
平成２１年度あいち男女共同参画財団事業報告 

 

＜県民意識の変革＞ 

 各種講座等の開催により、固定的な男女の役割分担意識の変革などを進め、男女共同参画に関す

る認識の深化、定着を図った。 

 

１ 男女共同参画に関する理解促進 

 

あいち国際女性映画祭（自主事業） 

男女共同参画意識の普及を図るため、世界で活躍する女性映画監督等を招き、女性の生き方や

社会参加、女性と男性の相互理解などをテーマとした作品を中心に上映を行うとともに、上映後

に監督等によるゲストトークを実施した。 

あわせて、女性と映画とのかかわりなどに関するシンポジウム・トークサロンを始め、参加者

とゲストが身近に語りあえる交流パーティや映画祭ボランティアグループによる企画事業、NPO

によるプレイベント、観客の高い評価を得た作品に対する観客賞の贈呈など、より多くの方に映

画祭に参加していただくための各種イベント等を実施した。 

   また、県内５会場でも市と共催して上映し、全県的な広がりを持った映画祭とした。 

   さらに、ゲストトーク等の内容をまとめた記録誌を発行した。 

・開催日 平成２１年９月２日（水）～６日（日） ５日間 

・会場  ウィルあいち会場 

       共催市５会場（瀬戸市、小牧市、田原市、北名古屋市、弥富市） 

・内容 

上映作品 ２３本 

    女性監督作品 １７本（海外監督１２本・日本人監督５本。日本初公開７本・愛知初公開９

本。日本語字幕作成４本） 

    日本映画名作 ６本 

ゲストトーク １７回 

イベント  シンポジウム、トークサロン、ワークショップ、シネマピクニック（親子で楽し

める上映会）、交流パーティ、シーンボイスガイドと日本語字幕つき映画鑑賞会 

招待者   映画監督、出演俳優、海外女性映画祭ディレクター等 ２４名 

海外１０人、国内１４人 

参加者   １４，０２７人 

          映画上映 ９，２１３人（ウィルあいち７，４５８人、５市１，７５５人） 

ゲストトーク・イベント ４，８１４人 

・記録誌 

「あいち国際女性映画祭２００９記録」 

発行部数 ８００部 

発行年月 平成２２年１月 

 



２ 男女共同参画に関する啓発 

 

(1) 男女共同参画セミナー（自主事業） 

女性を取り巻く諸問題の解決や新たな活動へのチャレンジ、仕事と家庭生活を調和させるワ

ーク・ライフ・バランス、男女共同参画により地域課題に取り組む人材の養成などに役立つ講

座を開催した。 

・実施回数  年２期７セミナー、３公開講座 

前期 

・テーマセミナー① 

「音楽史を彩る女性たち」 

平成２１年６月２１日（日）始め２日間  参加者 １７人 応募者 ２５人 

・テーマセミナー② 

「戦国時代の歴史をつくった女性たち」 

平成２１年６月２日（火）始め３日間  参加者 ５０人 応募者 ５５人 

・キャリアアップセミナー 

「入門編ロジカル・ライティング」 

平成２１年７月４日（土）始め２日間  参加者 ４５人 応募者 １０４人 

・公開講座① 

「宇宙へ飛び立つ、地上からのサポート －女性が活躍する新しい分野－」 

講師：松浦真弓（宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）有人宇宙環境利用ミッション本部 

ＪＥＭ運用プロジェクトチームフライトディレクタ） 

平成２１年５月３１日（日）  参加者 ７２人 応募者 ９１人 

後期 

・テーマセミナー① 

「今どきの結婚事情 晩婚化、未婚化はなぜ？」 

平成２２年１月３０日（土）始め２日間  参加者 ５８人 応募者 ６６人 

・公開講座② 

「なぜ若者は結婚しないのか」 

講師：板本洋子（日本青年館結婚相談所専門相談員） 

平成２２年１月３０日（土）  参加者 ４８人 応募者 ５７人 

（別に｢テーマセミナー①｣の参加者） 

・テーマセミナー② 

「心と体を癒す自己ヒーリング」 

平成２２年２月２１日（日）始め４日間  参加者 ４９人 応募者 ９８人 

・キャリアアップセミナー 

「ロジカル・プレゼンテーション ～相手の「なるほど納得！」を引き出す考え方、 

伝え方～」 

平成２２年２月２７日（土）始め２日間  参加者 ５２人 応募者 １１６人 

 



