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ハラスメント防止・排除に関する規程 

 (趣 旨) 

第１条 本学園は、全ての学生、教職員等（委託業者含む。）が個人として尊重さ

れ、修学、教育研究及び就労等を快適な環境の中で遂行できることを

保障するため、法令を遵守し人権侵害行為等に対して看過・容認を許さず、

ハラスメントの防止・排除に必要な事項を定める。 

（目 的） 

第２条 この規程は、学生の修学意欲や同じ職場に働く教職員等の勤労意欲

を阻害し、相手を苦しめるすべての行為は、個人の修学･就労の機会

を失わせ、基本的人権の侵害に当たるという共通の認識の基に、係る

行為に起因する問題が生じた場合に適宜・適切に対処するとともに、

修学・就労等に係る環境の維持・改善を図ることを目的とする。  

（ハラスメントの定義） 

第３条 「ハラスメント」とは、性別、年齢、職業、宗教、政治的信条、身体的特

徴等、広く人格に係わる事項又は修学・就労に関して相手の意に反する不適

切な言動により、相手に不快感、不安感、屈辱感を与えたり、修学・就労、

教育研究又は課外活動を行う環境も著しく悪化させる行為を指す。 

２ 前項に規定するハラスメントの具体的言動等及びハラスメント相談

者の心得等については、ハラスメント防止･排除に関するガイドライン

（以下、「ガイドライン」という。）を別に定め、本学園の行動指針と

する。 

３ この規程にいうハラスメント防止・排除に関する規程は、教職員及び本学

園関係者と学生の間並びに教職員相互の間の言動に適用する。 

（学長の責務） 

第４条 学長は、学生、教職員等に対し、ハラスメントの防止及び排除のた

めの啓発に努めるとともに、ハラスメントの事実が判明したときは、

その事実関係を迅速かつ正確に調査・把握し、当該被害者及び行為者

に対して、当該事案の内容及び情況に応じ、本学園の定める規程によ

り、適切な措置を講ずるとともに、その再発防止のために必要な

対策を講ずることに努めなければならない。 

 

（相談員の設置） 

第５条 理事長は、学生、教職員等からのハラスメントに関する相談に対応するた

め、学内の教職員の中から相談を受ける職員(以下「相談員」という。）を置

く。 

（相談員の職務）            

第６条 相談員の職務は、次の各号のとおりとする。 

⑴ ハラスメントに関する相談を希望する学生、教職員等（以下「相談者」

という。）と相談者及び事案の相手方（以下、「相手方」という。）に対する
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指導、助言又は救済 

⑵ 前号の結果の委員会への報告は、原則として委員会の用意した報告書を

使用する。 

⑶ その他、相談業務を通じて必要性を認めた案件の委員会への提言 

２ 相談員は、その職務を遂行するに当たり、受容的及び共感的な態度で臨み、

相談者の不安を取り除くように努めなければならない。 

３ 相談員は、相談事項が当事者（相談者、相手方及び事案に密接に関係する

者をいう。以下同じ。）以外の者に漏洩しないよう細心の注意を払わなければ

ならない。 

（相談員組織） 

第７条 相談員の構成人数は、８名以上１０名以内とし、教育職員及び事務職員の

中から理事長が委嘱する。 

２ 相談員は、性別、職種等を配慮して委嘱する。 

３ 相談員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 相談員の氏名及び連絡先は、学園内に公表する。 

