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Ṻ ẮẮỨểẦỤẻỉͤࡍỀẪụửᡶỜộẲỢạẇ
۔ƔǒƩƷͤࡍ

ᩍ⫋ဨࡀẼ㍍┦ㄯ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡞ࠊʖ᧸ởଔႆ
ᙸỆໜửፗẟẺӕኵࡶࠊችᅕ၌धሁỆợỦ˞Ꮀᎍỉό
๖ễᎰ࠙ࣄئểϐႆ᧸ഥỉẺỜỉӕኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ܭͤࡍᚮૺႸỉܦμӖᚮࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡃች݅౨
௹ሁʙࢸਜ਼ፗỉ࣋ࡁࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᗣ⟶⌮ࡢࡓࡵ
ࡢʴ᧓ἛἕἁὉӲᆔ౨ᚮὉཎ̬ͤܭਦࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࡞ݰ

ʙẅಅẅӸ

ʙẅಅẅӸ
ᐃᮇᗣデ᩿㸦ᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯࡣࠊྛᕷ⏫ᮧࡀᐇ㸧

ྛ✀◊ಟㅮᗙ㸦ึ௵⪅◊ಟࠊ᪂௵ᰯ㛗◊ಟࠊ
᪂௵ᰯ㛗࣭ᩍ㢌◊ಟ➼㸧
ᐇែᢕᥱ
ண㜵ⓗᑐ⟇
㸦㸯ḟண㜵㸧

ே㛫ࢻࢵࢡ㸦᪥ᖐࡾࢻࢵࢡ࣭⬻ࢻࢵࢡ㸧

ࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡ
ࡇࡇࢁࡢయ

⭠ࡀࢇ᳨デ

ィ
ྛ✀᳨デ

Ꮚࡶࡢ࡞⫱ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࡣࠊՃầ܇ỄờểӼẨӳạ᧓ửᄩ̬ẴỦểểờỆࠊᎰՃầ
࣎៲ểờỆͤࡍỂဃẨဃẨểẪẮểỉỂẨỦщẝỦᎰئửếẪỦࡇࡀษ࡛ࡍࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⫋ሙ࡙ࡃࡾྥࡅࠊᒸᒣ┴ᩍ⫱ጤဨࡀᐇࡍࡿᴗࡸྛ✀ไᗘࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࡸࠊ
ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ➼ࡢṇࡋ࠸⌮ゎࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࡚ࡢᩍ⫋ဨࡀᗣ࡛⏕ࡁ⏕ࡁാࡃࡇࡢ࡛ࡁࡿά
ຊ࠶ࡿ⫋ሙࢆࡘࡃࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ

