参考資料３
≪その他、女性障害≫ 関係法律・条例
●障害者権利条約
第６条 障害のある女子
1 締約国は、障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識し、及びこの点に関し、障害のある女子が
すべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる。
2 締約国は、女子に対してこの条約に定める人権及び基本的自由を行使し、及び享有することを保障することを
目的として、女子の完全な能力開発、向上及び自律的な意思決定力を確保するためのすべての適当な措置をと
る。
第８条 意識の向上
1 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。
（a） 障害者に関する社会全体（家族を含む。）の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊
重を育成すること。
（b） あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行（性及び年齢を理由
とするものを含む。）と戦うこと。
（c） 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。
2 このため、1 の措置には、次のことを含む。
（a） 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。
（i） 障害者の権利に対する理解を育てること。
（ii） 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。
（iii） 障害者の技術、価値及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献についての認識を促
進すること。
（b） 教育制度のすべての段階（幼年期からのすべての児童に対する教育制度を含む。）において、障害者の
権利を尊重する態度を育成すること。
（c） すべてのメディア機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう奨励すること。
（d） 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。
第 16 条 搾取、暴力及び虐待からの自由
1 締約国は、家庭の内外におけるあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待（性別を理由とするものを含む。）から障害
者を保護するためのすべての適当な立法上、行政上、社会上、教育上その他の措置をとる。
2 また、締約国は、特に、障害者及びその家族並びに介護者に対する適当な形態の性別及び年齢に配慮した
援助及び支援（搾取、暴力及び虐待の事案を防止し、認識し、及び報告する方法に関する情報及び教育を提供
することによるものを含む。）を確保することにより、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待を防止するためのすべて
の適当な措置をとる。締約国は、保護事業が年齢、性別及び障害に配慮したものであることを確保する。
3 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待の発生を防止するため、障害者に役立つことを意図したすべて
の施設及び計画が独立した当局により効果的に監視されることを確保する。
4 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者となる障害者の身体的、認知的及び心理的な回復及
びリハビリテーション並びに社会復帰を促進するためのすべての適当な措置（保護事業の提供によるものを含む。）
をとる。このような回復及び復帰は、障害者の健康、福祉、自尊心、尊厳及び自律を育成する環境において行わ
れるものとし、性別及び年齢に応じたニーズを考慮に入れる。
5 締約国は、障害者に対する搾取、暴力及び虐待の事案が特定され、捜査され、及び適当な場合には訴追され
ることを確保するための効果的な法令及び政策（女子及び児童に重点を置いた法令及び政策を含む。）を実施す
る。
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●日本国憲法
第 14 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済
的又は社会的関係において、差別されない。
２～３ （略）
●障害者基本法
（目的）
第１条

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個

人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等の
ための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立
及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の
支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
（国民の責務）
第８条

国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

（医療、介護等）
第 14 条

（略）

２

（略）

３

国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、
生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

４～７

（略）

●社会福祉法
（地域福祉の推進）
第４条

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協

力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文
化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
●障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
（定義）
第２条 （略）
２ この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
及び使用者による障害者虐待をいう。
３ ～５ （略）
６ この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為
イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身
体を拘束すること。
ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動
を行うこと。
ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲
げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
二 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産
上の利益を得ること。
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７ この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障
害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に
係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。
一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体
を拘束すること。
二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的
外傷を与える言動を行うこと。
四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害
者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の
障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく
怠ること。
五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
８ この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される障害者について行う次
のいずれかに該当する行為をいう。
一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体
を拘束すること。
二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的
外傷を与える言動を行うこと。
四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による前３
号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
（障害者に対する虐待の禁止）
第３条

何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。

（国及び地方公共団体の責務等）
第４条

国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を

受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する支援を行うため、関係省
庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努
めなければならない。
２

国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養
護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的知識及び技術を
有する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。

３

国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養
護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必
要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
（国民の責務）

