るとおり，人権の問題，多様性の問題は大きく取り
上げられ，世間一般に浸透するものになってきてい

●弁護士

帯刀康一

る。企業の人事労務においてもこれらを意識した施
策を執り行うことは，もはやマストになっていくだ
ろう。
今号では性的嗜好・性的自認に関する基本と昨今の
事情を整理するとともに，具体的な人事施策，労務
管理に関する課題について留意点をまとめた。
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昨今のオリンピックや SDGs 関連の報道でもわか

職場における LGBT への
配慮と人事労務対応
弁護士

1

LGBT の基礎知識と
昨今の状況

帯刀康一

す）を表す総称とされています。
現在，マスメディア等がセクシュアルマイノリティ
について報道する際，LGBT という言葉を使用する
ことが多いことなどから，日本では，セクシュアルマ

多様な働き方，多様性を認める方針のなか

イノリティについて表現する場合に，LGBT という

で，LGBT についても具体的な職場での配

言葉が使用されることが多くなっているといえます。

慮などを強化する方針が打ち出され，総務や

なお，電通が，2021年４月８日に公表した「LGBTQ

人 事 で 情 報 収 集 を 進 め て い ま す。最 近 は

＋調査2020」においては，
「LGBT」という言葉の認

「SOGI」や「LGBTQ」などという単語も聞

知度は80.1％とされています。この認知度については，

くようになりました。これらは LGBT とは

2015年調査では37.6％，2018年調査では68.5％であっ

何が違うのでしょうか。基本的な用語や経

たことからしても，現状の日本においては，大多数の

緯，現在は国内外でどのような対応が進んで

人が LGBT という言葉を認知している状態であると

いるのかなど，教えてもらえないでしょうか。

いえます。
もっとも，現状ここまで認知されるに至りました
が，当職も，いまでこそこのような LGBT に関係す

「LGBT」という言葉は，だれが LGBT

る記事の執筆の仕事を頂けるまでになりましたが，自

なのかという観点に捉われがちな言葉であ

らの恥を忍んで事実を告白しますと，2015年の６月こ

るので，最近は「SOGI」という言葉が用

ろまでは，
「LGBT」という言葉さえ知りませんでした。

いられることもある。今後は性には多様性があるこ

なぜ，その時期まで LGBT という言葉さえ知らな

とを定義からも読み取ることができる言葉が用いら

かったのか，逆にいえば，なぜその時期に LGBT と

れることが多くなっていくと思われる。

いう言葉を知ったのかといいますと，実はまったくの

セクシュアルマイノリティに対する配慮等につい

偶然であり，あるクライアント企業から，日本におけ

ては，地方自治体などで条例が制定される例が出て

る LGBT に関する法制度の現状をまとめて意見書に

きているが，直接規定する法令はないのが現状であ

してほしいという依頼があったことがきっかけです。
上記依頼があったときには，弁護士というプライド

る。

がじゃまをして，そのクライアント企業の担当者に対
し，
「LGBTって何のことですか？」と尋ねることも

1

できず，その後すぐに，まずインターネットで調べ，

LGBT について

そこで初めてセクシュアルマイノリティの方々のこと
を表す総称の１つであるということを知りました。

LGBT とは，レズビアン，ゲイ，バイセクシュアル，

それから日本における LGBT に関する法制度につ

トランスジェンダーの頭文字を取ったもので，セク

いて調べようとしたところ，2015年６月当時というと

シュアルマイノリティ（
「性的少数者」とも称されま

いまから６年ほど前ですが，同テーマについて法律家
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が書いた書籍などは皆無に等しい状況でした。そこ

ては，
「言葉も意味も知っている」との回答がすべて

で，国会図書館に行き，手当たり次第関連雑誌の記事

10％以下となっています。

等をコピーしたり，大規模な書店で関連書籍を買いあ

これには複数の要因が考えられますが，やはり日本

さってほぼ独学で勉強しました。いまになってようや

では「LGBT」という言葉が先行しており，また，

く当時のことを話せるようになった部分もあります

「LGBT」という言葉には，
「だれが『Ｌ』
『Ｇ』
『Ｂ』

が，当時，当職が国会図書館で LGBT 関連記事を大

『Ｔ』なのか」という個人に着目した発想を招きやす

量に印刷依頼をする際や，書店で LGBT 関連書籍を

い面が否定できないことが大きな要因になっていると

大量購入する際，図書館や書店の対応者が私の顔を二

思われます。

１

度見していたという記憶は残っています 。

2

もっとも，現状の日本において，
「LGBT」という
言葉を使用すること自体は必ずしも法的な問題はない

LGBTQ（LGBTs）について

と解されます。気をつけなければならないのは，たと
えば，職場において性の多様性に関する社内研修を実

少し話がわき道にそれてしまいましたが，前記

施する場合に，
「LGBT」という言葉のみが独り歩き

「LGBTQ ＋調査2020」によれば，５人に１人が LGBT

してしまうような研修を行ってしまうと，性の多様性

という言葉を認知していない可能性があるということ

に関する正しい理解が進まない可能性があるというこ

でもあり，日本において LGBT が完全に認知されて

とです。

いるという状態には至っていません。

重要なことは，
「LGBT」という言葉の意味を知る

したがって，企業が，性の多様性等に関する社内研

ことではなく，性には多様性がある，すなわち，セク

修等を行う際には，従業員のなかに，いまだに２割程

シュアルマイノリティは「LGBT」に限られず，他に

度はそもそも LGBT という言葉すら認識していない

も「Ｑ」などさまざまなセクシュアリティが存在して

労働者がいるということを念頭におく必要があります。

おり，また，そもそもセクシュアルマイノリティであ

なお，
「LGBT」という言葉は，あくまでも総称で

るか否かにかかわらず，だれであっても多かれ少なか

あり，セクシュアルマイノリティは，
「Ｌ」
「Ｇ」
「Ｂ」

れ個性があるように，
「LGBT」のなかの，たとえば

「Ｔ」のどれかに必ず分類されるというものではあり

「Ｌ（レズビアン）
」であっても，１人ひとりが異なる

ません。そこで，クエスチョニング（Ｑ）という自分

わけで，
「レズビアン（Ｌ）だからこうだよね」とい

の性自認や性的指向を決められない・決まっていない

う固定観念や偏見を持ってはいけない，というところ

人 も 含 め て，「LGBTQ」と 称 さ れ る こ と や，

まで理解することが必要です。

「LGBTQ」以外にもさまざまな性のあり方があるこ
とから，
「LGBTs」と称されることがあります。
そして，上記「LGBTQ ＋調査2020」で気になる点

3

SOGI について

が，
「Ｌ」
「Ｇ」
「Ｂ」
「Ｔ」以外の多様なセクシュアリ

前 述 の よ う に，
「LGBT」と い う 言 葉 は，だ れ が

ティである「Ｑ＋」についての認知度は低いという事

「LGBT」なのか，という観点に捉われがちな言葉で

実です。ちなみに，同調査によれば，
「クエスチョニ

６
あるので，最近は「SOGI」
という言葉が用いられる

２
３
ン グ」
「ア セ ク シュア ル・ア ロ マ ン ティック」
４
５
「エックスジェンダー」
「パンセクシュアル」
につい

１ 決して，当時の担当者を批判しているわけではなく，たかだ
か６年前にもかかわらず，当時はそのような状況であったとい
うことを知っていただきたいという趣旨である。

２ 自身の性的指向・性自認（性同一性）が定まっておらず，決
定していない人のこと。
３ 無性愛者。性的指向がない人のこと。
４ （身体的性に関係なく）性自認が男性にも女性にも当てはまら
ない人のこと。
５ 全性愛者。性的指向がすべてに向く人のこと。
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こともあります。
「SOGI」とは，Sexual Orientation
（性的指向）と，Gender Identity（性自認）の頭文字

性自認に基づく差別を禁止する条例９を設ける自治体
も出てきています。

を取った，人の属性の略語とされています。異性愛の

しかし，国の施策としては，いまだに同性婚は認め

人等も含めたすべての人が持っている属性を指すもの

られておらず，また，超党派で合意した LGBT など

であり，人ごとに違っていて当たり前というニュアン

セクシュアルマイノリティの課題に関する「LGBT

スが含まれているため，人権等への配慮の観点から，

理解促進法」についても，同法の基本理念に「差別は

国際社会においては，だれが LGBT なのかを端的に

許されないものという認識の下」という言葉を盛り込

示す「LGBT」という表現ではなく，
「SOGI」という

むことに自民党が反対したことで，今国会への提出は

言葉を用いるようになってきているようです。

見送られ，性同一性障害者特例法10のほかには，セク

したがって，今後日本においても「SOGI」という
言葉が用いられることが多くなっていくと考えられま

シュアルマイノリティに対する配慮等について直接規
定する法令は存しないのが現状です。

すが，現実問題として，
「SOGI」は，異性愛の人等も

もっとも，近時，同性間の婚姻を認める規定を設け

含めたすべての人が持っている属性を指す言葉である

ていない民法および戸籍法の婚姻に関する諸規定が同

ことから，セクシュアルマイノリティの方々の総称と

性愛者に対しては，婚姻によって生じる法的効果の一

して使用することが難しいという側面は否めません。

部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとし

社内研修の場合等でもセクシュアルマイノリティの

ていることは，立法府の裁量権の範囲を超えたもので

方々の総称を使用せざるを得ない場面がありえます

あって，その限度で憲法14条１項に違反すると判示し

が，前述のように，性には多様性があり，セクシュア

た裁判例も出てきており（札幌地裁令3.3.17判決）11，

ルマイノリティは「LGBT」に限られないということ

今後の政府の対応等についても注視していく必要があ

などからすれば，今後はセクシュアルマイノリティの

ります。

総称としては，
「LGBTs」といった，セクシュアルマ
イノリティは「Ｌ」
「Ｇ」
「Ｂ」
「Ｔ」に限られないと
いうこと（性には多様性があること）を定義からも読
み取ることができる言葉が用いられることが多くなっ
ていくでしょう。

4

5

諸外国における動向等

諸外国の動向に目を向けると，職場における性的指
向・性自認の問題について，EU では2000年に，職場
における性的指向・性自認を理由とする差別等を禁止

日本および諸外国における
LGBT に関する動向等

する「雇用と職業における均等待遇に関する基本的枠
組指令」が採択されました。

昨今，地方自治体においては，渋谷区が先がけとな

また，2001年にオランダが世界で初めて同性婚を認

７

りましたが，条例でパートナーシップシップ制度 を
設けたり，また，文京区のように，2017年10月から，
区が契約するすべての仕様書のなかに，
「性別（性自
認及び性的指向を含む）に起因する差別的な取扱いを
行わないこと」という文言を入れるという対応を取っ
ていたり８，さらには，国立市のように，性的指向・
６ 「ソジ」や，「ソギ」という。
７ パートナーシップ制度に基づき発行されるパートナーシップ
証明書等に，直接的な法的効果は存しないのは難点である。
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８ 「性自認および性的指向に関する対応指針～文京区職員・教職
員のために～」（2021年３月）９頁参照。
９ 「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」
の８条１項で「何人も，ドメスティック・バイオレンス等，セ
クシュアル・ハラスメント，性的指向，性自認等を含む性別を
起因とする差別その他性別に起因するいかなる人権侵害も行っ
てはならない」と規定されている。
10 性同一性障害を抱えた人が一定の要件を満たした場合に戸籍
上の性別を変更できることを可能にした法律である。
11 ただし，国家賠償法１条１項に基づく損害賠償請求自体は「国
会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠って
いたと評価することはできない」として棄却された。

