
男女雇用機会均等法に基づく妊産婦
への健康管理・ハラスメント対策

◆妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
（第12条・第13条①②（母健指針））

◆職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置
（第11条の３①②③（妊娠・出産等ハラスメント防止指針））

◆職場におけるセクシャルハラスメント防止措置
（第11条①②③④（セクシャルハラスメント防止指針））
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◆妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

妊娠中及び出産後の健康管理を女性労働者の母性健康管理と言います。

均等法に基づく母性健康管理、労基法に基づく母性健康管理の順に紹介
します。

Check１ 【第12条（則第２条の４）】

妊娠中及び出産後（１年以内）の女性労働者から、妊婦健康診査、産
婦健康診査又は保健指導を受診するために必要な時間の確保についての
申出があった場合、必要な時間を確保しなければなりません。

妊娠中の女性労働者

妊娠23週まで ４週間に１回の頻度で確保

妊娠24週から35週まで ２週間に１回の頻度で確保

妊娠36週から出産まで １週間に１回の頻度で確保

出産後１年以内の女性労働者

医師又は助産師が産婦健康診査又は保健指導を受ける
ことを指示したときは、その指示するところにより、
必要な時間を確保

↙妊婦健康診査の回
数は、人によって異
なります。例えば基
礎疾患のある方や不
育症の方、多胎妊娠
の方などは健康診査
の回数が多く必要な
場合もあります。医
師又は助産師が左記
と異なる指示をした
ときは、その指示に
従って、必要な時間
を確保してください。



Check２ 【第13条①】

妊娠中及び出産後（１年以内）の女性労働者が、前スライドの健康診査
又は保健指導を受け、医師又は助産師（以下「医師等」）から指導を受け
た場合、その指導を守ることができるよう、以下の母健指針※に示されて
いる勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を行わなければなりません。

※母健指針…妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守る
ことができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針【第13条②】

「母健指針」の２（１）
妊娠中の女性労働者から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体

又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等から通勤緩和について指
導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必
要な措置を講じなければなりません。

「母健指針」の２（２）

妊娠中の女性労働者から、当該女性労働者の作業等が母体又は胎児の健
康保持に影響があるとして、医師等から休憩に関する措置について指導を
受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等
の必要な措置を講じなければなりません。



「母健指針」の２（３）

妊娠中又は出産後の女性労働者から、医師等によりその症状等に関して
指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、
勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講じなければなりません。

「母健指針」の２（４）

令和５年３月31日までの間（※）、妊娠中の女性労働者から、当該女性
労働者の作業等における新型コロナウイルスに感染するおそれに関する心
理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等か
らこれに関して指導を受けた旨の申出があった場合には、感染のおそれが
低い作業への転換、作業の制限、出勤の制限（在宅勤務又は休業）等の必
要な措置を講じなければなりません。
※全国における新型コロナウイルスの感染状況によっては、今後も期間
が延長される可能性があると推測されます。

「母健指針」の３
母健指針では、妊娠中又は出産後の女性労働者が医師等から受けた指導

内容を事業主に適切に伝達できるよう「母性健康管理指導事項連絡カード
（通称：母健連絡カード）が制定されています。



妊娠したら住んでいる市町の役所・保健センターの窓口で母子手帳（母
子健康手帳）を交付してもらえますが、その手帳に母健連絡カードの様式
が掲載されています。

◇働く妊産婦の皆さまへ
主治医等から指導があった場合、指導事項を事業主に的確に伝えるため

に母健連絡カードを書いてもらい、勤務先に提出しましょう。

◇事業主の皆さまへ
母健連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講

じてください。
様式 https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/download/（女性にやさしい職場づくりナビ）
厚労省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

※母性健康管理関連資料としましては、リンク先の下部「働く女性の母性健康管理のために（パンフレット）（令和３年１０月）」が充実しています

表 事業主殿（申請者氏名、医療機関等名、医師等氏名） 裏 （参考）症状等に対して考えられる措置の例

印刷すると
Ａ４両面１枚

令和３年７月１日に
様式が変わりました

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/download/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html