፬ே᳨デ㸦ஙࡀࢇ࣭Ꮚᐑࡀࢇ㸧
㹔㹂㹒㞀ᐖண㜵᳨デ

ᗣ࡙ࡃࡾࢭ࣑ࢼ࣮

ෆ⮚⬡⫫᳨デ

ࡇࡇࢁࡽࡔࡢᗣ┦ㄯ

ᎰՃӷٟỉếễầụửٻЏỆẲẆ
ኵጢỉщửኽᨼẲề ẐἓὊἲщẑ ỂˁʙửᡶỜềẟẨộẲỢạὲ

≉ᐃಖᣦᑟ

࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᨭဨࡼࡿ┦ㄯ

ࡇࡇࢁࡽࡔࡢᗣ┦ㄯ㸦ᥖ㸧

ᩍ⫋ဨࢫࢺࣞࢫ┦ㄯ

⫋ሙࡢᗣ࡙ࡃࡾ◊ಟᨭᴗ㸦ᥖ㸧

ᩍ⫋ဨࡼࢁࡎ┦ㄯ

ᗣ࡙ࡃࡾࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᥖ㸧

ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ➼ࢆά⏝ࡋࡓ┦ㄯ

࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࢥࣥࢸࢫࢺ

ᩍ⫋ဨࢆᨭ࠼ࡿ

۔ᢅіƴǑǔͤࡍᨦܹ᧸ഥݣሊ

ᩍ⫋ဨࢧ࣏࣮ࢺ┦ㄯ

㛗㛫ࡢ㛫እ࣭ఇ᪥ປാࡣࠊᚰ㌟ࡢᗣ㞀ᐖࡢࣜࢫࢡࢆ
㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ┴ᩍ⫱ጤဨ࡛ࡣࠕᒸᒣ┴ᩍ⫱ጤဨ⫋ဨࡢ㐣
㔜ປാࡼࡿᗣ㞀ᐖ㜵Ṇᑐ⟇ᐇせ⥘ࠖᇶ࡙ࡁࠊᧈ᧓
іửᘍẾẺᎰՃỆݣẲẆҔࠖỆợỦͤࡍႻᛩầӖẬỤủỦС
ࡇሁửૢͳࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⟶⌮⫋ࢧ࣏࣮ࢺ┦ㄯ
⟶⌮⫋࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ┦ㄯᩱ⿵ຓ
⫋ሙᖐ
Ⓨண㜵
㸦㸱ḟண㜵㸧

kᒸᒣ┴࣐ࢫࢥࢵࢺ
ࠕ࠺ࡽࡗࡕ࣭ࡶࡶࡗࡕ௰㛫ࡓࡕࠖ

⫵ࡀࢇ᳨デ

⫋ሙࡢᗣ࡙ࡃࡾ◊ಟᨭᴗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢵࣉㅮᗙ

᪩ᮇⓎぢ
᪩ᮇᑐᛂ
㸦㸰ḟண㜵㸧

῍ͤࡍỂဃẨဃẨểẪẮểỉỂẨỦᎰئửႸਦẲề῍
ίᵑᵎ࠰ᾂஉોᚖὸ

۔ƜƜǖƷͤࡍ

െẅ᨞

щẝỦᎰئỀẪụḪ

ᩍ⫋ဨ⫋ᨭࢩࢫࢸ࣒
ಖᖌ➼ࡢὴ㐵┦ㄯ

ͤ ᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕷ⏫ᮧࡢつ
ᐃᇶ࡙ࡁࡲࡍࠋ

ͤࠉヲࡋࡃࡣࠕᒸᒣ┴ᩍ⫱ᗇ⚟ㄢᗣ⟶⌮⌜ࠖࡢ࣮࣒࣍
ࠉ࣮࣌ࢪࢆᚚぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

јྙႎễಅѦỉᘍỆѐỜẆ
܇ỄờểӼẨӳạ᧓ử
ᄩ̬ẲộẲỢạὲ
䕿 ົ㛫䛸ົ㛫እ䜢ព㆑䛧䛶
ᴗົ䜢⾜䛔䜎䛧䜗䛖䚹
䕿 ຠᯝⓗ䛺ྲྀ⤌䜢⾜䛔䚸ാ䛝᪉ᨵ㠉䛾
ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䜎䛧䜗䛖䚹

ࠉ

Ṻ ἋἯὊễỄửᡫẳềᎰՃ᧓ỉᚃკửụộẲỢạẇ

ấʝẟửݭẲẆ
ૅảӳạẮểầỂẨỦ
ᎰئỆẲộẲỢạὲ
䕿 䝝䝷䝇䝯䞁䝖➼䜢ṇ䛧䛟⌮ゎ䛧䚸䛚
䛔䜢ᑛ㔜䛧䛶䛜䛷䛝䜛⫋ሙ䛻䛧䜎
䛧䜗䛖䚹
䕿 ᬑẁ䛛䜙ᩍ⫋ဨ㛫䛷ヰ䜢䛩䜛ᶵ
䜢ᣢ䛱䚸Ẽ㍍䛻┦ㄯ䛷䛝䜛⫋ሙ䛻䛧
䜎䛧䜗䛖䚹