めるなど，主としてヨーロッパの国々等ではセクシュ
アルマイノリティの人権を擁護する流れとなり，アメ
リカでも，2015年６月26日に連邦最高裁判所により

2 カミングアウトに関連する
施策の適用とアウティング

同性間での結婚の権利を憲法上の権利と認める判決が
下されたことから，現在はアメリカ全土で同性婚が合

当社ではダイバーシティ＆インクルージョ

法化されています。他方で，アフリカ，中東諸国の一

ン推進のなかで，セクシュアルマイノリティ

部では，同性愛行為等について刑事罰を設けている国

に関する相談窓口を設置しています。社員か

も存在します。

ら，会社が用意している LGBT 対応の各制

さらに，国際的な人権擁護の観点では，2006年にイ

度について利用したいという相談があったの

ンドネシアのジャカルタで国際人権の専門家の会合が

ですが，一方で「カミングアウトはしたくな

開かれ，
「性的指向や性自認（SOGI）に関する幅広い

い」という希望があるようです。カミングア

事柄において，国家は人権の考え方を適用することを

ウトはしないで，たとえば同性パートナーと

改めて守り，実行すべきである」という原則を確認

の事実婚における家族手当の適用を申し出ら

し，性的指向と性自認に関連してどのように表される

れた場合はどうすればよいのでしょうか。

のかを示し，国家が取るべき措置を29の原則にまとめ

また，トランスジェンダー用トイレの利用

た「ジョグジャカルタ原則」が採択されました。その

等については，現実問題としてだれにも知ら

後，国際人権法が進展していることや性的指向，性自

れないまま利用することは難しいと思いま

認を根拠とする被害に関する理解が拡大したことに加

す。
「カミングアウトしなければ適用しな

えて，新たに性表現と性的特徴についても認識が高

い」という対応はナンセンスだと思います

まったことを背景に，2017年に「ジョグジャカルタ＋

が，
「カミングアウトしない範囲でできるこ

10」
（YP ＋10）が採択され，新たに，性的指向，性

とのみ適用する」といった対応をしても問題

自認，性表現，性的特徴（身体の性）にかかわらず，

ないでしょうか。

暴力，差別や他の危害から国家に保護される権利と
いった国家の義務などが加えられました。

最近，報道などでアウティングが問題と
なっていると聞くこともあり，アウティング

そして，国連においても，2008年の総会に「人権と

には配慮しなければならないと思うものの，

性的指向と性自認に関する声明」が提出され，日本政

現実問題としてカミングアウトしない範囲で

府もこの声明を支持しています。2011年には，国連人

何をどこまでできるのか何をしてはいけない

権理事会において，性的指向と性自認に基づく人権侵

のかがよくわからず悩んでいます。

害に明確に焦点を当てた初めての決議が採択されまし
た。
このように，国際社会においては，一部の例外を除

本問の場合，懸念されるのは，間接的に

き，性的指向と性自認に基づく人権侵害や差別等は禁

労働者の性的指向・性自認のカミングアウ

止の傾向になっており，日本も基本的にはこれに沿う

トが生じてしまうことである。一方で企業

ものと思われます。しかし，日本は，2014年に国連自

は，他の社員に対する安全（環境）配慮義務も負っ

由権規約委員会から，性的指向・性自認を含む差別を

ているため，他の労働者に対する安全（環境）配慮

法律で禁止すべきといった勧告がなされながらも，前

義務の履行等に必要な範囲において，トランスジェ

述のとおり，LGBT 理解促進法すら国会への提出が

ンダーの労働者にとっては予期せぬカミングアウト

見送られているのが現状です。
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が生じてしまう可能性がある対応を避ける必要があ
る。

■調査全体
・
「いないと思う」が41.4％
・
「わからない」が29.9％，
「1,000人以上」では，
「認
知している」
■「1,000人」以上

1

・
「認知している」が40.6％

職場でのカミングアウト

・
「認知していないが，いる可能性を想定してい

「職場でのカミングアウト」と聞いて，皆さんはど

る」が29.7％

のようなことを想像するでしょうか。現実のこととし

次に，職場でのカミングアウトしている割合につい

て考えたことはあるでしょうか。実は，
「職場でのカ

ては，同報告書236頁によれば以下のとおりで，
「性的

ミングアウト」について，現時点で法的な定義はあり

マイノリティ当事者が職場に存在していても，性的マ

ませんし，直接的に規制をする法律もありません。

イノリティであることを自ら伝えていない状況がうか

もっとも，
「職場でのカミングアウト」をあえて定
義づけするとすれば，労働者が職場において公表して
いない自身の性的指向・性自認等を第三者に開示する
こと，と定義できると思います。
そして，本人の性的指向・性自認は，本人にはいか
んともし難いものであり，その人の人格権・プライバ
シー権等と密接に関連しているものであることから，
基本的には，
「職場」において自らの性的指向・性自

がえる」とされています。
■いまの職場のだれか１人でも，自身が性的マイノリ
ティであることを伝えている割合
・
「レズビアン」
「ゲイ」
「バイセクシュアル」を合
わせて，7.3％
・
「トランスジェンダー」は，だれかに伝えている
割合が比較的高く，15.8％

認についてカミングアウトするか否かについては，本

また，同報告書236頁によれば，性的マイノリティ

人自身が選択すべき問題であり，他者からカミングア

であることを伝えている相手については以下のとおり

ウトを強制されるものではないと解されます。

であり，
「職場においては，会社に対して就業上の配

なお，職場でのカミングアウトの状況ですが，2019

慮や困りごとの相談を行うことのためにカミングアウ

年度の厚生労働省委託事業である「職場におけるダイ

トすることが考えられるが，カミングアウトの実態と

12

バーシティ推進事業報告書（2020年３月）
」 234頁に

しては，同僚など身近な人が多いことがうかがえる」

よれば，まず，企業が社内に当事者がいることを認知

とされています。

しているかどうかについては以下のとおりで，
「明確
なカミングアウトがない場合でも，いる可能性を想定
している企業が大企業を中心に一定割合あることがう
かがえる」とされています。

・
「レズビアン」
「ゲイ」
「バイセクシュアル」
→ 同僚：73.8％
上司：38.1％
人事部門の担当者：9.5％
・トランスジェンダー
→ 同僚：62.5％

12 同報告書は，本記事で引用したデータ以外にも，職場の LGBT
への配慮と対応を考えるうえで参考となるさまざまなデータ等
が記載されているため，職場のダイバーシティを進める人事労
務担当者は，参照することをお勧めする。

38

労務事情

2021.11.1 №1436

上司：62.5％
人事部門の担当者：18.8％

さらに，同報告書237頁によれば，
「自身が性的マイ

ノリティであることを伝えている理由」では，
「自分
らしく働きたかったから」
「職場の人と接しやすくな
ると思ったから」
「特に明確な理由はない」等の割合
が比較的高い一方で，
「トイレや更衣室など，施設利
用上の配慮を求めたかったから」
「ホルモン療法や性

2

職場でのアウティングへの対応が
必要な理由

⑴ 職場でのアウティングとは

別適合手術を受けることになったから」
「異動におけ

１において，職場でのカミングアウトの意味と，こ

る配慮を求めたかったから」
「会社の福利厚生制度を

れに関するデータをみてきましたが，職場でのカミン

利用したかったから」といった，
「労務管理上の配慮

グアウトへの対応等について考える際に，切っても切

のために，カミングアウトした割合は，トランスジェ

れない関係にあるのが職場でのアウティングです。

ンダーを中心に一定程度みられる（ただし，サンプル

職場でのアウティングについても法律上の定義はあ

数が少なく，参考値であることには留意が必要）
」と

りませんが，
「職場において，本人の同意なしに，本

されています。

人がオープンにしていないその性的指向・性自認など

なお，
「アウティング・カミングアウトの強要が
あったため」という理由が０％であったことは望まし
い結果だと思いますが，労務管理上の配慮のためにカ
ミングアウトした割合という部分は，本問の回答とも
関連する調査結果といえるかと思います。

を正当な理由なく第三者に開示すること，および開示
を強制すること」と定義できると解されます13。
⑵ 職場でのアウティングと法的利益の侵害について
職場でのアウティングについては，アウティングさ

ちなみに，
「自身が性的マイノリティであることを

れる者の法的利益を侵害するものなのかが問題となり

職場のだれにも伝えていない理由」に関する調査結果

ます。この点について，
「職場」ではないものの，法

もみると，同報告書238頁によれば，
「職場の人と接し

科大学院内でのアウティングが問題となった裁判14

づらくなると思ったから」
「人事評価や配置転換，異

（一橋大学法科大学院事件・東京高裁令2.11.25判決）

動等で不利な扱いを受ける可能性があるから」
「性的
マイノリティについて差別的な言動をする人がいる，
またはいるかもしれないから」など，ネガティブな影
響を恐れてカミングアウトをしないという回答の割合
が高い一方，
「仕事をするうえで，性的マイノリティ
であることは関係がないから」
「配慮してほしいこと
は特にないから」など，カミングアウトの必要性を感
じないという回答も一定割合みられたとされています。

の高裁判決において，
「本件アウティングは，Ｂ15がそれまで秘してきた同
性愛者であることをその意に反して同級生に暴露する
ものであるから，Ｂの人格権ないしプライバシー権等
を著しく侵害するものであって，許されない行為ある
ことは明らかである」
（下線は筆者にて加筆）

と判示され，アウティングは，アウティングされる者

以上のことから，職場において LGBT 当事者が自
身の性的指向・性自認のカミングアウトをためらう理
由として，人事上・事実上の不利益や差別的な取扱い
を受けること等への懸念があることを，特に，経営者，
管理職および人事労務担当者は認識しておく必要があ
るといえます。

13 「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」
では，「何人も，性的指向，性自認等の公表に関して，いかなる
場合も，強制し，若しくは禁止し，又は本人の意に反して公に
してはならない」（同条例８条２項）と規定し，アウティングの
禁止に関する規定を設けている。
14 被告学校法人の法科大学院の同じクラスに在籍する学生から，
本件法科大学院の他の同級生に対して，Ｂが同性愛者であるこ
とを暴露され（本件アウティング），その後，本件法科大学院の
教室のある校舎からＢが転落死（本件転落死）したことから，
Ｂの遺族が被告学校法人と暴露した学生の双方に損害賠償請求
訴訟を提起した事案である。
15 この事件のアウティングの被害者である。
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の人格権ないしプライバシー権等を侵害しうる行為で
あると判断されています。この判示内容は，職場での
アウティングにも妥当すると考えておく必要がありま
す。

⑷ 職場でのアウティングに関する紛争の
現実化について
実際に，
「職場でのアウティング」に関する問題が
訴訟に発展した紛争もあります。前記報告書－参－

⑶ アウティングとパワハラ防止指針について

162頁では，現在も名古屋地方裁判所で係争中の事件

2020年６月１日から施行されている改正労働施策
16

として「Ｙ社アウティング事件」が紹介されています。

総合推進法（以下，パワハラ防止法）において ，事

事案の概要は，
「会社員は戸籍上男性だが平成26年

業主に対してパワハラ防止に関する措置義務が課され

１月に性同一性障害との診断を受けた。同５月に名古

ましたが，その措置義務の具体的内容が示されている

屋家裁が女性名への変更を認めたため，上司に健康保

「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言

険証などの変更手続きを依頼した。職場では男性名で

動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等

働きたいと要望する一方，更衣室は男性用を使わなく

についての指針（令和２年厚生労働省告示５号）
」
（以

て済むように配慮を求めた。だが会社側は一方的に掲

下，パワハラ防止指針）において，
「アウティング」

示物や名札を女性名に変えた上で，役員用更衣室など

に関する事項として，パワハラの６類型のうちの⑥

の使用を認める代わりに，同じ課の従業員の前でカミ

「個の侵害」の類型で，職場のパワハラに該当する

ングアウトするよう強制した。会社員は６月中旬に朝

ケース，該当しないケースとして以下の事例が記載さ

礼で３回『性同一性障害で，治療には皆さまに迷惑が

れたうえで，
「プライバシー保護の観点から，…（略）

かかります。理解と協力をお願いします』との説明を

…（※性的指向・性自認等に関する）機微な個人情報

強いられた」というもの17で，当該会社員が会社に対

を暴露することのないよう，労働者に周知・啓発する

し1,330万円の損害賠償請求訴訟を提起しています。

等の措置を講じることが必要である」
（※は筆者にて

以上のことからすれば，企業は，職場でのアウティ

加筆）とされました。指針によると，以下のようにな

ングの問題について自社の問題として考える必要があ

ります。

り，職場でのアウティングを防止するための対策を

【該当すると考えられる例】
「労働者の性的指向・性自認や病歴，不妊治療等の
機微な個人情報について，当該労働者の了解を得ずに

取っておく必要があります。

3

職場の LGBT 施策推進とカミング
アウトの間接的強制の関係

他の労働者に暴露すること」
【該当しないと考えられる例】
「労働者の了解を得て，当該労働者の性的指向・性
自認や病歴，不妊治療等の機微な個人情報について，
必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し，配慮を
促すこと」

