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平成３０年度事業報告書 

 

公益財団法人 埼玉県母子寡婦福祉連合会 

１．公益目的事業 

ひとり親家庭に対して、地域でのお互いの交流、イベントを通じた親子ふれ

あいの機会の提供、法律相談や技能講習会を通じた生活・就業支援を行うとと

もにお役立ち情報の提供や各種の研修活動を行った。 

 

（１）公益目的事業１：母子家庭等交流・生活支援事業 

子育て支援セミナー・ひとり親家庭親子ふれあい事業等 

  県の委託事業として、子育ての不安や生活の悩みを抱えながら地域で孤立

しがちであるひとり親家庭等に対し、当事者団体である母子寡婦福祉連合会

のマンパワーやノウハウを活用して、地域における交流会、相談会や生活支

援講習会の開催を通じて、同じ立場の者の目線で支援を行い、ひとり親家庭

の生活向上を図った。 

ア 地域相談員の養成 

   市町母子寡婦福祉会の会員に対し、相談支援を行うにあたり、必要な相

談技術や福祉制度に関する研修を実施し、修了者には埼玉県交付の「地域

相談員証」を交付した。 

■平成３０年度地域相談員養成研修会 

開催日：平成３０年４月２２日（日） 

   場 所：埼玉県浦和合同庁舎 

   研修修了者（＝地域相談員）：４３名 

 

イ－１ 地域における交流会の開催 

研修を修了した地域相談員が中心となり、県内各地域でひとり親家庭等

に対する交流会を開催し、地域で孤立するひとり親家庭等に仲間との交流

の場を提供した。 

開催回数 ８１回  参加者 １，１８９人（１７２人） 

  ＊（ ）内は非会員の参加者数 

 

イ－２ 地域における相談会の開催 

  交流会や生活支援講習会に参加したひとり親家庭等に対し相談会を実施

し、子育てや家庭の悩み事、子の教育、健康上の問題、就労などについて

同じ立場の仲間としての目線で親密なアドバイスを行った。 

開催回数１０１回  参加者数１，４０５人（２１２人） 

 

イ－３ 地域における生活支援講習会の開催 
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  交流会や相談会に加え、子育てや健康に関する講習会を開催し、地域の

ひとり親家庭等の養育力の向上を図った。 

開催回数 ４６回  参加者数５９６人（１４６人） 

 

イ－４ 連合会主催「鉄道博物館へ行こう！」の実施 

期 日 平成３１年１月２７日（日） 

場 所 さいたま市鉄道博物館 

参加者 ２２人 

内 容 鉄道博物館見学、家族交流会 

 

イ－５ 行政への仲介、見守り活動の実施 

  相談活動の内容に応じて、行政の福祉部門や民生委員の紹介などを行っ

た。 

 

イ－６ 活動支援 

  事務局に２名の相談指導員を配置し、上記の活動などを支援した。 

 

 ウ グループ談話会（はな＊カフェ）の開催 

共通のテーマを定めて意見交換を行い、個人が抱えている問題の解決策

をグループメンバーで検討した。 

■第１回 

開催日：平成３１年３月１６日（土） 

場 所：埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま） 

出席数：１４人 

 

 エ 夜間電話相談の開設 

昼間は就業しているひとり親への利便性を高めるため、原則第３水曜日の

午後５時１５から午後８時に夜間電話相談を行った。 

年間開催日数 １２日 

相談件数    ２件 

 

 オ ひとり親家庭訪問事業の実施 

蓮田市母子福祉会会員を中心に訪問支援や相談スキルを身につけるため

の研修を実施した。 

開催日：平成３０年１０月２１日（日） 

場 所：社会福祉法人蓮田市社会福祉協議会 

講 師： 埼玉県立大学臨床心理士 市村 彰英 氏 

ファシリテーター：ホームスタート推進協議会 
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出席数：１９名 

 

