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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の
一部を改正する法律（令和元年６月５日公布）の概要

１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（以下「女性活躍推進法」という。）

２．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

（以下「労働施策総合推進法」という。）

【パワーハラスメント】

３．雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（以下「男女雇用機会均等法」という。）

【セクシュアルハラスメント】

【妊娠、出産等に関するハラスメント】

４．育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（以下「育児・介護休業法」という。）

【育児休業・介護休業等に関するハラスメント】

他

主な改正法
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の
一部を改正する法律（令和元年６月５日公布）の概要

女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事
業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の
新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１． 女性活躍の推進【女性活躍推進法】

⑴ 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

⑵ 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、現在１項目以上の公表

を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から１項目以上公表することとする。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。

⑶ 女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の創設

２． ハラスメント対策の強化
⑴ 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」（ハラスメント対策）を
明記【労働施策総合推進法】

⑵ パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】

① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務（相談体制の整備等）を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備

② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による
調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備

⑶ セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】

① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
② 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

※ パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

改正の概要

施行期日

公布日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（令和２年６月１日）
（ただし、１ ⑴ ⑵の対象拡大は３年（令和４年４月１日）、２ ⑴は公布日。また、２（2）①について、中小事業主は公布日から起算し
て３年を超えない範囲内において政令で定める日（令和４年３月31日）までは努力義務） 3



１．女性活躍の推進（女性活躍推進法の改正）

○ 企業における女性活躍に関する計画的な取組（PDCAサイクル）を広く促すため、一般事業主行動計画の策定
義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

（２）女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保

○ 情報公表義務の対象を、常用労働者301人以上から
101人以上の事業主に拡大する。

○ 301人以上の事業主の情報公表項目について、項目を

① 職業生活に関する機会の提供に関する実績、

② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の

整備に関する実績

に区分し、各区分から１項目以上公表することとする。

※現行は右記の項目から任意の１項目以上を公表
※行動計画の数値目標の設定についても同様の対応を予定（省令）
※公務部門についても同様

○ 情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表
ができることとする。

情報公表項目（区分のイメージ）

・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の

男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・一月当たりの労働者の平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率

（３）女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の創設

○ インセンティブを強化するため、現行の優良事業主認定（えるぼし認定）よりも水準の高い「プラチナえるぼし」
認定を創設する（取得企業は、行動計画の策定義務を免除）。

①

②

【現状等】 ・ 女性就業者がこの６年間で約288万人増加する等、女性活躍は着実に前進。
・ 一方、年齢階級別労働力率はいわゆる「M字カーブ」を描いており、仕事と家庭
生活の両立や諸外国と比べて低水準にある女性管理職比率などの課題。
・ 女性活躍推進法の施行（H27年９月）３年後の見直しが必要。

女性の職業生活における活躍を
更に推進することが必要

（４）対象拡大に関する配慮等

○ 行動計画策定や情報公表義務の対象拡大（常用労働者301人以上→101人以上）の施行日に配慮
（公布日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日）。

※ その他、行動計画策定・公表方法の簡素効率化や策定支援、助成金等の公的支援を実施する。

（１）一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
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（１）国の施策にハラスメント対策を明記（労働施策総合推進法）

○ 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」（ハラスメント対策）を明記
する。

（２）パワーハラスメント防止対策の法制化（労働施策総合推進法）

○ パワーハラスメントとは、「①優越的な関係を背景とした」、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」
「③就業環境を害すること」（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること）をいうことを明記する。

○ 事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付ける。

○ パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、
厚生労働大臣が「指針」を策定することとする。

〔指針で規定する内容〕
・パワハラの具体的な定義
▶ ３つの要素の具体的内容
▶ パワハラに該当する／しない行為例
▶ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに
当たらないこと 等

※ 取引先や顧客等からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）については、法律上の措置義務の対象とはしないが、
指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載。

２．ハラスメント対策の強化 （男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法※の改正）

【現状】 ・ 職場のいじめ・嫌がらせに関する都道府県労働局への相談は
７万２千件超（H29年度）で６年連続で全ての相談の中でトップ。
・ セクハラの相談件数は約７千件（Ｈ29年度）と高水準にとどまる。

ハラスメントのない社会の実現に向けて、
職場のパワハラ対策、セクハラ対策を強化することが必要

○ パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停
（行政ADR）の対象とするとともに、措置義務等について履行確保（助言、指導、勧告等）のための規定を整備する。

・雇用管理上の措置の具体的内容 （現行のセクハラ防止の措置義務と同様）

▶ 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
▶ 苦情などに対する相談体制の整備
▶ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等

○ 中小事業主に対する配慮等

パワーハラスメント防止対策の措置義務は、中小事業主の施行日に配慮（公布日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定
める日までの間は、努力義務とする。）

※その他、事業主による防止措置の実施に関するコンサルティング、セミナー開催等の公的支援を実施する。

※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
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（３）セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化（男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法）

② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

労働者が相談等を行うことに躊躇することがないよう、労働者がセクシュアルハラスメント等に関して事業主に相談したこと
等を理由とした不利益取扱いを禁止する。

③ 自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応

事業主に対し、他社から雇用管理上の措置の実施（事実確認等）に関して必要な協力を求められた場合に、これに応じる
努力義務を設ける。

※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合も、相談に応じる等の措置義務の対象となるこ
とを指針で明確化する。

④ 調停の出頭・意見聴取の対象者の拡大

セクシュアルハラスメント等の調停制度について、紛争調整委員会が必要を認めた場合には、関係当事者の同意の有無
に関わらず、職場の同僚等も参考人として出頭の求めや意見聴取が行えるよう、対象者を拡大する。

① セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化

セクシュアルハラスメント等は行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、他の労働者に対する言動に