アウティング防止に関する措置を取る義務を課されて
いることになります。

40

中小企業は，2022年３月31日までは努力義務である。

労務事情

それでは本問のように，カミングアウトはしない
で，同性パートナーとの事実婚における家族手当の適
用を申し出られた場合はどうすればよいのでしょう
か。懸念されるのは，間接的に労働者の性的指向・性

このように，事業主は，パワハラ防止指針において，

16

⑴ 家族手当の受給のためのカミングアウト

2021.11.1 №1436

自認のカミングアウトを伴うことがあるという点です。
このようなケースにおける考え方としては，福利厚
17 おそらく原告がこのように主張しているという事案であり，
一部報道では，会社側は原告の同意を得ていたと主張している
ようである。

生や家族手当の支給を同性パートナーにも認める場合

のテナントが入っているビルの１区画を賃貸している

の制度設計をどうするのかということとも関係してく

にすぎないのか，どこにどのようなトイレが設置され

ると思います。

ているのか，労働者本人が性同一性障害であると診断

たとえば，家族手当の支給要件として，婚姻関係に

されているのか，私生活ではどの性で生活しているの

ある社員に対し，住民票といった書面の提出を求め

か，パス度（外見上第三者からどのようにみえるの

ず，婚姻したという事実のみを会社に届け出れば受給

か）など，事案により状況はさまざまであり，画一的

できるというケースであれば，同性パートナーについ

な回答を導き出すことは不可能な問題といえます。

ても，単に婚姻したという事実（あえて同性婚との表

このようなケースでは，
「だれでもトイレ」の利用

記は求めない）のみを届け出れば受給を認めるという

をお願いすることになるケースも多いと思いますが，

制度設計とすべきかと思います。このような制度設計

トランスジェンダーとしては，本来的には，
「だれで

であれば，家族手当の支給申請をする際に，パート

もトイレ」を利用したいわけではなく，心の性に応じ

ナーが同性であることを申告する必要がありませんの

たトイレを利用したいと考えているものと思います。

で，より LGBT に配慮した制度といえます。

しかし，たとえば，いわゆる男性が女性トイレに

では，家族手当の支給要件として，婚姻関係にある

入った場合は，建造物侵入罪が成立する可能性すらあ

社員に対し，婚姻の事実を確認するために住民票と

る行為であり，本人がトランスジェンダーと主張すれ

いった書面の提出を求めているケースにおいて，同性

ば，どのような状況であっても建造物侵入罪に該当し

パートナーと事実婚をしたことを証する何らかの書面

ないとも確答できないと思います。

の提出を求めることは，法的に問題はないのでしょう
か。

さらに，心の性は女性であるトランスジェンダーの
経産省の職員が，女性トイレの利用制限などが違法で

確かに，家族手当の支給にあたり，同性パートナー

あるなどと主張し訴訟を提起した裁判（国・人事院

との事実婚を証する何らかの書面（同性パートナー証

〈経産省職員〉事件・東京高裁令3.5.27判決，労働判例

明書等）の提出を求めることによって，
（少なくとも
人事労務担当者や経営陣には）カミングアウトさせる
ことになります。しかし，異性婚の場合であっても婚
姻の事実を証明する書面の提出を求めていること，家
族手当を支給するにあたり，婚姻関係（事実婚関係）
にあることの証明を求めることには一定の合理性があ

1223号52頁）において，
「経産省としては，他の職員が有する性的羞恥心や性
的不安などの性的利益も併せて考慮し，Ｘを含む全職
員にとっての適切な職場環境を構築する責任を負って
いることも否定し難い」

ることからすれば，同性パートナーの存在や本人の性

と判示されたことからも明らかなとおり，企業は，ト

的指向等について，経営陣や人事部の一部の者にしか

ランスジェンダーの労働者の人格権やプライバシーに

知られず（情報の共有範囲が限定されること）
，保秘

配慮する必要があると同時に，他の社員に対する安全

が徹底されるのであれば，現状では適法と解すことも
可能であると思います。
⑵ トランスジェンダーの心の性に応じた
トイレの利用とカミングアウト
トランスジェンダーの労働者から，心の性に応じた
トイレの利用をしたいと申し出られた場合の対応は非

（環境）配慮義務も負っています。
企業としては，他の労働者に対する安全（環境）配
慮義務の履行等に必要な範囲において，トランスジェ
ンダーの労働者にとっては予期せぬカミングアウトが
生じてしまう可能性がある「だれでもトイレ」の利用
をまずは求めるといった対応は，必ずしも許されない
わけではないと考えます。

常に難しい問題です。そもそも，自社ビルなのか，他
労務事情 2021.11.1 №1436
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SOGI ハラに
3 職場の
対する処分

1

職場の SOGI ハラ

Ｑ１において「SOGI」について解説しましたが，

当社では法に則り，性的指向・性自認に関

近時，ハラスメントの新しい類型として「SOGI ハラ

する不適切な言動はハラスメント（SOGI ハ

（SOGI ハラスメント）
」という言葉が使われることが

ラ）にあたるとして禁止し，懲戒などの対象

増えています。そこでまず，
「SOGI ハラ」とはどの

になることを，就業規則にも定めています。

ようなハラスメントかが問題になりますが，実は，

先日，ある社員同士が口論となり，ゲイであ

「SOGI ハラ」
（
「職場の SOGI ハラ」
）については，セ

ることを揶揄する言葉で一方的になじるとい

クハラやパワハラのように法律上の定義はありませ

う事件がありました。しかし，詰られた側の

ん。抽象的な定義としては，職場における性的指向お

社員は実際にはゲイではなく，詰った側の社

よび性自認（Sexual Orientation and Gender Identity）

員が勝手にそう思い込んでおり，つい出た発

についてのハラスメントとすることが可能と思われま

言であったとのことです。

す18。

会社としては言動自体が問題と考え，ハラ

また，法律上の定義はありませんが，前述のパワハ

スメントでの懲戒処分を考えておりますが，

ラ防止指針において，パワハラの６類型のうちの②

実際の処分を決めるにあたり，同性間でのセ

「精神的な攻撃」の類型で，職場のパワハラに該当す

クハラと考えるべきか，実際にはゲイではな

ると考えられる例として，以下のように「職場の

いという点から威圧的な言動によるパワハラ

SOGI ハラ」という言葉は使用していないものの，明

と捉えるべきか，あるいは単純に SOGI ハ

らかに「職場の SOGI ハラ」に関する事例が記載され

ラとするべきかと，どの部分を問題と定める

ました。

か決めかねています。このような場合の対応
方法や，判断の基準，行為者に対する処分の
際の量定の基準になるものがあれば教えてく
ださい。

「人格を否定するような言動を行うこと。相手の性
的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含
む」

もっとも，SOGI ハラを「職場における性的指向お
よび性自認についてのハラスメント」と広く定義した
本問の場合，性的指向・性自認に関連す

場合，パワハラ防止指針でパワハラに該当するとされ

る言動であることから，
「SOGI ハラ
（SOGI

ている事項は，SOGI ハラのうち，
「侮辱的な言動」

ハラスメント）
」にあたるケースとも考え

であった場合に限定されることになるとも解されま

られるが，このような場合は，あえてパワハラとセ

す。ただし，SOGI ハラのケースは，そもそも性的指

クハラいずれかに分類することは必ずしも必要では

向・性自認に関連する言動であることから，何らかの

なく，パワハラでもセクハラにも該当しうる不適切

形で「性」的な言動が含まれることが多いため，パワ

な言動として処分対象にすれば足りることも多いと
考えられる。なお，SOGI ハラがパワハラ防止指針
に明記されたことを考慮すれば，SOGI ハラの処
分もパワハラに対する処分と同様になると解される。
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18 東京弁護士会のホームページの性の平等に関する委員会の
ページにおいて，
「『SOGI ハラ』は Sexual orientation and gender
identity（性的指向及び性自認）についてのハラスメントのこと
で，『ソジハラ』または『ソギハラ』と読みます」「性的指向や
性自認について嫌がらせを行うことを『SOGI ハラ』と言いま
す」と定義されている。

ハラでもありセクハラでもあるという言動も当然考え

■裁判例①【Ａ社事件・東京地裁平28.5.9判決】

られます。

【事案】

このようなケースにおいて懲戒処分を行う場合は，

X（DVD や CD のレンタルおよび書籍の販売等を

あえてパワハラとセクハラのいずれかに分類すること

業とする訴外Ａ社にて勤務していた者）が，職場の上

は必ずしも必要ではなく，パワハラでもセクハラにも

司であった Y（A 社の取締役事業部長であった者）

該当しうる不適切な言動として処分の対象にすれば足

から，職場内で繰り返し侮辱され，職場外で昼夜を問

りるケースも多いと考えられます。

わず運転手等の私的な用件を命じられる等，長時間に

なお，前記指針の「相手の性的指向・性自認に関す

わたる継続的なパワーハラスメントを受けたと主張し

る侮辱的な言動を行う」の意味について，
「LGBT の

て，逸失利益および慰謝料の合計2,000万円および弁

当事者に対して直接侮辱的な発言を行った場合に限

護士費用200万円等を請求した事案である。

る」と誤解されることがあります。しかし，パワハラ

【判示】※損害賠償肯定 慰謝料30万円

防止法の解釈通達である「労働施策の総合的な推進並

・Ｙの言動について

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

「Ｙは，Ａ社内において，Ｘに『ホモ』とあだ名を


る法律第８章の規定等の運用について」
（令2.2.10雇均

つけて原告が同性愛者であるかのような話題で他の

発0210第１号）は，

従業員とともにＸをからかい，Ｘの似顔絵を用いて

「
『相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行
うこと』については，相手の性的指向・性自認の如何
は問わないものであること。また，一見，特定の相手
に対する言動ではないように見えても，実際には特定
の相手に対して行われていると客観的に認められる言
動については，これに含まれるものであること」

としています。

Ｘを動物に見立てたりＸが同性愛者であるような記
載をしたＸを揶揄するイラストを複数作成し，これ
19
を他の従業員らに示した」

・Ｙの言動の不法行為性（肯定）
「Ｙとしては，Ｘがこれに調子を合わせて周囲の者

を笑わせるなどしていたことから安易にその言動を
継続していたことが窺われるものの，…（略）…Ａ
社におけるＹの立場やこれら言動の頻度・内容に鑑

したがって，SOGI ハラは，LGBT 当事者に対する

みれば，Ｘが内心ではこれに苦痛を感じていたと認

直接的な性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を

めるのが相当であり，Ｙにおいても，Ｘが苦痛を感

行った場合に限定されるわけではない点に留意が必要

じながらＹに同調せざるを得ないと考えていたこと

です。

を推察することが十分に可能であった」

2

職場の SOGI ハラに関する裁判例

日本においても，現実に以下のような SOGI ハラに

■裁判例②【国・人事院（経産省職員）事件・東京高
裁令3.5.27判決，労働判例1223号52頁】
【事案】
経産省のＣ室長が面談において，同省で勤務する性

関する紛争が訴訟にまで発展する事例も生じていま
す。そして，下記の裁判例において，慰謝料が肯定さ
れている事案については，今後，このような言動を
行った行為者に対しては，懲戒処分や厳重注意処分と
いった処分が科される可能性があるという指標になり
ます。

