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１ ハラスメント防止ガイドラインの目的 

 

本ハラスメント防止ガイドラインは、茨城県立医療大学の学生、教職員に対する嫌が

らせ、人権侵害を防止し、すべての人々が快適な環境で、学習・教育・研究・労働を行

う権利を擁護するべく、ハラスメントの防止、およびハラスメントの問題への対処に関

しての方針と手続きを定め、必要な措置や対策をとることを促すことを目的とします。 

 

２ ハラスメントの定義 

 

  茨城県立医療大学はハラスメントを、「人間関係を利用して、不適切な言動を繰り返

し行い、相手に精神的・身体的な面を含めて、修学・研究・職務遂行に関して不利益な

損害を与えること」による人権侵害行為と定義します。ハラスメントの特徴は、その行

動が不快で、屈辱的で、敵意に満ち、脅迫的であると、受け手に感じられることです。

以下にハラスメントの種類を挙げます。 

 

（１）セクシュアル・ハラスメント  

教職員が他の教職員，学生若しくは関係者を，学生が他の学生，教職員若しくは関

係者を又は関係者が教職員若しくは学生を不快にさせる性的な言動をいいます。  

（２）アカデミック・ハラスメント  

教員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教員又は学生等に対して行

う研究若しくは教育上又は修学上の不適切な言動をいいます。  

（３）パワー・ハラスメント  

教職員が職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教職員に対して行う就労上の

不適切な言動をいいます。  

（４）その他のハラスメント  

教職員が他の教職員，学生若しくは関係者に対して，学生が他の学生，教職員若し

くは関係者に対して、又は関係者が教職員若しくは学生に対して行う不適切な言動（前

１から３に掲げる言動を除く）をいいます。  

 

３ ガイドラインの対象と適用範囲 

（１）本ガイドラインは茨城県立医療大学の構成員（教職員、学生等その他本学に在籍す 

るすべての者）の間に生じたハラスメントについて適用します。 

（２）本ガイドラインは茨城県立医療大学の敷地内外、授業、課外活動、研究、勤務等の

時間を問わず学生、教職員に適用します。 
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４ 相談の手続き 

 

 ハラスメントに関する問題では、早期に解決を図るために、相談員を配置しています。

相談員はハラスメントの相談を受けた際には、適切な助言をとおして問題解決を図ると

ともに、必要に応じて被害状況の調査等についてハラスメント防止対策委員会に要請す

る役割を担います。相談の対象は原則として大学構成員の本人連絡による大学構成員に

生じたハラスメント問題とします。 

 

対 象  相談員  

教職員  副学長  

 学長指名相談員 

付属病院副院長  

事務局次長  

学生 学生部長 

研究科長 

学生相談員（学外相談員を含む） 

原則として大学教員については副学長、付属病院職員については付属病院副院長、事

務局職員については事務局次長が対応します。 

原則として学生については学生部長あるいは学生相談員が対応します。また大学院学

生については原則として研究科長が対応します。 

学生は、担任等を伴って相談することができます。 

 

各年度の相談員および連絡先については【別表】を御覧ください。 

 

（１）相談方法 

 相談は相談員に、①直接話す、②文書を送る、③電話で話す、④電子メールで連絡

する、等の方法があります。学生相談員と直接、面談を希望する場合は、電話や電子

メール等で予約のうえ、学生相談室で行います。 

  相談員は人権問題に対する十分な認識と理解の下に対応します。プライバシーは保

護され、本人の同意無く、個人情報や相談内容が他者に伝わったり、また相談したこ

とにより、不利益をこうむるといった心配はありません。相談を通して状況を把握し、

相談者の意思を尊重して対応策を検討します。検討の結果、必要に応じてハラスメン

ト防止対策委員会に対応を要請します。安心して相談員に相談してください。 
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＜相談における対応の流れ＞ 

 

相談要請    ⑴ 相談受付     ⑵ 相談の実施    ⑶ ハラスメント防止対策委員会へ要請 

        ・内容の整理     ・状況把握      ・調整の要請 

・対応策の検討    ・調査の要請 

                              ・要請内容への取り組みの確認 

                               ・審議結果を受ける 

 

                     

    （4）相談者への伝達 

・取り組み開始の有無 

・審議結果 

  

   面談の結果、相談者自身が解決への方向性を見出して相談を辞退する場合は、⑵で相談は終結しま

すが、相談者の希望あるいは相談員との相談の結果によって⑶に進みます。 

 