Check３
Ｑ 妊娠・出産等に関しハラスメントを受けたら・・・

健康診査を受けるためなどでしばしば休んでいたところ、上司や同僚か
ら「忙しいときに自分だけ休むなんて周りのことを考えていない。迷惑
だ。」と繰り返し言われ、職場に行くのが辛い。

Ａ
妊娠したこと、出産したこと、健康診査を受けるために仕事を休んだこ

と、つわりや切迫早産で仕事を休んだこと等を理由として、当該女性労働
者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないし【第９条③】、
不利益な取扱いにまで至っていなくても、解雇を示唆したり、嫌がらせを
したりすることは、妊娠・出産等を理由とするハラスメントであり、あっ
てはならないことです。
事業主には、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を講じること

が義務付けられています【第11条の３①】。
具体的には、「妊娠・出産等に関するハラスメントを行ってはならない

旨の方針の明確化・社内周知」、「社内の相談体制の整備」、「ハラスメ
ントの相談があった場合の対応（事実関係の確認、被害者への配慮の措置、
行為者への措置、再発防止）」及び「相談者・行為者等のプライバシーの
保護」などです。（⇒後のスライドで具体的に説明します）



Check４ 【労働基準法第65条①②③（産前産後）第66条①②③（妊産婦の時間外労働等）】

妊産婦に対する健康管理措置には、他にも労基法で次のような定めが
あります。

☑ 妊娠中の女性から、その請求があった場合には、他の軽易な業務に転
換させなければなりません。

☑ ６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定の女性が休
業を請求した場合には、その者を就業させてはなりません。
（補足）産前休業は、女性労働者からの請求に基づき取得させる休暇
なので、請求がなければ産前休業は義務ではありません。

☑ 産後８週間を経過しない女性労働者を就業させてはなりません（強制
休業期間）。流産、死産した場合、妊娠４ヵ月（85日）以後に妊娠中
絶を行った場合も同様です。
（補足）産後６週間を経過した女性が請求した場合において、医師が
支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

☑ 妊婦中、又は出産後の女性労働者からその請求があった場合には、変
形労働時間制を適用期間中の週40時間（特例措置対象事業場の場合は
週44時間）超の時間及び１日８時間超の時間、時間外労働・休日労働
及び深夜業務に就業させてはなりません。



【参考】産前産後休業中の経済的支援

◇ 出産育児一時金について【協会けんぽＨＰより抜粋・一部加工 R4.8.10現在】

▪ 女性労働者自身が被保険者（第２号被保険者）又は被扶養者（第３号
被保険者）で、妊娠４ヵ月（85日）以上で出産（※１）したときは、一
児につき42万円［産科医療補償制度（※２）の対象外となる出産の場合
は40.8万円］の出産育児一時金［被扶養者（第３号被保険者）の場合
は家族出産育児一時金］が支給（※３）されます。

※１ 流産、死産、人工妊娠中絶も支給対象として含まれます。

※２ 産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった
赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医
療機関等が加入する制度です。

※３ 実態としては、医療機関等に直接支払われる現物給付（医療の
給付）が多いようです。支給内容の詳細につきましては、協会け
んぽ、健康保険組合、又は市町にご確認ください。



◇ 出産手当金について
▪ 産前休業、産後休業とも、その期間中の賃金については法令に規定さ
れていません。よって、就業規則その他これに準ずるもので定めるとこ
ろによりますが、健康保険の被保険者に対しては、出産の日以前６週間
（多胎妊娠の場合14週間）から出産日の翌日以後８週間までの範囲内
で労務に服さなかった期間、出産手当金として１日につき標準報酬日額
の2/3に相当する金額が支給されます。（※ただし、一部でも賃金が支
給される場合は、出産手当金と併給調整され、出産手当金以上の賃金が
支給されるとなれば支給されません）

標準報酬日額＝支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日
出産手当金（日額）＝標準報酬日額×2/3

なお、出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた期間についても
支給対象となります。（支給期間：出産予定日前42日＋出産予定日か
ら遅れた出産日までの日数＋産後56日）

▪ 出産手当金を受け取れるのは、女性労働者本人が被保険者として健康
保険に加入している場合に限られます。夫が第２号被保険者であっても
女性労働者本人が第１号（扶養に入らないまま）又は第３号被保険者の
場合は、受け取れません。