注意を払うこと等を関係者の責務として明記する。

※パワーハラスメント、いわゆるマタニティハラスメントについても同様（②④も同じ）
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女性活躍推進法等改正法等の施行期日について

被改正法律・項目 施行期日

女
活
法

行動計画策定・情報公表義務の対象拡大
（301人以上→101人以上）

令和４年４月１日

その他（情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、
報告徴収等の対象拡大）

令和２年６月１日

労
働
施
策
総
合
推
進
法

国の施策へのハラスメント対策の明記 公布日（令和元年６月５日）

国、事業主及び労働者の責務 令和２年６月１日

雇用管理上の措置義務の新設
令和２年６月１日

※ 中小事業主は、令和４年３月31日までは努力
義務

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止 令和２年６月１日

紛争解決援助・調停、措置義務等の履行確保（報告徴収、公表規定整備）
令和２年６月１日

※ 中小事業主は、措置義務については、
令和４年３月31日までは対象外

均
等
法

国、事業主及び労働者の責務

令和２年６月１日

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止

他社の措置義務の実施への協力（努力義務）【セクハラのみ】

調停の意見聴取の対象拡大

男女雇用機会均等推進者の選任努力義務

育
介

法

国、事業主及び労働者の責務

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止

7

＜法改正事項＞

＜省令改正事項＞

【女性活躍推進法】 一般事業主行動計画策定（状況把握・数値目標）
令和２年４月１日

（対象拡大に関するものは令和４年４月１日）



中小企業の範囲
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・ 中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが

以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。

・ 事業場単位でなく、企業単位で判断されます。

・ 「常時使用する労働者」の数は臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業など

の臨時的な欠員の人員については算入する必要があります。

業 種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数

小 売 業 5,000万円以下

または

50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸 売 業 1億円以下 100人以下

そ の 他
（製造業、建設業、運輸業、その他）

3億円以下 300人以下

業種の分類は、日本標準産業分類に従って判断されます。
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富山労働局雇用環境・均等室に寄せられた相談
（平成30年度：男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に関する相談）

男女雇用機会均等法に関する相談 育児・介護休業法に関する相談
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102

（46.6%）

48

（21.9%）

40

（18.3%）

20

（9.1%）

6

（2.7%）

3

（1.4%）
セクシュアルハラスメント

対策

妊娠等不利益取扱い

妊娠等ハラスメント対策

母性健康管理

性差別

その他

115

（36.7％）

74

（23.6％）

36

（11.5％）

19

（6.1％）

28

（8.9％）

33

（10.5％）

8

（2.6％）

育児休業

育児関連制度（休業以外）

介護休業

介護関連制度（休業以外）

ハラスメント対策

不利益な取扱い

その他

平成30年度
相談件数
313件

平成30年度
相談件数

219件



富山労働局雇用環境・均等室に寄せられた相談
（民事上の個別労働紛争相談）

総合労働相談及び個別労働紛争相談件数の推移 主な紛争に係る相談件数の推移
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10326
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総
合
労
働
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件
数

総合労働相談件数

個別労働紛争相談件数

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
いじめ・嫌がらせ 438 471 539 659 778
自己都合退職 381 308 413 437 467
解雇 407 351 381 379 409
労働条件引下げ 151 129 183 175 239
退職勧奨 177 130 169 149 200
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※「いじめ・嫌がらせ」にはマタハラ及びセクハラは含まない。



H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
(4～12月)

育休等ハラスメント 3 80 28 15
妊娠等ハラスメント 33 22 40 14
育休等不利益 14 25 67 54 33 28
妊娠等不利益 41 44 81 60 48 34
セクハラ 34 35 92 92 102 94
いじめ・嫌がらせ 438 471 539 659 778 704

438 471
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704

34
35
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92

102

94

41
44
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13

１-１ 現行のハラスメント防止対策

「職場におけるセクシュアルハラスメント」
「職場における妊娠、出産等に関する

ハラスメント」
「職場における育児・介護休業等に関する

ハラスメント」



職場におけるハラスメント

「職場」とは

○ 労働者が業務を遂行する場所を指し、

労働者が通常就業している場所以外で

あっても、業務を遂行する場所であれば

「職場」に含む。

○ 勤務時間外の「懇親の場」等であって
も、

実質上職務の延長と考えられるものは職

場に該当する。

「労働者」とは

〇 正規雇用労働者のみならず、パートタイ

ム労働者、契約労働者、アルバイト等、事

業主が雇用するすべての労働者。

〇 派遣労働者については、派遣元事業主

のみならず、労働者派遣の役務の提供を

受ける派遣先事業主も、自ら雇用する労

働者と同様に措置を講ずる必要あり。

14



職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

【対価型】

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応
（拒否や抵抗）により、その労働者が解雇、降格、減
給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除
外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受け
ること。

（例）

・職場において上司が労働者の腰・胸等を触ったが抵抗

されたため、その労働者に不利益な配置転換をする

こと

【環境型】
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環

境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影
響が生じるなどその労働者が就業するうえで看過できな
い程度の支障が生じること。

（例）

・職場において上司が労働者の腰・胸等を度々触ったた

め、その労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下してい

ること

15

「性的な言動」とは・・・性的な内容の発言及び性的な行動
○ 性的な内容の発言の例

性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報（噂）を流布すること、性的な冗談やからか
い、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと など

○ 性的な行動の例
性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図面を配布・掲示するこ
と、強制わいせつ行為 など

○ 相手の性的指向（人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか）又は性自認（性別に関する自
己意識）にかかわらずセクシュアルハラスメントに該当することがあり得る

○ 「ホモ」「オカマ」「レズ」等を含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景になり得、性的
性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当

「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者
が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること。