19 本件のＹの言動は，全体的な趣旨からすれば侮辱的であると
して，SOGI ハラのなかでもパワハラに該当するようにも解され
る。しかし，判決文からはイラストの内容まではわからないも
のの，性的な意図・表現が含まれていたのであれば，セクハラ
にも該当しうることになる。もっとも，パワハラでもありセク
ハラでもあると認定した場合であっても，懲戒事由の適用関係
としては，前述のとおり，パワハラとセクハラの双方の規定を
適用するなり，念のため包括条項も適用しておくといった措置
を講じておけばよいと解される。
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自認が女性であるトランスジェンダーのＸになした，
「なかなか手術を受けないんだったら，もう男に戻っ
てはどうか」という発言が違法であるとして，国賠法

みで化粧はないやん。男性やねんから。でしょ」21
との発言を行った。
・Ｃ顧問が「今日はだいぶ化粧も濃いわ」
，Ｂ渉外担

に基づき損害賠償を請求した事案である。

当が「濃いなあ。思いっきり濃い。分かるぞ」
，Ｄ

【判示】※損害賠償肯定 慰謝料10万円

所長が「はっきり言うて，普段業務してるときもっ

・
「Ｃ室長の発言は，その言葉の客観的な内容に照ら

と濃いで。眉毛バッチリ描いてんねんから」など

して，Ｘの性自認を正面から否定するものであると
20

いわざるを得ない 」

と，それぞれ債権者に対し指摘をした。
 そのうえで，Ｃ顧問は，債権者に対し，
「前話し

・
「性別によって異なる様式の衣服を着用するという

たときね，あのときはメイクしてなかった。全くメ

社会的文化が長年にわたり続いている我が国の実情

イクしてなかった。で，その状態で仕事するって言

に照らしても，この性別に即した衣服を着用すると

うたやん。Ｘさん。あのときから今比べたら，かな

いうこと自体が，性自認に即した社会生活を送る上

り，やっぱり違和感があるって。違和感ある人，お

で基本的な事柄であり，性自認と密接不可分なもの

客さんが乗ってきてや，不快な思いさすからや，苦

であることは明らかであり，Ｃ室長の発言がたとえ

情来んねや。会社として乗せられへん。当たり前の

一審原告の服装に関するものであったとしても，客

話や」
「そのメイクで仕事したらあかんで。誤解招

観的に一審原告の性自認を否定する内容のもので

くて。一部の人，Ｘさんのように同じような性同一

あったというべきであって，…（略）…，個人がそ

性障害の人，ターゲットにしてるんちゃうで。九分

の自認する性別に即した社会生活を送ることができ

九厘一般の人やで。ほな，一般の人が不快に思うの

ることの法的利益としての重要性に鑑みれば，Ｃ室

はええんかい22。一部の人が褒めてくれる。わかっ

長の当該発言は，Ｘとの関係で法的に許容される限

た，と。ほな９割の人が不快に思うんはええんか。

度を超えたものというべきである」

その人ら放っとくの，違うでしょ」と告げた。

■裁 判例③【淀川交通（仮処分）事件・大阪地裁令
2.7.20決定，労働判例1236号79頁】
タクシー会社Ｙで勤務する性自認が女性であるトラ

3

職場の SOGI ハラの行為者に
対する懲戒処分

ンスジェンダーのタクシー乗務員Ｘの化粧を理由とす

パワハラ防止指針では，行為者に対する処分につい

る就労拒否の正当性が問題となった事案であり，

て，
「職場におけるパワーハラスメントが生じた事実

SOGI ハラについては争点となっていませんが，認定

が確認できた場合においては，行為者に対する措置を

された会社担当者の発言に，SOGI ハラの観点から留

適正に行うこと」とされていますので，職場で SOGI

意すべき発言が含まれるため，参考までにご紹介しま

ハラを行ったと認定された行為者に対しては，事業主

す。

として懲戒処分を科す等の措置を講じる義務がありま

・Ｘが男性である以上，身だしなみを整える意味で化

す。

粧をすることはできないという趣旨の発言をし，実
際には，Ｂ渉外担当が，債権者に対し，
「身だしな

20 特定の人の「性自認」を明確に否定する発言であったからこ
そ，慰謝料まで肯定されたものと考えられる。したがって，今後，
職場内でこのような発言がなされた場合は，当然に懲戒処分や
厳重注意処分といった処分の対象になってくる発言であると解
される。
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21 性自認が女性のトランスジェンダーに対し，「男性やねんか
ら」との発言は，故意であればなおさら，故意ではなかったと
しても，現在は不適切な発言であると解される。
22 全体的な発言の文脈もトランスジェンダーへの偏見が感じら
れますが，「九分九厘一般の人やで。ほな，一般の人が不快に思
うのはええんかい」といった表現は，さらにトランスジェンダー
は特別な存在であり，トランスジェンダーの化粧をほとんどの
人は不快に感じるという偏見によるものであり，不適切な発言
といわざるを得ない。

もっとも，職場の SOGI ハラに関する裁判例自体が
ほとんどないことから，職場のセクハラや職場のパワ
ハラのように，懲戒処分を科すことの当否および懲戒
処分を科すとした場合の量定について，どのような要
素で判断すればよいのかという点について，現時点に
おいて確立した考え方はありません。

けるあらゆるハラスメントにより，他人に不快な思
いをさせたり，他の労働者の就業環境を害するよう
なことをしてはならない。

次に，職場で SOGI ハラを行った行為者に対する懲
戒処分の量定ですが，
「過去の処分歴の有無（特に同

しかし，SOGI ハラがパワハラ防止指針に明記され

種事案の処分歴）
」
「過去の同種事案に関する他の労働

たことを考慮すれば，パワハラの行為者に対する処分

者に対する処分の量定」
「本人の反省の程度」
「被害者

と同様の扱いになると解されます。まず，職場におい

に対して被害回復に関する行為を行ったか」といった

て SOGI ハラと思われる言動を行った行為者に対して

一般的に懲戒処分の量定の際に考慮する必要がある事

懲戒処分を科すことの当否についてですが，懲戒処分

情のほか，以下の事情を総合考慮して行うことになり

は，就業規則の懲戒事由に該当しなければ当該処分を

ます。

行うことはできないため，社内で SOGI ハラと思われ

① 言動の内容・程度

る言動をした行為者に対して懲戒処分を行うか否か

・性 の多様性を否定する，LGBT 当事者の人格を否

は，まずは各社の就業規則の懲戒事由に該当するかを
判断することになります。
パワハラ防止指針では，
「職場におけるパワーハラ

定する言動か否か
→そうであれば，重く量定する方向で考慮される
② 誰に対しての言動か

スメントに係る言動を行った者については，厳正に対

・たとえば職場でカミングアウトしている LGBT 社

処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職

員に直接向けられた言動か否か（特定の LGBT 社

場における服務規律等を定めた文書に規定し，管理監

員の排除等を意図しているか）

督者を含む労働者に周知・啓発すること」とされてお

→そうであれば，特定の LGBT 社員の排除等の直接

り，職場のパワハラには SOGI ハラも含まれることか

的な不当な動機が認定できることが多いと思われる

ら，すでに SOGI ハラに関する就業規則の規定を設け

ことから，重く量定する方向で考慮される24

ている企業もあり，そのような企業であれば，当該規

③ 具体的被害者の有無（数）
・被害の程度等

定に該当するか否かを判断することになります。

・具体的な被害者がいるか否か（直接言動を向けられ

仮に，まだ SOGI ハラに関する規定を設けていない

た労働者だけではなく，たとえば，職場での SOGI

場合は，少なくとも以下のように規定を設けることを

ハラに該当する言動により，職場でカミングアウト

23

お勧めしますが ，包括規定や，パワハラ，セクハラ

していない他の LGBT の社員が精神的苦痛を感じ

に関する規定，職場内の綱紀に関する規定の適用の有

たようなケースも含む）
，被害者数が多いか否か，

無を検討し，適用可能であれば，当該規定により行為

被害者の被害の程度が重いか否か

者に対して処分を科すことになります。
（あらゆるハラスメントの禁止）
第●条 セクハラ，パワハラ，マタハラのほか，性的
指向・性自認に関する言動によるものなど職場にお

23 詳細は，本誌2020年９月１日号の拙著「パワハラ防止法・パ
ワハラ指針を踏まえた企業の SOGI ハラ防止措置～アウティング
の防止等～」を参照。

24 ただし，あくまでも程度問題であり，LGBT であることをカ
ミングアウトしている社員がいない職場で，何度も「うちの職
場にゲイなんて必要ないからな」といった性の多様性を否定す
る（LGBT の存在を否定する）言動を繰り返しているような場
合は，みえていないだけでその職場にも LGBT の社員がいるか
もしれないことを理解しながら，「そうであってもカミングアウ
トするなよ」といった圧力をかけているとも取れ，そのような
動機も悪質といえるし，そのような言動の結果として，カミン
グアウトしていなかった LGBT の社員が心身の不調を来したと
いうようなケースでは，当然重く量定する方向で考慮する。
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→具体的な被害者がいる場合，被害者が複数の場合，
メンタル不調に陥り休職する等被害の程度が大きい
場合は，重く量定する方向で考慮される

に配慮した
4 LGBT
採用選考

④ 言動がなされた回数・期間（頻度）
・職場での SOGI ハラの言動がなされた回数は１回限

当社ではダイバーシティ＆インクルージョ

りか複数か，複数の場合，その言動がなされていた

ン推進の一環として職場での LGBT の社員

期間・頻度は

等への配慮と対応についても進めてきまし

→言動が複数回なされた場合，長期間にわたりなされ

た。来年度の新規採用にあたっては，LGBT

た場合，短期間であっても高頻度でなされていた場

の応募者からの応募を歓迎することも大きく

合は，重く量定する方向で考慮される

告知したいと思っています。

⑤ 性の多様性や SOGI ハラ防止に関する社員教育
の有無・程度

その際，募集要項のなかで具体的な対応を
説明したり，通常の会社説明会とは別に，

・事業主として，職場での SOGI ハラ禁止に関する周

LGBT の応募者を対象とした説明会の実施

知を行い，性の多様性や SOGI ハラ禁止に関する社

を考えているのですが，
「専用の説明会など

内研修を実施していたか

は，LGBT 専用の採用枠を設けるように捉

→実施していたにもかかわらず本人が不定切な言動を

えられて，逆に差別や不公平に見えるのでは

行った場合は悪質性が高まり，重く量定する方向で

ないか」と意見が出ました。実際のところ，

考慮される

上記のように受け取られてしまったり，仮に

⑥ 行為者の社内での地位（立場）

LGBT に限定した採用枠を設ける場合は法

・行為者が社内でどのような地位（立場）にあるのか

的に問題があるのでしょうか。

→たとえば管理職等，本来 SOGI ハラを防止するよう

そもそも，採用選考時に LGBT であるか

部下等を管理する立場にあるにもかかわらず自ら

を質問するのは法的に問題があるのかという

SOGI ハラを行ったのであれば，重く量定する方向

点も含めて，適切な告知・選考方法などにつ

で考慮される

いて教えてください。

説明会や採用枠に応募した時点で参加者
は間接的にカミングアウトすることになる
こともありえるため，通常の会社説明会の
なかでアピールして，理解を得ていくほうが，望ま
しいと思われる。
また，採用選考時に漫然と性的指向・性自認を確
認することは，そもそも業務遂行能力とは無関係の
質問であること，カミングアウトの強制につながる
可能性もあることなどから，特段の事由がない限り
避けるべきである。
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1

企業の採用において LGBT 専用枠
を設けることの適否

⑴ 採用の自由について
企業は，労働法関係において企業（使用者）が有す

に理念としては共感できる部分はあるものの，説明会
の実施方法について全面的な賛成はいたしかねます。
なぜなら，
「LGBT の応募者を対象とした説明会」
と限定してしまうと，そもそも説明会に参加した時点
で参加者は自分が LGBT であることを間接的にでも
カミングアウトすることになってしまいます。

