
平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（４月）報告

日 時 平成２０年４月１８日（金）１０：００～１５：３０ 

場 所 県庁２階 相談室４

以下について審査を行いました。

・審査事項 母子福祉資金 計１４５件

寡婦福祉資金 計 ７件 
【内訳】 就学支度資金 ４８件

修学資金 １０２件

修業資金 １件 
生活資金 １件 

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 １４３件

保留 ９件

・ 最後に本日の委員会の審査結果が、承認１４３件、保留９件であることを報告し、委

員の了承を得た。 



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（５月）報告

日 時 平成２０年５月２０日（火）１３：１５～１５：３０ 

場 所 県庁２階 相談室４

以下について審査を行いました。

・審査事項 母子福祉資金 計 ３１件

（新規 ２２件、４月審査会からの保留分 ９件） 
【内訳】 就学支度資金 ４件

修学資金 ２５件

修業資金 １件

技能習得資金 １件

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 ３０件（うち要追加調査 ２件） 
保留 １件 

・ 最後に本日の委員会の審査結果が、承認３０件、保留１件であることを報告し、委員

の了承を得た。 



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（6月）報告

以下について、審査を行いました。

・審査事項 母子福祉資金 計 ４件

（新規 ３件、５月審査会からの保留分 １件） 
【内訳】 修学資金 ４件 
寡婦福祉資金 計 １件 
（新規 １件） 
【内訳】 修学資金 １件 

１ 追加調査結果報告について

５月の委員会にて追加調査となった２件について、結果を報告した。

２ ５月委員会保留分について

５月の委員会にて、保留となった件について説明した。

３ 新規申請について

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 ４件 
保留 １件 

本日の委員会の審査結果が、承認４件、保留１件であることを報告し、委員の了承を

得た。 

日 時 平成２０年６月２３日（月）１３：１５～１４：００

場 所 県庁２階 相談室３



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（7月）報告

以下について審査をおこないました。

・審査事項 母子福祉資金 計 ５件 【内訳】 修学資金 ５件

寡婦福祉資金 計 １件 【内訳】 修学資金 １件

１ 6 月委員会保留分の報告について

６月の委員会にて保留となった件について報告した。

２ 新規申請について

３ その他

・審査の結果は次のとおり

申請取下 母子福祉資金 １件 
貸付承認 母子福祉資金 ５件、寡婦福祉資金 １件 

本日の委員会の審査結果が、承認６件、申請取下１件であることを報告し、委員の了

承を得た。 

日 時 平成２０年７月１８日（金）１３：１５～１４：００

場 所 県庁２階 相談室４



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（8月）報告

以下について審査を行いました。

・審査事項 母子福祉資金 計 ５件 【内訳】 修学資金 ４件

生活資金 １件 

１ 新規申請について

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 母子福祉資金 ４件 
保 留 母子福祉資金 １件

本日の委員会の審査結果が、承認４件、保留１件であることを報告し、委員の了承を

得た。 

日 時 平成２０年８月２０日（水）１３：１５～１４：００

場 所 県庁２階 相談室４



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（９月）報告

以下について審査を行いました。

・審査事項 母子福祉資金 計 ２件

（新規 １件、８月審査会からの保留分 １件） 
【内訳】 修学資金 １件 

生活資金 １件 

１ ８月委員会保留分の報告について

８月の委員会にて保留となった件について報告した。

２ 新規申請について

・審査の結果は次のとおり

申請取下 母子福祉資金 １件 
貸付承認 母子福祉資金 １件

本日の委員会の審査結果が、承認１件、申請取下１件であることを報告し、委員の了

承を得た。 

日 時 平成２０年９月１９日（金）１３：１５～１３：４０ 

場 所 県庁２階 相談室３



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（10 月）報告

以下について審査を行いました。

・審査事項 母子福祉資金 計 ５件

【内訳】 修学資金 ５件

新規申請について

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 母子福祉資金 ５件

本日の委員会の審査結果が、承認５件であることを報告し、委員の了承を得た。 

日 時 平成２０年１０月２０日（月）１３：１５～１４：１５

場 所 県庁２階 相談室４



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（11 月）報告

以下について審査を行いました。

・審査事項

母子福祉資金 計 ３件

【内訳】 修学資金 １件 
修業資金 １件

転宅資金 １件

寡婦福祉資金 計 １件 
【内訳】 修学資金 １件

新規申請について

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 母子福祉資金 ２件

寡婦福祉資金 １件

貸付保留 母子福祉資金 １件

本日の委員会の審査結果が、承認３件、保留１件であることを報告し、委員の了承を

得た。 

日 時 平成２０年１１月２０日（木）１３：１５～１４：４０

場 所 県庁２階 相談室２



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（12 月）報告

以下について審査を行いました。

・審査事項

母子福祉資金 計 ４件

【内訳】 就学支度資金 ２件

修業資金 １件 
転宅資金 １件 

11 月保留分について

新規申請について

母子寡婦福祉資金貸付基準（案）について

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 母子福祉資金 ４件

本日の委員会の審査結果が、承認４件であることを報告し、委員の了承を得た。 

日 時 平成２０年１２月１９日（金）１３：１５～１４：４０

場 所 県庁２階 相談室４



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（1月）報告

以下について審査を行いました。

・審査事項

母子福祉資金 計 １２件

【内訳】 就学支度資金 ８件

修学資金 １件 
修業資金 ３件 

新規申請について

母子寡婦福祉資金貸付基準について

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 母子福祉資金 １２件

本日の委員会の審査結果が、承認１２件であることを報告し、委員の了承を得た。 

日 時 平成２１年１月２０日（火）１３：１５～１５：００ 

場 所 県庁２階 相談室４



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（２月）報告

以下について審査を行いました。

・審査事項

母子福祉資金 計 ８件

【内訳】 就学支度資金 ６件

転宅資金 １件 
就職支度資金 １件 

確認事項について

新規貸付申請について

・審査の結果は次のとおり

貸付承認 母子福祉資金 ８件

本日の委員会の審査結果が、承認８件であることを報告し、委員の了承を得た。 

日 時 平成２１年２月２０日（金）１３：１５～１４：３０ 

場 所 県庁２階 相談室４



平成 20 年度母子寡婦福祉資金貸付委員会（３月）報告

以下について審査を行いました。

・審査事項

母子福祉資金 計 ６件

【内訳】 就学支度資金 ５件

修学資金 １件 
・審査の結果は次のとおり

貸付承認 母子福祉資金 ６件

本日の委員会の審査結果が、承認６件であることを報告し、委員の了承を得た。 

日 時 平成２１年３月１９日（金）１３：１５～１４：３０ 

場 所 県庁２階 相談室４
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