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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（抄）
《男女雇用機会均等法》
昭和47年 7月 1日法律第113号
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第1章

総則

（目的）
第1条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の
理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊
娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進するこ
とを目的とする。
（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 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基
本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるよ
うに努めなければならない。
（啓発活動）
第3条 国及び地方公共団体は、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ついて国民の関心と理解を
深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るた
め、必要な啓発活動を行うものとする。
（男女雇用機会均等対策基本方針）
第4条 厚生労働大臣は、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施策の基本となるべき方針
（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定
めるものとする。
2 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のと
おりとする。
一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動
向に関する事項
二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
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等について講じようとする施策の基本となるべき事項
男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性
労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考
慮して定められなければならない。
4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定め
るに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴
くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定め
たときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前2項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更に
ついて準用する。
3

第2章
第1節

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

性別を理由とする差別の禁止等

（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
あっ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っ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っている事情を改
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。
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
に関する事由であっ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一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。
第2節

事業主の講ずべき措置

（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 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。
（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3節

事業主に対する国の援助

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って
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っている事情を改善する
に当たっ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
第3章
第1節

紛争の解決

紛争の解決の援助

（苦情の自主的解決）
第15条 事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第
13条第1項に定める事項（労働者の募集及び採用に係るも
のを除く。）に関し、労働者から苦情の申出を受けたとき
は、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該事業場の
労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の
苦情を処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処
理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなけれ
ばならない。
（紛争の解決の促進に関する特例）
第16条 第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第
12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事
業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の
促進に関する法律（平成13年法律第112号）第4条、第5
条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条か
ら第27条までに定めるところによる。
（紛争の解決の援助）
第17条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、
当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助
を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な
助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由とし
て、当該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。
第2節

調停

（調停の委任）
第18条 都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争（労
働者の募集及び採用についての紛争を除く。）について、
当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方
又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の
解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛
争の解決の促進に関する法律第六条第1項の紛争調整委員
会（以下「委員会」という。）に調停を行わせるものとす
る。
2 前条第2項の規定は、労働者が前項の申請をした場合につ
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いて準用する。
（調停）
第19条 前条第1項の規定に基づく調停（以下この節におい
て「調停」という。）は、三人の調停委員が行う。
2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじ
め指名する。
第20条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、
関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
2 委員会は、第11条第1項に定める事項についての労働者
と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認
め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当
事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を
行ったとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことがで
きる。
第21条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要が
あると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働
局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名
する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者
から当該事件につき意見を聴くものとする。
第22条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその
受諾を勧告することができる。
第23条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決
の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることがで
きる。
2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、
その旨を関係当事者に通知しなければならない。
（時効の中断）
第24条 前条第1項の規定により調停が打ち切られた場合に
おいて、当該調停の申請をした者が同条第2項の通知を受
けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について
訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申
請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
（訴訟手続の中止）
第25条 第18条第1項に規定する紛争のうち民事上の紛争で
あるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合にお
いて、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関
係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4
月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をする
ことができる。
一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施
されていること。
二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によ
つて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことがで
きる。
3 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1
項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てるこ
とができない。
（資料提供の要求等）
第26条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決の
ために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資
料の提供その他必要な協力を求めることができる。
（厚生労働省令への委任）
第27条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要
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な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章

雑則

（調査等）
第28条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれ
ぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとす
る。
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関
の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることが
できる。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事
から必要な調査報告を求めることができる。
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第29条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があ
ると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助
言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定
めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任す
ることができる。
（公表）
第30条 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第
1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第
1項の規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規
定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が
これに従わなかつたときは、その旨を公表することができ
る。
（適用除外）
第32条 第2章第1節及び第3節、前章、第29条並びに第30
条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第2章第2節の
規定は、一般職の国家公務員（行政執行法人の労働関係に
関する法律（昭和23年法律第257号）第2条第2号の職員
を除く。）、裁判所職員臨時措置法（昭和26年法律第299
号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和22年法
律第85号）の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭和
29年法律第165号）第2条第5項に規定する隊員に関して
は適用しない。
第5章

罰則

第33条 第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の
報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附

則（平成28年3月31日法律第17号）抄

（施行期日）
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
一 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の
規定 公布の日
（罰則に関する経過措置）
第13条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為
に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）
第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に
伴い必要な経過措置は、政令で定める。