（外部相談員） 

第８条 前条各項の規定に係わらず、理事長が必要と認めたときは、本学園職員以

外の者に相談員を委嘱することができる。 

２ 前項の相談員を、外部相談員という。 

３ 外部相談員の任期は、２年以内で学長が定める。ただし、再任を妨げない。 

４ 外部相談員の氏名及び連絡先は、学園内に公表する。 

５ 外部相談員の職務については、第６条を準用する。 

（相談方法） 

第９条 相談を希望する「相談者」は、訪問、文書、電話等によって相談員（外部

相談員を含む、以下同じ。）に相談する。 

２ 相談事案の直接当事者ではなく、当事者の保証人、友人、先輩等であって

も相談者となることができる。また、相談員が当事者以外の相談者から相談

事案を聴くことはよいが、相談者及び相手方に対する指導、助言の内容や方

法等の決定に際しては、当事者と面談し、その意向を十分に確かめたうえで

決定する。 

３ 相談員は、ハラスメントに関する委員会委員長（以下「委員長」という。）

と連絡を取りながら、相談者からの聴き取り、調査等を進め、相談者及び相

手方に対して指導、助言を行う。 

４ 前項の措置によっても解決しない場合、委員長は、相談員からの申し出に

より、委員会で協議のうえ、第１３条に定める調査処理部会の設置を理事長

に依頼する。 

（ハラスメントに関する委員会） 

第１０条 理事長は、ハラスメントの防止並びにこれらが生じた場合に適切な対処

を行うため、ハラスメントに関する委員会（以下、「委員会」という。）を

設置する。 

（委員会の任務） 

第１１条  委員会の任務は、次の各号の定めるところによる。 
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⑴ ハラスメント防止に関する調査、研究、研修及び啓発等 

⑵ ハラスメントに関する相談及び訴え等への対応 

⑶ ハラスメントの訴え等に対する調査及び処理 

⑷ その他、ハラスメントの防止及び排除に関すること。 

（委員会の組織） 

第１２条 委員会は、委員長を含め７名以内の委員で構成する。 

２  委員は、性別、職種等を配慮して構成する。 

３ 委員長は教授の中から、委員は教育職員及び事務職員の中から理事長が委

嘱する。 

４  委員長及び委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５  委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

６ 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意

見を聴くことができる。 

７ 委員長が必要と認めたときは、前条に掲げる委員会の任務の一部を委員以

外の者に委嘱することができる。 

８ 委員会の意思は、構成員の過半数により決定する。 

（調査処理部会の設置） 

第１３条 ハラスメント問題の解決に相談員の申し出により中立的で詳細な調査が

必要な場合は、委員会で協議の上、調査処理機関としての調査処理部会（以

下「処理部会」という。）を置く。 

２ 処理部会は、該当する事案の発生のつど、理事長の発議又は委員長の要請

により、案件ごとに理事長が設置する。 

３ 処理部会は、委員長から依頼のあった案件について複数の委員による聴き

取り調査等を行い、指導案、助言案又は制裁案を立案し、理事長に報告する。 

   なお、処理部会は、調査等に必要な事実関係を明らかにするもの及び事案に

対する認識等を書面により求め、及び受理することができる。 

４ 報告を受けた理事長は、報告事項について理事会を開催し、人事案件とし

て処理する。 

 

（処理部会の組織） 

第１４条 処理部会は、部会長及び若干名の部会員で構成する。 

２ 部会員は、性別、職種等を配慮して構成する。また、必要であれば本学教

職員以外の専門調査員を置くことができる。 

３ 部会長及び部会員は、理事及び教職員の中から理事長が委嘱する。 

４ 部会長は、部会を招集し、その議長となる。 

５ 処理部会の意思は、構成員の過半数により決定する。 

（開示禁止） 

第１５条 委員会及び処理部会に付議された事項（個人の相談、訴え等に関する事

項に限る。）は、理事長の許可がなければ、当事者以外の者に開示してはな

らない。 

 (理事長への委任) 

第１６条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に理事長が定める。 
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（所管） 

第１７条 この規程の実施に関する庶務は、事務局総務課が行う。 

 

 

 

 

 

付  則 

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

性差別及びセクシャルハラスメント防止規程、性差別及びセクシャル 

ハラスメント防止規程施行細則は廃止する。 

２ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。（委員会再編） 

 ３ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 ４ この規程は、平成３０年４月１日から施行する、（法人委員会に基づく 

一部改正及び文言等修正） 
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本学園のハラスメント防止・排除に関するガイドライン 
 

 

                            平成２３年４月１日 

東京女子体育大学・東京女子体育短期大学 

                       ハラスメントに関する委員会 

※25.4委員会名変更 

 