・公開講座③ 

「三國清三シェフに「食」を学ぶ」 

講師：三國清三（「オテル・ドゥ・ミクニ」オーナーシェフ） 

平成２２年２月２１日（土）  参加者 １８８人 応募者 ２５０人 

・課題解決セミナー 

「まちづくりファシリテーターに挑戦 地域を活かす人になろう」 

平成２１年１２月４日（金）始め３日間  参加者 １９人 応募者 ２３人 

 

(2) サテライトセミナー（自主事業） 

遠隔地等でウィルあいちまで来ていただくことが難しい地域に出かけていき、地元の市町村

等と共催でセミナーを開催することにより、県内全域における男女共同参画社会の実現に向け

ての啓発を行った。 

・ 実施回数 年１３回（半田市、豊川市、刈谷市、安城市、尾張旭市、知立市、豊明市、日

進市、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、一色町） 

・参加者 ８１８人 

 

＜社会参画と交流の促進＞ 

女性が抱える諸問題の解決への支援を行うと共に、社会のあらゆる分野への女性の参画を促進す

るための人材育成や、課題の解決に役立つネットワークづくりを進め、交流の輪を広げた。 

 

１ 女性問題相談  

 

 (1)総合相談（受託事業） 

   家庭、地域、職場など生活のあらゆる場面で、女性が抱えている問題に対し、解決に向け 

 て手掛かりが得られるように総合的な相談を実施した。 

   ・種類    電話相談、面接相談（女性の相談員） 

   ・相談日   休館日を除く毎日（週１回夜間の面接相談を実施） 

   ・相談件数  電話相談  ３，５９４件 

          面接相談  個別相談 ６３９件 グループ相談７回 

 

(2) 専門相談（受託事業） 

 ア 女性のための法律相談 

   離婚・相続・金銭や不動産など身のまわりの法律問題について、女性弁護士が面接による

相談を実施した。 

  ・種類    法律相談（女性の弁護士） 

   ・相談日等  週１回（年４６回） 

・相談件数  １１３件 

イ ＤＶ専門電話相談（受託事業） 

    ＤＶ被害者に対する実効性のある支援を弁護士により実施した。 



  ・実施方法  弁護士によるＤＶ専門の電話相談 

  ・相談日等  週１回（年４６回） 

  ・相談件数  １０６件 

 

２ 心身の健康づくり（自主事業） 

 

心と体の健康づくり及びリフレッシュのためフィットネス事業を実施した。 

・ソフトエアロビクス教室    週２教室  参加者  ６２４人 

  ・中高年向きフィットネス教室  週４教室  参加者１，５２６人 

・こども教室          週４教室  参加者１，２５２人 

 

３ ネットワークづくり  

 

女性グループ等に活動の拠点となる場と機会を提供し、交流の活性化を図ることにより、女性

の社会参加及び参画を支援した。 

 

(1) ウィルあいちフェスタ（自主事業） 

男女共同参画社会の実現に資する講演やシンポジウムなど、参加団体が自ら企画したイベン

トを公募し、活動の発表の場としてウィルあいちフェスタを実施した。 

  ・開催日    平成２１年１１月１４日（土） 

  ・参加団体   ２６団体 

・イベント内容 講演会･講習会等：１２、上映会：１、活動発表等：６、その他：７ 

・参加者  １，５１６人 

 

(2) 協働促進事業（自主事業） 

女性団体、企業、関係機関との協働事業を行い、連携の強化を図った。 

年６事業６機関、総参加者数：５９０名 

  ・ジャイカ国別研修ナイジェリア 

   独立行政法人国立女性教育会館、国際交流はなのき会 参加者６３名 

   平成２１年５月１３日（水） 

・「変化する国際社会に生きる ～中東、アメリカそして日本では～」 

 愛知県女性地域実践活動交流協議会  参加者１０３名 

平成２１年５月１５日（金）  

・「反貧困から築く格差のない社会、女性も男性も ～最前線のレポートと展望～」 

ウィルあいち交流ネット  参加者２４８名 

平成２１年１１月１４日（土）  

・女性起業家応援セミナー 

   日本政策金融公庫名古屋支店国民生活事業 参加者５３名 

平成２１年１１月１４日（土） 



・自分探検！ ～ちょっとレトロな検査体験＆仕事相談会   

    財団法人愛知県労働協会  参加者６９名 

平成２１年１１月１４日（土） 

・「認知症の予防について」 

  ウィルあいち交流ネット  参加者５４名 

平成２２年１月１６日（土） 

 