ࠗ⫋ሙࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ࠘ࡸࠗᩍ⫋ဨ┦ࡢぶ╬࠘ࢆ┠ⓗࡋࡓ⚟ཌ⏕ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

۔Ψൢࣄׅяʙಅ
ࠉ

ᩍ⫋ဨࡢඖẼᅇ࣭ᗣቑ㐍ࢆᅗࡿࡶࠊᩍ⫋ဨ
┦ࡢぶ╬ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࠊ⫋ሙ➼࡛ᐇࡍࡿඖẼᅇ
ᴗᑐࡋ࡚ࠊຓᡂࡋࡲࡍࠋ
㸺ά⏝㸼 ᰯෆࢫ࣏࣮ࢶࠊ࣎࢘ࣜࣥࢢࠊ
⨾⾡㚷㈹ࠊྛ✀య㦂ᩍᐊ
ͤ 」ᩘ⫋ሙࡢྜྠᐇࡶᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ

۔ỸỻὊỿὅἂἅὅἘἋἚ㸦ᥖ㸧
ᗣࡢಖᣢቑ㐍᫂ࡿ࠸⫋ሙ࡙ࡃࡾࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
⫋ሙෆ࡛ࢳ࣮࣒ࢆ⦅ᡂࡋࠊࢳࣕࣞࣥࢪᮇ㛫୰ࡢṌᩘィ
ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

۔ᎰئỉͤࡍỀẪụᄂ̲˟ૅੲ㸦ᥖ㸧
⫋ሙ➼࠾࠸࡚⏬❧ࡉࢀࡓᗣ㛵ࡍࡿ◊ಟ➼ㅮᖌ
ࢆὴ㐵ࡋࡲࡍࠋ
㸺ά⏝㸼 ࣚ࢞ࠊ⭜③ண㜵ࠊࣜࣛࢡࢮ࣮ࢩࣙࣥࠊ
࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ ࡞
ࡇࡢࡶࠊබ❧Ꮫᰯඹ῭⤌ྜᒸᒣᨭ㒊࣭㸦୍㈈㸧ᒸᒣ┴ᩍ⫱
⫋ဨຓ⤌ྜ࡛ࡣᵝࠎ࡞⚟ཌ⏕ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ͤ

ヲࡋࡃࡣࠕ࠾ࡸࡲᩍ⫋ဨ⚟ཌ⏕ࢿࢵࢺࠖ
ࢆᚚぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ỚỮễỂૅảӳẟễầỤẆ
˞ୗሁửஊјỆဇẲộẲỢạὲ
䕿 ఇᬤ䜢ྲྀ䜚䜔䛩䛔⫋ሙ⎔ቃ䜢䛴䛟䜚䚸
ఇᬤ䛾✚ᴟⓗ䛺ྲྀᚓ䛻ດ䜑䜎䛧䜗䛖䚹
䕿 䜏䜣䛺䛷ᨭ䛘ྜ䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸䛸
Ꮚ⫱䛶䜔ㆤ䛸䛾୧❧䜢ᅗ䜚䜎䛧䜗䛖䚹

ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸱᭶

ͤࡍሥྸỆѐỜẆ
ἼἧἾἕἉἷửụộẲỢạὲ
䕿 䛣䛣䜝䛸䛛䜙䛰䛾ᗣ䛵䛟䜚䜢㐍䜑
䜎䛧䜗䛖䚹
䕿 䝇䝫䞊䝒䛺䛹䜢㏻䛨䛶ᩍ⫋ဨ㛫䛾
ぶ╬䜢ᅗ䜚䜎䛧䜗䛖䚹

ఫᡤ㸸ࠛࠉᒸᒣᕷ༊ෆᒣୗ┠㸲␒㸴ྕ
㟁ヰ㸸

Ⓨ⾜㸸 ᒸᒣ┴ᩍ⫱ᗇᩍ⫋ဨㄢ

)$;㸸

85/㸸KWWSZZZSUHIRND\DPDMSVRVKLNL
շ

ᒸᒣ┴ᩍ⫱ᗇᩍ⫋ဨㄢ

јྙႎễಅѦỉᘍỆѐỜẆ

Ṻ ỚỮễỂૅảӳạẮểỆợụẆˁʙể܇ᏋềởʼᜱểỉɲᇌửụộẲỢạẇ

Ṻ ѮѦ᧓ểѮѦ᧓ٳửॖᜤẲềಅѦửᘍẟộẲỢạẇ

ѮѦ᧓
⫋ົᑓᛕࡍࡿࡇࡀ⩏ົ
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㛫࡛ࡍࠋ
㸯 ᪥㸸㸵㛫ศ
㸯㐌㛫㸸㛫ศ

ᡵ˞ଐ
ົࡍࡿ⩏ົࡢ࡞࠸᪥࡛ࡍࠋ
᪥᭙᪥ཬࡧᅵ᭙᪥
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ṇつࡢົ㛫࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ົࡀච㝖ࡉࢀࡿ᪥࡛ࡍࠋ
ᅜẸࡢ⚃᪥
ᖺᮎᖺጞࡢఇ᪥

ͤࠉົ㛫➼ࡘ࠸࡚ࡣᩍဨࢆᑐ㇟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ົ
ไᗘࡢྡ⛠
ࡾኚ᭦ࡢ⠊ᅖ
ഛࠉࠉࠉࠉࠉ⪃
ࡀົ
㸦㸧ᆅ༊ู᠓ㄯ࡛ࡽࡲ࡛㸰
ᚲ  ົ㛫ࡢࡾ ༢࡞ࡿᮇ㛫
㛫ົࡢᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࠊูࡢ᪥ࡢ
せ 㛫 ኚ᭦
㸦ͤ㸯㸧ࡢ⠊ᅖෆ
ົࢆ㸳㛫ศࡍࡿࠋ
࡞እ
ᰯ㛗ࡀ㛫እົࢆࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ
ሙ
ࡣࠊẟỪỡỦឬѮᾃႸίḤᾁὸỆᛆ࢘ẴỦಅѦ
ྜ  㛫እົ
ỆᨂỦࠋ
ᚲ㐌
ไᗘࡢྡ⛠
᭰➼ࡢ⠊ᅖ
ഛࠉࠉࠉࠉࠉ⪃
せఇ
࡞᪥
㸦㸧᪥᭙᪥య⫱⚍ࡢࡓࡵົࡋࠊ᭶᭙᪥
ሙ  㐌ఇ᪥ࡢ᭰
ົࡀᚲせ࡞᪥ࡢ ࢆ㐌ఇ᪥ࡍࡿࠋ
ྜ
๓㸶㐌ࠊᚋ㐌ࡢ
ᴾ㸲㛫ࡢົ㛫ࡢࡾኚ᭦ྜࢃࡏ࡚㐌
ົ 㸲㛫ࡢົ㛫 ⠊ᅖෆ
ᴾఇ᪥ࡍࡿሙྜࡢࡳẐᾂ᧓ᵒᵓЎỉлਰụ٭
ࡀ ࡢࡾኚ᭦
ᴾỉཎ̊ẑίᚾᘍὸầỂẨỦࠋ
せఇ
ไᗘࡢྡ⛠
࡞᪥
ሙ
ྜ
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ࡀ
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ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࢆึ᪥ࡍࡿ㸲㐌㛫ཬࡧࡇࢀᘬࡁ⥆ࡃ㸲
㐌㛫ࡈࡢᮇ㛫ࡢࡇ࡛ࡍࠋ
ᖹᡂᖺᗘࡣࠊᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࢆึ᪥ࡍࡿ㸲㐌㛫ࡈࡢ
ᮇ㛫࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧㸱᭶᪥㹼㸲᭶᪥ࠊ㸲᭶᪥㹼㸳᭶᪥ࠊ࣭࣭࣭