１ ハラスメントに対する基本方針 

ハラスメントは、個人の尊厳を傷つける重大な人権侵害行為であり、相手方の修学、

教育研究または勤労の意欲をそぐなど、修学・就労等の権利を侵害する行為である。 

本学園は、建学の精神「心身ともに健康で、質素で誠実、礼儀正しい女子体育指導

者の育成」を基柢に据えて、「社会や人類の発展に貢献する人材の育成、文化として

のスポーツを社会に浸透させ、心豊かな人間社会に貢献する人材の育成」を教育目標

として掲げている。それを踏まえて、「日本国憲法」、「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」等、関係法令に則り人権侵害行為等に対し

て看過・容認を許さず、以下の方針に従い本学園からこれを排除することに努める。 

 

（１）相手の人格を尊重し、相手方の立場に立って行動することを心がけ、良好な人間

関係を形成すること。一方的に性的関心で捉えたり、地位を利用して人格的な支配

や心理的圧迫を与えたりすることは避けること。 

（２）言動は行為者がそのことを意識していない場合でも、ハラスメントの被害を生み

出す結果となる場合があることを認識すること。 

（３）人はその社会的・文化的・宗教的な違いから、他意のない言動をハラスメントと

受け取る場合がある。自分の価値観で一方的に判断せず、相手の立場に立って考え

ること。 

 

２ ハラスメントの定義 

「ハラスメント」とは、性別、年齢、職業、宗教、政治的信条、身体的特徴等、広

く人格に係わる事項又は修学・就労に関して相手の意に反する不適切な言動により、

相手に不快感、不安感、屈辱感を与えたり、修学・就労、教育研究又は課外活動を行

う環境も著しく悪化させる行為を指す。なお、ハラスメントの程度が著しい場合は違

法行為となり、そのいずれを問わず行為が民法（不法行為に関する規定）に触れるこ

とになる。 

 

３  ハラスメントの種類 

ハラスメントには、その様態によって区分されるが、本学園では、「セクシュアル・ハラスメン

ト」、「パワー・ハラスメント」、「アカデミック・ハラスメント」と３つに区分して防止･排除の対象と

する。また、区分に該当しないハラスメントについても「その他のハラスメント」とし、その防止・ 
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排除の対象とする。また、全てのハラスメントについて、その言動が該当するか否かは、あ

くまで相手方の方が「不快」と感じるかであって、無機質な客観的な現象だけで判断される

べきものではない。 

 

１）  セクシャル・ハラスメント 

    性的言動における嫌がらせ行為を指し、その様態によって 3つに区分される。 

（１）  対価型・地位利用型セクシャル・ハラスメント 

行為者の性的言動が、相手方に不快と受け止められ、その言動に対する相手方の対    

応の仕方によって、行為者が職務上の地位や権限を利用して相手方に利益もしくは不    

利益を与えること、又は与えようとすること。 

（２）  環境型セクシャル・ハラスメント 

行為者の性的言動が、相手方に不快と受け止められ、修学・就労、教育研究活動、     

課外活動の遂行を妨げる等環境を悪化させること。 

（３）  ジェンダー・ハラスメント 

「男女の性別役割分担意識に基づく発言や行動」にあてはまるものは多様であり、     

教育・研究、就労の場において性的欲求や関心に基づく不快な性的言動ではないが、     

性別の固定観念や役割分担等の差別意識や優越意識に基づく差別的な発言や行動に       

より、相手方に不快感を与えること。 

 

２）  パワー・ハラスメント 

職場における上下関係、権利関係を不当に利用することによる権力など、人間関係に 

おける強制力（パワー）を背景にして、継続的に人格と尊厳を侵害する言動である。 

職場環境を悪化させる、あるいは就労不安を与える嫌がらせ・いじめなどの行為を指し、

職場の内外において、職場の上下関係、雇用形態の違いを背景にして、相手に理不尽な

要求をしたり、役務を強要したりすることや人格を傷つける言動、または暴力的な言動や権

力の濫用等の方法で、職場環境を混乱させたり、あるいは就労不安を与えるなど相手に精

神的な負荷をかける行為を言う。 

 