（２）相談員の業務 

   相談員は、ハラスメント防止に向けて以下の業務を行います。 

① 相談者のハラスメントに関する相談に応じます。 

相談員は相談者からの相談内容、苦情、訴えを十分に聞き、最善の解決策を講じ

ます。 

② ハラスメント防止対策委員会に対して適切かつ早急な処置を要請する。 

相談者との相談の過程において、相談者が希望した場合、および相談員が必要と判

断した場合には、相談者の同意を得た上で、ハラスメント防止対策員会に調整あるい

は調査を要請します。それは以下のような場合です。 

・相談者の申し立てがある場合 

・ハラスメント問題のあることが疑われ、調整あるいは調査が必要と判断する場合 

・ハラスメント問題があり、被害の拡大防止対策が必要と判断する場合 

③ 緊急に被害者を保護することが必要と判断した場合には、緊急保護処置を講じると

ともにハラスメント防止対策委員会に報告します。 

④ 相談員がハラスメント防止対策委員会に要請を行った後、相談者から委員会の対応

の説明を求められた場合には、委員会に確認し、要請内容に関する取り組みの進捗

状況について相談者に伝えます。 

⑤ ハラスメント防止対策委員会からの審議結果に関する通達を受けた場合は、速やか

にその内容を相談者に伝えます。またハラスメントが止まない場合には、継続して

相談に応じます。 
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５  申し立ての手続き 

   構成員はハラスメント被害について、ハラスメント防止対策委員会に対して、問題解

決を求める手続きを行うことができる・これを申立ての手続きという。申立ての手続き

は申立人が相談員を通じてハラスメント防止対策委員会に対して、所定の「申立書」を

提出することにより開始される。その際、申立人は次のうちから希望する問題解決の手

続きを選択できる。 

   

手続き 手続きの概要 手続き主体 主な救済措置例 

調整 当事者双方の主張を公

平な立場で調整し、必要

に応じて当事者同士の

話し合い、または調停案

の提示により問題解決

を図る 

ハラスメント防止対策委員会

（幹部教職員の協力） 良好な就学・就労環境の回復 

加害者の反省・謝罪 

不利益回復・被害救済措置 

処分勧告 

調査 事実関係の公正な調査

に基づき、厳正な措置を

求める手続き 

ハラスメント防止対策委員会

および調査委員会       

ハラスメント防止対策委員会は申立人の意向を最大限尊重し、ハラスメントの状況を

考慮した上で、問題解決のために相応しい手続きを取るよう努力する。 

 

６ 問題解決の手続き 

 

（１） 対応システム 

① ハラスメントに関する被害救済の申し立てに対応するために、ハラスメント防止対

策委員会を設置しています。 

② 被害の救済申し立ては、本人のみが行えます。また匿名で行うことはできません。 

③ 相談員と相談の上で被害の救済申し立てがなされた場合は、以下の｢ハラスメント

の防止ならびに発生への対応システム｣に従って、「調整」、「調査」のいずれかの手

続きを開始します。 

       

（２） 「調整」への対応システムについて（8ページの図参照） 

① 申立人からハラスメントに関する相談、苦情があり、相談員との面談の結果、被害 

   の救済申し立てがなされた場合は、当事者双方の主張をハラスメント防止対策委員

会が公平な立場で調整します、あるいは当事者同士の話し合いの場を設け、調停案

の提示により解決を図る手続きが「調整」です。 

② 申立人からハラスメントに関する相談・苦情があり、相談員と面談の結果、「調整」

により問題解決の希望が提出された場合、ハラスメント防止対策委員会は、必要に

応じ幹部教職員に協力を求め、解決を図ります。 
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③ 「調整」の手続きにおいては、申立人の要請に応じて相談員が同席することがある。 