(3) ウーマンネットワーク支援事業（自主事業） 

女性が働く上で直面する課題の解決方法について学習する機会を設け、参加者同士のネット

ワークづくりを支援し、女性の社会参画の推進と活躍の機会の拡大を図った。 

年４回 

・第１回 「自分らしい「声の磨き方」 ～アレクサンダー・テクニーク入門～」 

平成２１年６月７日（日） 参加者５４人 応募者１２６人 

・第２回 「食とお酒でつなぐ人の縁 ～共食縁のススメ～」 

平成２１年６月２７日（土） 参加者４６人 応募者７６人 

・第３回 「人気ラジオパーソナリティーに学ぶ!！ 「自分」と「想い」の伝え方」 

平成２２年２月２８日（日） 参加者３９人 応募者５７人 

・第４回 「人と社会をＡｒｔでつなぐ。 ～アートの力でみんなを元気にする方法～」 

平成２２年３月６日（土） 参加者４３人 応募者５２人 

 

(4) 女性問題相談員支援事業（受託事業） 

   男女共同参画の視点に立った相談を推進し、関係機関との連携を図るため、研修及びネット

ワーク事業を実施した。 

 ア 市町村女性問題相談員実務研修 

   県内市町村で女性問題を中心に相談を受ける相談員及び市町村の女性センター相談員等

を対象として、実務研修を実施した。 

   年２回 

  ・第１回 「女性相談における支援を考える～女性と子どもへの支援～」 

平成２１年６月２５日（木） 参加者４０人 応募者４０人 

  ・第２回 「女性相談における支援を考える～法的支援の実際～」 

平成２１年１０月１日（木） 参加者３８人 応募者３９人 

 

   イ 女性問題相談員ネットワーク事業 

    行政機関及び民間の相談員や弁護士、家裁の調停委員など女性問題に関する相談に携わ

る専門家を対象に、女性の人権を侵害するさまざまな問題の解決を図るため、講演会及び

分科会を実施した。 

   ・「女性を取り巻く暴力の現状について」 

    平成２１年１２月３日（木） 参加者１０６人  応募者１１９人 



(5) ウィルあいち交流ネットの支援（自主事業） 

男女共同参画セミナー等の修了者により結成された自主活動グループが組織した「ウィルあ

いち交流ネット」を支援するため、「ウィルあいち交流ネット通信」を発行すると共にウィル

あいちフェスタへの参加及びウィルあいち交流ネットセミナーの開催を協働で実施した。 

・｢ウィルあいち交流ネット通信」の発行 年５回 

・ウィルあいちフェスタ参加 平成２１年１１月１４日（土） 

ウィルあいち交流ネットセミナー開催 平成２１年１１月１４日（土） 

 

４ 社会参画の支援 

 

行政の政策決定の場やボランティア活動及び経済活動など社会のあらゆる分野への女性の参画

を進めるため、女性の人材育成等を行った。 

 

(1) 愛知県男女共同参画社会支援事業（受託事業） 

ア 男女共同参画社会支援セミナー 

政策や方針決定の場への女性の登用を積極的に推進するため、とりわけ県内各市町村にお

いて登用できる女性人材を計画的かつ継続的に育成することを目的として、市町村から推薦

を受けた参加者を対象とするセミナーを実施した。 

・実施回数 年１回（１０日間） 

・参加者 ２８人 

・研修期間 １年間 

・主な内容 県行政「男女共同参画」、身近な男女共同参画、男女共同参画統計・データの活

用、女性と人権、ワーク・ライフ・バランスほか 

 

イ フォローアップ講座 

地域実践活動グループの自主的で地域に根ざした活動の一層の推進を図るため、これまで

の人材育成事業受講者に対し講座を開催した。 

・「地域の元気」 

平成２２年２月６日（土）  参加者４８人 

 