る契約の自由の一内容として，法律の特別の制限がな

もちろん，参加するか否かは完全に任意でしょう

い限り（たとえば，男女雇用機会均等法５条による

し，開催場所を工夫するなどして，社員以外の人への

「性別を理由とする募集・採用差別の禁止」等）
，広く

アウティングは防げるとは思いますので，法的に直ち

採用の自由を認められています。
裁判例においても，
「企業者は，かような経済活動の一環としてする契約
締結の自由を有し，自己の営業のために労働者を雇傭
するにあたり，いかなる者を雇い入れるか，いかなる
条件でこれを雇うかについて，法律その他による特別
の制限がない限り，原則として自由にこれを決定する
ことができる」
（三菱樹脂本採用拒否上告事件・最高
裁大法廷昭48.12.12判決，労働判例189号16頁）

に問題があるとまではいえないと解釈することも可能
なようにも思われます。
しかし，前記理念を達成するのであれば，あえて
「通常の会社説明会と別に，LGBT の応募者を対象と
した説明会」を開催するという方法を採らなくとも，
通常の会社説明会のなかで，自社での LGBT 社員に
対する配慮などを積極的に説明するなどを行い，
LGBT 社員であっても安心して勤務することができ
る LGBT フレンドリー企業であることをアピールす
る方法も考えられます。

とされており，原則として，いかなる人物をどのよう

職場でのカミングアウトについては，LGBT 当事

な基準で採用するかについては企業の裁量に委ねられ

者であればだれもが皆職場でカミングアウトしたいと

25

ていると解されます 。

2

LGBT 専用枠を設けることの
法的留意点

考えているわけではなく，カミングアウトしなくても
大きな支障があるわけでもないといった理由で，職場
でカミングアウトするつもりはなく，そっとしておい
てほしいと考えている人も相当数いると思われます27。

設問の「通常の会社説明会とは別に，LGBT の応

そうした立場からすると，少なくとも現時点での日

募者を対象とした説明会の実施を考えている」という

本での状況を考えれば，上記のように，通常の会社説

ことは，当該企業においては，積極的に LGBT 当事

明会のなかで LGBT フレンドリー企業であることを

者を新入社員として採用することを考えていると思わ

アピールして，LGBT の応募者の方々の理解を得て

れ，その取組みは，一種のアファーマティブアクショ

いくという対応のほうが，より安心して応募していた

26

ン のようなものでもあり，その理念は LGBT フレン

だける可能性が高まるように思われます。

ドリー企業となることを指向されているのだと思いま
す。
しかし，他方で，前記会社説明会の対応については，
社内から懸念が示されているということですが，確か

25 これを「労働者選択の自由」ともいう。
26 「積極的差別是正措置」とも言われる。

27 職場におけるカミングアウトの状況に関する各種調査結果等
からすれば，現時点ではそのような人のほうが多いのではない
かと思われる。
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3

採用選考において応募者の性的指
向・性自認に関する質問をすること
の可否

⑴ 採用選考における調査の自由について

の質問であること，カミングアウトの強制につながる
可能性もあることなどから違法と判断される可能性も
あるため，実務上は，特段の事由がない限り避けるべ
きと解されます。
もっとも，採用選考の段階で，応募者に対して性的
指向・性自認を確認することについては，その目的も

前記のように，企業には採用の自由が認められてい

重要になってくると考えられます。まず，社員に対し

ることから，その採用の自由の一内容として，広く応

て何ら LGBT に関する研修等を実施しておらず，LGBT

募者に対する調査の自由が認められています。

社員への職場での配慮等を行っていない LGBT フレ

前記三菱樹脂本採用拒否上告事件最高裁判決も，
「企業者が雇傭の自由を有し，思想，信条を理由とし
て雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることがで
きない以上，企業者が，労働者の採否決定にあたり，
労働者の思想，信条を調査し，そのためその者からこ
れに関連する事項についての申告を求めることも，こ
れを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない」

と判示しています。
⑵ 採用選考において応募者の性的指向・性自認に関
する質問をすることの法的留意点

ンドリーではない企業が，採用面接時にあえて応募者
の性的指向等を確認した場合，その理由について合理
的な根拠のある回答をなしうる場合は少ないと思わ
れ，応募者の回答いかんでは不採用とすることを目的
として質問しているのではないかとの疑念が生じます。
これに対して，LGBT 当事者が安心して働けるよ
うなさまざまな配慮を実施している LGBT フレンド
リーな企業が，採用面接時に性的指向等を確認する理
由は，採用後に勤務するにあたって気になることなど
を聴取し，その点について自社の対応等を説明するこ
とで，LGBT の応募者が安心して入社できるように
配慮しているからであると考えられます28。

応募者に関する調査の自由が広く認められているこ

なお，若干特殊なケースとして，海外取引が多い企

とをもって，採用面接において，性的指向・性自認を

業では，特定の職種について当然に海外赴任を命じる

確認することも許されるという解釈も成り立ちうると

ことを前提として採用することがありますが，その予

も思います。しかし，採用選考は，応募者の業務遂行

定地として，同性愛行為に刑事罰が科されるような国

能力に関係する適性・能力を判断するためのもので，

への赴任も含まれているような場合に，LGBT の応

性的指向・性自認は通常は適性・能力と無関係です。

募者の社内での将来的なキャリアを想定しておくため

厚生労働省のホームページに掲載されている「公正

といった理由で，採用選考の段階で，応募者の性的指

な採用選考の基本」に，
「障害者，難病のある方，

向・性自認に関する質問を行うことも考えられます。

LGBT 等性的マイノリティの方（性的指向及び性自

このようなケースでは，情報管理がなされているこ

認に基づく差別）など特定の人を排除しないことが必

とを前提に LGBT であることを申告することが任意

要です。特定の人を排除してしまうというのは，そこ

であり，申告した場合に不利益が課されないというこ

に予断と偏見が大きく作用しているからです。当事者

とが担保されているのであれば，採用面接において性

が不当な取り扱いを受けることのないようご理解をい

的指向等を確認すること自体が直ちに違法とされるこ

ただく必要があります」との記載がなされているの
は，前記当職の私見と同趣旨であると解されます。
したがって，採用選考時に漫然と性的指向・性自認
を確認することは，そもそも業務遂行能力とは無関係

48

労務事情

2021.11.1 №1436

28 そもそも，そのような企業では，あえて聞いていないとも思
われますし，仮に聞く場合であっても回答するか否かも真に任
意であり，回答しないことによる不利益もまったくないという
取扱いにしているのではないかと思われる。

とにはならないと解されます。

5 手当等の就業規則での適用

1

性的指向・性自認に関係する労働条
件の差異に関する基本的な考え方

本件では，婚姻関係（異性婚）にある労働者であれ
ば得られる手当や休暇が，同性婚関係にある労働者は
得られないという取扱いとなっており，労働条件に差

手当や休暇付与等の就業規則上の制度につ

異が生じています。

いて，同性婚の場合も適用を認めてほしいと

このように，特定の労働者の性的指向・性自認に関

いう要望が出ています。当社としては，認め

連して労働条件に差異が設けられている場合の有効性

ないという見解と，認めるべきという見解が

をどのように判断するのかが問題となります。たとえ

拮抗しているのですが，認めないということ

ば，いわゆる男性・女性であれば，婚姻の有無に関係

に法的問題はないのでしょうか。また，認め

せず，支給要件を満たせば住宅補助が支給されるにも

た場合に，労務管理上どういった影響がある

かかわらず，LGBT の労働者に対しては，そのこと

のかも特にわからず，悩んでいます。

のみを理由として住宅補助が支給されないといった

たとえば，手当において，既婚者に適用す

ケースを考えた場合（こういったケースはさすがにま

る家族手当などの対象にしたり，結婚祝いや

れでしょうが）
，不支給とする合理的理由は見当たら

弔慰金の対象とするなどの運用はある程度イ

ず，当該労働者の性的指向・性自認を理由として不支

メージできますので，社内でも議論しやすい

給としていると強く推認されるため，このような取扱

と認識しています。しかし，現在の日本の法

いは違法・無効と判断される可能性が高いと思います。

律上，同性婚の場合は戸籍上の夫婦とはなら

もっとも，日本の法体系では，基本的に男性・女性

ないため，たとえば企業として，同性婚の場

については戸籍上の性別で判断されていると解され，

合も育児休業の取得を認めるという制度にし

かつ性には多様性があることを前提として法律が制定

た場合であっても，雇用保険から支給される

されていないこともあり，特に，婚姻関係にある労働

育児休業給付金の適用などは独身と同じ扱い

者が得られる手当や福利厚生について，同性婚関係に

になると思います。その場合はどのように考

ある労働者が得られない場合に，直ちに法的に違法と

えればいいでしょうか。

なるかというと，現時点においてはそこまではいえな
いと解されます。
すなわち，
「婚姻」とは，結婚する相手が法律上の

特定の労働者の性的指向・性自認に関連

配偶者となることを想定していると解されるところ，

して労働条件に差異が設けられている場合

①「配偶者」とは，法律上の婚姻関係にある相手方を

の有効性の判断が問題となる。本問のケー

意味すると解されていること，②現在の日本の婚姻制

スは現時点における法解釈としては，認めなくても

度においては，同性婚は認められていないこと，③ま

違法・無効とまではいえないと解されるが，異性婚

た，扶養義務のある同性婚のパートナーがいる労働者

での事実婚をした社員に手当や休暇の取得を認めて

に対して福利厚生（結婚休暇，家族手当等）を付与す

いるにもかかわらず，同性婚者の取得を認めない場

ることが一般的ともいえないことからすると，福利厚

合などは，合理的理由が見いだし難いため，違法・

生の付与にあたり法律上の婚姻関係にあることを前提

無効と判断される可能性がありえる。

とする規定・取扱いが公序良俗に反するとまではいえ
ないと解されます。
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したがって，本問のケースは少なくとも現時点にお

11月作成〕
」20頁）とされており，同性パートナーが

ける法解釈としては，原則として認めなくても違法・

出産した子は，養子縁組によって養子としない限り，

無効とまではいえないと解されます。

育児休業の対象である「子」に該当しないといった問

もっとも，注意していただきたい点としては，たと

題が生じます。

えば，
（異性婚での）事実婚をした社員に対しても手

近時，積極的に職場のダイバーシティに取り組んで

当や休暇の取得を認めているようなケースでは，同性

いる先進的な企業において，このように法律上の育児

婚のケースのみ手当や休暇の取得を認めない合理的理

休業（休暇）の対象とならないケースにおいても，任

由が見いだし難いため，手当や休暇の取得を認めない

意の制度として育児休業（休暇）を認める企業も出て

ことが違法・無効と判断される可能性があります。

きています。このような任意の制度において，法律上

なお，結婚休暇といった福利厚生について，これま

の育児休業給付金と同額の手当まで支給する場合，そ

で法律婚に適用を限定していたという企業が，事実婚

の金銭的な負担は企業にとって決して軽いものではあ

では適用を認めない一方で，同性婚であれば適用を認

りませんし，休暇の付与のみで手当等の支給がない場

めるということが許されるのかということも問題とな

合には，現実的に当該育児休業（休暇）を利用するこ

りえます。事実婚の場合は少なくとも法律婚関係に入

とは難しいケースもあるでしょう。

る選択も可能ではあるものの，何らかの理由で当事者

しかし，それでもこのような制度があれば，これま

が事実婚を選択している一方，同性婚の場合は，そも

では自己都合の長期欠勤となってしまうため退職せざ

そも法律婚関係に入るという選択肢がない点に差異が

るを得なかった LGBT 社員が，少なくともそのよう

あります。

な選択をせずに済む可能性が生じます。育児休業（休

したがって，このようなケースにおいては，一種の

暇）のほかにも，労働関係法令の施策のなかには，法

アファーマティブアクションとして，同性婚の場合の

律上の婚姻関係にあること等を前提にした制度があ

み結婚休暇等の福利厚生の適用を認めるという取扱い

り，それらに準ずる制度を企業がどこまで任意に取り

も直ちに無効となるものではないと解されます。な

入れるのか，法律上の制度利用では社会保険等から一

お，支給を認めた場合の労務管理については，職場で

定の金銭的給付がなされる場合に，企業が設けた任意

のカミングアウトの有無・範囲は，人によりそれぞれ

の制度において代替策をどの程度用意できるのかは，

だと思いますので，アウティングの問題が生じないよ

負担の大きさもあり，企業にとっては非常に難しい判

う，会社のなかでの情報管理については，徹底してお

断となりますが，各社の企業の規模，業種，経営状況

くことが必要になります。

等に鑑み，できることから実施していく姿勢が重要に

2

法律上の育児休業の対象とならない
同性パートナーへの対応等について

法律婚関係にある労働者が育児休業を取得した場
合，一定の条件を満たせば雇用保険から育児休業給付
金が支給され，経済的に困窮しないように一定の法律
上の施策が講じられています。
しかし，育児介護休業法上，育児休業等の対象とな
る「子」の範囲には，
「労働者と法律上の親子関係が
ある『子』であれば，実子，養子を問いません」
（厚
生労働省「育児・介護休業法のあらまし〔令和２年
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なります。