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内容

16

「業務上の必要性」の判断
部下が休業するとなると、上司は業務の調整を行う必要がある。妊娠中に医師等から休業指示が出

た場合のように、労働者の体調を考慮してすぐに対応しなければならない休業についてまで、「業務
が回らないから」といった理由で上司が休業を妨げる場合はハラスメントに該当。
しかし、ある程度調整が可能な休業等（例えば、定期的な妊婦検診の日時）について、その時期を

ずらすことが可能か労働者の意向を確認するといった行為までがハラスメントとして禁止されるもの
ではない。労働者の意向をくまない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があるため留意。

「職場」において行われる、上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動）
により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害される
こと。

妊娠等の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせ等となる行為の間に因果関係があるものがハラスメント
に該当。

なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラス
メントには該当しない。

「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」には
「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」がある。



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内容

妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントには、
「制度等への利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」があります。

妊娠・出
産、育児休
業等に関す
るハラスメ

ント

（１）制度等への利用への嫌がらせ型

①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの

②制度等の利用の請求等又は制度等の利用を
阻害するもの

③制度等を利用したことにより嫌がらせ等をする
もの

（２）状態への嫌がらせ型

①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの

②妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの

制度の例
・妊娠中の軽易な業務への転換
・産前産後休業、育児休業
・子の看護休暇
・育児のための所定労働時間の短縮措置 等

【参考】

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置

転換、契約を更新しない（契約社員の場合）といった行為は「ハラスメント」ではなく「不利益取扱い」となります。

例えば、妊娠したことを伝えたら契約が更新されなかった、育児休業を取得したら降格させられた、等が不利益取扱いに該当

し、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反となります。
17



事由 行為者 行為類型

＜制度等の利用に
への嫌がらせ型＞

○母性健康管理措
置

○坑内就業・危険
有害業務

○産前休業
○軽易業務転換
○時間外・休日・

深夜業の制限
○育児時間 関係

①利用の請求等をしたい旨を相談した

上司

解雇その他不利益な取扱いを示唆
請求等をしないように言う （※１）

②利用の請求等をした
解雇その他不利益な取扱いを示唆
請求等を取り下げるように言う （※１）

③利用した
解雇その他不利益な取扱いを示唆
繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をする（※２）

①利用の請求等をしたい旨を伝えた

同僚

繰り返し又は継続的に請求等をしないように言
う （※１）

②利用の請求等をした
繰り返し又は継続的に請求等を取り下げるよう
に言う（※１）

③利用した 繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をする（※２）

＜状態への嫌がらせ
型＞

○妊娠、出産
○坑内就業・危険

有害業務
○産後休業
○妊娠、出産に起

因する症状 関係

妊娠した、出産した、つわり等による労
働能率の低下等、就業制限により就業
できない

上司
解雇その他不利益な取扱いを示唆
繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をする（※２）

同僚 繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をする（※２）

※１ 客観的にみて、女性労働者の制度等の利用が阻害されるものが該当
※２ 客観的にみて、女性労働者の能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等、女性労働者が就業する

上で看過できない支障が生じるようなものが該当

※ 業務上の必要性に基づく言動については、 防止措置の対象とはならない

妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動(男女雇用機会均等法)

18



※１ 客観的にみて、労働者の制度等の利用が阻害されるものが該当
※２ 客観的にみて、労働者の能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等、労働者が就業する上で看過

できない支障が生じるようなものが該当

事由 行為者 行為類型

＜制度等の利用への

嫌がらせ型＞

○育児休業

○介護休業

○子の看護休暇

○介護休暇

○所定外労働の制限

○時間外労働の制限

○深夜業の制限

○所定労働時間の

短縮等 関係

①利用の請求等をしたい旨を相談した

上司

解雇その他不利益な取扱いを示唆

請求等をしないように言う（※１）

②利用の請求等をした
解雇その他不利益な取扱いを示唆

請求等を取り下げるように言う （※１）

③利用した
解雇その他不利益な取扱いを示唆

繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をする（※２）

①利用の請求等をしたい旨を伝えた

同僚

繰り返し又は継続的に請求等をしないように言

う （※１）

②利用の請求等をした
繰り返し又は継続的に請求等を取り下げるよう

に言う（※１）

③利用した 繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をする（※２）

※ 業務上の必要性に基づく言動については、 防止措置の対象とはならない

育児休業等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動(育児・介護休業法)

19



ハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置

（１） ハラスメントの内容、方針等の明確化と
周知・啓発

取組例（抜粋）
◆ ハラスメントの内容、ハラスメントはあってはなら

ない旨の事業主の方針、ハラスメントの発生の原因
や背景等を労働者に周知・啓発する。
⇒ 就業規則、その他の職場における服務規律等を

定めた文書で周知・啓発
⇒ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等で

周知・啓発
⇒ 研修、講習等を実施し周知・啓発
⇒ （妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメン

トへの対応を行う場合）事業主の方針と併せて
様々な制度が利用できることを周知・啓発

ポイント！（抜粋）
● 事業主の方針とは、セクシュアルハラスメントや

妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントを許
さない旨の方針です。

● 「研修、講習等」を実施する場合は、調査を行うな
ど職場の実態を踏まえて実施する、管理職層を中心
に職階別に分けて実施する等の方法が効果的と考え
られます。

● パンフレット等により周知をする場合は、すべての
労働者に確実に周知されるよう配付方法を工夫しま
しょう。

● 自社の労働者が取引先の労働者や顧客等へのセクシ
ュアルハラスメントの行為者にならないよう周知す
ることが望まれます。

（２） 行為者への厳正な対処方針、内容の規定
化と周知・啓発

取組例（抜粋）
◆ 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、
⇒ ハラスメントに係る言動を行った者に対する懲

戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発
⇒ ハラスメントに係る言動を行った者は懲戒規定

の適用の対象となることを明確化し、その対処
の内容を労働者に周知・啓発

ポイント！（抜粋）
● ハラスメントに係る言動とは、セクシュアルハラス

メントとなる性的な言動や、妊娠・出産、育児休業
等に関するハラスメントとなる言動を指します。

● 対処の内容を文書に規定することは、ハラスメント
に該当する言動をした場合に具体的にどのような対
処がなされるかをルールとして明確化し、労働者に
認識してもらうことによって、ハラスメントの防止
を図ることを目的としています。
⇒ 具体的なハラスメントに該当する言動と処分の

内容を直接対応させた懲戒規定を定める
⇒ どのようなハラスメントの言動がどのような処

分に相当するのかについて判断要素を明らかに
する

● 懲戒規定を就業規則の本則以外において定める場合
には、就業規則の本則にその旨の委任規定を定めて
おくことが必要となりますのでご注意ください。

20

１ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発



ハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置

（１） 相談窓口の設置

取組例（抜粋）
◆ 相談に対応する窓口をあらかじめ定める。

⇒ 相談に対応する担当者をあらかじめ定める
⇒ 相談に対応するための制度を設ける
⇒ 社内窓口の他、外部の機関に相談への対応を委

託する

ポイント！（抜粋）
● 窓口をあらかじめ定めるとは、窓口を形式的に設け

るだけでは足りず、実質的な対応が可能な窓口が設
けられていることをいいます。

● このためには、労働者が利用しやすい体制を整備し
ておくこと、労働者に周知されていることが必要で
す。

● 相談は面談だけでなく、電話、メールなど複数の方
法で受けられるよう工夫しましょう。

● 相談の結果、必要に応じて人事担当者及び相談者の
上司と連絡を取るなど、相談内容・状況に即した適
切な対応がとれるようフォローの体制を考えておき
ましょう。

（２） 相談に対する適切な対応

取組例（抜粋）
◆ 相談窓口の担当者が、相談を受けた場合、その内容

や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが
連携を図ることができる仕組みとしたり、あらかじ
め作成した留意点などを記載したマニュアルに基づ
き対応すること。

ポイント！（抜粋）
● 内容や状況に応じ適切に対応するとは、相談者や行為者

等に対して、一律な対応をするのではなく、労働者が受
けているハラスメントの性格・態様によって、状況を注
意深く見守るものから、上司、同僚等を通じ、行為者に
対し間接的に注意を促すもの、直接注意を促すもの等事
案に即した対応を行うことを意味します。

● 対応にあたっては公正な立場に立って、真摯に対応しな
ければなりません。相談を受けて終わりではなく、事業
主としてどのように判断したのか、今後どのように対応
していくのか等を相談者本人にフィードバックすること
も大切です。

● 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、ハラスメントに該当するか
否か微妙な場合も幅広く相談に対応しましょう。

● 相談担当者に対する研修をするようにしましょう（対応
の仕方、カウンセリング手法等）。相談担当者が対応を
誤ったために、問題がこじれてしまうことがあります。

● 相談・苦情を受けた後、問題を放置しておくと、問題を
悪化させ、被害を拡大させてしまったり、適切な対応を
してくれないと誤解を受けることになります。初期段階
での迅速な対応が必要です。 21

２ 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



ハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置

（１） 事実関係の迅速かつ正確な確認

取組例（抜粋）
◆ 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が

相談者及び行為者とされる者の双方から事実関係を
確認すること。

◆ 相談者と行為者とされる者の間で事実関係に関する
主張に不一致があり、事実の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
取する等の措置を講ずること。

ポイント！（抜粋）
● 事案が生じてから、誰がどのように対応するのか検討す

るのでは対応を遅らせることになります。迅速かつ適切
に対応するために、問題が生じた場合の担当部署や対応
の手順等をあらかじめ明確に定めておきましょう。

● 事実確認は、被害の継続、拡大を防ぐため、相談があっ
たら迅速に開始し、事実確認にあたっては、当事者の言
い分、希望を十分に聴きましょう。

● セクシュアルハラスメントについては性的な言動があっ
たことが事実関係の確認で重要となってくるのに対し、
妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントは、関連
する言動があったことだけをもってハラスメントと判断
できない場合があります。業務上の必要性や、その言動
の前後関係も含めて判断する必要がある点に、留意する
必要があります。

● ハラスメントがあったのか、又はハラスメントに該当す
るか否かの認定に時間を割くのではなく、問題となって
いる言動が直ちに中止され、良好な就業環境を回復する
ことが優先される必要があることは言うまでもありませ
ん。

（２） 被害者に対する適正な配慮の措置の実施

取組例（抜粋）
◆ 職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場

合においては、速やかに被害者に対する配慮の措置を適
正に行うこと。

◆ セクシュアルハラスメントの被害者への対応を行う場合
⇒ 事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係
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、被害者の労働条件上の不利益
の回復、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等の措置
を講ずること

◆ 妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントへの対応
を行う場合

⇒ 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、被害者と行為者の間の関係改善に向け
ての援助、行為者の謝罪、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
相談対応等の措置を講ずること

◆ 男女雇用機会均等法第１８条、育児・介護休業法第５２
条の５に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決
案に従った措置を被害者に対して講ずること

ポイント！（抜粋）
● 被害者に対する適正な配慮の措置には、取組例のほか、

職場におけるハラスメントにより休業を余儀なくされた
場合等であって、その労働者が希望する時には、本人の
状態に応じ、原職又は原職相当職への復帰ができるよう
積極的な支援を行うことも含まれます。
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３ 事後の迅速かつ適切な対応



ハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置

（３） 行為者に対する適正な措置の実施

取組例（抜粋）
◆ 職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場

合においては、速やかに行為者に対する措置を適正にお
こなうこと。

◆ 就業規則、その他の職場における服務規律等を定めた文
書において職場におけるハラスメントに関する規定等に
基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ず
ること。

