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次世代向け男女共同参画セミナーの開催について
【受講者募集】『アニメのヒーロー、ヒロイ
ン像から見る男女共同参画〈「仮面ライダ
ー」から「鬼滅の刃」まで〉』
アニメの男女のヒーローの描かれ方が、時
代を経てどのように変化してきたのかを男女
共同参画の視点から考えます。こどもの頃か
ら身近に触れているアニメが、いまのあなた
の無意識な思い込み・偏見（アンコンシャ
ス・バイアス）にいかに影響しているのかを
みつけましょう。
１

講師 須川 亜紀子さん
（横浜国立大学大学院教授）
２ 日時 8 月 26 日（木）
14:00～15:30
３ 定員 100 名
（オンライン 80 名、来場 20 名※）
※来場者は、定員数まで先着順で受付

４ 申込期間 ６月 25 日（金）～8 月 22 日（日）
５ 申込方法 電子申請によりお申し込
み下さい。
※ 詳細は、ホームページをご覧ください。
【開催報告】『筋肉女子という生き方』
6/5に甲南女子大学教授の米澤泉さんをお
招きし、標記のセミナーを開催しました。
社会現象として女性が筋肉に関心を持つよ
うになった経緯から紐解き、筋肉トレーニン
グ関係の著作物に係る編集テーマ設定の男性
と女性の違いなど、誰もが関心を持つ話題に
触れながら男女共同参画との関連をわかりや
すく解説くださいました。20歳代から60歳
代までの29名が熱心に受講し、セミナー後
には、情報図書室で米澤講師の著書や男女参
画に関連する本を借りていかれました。

令和 2 年度ファシリテーター養成基礎講座（6/16、24）を開催しました！
特定非営利活動法人日本ファシリテーショ
ン協会の水江泰資（みずえひろよし）さんを
講師にお迎えし、二日間にわたって、コロナ
禍で延期されていた昨年度のファシリテータ
ー養成基礎講座を開催、第24期男女共同参
画ア ド バ イザ ー 養成 塾
の修了生を中心に9名が
参加しました。
一日目は、ファシリ
テーションを「人々の
活動が容易にできるように支援し上手く運ば
せるようにする」と定義し、ファシリテータ
ーを「その役割を担う人」として、会議運営
においてファシリテーションが活用される分
野とそれが有効な場面、効果的なファシリテ
ーション、ファシリテーターのあり方等の基
本的知識の導入を行いました。

二日目は、相手に印象を残す自己紹介の仕
方や全員発言を目指すためのスキル等につい
て、一日目の内容を補完した後、課題解決に
取り組むグループのファシリテーションの状
況を３つの演習にしたがって体験しました。
どの演習も典型的な課題解決の場面が設定さ
れており、参加者は、演習を通じて問題解決
のおもしろさを満喫しました。
参加者からは「ファシリテーターの理想の
姿が学べた」
「自己紹介の
パターンが変
わるだけで相
手の受け取り
方も変わるということが分かりました」等、
高い満足感と併せて、多くの気づきがあった
ことがうかがえました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

アンコンシャス・バイアス特集！

「アンコンシャス・バイアス」って知ってる？
「アンコンシャス・バイアス」という言葉は、アンコン
シャス(無意識)・バイアス(偏見、思い込み)の２つの単語か
らなり、一般的には「無意識の偏見や思い込み」と言った意味
で使われています。
これは、ダイバーシティ(多様性)＆インクルージョン(受容)の
推進に取り組んでいたアメリカで、組織にとって良くない
影響をもたらし、ダイバーシティ＆インクルージョンの推
進を阻害する要因となっていることが示されたのが、問題
意識の始まりと言われています。
「無意識の偏見や思い込み」は、本人が気づいていない
偏ったものの見方や、歪んだ認知のことを指し､多くは過去
の経験や周囲の意見、日常で目にする情報から形成され､普
段の会話や生活などで現れ、誰にでもあるのです。

知識
過去の
経験･情報

価値観

アンコンシャス･バイアス

何が問題なの？

無意識の思い込みは､自分と違う考え方を受け止められず、違うアイデアを活かせなかっ
たり､気づかないうちに相手を傷つけたり､差別をする事につながったりと､一人一人が個性
や能力を活かし、その人らしく生きる事ができなくなることが問題だと言われています。
職場では、、、
例えば、、、
・男性の来客受付やお茶出しには違和感がある
・｢男の子は強くなくてはならない｣
・お酒が飲めないと付き合いが悪いと言われる
・｢女の子は優しくなくてはならない｣
・気の合う部下には､失敗しても甘い評価をす
・DV と聞くと､被害者は女性だと思う
・｢親が単身赴任中｣だと聞くと､父親を思 る
・｢普通は○○だ｣ ｢それって常識だろ｣という事
い浮かべる
がよくある
職場への影響
個人への影響
・職場の停滞感

・モチベーション低下（無気力）

・ハラスメントの増加
・コミュニケーション不全
・相互不信離職率の増加

・疎外感、孤立感の増加
・職場へのあきらめ
・挑戦できなくなる
・イライラやストレスが増える

等

・イノベーションが生まれにくくなる
・個人や組織のパフォーマンスが低下する 等

アンコンシャス・バイアスは、今まで生きてきた経験などから植え付けられたものであ
り、いきなりなくす事は簡単ではありません。しかし､自分自身の思い込みや偏見に気づ
き、正しい知識を身につけ､より多くの視点、より幅広い視野を持つ事ができるようになれ
ば､より客観的で公平な判断ができるようになります。
だれもがそれぞれの個性と能力を十分に発揮し、いきいきと生活できる社会の実現に向
け、一度「アンコンシャス・バイアス」について身近な人と一緒に考えてみませんか?
（問）県男女家庭課 078-362-3160