④ 「調整」の過程においては、当事者同士の話し合いの必要が必要な場合、ハラスメ

ント防止対策委員会の委員が話し合いの場に立ち会います。委員は双方の主張を調

整するなど、当事者間の話し合いを円滑に進めるために必要なサポートをします。 

⑤ 「調整」は当事者間の合意が得られれば成立となる。また進行状況や諸般の事情を

考慮し、ハラスメント防止対策委員会が調停案を提示することがあります。当事者

双方が調停案を受諾した場合は「調整」成立となります。 

⑥ ハラスメント防止対策委員会は次のいずれかに該当する場合は、「調整」を打ち切

ることができます。 

・当事者の一方または双方が「調整」の打ち切りを申し出た場合 

・当事者の一方または双方が調停案を受諾しない場合 

・相当な時間が経過しても合意する見込みがないと判断した場合 

⑦「調整」を担当したハラスメント防止対策委員会の委員は「調整」が終了したとき

は、合意事項を文書で確認し、ハラスメント防止対策委員会に報告します。 

⑧ 申立人は「調整」が打ち切りとなったときは、ハラスメント防止対策委員会に対し

て、他の問題解決の手続きを求めることができます。 

⑨ 「調整」の対応システムの過程において、当該案件の相談者は、申立人の求めに応

じて、取り組みの進捗状況について伝えます。 

 

（３） 「調査」への対応システム（8ページの図参照） 

① ハラスメントの事実関係の公正な調査に基づき、被害者の不利益救済、加害者の処

分など厳正な措置を求める手続きが「調査」です。 

② ハラスメント防止対策委員会は申立人から「調査」の申立てを受け、「調査」の必

要があると認める場合には、調査委員会を設置します。 

③ ハラスメント防止対策委員会は申立人の保護が必要と判断した場合には、申立人を

保護するために直ちに保護措置の要請を行います。 

④ 「調査」の手続きにおいては申立人の要請に応じて、相談員が同席することがあり

ます。 

⑤ 調査委員会は、必要に応じて、当事者その他の関係者から事情を聴取するなどして、 

事実関係を調査し、調査結果をハラスメント防止対策委員会に報告します。 

⑥ ハラスメント防止対策委員会は報告内容を確認し、ハラスメントの事実関係（被害

者、加害者）を認定する。また必要に応じて当事者の意見を聴取することがありま

す。 

⑦ ハラスメント防止対策委員会委員長（学長）は審議結果を当該案件の相談員に通達

し、相談員より申立人に通知されます。また学長/事務局長/学生部長/研究科長/
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付属病院長から、申し立てられた者に対して、審議結果を通知します。また申し立

てられたものが加害者と審議された場合は、学長より処置が行われます。 

⑧ ハラスメント防止対策委員会は被害者の受けた不利益を可能な限り回復する措置

を講ずるよう、学科、センター、付属病院、事務局のそれぞれへ勧告します。 

⑨ 当該案件の相談員は申立人の求めに応じて、取り組みの進捗状況を伝えます。 

 

 

＜図 ハラスメントの防止ならびに発生へのハラスメント対応システム＞ 

 

相談者・申立人 

ハラスメントに関する相談・救済申立て 

 

                   

 

                                    

 

 

 

 

                調整または調査の要請                      

    調査委員会 

被害の救済申し立てに関する調査 

調査内容・調査結果の報告 

 

 

                                              

 

                                          

 

                  

   

   

        

 

 

 

相談員 

ハラスメントに関する相談への対応 

被害の救済申し立てへの対応の要請(必要に応じて緊急保護措置の要請) 

被害の救済申し立てへの対応の開始の有無の確認 

相談者の要請がある場合は、委員会の取り組みの開始の有無を伝える 

相談者への審議結果、改善策の通知 

ハラスメント防止対策委員会 

ハラスメントに関する問題の解決・救済 

調査委員会の設置・必要に応じて緊急保護措置の施行 

ハラスメント問題の審議と被害者救済の方策の検討    

被害者救済の方策の提案 

審議結果と改善策の通達・処置 

被害者への審議結果、処置内容、改善内容の通知 

申立てられた者 

実

態

調

査

実

態

調

査

調査が必要な

場合に設置 

調査結果報告 
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（４） ハラスメント対応システムの各組織 

① 相談員 

   構成員および業務については、本ガイドライン「４．相談体制」を参照してくださ 

い。 

② ハラスメント防止対策委員会 

    ハラスメント防止対策委員会は本学構成員に係るハラスメントに関する問題の解 

決とその救済を行うために、ハラスメントの防止ならびに発生へのハラスメント対

応システムに沿って対応します。 

    委員会は次に掲げる委員で組織されています。 

    ・学長 

    ・副学長 

    ・事務局長  

・付属病院長 

・学生部長 

・研究科長 

・その他学長が必要と認めた者 

（ハラスメントに関して十分な見識と経験を持つ本学教職員および外部委託者） 

② 調査委員会 

    調査委員会は、本学構成員のハラスメントに関する申し立てがなされた場合に、 

ハラスメント防止対策委員会の指示により、速やかに設置されます。その構成員は

ハラスメント防止対策委員会委員長によって任命された本学構成員からなります。 

調査委員会はハラスメント防止対策委員会とは独立した組織とし、調査委員が調

査、報告においてハラスメント防止対策委員会からの影響を受けることはありませ

ん。 

 

