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ご あ い さ つ

大分県消費生活・男女共同参画プラザ

所長 井 上 礼 子

大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》は､ 消費者団体や女性団体

の方々から長年にわたり要望を受けてまいりましたが､ 県下初のＰＦＩ事業によ

り整備され､ 平成15年4月1日にオープンいたしました｡ 消費生活の向上や男女共

同参画社会づくりに関する活動など､ 県民の自主的な社会貢献活動を支援する施

設として､ 県民の皆様に親しまれるよう努力してまいりたいと思います｡

《アイネス》は､ ｢学ぶ｣､ ｢集う｣､ ｢知る｣､ ｢応える｣の4つの機能を持ちます｡

｢学ぶ｣ は､ 消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成､ 男女共同参画を

推進するため､ 各種講座や講演会を実施するなど学習研修機会を提供してまいり

ます｡

また､ ｢集う｣ は､ 県民の皆様が利用しやすい活動・交流の場を提供します｡ ア

イネス・ルームは､ 無料で自由にご利用いただけますし､ お子様連れの方のため

に幼児コーナーやベビーベッドも用意しています｡ 会議室の使用料も利用しやす

い料金にしております｡

｢知る｣ は､ 展示､ インターネット､ 図書､ ビデオ､ パンフレットなどを使っ

て､ 皆様の知りたい情報を積極的に提供してまいりたいと思います｡

｢応える｣ は､ 消費者トラブルに対応する ｢消費生活相談｣､ 食品表示に関する

疑問に答える ｢食品表示110番｣､ 女性の抱える様々な相談の総合窓口としての

｢女性総合相談｣､ 日常生活における各種相談に応じる｢県民相談｣ の窓口を運営し

てまいります｡

この機関誌 ｢アイネスホッと通信｣ は､ アイネスの事業や消費生活・男女共同

参画に関する様々な情報を満載して､ 隔月で皆様のもとにお届けいたします｡ ご

愛読いただくとともに､ アイネスにもどうぞお気軽にお立ち寄りいただきますよ

うご案内申し上げます｡

アイネス☆ホッと通信２ ２００３年７月����



　　　【活動・交流の場の提供】 
団体やグループの自立的活動や情報交換、交流
の場としてアイネスルームを設置しています。 
また、会議室・研修室の貸出しも行っており、
どなたでも利用できます。 

会議室・研修室のご利用は 
097-534-4034までお問い合わせください。 

集う 
　　　【学習・研修期間の提供】 
自立した消費者の育成のため、消費生活に関
する基礎的な知識や情報を学習するための実
験講座や講演会などを行います。 
また、男女共同参画社会の実現のため、エン
パワーメントの支援を行う学習や男女共同参
画についての様々な講座を開催します。 

学ぶ 

　　　【情報の提供】 
消費生活や男女共同参画に関する図書や行政
資料、教育・啓発用のビデオなどをそろえてお
り、閲覧や情報の収集にご利用いただけます。 
また、インターネットを利用し、消費生活や
男女共同参画に関する情報を見ることもでき
ます。 

知る 
　　　【相談対応】 
消費生活に関する苦情・相談や女性総合相談
をはじめ男女共同参画に関する相談をお受け
します。 
また、消費生活についての商品の内容分析や
安全性などに関して疑問が生じた場合には、
商品テストなども行います。 

応える 
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消費生活に関する
各種啓発講座のご案内

アイネスでは消費生活に関する様々な啓発講座を行っています｡ お気軽にご利用ください｡
ご希望の場合は､ まずお電話をお願いします｡

大分県消費生活・男女共同参画プラザ＜アイネス＞
℡：０９７-５３４-４０３４ 月～金曜日 8：30～17：00に受付

消

消 費生活地域講座
対象：一般消費者５０名以上
内容：消費生活に関する各種テーマの講座を各分野の専門講師により開催します｡

(県下６地域ごとに市町村と共催｡)
※テーマ例：くらしと経済､ 消費者心理､ くらしと法律､ これからの食生活､ クス

リの知識､ 生活設計､ こんな手口にご用心､ 環境にやさしいくらし､

くらしと安全､ 食品の安全､ ゴミ減量リサイクル など

講 師派遣
対象：２０名以上の一般消費者グループ等
内容：一般消費者向けに最近の相談事例や悪質商法の

情報等を提供します｡

費生活一日教室
対象：１０名以上の一般消費者グループ等
内容：消費生活に関する実験講座により基礎的な商品知識等の普及を図ります｡

高 年者講座
対象：３０名以上の高年者グループ
内容・高年者が狙われやすい悪質商法の情報を提供し､

被害防止を図ります｡

消費生活
のひろば

アイネス☆ホッと通信４ ２００３年７月

労者講座
対象：３０名以上の勤労者 (事業所等単位)
内容：勤労者に身近な消費生活に関する情報や知識を提供します｡

勤

ヤ ング講座
対象：３０名以上の若年者 (中高生､ 大学生等)
内容：若者に消費生活に関する基本的情報を提供し､

消費者としての自覚を促します｡

申込み・問合せ 
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アイネス☆ホッと通信 ５２００３年７月

