
●市町村女性問題相談員実務研修 

 

【平成１９年度】 

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
び市町村女性センター相談員を対象として、実務研修を
実施する。 

対 象：女性問題に関する相談員
定 員：各３０人 
参加者：７７人（応募８０人） 
受講料：無料 

日時、場所 テーマ 講師 

講演「女性相談に必要な女性の心身の特徴」 澁谷きよみ(医師) 

１ 
９／２０（木） 
１０：００～１６：００ 
安城市役所西会館 事例検討 

澁谷きよみ(医師) 
ウィルあいち相談員 

講演「女性相談に関わる法律知識 
～離婚相談（ＤＶ事件を含む）を中心に～」 

雑賀正浩(弁護士) 

２ 
１／３１（木） 
１０：００～１６：００ 
半田市市民交流センター 

事例検討 
雑賀正浩(弁護士) 
ウィルあいち相談員 

 

 

【平成１８年度】 

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
談員及び市町村女性センター相談員を対象とし
て、実務研修を実施する。 

対 象：女性問題に関する相談員
定 員：各３０人 
参加者：７７人（応募８０人） 
受講料：無料 

日時、場所 テーマ 講師 

講演「女性相談のあり方について」 小柳茂子(相模女子大学助教授) 

１ 
９／２０（水） 
１０：００～１６：００ 
とよた男女共同参画センター 事例検討 

小柳茂子(相模女子大学助教授) 
ウィルあいち相談員 

講演「女性に関わる法律～離婚をめぐる問題～」 犬飼千絵子(弁護士) 

２ 
１／２３（火） 
１０：００～１６：００ 
小牧市まなび創造館女性センター 事例検討 

犬飼千絵子(弁護士) 
ウィルあいち相談員 

 

 

【平成１７年度】 

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
び市町村女性センター相談員を対象として、実務研修を
実施する。 

対 象：女性問題に関する相談員
定 員：各２０人 
参加者：５０人（応募５２人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

講演「女性相談に求められる地域でのネットワーク」 杉本貴代栄(金城学院大学教授) 
１ 

９／２９（木） 
１０：００～１６：００ 
豊橋市女性会館 事例検討 ウィルあいち相談員 

講演「女性相談に求められる地域でのネットワーク」 杉本貴代栄(金城学院大学教授) 
２ 

１０／５（水） 
１０：００～１６：００ 
大府市石ヶ瀬会館 事例検討 ウィルあいち相談員 

 

 

【平成１６年度】 

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
及び市町村女性センター相談員を対象として、実務研
修を実施する。 

対 象：女性問題に関する相談員
定 員：各２０人 
参加者５５人（応募６０人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

講演「女性と経済」 西尾弘美(弁護士) 

１ 
７／１３（火） 
１０：００～１６：００ 

ワークショップ 
西尾弘美(弁護士) 
ウィルあいち相談員 



２ 
２／３（木） 
１０：００～１６：００ 

講演「夫婦関係（円満調整・離婚）調停について」 山田麻紗子(日本福祉大学助教授)

 

 

【平成１５年度】 

市町村女性問題相談員育
成研修 

各地域で女性問題を中心に相談を受ける相談員等を
対象として、相談業務を遂行する上で必要な能力を
育成する。 

対 象：市町村で女性問題を中心に
相談を受ける相談員（ボランティア
を含む） 
定 員：１５人 
参加者：１７人（応募２５人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

女性の現状 石田好江(愛知淑徳大学教授) 
１ 

６／２６（木） 
１０：００～１６：００ 

相談の基本～人の話を聴くということ～ ウィルあいち相談員 

相談の事例からＤＶについて考える ウィルあいち相談員 

ＤＶによる精神的被害 竹内聡(医師) ２ 
７／３（木） 
１０：００～１６：００ 

女性相談センターの現状 笹原牧太(愛知県女性相談センター)

ＤＶ防止法について 可児康則(弁護士) 
３ 

７／１０（木） 
１０：００～１６：００ 

グループワーク～事例からＤＶ対応を学ぶ～ ウィルあいち相談員 

 

 

【平成１４年度】 

市町村女性問題相談員育
成研修 

各地域で女性問題を中心に相談を受ける相談員等を
対象として、相談業務を遂行する上で必要な能力を
育成する。 

対 象：市町村で女性問題を中心に
相談を受ける相談員（ボランティア
を含む） 
定 員：１５人 
参加者：１７人（応募２１人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

相談の基本となる態度、姿勢、心構え 
～相談者との間につくる「人間関係」について～ 

西山節子(名古屋ＹＷＣＡ) 

男女共同参画の視点に立った相談のあり方 
～男女共同参画とは？その果たす役割と相談業務に
望むこと～ 

杉本貴代栄(金城学院大学教授) １ 
６／２７（木） 
１０：００～１６：００ 

女性相談センターの現状について 
～ＤＶ法が施行されて～ 

笹原牧太(愛知県女性相談センター)

