
（事業報告附属明細） 

             令和元年度 事業報告 

 

                              （決算額）単位千円 

ひとりで子育てと生計の維持を担わなければならないひとり親家庭を取り巻く経済・

雇用環境は、依然として厳しい状況が続いています。 

ひとり親家庭が真に自立するためには安定した就業が不可欠であります。 

これらを念頭に母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子自立支援プログラム事

業を始め、母子家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等相談支援事業等に取り組み、

就業面、生活面において状況に応じた支援を行いました。 

また、自主事業として、親と子が一緒に遊ぶ「親と子のふれあい研修会」、ひとり親家

庭の抱える悩みや問題について話し合う「ひまわりトーク＆トーク」事業等を行いまし

た。 

以下、主な事業内容は次のとおりです。 

                                                              

１ 理事会等の開催                     （110） 

○ 理事会 

  第１回 日時   令和元年５月９日（木） 

      議題   平成３０年度事業報告及び収支決算（案）について 

          

  第２回 日時   令和２年３月１８日（水） 

    議題   令和２年度事業計画及び収支予算（案）について 

 

○評議員会 

第１回 日時   令和元年５月２３日（木） 

    議題   平成３０年度事業報告及び収支決算（案）について 

            令和元年度事業計画及び収支予算（案）について 

 

 ○ 監事監査  令和元年５月８日（水） 

         平成３０年度事業及び収支決算について 

 

○ 市・地区会長会 

  第１回 ４月２４日（水）第２回 ６月 ５日（水）第３回 ７月１０日（水） 

  第４回 ９月 ４日（水）第５回１１月 ６日（水）第６回 ３月１８日（水） 

   

○ 市・地区母子部長会 

  第１回 ４月１４日（日）第２回 ６月 １日（日）第３回 ９月２９日（日） 

  第４回 １月１２日（日） 



２ 実施事業 

○ 令和元年度 佐賀県母子寡婦福祉研修大会      （561） 

「つなごう人の輪、守ろう地域の輪」 

～正規雇用で安定就労～ 

～母子と寡婦 共にはぐくむ子どもの未来～ 

～すべての子どもに安心と希望を！～ 

株式会社村岡総本舗 社長 村岡正廣氏 講演、 パネル討議 

令和元年７月７日（日） ゆめぷらっと小城  

参加者約 ２５６人 

 

○ 親子ふれあい野外研修会                （374） 

「日常生活で味わうことのできない自然体験、野外炊飯等親子で楽しむ」 

   令和元年７月２７日（土）～２８日（日）佐賀県立波戸岬少年自然の家 

参加者 ３６人 

 

○ 親と子のふれあい研修会（子育てフェスタひまわり事業） （124） 

「親子で楽しい時間を過ごしましょう」 

   令和元年１１月１７日（日）佐賀県ひとり親家庭サポートセンター 

参加者 ９１人 

   

  ○ひとり親家庭等自立支援講習会 

・ひとり親のためのビジネスパソコン講座          （103） 

令和元年９月２４日～９月２６日、 

佐賀県ひとり親家庭サポートセンター   参加者  １０人 

 

○ひまわりトーク＆トーク（アバンセ県民グループ企画支援事業） （85） 

「ひとり親ワールドカフェ」 ～聞けてよかった・話せてよかった～ 

令和２年２月２日（日） 佐賀県ひとり親家庭サポートセンター  

参加者 ７３人 

 

 ○ふるさと納税事業 

                               （222） 

   佐賀県ふるさと寄附金（「ＮＰＯ等を指定した支援」）による支援対象事業所 

として、平成３１年１月４日に登録される。 

   返礼品提供企業は、佐賀県有明海漁業協同組合、佐賀県農業協同組合、 

  小城羊羹協同組合、有明の風の４企業。 

   

    

 



３ 指定管理による管理運営業務 

  ○佐賀県ひとり親家庭サポートセンターの管理              （10,628）  

・貸館業務（3Fホール・２F研修室） 

   平成３１年４月１日～令和２年３月３１日までの利用は次の通りであった。 

  