夏 休 み 親 子 教 室 
アイネスでは夏休み期間中、下記の講座を開催します。 

興味のある方はぜひお申込みください。 

〈主　催〉　国民生活センター・大分県 

〈期　間〉　平成15年９月17日(水) ～ 19日(金) 

〈場　所〉　大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉 

〈内　容〉　①公開講座：９月17日(水)13:00 ～ 15:40　〔一般消費者対象〕 

　　　　　　　　　講　演　「悪質商法」のいろいろ（仮題） 
　　　　　　　　　　弁護士(国民生活センター客員講師) 　安彦 和子 氏 
　　　　　　　　　そ の 他 

　　　　　　②専門・事例講座：９月18日(木) 9:00～19日(金)16:40  
　　　　　　 〔消費生活相談員等対象〕 
　　　　　　　　　講　義　相談処理に必要な法律知識 
　　　　　　　　　　弁護士(国民生活センター客員講師) 　安彦 和子 氏 
　　　　　　　　　事例研究　契約をめぐる消費者トラブル 
　　　　　　　　　　弁護士(国民生活センター客員講師) 　池本 誠司 氏 
　　　　　　　　　講　義　多重債務相談への対応 
　　　　　　　　　　弁護士(国民生活センター客員講師)　 釜井 英法 氏 
〈定　員〉　①公開講座：300名 

　　　　　　②専門・事例講座：40名 

「乾電池の正しい使い方（講座）」「乾電池手作り教室（実習）」 
　　　　講師：民間外部講師を予定 

〈対　　　象〉　小学1年生から6年生の親子　40組（午前・午後各20組） 

〈日時・場所〉　７月31日（木） 
　　　　　　　　　①10：00～12：00　　②13：00～15：00 

　　　　　　　　アイネス講座実験室 

〈用意するもの〉　のり、はさみ、色鉛筆、小槌又は金槌の小、筆記具 

〈受 講 料〉　無料 

〈申 込 期 限〉　７月15日（火） 

〈申込み方法〉　往復はがきに住所・参加者氏名・保護者氏名・電話番号・ 
　　　　　　　　小学校名・学年・希望時間、返信用には宛名を記入して 
　　　　　　　　お申込みください。 

平成15年度 生活大学移動セミナーのご案内 
アイネスのオープンを記念して、国民生活センターと大分県との共催により
生活大学移動セミナーを開催します。一日目の公開講座は一般消費者の方々
を対象としていますので、ふるってご参加くださるようご案内します。 

大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉 
〒870-0037  大分市東春日町1-1　TEL 097-534-4034

担当／幸、児玉 

申込み・問合せ 

大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉 
TEL 097-534-4034

申込み・問合せ 
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男女共同参画の推進について基礎的な学習ができます。 

平成15年度 男女共同参画フォーラム in 大分 

変わる　変える　一人ひとりが輝く社会 

ご 参 加 く だ さ い  

〈日　時〉　平成15年８月５日(火) ～ ６日(水)　２日間 

〈場　所〉　大分県立総合文化センター（グランシアタ・県民ギャラリー） 
　　　　　　大分県消費生活・男女共同参画プラザ＜アイネス＞ 

〈内　容〉　・８月５日(火)　12:30 ～ 17:00 
　　　　　　　男女共同参画推進本部報告 

　　　　　　　基調講演　　演題　「あなたもチャレンジ 皆でつくろう これからの社会」 
　　　　　　　　　　　　　講師　住田裕子 氏（弁護士）※「行列のできる法律相談所」出演中 

　　　　　　　分科会・意見交換会 

　　　　　　・８月６日(水)　9:30 ～ 12:10 
　　　　　　　全体会議 
　　　　　　　特別講演   　演題　「桂文也のジェンダーブレイク」 
　　　　　　　　　　　　　講師　桂文也 氏（落語家） 

〈主　催〉 男女共同参画推進本部・内閣府・大分県 

〈その他〉 入場無料(要事前申込・意見交換会のみ有料)、託児・手話通訳有(無料・要予約) 

申込み・問合せ　　大分県青少年・男女共同参画課　〒870-8501 大分市大手町3-1-1 
　　　　　　　　　TEL 097-536-1111　内線 3047･3046　FAX 097-532-6930

〈日　時〉（昼間のコース） 平成15年7月9日～7月30日　毎週水曜日  
　　　　　　　　　　　　　  10:30～12:00、13:00～14:30 
　　　　　　　　　　　　　  1日2講座を4日間開催（各講座90分）  