市町村の発表及び質疑応答とディスカッション 
～女性相談への取組み その経緯・現状・今後の課
題について～ 

景山ゆみ子(横浜女性フォーラム) 

２ 
７／４（木） 
１０：００～１６：００ 

女性センターでの相談の実際 
～「女性」の相談とは？様々な相談事例からわかっ
てくること～ 

 

女性と法律 
～ウィルあいちの法律相談にスポットを当てて～ 

大塚錥子(弁護士) 
３ 

７／１１（木） 
１０：００～１６：００ 

グループワーク～具体的事例への対応を考える～ ウィルあいち相談員 

 

 

 

 

 

 

 

 



【平成１３年度】 

市町村女性問題相談員育
成研修 

各地域で女性問題を中心に相談を受ける相談員等を対
象として、相談業務を遂行する上で必要な能力を育成す
る。 

対 象：市町村で女性問題を中心
に相談を受ける相談員（ボランテ
ィアを含む） 
定 員：１５人 
参加者：１７人（応募２１人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

女性施策と相談－新プランについて－ 
山口哲司(県男女共同参画室室長
補佐) 

相談の基本的姿勢 
―女性の立場に立って「聴く」ということ― 

ウィルあいち相談員 
１ 

６／１４（木） 
１０：００～１６：００ 

ＤＶとジェンダー（自己紹介・ディスカッション） ウィルあいち相談員 

２ 
６／２２（金） 
１３：３０～１６：４０ 

連鎖するドメスティック・バイオレンスと虐待 
－母親への暴力は子どもへの虐待です－ 
講演１、講演２、鼎談 

國信潤子(愛知淑徳大学教授) 
稲川美也子(精神科医) 
ウィルあいち相談員 

女性へのサポートの現状と課題 須藤八千代(愛知県立大学講師) 

３ 
６／２９（金） 
１０：００～１６：００ グループワーク 

－相談員に求められる多様な価値観について－ 
ウィルあいち相談員 

女性相談と法律 雑賀正浩(弁護士) 

４ 
７／６（金） 
１０：００～１６：００ グループワーク 

－具体的ケースへの対応を考えてみよう－ 
ウィルあいち相談員 

 

 

【平成１２年度】 

市町村女性問題相談員育
成研修 

各地域で女性問題を中心に相談を受ける相談員等を対
象として、相談業務を遂行する上で必要な能力を育成す
る。 

対 象：市町村で女性問題を中心
に相談を受ける相談員（ボランテ
ィアを含む） 
定 員：１５人 
参加者：１６人（応募１６人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

男女共同参画社会基本法等相談を取り巻く国の動き 
財団法人あいち女性総合センタ
ー情報相談課長 

相談の基本的姿勢 
―女性の立場に立って「聴く」ということ― 

ウィルあいち相談員 
１ 

１１／１６（木） 
１０：００～１６：００ 

自分を知る―相談員のためのジェンダーチェック― ウィルあいち相談員 

女性相談の現場から―ＤＶ・虐待― 
肥田幸子(フェミニストカウンセ
リングなごやカウンセラー) 

２ 
１１／３０（木） 
１０：００～１６：００ 

セクシュアル・ハラスメントと相談 
丹羽雅代(東京ウィメンズプラザ
カウンセラー・フェミニストカウ
ンセリング東海カウンセラー) 

男女共同参画の視点に立った相談の意義と役割 
「女性センターでの相談のあり方」 

川喜田好恵(ドーンセンター相談
担当コーディネーター) 

３ 
１２／７（木） 
１３：３０～１６：３０ 

パネルディスカッション 

川喜田好恵(ドーンセンター相談
担当コーディネーター) 
雑賀正浩(弁護士) 
森田哲生(愛知県警察本部犯罪被
害者対策室長) 
柴田晃男(婦人相談所長) 
財団法人あいち女性総合センタ
ー情報相談課長 

女性の問題と法律 池田桂子(弁護士) 

４ 
１２／１４（木） 
１０：００～１６：００ 

女性を取り巻く社会保障制度 
加藤充男(愛知県健康福祉部) 
伊藤恭彦(愛知県健康福祉部) 

 

 



【平成１１年度】 

市町村女性問題相談員育
成研修 

各地域で女性問題を中心に相談を受ける相談員
等を対象として、相談業務を遂行する上で必要
な能力を育成する。 

対 象：市町村で女性問題を中心に相談
を受ける相談員（ボランティアを含む）
定 員：１５人 
参加者：１８人（応募１８人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

女性問題とは―制度のはざまで― 佐々木啓子(名古屋商科大学非常勤講師)
１ 

１／２０（木） 
１０：００～１６：００ 

電話相談の基礎 長岡利貞(椙山女学園大学教) 