                              単位：円 

 利用件数     利用料金 

  予 定   実 績 予 定 実 績 

ホール   １４０   ３６ 1,900,000 468,970 

研修室   １２０  １５４     400,000   159,214 

計   ２６０  １９０ 2,300,000 628,184 

 利用者総数 4,278人（30年度 6,595人）   

   

 ・運営委員会の開催 令和元年７月３１日（水） 

    委員 豊田佐賀県こども家庭課課長、瀬戸口佐賀中部保健福祉事務所長 

      久我佐賀市こども家庭課長 

      久米理事長、外園副理事長、岡本副理事長  

 

○ 母子家庭等就業自立支援センター事業                （6,437） 

・就業相談（無料職業紹介所） 

 新規求職登録者９３名  相談件数１４７件 

・母子家庭等就業支援講習会 

  種別   期日   時間数   参加者   場所 

介護職員初任

者研修 

自 7月 3日 

至 9月 17日 
130 ３ 

佐賀県ひとり親家庭

サポートセンター他 

              合格者３名    

種別 期日 時間数 参加者 場所 

パソコン表計

算３級講座 

自 9月 27日 

至 11月 1日 
    100       ３ 

佐賀県ひとり親家庭

サポートセンター 

修了者４名 職業能力開発協会検定試験合格者 ４名 

 

・特別相談（無料法律相談）２５件  毎月第４木曜日（県内弁護士） 

・特別相談（心理相談）  ２０件  毎月第３日曜日（県内臨床心理士） 

 

・土日相談事業 

  就業（電話１３ 訪問 ９） 生活（電話２１８ 訪問 ８７） 

 

○ 母子家庭等生活支援講習会                           （1,016） 

・各地区における講習会等 



  １２地区  延 ３１回 

・市・地区役員等研修会       

令和元年５月２６日（日）佐賀県ひとり親家庭サポートセンター 

家計管理講習「ひとり親家庭のためのライフプラン」 

               参加者 ４８人 

  ・保育サポーター（家庭生活支援員）養成研修 ２７時間 

  開催時期 ２月９日、１６日、２３日、３月３日、３月８日 

  参加者   １０名   

 

○ 母子家庭等日常生活支援事業            （1,403） 

  派遣対象家庭登録数 ５１９世帯  家庭生活支援員登録数 ２４８人 

  支援実績 生活援助  １５件（  ６１時間） 

子育て支援 ３５件（４２７時間） 

 

  ○母子自立支援プログラム策定事業（一部の市を除く） （2,612） 

    児童扶養手当受給者６６名を対象に説明を行い、この内ハローワークの担当者

や母子自立支援員と連携して、電話や面接により働きかけを実施し、５６名に

ついて就職・転職のサポートなど個々の状況にあった支援を行った。 

 

  ○ひとり親家庭等相談支援事業           （2,765） 

    相談件数１，３９６件（生活一般 756 日常生活 421 貸付けその他 219） 

 

  ○広報啓発・広聴、ニーズ把握活動事業       （749） 

    ひとり親家庭のしおり発行  ８，５００部 

 

４ 佐賀県母子家庭等助け合い資金貸付金の回収状況 

   

〇平成３０年度末残高  ８人  ２１９，２００円（ 20,000） 

                      合計   ２１９，２００円（ 20,000） 

            

〇令和元年度末残高     ８人  ２１４，２００円（  5,000） 

               合計  ２１４，２００円（  5,000） 

※少額訴訟費用５，２００円を計上した。 

 

５ 第６６回九州地区母子寡婦研修大会 

  令和元年 １０月１３日～１４日   （長崎市） 

             参加者 ６０名 

 

 



６ 令和元年度全国母子寡婦福祉研修大会・ 

  令和元年１０月２６日～２７日   （神奈川県川崎市） 

             参加者  ４名 

 

 

 

７ 全国母子寡婦福祉団体協議会関係会議 

 ・代表者会議 

  令和元年５月２４日（金） 東京都 

 ・全国母子寡婦指導者研修会 

  令和２年３月１５日（日） 東京都  中止 

 

８ 関係団体との連携 

 ・佐賀県女性団体連絡協議会 

 

・佐賀県男女共同参画推進連携会議 

   

  ・佐賀県社会福祉協議会 

   

 

９ 広報誌の発行 

 ・さが母連ニュース 年１回 3,000部 