３）  アカデミック・ハラスメント 

アカデミック・ハラスメントとは、「教育・研究活動上指導的立場にある者が、その 指導を

受ける者に対し、その意に反する差別的な発言や行動を行い、その指導を受ける 者の自

由で主体的な学習活動や研究活動、円滑な職務遂行活動を妨げ、個人の尊厳また は人

格を侵害すること。」を言う。教育・研究機関に特有なハラスメントである。 

 

４  ハラスメントへの対応 

１）  ガイドラインの適用 

（１）  対象者 

ガイドライン適応の対象者は、本学園の構成員の全てとなる。 
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（２）  構成員の範囲について 

 ① 学生（留学生、研究生、科目等履修生、聴講生、委託生を含む） 

② 教職員等（専任教員、事務職員、教務補佐員、非常勤講師及び嘱託員、派遣職員、     

委託業者等を含む。）  

（３）  問題となる場所・時間帯について 

ハラスメントが問題となる場合には、学内・学外、課外活動、勤務時間内あるいは    

時間外など、それが起こった場所や時間帯を問わず適用する。 

（４）  ガイドラインの準用 

学外者（出入り業者、他大学教職員・学生等）は、ハラスメントが問題となる場合、    

このガイドラインを準用する。 

 

２）  ハラスメントの対応 

本学園では、ハラスメント等の被害の相談や救済の要請は、以下の学内相談窓口にて 

行う。また、ハラスメント相談員を配置して直接の相談を受け付ける。  

（１）  相談窓口 

     学生相談、教務課、学生課、健康管理センター及び各部局等 

（２）  ハラスメント相談員 

ハラスメント被害の救済と問題解決のために、以下の教職員がハラスメント相談員     

として相談や被害の申し出を受ける。 

大 石 千 歳 (教育心理研究室・４号館５階)  

渡 辺 博 之  (器械運動研究室・２号館３階) 

田 島 真沙美  (教育相談研究室・２号館４階) 

三 好 優美子 (音楽研究室・４号館５階) 

佐 藤 理 恵 (球技研究室・２号館４階) 

江 藤 陽 子  (健康管理センター・看護師・４号館１階) 

佐 藤  正   (事務局学生課・１号館１階) 

赤 星 公 子 （教務部教務課・１号館１階) 

狩 野 龍 二  (事務局総務課・１号館２階) 

西 川 亜希子  (教務部教務課・１号館１階) 

（３）  相談方法 

相談は匿名でも電話、電子メールあるいは手紙でも受け付け、また、ハラスメント     

等の被害者だけでなく、他の学生・教職員に対するハラスメント等を不快に思う学生     

や教職員、および学生の保護者等からの相談も受け付ける。 

（４）  被害者の保護とハラスメントの措置 

学園はハラスメントの被害者に対して、相談中あるいは調査中であっても情況の改    

善に努め、以下のような措置を講じる。 

① 苦情を申し出たことによって、不利益を受けることがないように適切な措置を講じる。 

② 問題解決に関わった人（証言者）も不利益を受けることがないように適切な措置を講    

じる。 

③ 再発防止や二次被害防止に努め、必要な措置を講じる。 
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④ 調査結果に基づき、ハラスメントの加害者と認定された者は、法律または学則等の規    

