
（１）平成３０年度業務の執行状況について令和 

令和３年度 事業報告書（案） 

 

                      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  

生活基盤の充実を図るため、就労支援と優先雇用 

  地域と共に歩み、子育て支援の理解と協力 

 

 事業の重点  

１ 日常生活支援事業とひとり親家庭等生活支援事業等の充実と周知徹底に努めよう 

２ 親の自立と子どもの健全育成、学習支援の拡充に努めよう 

３ 地域交流で母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦等の会員増強に努めよう 

４ 賛助会員の加入促進に努めよう 

５ 環境に配慮した活動を推進しよう 

 

 事業内容  

１ 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）社員総会の開催 

  ○定時社員総会 

〔期日・会場〕 令和３年６月６日（日）・倉吉体育文化会館 

〔出 席 状 況〕 代議員７名中７名出席  

正副理事長３名、理事３名、監事２名 

〔議   案〕 第１号 令和２年度事業報告並びに決算について 

   〔審 議 結 果〕 議案を原案どおり承認 

 

   ○臨時社員総会 

〔期日・会場〕 令和４年３月１０日（木）・書面開催 

〔出 席 状 況〕 代議員 ７名 

〔議   案〕 第１号 令和３年補正予算（案）について 

第２号 令和４年度事業計画（案）並びに予算（案）について 

〔審 議 結 果〕 議案を原案どおり承認 

 

（２）理事会の開催 

○第１回 

〔期日・会場〕 令和３年５月９日（日）・鳥取県立福祉人材研修センター   

〔出 席 状 況〕 理事８名中６名出席、監事２名 

〔議   案〕 第１号 令和２年度事業報告並びに決算について 

        第２号 ひとり親家庭寄り添い支援事業の実施と令和３年度補正予算 

（案）について 

第３号 令和３年度第２回社員総会について 

〔審 議 結 果〕 議案を原案どおり承認 

 

○第２回 



〔期日・会場〕 令和３年１０月２６日（火）・県立福祉人材研修センター 

〔出 席 状 況〕 理事８名中７名出席、監事２名 

〔議   案〕 第１号 令和３年度共同募金助成事業について 

        第２号 代議員選挙細則の一部改正について 

第３号 令和３年度子育て支援事業及びひとり親家庭研修会について 

第４号 令和４年度日常生活支援事業について 

〔審 議 結 果〕 第１号議案を原案どおり承認 

        第２号議案は改正しない 

        第３号議案を原案のとおり承認 

        第４号議案を原案のとおり承認 

 

○第３回 

〔期日・会場〕 令和４年２月２２日（火）・上井コミュニティセンター 

〔出 席 状 況〕 理事８名中５名出席、監事０名 

〔議   案〕 第１号 令和３年度補正予算（案）について 

第２号 令和４年度事業計画（案）並びに予算（案）について 

第３号 代議員選挙について 

第４号 令和４年度第１回社員総会について 

〔審 議 結 果〕 議案を原案どおり承認 

 

（３）正副理事長会の開催 

○第１回 

〔期日・会場〕 令和３年４月２８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  

〔協 議 事 項〕 （１）令和２年度事業報告並びに決算について 

（２）令和３年度事業について 

 

（４）監事会の開催 

〔期日・会場〕 令和３年４月２８日（水）・鳥取県立福祉人材研修センター 

〔出 席 状 況〕 理事長、監事２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  

 

２ ひとり親家庭等生活支援事業等の実施 

（１）県委託・補助事業等の実施 

①ひとり親家庭等日常生活支援事業（県委託事業） 

   ○家庭支援員派遣・登録事業 

〔実 施 状 況〕 延べ２件（子育て支援２件 生活支援０件） 

   〔日常生活支援員登録数〕 １２０名名 

 

②家庭生活支援員養成研修会（県委託事業） 

〔期   日〕 東部：１日目：１０月１３日(水) ２日目：１０月１４日(木)  

中部：１日目：１０月２０日(水) ２日目：１０月２１日(木)  

西部：１日目：１０月２７日(水) ２日目：１０月２８日(木)   

１日目 ９：１０～１６：１０ ２日目 ９：２０～１６：３０ 

 

   〔会   場〕 東部：さわやか会館 

中部：倉吉福祉センター 

西部：米子市文化センター 



 

   〔研 修 内 容〕 １日目 日常生活支援事業説明・緊急時の対応と応急措置 

               子どもの遊び・児童の成長と食生活 

           ２日目 ひとり親家庭に対する各種支援施策・児童の発達 

生活支援について・児童の病気 

   〔受 講 者〕 ３１名（東部１３名、中部７名、西部１１名） 

（修了証書２２名 東部１０名、中部６名、西部６名） 

 