精神科臨床から見る女性の問題 西山仁(西山クリニック医師) 

２ 
１／２７（木） 
１０：００～１６：００ コミュニケーションと人間関係 

―相談を受けるときの心構え― 
榊原國城(愛知淑徳大学教授) 

夫（恋人）からの暴力 吉田恭子(愛知県立大学講師) 
３ 

２／３（木） 
１０：００～１６：００ 

フェミニズムと相談 ウィルあいち相談員 

女性の問題と法律 池田桂子(弁護士) 

４ 
２／１０（木） 
１０：００～１６：００ 

女性のからだと健康 
佐藤眞紀子(藤田保健衛生大学客員教
授・横瀬医院理事・医学博士) 

ひとの話を聴くということ 
―よりよい相談をするために― 

佐竹一予(南山短期大学人間関係研究セ
ンター講師・フェミニストカウンセリン
グなごやカウンセラー) ５ 

２／１７（木） 
１０：００～１６：１０ 

相談業務の実際（Ⅰ）（Ⅱ） ウィルあいち相談員 

 

 

【平成１０年度】 

市町村女性問題相談員
育成研修 

各地域で女性問題を中心に相談を受ける相談
員等を対象として、相談業務を遂行する上で
必要な能力を育成する。 

対 象：市町村で女性問題を中心
に相談を受ける相談員（ボランテ
ィアを含む） 
定 員：１５人 
参加者：１７人（応募１７人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

相談活動の基礎―面接を中心に― 長岡利貞(椙山女学園大学教授) 

電話相談の基礎  １ １／２１（木） 
１０：００～１６：１０ 

職場・近隣における法律問題 中村伸子(弁護士) 

精神科臨床から見る女性の問題 西山仁(西山クリニック医師) 

コミュニケーションと人間関係 榊原國城(愛知淑徳大学教授) ２ １／２８（木） 
１０：００～１６：１０ 

女性のからだと健康 佐藤眞紀子(藤田保健衛生大学客
員教授・横瀬医院理事・医学博士)

相談業務の実務 
佐竹一予(南山短期大学人間関係研
究センター講師・フェミニストカウン
セリングなごやカウンセラー) 

夫（恋人）の暴力 戒能民江(東邦学園短期大学教授)
３ ２／４（木） 

１０：００～１６：１０ 

フェミニズムと相談 ウィルあいち相談員 

女性学から見る女性の人権 國信潤子(東邦学園短期大学教授)

暮らしの中の家族（夫婦・親子）の法律 大塚錥子(朝日大学教授・弁護士)４ ２／１８（木） 
１０：００～１６：１０ 

暮らしの中の相続法  

女性学から見る福祉 杉本貴代栄(金城学院大学教授) 

相談業務の実際（Ⅰ） ウィルあいち相談員 ５ ２／２５（木） 
１０：００～１６：１０ 

相談業務の実際（Ⅱ）  

 

 

 



【平成９年度】 

市町村女性問題相談員育
成研修 

各地域で女性問題を中心に相談を受ける相談員等を
対象として、相談業務を遂行する上で必要な能力を
育成する。 

対 象：市町村で女性問題を中心に
相談を受ける相談員（ボランティア
を含む） 
定 員：１５人 
参加者：１７人（応募１７人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

公的機関の相談活動（Ⅰ）―面接を中心に― 長岡利貞(椙山女学園大学教授) 

公的機関の相談活動（Ⅱ）―電話相談を中心に―  １ 
１／２２（木） 
１０：００～１６：１０ 

人の話を聞くということ 
―コミュニケーションの光と影― 

佐竹一予(南山短期大学人間関係研
究センター講師) 

こころとかかわる―見る・聴く・話す― 吉野要(愛知県立大学教授) 

知っておきたい家族（夫婦・親子）の法律 大塚錥子(朝日大学教授・弁護士) ２ 
１／２９（木） 
１０：００～１６：１０ 

知っておきたい相続法  

近隣トラブルなどの法律問題について 
―土地関係、人間関係など― 

中村伸子(弁護士) 

フェミニズムと相談について ウィルあいち相談員 
３ 

２／５（木） 
１０：００～１６：１０ 

心の健康と病―精神医学の臨床から― 長谷川雅雄(南山大学教授) 

女性学について―男女共同参画社会とは― 國信潤子(愛知淑徳大学教授) 

コミュニケーションと人間関係 榊原國城(愛知淑徳大学教授) ４ 
２／１２（木） 
１０：００～１６：１０ 

女性のからだについて 中尾初生(中京女子大学名誉教授) 

夫・恋人の暴力 戒能民江(東邦学園短期大学教授) 

相談業務の実際について[１] ウィルあいち相談員 ５ 
／１９（木） 
１０：００～１６：１０ 

相談業務の実際について[２]  

 