カ 子育て支援セミナー・交流会の開催 

   収益事業の果実を主な原資として、子育て支援セミナー及び母子寡婦

福祉会のない地域のひとり親家庭等を対象とする広域の交流会を開催し、

相互交流の場を提供するとともに、広域母子会入会を呼びかけた。 

カ－１ 子育て支援セミナーの開催 

■第１回：「夏休みに親子で挑戦！プログラミング」 

開催日：平成３０年８月１５日（水） 

場 所：明日種パソコン教室 

講 師：NPO 法人生涯学習コーディネート協会 

パソコンインストラクター 豊田克也氏 

出席数：９名 

■第２回：「春休みに親子で挑戦！プログラミング～ロボットを動かそ

う！～」 

開催日：平成３１年３月２７日（水） 

場 所：明日種パソコン教室 

講 師：NPO 法人生涯学習コーディネート協会 

パソコンインストラクター 豊田克也氏 

出席数：６名 

 

カ－２ クリスマス会の開催 

期 日：平成３０年１２月１６日（日） 

場 所：埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま） 

参加者：７３人（内 子ども３３人） 

演 目：バルーンアート､ビンゴ、家族交流会 

 

カ－３ スキー教室と星空観測の開催 

期 日：平成３１年１月５日（土）～６日（日） 

場 所：猪苗代スキー場、磐梯青少年交流の家 

参加者：４１人（内 子ども２０人） 

 

キ 社会貢献活動への協力 

三菱商事母と子の自然教室：参加 ８家族 

西武ライオンズ試合観戦 ：参加１３家族 

りそな DAY キャンプ   ：参加 ５家族 

一般社団法人洛陽労働法務・キャリア支援機構 

       新入生へのランドセル贈呈 ３人 
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ローソン給付型奨学金：奨学生１８人 

 

（２）公益目的事業２：埼玉県母子・父子福祉センター法律相談等事業 

埼玉県ひとり親家庭資格取得応援事業 

ひとり親家庭向け研修会開催事業 

ア 法律相談 

 県内４か所の母子・父子福祉センターなどで受けた相談のうち、弁護

士による相談を必要とする者に対し、女性弁護士が原則毎月第１・第３

水曜日に法律相談を行った。出張法律相談として、東部中央福祉事務所

（春日部市）、ウェスタ川越（川越市）での開催を設置したが相談者は０

人だった。 

年間開催日数 １８日 

うち相談実施 １１日 

相談件数   １８件（他にキャンセル５件） 

 

イ 技能講習（パソコン講習） 

 就業に結びつく技能講習として、パソコン教室を平日コース３回、休

日コース３回の計６回実施した。平日コースは、受講定員延べ１２０人

に対し参加者７３人、休日コースは、受講定員延べ１４０人に対し参加

者１０４人、全６回では、受講定員延べ２６０人に対し１７７人が受講

した。 

なお、第２回、４回、６回に併設して、県福祉事務所の就業支援専門

員による個別就業相談会を開催した。各回の開催内容等は以下のとおり

である。 

■第１回：休日コース：ワード講座「基礎から学ぶワード」 

開催日：平成３０年６月９日（土）・１０日（日）全２日間 

会 場：Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ さいたま 

定 員：２０人（延べ４０人） 参加者延べ２８人 

※保育延べ７人利用 

■第２回平日コース：選べるワード・エクセル講座＆就業支援セミナー 

開催日：平成３０年７月２３日（月）・２４日（火）全２日間 

会 場：彩の国すこやかプラザ 

定 員：２０人（延べ４０人） 参加者延べ２８人 

※保育延べ２人利用 

＊就業相談員による個別相談者数３人 

■第３回休日コース：ワード講座「基礎から学ぶワード」 

開催日：平成３０年９月２２日（土）・２３日（日）全２日間 

会 場：Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ さいたま 
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定 員：２５人（延べ５０人） 参加者延べ３１人 