③ひとり親家庭等就業支援講習会事業（県委託事業） 

○初級 

 東部 中部 西部 

期 日 
令和 3年 6月 1日 

～8月 26日 

令和 3年 6月 7日 

～8月 23日 

令和 3年 6月 1日 

～8月 10日 

会 場 
鳥取市 

鳥取市弓道場 

倉吉市 

(有)ほうき 

米子市 

(株)スペック 

回  数 ２０回 ２０回 ２０回 合計 

受講者数 ５名 ３名 ７名 １５名 

修了者数 ２名 １名 ３名 ６名 

託 児 数 ３名 ０名 ２名 ５名 

受講旅費 ４名 １名 ４名 ９名 

 

○中級 

 東部 中部 西部 

期  日 
令和 3年 9月 2日～

10月 26日 

令和 3年 9月 2日～

11月 1日 

令和 3年 9月 2日～ 

10月 26日 

会  場 
鳥取市 

鳥取市弓道場 

倉吉市 

(有)ほうき 

米子市 

(株)スペック 

回  数 １５回 １５回 １５回 合計 

受講者数 ３名 ３名 ７名 １３名 

修了者数 ３名 １名 ６名 １０名 

託 児 数 ０名 ０名 ４名 ４名 

受講旅費 ２名 １名 ４名 ７名 

  ※修了者数・・・初級：全講座２０回中１５回以上出席者の数 

          中級：全講座１５回中１２回以上出席者の数 

  ※中央職業能力協会主催 エクセル３級検定試験 

 

④ひとり親家庭等情報提供事業（県委託事業） 

〇ホームページ・メルマガ運営事業 

・ホームページ更新 ３２回 

事業について、「新着情報」へ掲載 

・メールマガジン配信 ２８件 

〇電子メール相談事業 ９件 

   

  ⑤鳥取県ひとり親家庭子どもの養育啓発事業（県委託事業） 

〇講習会 

〔期日・会場・受講者（個別相談人数）・内容〕  



・令和３年４月１１日(日)・湯梨浜町中央公民館・９名（１名） 

「親子で考える金融教育」講師 金融広報委員会 村田弘子氏 

・令和３年４月２４日(土)・名和公民館・１４名（１名） 

「家計管理について」講師 金融広報委員会 村田弘子氏 

・令和３年４月２５日(日)・はっとうフルーツ園内・１２名（２名） 

「親子で学ぶ金融教育」講師 金融広報委員会 村田弘子氏 

・令和３年５月３０日(日)・さちカフェ・８名（０名） 

「やさしいお金の講座」講師 金融広報委員会 村田弘子氏 

・令和３年１０月１６日(火)・気高町中央公民館・１２名（０名） 

「家計管理について」講師 金融広報委員会 村田弘子氏 

・令和３年１１月３日(水)・米子コンベンションセンター・２０名（２名） 

「養育費勉強会」講師 アザレア法律事務所 弁護士 井木博子氏 

・令和３年１１月２３日(火)・智頭町保健医療福祉総合センター・５名（０名） 

「家計管理について」講師 金融広報委員会 村田弘子氏 

    ・令和３年１１月２８日(日)・しおさい会館・１５名（０名） 

「親子で考える金融教育」講師 金融広報委員会 村田弘子氏 

    ・令和３年１２月１２日(日)・倉吉福祉センター・２１名（０名） 

「ひとり親家庭のお金の心配ごと一緒に考えましょう」 

講師 金融広報委員会 村田弘子氏 

 

  ⑥寄り添い支援相談事業（県委託事業） 

   〇ひとり親家庭相談支援センター（県立ハローワーク内） ２１０件 

鳥取会場：第２、第４土曜日１４時１５分～１８時１５分 

倉吉会場：第２、第４土曜日１４時１５分～１８時１５分 

米子会場：毎週水曜日、土曜日１４時１５分～１８時１５分 

   〇同行支援 ３０件 

   〇出張相談 ９件 

〇相談員研修会 ７回 

   〇令和３年度生活困窮者自立支援推進会議 ３地区 オンライン開催    

   〇米子市要保護児童対策地域協議会 

〔期日・内容・対応者〕 

・令和３年６月１日（火）・代表者会議（米子市立図書館）・井田理事長 

 