程に基づき適切に措置を講じる。また、加害者の異議申し立ては文書によって受け付    

け、専門委員会は情況の中立的な把握を行う。 

⑤ ハラスメントのことで学園等に相談や調停、苦情の申し立てをしたことを理由に、当    

該の担当者が相談者に対してハラスメントをしたり、その他不利益な扱いがないよう    

に適切な措置を講じる。 

⑥ ハラスメントの相談や調停、苦情の申し立てをしたことに対して、被申立人又は第三    

者が嫌がらせや妨害、報復等のいかなる言動もないように適切な措置を講じる。 

   ⑦ 被申立人または第三者が、申立人に対して何らかの差別的な取扱いや不利益となる

扱い、または、嫌がらせ等があった場合適切な措置を講じる。 

   ⑧ ハラスメントの相談・調停・苦情の申し立て・事情聴取に際して、故意に虚偽の申し立

てや証言を行ったものは、法律または学則・就労規則に基づき厳正に措置する。 

（５）  二次被害・二次加害の発生の防止について 

二次被害とは、ハラスメントの訴えをした学生や職員や関係者が、加害者や第三者から修学上、      

研究上もしくは雇用上の不利益を受けることであり、以下のような情況がそれに該当する。 

① 修学上、研究上においては、加害者や関係者からの報復・嫌がらせ・脅かし、または     

訴えたことに対する周囲からの報復・嫌がらせ、周りの者から無視などの行為を受け     

ること。これらの影響により、授業やゼミで教員をはじめ周りの対応が気になり身が     

入らない、期末試験に集中できない、卒業研究作成に当たり精神的なダメージから集     

中力を欠き、結果的に完成できなかったり、不本意な成績となってしまうことなどが     

考えられる。 

② 雇用上の不利益としては、職場内で噂が立ち、職場にいられない、職場に行きづらくなり、     

休みがちになって退職を余儀なくされることがある。 

③ 全般的には、行動を非難されたり、被害を否定されたり、事実が矮小化されることによっ     

て、心身への影響、日常生活上の支障、加害者との接触恐怖、生きることへの絶望感等、     

様々なマイナス影響が起こる。 

   

二次加害とは、加害者や第三者が被害者に対して前述の行為を加えることであり、秘密が保持さ

れずに噂がひろがったり、あるべき被害者像・あるべき問題解決を故意に押しつけたりすることなど

も加害行為となる。 

   このような場合も、法律または学則・就労規則に基づき厳正に措置を講じる。 

 

５ 各ハラスメントの具体的例示 

１）  セクシャル・ハラスメント 

   セクシャル・ハラスメントには、次のような事例があてはまる可能性がある。 

（１）  対価型・地位利用型セクシャル・ハラスメント 

 （ｱ） 教育・研究上の指導・評価等の利益の与奪又は人事権あるいは業務指導権の行使 

等を条件とした性的要求をすること。 

   （ｲ） 個人的な性的要求への服従又は拒否を、教育・研究上の指導・評価あるいは学業成     

績等に反映させること。 
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   （ｳ） 個人的な性的要求への服従又は拒否を、人事・勤務条件の決定あるいは業務に反

映させること。 

   （ｴ） その他、（ｱ）～（ｳ）に類するような言動を行うこと。 

（２）  環境型セクシュアル・ハラスメント 

  ① 性的な内容の発言 

   （ｱ） 目的もなく個人的見解で身体的特徴を話題にすること。 

   （ｲ） 相手の性的魅力又は自分の抱く性的関心を意味もなく話題にすること。 

   （ｳ） 特定の個人の性に関する風評を故意に流布すること。 

   （ｴ） その他、（ｱ）～（ｳ）に類するような言動を行うこと。 

  ② 性的な行動 

   （ｱ） 公共の場で卑猥な写真・画像等を見せたり、または見たりすること。 

   （ｲ） 意味もなく相手の身体を注視したり、相手の身体（肩、背中、腰、頬、髪等）に意      

図的に触れること。 

   （ｳ） 相手の身体（肩、背中、腰、頬、髪等）に意図的に触れること。 

   （ｴ） その他、（ｱ）～（ｳ）に類するような言動を行うこと。 

（３）  ジェンダー・ハラスメント 

     ジェンダー・ハラスメントには、次のような事例があてはまる可能性がある。 

   (ｱ) 「女には仕事を任せられない」、「女は職場の花であればいい」、「男のくせに根性が   

ない」、「女のくせに」等の差別的な発言をすること。 

   (ｲ) 女性であることだけで、お茶汲み、掃除やコピーなどの補助的業務をさせたり、私用を

強要したりすること。また、相手を「ちゃん」づけで呼ぶこと。 

   (ｳ) 相手を蔑む意味を込めて、「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」、「お嬢さん」等

の呼び方をすること。 

   (ｴ) カラオケのデュエットを強要すること。 

   (ｵ) 酒席で上司の側に席を指定したり、お酌を強要したりすること。 

   (ｶ) その他、(ｱ)～(ｵ)に類するような言動を行うこと。 

 