※保育延べ５人利用 

■第４回平日コース：選べるワード・エクセル講座＆就業支援セミナー 

開催日：平成３０年１０月４日（木）・５日（金）全２日間 

会 場：ウェスタ川越 

定 員：２０人（延べ４０人） 参加者延べ１８人 

※保育延べ２人利用 

＊就業相談員による個別相談者数２人 

■第５回休日コース：選べるワード・エクセル講座 

開催日：平成３０年１１月３日（金）・４日（土）全２日間 

会 場：Ｗｉｔｈ Ｙｏｕさいたま 

定 員：２５人（延べ５０人） 参加者延べ４５人 

※保育延べ１２人利用 

■第６回平日コース：選べるワード・エクセル講座 

開催日：平成３１年２月２７日（水）・２８日（木）の全２日間 

会 場：Ｗｉｔｈ Ｙｏｕさいたま 

定 員：２０人（延べ４０人） 参加者延べ２７人 

＊就業相談員による個別相談者数１人 

 

ウ－１ 就業支援講座 

 ひとり親家庭の親等の就職時のキャリアアップ支援の一環として、技能

（パソコン）講習会全２日間のうち１日に併設して就業支援講座を２回開

催した。定員４０人に対し２３人（有業１８人、無業５人）が受講した。 

 

ウ－２ 看護学校受験対策講座 

看護師として働くことを希望するひとり親家庭の母または父を対象に、

正規雇用に結びつきやすい看護師・准看護師の資格を取得することを支

援する目的で、看護師学校・准看護師学校への合格を支援するために受

験対策講座を実施した。 

看護師養成機関受験コース及び准看護師養成機関受験コースを、大宮

会場と春日部会場に加えて夏季集中講座、受験直前対策講座として地域

のバランスを考慮し県内４地域において実施した。 

夏季集中熊谷会場においては応募者が０人だったため、中止となった。 

平成３１年３月末時点で受講決定者５９人、中退者７人、在籍者数５

２人、受験者数３９人のうち合格者数２８人であったが、平成３１年４

月２日に本人から連絡があり合格者が１人増加し、受験者数３９人のう

ち合格者数２９人となった。 

合格者の内訳は看護学校合格者１４人、准看護学校合格者１５人であ
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った。 

■一般 看護学校コース（大宮） 

日程：７月１５日～１２月１６日 全２０回 

会場：東京アカデミー大宮校 

講師：東京アカデミー講師 

定員：２０人  受講決定者１６人 

■一般 看護学校コース（春日部） 

日程：７月１日～１月１３日 全２８回 

会場：日本看護師アカデミー 

講師：日本看護師アカデミー講師 

定員：１０人  受講決定者１３人 

■一般 准看護学校コース（春日部） 

会場：日本看護師アカデミー 

講師：日本看護師アカデミー講師 

日程：７月７日～１月１９日 全２８回 

定員：１０人  受講決定者 ９人 

■夏季集中（川越）看護・准看護学校コース（複合型） 

会場：東上パールビルヂング 

講師：LET’S個別学院講師 

日程：７月７日～８月２６日 全１６回 

定員：１０人  受講決定者 ６人 

■夏季集中（熊谷）看護・准看護学校コース（複合型） 

会場：サンハイツ大和第２ 

講師：LET’S個別学院講師 

日程：７月７日～９月２日 全１６回 

定員：（１０人）未開講（受講決定者 ０人） 

■直前対策 看護学校コース（大宮） 

会場：大宮ソニックシティ 

講師：東京アカデミー講師 

日程：１０月６日～１１月２４日 全８回 

定員：１０人  受講決定者 ２人 

■直前対策（熊谷）看護学校コース、准看護学校コース 

会場：熊谷ハートピア会議室 

講師：東京アカデミー講師 

日程：１０月１４日～１２月９日 全８回 

定員：１０人  受講決定者 ６人 

■直前対策（川越）看護・准看護学校コース（複合型） 

会場：東上パールビルヂング 
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講師：LET’S個別学院講師 

日程：１１月３日～１２月２２日 全８回 

定員：１０人  受講決定者７人（外数 夏季集中講座重複受講３人） 

 