▪ 国民健康保険には、出産手当金制度に該当する制度はありません。
※ 支給対象日に公休日が含まれるか否かなど支給内容の詳細につきまし
ては必要書類の提出先となる協会けんぽ又は健康保険組合にご確認くだ
さい。



◇ 産前産後休業中・育児休業中の保険料免除（健康保険・厚生年金保
険）について【日本年金機構ＨＰより抜粋・一部加工 R4.8.10現在】

▪ 産前産後休業のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかっ
た期間中及び育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の各保険料の徴
収は、事業主が、「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所又は健康
保険組合へ提出することにより、（当該期間中の賃金が有給、無給であ
るかを問わず）被保険者分及び事業主分とも免除されます。

▪ 保険料の負担が免除される期間は、産前休業開始月から育児休業終了
予定日の翌日の属する月の前月まで。免除期間中も被保険者資格に変更
はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱わ
れます。

※ 制度の詳細につきましては年金事務所又は健康保険組合にご確認くだ
さい。



以上、ご紹介した制度以外にも、産前産後休業中、育児休業中の経済的
支援として、

▪産前産後休業、育児休業終了後の標準報酬月額の特例
（管轄は年金事務所又は健康保険組合）

▪３歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例
（管轄は年金事務所）

▪育児休業給付金・出生時育児休業給付金
（管轄はハローワーク）

などがあります。

※ 個々の制度内容につきましては管轄の機関にお問い合わせください。

健康保険 産後56日目まで出産手当金 ―

雇用保険 10/1より産後56日目まで男性労働者
は最長４週間の休業を取得できるよ
うになりますが（産後パパ育休）、
その間、出生時育児休業給付金

産後57日目から原則として子が１歳
に達する前日まで育児休業給付金
（※一定の場合は１歳２ヵ月、場合
により１歳６ヵ月、又は２歳）

NEW!



◆職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置

【第11条の３①】
事業主は、職場において行われる女性労働者に対する妊娠、出産、母性

健康管理、産前産後休業等（※等を含め均等則第２条の３に網羅）に関する言動により、
当該女性労働者の就業環境が害されること（※妊娠・出産等ハラスメント）のないよ
う、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制
の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

【第11条の３②】
事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談

への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該相談者や事
実確認に協力した者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
【第11条の３③】
前①②の規定に基づき事業主が雇用管理上講ずべき措置等を指針として

定める。（指針の名称は略して「妊娠・出産等ハラスメント防止指針」）
☟

指針に明記されている事業主が講ずべき措置の内容を企業として講じ、
各職場（全従業員）に周知・啓発する必要があります。
※措置を講じることが事業主の義務 ☞ 指針の４（１）～（５）
※望ましい取組（義務とはされていない） ☞ 指針の５、指針の６

文言上は事業主への相談を指すが、適用の可否は当該条項の趣旨に立ち返って判断すべ
きであり、労働局、監督署等の外部機関も含まれる。育介法、労推法においても同様。



◇事業主の義務【指針の４（１）（２）（３）（４）（５）】

※滋賀労働局版リーフレット「職場におけるハラスメント対策」 のポス
ター仕様の面とともにご覧いただくとわかりやすいです。

☑以下の①②③④を明確化し、全従業員に周知・啓発する
①妊娠・出産等ハラスメントの内容

⇒リーフレットの■マタハラ行為等とは・・・（☞事例を列挙）
②妊娠、出産等に関する否定的な言動が、妊娠・出産等ハラスメントの
発生の原因や背景となり得ること

⇒リーフレットの★印（☞一文を挿入）
③妊娠・出産等ハラスメントを行ってはならない旨の方針（事業主の方針）

⇒リーフレットの見出し（☞方針を挿入）
④制度等の利用ができる旨

⇒リーフレットの右下・下から二番目の★印（☞一文を挿入）
※就業規則では、「休暇」については必ず記載しなければならない
事項となっており、休暇には産前産後休業や休暇も含まれます。そ
のため、具体的な産前産後休業その他の妊娠中・出産後の健康管理
（母性健康管理）に関する措置の内容については、就業規則（別に
定めた細則を含む）その他これに準ずるもの（職場における服務規
律等を定めた文書）に明記いただいていることが多い印象です。