6

職場での LGBT に関する教育等が未了
であること等を理由にした不採用

採用選考時には男性の服装で来た採用内定
者が，入社前研修には化粧をし，女性の服装

1

性的指向・性自認を理由とした内定
取消し

⑴ 性的指向・性自認に関係した人事上・事実上の措
置（特に不利益な措置）の有効性

で出社してきました。慌てて事情を聞くとト

職場において労働者の性的指向・性自認が問題とな

ランスジェンダーであることを告げられ，入

るケースとしては，ハラスメントやアウティング，Ｑ

社後はトイレの利用や服装について，配慮し

５で解説したような性的指向・性自認に関係した労働

てもらえないかと尋ねられました。

条件の差異という問題がありますが，さらに，
「性的

当社としては，現段階で具体的な LGBT
対応施策を行っていないため，配慮や設備，

指向・性自認に関係した人事上・事実上の措置（特に
不利益な措置）の有効性」という問題があります。

就業規則に関する整備について，すぐ実施す

具体的には，①労働者（本問では採用内定者）の性

るのは難しいのが実情です。そして，それだ

的指向・性自認のみを理由として行うケース（以下，

け重要なことについて内定通知を出す前に説

「直接影響ケース」
）
，②労働者の性的指向・性自認と

明しなかった当該内定者に対して，不信感を

は無関係の理由で行うケース（以下「性的指向等が無

持っているというのが本音です。この場合

関係ケース」
）
，③労働者の性的指向・性自認が間接的

は，受入準備が難しいこと，あるいは事前に

に当該人事上・事実上の措置に影響しているが，それ

説明がなかったことを理由に，採用を取り消

以外にも理由があるケース（たとえば，トランスジェ

しても問題ないでしょうか。

ンダーの社員が突然身体上の性別と異なる服装で出社

また，これが入社後であった場合には経歴

するといった，労働者の性自認に関係することがトラ

詐称等により，退職勧奨を行ったり，解雇を

ブルの原因・端緒になっているようなケース。以下，

したりすることはできるのでしょうか。

「間接影響ケース」
）が考えられます。
⑵ ①「直接影響ケース」の内定取消しの有効性

①性的指向・性自認のみを理由として行

本問では，採用段階で労働者からトランスジェン

うケース，②性的指向・性自認とは無関係

ダーであるとの説明がなかったことや，内定後に職場

の理由で行うケース，③性的指向・性自認

での種々の配慮を求められる等したことから，入社時

が間接的に当該措置に影響しているがそれ以外にも

にトランスジェンダーであることを申告しなかったこ

理由があるケース，が考えられるが，本問の場合は

とや，受入準備ができていないといった理由で採用内

本人と協議をせずに採用内定の取消しを企図してい

定を取り消そうとしています。

るため，実質的に①のケースであると考えられ，再
用内定の取消しが有効とされる可能性は低い。

このケースは，直接的には性自認のみを理由とした
内定取消しではありませんが，採用選考の段階でトラ
ンスジェンダーであることを申告しなかったことや会
社として対応することが難しいこと等を理由に，かつ
企業側は本人と対応の可否等について協議をせずに採
用内定の取消しを企図しているため，実質的にみて，
上記①のケースであると考えられます。
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確かに，企業側からすれば，内定者がトランスジェ

示さなかったため，やむを得ず内定辞退を促したり，内

ンダーであることや，当該内定者からトランスジェン

定取消しを行った場合はどう判断されるのでしょうか。

ダーを理由とした職場での配慮などを求められること

この場合，内定者の性自認を直接の理由として採用

は採用内定時には想定できず，入社後の対応に不安を

内定の取消しを行ったものではなく，上記③の間接影

感じる面があったのだと思います。しかし，このケー

響ケースと解されます。このケースでは，まず当該人

スにおいて，性的指向・性自認（本問ではトランス

事上の措置等を行う必要性・相当性の有無・程度が当

ジェンダーなので後者）のみを理由とする人事上の不

該措置の有効性の判断に大きく影響しますが，その必

利益な措置を正当化する合理的な理由は見いだし難い

要性・相当性の判断に際し，個別の事案ごとに企業

といえるため，原則違法・無効と判断される可能性が

側・LGBT 社員側の双方に一定の理解・配慮と相互

高いと解されます。

の調整が必要となると解されます。

また，前述のとおり，性自認等と業務遂行能力は基

具体的には，採用内定の取消しの客観的な理由の存

本的には無関係といえ，日本における性の多様性に関

否，社会的相当性の判断のなかで，①企業側に要請さ

する現状に鑑みれば，採用段階で自らの性自認を開示

れる LGBT 社員の人格的利益等への理解と配慮の内

29

することが難しい面があることは否めません 。

容・程度（企業規模，職種，事案等により異なりう

さらに，企業側には，トランスジェンダーの労働者

る）
，② LGBT 社員に要請される職場の秩序維持等へ

（内定者）から性自認に基づく服装等について配慮を

の配慮の内容・程度，③双方の要請が対立した場合に

求められた際には，一定の協議・協力義務があると解

その問題を解決するために行った協議の経緯・内容等

されます。したがって，本問のケースにおいて，内定

が考慮されることになります。

者との間で入社後の服装やトイレの利用方法等につい

実質的な協議を行ったものの，トランジェンダーの

て何らの協議もせずに，内定前に性自認を告知してい

社員が自己の見解に固執して企業側の事情にいっさい

なかったことや，受入態勢ができていないという理由

理解を示さなかったということですから，入社辞退を

のみで採用内定を取り消した場合は，無効となる可能

促すことが違法となることはないと解されることはも

性が高いと解されます。

とより30，採用内定の取消しについても有効と判断さ

⑶ ③「間接影響ケース」の内定取消しの有効性
仮に，本問においてトランスジェンダーの内定者か
ら，入社後のトイレ利用や服装について配慮を求めら

れる可能性があると解されます。

2

採用段階で性的指向・性自認を秘匿
したことを理由とした解雇

れた際に，企業側が当該企業の施設管理上の問題や他

本問は，直接的に労働者の性自認を理由とするので

の労働者の安全配慮等についても考慮しながら実質的

はなく，自身の性自認を入社時に説明しなかったこと

な協議（性の多様性に関する社内教育や SOGI ハラ禁

を理由として退職勧奨・解雇を行おうとしているため，

止に関する就業規則の整備等は速やかに対応すること

形式的には，③間接影響ケースにあたると考えられま

等も説明）を行ったが，当該内定者が自己の見解に固

すが，特に解雇については，入社後トランスジェン

執し，企業側の施設管理上の問題等にいっさい理解を

ダーと判明したのみで，特段トラブルが生じているわ

29 実際に，このような設問があること自体が，トランスジェン
ダーが就職活動の際にも困難を抱えていることの証左であると
もいえ，採用活動の段階においては，一般論として，自身の性
的指向・性自認を告知する義務があったとすることは難しいと
解される。

30 そもそも内定辞退を促すこと自体は原則許される行為はある
ものの，性的指向・性自認が関連する事案において内定辞退を
促す場合は，そのこと自体が違法と判断される可能性も皆無で
はないため，内定辞退を促すことに至った合理的理由を一定程
度説明できるようにしておくことが，予防法務の観点からは必
要になると解される。
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けでもないにもかかわらず，本人との間で何も協議を

LGBT であることに関連した配置転換
7 （カスハラを要因としたケースも含む）

せずに解雇したような場合は，実質的には，①直接影
響ケースの基準で判断される可能性が高いといえます。
この点，性自認と業務遂行能力とは無関係であるこ
と，現時点において，トランスジェンダーが履歴書に

小売業の当社では企業理念で多様性の受容

外見と異なる性別を記載した場合に，内定が得られな

による発展を掲げ，LGBT への理解も浸透

いと考えてしまうことにはやむを得ない面があること

しています。特に現場では理解が進んでお

などからすると，具体的なケースにもよりますが，ト

り，該当する社員がいても問題なく仕事をし

ランスジェンダーであることを採用選考時および入社

ているようです。しかし，このところ，トラ

後一定期間，会社に申告しなかったという事実のみ

ンスジェンダーで異性の制服を着用する社員

で，解雇が有効とされる可能性は低いと解されます。

に対して，顧客から「気持ち悪い」
「目障り

なお，労働者の性的指向・性自認に関する裁判例で

だ」といったクレームが届いており，先日は

はありませんが，外国籍の社員が，採用面接の際に，

直接暴言を吐かれたようです。

「本籍欄」に，日本における出生地，
「氏名欄」に日本

当社としてはこのクレームは受け入れるつ

名を記載したことを理由として使用者が留保解約権に

もりはありませんが，一方で当人はショック

基づく解雇処分とした事例において，当該解雇が無効

を受けており，今後直接危害を加えられる可

と判断されていることが本事案において参考になりま

能性もありそうだと報告を受けています。そ

す（日立製作所事件・横浜地裁昭49.6.19判決，労働判

こで内勤の業務に移ってもらう案が出ている

例206号46頁）
。

のですが，トランスジェンダーを理由とした

もっとも，採用内定の取消しのケースと同様に，あ

配転と受け取られないかと悩んでいます。心

る社員が入社後にトランスジェンダーであることをカ

身の安全のためである以上，法的にも問題は

ミングアウトし，会社に対してトイレの利用や服装に

ないと思っていますが，この場合どのように

ついて配慮を求めてきたことから，企業側としても，

対応するのが望ましいでしょうか。

当該企業の施設管理上の問題や他の労働者の安全（職
場）配慮義務等についても考慮しながら実質的な協議
を行った（本人の要望にすべて応じることはできな

トランスジェンダーの社員に対する安全

かったが，現時点で合理的と解される対案の提示など

配慮義務の観点から，結果的に内勤への配

も行った）が，当該社員が自己の見解に固執し，企業

置転換命令が有効と判断される場合もある

側の施設管理上の問題などにいっさい理解を示しても

と解されるが，顧客からのクレームの程度からすれ

らえなかったという事案であれば，③間接影響ケース

ば，当該顧客に対し会社から警告等を発したり，他

31

であり，退職勧奨 や，解雇が有効と判断される可能

店舗で同様の業務を行うことが可能な場合もあると

性もあると解されます。

思われ，社員と協議を行うことが求められる。

31 退職勧奨は事実行為であり，退職勧奨を行うこと自体に特段
合理的な理由までは求められないと説明されることが多いが，
性的指向・性自認に関係する退職勧奨においては，事実認定の
結果，性的指向・性自認を直接の理由として退職勧奨を行った
と認定された場合は違法と判断される可能性が相当程度あるた
め，解雇が正当化される程度の合理的な理由までは不要だが，
退職勧奨を行うことになった相応の理由は説明できるようにし
ておくことが予防法務の観点からは求められる。