◆ 併せて事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の
関係改善に向けての援助、セクシュアルハラスメントの
被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝
罪等の措置を講ずること。

◆ 男女雇用機会均等法第１８条、育児・介護休業法第５２
条の５に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決
案に従った措置を被害者に対して講ずること

ポイント！（抜粋）
● ハラスメントの事実が確認されても、往々にして問題を

軽く考え、あるいは企業の体裁を考えて内密に処理しよ
うとしたり、個人間の問題として当事者の解決に委ねよ
うとする事例がみられます。
こうした対応は、問題をこじらせ解決を困難にすること
になりかねません。

● 真の解決のためには、相談の段階から、事業主が真摯に
取り組むこと、行為者への制裁は、公正なルールに基づ
いて行うことが重要です。

● 行為者に対して懲戒規定に沿った処分を行うだけでなく
行為者の言動がなぜハラスメントに該当し、どのような
問題があるのかを真に理解させることが大切です。

（４） 再発防止措置の実施

取組例（抜粋）

◆ 改めて職場における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ずるこ
と。

◆ 職場におけるハラスメントに係る事業主の方針及び
職場におけるハラスメントに係る言動を行った者に
ついて厳正に対処する旨の方針、妊娠・出産や育児

や介護に関する制度が利用できる旨（妊娠・出産、
育児休業等に関するハラスメントの被害者への対応
を行う場合）を、社内報、パンフレット、社内ホー

ムページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲
載し、配付等すること。

◆ 労働者に対して職場における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
ること。

ポイント！（抜粋）

● 職場におけるハラスメントに関する相談が寄せられ

た場合は、たとえハラスメントが生じた事実が確認
できなくても、これまでの防止対策に問題がなかっ
たかどうか再点検し、改めて周知を図りましょう。
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３ 事後の迅速かつ適切な対応



ハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置

業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた
必要な措置（派遣労働者にあっては派遣元事業主に限る）

取組例（抜粋）

◆ 妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となる要

因を解消するため、業務体制の整備等、事業主や妊娠等した労働者、その他

の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

◆ 妊娠等した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こと。

◆ 業務の点検を行い、業務の効率化などを行うこと。

ポイント！（抜粋）

● ハラスメントの発生の原因や背景となり得る否定的な言動の要因の一つには

妊娠した労働者がつわり等の体調不良のため労務の提供ができないことや、

労働能率が低下すること等により、周囲の労働者の業務負担が増大すること

があります。

● 例えば、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、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ることにもなりかねません。

● 事業主は、担当業務の調整を妊娠した労働者等への一時的な対応にとどめず

これをきっかけに業務配分の見直しを行うことや、例えば労働者を「多能工

化」するなど、日頃からお互いに業務をカバーできる体制を整備することも

大切です。

● 妊娠等をした労働者の側にも、制度等の利用ができるという知識や、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もってもらうことが重要です。 24

４ 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



ハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置

（１） 当事者等（相談者・行為者等）のプライバ
シー保護のための措置の実施と周知

取組例（抜粋）
◆ 職場におけるハラスメントに関する相談者・行為者

等の情報はその相談者・行為者等のプライバシーに
属するものであることから、相談への対応又はハラ
スメントに関する事後の対応にあたっては相談者・
行為者等のプライバシーを保護するために必要な措
置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知
すること。

◆ 相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要
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、そのマニュアルに基
づき対応すること

◆ 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こと。

◆ 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
社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又
は啓発のための資料等に掲載し、配付等すること。

ポイント！（抜粋）
● 職場におけるハラスメント事案についての個人情報

は、特に個人のプライバシー保護に関連する事項で
すから、事業主は、その保護のために必要な措置を
講ずるとともに、その旨を労働者に周知し、労働者
が安心して相談できるようにする必要があります。

（２） 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを
行ってはならない旨の定めと周知・啓発

取組例（抜粋）
◆ 労働者が職場におけるハラスメントに関し相談をし

たことや、事実関係の確認に協力したこと等を理由
として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定
め、労働者に周知・啓発すること。

◆ 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、労働者が職場におけるハラスメントに関
し相談をしたこと、事実関係の確認に協力をしたこ
と等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な
取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発
をすること

◆ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報啓
発のための資料等に、労働者が職場におけるハラス
メントに関し相談をしたことや、事実関係の確認に
協力をしたこと等を理由として、その労働者が解雇
等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者
に配付すること。

ポイント！（抜粋）
● 実質的な相談や事実関係の確認をしやすくするため

に、相談者や事実関係の確認に協力した人がそれを
理由に不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者
に周知・啓発することが必要です。

● 事業主の方針の周知・啓発の際や相談窓口の設置に
あわせてこれらについても周知することが望ましい
でしょう。

25

５ 併せて講ずべき措置



対 応 事 例

26

● ハラスメント対策は、制度を作っただけで完成するもので
はありません。有効な対策は会社ごとに異なるものであり、
法律の内容に沿って会社の実情を踏まえて対策を充実させる
ことが必要です。

● 周知・啓発は一度行えばよいというものではありません。
● 社内ネットワーク上に周知文書を掲載する例も見られます
が、掲載されていることを労働者が知らないということでは
周知しているとは言えません。掲載や更新の都度、その旨を
メール等ですべての労働者へ周知することが必要です。

● 社内アンケートなどで労働者の意識やハラスメントの実態
を把握したり、社内の対策について意見を聞くことは職場に
おけるハラスメントの未然防止や働きやすい職場環境の整備
に役立ちます。

● 対策事例掲載パンフレット
【「職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産
・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策」は事業
主の義務です！！】