周知用のツール
としてお使いい
ただけます。空
白を埋めて完成。

リーフレットは育児休業等ハラスメントも
含んだ体裁となっています。



☑行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則
その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、周知・啓発する

⇒リーフレットの項番２
従業員がハラスメント行為を行った場合、就業規則第＿条の「懲戒

の事由」に当たることとなり、処分されることがあります。その場合、
次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
①行為の具体的態様（時間・場所・内容・程度）
②当事者同士の関係（職位等）
③被害者の対応・心情等

☑相談窓口を設置し、周知する
⇒リーフレットの項番３
職場におけるハラスメントに関する相談（苦情を含む）窓口担当者

は次の者です。

設置の例
・社員の中から相談担当者を選任する ←担当者の氏名を表示
・事業主自身が相談担当者となる ←担当者の役職を表示
・外部専門機関に委託し、相談対応を行う ←組織や部署名を表示

●部署名又は役職名 ●氏名 ●連絡先（外部専門機関や本社
など組織が別にある場合等）

懲戒の種類は軽微な
ものから重大かつ悪
質なものまで広く、
どのような行為が
あった場合にどの処
分を下すのかは各社
で判断いただきます。



☑相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応で
きるようにする

⇒ ハラスメントが発生している最中に社員から相談を受けたときに、
どのような状況なのか把握し、必要に応じて現場に急行して対応でき
るよう、現場の実務の状況に精通した担当者を置くことが必要と考え
られます。
企業規模が大きい場合、まずは上司や現場の管理監督者がその役割

を担い、さらに、本社の相談窓口等がバックアップして指示や支援を
行う体制を取るケースも考えられます。

⇒ 相談窓口においては、被害を受けた労働者が委縮するなどして相談
を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動
が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、妊娠・出産
等ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそ
れがある場合や、妊娠・出産等ハラスメントに該当するか否か微妙な
場合等であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにしま
す。
これは、放置すれば、就業環境を害するおそれや、妊娠、出産等に

関する否定的な言動が原因や背景となって妊娠・出産等ハラスメント
が生じるおそれが考えられるからです。
周知例：リーフレット右下一番上の★印



☑妊娠・出産ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
として、以下の二点にも留意して、業務体制を整備（構築）する

Ⅰ 妊娠・出産等ハラスメントの背景には、妊娠、出産等に関する否定
的な言動もあるが、当該言動の要因の一つには、妊娠した女性労働者
がつわりなどの体調不良のため就労できないことや労働能率が低下す
ることにより、周囲の労働者の業務負担が増大することもあることか
ら、周囲の労働者の業務負担にも配慮することが重要です。

Ⅱ 妊娠、出産した女性労働者においても、制度等の利用ができるとい
う知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら
自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこ
とが重要です。

例① 妊娠、出産した女性労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減
するよう、適切に業務分担の見直しを行う。例えば、産前産後休
業・育児休業取得者の業務について、業務量の調整をすることなく、
特定の労働者にそのまま負わせることは、産前産後休業・育児休業
取得者への不満につながり、休業後の円滑な職場復帰に影響を与え
ハラスメントが発生することにもなりかねません。

例② 業務の点検を行い、業務の効率化等を行う。
周知例：リーフレット右下の一番下の★印

(例)直接部門から間
接部門への異動、産
休・育休代替任期付
職員の採用、引継等



☑妊娠・出産等ハラスメントに係る相談があった場合は、その事案に係る
事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じる

イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
※相談窓口の担当者が、相談者及び行為者の双方から事実関係を
聴取する。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際
の受け止めなどその認識にも適切に配慮する。
また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致

があり、事実確認が十分にできないと認められる場合には、第三
者からも事実関係を聴取する。

イにより、事実確認ができなかった場合は ⇒ 二
イにより、事実確認ができた場合は ⇒ ロ、ハ、二

ロ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
例① 被害者の職場環境の改善又は迅速な制度等の利用に向けて

の環境整備
例② 被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助
例③ 行為者の謝罪
例④ 管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者

のメンタルヘルス不調への相談対応

事案の内
容や状況
に応じて



ハ 行為者に対する措置を適正に行う
※就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書におけ
る妊娠・出産等ハラスメントに関する規定に基づき、行為者に
対して必要な懲戒その他の措置を講じる。
併せて、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の関係改善

