 

 

○西部地区 

  ・地域交流事業 

天使園の園児・職員との交流    ８４名参加 

平成２５年８月２０日（火） 

 

 

④子育て支援事業 

 〇ひとり親家庭の小学生・中学生を対象に一時的な保育と学童の見守りや 

地域の高齢者とのふれあい事業 

①  日時：平成２６年２月１日（土） 

     場所：鳥取市さざんか会館 

     内容：お手玉作り  

          講師 お手玉の会 ３名 

② 日時：平成２６年３月２３日（日） 

場所：米子市ふれあいの里 

内容：書道教室 １４名 

 

 

⑤普及啓発事業 

    ○若年母子家庭等研修会 

〔期日・会場〕 平成２５年６月１５日（土）倉吉市飛龍閣 

〔参 加 者〕 ３２名 

〔内   容〕 行政説明 「ひとり親家庭等日常支援事業について」 

         講師 鳥取県子育て王国推進局 係長 祖田 誠 氏 

        グループ討議・情報交換 

                 

 

⑥リーダー養成事業 

   ○幹部研修会 

〔期日・会場〕 平成２６年１月２６日（日）倉吉市上井公民館 

〔参 加 者〕 ３０名 



〔内   容〕 ・行政説明 「鳥取県ひとり親家庭支援施策」 

         講師 鳥取県青少年・家庭課 主事 小倉侑子 氏 

・講演「電力の安定供給に向けた取り組みについて」 

         講師 中国電力㈱ マネージャー 小林 弘明 氏 

      

 

⑦親子で体験学習（共同募金助成事業） 

期日：平成２５年８月２５日（日） 

場所：①網代漁港 

魚料理教室・漁協見学 ９名参加 

②赤崎漁港 

セリの見学、料理教室 ７名参加 

       

 

⑧県外視察研修 

期日：平成２５年１１月２１日（木）～２３日（土） 

場所：①山梨県母子家庭等就業・自立支援センター 

１４名参加 

 

（２）母子家庭等日常生活支援事業 

   ○家庭支援員派遣・登録事業 

〔実施状況〕 子育て支援   ２４件  生活援助  ６件 

     〔日常生活支援員選任数〕    １１５名 

 

 

（３）母子家庭等就業支援講習会事業 パソコン講座 

○初級 

 東部 中部 西部 

期 日 
平成 25 年 6 月 4 日

～8月 8日 

平成 25年 6月 4日

～8月 8日 

平成 25年 6月 18日

～8月 30日 

会 場 
鳥取市 

鳥取ビジネス学院 

倉吉市 

ほうき塾 

米子市 

日本海情報ビジネス

専門学校 

回 数 ２０回 ２０回 ２０回 合計 

受講者数 ６名 ４名 ４名 １４名 

修了者数 １名 ２名 ４名  ７名 

託 児 数 ２名 ０名 ２名  ４名 

受講旅費 ２名 ３名 ２名 ６名 

 

 

 

 

 

 



○中級 

 東部 中部 西部 

期 日 
平成 25 年 9 月 3 日

～11月 7日 

平成 25 年 8 月 20 日

～10月 24日 

平成 25 年 9 月 3 日

～11月 8日 

会 場 
鳥取市 

鳥取ビジネス学院 

倉吉市 

ほうき塾 

米子市 

日本海情報ビジネス

専門学校 

回 数 ２０回 ２０回 ２０回 合計 

受講者数 ５名 ８名 １０名 ２３名 

修了者数 ３名 ４名 ３名 １０名 

託児数 ２名 ０名 ４名 ６名 

受講旅費 ４名 ３名 ３名 １０名 

  ※修了者数・・・全講座２０回中１５回以上出席者の数 

 

 

（４）ひとり親家庭等情報提供事業 

①ホームページ・メルマガ運営事業 

○ ホームページ更新   １７回 

○ メールマガジン配信   １４件 

②電子メール相談事業 

   

（５）ひとり親家庭福祉推進員（ライフサポーター）設置事業 

①ひとり親家庭推進員（ライフサポーター）任命式 

〔期日・会場〕 平成２５年６月８日（土）倉吉市上井公民館 

    〔任 命 者数〕  ２７名 リーダー１２名 サブリーダー１５名 

 

②事業内容 

○研修会 

 ・第１回 

    〔期日・会場〕 平成２５年６月８日（土）倉吉市上井公民館 

    〔内   容〕 行政説明 「鳥取県ひとり親家庭支援施策」 

鳥取県子育て広告推進局青少年・家庭課  

係長 祖田 誠 氏 

            「母子自立支援員の相談と支援について」 

             鳥取県西部総合事務所福祉保健局 

母子自立支援員 田村富美恵 氏 

             業務説明 

    ・第２回 

    〔期日・会場〕 平成２５年１１月１７日（木）とりぎん文化会館 

〔内   容〕 ①鳥取県ひとり親家庭福祉推進員の業務等について 

②パートナー県政推進フォーラムへの参加 

  あなたが主役！みんなで県政！ 

 

 



○広報・啓発事業 

（１） 事業について、ひとり親家庭等情報提供事業「ひとり親家庭お役立ちサイ 

ト」へ掲載 

 

４ 派遣事業 全国・ブロック大会・研修会への派遣 

（１） 平成２５年度全国母子寡婦福祉研修大会 

    平成２５年１０月１９日（土）～２０日（日）群馬県 １名 

  

平成２５年度中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会 

    平成２５年９月２８日（土）～２９日（日） 徳島県徳島市 ３０名 

 

 （２）全国母子寡婦指導者研修会 

     平成２６年３月１６日（日） 東京都・アワーズイン阪急 １名 

     

     

５ その他の事業 

（１） 自動販売機設置事業 鳥取県立福祉人材研修センター １階 １台設置 

              駅パル倉吉 １階 ２台設置 

（２）物資斡旋事業 （ホリウチ、ハナビシ、セルフ） 

（３）母子部組織の基盤づくり 