ᩍဨ㛫እົࢆࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊḟᥖࡆࡿᴗ
ົᚑࡍࡿሙྜ࡛ࠊ⮫ཪࡣ⥭ᛴࡢࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡁ㝈ࡽࢀࡲࡍࠋ
ձ ⏕ᚐࡢᐇ⩦㛵ࡍࡿᴗົ
ղ Ꮫᰯ⾜㛵ࡍࡿᴗົ
ճ ⫋ဨ㆟㛵ࡍࡿᴗົ
մ 㠀ᖖ⅏ᐖࡸඣ❺⏕ᚐࡢᣦᑟ㛵ࡋ⥭ᛴࡢᥐ⨨ࢆᚲせ
ࡍࡿሙྜ➼ᚲせ࡞ᴗົ
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࠼ࡤ࣭࣭࣭ἩࢆకࡗࡓಟᏛ᪑⾜ࡢᘬ⋡ᴗົ࠾࠸࡚ࡣࠊົ㛫ࡢࡾ
ኚ᭦ࡢ᭷↓㛵ࢃࡽࡎ≉Ṧົᡭᙜࡀᨭ⤥ࡉࢀࡲࡍࠋ

≉Ṧົᡭᙜࡢ୍㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥Ⅼ㸧

ᩍ⫋ဨࡢົ㛫ࡢ⟶⌮ࡣ
⟶⌮⫋ࡢ㔜せ࡞㈐ົ࡛ࡍࠋ
ͤ ᩍ⫋ဨࡶࢱ࣒࣮࢝ࢻࠊᴗ
ົグ㘓⚊ࢆά⏝ࡍࡿ࡞ࡋ࡚
⮬ᕫࡢົ≧ἣࢆᢕᥱࡋࡲࡋ
ࡻ࠺ࠋ

ᗣᨭఇᬤ㸦≉ูఇᬤ㸧
⏕⌮᪥ࡢົࡀ
ⴭࡋࡃᅔ㞴࡞
ࡁ

≕ଐˌϋ

ዷፎ୰㏻
⏝ࡍࡿ㏻ᶵ
㛵ࡢΰ㞧ࡀᗣ
ಖᣢᙳ㡪ࡀ࠶
ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ
ࡁ

≔ଐ⇁ᡫↇ↕
≔᧓ˌϋ

ዷፎࡼࡿ㞀ᐖ
㸦ࡘࢃࡾ㸧ࡢࡓ
ࡵົࡍࡿࡇ
ࡀᅔ㞴࡞ࡁ

≔≗ଐˌϋ

ᴗົࡢ✀㢮

ᨭ⤥㢠㸦᪥㢠㸧

㸦㸯㸧㠀ᖖ⅏ᐖ࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡢಖㆤཪࡣ⥭ᛴࡢ㜵⅏ࠊᪧࡢᴗົ
⿕ᐖࡀ≉⏒࡞ሙྜ
㸦㸰㸧ඣ❺⏕ᚐࡢ㈇യࠊ➼క࠺ᩆᛴࡢᴗົ
㸦㸱㸧ඣ❺⏕ᚐᑐࡍࡿ⥭ᛴࡢ⿵ᑟᴗົ
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ࠉ㸵㸳㸮㸮

ᖹ᪥㸱㛫⛬ᗘ

ࠉ㸱㸵㸳㸮
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セクシュアル・ハラスメント、パワー・
ハラスメントのない学校にしましょう
お互いを尊重し、支え合うことができる職場にしましょう！
■
■
■

相談を 受けたら
ハラスメント等を正しく理解し、お互いを尊重して仕事ができる職場にしましょう。

○
○ 普段から教職員間で会話をする機会を持ち、気軽に相談できる職場にしましょう。

学校の相談窓口を確認しましょう。
相談窓口には男女両方の教職員を配置しましょう。
研修を実施して、様々なハラスメントの防止について共通理解を図りましょう。

「セクシュアル・ハラスメント」とは・・・

「パワー・ハラスメント」とは・・・

他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び教職員が他の教職員を不快にさせる職場外における性的
な言動のことです。