掲載場所
厚生労働省ホームページ
＞政策について

＞分野別の政策一覧
＞雇用・労働 雇用環境・均等
＞施策情報

＞職場でのハラスメントで
お悩みの方へ
＞ 広報資料

Ｐ２８～３５参照

（抜 粋）
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１-２ 職場におけるパワーハラスメントの
防止のための指針の策定

職場におけるパワーハラスメント対策が
令和２年６月１日から大企業の義務になります！

～ ～ セクシュアルハラスメント対策や
妊娠･出産･育児休業等に関するハラスメント対策と

ともに対応をお願いします ～ ～



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 概要

１．職場におけるパワーハラスメントの内容１．職場におけるパワーハラスメントの内容

＜職場におけるパワーハラスメントとは＞

○ 職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素を全てみたすもの。

→ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。

職場におけるパワハラの
３要素

具体的な内容

① 優越的な関係を背景とし
た言動

○ 当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対
して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの
（例）
・ 職務上の地位が上位の者による言動

・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、
当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの 等

② 業務上必要かつ相当な範
囲を超えた言動

○ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又は
その態様が相当でないもの

③ 労働者の就業環境が害さ
れる

○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環
境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が
就業する上で看過できない程度の支障が生じること

○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当

該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の
支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当

○ 個別の事案の判断に際しては、相談窓口の担当者等が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、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことも重要。

令和２年１月１５日厚生労働省告示第５号
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パワハラは大きく分けて６類型に分類されます。

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に業務の適正な
範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。

個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

身体的な攻撃

暴行・傷害

過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行

不可能なことの強制、仕事の妨害

人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

過小な要求

業務上の合理性なく、能力や経験と

かけ離れた程度の低い仕事を

命じることや仕事を与えないこと



＜職場におけるパワハラに該当すると考えられる例／該当しないと考えられる例＞
○ 以下は代表的な言動の類型、類型ごとに典型的に職場におけるパワハラに該当し、又は該当しないと考えられる例。

個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙ではないことに十分留意し、職場に
おけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要。

※例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提

代表的な言動の類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

⑴身体的な攻撃（暴行・傷害） ① 殴打、足蹴りを行う ②相手に物を投げつける ① 誤ってぶつかる

⑵精神的な攻撃
（脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい
暴言）

① 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・
性自認に関する侮辱的な言動を含む。

② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳し
い叱責を繰り返し行う

③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責
を繰り返し行う

④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メー
ル等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信

① 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三
注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程
度強く注意

② その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問
題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意

⑶人間関係からの切り離し
（隔離・仲間外し・無視）

① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、
長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させた
りする

② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場
で孤立させる

① 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中
的に別室で研修等の教育を実施する

② 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常
の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室
で必要な研修を受けさせる

⑷過大な要求
（業務上明らかに不要なことや遂
行不可能なことの強制・仕事の妨
害）

① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で
の勤務に直接関係のない作業を命ずる

② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底
対応できないレベルの業績目標を課し、達成できな
かったことに対し厳しく叱責する

③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を
強制的に行わせる

① 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベル
の業務を任せる

② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の
担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任
せる

⑸過小な要求
（業務上の合理性なく能力や経験
とかけ離れた程度の低い仕事を命
じることや仕事を与えないこと）

① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行
可能な業務を行わせる

② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事
を与えない

① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量
を軽減する

⑹個の侵害
（私的なことに過度に立ち入る
こと）

① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写
真撮影をしたりする

② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機
微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに
他の労働者に暴露する

① 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況
等についてヒアリングを行う

② 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情
報（左記）について、必要な範囲で人事労務部門の担
当者に伝達し、配慮を促す

★プライバシー保護の観点から、機微な個人情報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の措置を講じることが必要
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２．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雇用管理上講ずべき措置２．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雇用管理上講ずべき措置

３．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行うことが望ましい取組

４．自らの雇用する労働者以外の者（就活生等）に対する言動に関し行うことが望ましい取組

５．他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為
（いわゆるカスタマーハラスメント）に関し行うことが望ましい取組

（１）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラ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

（３）職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと ⑦行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること ※⑥⑦は事実確認ができた場合、⑧はできなかった場合も同様

（４）（１）から（３）までの措置と併せて講ずべき措置
⑨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、周知すること
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

○ セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制の整備
○ 職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組

・ コミュニケーションの活性化・円滑化のための研修等や、適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組
○ 労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、雇用管理上の措置の

運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努める

○ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ○ 被害者への配慮のための取組
○ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）

○ 職場におけるパワ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、他の事業主の雇用する労働者、
就職活動中の学生等の求職者、個人事業主、インターンシップを行う者等に対しても同様の方針を併せて示す

○ 雇用管理上の措置全体も参考にしつつ、適切な相談対応等に努める
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【職場におけるハラスメント関する関係指針改正部分（抜粋）】
（パワーハラスメント）

掲載場所
厚生労働省ホームページ
＞政策について
＞分野別の政策一覧
＞雇用・労働 雇用環境・均等
＞施策情報
＞職場でのハラスメントで
お悩みの方へ
＞パワーハラスメント対策が事業主の義務とな
ります！～セクシュアルハラスメント等の防
止対策も強化されます～

●職場におけるハラスメントに関する関係指針改正部分（抜粋）
[ＰＤＦ：861ＫＢ]

ハラスメント対策関係資料のご案内
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【職場におけるハラスメント対策マニュアル及び社内研修資料】

掲載場所
厚生労働省ホームページ
＞政策について
＞分野別の政策一覧
＞雇用・労働 雇用環境・均等
＞施策情報
＞職場でのハラスメントで
お悩みの方へ
＞職場におけるハラスメント対策マニュアル
及び社内研修資料

●労働者の皆さまへ「ハラスメント防止のためのハンドブック」
●社内研修資料「職場でのハラスメントの防止に向けて」
●管理職向け「職場のハラスメント対策セミナー関係資料」
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２ 改正女性活躍推進法について