1

配転命令（異動）について

企業では，人事ローテーションの関係などさまざま
労務事情 2021.11.1 №1436
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な理由により，労働者に対して種々の配転命令が出さ
れており，実務においては，そのような配転を命じら
れた労働者から配転無効を主張されてトラブルに発展
するケースが一定数存在します。
転勤や配置転換といった配転（異動）命令の有効性
については，
「①業務上の必要性，②不当な動機・目
的の有無，③労働者の不利益の程度」
（東亜ペイント
事件・最高裁第二小法廷昭61.7.14判決，労働判例477
号６頁）という３つの判断要素により，その有効性が
判断されます。
日本では，職場でカミングアウトしている LGBT
労働者は少数であることから，職場でカミングアウト
していない LGBT 労働者に対する配転命令の有効性
が問題となった際には，基本的には配転を命じられた
労働者の性的指向・性自認は問題とならず，いわゆる
男性・女性の労働者に対する配転命令の有効性と同様
の判断基準において，その有効性が判断されているも
32

のと思われます 。

2

配転命令の有効性において，労働者の
性的指向・性自認が問題となる事例

LGBT 社員のみ営業職から事務職へ配転を
行った
CASE４：営業職から事務職への配置転換について複
数の配転候補者のなかで，LGBT 社員のみ
が事務職へ配転された
CASE５：職場の同僚等から，
「なんか一緒に働くこ
とに違和感があるから，X（LGBT 社員）
と一緒に働きたくない」といったクレーム
が出たことを受け配転を命じた
CASE６：取引先担当者，顧客といった社外の第三者
から，
「俺は男か女かわかんないような人
と取引するつもりはないから X（LGBT 社
員）を担当から外せ！」といったクレーム
が出たことを受け配転を命じた

まず，CASE１にあたる裁判例ですが，①１月21日，
Ｙ社はＸに対し，製作部製作課への配置転換を内示し
た，②翌22日，ＸはＹ社に対し，
「自分を女性として
認めてほしい，具体的には，１．女性の服装で勤務し
たい，２．女性トイレを使用したい，３．女性更衣室
を使いたい」旨を申し出た（以下「本件申出」
）
，③２

実務上，性的指向・性自認に関連づけられて配転命

月12日，Ｙ社はＸに対し，確認書により，⑴Ｙ社が本

令の有効性が争われる事例は，主としてカミングアウ

件申出を承認しなければ配置転換を拒否する旨，⑵配

トしている LGBT 労働者に関する事例が多くなると

置転換には応じるが，その後の勤務において本件申出

思いますが，それのみならず，カミングアウトに関連

をＹ社が受け入れてほしい旨のいずれかを回答するよ

して，以下のような事例が想定されます。

う求めたところ，Ｘは⑴を選んだ，④Ｘは，翌２月13

CASE１：配転命令が出された際に自身の性的指向・
性自認に関連する事由で労働者が配転拒否
した
CASE２：職場でカミングアウトした途端に企業から
配転命令が出された
CASE３：ハラスメントの行為者に対する配転など，
特段の事情がない限りは４月に配転を行っ
ている企業において，４月以外の時期に

日から３月１日までの勤務日に出社しなかった，⑤２
月14日，Ｙ社はＸに対し，２月16日付けをもって製作
部製作課勤務を命ずとの辞令（以下「本件配転命
令」
）および本件申出を承認しない旨の通知書をそれ
ぞれ発し，各書面（写し）は翌15日，Ｘに到達したと
いう事案です。
裁判所は，
「Ｘが在籍していた調査部において，Ｙ社の組織変更
の一環として，調査業務を外注にし，Ｙ社社員が外注

32 カミングアウトしていない LGBT の労働者に関することなの
で，あくまでも推測にはなるものの，このようにいえると解さ
れる。
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者への管理業務に集中することにより人員を削減する
方針を立てたこと，他方，製作部において，増員が必

要になった企画開発部開発編集課への異動により欠員
１名が生じ，調査部からこの欠員を補充することに
なったこと，この補充者について，調査業務の外注に
よりＸが従事していた調査業務をなくす方針であった
こと，外注者への管理業務につき他に適任者がいたこ
と，Ｘにとって，製作部における印刷出版等に関する
業務が，未経験であり，有益になるであろうこと等の
事情により，調査部員６名の中からＸを選んだことが
認められる。これらの事実によれば，本件配転命令は，
Ｙ社における業務上の必要に基づき，合理的な人選を
経て行われたものであり，相当なものと認められる。
Ｘは，本件配転命令がＸに対する差別的な取扱いによ
るものである旨主張し，１月21日，配転内示の際，Ｙ
社から，Ｘの勤務態度等につき約３時間も注意され，
製作部製作課でアルバイト的な仕事をしろ，男らしく
しろ等と侮辱された旨陳述するが，他にこれを認める
に足りる的確な疎明はなく，これに反する疎明資料及
び上記認定事実に照らし，採用できない」

のみ配転されたのか，CASE４については，なぜ複数
候補者のなかから LGBT 社員のみが事務職に配転さ
れたのか，その理由を通常より厳しく問われる可能性
があるため，配転の合理的な理由を説明できるように
しておく必要があります。
さらに CASE５ですが，職場で他の労働者から偏
見等に基づく配転要請などがあった場合は，まずは性
の多様性等に関する社員教育を徹底するなどの対応を
すべきと考えられますので，そうした対応をしておら
ず，かつ他にトラブルも生じていないのであれば，こ
のような配転は無効とされる可能性があります。
最後に，CASE６ですが，こうした取引先担当者や
顧客の言動は，現在はカスタマーハラスメント（カス
ハラ）に分類されることになりますが，取引先や顧客
に対しては，従業員に実施するような教育をすること
は現実問題として不可能ですし，力関係によってはこ
のような言動に対して抗議するということも難しい場
合もあると思います。
そこで，こうした場合の対応策としては，LGBT

と判示しています（Ｓ社（性同一性障害者解雇）事

社員の人格的利益への配慮と，今後の取引への影響な

件・東京地裁平14.6.20決定，労働判例830号13頁）
。

どの両要請を考慮したうえで，取引先・顧客に対して

この裁判例では，トランスジェンダーのＸから，差

事情説明を行い理解を得るという方法や，問題のある

別的な取扱いであるとの主張がなされているようです

取引先・顧客の担当のみ外すといった，配転を行わず

が，当該配転命令は，Ｘがトランスジェンダーである

に済む方法，配転を行うにしても本人の不利益が必要

こととは無関係に出されたもののようであり，実質的

最小限にとどまるようにするための方法はあるかといっ

には「性的指向等が無関係ケース」に該当すると考え

た事項を検討し，本人と協議するなかで具体的な解決

33

られます 。この場合，いわゆる男性・女性の労働者

方策を見出していくことが要請されると解されます。

に対する配転命令の有効性と同様に判断されることに

そして，LGBT 社員との間で，上記のような協議

なります。

を実質的に行い，事業主として合理的と考えられる対

CASE２は，カミングアウトを契機に不当な動機で

案の提示なども行ったが，妥協案を見いだだすことが

配転を行ったと推認される可能性が高いと解されま

できなかったという場合には，性の多様性に関する理

す。また，CASE３および CASE４のケースですが，

解が世間に十分浸透していない現状においては，配転

CASE３については，なぜその時期に LGBT の社員

が有効と判断される可能性もあると解されますが，その
場合でも，配転先については本人の経歴や意向も考慮・

33 このように，配転命令が出された後に，どうみても後付けで
性的指向等による差別的な配転であると主張されたケースであ
れば，実質的には「性的指向等が無関係ケース」と判断できる
ケースもあるが，「間接影響ケース」との境界線は必ずしも明確
に線引きできるものではない。

尊重したうえで行うことが実務上は無難といえます。
本問は，トランスジェンダーで異性の制服の社員に
対して，顧客から間接・直接のクレームがあり，本人
もショックを受け，今後直接危害を加えられる可能性
労務事情 2021.11.1 №1436
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もあるため，内勤への配置転換を検討しているという
ことで，CASE６の考え方が妥当する事案といえます。

を考慮した対応が求められる。必要かつ合理的な制

トランスジェンダーの社員に対する安全配慮義務の

約か否かを判断するにあたっては，当該労働者が社

観点から，結果的に内勤への配置転換命令が有効と判

外の第三者と接する業務を行っている場合，制約の

断される場合もあると解されますが，もっとも，顧客

幅は広くなる可能性がある。

からのクレームの程度からすれば，当該顧客に対し，
会社から警告等を発してもよい事案といえますし，他
店舗で同様の業務を行うことが可能な場合もあると思
われますので，どのような対応を取りうるかについて
本人と実質的に協議を行うことが求められるでしょう。

1

職場での労働者の身なり等の制限の
可否

服装・化粧といった身なりについて，就業規則など

8 服装や化粧に関する取扱い

で規定を設けている企業もあると思いますが，その内
容は各社の業種等に応じてさまざまかと思いますが，
そもそも，企業が労働者の服装・身なりについて，一
定の制約を課すことが可能なのかが問題となります。

昨今の状況を踏まえて，当社では設備の改

この点，企業は企業秩序を維持するために，労働者

修や就業規則の改定などを含んだ，LGBT

に対して必要な指示・命令等を行うことができると解

への対応を発表しました。これに伴い，何人

されるところ，企業秩序の維持は企業の存立と円滑な

かの社員がトランスジェンダーであることを

業務運営に必要不可欠であることから，企業秩序の維

報告してきたのですが，その際，自身の認識

持のために，必要な規則を制定するなどして，労働者

する性別に合わせて，髪を伸ばして化粧をす

が労務提供する際の服装・身なり等について，一定の

ることや，女性向けの制服を着用したいとい

制限を課すことは可能と考えられます34。

う希望も伝えられました。

もっとも，労働者の服装・身なりについては，その

基本的には問題ないものとして認めたいと

人格権と関連する部分もあることから，制限は無制約

思っていますが，いまのところ，当社の就業

ではなく，企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲

規則では，これらを禁止することも，逆に認

で行う必要があり，その制約の有効性については制限

めることも定められていません。服装等の可

の必要性，合理性，手段方法の相当性があるか否かに

否や，就業規則でどこまで定めるべきなのか

より判断されるものと解されます。

など，法的な留意点も踏まえてどのようにす
るのが望ましいか，教えてください。

2

トランスジェンダーの職場での身な
り等に関する制約の可否

トランスジェンダーの労働者が，心の性に応じた身
トランスジェンダーの労働者の職場での

なり・服装をするということは，その労働者の人格権

身なりの制約の可否については，個別の事
案に応じ，企業側の企業秩序の維持等の要
請と，トランスジェンダーの労働者の人格権とのバ
ランスを取りながら，必要かつ合理的な制約か否か
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34 必ずしも身なりの制限に関する直接的な規定がないと制約で
きないということではなく，企業秩序維持等の合理的な範囲で
業務指示等として制約は可能な場合もあると解される。もっと
も，職場秩序維持等に関する間接的な規定はどの企業の就業規
則にも規定されていると解され，そのような規定も職場での身
なりの制限に関する間接的な根拠規定になると解される。

に関連していることから，職場においても尊重される
べきですが，企業秩序維持等の観点から一定の制限を
課すことは可能と解されます。
この点，就業規則に「身だしなみについては，常に
清潔に保つことを基本とし，接客業の従業員として旅
客その他の人に不快感や違和感を与えるものとしない
こと。また，会社が就業に際して指定した制服名札等
は必ず着用し，服装に関する規則を遵守しなければな
らない」と規定があったタクシー会社Ｙにおいて，性
自認が女性であるトランスジェンダーのタクシー乗務

粧を施した上で乗務することを許容している以上，乗
務員の性別に基づいて異なる取扱いをするものである
から，その必要性や合理性は慎重に検討する必要があ
る。他方，男性乗務員の化粧が濃いことをもって，本
件身だしなみ規定に違反したものと取扱うことは，女
性乗務員に対しても男性乗務員と同一の取扱いを行う
ものである限り，性別に基づいて異なる取扱いをする
ものと評価することはできない」