ウ－３ 資格取得セミナー 

経済的自立に有利な資格の取得を希望するひとり親に対し、資格の業

務内容等に関するセミナーを県内４地域において実施した。セミナーと

併せ、個別進路相談会を実施した。 

■第１回「第１部 看護師資格 第２部 介護福祉士資格」 

開催日：９月１７日（月） 

場所：ハートピア会議室（熊谷市） 

参加者数：延べ３２人 

■第２回「第１部 看護師資格 第２部 保育士資格」 

開催日：１０月８日（月） 

場所：春日部市民文化会館（春日部市） 

参加者数：延べ２２人 

■第３回「第１部 看護師資格 第２部 歯科衛生士資格」 

開催日：１月１４日（月） 

場所：Ｗｉｔｈ Ｙｏｕさいたま（さいたま市） 

参加者：延べ３８人 

■第４回「第１部 看護師資格 第２部 社会福祉士資格」 

開催日：２月１１日（月） 

場所：東上パールビルヂング（川越市） 

参加者数：延べ３３人 

ウ－４ 特別企画セミナー「看護師の資格取得を目指して」 

看護学校受験予備校のスタッフによる講演と受験対策講座受講者の体

験発表により看護学校の受験に関する情報提供のセミナーを開催した。 

開催日：３月１６日（土） 

場所：Ｗｉｔｈ Ｙｏｕさいたま（さいたま市） 

参加者数：１４人 

 

エ ひとり親家庭向け研修会（公益２－２） 

■第１回：平成３０年９月２１日（金） 

場 所：埼玉県浦和合同庁舎５階 第５会議室 

演 題：ひとり親家庭のリアル～聞いてみました生の声～ 

講 師：当連合会会長  是枝 くみ子 氏 

■第２回：平成３０年１２月 ２日（日） 

場 所：埼玉会館４B 会議室 
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演 題：ひとり親のライフプラン～気になる老後資金のお話～ 

講 師：ファイナンシャルプランナー 中島 智美 氏 

■第３回：平成３１年３月１６日（土） 

場 所：With You さいたま 

演 題：看護師の資格取得を目指して 

講 師：東京アカデミー大宮校 事務職員 山本 康平 氏 

「看護師の資格取得を目指して」と題して看護学校受験予備校のスタ

ッフによる講演と受験対策講座の受講者による体験談を話してもらうセ

ミナーを開催した。 

 

（３）公益目的事業：情報提供活動・研修会参加・市町村団体助成事業 

 ア 情報提供 

   ①情報紙の発行 

情報紙「ひまわり」を奇数月に年６回発行した。 

発行部数：２，０００部／回 

配布先：市町母子寡婦福祉会、関東地区母子寡婦福祉団体、 

市町村役場、社会福祉協議会等 

② ホームページによる情報提供 

当連合会に加盟する母子寡婦福祉会の個別活動予定や結果の報告、各

連絡先を掲載し、母子寡婦福祉会の魅力を伝えた。 

新規事業である看護学校受験対策講座、資格取得セミナーを始め、技

能講習会（パソコン教室）や各種ひとり親家庭等向けの行事案内など、

お役立ち情報を提供した。 

③「平成３０年度事業概要」の作成 

発行部数：１５０部 

配布先：各市町母子寡婦福祉会、関東地区母子寡婦福祉団体、 

社会福祉協議会他 

 

イ 各種研修会への参加 

（ア）全国・関東地区の会議・研修会への参加 

■平成３０年度関東地区母子寡婦研修大会会長等会議（水戸市） 

平成３０年 ４月１５日（日） 

■平成３０年度関東ブロック母子部会議（川崎市） 

平成３０年１０月１４日（日） 

■平成３０年関東地区母子寡婦福祉研修大会（水戸市） 

平成３０年 ９月３０日（日） 

■平成３０年度全国母子寡婦福祉研修大会（岡山市） 

平成３０年１０月２７日（土）・２８日（日） 
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■平成３０年度全国母子福祉指導者研修会・母子部長研修会（品川区） 

平成３１年 ３月 ９日（土）・１０日（日） 

 

ウ 市町村団体助成 

（ア） 関東地区母子寡婦福祉研修大会への参加助成 

助成金額３，０００円／人、参加者数１７人 

（イ）市町村母子寡婦福祉団体助成 

 財政基礎の弱い福祉会に対する活動費の助成 ２団体 

上限１万円 

 