女性の職場における活躍を推進する 女性活躍推進法について
【３０１人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ】
1.自社の女性の活躍状況把握・課題分析、2.一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表、届出、3.情報公表などを行う必要があります。

３０１人以上の労働者（※）を雇用する事業主の皆様が対象となります。
※ 労働者には、パートや契約社員であっても、１年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。また、３００人以下の事業主の皆様は努力義務となっています。

次の女性の活躍状況（基礎項目①～④）については必ず把握し、課題分析を行ってください。

①採用者に占める女性比率②勤続年数の男女差③労働時間の状況④管理職に占める女性比率
★女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツールについて、厚生労働省のホームページにおいて公表しておりますので、ぜひご活用ください！

※そのほか任意で把握することとする選択項目についても実情に応じて把握することが効果的です。

【１】自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行ってください

【１】の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた①一般事業主行動計画の策定、②労働者への周知、③外部への公表、④都道府県労働局
への届出を行ってください。

①行動計画には、(a)計画期間 (b)数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期を盛り込んでください。
★女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベース（※）については、行動計画の公表先としてご活用ください！

（※）厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」

優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表してください。
★女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、情報公表先として、ぜひご活用ください！

（※）厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」

★公表項目はその中から、適切であると考える項目を一つ以上選んで公表してください。

【２】行動計画の策定、社内周知、公表、届出を行ってください

【３】自社の女性の活躍に関する情報を公表してください

※ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

→数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・評価を定期的に行い、その結果をその後の取組や計画に反映させ、PDCAサイクル
を確立させましょう！ 37

【現行法】



▶ 常時雇用する労働者301人以上の事業主は、令和２年４月１日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、以下の①と②の
区分ごとに１つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。

一般事業主行動計画の改正内容（令和２年４月１日施行）

① 女性労働者に対する職業生活に
関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

併せて、左記の項目とは別に、以下の項目について
も、女性活躍推進法に基づく公表が可能となります。

〇女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
に資する社内制度の概要

〇労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内
制度の概要

②「(派)」の表示のある項目については、労働者派遣の役務の
提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うこと
が必要です。

（注）①「(区)」の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに
公表を行うことが必要です。

▶ 常時雇用する労働者301人以上の事業主は、令和２年６月１日以降、女性の活躍推進に関する情報公表についても、以下の①と②の区分
ごとにそれぞれ１項目以上選択して２項目以上情報公表する必要があります。

① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・男女別の配置の状況(区)
・男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況(区)
・管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の

職場風土等に関する意識(区) (派:性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）

・管理職に占める女性労働者の割合
・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
・男女の人事評価の結果における差異(区)
・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況(区)(派)
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(区)(派:雇入れの実績)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績(区)
・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ

登用した実績

・非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況(区)

・男女の賃金の差異(区)

② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異(区)

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用
割合(区)

・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)

・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除く）
の利用実績(区)

・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する
制度の利用実績

・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 （健康管理時間）の状況

・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 （健康管理時間）の状況
(区)(派)

・有給休暇取得率(区)

※ 令和２年４月１日以降、状況把握の際には、管理職を含む全労働者の労働時間を把握
する必要がありますので、ご注意ください。

③「(派)」の表示のある項目については、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、状況把握の
際は、派遣労働者を含めて把握を行うことが必要です。

②「(区)」の表示のある項目については、状況把握の際は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが
必要です。

（注）①上記の項目は状況把握項目を区分したものであり、下線は基礎項目（必ず把握すべき項目）です。

② 職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率(区)
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの

平均残業時間(区) (派)
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(区)

女性の活躍推進に関する情報公表の改正内容（令和２年６月１日施行）
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▶ 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上の事業主から
101人以上の事業主に拡大されます。常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、施行日までに以下の取組を実施してください。

一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象拡大（令和４年４月１日施行）

ステップ１＞＞自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
・自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目（必ず把握すべき項目）を用いて把握してください。
・把握した状況から自社の課題を分析してください。

ステップ２＞＞一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
・ステップ１を踏まえて、(a)計画期間、(b)１つ以上の数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を

策定してください。
・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。

ステップ３＞＞一般事業主行動計画を策定した旨の届出
・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。

ステップ４＞＞取組の実施、効果の測定
・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。

基礎
項目

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
・男女の平均継続勤務年数の差異（区）

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合

（注２）（区）の表示のある項目については､雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。

自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から１項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表してください。

１ 一般事業主行動計画の策定・届出

２ 女性の活躍に関する情報公表

① 女性労働者に対する職業生活に
関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)

・男女別の採用における競争倍率(区)

・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

② 職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率(区)

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの

平均残業時間(区) (派)

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(区)

「プラチナえるぼし」認定の創設（令和２年６月１日施行）

（注）
①「(区)」の表示のある項目については、雇用管理区分
ごとに公表を行うことが必要です。

②「(派)」の表示のある項目については、労働者派遣の
役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表
を行うことが必要です。

▶ 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を
創設しました。

併せて、左記の項目とは別に、以下の項目について
も、女性活躍推進法に基づく公表が可能となります。

〇女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
に資する社内制度の概要

〇労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内
制度の概要
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（注１）事業主にとって課題があると判断された事項については、選択項目（必要に応じて把握する項目

（前のページの下線以外の項目））を活用し、原因の分析を深めることが有効です。



えるぼし認定、プラチナえるぼし認定
○えるぼし認定：一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優
良である等の一定の要件を満たした場合に認定。

○プラチナえるぼし認定：えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の
実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定。＜令和２年６月～＞

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」を商品などに付すことが
できる。また、プラチナえるぼし認定企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除される。

プラチナ
えるぼし

● 策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
● 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。（※）
● プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たしていること（※）
● 女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度の概要を除く。）のうち、８項目以上を「女性の活躍推進企
業データベース」で公表していること。（※）