⑦ひとり親家庭福祉推進員（ライフサポーター）設置事業（県補助事業） 

〇ひとり親家庭推進員（ライフサポーター）任命式 

〔期日・会場〕 令和３年６月６日（日）・倉吉体育文化会館 

   〔任 命 者 数〕 ３０名（リーダー９名、サブリーダー２１名） 

 

〇研修会 

・第１回 

   〔期日・会場〕 令和３年６月６日（日）・倉吉体育文化会館 

   〔内   容〕 ・行政説明「鳥取県のひとり親家庭支援施策」 

講師 鳥取県子育て・人財局家庭支援課 

 係長 田村寿美子氏 

〔受 講 者〕 ２６名 

 

⑧生活支援事業（県補助事業） 

〇研究集会開催事業 



・第７０回鳥取県母子寡婦福祉研修大会 中止 

〔期日・会場〕 令和３年８月２９日（日）・県立福祉人材研修ンセンター  

〔内   容〕 開会行事・体験発表・講演等 

 

   ・実行委員会の開催 

   〔期日・会場〕 令和３年５月９日（日）・県立福祉人材研修ンセンター 

   〔参 加 者〕 実行委員１０名 

〔内   容〕 県大会開催、係員業務内容、役割分担について 

 

〇親子ふれあい交流事業 

・さつまいもの苗植えと燕趙園散策 

〔期日・参加者〕令和３年６月２０日（日）・６１名 

 〔指 導 者〕 農業委員 野田秀孝氏 

〔場   所〕 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬の農園、燕趙園 

 

・さつまいもの収穫 

〔期日・参加者〕令和３年１０月１０日（日）・６６名 

    〔指 導 者〕 農業委員 野田秀孝氏 

〔場   所〕 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬の農園 

 

〇リーダー養成事業 

   ・幹部研修会 

〔期日・会場〕 令和３年９月２８日（火）・上井コミュニティセンター 

   〔参 加 者〕 ２７名 

〔内   容〕 講義「災害時の食事」 

        講師 鳥取県栄養士会 災害対策部 平田早百合氏  

豊島久子氏 

・令和３年度中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会 中止 

〔期   日〕 令和３年９月１８日（土）～１９日（日） 

   〔会   場〕 広島県 広島県民文化センター 

 

〇地域交流事業 

【東部地区】 （鳥取市・岩美町・若桜町・八頭町・智頭町）連合母子会 

・第４４回鳥取市木のまつり 中止 

〔期日・会場〕 令和３年１１月３日（水）・鳥取市本通り、若桜街道 

 

   ・県産材を使ったキットで森林環境保全を学ぶ 

    〔期日・会場〕 ①令和４年２月１０日（木）・岩美子ども食堂 

            ②令和４年２月２２日（火）・放課後児童クラブかにっこ 

            ③令和４年２月２３日（水）・来未完食堂 

    〔参 加 者〕 ９０名 

 

【中部地区】 倉吉市母寡連、東伯郡連合母子会 

・交流会  

〔期日・会場〕 令和４年１月９日（日）・上井コミュニティセンター 

〔内   容〕 バスボム作り 



〔参 加 者〕 ２６名 

 

【西部地区】 （米子市、境港市、西伯郡）連合母子会 

・交流会  

〔期日・会場〕 令和３年１１月２８日（日）・しおさい会館 

〔内   容〕 親子で学ぶ優しいお金の講座 

フラワーアレンジメント教室 

〔参 加 者〕 １６名 

 

・「親子で記念写真を撮りましょう」 

〔期日・会場・参加者（応募数）〕 

①東部：令和４年１月１６日（日）・パレス写真館・４組（４組） 

②中部：令和４年１月２３日（日）・ミタ写真館・５組（５組） 

③西部：令和４年２月１１日（金）・双美写真館・４組（１０組） 

〔協力美容室〕 東部：ヘアーサロン 123 吉田裕美氏 

中部：LOTUS 高田亜矢氏 

西部：MIX hair   

 

〇普及啓発事業 

   ・ひとり親家庭研修会  

〔期日・場所〕 令和３年１０月２４日（日）・森の国 中止 

〔期日・場所〕 令和３年１２月２６日（日）・上井コミュニティセンター 中止 

〔内   容〕 ・クリスマスコンサート 

        ・意見交換交流会・高校生と遊ぼう！ 

・親子クッキング（クリスマスカレーを作ろう） 

         

