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内藤 忍（労働政策研究・研修機構（JILPT）／労働法専攻） 
 

企業等の「結婚支援」における留意点 
―職場のハラスメントの観点から 

 
1. 職場のパワーハラスメント 
・厚労省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」（WG、

座長・佐藤博樹教授、内藤も委員）が 2012 年 1 月 30 日の「報告」で、「職場のパワーハラ

スメント」の概念とともに、裁判例をもとにした 6 つの行為類型を発表。第 6 類型が、個

の侵害」の類型。「私的なことに過度に立ち入ること」が該当（別添「WG 報告 概要」参

照）。 
 
・「個の侵害」のパワハラ類型では、「結婚」に関する言動が含まれる（動画参照。本動画

は、どのような言動がパワハラに該当するか学ぶために、厚労省が作成、同省のパワハラ

対策総合サイト「あかるい職場応援団」で公開中。 
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/movie/6-4）。 
 
・業務上の必要性なく、結婚や交際等のプライベートな事柄を聞き出そうとしたり、触れ

たりする発言は、「個の侵害」に当たる可能性あり。なお、「個の侵害」型の行為について

は、「行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうか」（WG 報告）も、パワハラに該

当するかの具体的な判断の材料となる。 
 
【事例】 
・「いい年をして結婚もしていない、子供もいないから下の者に対して愛情のある叱り方が

できない」と言われた。（女性、40 歳代）（厚労省「職場のパワーハラスメントに関する実

態調査」（2012 年 12 月 12 日発表、以下「厚労省調査 2012」）（労働者調査）における自由

記述） 
・交際相手の有無について聞かれ、過度に結婚を推奨された。（女性、30 歳代）（同上） 
・会社の信用に関わるとして、上司に呼ばれ、「付き合っている人がいるという噂があるが、

その人と結婚するのか」などの質問をされた。（女性、非正規労働者）（2008 年度に都道府

県労働局で扱ったあっせん申請事例→詳細は JILPT2010 参照） 
・上司（所長）に、「妻と早く離婚しろ」といったプライバシーを他人に言いふらされる。

（男性、年齢不詳）（2011 年度に都道府県労働局で扱ったあっせん申請事例） 
 
【統計】 
・「個の侵害」型の行為は、男性（17.1％）より女性（23.2％）のほうが多く「受けている」
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と回答（厚労省調査 2012）。 
・労働局の「いじめ・嫌がらせ」に関するあっせん事案では、申請人のメンタルヘルス不

調との記載の有無と、「個の侵害」型の行為の間に有意な連関がみられた。「個の侵害」型

の行為が含まれている事案は、含まれていない事案よりも、メンタルヘルスへの影響を引

き起こしやすい（2011 年度に都道府県労働局で扱ったあっせん申請事例→詳細は

JILPT2015 参照）。 
 
2. セクシュアルハラスメント 
・海遊館事件（最高裁一小判平 27・2・26 労判 1109 号 5 頁）。管理職 2 名に対するセクハ

ラを理由の出勤停止処分等の有効性が争われた事案。1 名（X1）は自らの性器や性生活の

発言等をし、もう 1 名（X2）は被害者となった派遣労働者の年齢や未婚であることに触れ

る、「いくつになったん」、「もうそんな歳になったん。結婚もせんでこんな所で何してんの。

親泣くで」等を含む発言をした（X2 の発言について、詳しくは、末尾の資料を参照）。最

高裁は、「被上告人らが職場において 1 年余にわたり繰り返した上記の発言等の内容は、い

ずれも女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与えるもので、職場にお

ける女性従業員に対する言動として極めて不適切なものであって、その執務環境を著しく

害するものであったというべきであり、当該従業員らの就業意欲の低下や能力発揮の阻害

を招来するものといえる」と判示し、「被上告人 X2 を出勤停止 10 日とした出勤停止処分が

本件各行為を懲戒事由とする懲戒処分として重きに失し、社会通念上相当性を欠くという

ことはできない」として、処分妥当とした。 
 
・（民間労働者対象の）男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメントに関する事業

主の措置義務（窓口の設置等）を規定。行為については性的な言動と定義。しかし、同法

指針では、「セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景には、性別役割分担意識に基づ

く言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくこと…も重要」と明記。 
 
・（国家公務員対象の）人事院規則では、「セクシュアル・ハラスメント」の行為をより広

くとらえている。性的言動だけでなく、性による差別意識に基づくものを含む。（例）「男

のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などの発言、「男の子、女の子」、「お

じさん、おばさん」などの人格を認めないような呼び方。 
 
人事院「これってセクシュアル・ハラスメント？意識度チェック」 
http://www.jinji.go.jp/sekuhara/5sekuharamonndai.html 
チェック項目 
21「女性職員には、早く結婚した方がいいと必ずアドバイスするようにしている。」 
26「子供のいない職員がいたので、心配になり、早く作った方がいいとアドバイスした。」 
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→いずれも「セクハラの観点から問題あり」との解説。 
 