（５） 被害者保護 

① 緊急的保護 

    被害申立人の要請により、ハラスメント防止対策委員会が必要と判断した場合、

委員会は当該案件の審議を待たず、緊急保護措置を講じます。 

② プライバシーの配慮 

    聞き取り調査におけるプライバシー保護については十分に配慮します。 

③ 不利益の防止 

    被害の申し立て、あるいは調査への回答により、不利益をこうむることのないよ

うに努め、それを保証します。 

④ 情報漏えいの防止 

    調査委員によって得られた情報は、他へ漏えいすることのないように努め、それ
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を保証します。 

 

（６） 公正な調査の保証 

① 調査委員会の構成員 

構成員は、申し立てられた者と利害関係のない教職員で、申し立てられた者と同

じ部署の教職員は除外します。また申立人が、調査委員として望ましくないと申し

出がある場合には、選定対象から除外します。 

構成員の性別は原則として男女同数とします。 

② 再調査 

調査委員会の報告結果が、相談員から提出された被害の救済申し立て内容と大きく 

異なる場合には、再度調査委員会を設置して再調査を行います。再調査は新しい調査

委員会で行います。新しい調査委員会の構成員は、委員の半数以上が新任者となるよ

うにします。 

 

（７） 申し立てられた者・加害者への通達・処置 

(審議結果が出るまで、および審議の結果、被害申立人に害を及ぼしていないとされ

た場合は「申し立てられた者」、被害申立人に害を及ぼしたとされた場合は「加害者」

とします。) 

① 保護 

調査委員会での調査時にはプライバシーを保護し、回答したことによる不利益の

防止に努め、また調査委員が得た情報は、他へ漏えいすることのないように努め、

それらを保証します。 

申し立てられた後の差別的、不利益的扱い、嫌がらせの防止に努め、それを保

証します。 

② 審議結果と環境等の改善策の通達 

学長/事務局長/付属病院長から審議結果と環境等の改善策が通達されます。 

 

（８） 加害者への通達・処置・保護 

① 保護 

加害者とされた者は審議結果に誤りがあると考える場合には、ハラスメント防止対

策委員会に異議申し立てを行うことができます。 

② 審議結果と処置内容の通達 

学長/事務局長/付属病院長から審議結果、処置内容が通達されます。その処置内容

に従って処置を受けます。 

 

７ ハラスメント防止のための体制と活動 
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（１）ハラスメント防止体制 

   本学ではあらゆるハラスメントを防止・根絶するために相談体制、ハラスメント防

止対策委員会、調査委員会を設けています。このハラスメント防止体制は相互に連携

して、ハラスメント防止に努めます。 

   ハラスメントは誰でも被害者となると同時に、加害者になる可能性があります。ハ

ラスメント防止のために、本学構成員はハラスメントに対する理解を深め、ハラスメ

ントを許さないといった意識・姿勢を持つことが求められます。学内からハラスメン

トの防止を目指して、ハラスメント防止対策委員会では以下に示す様々な活動を進め

ていきます。 

 

（２）ハラスメント防止対策委員会の役割 

   ハラスメント防止対策委員会でハラスメント防止・根絶のために、ハラスメント問 

題の解決、および被害者の救済、ハラスメントに関する情報収集、情報提供、大学構 

成員に対するハラスメントの啓発活動の実施等を行います。 

 

（３）ハラスメント防止のための具体的活動 

  ①パンフレットの配布、ポスターの掲示その他適切な方法により、ハラスメント防 

止のための啓発・研修を行います。 

② ハラスメント防止ガイドラインを作成し、ホームページに掲載します。 

③ ハラスメント防止に対する理解を深める機会を企画し、それを本学構成員に提供 

します。具体的には学生に対しては新入生オリエンテーション、講演会等、教職員に 

対しては研修会、講演会等で行います。 

 