第５条

国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地

方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければな
らない。
（就学する障害者に対する虐待の防止等）
第29条 学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又
は同法第134条第１項に規定する各種学校をいう。以下同じ。）の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関
係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、就学する障害者に対
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する虐待に関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該
学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
（保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等）
第30条 保育所等（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条第１項に規定する保育所若しくは同法第59条第１
項に規定する施設のうち同法第39条第１項に規定する業務を目的とするもの（少数の乳児又は幼児を対象とす
るものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。）又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第７条第１項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）の長
は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び
普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対
する虐待に対処するための措置その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措
置を講ずるものとする。
（医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等）
第31条 医療機関（医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院又は同条第２項に規定する
診療所をいう。以下同じ。）の管理者は、医療機関の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する
理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、医療機関を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係
る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該医療機関を利
用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
●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
（基本的理念）
第２条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重さ
れつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
２ （略）
（性別を理由とする差別の禁止）
第５条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならな
い。
第６条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
（性別以外の事由を要件とする措置）
第７条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事
由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別
を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象とな
る業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照ら
して当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを
講じてはならない。
（女性労働者に係る措置に関する特例）
第８条 前３条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている
事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）
第９条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはなら
ない。
２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
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３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭和22年法律第49号）第65
条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定による休業をしたことその他の妊娠又
は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働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。
４ 妊娠中の女性労働者及び出産後１年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、
事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
（指針）
第10条 厚生労働大臣は、第５条から第７条まで及び前条第１項から第３項までの規定に定める事項に関し、事業
主が適切に対処するために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。
２ 第４条第４項及び第５項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第４項中
「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）
第11条 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により当該労働者が
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。
２～３ （略）
（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）
第12条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法（昭和40年法律
第141号）の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなけ
ればならない。
第13条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の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、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
に必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。
３ 第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第４項中
「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
第14条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇
用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次
に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を
改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
三 前号の計画で定める措置の実施
四 前３号の措置を実施するために必要な体制の整備
五 前各号の措置の実施状況の開示
●京都府の「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例」
(指定障害者支援施設の一般原則)
第３条 （略）
２ 指定障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉
サービスの提供に努めなければならない。
３ 指定障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制の
整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じるよう努めなければならない。
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●国の「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見
第２、国の基本的責務に関して特に留意を要する領域
当部会では、障害に基づく差別に深く関連する重要な分野として、下記の３つの領域について議論を深めた。
（略）
１、障害女性
内閣府に置かれた男女共同参画会議は、平成22年7月23日に取りまとめた「第３次男女共同参画基本計
画策定に当たっての基本的な考え方（答申）」の中で「障害のある女性は、障害に加えて、女性であることで
更に複合的に困難な状況に置かれている」とした。これを受けて同年12月17日閣議決定された「第３次男女
共同参画基本計画」は、「障害のある女性は、障害に加えて、女性であることで更に複合的に困難な状況に
置かれている場合があることに留意する必要がある」としている。
このように男女共同参画の分野では、「障害のある女性」が取り上げられるようにはなったが、障害者に関
わる統計には、現在も、男女別統計がほとんど示されておらず、差別防止の観点を踏まえた具体的な施策の
実施やモニタリングは不足しているといわれている。
同時に、これまでの障害者施策には、差別や不利益を受けるリスクの高い女性が置かれている実態を問題
にする視点が欠落していた。
このため、国は、障害女性の複合的な困難が解消されるよう、障害女性の置かれた状況の実態調査を始め
として、基本的な責務として求められる各施策の全てに障害女性の複合的な困難を取り除くための適切な措
置を取り入れることが求められる。
２、障害に関連して行われるハラスメント
障害に関連して行われるいじめや嫌がらせ等のハラスメントは、障害女性等へのセクシャルハラスメントを
含め、障害者の尊厳と誇りを奪い、著しく人格を損なう行為である。
このため、国は、学校、職場、施設、地域社会における障害に関連して行われるハラスメントを防止するた
め、本法に基づく差別防止に関する施策に関し、障害に関連して行われるハラスメントに対して適切に対処
する措置をとるとともに、本法の運用に当たっては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に
関する法律（平成 23 年法律第 79 号、平成 24 年 10 月 1 日施行）、配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）、児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）と
も連携した取組を行うことが求められる。
３ （略）
●障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例
（基本理念）
第３条 すべて障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし
く、地域で暮らす権利を有する。
２～３ （略）
（県民の役割）
第６条 県民は、基本理念にのっとり、障害のある人に対する理解を深めるよう努め、障害のある県民及びその関
係者は、障害のあることによる生活上の困難を周囲の人に対して積極的に伝えるよう努めるものとする。
２ （略）
（設置）
第２９条 県は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため、障害のある人及びその支援を行う者、次
条第１項に規定する分野における事業者、障害のある人に関する施策又は人権擁護に関し専門的知識を有す
る者並びに県の職員からなる会議（以下「推進会議」という。）を組織するものとする。
２ （略）
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●障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例
(県民の役割)
第6条 県民は、第３条に規定する基本理念にのっとり、障害者に対する理解を深めるとともに、県又は市町村が
実施する障害者の権利擁護等のための施策に協力するよう努めるものとする。
(虐待の禁止)
第10条 何びとも、障害者に対し、次に掲げる行為(次条第1項において「虐待」という。)をしてはならない。
(1) 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を
行うこと。
(3) 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
(4) 障害者を養護する責任がある場合において、障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その
他養護を著しく怠ること。
(5) 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
第21条 県は、障害者に対する県民の理解を深めるため、啓発活動の推進、障害者と障害者でない者との交流の
機会の提供、当該交流のための拠点の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
●男女共同参画社会基本法
（男女の人権の尊重）
第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取
扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重され
ることを旨として、行われなければならない。
（社会における制度又は慣行についての配慮）
第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担
等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社
会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会にお
ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
●労働基準法
（男女同一賃金の原則）
第４条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前３箇月間にその労働者に対し支払わ
れた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算
した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた
場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期
間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
２ 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
３ 前２項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中
の賃金は、前２項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 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（平成３年法律第76号）第２条
第１号に規定する育児休業又は同条第２号に規定する介護休業（同法第61条第３項（同条第６項及び第７項
7