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のことです。

＜具体例＞

＜具体例＞

・冗談のつもりで「そろそろ結婚しろよ」「子どもはまだか」などと言う。
・酒席で、上司の側に席を指定したり、カラオケでデュエットを強要したりする。
・「男のくせに根性がない」「だから女は○○」などと言う。
・女性ということで、お茶くみ、掃除、私用等を押しつける。
など

・些細な失敗を執拗に非難する。
・合理的な理由もないのに、プライベートな事項を執拗に詮索する。
・発言を無視したり、会議に参加させないなどして、職場内で孤立させる。
・本人の能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事しか与えない。
など

被害にあった時は

管理職に求められること
○

○

管理職に求められること

はっきりと拒絶しましょう

日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防
止及び排除に努めること。

記録を
残しましょう

信頼できる人に
相談しましょう

セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速
かつ適切に対処すること。

家族や友人、管理職や
同僚など、信頼できる人
に相談しましょう。

教職員に求められること

○

不快と感じる言動を受けた時は、はっきり
と拒絶の意思を相手に伝えましょう。

○

問題提起をする教職員をトラブルメーカーとして見ることや当事
者間の個人的なこととして片付けることはせず、職場の問題として
解決に取り組みましょう。

○

セクシュアル・ハラスメントが見受けられる場合は、職場の同僚
として注意を促しましょう。

我慢したり、無視したりしても、何の
解決にもなりません。
ハラスメントは学校全体の問題です。
問題を解決していくことが、悩んでい
る他の人を救うことにもつながります。

相手の名前、日時、場
所、具体的内容等を記
録しておくことが、早期
解決につながります。

相談を受けたら

パワー・ハラスメントについて十分問題意識を持つこと。

○

上司等の言動によっては、教職員は人格を傷付けられ、あるい
は疎外感を持ち、過度に心理的負担等を受け、ひいては心身の健
康を損なうことがあり得ることを認識しておくこと。

教職員に求められること
○ パワー・ハラスメントを見聞きした場合は、周囲の教職員は、被害を
受けた教職員が一人で悩みを抱え込むことがないよう積極的に声掛け
をするとともに、必要な場合は、管理職や相談窓口等に相談しましょう。
○ 同僚がパワー・ハラスメントに当たるような言動をしている場合は、
速やかに注意しましょう。

○

見聞きした場合は、声を掛けて相談に乗りましょう。また、上司
等に相談することをためらわないようにしましょう。

○

職場の歓送迎会など勤務時間外のセクシュアル・ハラスメントに
ついても十分注意しましょう。

○

話をよく聞いてくだ
さい。

解決策を一緒に
考えてください。

相談窓口等に相
談することを勧め
てください。

職務上接する職場以外の者との関係にも注意しましょう。

相 岡山県教育庁・教育機関の職員
談 県立学校の教職員
窓
口
一 市町村（組合）立学校の教職員
覧
教職員ハラスメント相談ホットライン
※

○ 職務上接する職場以外の者との関係にも注意しましょう。

専用ホームページ

※ 「マタニティ・ハラスメント」や「アルコール・ハラスメント」など
その他のハラスメントについても十分注意しましょう！

http://kenchoweb.pref.okayama.jp/personal/kyoiku/somu/harassment/harassment_setumei.html

事務関係職員

岡山県教育庁教育政策課

人事班

086-226-7568

教育職員

岡山県教育庁教職員課

義務教育人事班

086-226-7581、高校教育人事班

市町村（組合）教育委員会

担当の部署（学校教育課、学事課、総務課等）

岡山県教育庁教職員課

義務教育人事班

専用電話

086-222-0874

086-226-7581、高校教育人事班

086-226-7582
086-226-7582

窓口には男女両方の相談員がおり、問題解決のお手伝いをします。なお、あなたのプライバシーは守られます。また、匿名で相談することもできます。

③

④