〇子育て支援事業 

〔期日・場所・参加者・内容〕 

①令和３年１１月２１日（日）・さざんか会館・２５名 

 ・パンづくり 講師 スイーツショップボストン 河田秀之氏 

②令和３年１２月２６日（日）・上井コミュニティセンター 中止 

 ・スコップケーキづくり 講師 kamama house 鎌田忍氏 

③令和４年１月８日（土）・株式会社スペック・１４名 

        ・プログラミング体験教室 

～スクラッチでゲームを作ろう 講師 株式会社スペック 

 

（２）共同募金助成事業 

①漁業体験事業の実施 中止 

〔期日・場所〕 平成３年８月１日（日）・清流遊 YOU村（倉吉市関金町小泉） 

〔内   容〕 鱒のつかみ取り、昼食、散策、渓流遊び 

 

  ②ひとり親家庭研修会（人権講演会）の実施 

〔期日・場所〕 平成３年１２月５日（日）・ビレステひえづ（西伯郡日吉津村） 

〔内   容〕 人権講演会「あなたとこどもたちに希望と歌を」  

講師 テノール歌手 新垣勉氏 



〔参 加 者〕 ９８名 

 

（３）県外視察研修事業の実施 

 ①全国・ブロック大会・研修会への参加 

〇令和３年度全国母子寡婦福祉研修大会 中止 

〔期   日〕 令和３年１１月６日（土）～７日（日） 

   〔会   場〕 宮城県 仙台サンプラザホール 

 

３ 関連諸会議への出席と組織活動の推進 

（１）全国・中国・四国ブロック関係会議等への出席 

  ①全国母子寡婦福祉団体協議会との連携・協力 

   ○自由民主党母子寡婦福祉対策議員連盟総会 中止 

〔期日・会場〕 令和３年５月２８日（金）・東京都 衆議院第１議員会館 

 

○第８回加盟団体代表者連絡会議 中止 

〔期日・会場〕 令和３年５月２８日（金）・東京都 品川区総合区民会館 

 

   ○令和３年度就労促進情報関係者連絡会議（オンライン会議） 

〔期日・会場〕 令和４年３月１４日（日）・東京都 コングレスクエア羽田 

〔出 席 状 況〕 足立母子部長 

 

②中国・四国ブロックとの連携・協力 

〇中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会打合せ会議 書面 

〔期   日〕 令和３年５月２３日（日） 

〔会   場〕 広島県 BIG ERONTひろしま 

〔内   容〕 ①2021年度中国四国地区母子寡婦福祉研修大会について 

        ②中止した場合の 2022年度の担当県について 

 

〇中国・四国ブロック母子部長会 中止 

〔期日・会場〕 ①令和３年５月２３日（日）・広島市総合福祉センター 書面 

        ②３年９月１８日（土）・広島県民文化センター 中止 

〔内   容〕 ①令和３年度活動目標・新規会員獲得目標数について 

        

③全国母子寡婦福祉団体協議会主催の研修会への出席 

〇令和３年度全国母子寡婦指導者研修会／全国母子部長研修会 （オンライン会議） 

〔期日・会場〕 令和４年３月１３日（土） 

〔出 席 状 況〕 足立母子部長 

 

（２）県内関係団体会議等への出席 

 ①鳥取県各種女性団体協議会 

〇令和３年度総会 書面開催 



〔期日・会場〕 令和３年８月３１日（金）・白兎会館 

〔出 席 状 況〕 井田理事長外５名 

〇理事会  

〔期日・会場〕 令和３年７月７日（水）・自由民主党鳥取県支部連合会会議室 延期 

〔出 席 状 況〕 井田理事長 

 

〔期日・会場〕 令和３年７月３０日（水）・自由民主党鳥取県支部連合会会議室 

〔出 席 状 況〕 井田理事長 

 

②ハローワーク鳥取 

〇鳥取県地域生活保護受給者等就労自立促進事業協議会 

〔期日・会場〕 令和３年６月２９日（火）・鳥取公共職業安定所 

〔出 席 状 況〕 井田理事長 

〔内   容〕 最近の雇用情勢について 

        令和２年度の事業実施状況について 

        令和３年度の取り組みについて 

 

（３）関係機関との協力 

  ①フードバンクとっとりからの提供品を配布 

  〔事業名 期日・場所・参加者数〕 

〇親子ふれあい交流事業 令和３年６月２０日（日）・湯梨浜町・７家族 

○幹部研修会      令和３年９月２８日（火）・倉吉市・２７名 

○親子ふれあい交流事業 令和３年１０月１０日（日）・湯梨浜町・６家族 

○ひとり親家庭研修会  令和３年１２月２６日（日）・倉吉市他・１１家族 

○各市町村での行事での提供 鳥取市、岩美町、智頭町、倉吉市、湯梨浜町、東伯郡、 

大山町、境港市 

   ○ひとり親家庭相談支援センター 生理用品配布 

 