に向けての援助、行為者の謝罪等の措置を講じる。

二 改めて妊娠・出産等ハラスメントに関する方針を周知、啓発する等
の再発防止に向けた措置を講じる

※妊娠・出産等ハラスメントが生じた事実が確認できなかった場
合においても、同様の措置を講じる。
例① 各企業で策定いただいている職場におけるハラスメント対

策資料（ない場合は、本セミナー補足資料のポスター仕様の
リーフレットを自社用にアレンジしたもの等）を社内広報等
に改めて掲載し、配信、配布する。

例② 労働者に対して職場における妊娠・出産等ハラスメントに
関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施する。

周知例：リーフレット右下の上から四つ目の★印



☑妊娠・出産等ハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は、当該相談
者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談対応又は
事後対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するため
に必要な措置を講じるとともに、その旨を労働者に対して周知する
例① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあ

らかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際に
は、当該マニュアルに基づき対応する。

例② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担
当者に必要な研修を行う。

例③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講じていることを社内広報等に掲載し、配信、
配布する。

周知例：リーフレット右下の上から二つ目の★印

☑労働者が相談をしたことや、事実確認等の事業主の雇用管理上講ずべき
措置に協力したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発する
例① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において

上記の旨を規定し、労働者に周知・啓発を行う。
例② 社内広報等に上記の旨を記載し、配信、配布する。
周知例：リーフレット右下の上から三つ目の★印



◇事業主が、先述の義務（指針の４各号）に加えて、行うことが望ましい
取組【指針の５】

（１）妊娠・出産等ハラスメントは、パワハラ、セクハラ、育児休業等ハ
ラスメントと総合的に生じることも想定されるため、相互のハラスメン
ト相談窓口において、一元的に相談に応じることのできる体制を整備す
る（ことが望ましい）。

（２）妊娠・出産等ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、
妊娠、出産した女性労働者の側においても、制度等の利用ができるとい
う知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自
身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという知識を持つことを
当人（妊娠、出産した女性労働者）に周知・啓発する（ことが望まし
い）。

（３）前スライドまでの事業主の義務（指針の４各号）を講じる際に、必
要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、その運用状況の的確
な把握や必要な見直しの検討に努める（ことが望ましい）。



◇自社の労働者による社外の方へのハラスメントに対する言動に関し、事
業主が、行うことが望ましい取組【指針の６】
労基法や均等法は、元来、顧客や取引先との関係にまで適用されること

はありませんが、指針の３において、事業主の責務として、「自社の労働
者が他の労働者（社外の方を含む）に対する言動に必要な注意を払うよう、
研修その他の必要な配慮をすること」、また、労働者の責務として、「他
の労働者（社外の方を含む）に対する言動に必要な注意を払うこと」とい
う責務規定が定められています。
つまり、責務規定の趣旨も踏まえて以下の取組が推奨されています。
Ⅰ 自社の労働者にカスタマー（顧客、取引先）ハラスメントを起こさ
せないようにするため、「妊娠・出産等ハラスメントを行ってはなら
ない」旨の方針の明確化等を行う際に、雇用している労働者以外の者
（社外の方）に対する言動についても、同様の方針を併せて示す（こ
とが望ましい）。

Ⅱ また、逆に、社外の方から妊娠・出産等ハラスメントに類すると考
えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、事業主の義務
（指針の４各号）の措置も参考にしつつ、必要な対応を行うように努
める（ことが望ましい）。

※あくまで、責務の趣旨を踏まえた望ましい取組が指針に盛り込まれているにすぎない
ので、措置を講じないと法違反となる義務規定よりは弱めの表現になっています。



【その他】妊娠・出産等ハラスメント指針では「自社の労働者による社外の
方へのハラスメント防止」について望ましい取組について盛り込まれていま
すが、「社外の方から自社の労働者がハラスメントを受けた場合」の対応に
ついては労働施策総合推進法（※）に基づく指針に盛り込まれています。そ
の内容を抜粋しますと以下のとおりです。

※労働施策総合推進法：労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律（略称：労推法、通称：パワハラ防止法）

※指針：事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理
上講ずべき措置等についての指針【第30条の２③】