において準用する場合を含む。）に規定する介護をするための休業を含む。第39条第８項において同じ。）を
した期間
五 試みの使用期間
４ 第１項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び３箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨
以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
５ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第１項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要
な事項は、厚生労働省令で定める。
６ 雇入後３箇月に満たない者については、第１項の期間は、雇入後の期間とする。
７ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均
賃金とする。
８ 第１項乃至第６項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
（解雇制限）
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並
びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただ
し、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
２ 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
（坑内業務の就業制限）
第64条の２ 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後１年を経過しない女性坑
内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務そ
の他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
（危険有害業務の就業制限）
第64条の３ 使用者は、妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性（以下「妊産婦」という。）を、重量物を取り
扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせ
てはならない。
２ 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労
働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
３ 前２項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労
働省令で定める。
（産前産後）
第65条 使用者は、６週間（多胎妊娠の場合にあつては、14週間）以内に出産する予定の女性が休業を請求した
場合においては、その者を就業させてはならない。
２ 使用者は、産後８週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後６週間を経過した女性が請求し
た場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
３ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の２第１項、第32条の４第１項及び第32条の５第１
項の規定にかかわらず、１週間について第32条第１項の労働時間、１日について同条第２項の労働時間を超え
て労働させてはならない。
２ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第１項及び第３項並びに第36条第１項の規定にかかわ
らず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
３ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
（育児時間）
第67条 生後満１年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、１日２回各々少なくとも30分、そ
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の生児を育てるための時間を請求することができる。
２ 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
（生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置）
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させては
ならない。

●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
（定義）
第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃
であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす
言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を
受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引
き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

9