  ②おてらおやつクラブからの「おすそわけ」（６回）を配布 

  〔事業名 期日・場所・参加者数〕 

〇親子ふれあい交流事業 令和３年６月２０日（日）・湯梨浜町・７家族 

○親子ふれあい交流事業 令和３年１０月１０日（日）・湯梨浜町・６家族 

○ひとり親家庭研修会（人権講演会） 

令和３年１２月５日（日）・日吉津村・幼児のみ５家族 

○クリスマス会     令和３年１２月１８日（土）・智頭町・１０人 

○クリスマス会     令和３年１２月１９日（日）・岩美町・７人 

○クリスマス会     令和３年１２月２４日（金）・八頭町・１３家族（４０人） 

○子育て支援事業    令和４年１月８日（土）・米子市等・８家族（１４人） 

○中部地域交流     令和４年１月９日（日）・倉吉市・東伯郡・２６人 

○母子茶話会      令和４年１月１６日（日）・倉吉市・５人 

   

  ③クリスマスケーキ寄贈（白バラ・リビドー） 

○５組（米子市３家族、伯耆町２家族） 

 

４ 組織の基盤強化と財源確保 

（１）組織の基盤強化 

 ・会員の加入促進 

 



（２）母子部組織の基盤づくり 

  ①母子部会の開催 

〇第１回（ひとり親家庭研修会企画） 

〔期日・会場〕 令和３年６月６日（日）・倉吉体育文化会館 

〔参 加 者〕 ８名（井田理事長、足立母子部長、高田母子部副部長他） 

   〇第２回（ひとり親家庭研修会反省） 

〔期日・会場〕 令和４年１月９日（日）・上井コミュニティセンター 

〔参 加 者〕 ５名（井田理事長、足立母子部長、高田母子部副部長他） 

 

（３）予算対策運動の実施 

  ①令和４年度に向けた鳥取県の社会福祉制度・予算等に対する要望について 

   〔要望事項〕 

 １ ひとり親家庭の子どものヤングケアラー実態調査と支援体制について 

２ ひとり親に対するインフルエンザ予防接種費用の助成について 

３ 鳥取県ひとり親家庭寄り添い支援事業の継続実施について  

○県知事への要望 

〔期日・会場〕 令和３年８月２７日（金）リモート・福祉人材研修センター 

〔出 席 状 況〕 １名（井田理事長） 

○県議会議長への要望 

〔期日・会場〕 令和３年９月７日（火）リモート・福祉人材研修センター 

〔出 席 状 況〕 １名（井田理事長） 

○鳥取県との意見交換 

〔期日・会場〕 令和３年１０月１９日（火）リモート・福祉人材研修センター 

〔出 席 状 況〕 １名（井田理事長） 

 

②政党会派への予算要望 

（鳥取県各種女性団体協議会、自由民主党、会派民主、公明党） 

〔期日・会場〕 令和３年１２月２０日（月）・鳥取県議会棟 

〔要 望 事 項〕 １ 鳥取県ひとり親家庭寄り添い支援事業の継続実施について 

〔出 席 状 況〕 １名（井田理事長） 

   

（４）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 

 ・エキパル倉吉 １階 ２台設置 

 

（５）物資斡旋事業  

・セルフ 

・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１６０冊頒布 

 

５ 表彰関係 

（１）鳥取県社会福祉協議会会長表彰 

   谷口啓子（鳥取市） 

   

（２）厚生労働大臣表彰 

   岡田昭子（鳥取市） 

 

６ 夢を応援基金「ひとり親家庭支援奨学金制度」 

（１）選考 



  ○第１次審査 ３０名 

〔期日・会場・審査員〕 

①令和３年５月１１日（火）・かめの泉・２名（井田理事長、枠島前理事長） 

 ②令和３年６月１４日（金）・会員自宅（倉吉市）・２名（井田理事長、枠島前理事長） 

○第２次審査（作文）面接中止 ２１名 

 〔期日・審査員〕 

①令和３年６月７日（月）・２名（豊嶋正氏、河中信孝氏）  

○合格者 ４名（中３：１名、高１：２名、高２：１名） 

 

（２）令和４年度奨学金説明会 

   〔期日・会場・参加者〕 

    令和３年１２月９日（木）・岡山市きらめきプラザ・1名（井田理事長）  