☑雇用している労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制の整備
⇒ 事業主の義務で紹介しました「☑相談窓口の担当者が、相談に対し、
その内容や状況に応じ適切に対応できるようにする」と同じです。

☑被害者の配慮のための取組
⇒ 事業主の義務で紹介しました「☑妊娠・出産等ハラスメントに係る相
談があった場合は、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び
適正な対処として、次の措置を講じる」と同じです。

☑被害を防止するための取組
⇒ カスタマーハラスメントへの対応マニュアルの作成や研修の実施

周知例：リーフレットの裏面■様々なハラスメントへの望ましい取組
※労働関係法令の適用において、自社の労働者に対するフォローは上記のとおりですが、事業主による（社外の）加害者

側への措置というのは、一切出てきません。民事トラブルとして弁護士等に相談いただくことになるかと思います。



◆職場におけるセクシャルハラスメント防止措置

【第11条①】
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働

者の対応（※被害者による行為に対する拒否・抵抗等）により当該労働者（※被害者）がそ
の労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の
就業環境が害されること（※セクシャルハラスメント）のないよう、当該労働者から
の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理
上必要な措置を講じなければならない。
【第11条②】
事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談

への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該相談者や事
実確認に協力した者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

【第11条③】
事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる①の措置の実施に関し必

要な協力を求められた場合には、これに応じるよう努めなければならない。
【第11条④】
前①②③の規定に基づき事業主が雇用管理上講ずべき措置等を指針とし

て定める。（指針の名称は略して「セクハラ防止指針」）

他のハラスメント（妊娠・出産等ハラスメント、
育児休業等ハラスメント、パワハラ）にはない規定



☟
指針に明記されている事業主が講ずべき措置の内容を企業として講じ、

各職場（全従業員）に周知・啓発する必要があります。
※措置を講じることが事業主の義務 ☞ 指針の４（１）～（４）
※望ましい取組（義務とはされていない） ☞ 指針の６、指針の７

◇事業主の義務【指針の４（１）（２）（３）（４）】

※滋賀労働局版リーフレット「職場におけるハラスメント対策」 のポス
ター仕様の面とともにご覧いただくとわかりやすいです。

☑以下の①②を明確化し、全従業員に周知・啓発する
①セクハラの内容

⇒リーフレットの■セクハラ行為とは・・・（☞事例を列挙）
②セクハラを行ってはならない旨の方針（事業主の方針）

⇒リーフレットの見出し（☞方針を挿入）

周知用のツール
としてお使いい
ただけます。空
白を埋めて完成。

セクハラ発生の原因や背景には、性別役割分担意識（男女を
問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当
であるにもかかわらず、男性は主要な業務、女性は補助的業
務等のように、男性、女性という性別を理由として役割を分
ける考え方のこと）に基づく言動もあると考えられます。

【復習】妊娠・出産等ハラスメントでは以下
についても周知・啓発
▪ 妊娠・出産等に関する否定的な言動が、
妊娠・出産等ハラスメントの発生の原因や
背景となり得ること

▪ 制度等の利用ができる旨



☑行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則
その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、周知・啓発する

⇒リーフレットの項番２
従業員がハラスメント行為を行った場合、就業規則第＿条の「懲戒

の事由」に当たることとなり、処分されることがあります。その場合、
次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
①行為の具体的態様（時間・場所・内容・程度）
②当事者同士の関係（職位等）
③被害者の対応・心情等

☑相談窓口を設置し、周知する
⇒リーフレットの項番３
職場におけるハラスメントに関する相談（苦情を含む）窓口担当者

は次の者です。

設置の例
・社員の中から相談担当者を選任する ←担当者の氏名を表示
・事業主自身が相談担当者となる ←担当者の役職を表示
・外部専門機関に委託し、相談対応を行う ←組織や部署名を表示

●部署名又は役職名 ●氏名 ●連絡先（外部専門機関や本社
など組織が別にある場合等）

懲戒の種類は軽微な
ものから重大かつ悪
質なものまで広く、
どのような行為が
あった場合にどの処
分を下すのかは各社
で判断いただきます。



☑相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応で
きるようにする

⇒ ハラスメントが発生している最中に社員から相談を受けたときに、
どのような状況なのか把握し、必要に応じて現場に急行して対応でき
るよう、現場の実務の状況に精通した担当者を置くことが必要と考え
られます。
企業規模が大きい場合、まずは上司や現場の管理監督者がその役割