２）  アカデミック・ハラスメント 

    アカデミック・ハラスメントには、次のような事例があてはまる可能性がある。 

（１） 研究活動に関連したもの 

  （ｱ） 指導教員が適切な研究指導等を意図的に行わないこと。 

 （ｲ） 機器の使用を認めない場合や研究費及び出張旅費を配分しない等研究活動の遂行        

を妨害すること。 

  （ｳ） 研究発表や論文作成等を妨害すること。 

（ｴ） 正当な理由がないにも係わらず研究活動を妨害したり、自主性を否定するような言動

を行うこと。 

  （ｵ） その他、（ｱ）～（ｴ）に類するような言動を行うこと。 

（２） 教育指導に関連したもの 

  （ｱ） 指導者の個人的教育観により、受け手の自由を侵害する言動や行為をすること。 

(ｲ) 適切な指導を行わない、研究テーマを押しつける等本人の自主性を認めないこと。 
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  （ｳ) 学位または単位認定に関して不公平（不公正）な対応をすること。 

  （ｴ） 正当な理由がないのに退学を促したり、示唆したりすること。 

 （ｵ） 進路に関し教育的配慮に欠けたり妨害または干渉をすること。 

  （ｶ） 教育指導と称し意味もなく体罰を行うこと。 

  （ｷ） 教育指導面において、人としての尊厳を著しく否定するような言動をとること。 

  （ｸ） その他、（ｱ）～（ｷ）に類する言動を行うこと。 

上記以外でも、研究・教育上何らかの不利益を与える場合には、適切な説明を行い本人

の納得を得る必要がある。些細なことでも繰り返されると、アカデミック・ハラスメントとみなさ

れる場合もある。 

 

３）  パワー・ハラスメント 

   パワー・ハラスメントには、次のような事例があてはまる可能性がある。 

（１）研究・教育指導に関するもの 

   (ｱ) 暴力的な言動や人格を傷つける言動を行うこと。 

   (ｲ) 悪口や中傷などプライバシーに関することを流布すること。 

   (ｳ) 指導者の引越しの手伝いや車の送迎など、教育に関係のないことへの従事を強要す       

ること。 

   (ｴ) 飲み会への参加、飲酒を強要すること。 

   (ｵ) 相手を陥れる目的で周囲に根拠のない悪評を流布すること。 

   (ｶ) その他、(ｱ)～(ｵ)に類するような言動を行うこと。 

（２） 就労環境に関するもの 

   (ｱ) 些細なミスでも大声で叱責したり、執拗に暴言を繰り返すこと。 

   (ｲ) 就労指導上、不必要な発言で相手を傷つけること。 

   (ｳ) 大きな声で罵るなど相手の人格を傷つけ、故意に職場環境を混乱させること。 

   (ｴ) 正当な理由もなく退職を促したり、示唆したりすること。 

   (ｵ) 頻繁な配置転換や意味のない仕事を強制すること。 

   (ｶ) 再雇用を条件に不当な要求を行うこと。 

   (ｷ) 不当に就労環境を悪化させ、就労に関して正当な理由なく不利益を与えるような言      

動を行うこと。 

   (ｸ) その他、(ｱ)～(ｷ)に類するような言動を行うこと。 

上記以外でも、上下関係、権利関係のよって何らかの不利益を与える場合には、適切な

説明を行い本人の納得を得る必要がある。些細なことでも繰り返されると、パワー・ハラスメ

ントとみなされる場合もある。 

 
付則 １ 平成２３年４月１日施行 

   ２ 平成２６年４月 1日一部改正（ハラスメント相談員の変更） 

   ３ 平成２７年４月 1日一部改正（ハラスメント相談員の変更）  

４ 平成２９年４月 1日一部改正（ハラスメント相談員の変更） 

５ 平成３１年４月 1日一部改正（ハラスメント相談員の変更） 

６ 令和元２年４月 1日一部改正（ハラスメント相談員の変更） 