　　　　　（夜間のコース）平成15年7月8日～7月31日　毎週火・木曜日（８日間） 
　　　　　　　　　　　　　  19:00～20:30 

〈場　所〉　大分県消費生活・男女共同参画プラザ＜アイネス＞ 

〈内　容〉 　女性を取り巻くキーワード、男女共同参画基本法・県条例、 
　　　　　　メディアリテラシー、ドメスティックバイオレンス　等 

〈定　員〉 　各コース30名 （県内在住者、年齢・性別不問、全講座受講可能な方）  

〈費　用〉　無料（但し、テキスト代実費負担） 

申込み・問合せ　　「男女共同参画講座《大分県受託事業》事務局」 
　　　　　　　　　大分県地域婦人団体連合会事務局内　TEL 097-534-0015

平成15年度 大分県男女共同参画講座（初級） 
がスタートします。 

アイネス☆ホッと通信６

男女共同
参画の
ひろば

２００３年７月����



アイネス☆ホッと通信 ７２００３年７月

■平成14年度 県の審議会等における女性委員の割合について 

県の審議会等における女性委員の割合の推移 
（平成15年3月1日現在） 
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女性委員 8.3 8.6 9.1 9.6 10.2 11.1 15.3 16.8 19.3 20.0 20.5 21.0 22.8 
計画 20.5 22.1 25.1 26.8 30.0 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

■女性の人材リストを作成しました。 

　　県では、政策・方針決定への女性の
参画や、団体・グループ活動の活性化
及びネットワークづくりを推進するため、
関係機関等と連携、協力し、女性の人
材を発掘するとともに女性の人材に関
する情報の収集と適切な提供を行って
います。その一環として、女性の人材
情報を掲載したホームページ「男女共
同参画社会のための大分県人材情報提
供Web」を作成しましたので、各種審
議会等における女性の登用推進や各種
講演会・研修会の講師や指導者など地
域における活動の促進にご利用ください。 

【解　説】 
　県の審議会等委員 2,043 人のうち女性委員は 465 名で、女性委員の占める比率は
22.8％(前年度21.0％)となりました。登用推進計画における平成14年度目標値(22.1
％)を 0.7ポイント上回っています。 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ
れ、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会です。 

一口メモ 【男女共同参画社会】とは 
 

ホームページアドレス  http://www.pref.oita.jp/13800/danjyo/

ト ピ ッ ク ス 

　　多様化する人々の価値観や生活様式に対応した男女共同参画社会を実現するには、政策・方針の
決定に際して、男女の多様な意見をバランス良く反映させることが必要です。県では、県の審議会
等における女性登用を積極的に推進するため、大分県男女共同参画推本部が策定した「登用推進計
画(平成17年度までに登用率30％達成)」に基づき取組みを行っています。 
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アイネスでは消費生活や男女共同参画に関するご相談に対応しています｡
(相談の種類により電話番号が異なりますので､ ご注意ください｡)

大分県消費生活・男女共同参画プラザ＜アイネス＞
〒870-0037 大分市東春日町１－１ (NS大分ビル内)
TEL：097-534-4034 (代表) FAX：097-534-0684

ホームページ http://www.pref.oita.jp/13040/index.html 古紙配合率100％再生紙を使用しています 

アイネス☆ホッと通信・２００３年７月号(平成15年７月１日) 発行：大分県消費生活・男女共同参画プラザ＜アイネス＞

＜アイネス＞ 

■開館時間
９：００～２１：００

■休 館 日
第 3日曜日､ 12月29日～1月3日

■交通案内
徒歩：大分駅から徒歩約15分
バス：大分交通 ｢高砂町｣ バス停下車

■駐 車 場(有料)：10台
※公共交通機関をご利用ください｡

消
費
生
活
に
関
す
る
ご
相
談

県
民
相
談

女
性
総
合
相
談

◆消費生活相談

契約､ 販売方法､ 商品の品質・機能､ その他消費生活に関する相談を行います｡

受付時間：月～金曜日(祝日､ 休日を除く) 9:00～16:30 相談電話：097－534－0999

※来所によるご相談はなるべく事前にお電話をお願いします｡

◆食品表示110番
不信な食品表示に関する情報､ 食品の表示制度に関する質問などを受付けます｡

受付時間：月～金曜日(祝日､ 休日を除く) 9:00～16:30 相談電話：097－536－5000

◆特別相談
月～金曜日に来所できない方のために､ 土､ 日曜日に相談を行います｡

受 付 日：消費生活相談 第２､４土曜日 (一般的な消費生活相談)

消費生活相談 第２､４日曜日 (多重債務､ ヤミ金などの法律相談)

不動産特別相談 第１､３土曜日 (賃貸借や敷金などの不動産トラブル)

受付時間：13:00～16:00 相談電話：097－534－4034

女性が抱える様々な問題や悩み事に関する相談を行います｡

受付時間：月～金曜日(祝日､ 休日を除く) 9:00～16:30

相談電話：097－534－8874

県民のみなさんの様々な悩み事に関する相談を行います｡

受付時間：月～金曜日(祝日､ 休日を除く) 9:00～17:00

相談電話：097－534－9291
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