を担い、さらに、本社の相談窓口等がバックアップして指示や支援を
行う体制を取るケースも考えられます。

⇒ 相談窓口においては、被害を受けた労働者が委縮するなどして相談
を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動
が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、セクハラが
現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、
セクハラに該当するか否か微妙な場合等であっても、広く相談に対応
し、適切な対応を行うようにします。
これは、放置すれば、就業環境を害するおそれや、性別役割分担意

識に基づく言動が原因や背景となってセクハラが生じるおそれが考え
られるからです。
周知例：リーフレット右下一番上の★印



☑セクハラに係る相談があった場合は、その事案に係る事実関係の迅速か
つ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じる

イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
※相談窓口の担当者が、相談者及び行為者の双方から事実関係を
聴取する。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際
の受け止めなどその認識にも適切に配慮する。
なお、行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主

である場合には、必要に応じて、他の事業主に事実確認への協力
を求める。

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致
があり、事実確認が十分にできないと認められる場合には、第三
者からも事実関係を聴取する。

イにより、事実確認ができなかった場合は ⇒ 二
イにより、事実確認ができた場合は ⇒ ロ、ハ、二

【第11条③（指針の５）】他の事業者からの事実確認
等の雇用管理上措置の実施に関する協力の依頼を受け
た側は、依頼に応じる努力をしなければならない。



ロ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
例① 被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助
例② 被害者と行為者を引き離すための配置転換
例③ 行為者の謝罪
例④ 被害者の労働条件上の不利益の回復
例⑤ 管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害

者のメンタルヘルス不調への相談対応

ハ 行為者に対する措置を適正に行う
※就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書にお
ける妊娠・出産等ハラスメントに関する規定に基づき、行為者
に対して必要な懲戒その他の措置を講じる。
併せて、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の関係改

善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、
行為者の謝罪等の措置を講じる。

事案の内
容や状況
に応じて



二 改めてセクハラに関する方針を周知、啓発する等の再発防止に向け
た措置を講じる

※行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主である
場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置へ
の協力を求める。
※セクハラが生じた事実が確認できなかった場合においても、同
様の措置を講じる。
例① 各企業で策定いただいている職場におけるハラスメント対

策資料（ない場合は、本セミナー補足資料のポスター仕様の
リーフレットを自社用にアレンジしたもの等）を社内広報等
に改めて掲載し、配信、配布する。

例② 労働者に対して職場におけるセクハラに関する意識を啓発
するための研修、講習等を改めて実施する。

周知例：リーフレット右下の上から四つ目の★印



☑セクハラに係る相談者・行為者等の情報は、当該相談者・行為者等のプ
ライバシーに属するものであることから、相談対応又は事後対応に当たっ
ては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講
じるとともに、その旨を労働者に対して周知する
例① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあ

らかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際に
は、当該マニュアルに基づき対応する。

例② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担
当者に必要な研修を行う。

例③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講じていることを社内広報等に掲載し、配信、
配布する。

周知例：リーフレット右下の上から二つ目の★印

☑労働者が相談をしたことや、事実確認等の事業主の雇用管理上講ずべき
措置に協力したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発する
例① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において

上記の旨を規定し、労働者に周知・啓発を行う。
例② 社内広報等に上記の旨を記載し、配信、配布する。
周知例：リーフレット右下の上から三つ目の★印



◇事業主が、先述の義務（指針の４各号）に加えて、行うことが望ましい
取組【指針の６】

（１）セクハラは、パワハラ、妊娠・出産等ハラスメント、育児休業等ハ
ラスメントと総合的に生じることも想定されるため、相互のハラスメン
ト相談窓口において、一元的に相談に応じることのできる体制を整備す
る（ことが望ましい）。

（２）前スライドまでの事業主の義務（指針の４各号）を講じる際に、必
要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、その運用状況の的確
な把握や必要な見直しの検討に努める（ことが望ましい）。



◇自社の労働者による社外の方へのハラスメントに対する言動に関し、事
業主が、行うことが望ましい取組【指針の７】
労基法や均等法は、元来、顧客や取引先との関係にまで適用されること