２ 収益事業 

基本財産である母子福祉会館（さいたま市浦和区高砂２－１５－３）の

賃貸および物資の斡旋を行い、その利益を公益目的事業会計および法人会

計に振替えて、公益的自主事業及び法人運営の円滑化を図った。 

 

（１）母子福祉会館経営事業（収益１） 

基本財産の母子福祉会館（さいたま市浦和区高砂 2-15-3）の賃貸 

 

（２）物資の斡旋等事業（収益２） 

ア 観劇会の開催 

   収益事業の一環として会員及び非会員を対象に観劇会を開催した。 

■第１回 

開催日：平成３０年 ９月 ９日 明治座公演 参加者数１２人 

■第２回 

開催日：平成３１年 １月２０日 明治座公演 参加者数４９人 

イ 母子寡婦福祉手帳 １１５冊 

ウ 物資斡旋（めんつゆ、鰹節、昆布等） 

エ 清涼飲料水自動販売機の設置 ９台 

 

３ 法人運営 

  公益財団法人として、法人運営を行った。 

（１）理事会の開催 

■第１回定時理事会  平成３０年 ５月１２日（土） 

■第１回臨時理事会  平成３０年 ７月３１日（火）書面議決 

■第２回臨時理事会  平成３０年１０月１２日（金） 

■第３回臨時理事会  平成３１年 １月１７日（木）書面議決 

■第２回定時理事会  平成３１年 ３月 ２日（土） 
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（２）評議員会の開催 

■定時評議員会    平成３０年 ５月２７日（日） 

■第１回臨時評議員会 平成３０年１１月３０日（金）書面議決 

■第２回臨時評議員会 平成３１年 １月３０日（水）書面議決 

■第３回臨時評議員会 平成３１年 ３月１０日（日） 

 

（３）公益法人認定法に基づき定期提出書類の届出 

  ア 定期提出書類 

    事業報告等    平成３０年 ６月２９日（金） 

    次年度事業計画等 平成３１年 ３月２８日（木） 

  イ 変更届出書    平成３１年 ２月１４日（木） 

 

（４）正副会長会議 

■第１回：平成３０年 ５月１２日（土） 場所：埼玉県浦和合同庁舎 

■第２回：平成３０年１０月１２日（金） 場所：埼玉県浦和合同庁舎 

■第３回：平成３１年 ３月 ２日（土） 場所：埼玉県浦和合同庁舎 

 

（５）母子部活動 

ア 第１回母子部幹事会   平成３０年 ４月２２日（日） 

場所：埼玉県浦和合同庁舎 

第２回母子部幹事会   平成３０年 ６月２３日（土） 

場所：埼玉県浦和合同庁舎 

第３回母子部幹事会   平成３０年 ８月 ４日（土） 

場所：埼玉県浦和合同庁舎 

第４回母子部幹事会   平成３０年１０月２０日（土） 

場所：埼玉県浦和合同庁舎 

イ 第１回母子部実行委員会 平成３０年１０月２０日（土） 

              場所：埼玉県浦和合同庁舎 

ウ スキー教室と星空観測打合せ 平成３０年１２月１６日（日） 

場所：WithYou さいたま 

スキー教室と星空観測反省会 平成３１年 ２月２４日（日） 

場所：埼玉県浦和合同庁舎 

エ クリスマス会      平成３０年１２月１６日（日） 

場所：WithYou さいたま 

オ スキー教室と星空観測  平成３１年 １月５日（土）～６日（日） 

場所：猪苗代スキー場、磐梯青少年交流の家 

カ 平成３０年度関東ブロック母子部会議（川崎市） 

平成３０年１０月１４日（日） 
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キ 平成３０年度母子部長全国研修会 

平成３１年 ３月 ９日（土）・１０日（日） 

ク 広域会員の動向 

会員数４７人（３１年３月３１日現在）、新規加入者１３人 

 

（６）諸団体への役員等の派遣 

  ア 評議員の派遣 

   ・埼玉県社会福祉協議会 

   ・全国母子寡婦福祉団体協議会 

  イ 審議員会への派遣 

   ・埼玉県児童福祉審議会 

   ウ 行事への参加 

・社会福祉関係者新年賀詞交歓会  平成３１年１月２９日（火） 