地域の取組み・県からのお知らせ
男女共同参画スタディーズ 2021（6/12）
「コロナ時代～改めて問われる
「男性問題」のこれから～」

令和 3 年度男女共同参画講演会（6/26）

京都産業大学現代社会学部の伊藤公雄先
生をお招きし、日本のジェンダー構造の変
容を、歴史的な流れと諸外国との比較か
ら、わかりやすくご講演頂きました。また
女性トップの国々のコロナ対応の成功例か
ら、21世紀に重要な視座としてケアの視
点（＝人の状況や思いへの配慮の力）の必
要性をあげ、今までの男性主導社会の弊害
を挙げながら、これからの変化の必要性つ
いても提言して頂きました。参加者からは
「男性側のジェンダー視点や生きづらさの
話が目からウロコ
でした。性別を超
えて互いに理解し
ていく事が大切で
すね」という意見
が出ました。

男性相談カウンセラーの吉岡俊介さんを
お招きし、男性の視点から、誰もが働きや
すく生きやすい社会について理解を深める
ための講演会を開催しました。
人生を豊かに過ごすためには、モードの
切り替えや肩の力をぬくこと、自分の本音
の言葉で自分を語ること、本当の自分を吐
き出せる場所を持つことが大切だと教えて
いただきました。そして、コミュニケーシ
ョンにおいては、「ありがとう」という言
葉がとても大切で
あり、「肩の力を
抜いて、泣き顔が
素敵な大人になり
ませんか」と、講
演を締めくくられ
ました。

（問）宝塚市男女共同参画センター 0797-86-4006

「男性の視点から考える男女共同参画」

（問）丹波市男女共同参画センター 0795-82-8684

「家族の日」を考える写真コンクール

写真募集

～あなたのとっておきの「家族写真」を募集します～
家族の絆を深めるきっかけづくりを進める｢家族の日｣運動の一環として、第 14 回｢家族の日｣
写真コンクールを開催します。

■募集期間

令和３年７月１日（木）～９月３０日（木）

■応募資格

兵庫県内に在住または在勤・在学されている方、 e-県民登録者

■応募方法

・郵送や持参

：カラーまたはモノクロでプリントしたもの

・インターネット：県ホームページに掲載している応募サイトに
必要事項を入力し､写真データを添付

■

賞

・インスタグラム：①公式アカウント[@hyogo_family ]をフォロー
②[@hyogo_family]をタグ付け
③応募用ハッシュタグ
をつけて投稿
兵庫県知事賞等、受賞者へは副賞もあります

※詳細は兵庫県ホームページをご確認ください
（URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/ac15_000000450.html）
（問）男女家庭課 078-362-3160

お知らせ
★トピック女性活躍★ オンラインセミナーを開催します！
改正女性活躍推進法により、令和 4 年 4 月 1 日から従業員 101 人以上の企業において
も、「一般事業主行動計画」の策定が義務化します。策定準備はお進みですか？
1.一般事業主行動計画策定セミナー
YouTube 限定配信
対象：従業員 300 人以下で行動計画未策
定企業の女性活躍責任者または担当者
①オリエンテーション（兵庫県）10 分
②計画の概要と注意点（兵庫労働局）40 分

※セミナーのおすすめポイント
・計画策定の最新情報が得られます
・24 時間いつでもご視聴いただけます
・計画策定まで手厚い支援を実施します
また、計画策定を担当する女性社員対象
の「行動計画策定実践セミナー」をオンラ

③計画策定企業の事例（県内企業）30 分
④県の支援制度（兵庫県）30 分
※視聴期間：①②④は令和 4 年
3 月 31 日まで、③は令和 3 年
7 月 22 日まで

イン（Teams）ライブ配信します。8/3、
11/9 の 2 回連続、各 1 時間のセミナー
で、計画策定経験者のノウハウなどを知る
ことができます。詳細は女性活躍推進セン
ターまで ℡:078-360-8550

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、随時変更の場合があります。
種

類

女性のためのなやみ相談
（女性カウンセラー）
法律相談（女性弁護士）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

月～土曜日

9:30～12:00
13:00～16:30

面接（要予約）

078-360-8554

月～金曜日
土曜日

9:50～18:40
9:20～16:50

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約

実 施 日 時

毎月 第２水曜日（原則）

男性のための相談(男性臨床心理士)

電話

078-360-8553

毎月第１・３火曜日（原則）

17:00～19:00

女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

電話・面接
(電話・面接・オンラインとも要予約)

078-360-8554

毎月第１～４木曜日

10:00～13:00

問い合わせ(電話相談不可)

078-360-8260

月～金曜日

9:00～17:00

電話（直通）

078-360-8557

月～土曜日

9:00～17:00

電話（直通）

078-360-1388

毎月第１･３土曜日

10:00～16:00

面接（要予約）

078-362-3250

毎月第２土曜日

14:00～17:00

女性就業相談室ハローワーク相談窓口

情報相談（情報アドバイザー）
不妊・不育専門相談（助産師等）
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