はありませんが、指針の３において、事業主の責務として、「自社の労働
者が他の労働者（社外の方を含む）に対する言動に必要な注意を払うよう、
研修その他の必要な配慮をすること」、また、労働者の責務として、「他
の労働者（社外の方を含む）に対する言動に必要な注意を払うこと」とい
う責務規定が定められています。
つまり、責務規定の趣旨も踏まえて以下の取組が推奨されています。
Ⅰ 自社の労働者にカスタマー（顧客、取引先）ハラスメントを起こさ
せないようにするため、「セクハラを行ってはならない」旨の方針の
明確化等を行う際に、雇用している労働者以外の者（社外の方）に対
する言動についても、同様の方針を併せて示す（ことが望ましい）。

Ⅱ また、逆に、社外の方からセクハラに類すると考えられる相談が
あった場合には、その内容を踏まえて、事業主の義務（指針の４各
号）の措置も参考にしつつ、必要な対応を行うように努める（ことが
望ましい）。

※あくまで、責務の趣旨を踏まえた望ましい取組が指針に盛り込まれているにすぎない
ので、措置を講じないと法違反となる義務規定よりは弱めの表現になっています。



【その他】セクハラ指針では「自社の労働者による社外の方へのハラスメン
ト防止」について望ましい取組について盛り込まれていますが、「社外の方
による自社の労働者がハラスメントを受けた場合」の対応については労働施
策総合推進法（※）に基づく指針に盛り込まれています。その内容を抜粋し
ますと以下のとおりです。

※労働施策総合推進法：労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律（略称：労推法、通称：パワハラ防止法）

※指針：事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理
上講ずべき措置等についての指針【第30条の２③】

☑雇用している労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制の整備
⇒ 事業主の義務で紹介しました「☑相談窓口の担当者が、相談に対し、
その内容や状況に応じ適切に対応できるようにする」と同じです。

☑被害者の配慮のための取組
⇒ 事業主の義務で紹介しました「☑セクハラに係る相談があった場合は、
その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、
次の措置を講じる」と同じです。

☑被害を防止するための取組
⇒ カスタマーハラスメントへの対応マニュアルの作成や研修の実施

周知例：リーフレットの裏面■様々なハラスメントへの望ましい取組
※労働関係法令の適用において、自社の労働者に対するフォローは上記のとおりですが、事業主による（社外の）加害者

側への措置というのは、一切出てきません。民事トラブルとして弁護士等に相談いただくことになるかと思います。



【職場におけるハラスメント防止措置のまとめ】
職場におけるセクハラ防止措置
職場におけるパワハラ防止措置

職場における妊娠・出産等ハラスメント防止措置
職場における育児休業等ハラスメント防止措置

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

▪セクハラ・パワハラの内容
▪セクハラ・パワハラを行ってはならない旨の方
針

▪妊娠・出産・育児休業等ハラスメントの内容
▪妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
を行ってはならない旨の方針

▪妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動
が職場における妊娠・出産育児休業等に関する
ハラスメントの発生原因や背景となり得ること

▪制度等の利用ができること

相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

併せて講ずべき措置

(共通)ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定

相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知。相談窓口担当者が、内容や状況に応じ対応できるように
すること。ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、これらの
ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。また、行為者に
対する措置を適正に行うこと。さらに、再発防止に向けた措置を講じること。

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハ
ラスメントの原因や背景となる要因を解消するた
めの措置

相談者・行為者等のプライバシーの保護、相談・事実確認への協力を理由とした不利益取扱いの禁止

Ⅰ 制度利用に際し、業務配分の見直し。
Ⅱ 労働者側においても、周囲と円滑なコ
ミュニケーションを図ることを大切に。

労推法に規定されたパワハラ防止指針（第30条の２③）に定められている事業主
が講ずべき措置のPOINTは、セクハラ防止措置と同じです。また、育児・介護休業
法に規定された育児休業等ハラスメント防止指針（第28条）に定められている事
業主が講ずべき措置のPOINTは、妊娠・出産等ハラスメント防止措置と同じです。

本セミナーでは育児休業等ハラスメント、パワハラについては解説
いたしておりませんが、措置内容をまとめると次のようになります