※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

えるぼし
（３段階目）

● えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベー
ス」に毎年公表していること。

えるぼし
（２段階目）

● えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍
推進企業データベース」に毎年公表していること。

● 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施
し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してそ
の実績が改善していること。

えるぼし
（１段階目）

● えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍
推進企業データベース」に毎年公表していること。

● 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施
し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してそ
の実績が改善していること。

40



女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準①

評価項目 えるぼし プラチナえるぼし

１.採用 ① 男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であ
ること。（直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率
×0.8」 が、直近３事業年度の平均した「採用における男性の競争倍
率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。）

又は

② 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること。
(i) 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４

割を超える場合は４割）以上であること。
(ii) 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ご

との平均値（平均値が４割を超える場合は４割）以上であるこ
と

(※) 正社員に雇用管理区分を設定していない場合は(i)のみで可。

同左

２. 継続就業 〇 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること。
(i) 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務

年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ７割以上であること。
(※) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。

(ii) 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者継続雇用割合」が雇
用管理区分ごとにそれぞれ８割以上であること。
(※) 継続雇用割合は、10事業年度前及びその前後の事業年度に採用さ

れた労働者(新規学卒者等に限る。)のうち継続して雇用されている者
の割合

〇 上記を算出することができない場合は、以下でも可。

・ 直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数
が産業ごとの平均値以上であること。

〇 左に掲げる基準のうち、
・ (i)について、８割以上
・ (ii) について、９割以上

であること。(その他の基準は同左）

３.労働時間
等の働き方

〇 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の
合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満で
あること。

同左

※ えるぼしの基準のうち下線部は、 改正により新たに追加されたもの。
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評価項目 えるぼし プラチナえるぼし

４.管理職比率 ① 直近の事業年度において、管理職に占める女
性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であ
ること。

又は

② 「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階
から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷
「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階
から課長級に昇進した男性労働者の割合」が
８割以上であること。

〇 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の
割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること。

ただし、1.5倍後の数字が、

① 15％以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合
が15％以上であること。
(※) 「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課長級に昇

進した女性労働者の割合」が「直近３事業年度の平均した１つ
下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」以上であ
る場合は、産業計の平均値以上で可。

② 40％以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合
が正社員に占める女性比率の８割以上であること。
(※) 正社員に占める女性比率の８割が40％以下の場合は、40％以上

５.多様なキャ
リアコース

〇 直近の３事業年度に､大企業については２項
目以上（非正社員がいる場合は必ずAを含むこ
と）、中小企業については１項目以上の実績
を有すること。

A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分
間の転換

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

同左

女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準②

＜その他＞
・ 雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の差異の状況について把握したこと（プラチナえるぼしのみ）。
・ えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定を取り消され、又は辞退の申出を行い、その取消し又は辞退の日から３年を経過し

ていること（辞退の日前に、雇用環境・均等局長が定める基準に該当しないことにより、辞退の申出をした場合を除く。）。
・ 職業安定法施行令第１条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられていないこと。
・ 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

（注１）「平均値」は、雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの平均値。
（注２） 雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数のおおむね1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は､職務内容等に照らし、類似の雇用管理区分とまとめて算出して差し支えない
（雇用形態が異なる場合を除く。）。
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女性社員が、出産・育児等を理由に退職することなく、能力を高めつつ働き続けられる職場環境としていくために、自社における女性の活躍

に関する状況把握・課題分析を行った上で、課題解決に相応しい取組目標及び数値目標を盛りこんだ計画を策定・公表して取組を行った結果、

２つ以上の目標を達成した企業に対して、行動計画の策定・公表・取組目標達成時及び数値目標達成時に助成金を支給。

両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）の概要両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）の概要

趣旨･背景

【数値目標】 各社の女性活躍に向けた課題解決に相応しい目標
・自社の状況把握・課題分析に基づいて設定。（現状把握時よりも高い目標値が必要）
⇒採用者に占める女性比率、女性の少ない職種に占める女性比率、女性管理職者数・比率、男女別職種・雇用形態転換制度の利用実績数 等

【取組目標】 各社の課題解決に必要な取組

・設定した数値目標に応じた取組（職域拡大や管理職登用に向けた研修の実施、女性が使いやすい設備・機器等の導入、大学の工業系学部等と連携した女子学生向
けセミナー等の実施、総合職へのコース転換を目指す一般職社員を対象とする研修等の実施 等）

【 助成額】

支給対象となる目標・助成額

(1)女性の活躍の状況把
握を行い、自社の女性
の活躍に向けた課題を
分析。

(4)数値目標を達成し、達成状況を
公表（公表先は(2)と同じ）
⇒取組の継続的実施、数値目標達
成に係る助成金の支給（定額）

(3)女性活躍の推進に資する取組の
うち２つ以上の取組目標を達成
⇒計画策定等、取組実施、目標
達成に係る助成金の支給
(定額)

(2)自社の課題解決に相応しい数値目
標とその達成に向けた取組目標を盛
り込んだ行動計画の策定･公表･届出
と自社の女性活躍の状況の公表。
（公表は女性の活躍推進企業データ
ベース）

中小企業：常時雇用する労働者
が300人以下の事業主

＜平成３０年度＞

中小企業 中小企業以外

①取組目標の達成時 28.5万円<36万円> －

②数値目標の達成時 28.5万円<36万円> －

女性管理職比率の基準値を達成した場
合 47.5万円<60万円> 28.5万円<36万円>

※ 生産性要件を満たした場合は＜＞の額を支給

＜平成３１年度＞

中小企業

①２つ以上の取組目標達成時 38万円〈48万円〉

②数値目標の達成時 28.5万円〈36万円〉

女性管理職比率の基準値を達成した場合 47.5万円〈60万円〉
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