（４）ハラスメントに関する問題の解決と救済 

   これについては、「６．問題解決の手続き」に詳しく述べてありますので、参照して

ください。 

 

（５）ハラスメントの防止・根絶に関する事項の審議 

① ハラスメントの防止・根絶に関する事項を必要に応じて審議します。 

②ハラスメント防止ガイドラインの見直しを必要に応じて行います。 

 

（６）人権の尊重、プライバシーの保護 

① ハラスメント防止対策委員会は相談者の意思をできる限り尊重します。 

② ハラスメント防止対策委員会委員はハラスメントの関係者の人権とプライバシー

を尊重し、問題解決の過程で知り得た秘密を他に漏らしません。 
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８ ハラスメントの事例 

  以下にハラスメント（アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、セクシ

ャル・ハラスメント）に相当する言動の一部を示します。ハラスメントの被害を受けた

と思う場合、また相談すべき内容か否か迷う場合には、以下の内容にとらわれずに相談

員に相談してください。 

 

アカデミック・ハラスメント 

・正当な理由を示さずに単位を与えない。 

･正当な理由無く、本人の希望に反する研究テーマを押し付ける。 

･正当な理由無く留年を言いわたす。 

･進学を妨害する。 

･嫌いなタイプ、意見の合わない学生に対して指導を拒否したり、差別待遇をする。 

･実験器具・機材を使わせてもらえない。 

･教育・研究に関係のない雑務を強要される。 

･人前で激しく部下あるいは学生を叱責する。 

･ミスの注意だけでなく、人格まで否定する。 

･学生や部下を傷つけるネガティブな言動を行う。  

･他の教職員を激しく誹謗中傷する。 など 

  

(その他、アカデミック・ハラスメントの例) 

・学生の前で「この大学の学生は出来が悪い」等と言う。 

・学生や教員の前で「この大学の教員は頭が悪い」「この大学の教員の論文はレベ

ルが低い」「この大学は落ちこぼれの集まりだ」「あの教員は前の大学で使い物

にならなかった」等という。 

・「お前はいないほうがましだ」などと暴言を吐く。 

・（指導者からのハラスメントを“された側”に対して）「研究に対する考え方が

甘いのではないか」等→二次被害となる。 

 

パワー・ハラスメント 

     ・大学・組織運営に関係の無い雑務を強要する。 

・同僚の前で罵声を浴びせる。 

・仕事を与えない。 

・過度の仕事を強要する。 

・人格を否定する暴言を吐く。 
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・部下を孤立させる。 

・上司に対して不適切な言動をとる。 など 

 

 (その他、パワー・ハラスメントの例) 

・「昇進したいのでしょう，ならば自分の言うことを聞いた方がいい」等と言う。 

・失敗やトラブルなどについて「みんなが知っている」という。「みんな」という

言葉を使い孤立させる行為となる。 

・「（自分の行く）飲み会に付き合わないようではダメだ」と言う。 

・（上司からのハラスメントを“された方”に対して）「あなたの言い方も悪いの

ではないか。そのくらい我慢できないようではダメですよ」→二次被害となる。 

 

セクシャル・ハラスメント 

・特定の個人に口笛を吹いたり，ヤジを飛ばす。  

・服装や体つきについて性的な表現をする。   

・特定の個人に対する性生活について虚言，流言をする。  

・関心のないことをはっきり表現したにもかかわらず，しつこくつきまとう。  

・特定の個人の性的魅力や性的能力を点数で評価する。  

・固定的な性的役割意識に基づく蔑視的な表現をする。  

・宴会等で異性に対して隣に座ることやお酌をすることを強要する。  

・相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺める。  

・相手が望みもしない手紙や品物，写真などを送る。  

・特定の個人の衣服や髪，身体に触れたり，首や肩をもんだり、又これらのこと

を強要する。 

・わいせつな写真やポスター、文書などを掲示し、これらを見ることを強要する。 

・飲食の強要 など 

  

(その他、セクシャル・ハラスメントの例) 

・「あなたはご主人がいるから経済的に問題はない」「あなたは子どもがいない

から経済的に問題はない」等と言う。 

 

その他のハラスメントの例 

・「お金が儲かる職種だからお金持ちのはずだ。結構もらっているでしょう」等

と必要以上にプライバシーを詮索する。 

・「患者の心がわからない職種だから」とその職種の人の前で一般化して批判す

る。など 