(2) 女性グループリーダー研修（自主事業） 

女性グループのリーダー等を対象にした研修を実施し、女性グループの活動基盤の強化や組

織の活性化、女性の地域活動への参加促進を図った。 

・｢グループを育てる！ ～リーダーの役割とコーチング・スキル～｣ 

平成２２年２月７日（日）始め３日間  参加者３５人  応募者４０人 

 

(3) 女性のチャレンジ支援事業（受託事業） 

女性の再チャレンジのためのチャレンジ相談（就業、起業）を実施し、さらに、グループ相

談を月１回実施した。 



・相談員 社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、キャリアアドバイザーの資格を

持った女性 

・ 相談日等 就業 個別相談    月３回（１回２コマ、合計年２３回）、 

        グループ相談  月１回２時間（年１０回） 

起業 隔月１回（年６回） 

・ 相談件数 就業 個別相談   ３５件 

          グループ相談 ４０人 

起業               ２６件 

 

＜情報の蓄積と発信＞ 

 男女共同参画社会実現のために、必要な情報の収集及び提供を行った。 

 

１ 情報の収集・提供 

 

(1) 情報提供事業（受託事業） 

男女共同参画に関する各種情報の収集を行うとともに、「ウィルあいちホームページ」を通じ、

団体・グループ情報、財団主催事業、施設の案内など各種情報の提供を行った。 

 また、メールマガジン「ウィル・レター」により、メールを利用して財団が主催する事業の

案内や各種情報の提供を行った。 

 このほか、情報ライブラリーにインターネット用パソコンを設置し、情報活用を促進した。 

・ホームページアクセス数（平成２１年度）１３６,０２８件 

 

(2) 情報ライブラリーの運営（受託事業） 

 

ア  図書・行政資料・視聴覚資料などの収集と提供 

男女共同参画の推進や、女性の生き方を考えるための図書・行政資料・視聴覚資料などの

資料を収集し、閲覧、貸出及びレファレンスを行った。 

レファレンスについては、ウィルあいちの図書・行政資料だけでなく、インターネットも

活用して実施した。 

・蔵書数（平成２２年３月末現在） 

図書 ３９,７２２冊（うち行政資料６,５１４冊）、視聴覚資料９８０本 

・図書貸出数    ２３,４６７冊 

・視聴覚資料貸出数  ２,９４５本 

・レファレンス件数  ４,２０４件 

 

イ 情報発信のための事業 

情報ライブラリーを中心に男女共同参画社会の実現や女性に関わる様々な問題への対応に

役立つ情報発信のため、情報ライブラリーフェスタ等のイベントを実施した。 

年２回 



・第１回 テーマ展示 「男女共同参画について知ろう」 

平成２１年６月２３日（火）～６月２８日（日） 

   ・第２回 テーマ展示 「理系のススメ」 

平成２１年１０月１日（木）～１０月３１日（土） 

         講  演 「好きを仕事にする力～科学に魅せられて～」 

               平成２１年１０月２４日（土） 参加者９８人 

 

２ 広報による情報発信 

  

   ニュースの発行（受託事業） 

    男女共同参画社会を実現するために必要な情報などを提供するため、男女共同参画に関する

普及・啓発記事や、各種セミナーやイベントなど事業の案内・報告等を掲載し、広報活動を行

った。 

  ・発行回数  年４回（４月、７月、９月、１月発行） 

  ・発行部数  １２，０００部（４月、９月、１月）、１５，０００部（７月） 

  ・規  格  Ａ４判 二つ折 ８ページ（４月、９月、１月） 

Ａ４判 二つ折１２ページ（７月） 

  ・特集テーマ 

   №63「こころの健康」 

   №64「理系女子のススメ」「あいち国際女性映画祭２００９」 

   №65「農村の女性起業」 

   №66「スポーツと男女共同参画社会」 

 

＜理事会等の開催＞ 

財団の業務運営状況を審議するため、理事会等を次のとおり開催した。 

・理事会 ３回（平成２１年５月、６月、平成２２年３月） 

・評議員会 ２回（平成２１年５月、平成２２年３月） 

          ※６月の理事会は書面表決 

 