3. ジェンダーハラスメント（性別（性別役割を含む）に関連するハラスメント） 
・民間企業の非管理職女性 565 名を対象とした調査で、「『まだ結婚しないの』『どうして結

婚しないの』などの発言」は 46.90％、「『それじゃ結婚できないよ』『旦那さんに逃げられ

るよ』などの発言」は 29.73％の女性が受けたと回答（佐野・宗方 1999）。そして、その不

快度は、1（まったく不快でない）～5（とても不快）の 5 段階のうち、それぞれ、4.01 と

4.18 を示しており、この発言を受けた労働者の多くは不快だと感じている。その他のジェ

ンダーに関する発言よりも不快度が高い。 
 
・ジェンダー・ハラスメントが、女性の就業意欲や心身の健康に及ぼす影響は小さくない。

結婚、体型・容姿、服装等に関する発言等を受けた女性の 16.81％が「仕事をやる気がなく

なった」、7.56％が「自分に自信をなくした」と回答したという（佐野・宗方 1999）。また、

ジェンダー・ハラスメントを受けると、女性のストレスを高め、職務満足度を下げるとさ

れている（Lim and Cortina, 2005）。 
 
・均等法指針における留意事項 
・外国における法整備 
 
4. 憲法 
・憲法 24 条 1 項の趣旨 
 
5. セクシュアルマイノリティ（LGBT、性的少数者、性的マイノリティ）の観点から 
・性的指向や性自認の多様なありようを認めない職場では、同性愛者などのセクシュアル

マイノリティはカミングアウトできない。同僚や上司からの、結婚に関する質問や言動は、

本人にとって苦痛となる場合がある。 
 
最後に―「マリッジ・ハラスメント」とならないために 
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント（いわゆる「マタニティハラスメント」）

に対する事業主の措置義務の導入（均等法、育児介護休業法の改正。2017 年 1 月 1 日施行）

との関係 
 
・「結婚を希望するか否か」ではなく、「企業等による結婚支援をどう受け止めるか」の問

題→とすると、企業等による結婚支援を利用したいという労働者個人の明確な意思表示が

ある場合を除き、「ハラスメント」であるととらえられる（場合によっては、様々な紛争に

発展する可能性がある上、上述したように、労働者の就業意欲等に影響を及ぼす可能性が
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ある）リスクがあると考えた方がいいのではないか。 
 
・法律婚主義について。非嫡出子の相続分を嫡出子と同等にする法改正はされたが、非嫡

出子に対する社会的な差別大きい。もしも少子化問題を考えるとするならば、まずは、非

嫡出子に対する差別や法律婚主義を問題にするべきではないか。 
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【参考】 
海遊館事件の被上告人Ｘ2 の行為一覧表 
 １ 被上告人Ｘ2 は、平成２２年１１月、従業員Ａに対し、「いくつになったん。」、「もう

そんな歳になったん。結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで。」と言った。 
 ２ 被上告人Ｘ2 は、平成２３年７月頃、従業員Ａに対し、「３０歳は、二十二、三歳の

子から見たら、おばさんやで。」、「もうお局さんやで。怖がられてるんちゃうん。」、「精算

室に従業員Ａさんが来たときは２２歳やろ。もう３０歳になったんやから、あかんな。」な

どという発言を繰り返した。 
 ３ 被上告人Ｘ2 は、平成２３年１２月下旬、従業員Ａに対し、Ｃもいた精算室内で、「３

０歳になっても親のすねかじりながらのうのうと生きていけるから、仕事やめられていい

なあ。うらやましいわ。」と言った。 
 ４ 被上告人Ｘ2 は、平成２２年１１月以後、従業員Ａに対し、「毎月、収入どれくらい。

時給いくらなん。社員はもっとあるで。」、「お給料全部使うやろ。足りんやろ。夜の仕事と

かせえへんのか。時給いいで。したらええやん。」、「実家に住んでるからそんなん言えるね

ん、独り暮らしの子は結構やってる。ＭＰのテナントの子もやってるで。チケットブース

の子とかもやってる子いてるんちゃう。」などと繰り返し言った。 
 ５ 被上告人Ｘ2 は、平成２３年秋頃、従業員Ａ及び従業員Ｂに対し、具体的な男性従業

員の名前を複数挙げて、「この中で誰か１人と絶対結婚しなあかんとしたら、誰を選ぶ。」、

「地球に２人しかいなかったらどうする。」と聞いた。 
 ６ 被上告人Ｘ2 は、セクハラに関する研修を受けた後、「あんなん言ってたら女の子と

しゃべられへんよなあ。」、「あんなん言われる奴は女の子に嫌われているんや。」という趣

旨の発言をした。 