と判示しました。

員Ｘの化粧を理由とする就労拒否の正当性が問題と

乗務員の身だしなみ，化粧等に対する制約の有効性

なった事案において（淀川交通〈仮処分〉事件・大阪

の判断について上記のような規範を定立したうえで，

地裁令2.7.20判決，労働判例1236号79頁）
，裁判所はま
ず，化粧等の身だしなみ規定等による制限一般について，

「社会の現状として，眉を描き，口紅を塗るなどといっ
た化粧を施すのは，大多数が女性であるのに対し，こ

「本件身だしなみ規定は，サービス業であるタクシー

うした化粧を施す男性は少数にとどまっているものと

業を営むＹが，その従業員に対し，乗客に不快感を与

考えられ，その背景には，化粧は，主に女性が行う行

えないよう求めるものであると解され，その規定目的

為であるとの観念が存在しているということができ

自体は正当性を是認することができる。それゆえ，従

る。そのため，一般論として，サービス業において，

業員が，Ｙから本件身だしなみ規定に従うよう業務上

客に不快感を与えないとの観点から，男性のみに対

の指示命令を受けたにもかかわらず，当該従業員がこ

し，業務中に化粧を禁止すること自体，直ちに必要性

れに従わない場合などには，就業規則54条１項２号等

や合理性が否定されるものとはいえない。しかしなが

の懲戒事由に該当する可能性があり，この場合，Ｙは，

ら，Ｘは，医師から性同一性障害であるとの診断を受

従業員に対し，懲戒処分を行うことができる（なお，

け，生物学的な性別は男性であるが，性自認が女性と

本件で，Ｙは，Ｘに対し，濃い化粧をして乗務に従事

いう人格であるところ，そうした人格にとっては，性

したことをもって，懲戒処分としての出勤停止処分を

同一性障害を抱える者の臨床的特徴に表れているよう

行ってはいない。
）
。しかしながら，本件身だしなみ規

に，外見を可能な限り性自認上の性別である女性に近

定に基づく，業務中の従業員の身だしなみに対する制

づけ，女性として社会生活を送ることは，自然かつ当

約は，無制限に許容されるものではなく，業務上の必

然の欲求であるというべきである。このことは，生物

要性に基づく，合理的な内容の限度に止めなければな

学的性別も性自認も女性である人格が，化粧を施すこ

らない」

とが認められていること，あるいは，生物学的性別が

と判示しました。そのうえで，乗務員に対する化粧の
取扱いについては，

男性である人格が，性自認も男性であるにもかかわら
ず，業務上，その意に反して女性的な外見を強いられ
るものではないこととの対比からも，明らかである。

「本件身だしなみ規定は，化粧の取扱いについて，明

外見を性自認上の性別に一致させようとすることは，

示的に触れていないものの，男性乗務員が化粧をして

その結果として，Ｂ渉外担当が『気持ち悪い』などと

乗務したことをもって，本件身だしなみ規定に違反し

述べたように，一部の者をして，当該外見に対する違

たものと取扱うことは，Ｙが，女性乗務員に対して化

和感や嫌悪感を覚えさせる可能性を否定することはで

労務事情 2021.11.1 №1436

57

職場における LGBT への
配慮と人事労務対応

きないものの，そうであるからといって，上記のとお
り，自然かつ当然の欲求であることが否定されるもの
ではなく，個性や価値観を過度に押し通そうとするも
のであると評価すべきものではない。そうすると，性
同一性障害者であるＸに対しても，女性乗務員と同等
に化粧を施すことを認める必要性があるといえる」

などと判示し，結論として就労拒否の正当性を否定し
ました。
上記裁判例において，トランスジェンダーの職場で

して，当該外見に対する違和感や嫌悪感を覚えさせる
可能性を否定することはできない」と判示されてお
り，さらに，顧客等の社外の第三者には，従業員にす
るような教育を行うことは現実問題として困難である
ため，①の場合と比して制約の幅は広くなる可能性が
あるといえます。

9 設備等における
具体的な配慮の範囲

の身なり等に関する制約の可否について，一定の規範
は定立されたものの，実務においては，一概にトラン

当社では LGBT に対する理解を進め，具

スジェンダーといっても，性適合手術まで行っている

体的な配慮を始めたばかりです。そのなか

人もいれば，ホルモン治療等の過程にいる人や，その

で，性同一性障害をカミングアウトした男性

ような治療を受けていない人など，さまざまな人がい

社員から自認する性別のトイレ，
（この場合

ます。したがって，トランスジェンダーの労働者の職

は女性用トイレ）の使用許可を要望されまし

場での身なりを制約の可否については，一律に対応策

た。LGBT への対応は始めたばかりである

が決められるわけではなく，個別の事案に応じ，企業

ことから，正直社内の反応が予想できず，ま

側の企業秩序の維持等の要請と，トランスジェンダー

ずは様子見として，当人が在籍するフロアの

の労働者の人格権とのバランスを取りながら，必要か

トイレのみを使用可能とし，現在行っている

つ合理的な制約か否かを考慮した対応が求められるこ

研修等による啓蒙活動とあわせて徐々に範囲

35

とを理解する必要があります 。

を広げていきたいと考えています。

そして，必要かつ合理的な制約か否かを判断する際

また，快く思わない女性社員もいる可能性

に重要な要素として，当該労働者が，顧客等の社外の

があるため，場合によっては女性用トイレで

第三者と接する業務を行っているのか否かという事情

はなく多目的トイレの使用を促すことも考え

が影響すると解されます。

ています。このように一定期間とはいえ，特

すなわち，トランスジェンダーの労働者の業務が，

定のトイレを指定することは問題になるで

①社内での業務が主であり，顧客等の社外の第三者と

しょうか。どのようなステップでどこまでの

接することが基本的にない場合，性の多様性等に関す

配慮や対応を進めていけばいいのか，参考に

る社員教育等が可能であるため，制約の幅は狭くなり

なる指針や事例などがあれば教えてください。

えますが，他方で，②顧客等の社外の第三者と接する
業務に従事する場合は，上記裁判例でも「一部の者を
本人の希望を確認したうえで，企業側の
35 本問とは直接の関係はないものの，社内で従業員に対し制服
の着用を義務づけている企業において，これまでは，当然のよ
うに男性用と女性用の２種類の制服をそれぞれ戸籍上の性別に
応じて着用させることを前提にしていた部分があると思うが，
これからはジェンダーレスの制服の導入を検討するなど，あえ
て，制服を男性用，女性用と分ける必要があるのか，という視
点も必要になると解される。
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施設の構造上の問題，費用面の問題等を考
慮して，解決策を見いだすために本人との間
で協議を尽くすことが重要である。解釈の指針となる
法令等が存在しない現時点においては，複数あるトイ

レのうちの１つをジェンダーフリーのトイレとすること
から始めるなどが，現実的な対応であると考えられる。

鑑みれば，主張の基礎とする自らの性自認に基づいた
性別で社会生活を送ることは，法律上保護された利益
であるというべきである」

と判示されています（国・人事院〈経産省職員〉事

1

トランスジェンダーの心の性に応じ
たトイレの利用について

件・東京高裁令3.5.27判決，労働判例1223号52頁）
。
もっとも，企業としても職場の他の社員の理解が得
られるかという問題や（自社ビルではなく，自社の労

トイレの問題は，LGBT のなかでも，主としてト

働者以外の第三者がトイレを利用する場合はテナント

ランスジェンダーに多い問題であり，これに関する訴

のオーナーや第三者の理解も得られるか）
，施設の構

訟も提起されています。

造上の問題，改修費用等のコストの問題等が生じる可

トランスジェンダーの労働者の本質的な希望として
は，心の性に応じたトイレを利用したいということで

能性があり，画一的な解決基準を提示することが非常
に難しい問題といえます。

あり，トランスジェンダーの人格権と関連するものと

また，トランスジェンダーの心の性に応じたトイレ

いえます。心の性に応じたトイレを利用できないこと

の利用については，
「女性トイレは，痴漢などの犯罪

で排泄障害を患うこともあり，他者との調整は必要と

予防の観点から，男性の侵入が拒絶される場所であ

なるものの，企業としても各企業の実態に応じた対応

る。そこに，２人きりになることも考えられる以上，

を検討する必要があります。

女性社員が，従前の男性として接していた従業員を，

この点については，経産省に勤務する国家公務員で

装いの変化を根拠に受け入れることは，心理的に容易

あり，性同一性障害者であって，性別適合手術を受け

ならざることである。このことからして，少なくとも

ておらず，戸籍上の性別変更をしていないトランス

男性としての外性器を有したままの状態である性同一

ジェンダー（Male to Female）であるＸが，職場内

性障害（性転換症）者に，女性用トイレの使用を許可

で性自認についての説明会（2010年７月実施）後，時

することは，女性社員の抱く恐怖感と犯罪行為のおそ

間が経過し，Ｘは外見上女性と同様であるのに，同省

れに鑑み，避けるべきであろう」と指摘されています。

庁舎内の女性用トイレを自由に使用することができ
ず，性別適合手術を受けて戸籍上の性別変更をしない
限り，将来の異動先で女性トイレを使用するには性自
認についての説明会を要するなどといわれたなどとし
て，人事院に対し戸籍上の性別及び性別適合手術を受
けたかどうかにかかわらず，他の一般的な女性職員と

また，前記裁判例においても，
「経産省としては，他の職員が有する性的羞恥心や性
的不安などの性的利益も併せて考慮し，Ｘを含む全職
員にとっての適切な職場環境を構築する責任を負って
いることも否定し難い」

の公平処遇を求める要求（本件各措置要求）をしたと

とも判示されており，トランスジェンダーの心の性に

ころ，本件各措置要求はいずれも認められない旨の判

応じたトイレの利用問題を考える際は，トランスジェ

定（本件判定）を受けたことから，本件判定はいずれ

ンダーの人格権と，企業側の職場環境構築等という両

も違法である旨を主張し，本件判定にかかる処分の取

要請の調和という観点から考察する必要があります。

消しなどを求めた近時の裁判例においても，
「性同一性障害者特例法の立法趣旨及びそもそも性別
が個人の人格的生存と密接不可分なものであることに

2

トランスジェンダーの労働者の心の性
に応じたトイレ利用に関する考え方

上記のとおり，職場におけるトランスジェンダーの
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労働者の心の性に応じたトイレの利用は，トランス

いう要望を持っていることがほとんどであり，トラン

ジェンダーの人格権に配慮しながらも，企業側として

スジェンダーであっても物心両面で負担が大きい性適

もさまざまな要素を考慮して判断する必要があり，企

合手術を受けることは望まない場合もあります。

業によって取りえる対応がまちまちとなる可能性があ

そこで，職場における戸籍上の性別を変更するに

ります。重要なことは，本人の希望を確認したうえで，

至っていないトランスジェンダーの心の性に応じたト

企業側の施設の構造上の問題，費用面の問題等を考慮

イレの利用については，社員に対して性の多様性等に

して，解決策を見いだすために本人との間で協議を尽

関する研修は当然実施すべきであり，それを前提とし

くすことであるといえます。

て，企業は他の労働者に対しても安全配慮（職場環境

もっとも，解釈の指針となる法令等が存在しない現

構築）義務を負っているものの，①職場におけるトラ

時点において，実務上取りえる対応の一例をあげると

ンスジェンダーの心の性に応じたトイレ利用に関する

すれば，複数あるトイレのうちの１つをジェンダーフ

社会状況，②医師により性同一性障害であると診断さ

リーのトイレとすることから始めることが，現実的な

れているか否か，③本人のこれまでの職場での振舞い

対応であると考えられます。

等の状況，④パス度（外見上第三者からどのようにみ

この点，文部科学省が2016年に取りまとめた「性同

えるか）の４つの要素を総合考慮し，性の多様性に関

一性障害や性的指向・性自認にかかる，児童生徒に対

する社内研修等により職場において一定程度の理解を

するきめ細かな対応等の実施について（教職員向

得られる状況になっているのであれば，当該懸念はか

け）
」と題する資料において，性同一性障害に係る児

なりの程度低減されているとみることも可能であり，

童生徒への学校における支援に関し，
「職員トイレ・

心の性に応じたトイレの利用に応じることを検討すべ

多目的トイレの利用を認め」た事例が紹介されてお

きケースもあると解されます。

り，また，
「学校においては，性同一性障害に係る児

なお，参考までに，前記・国・人事院（経産省職

童生徒への配慮と，他の児童生徒への配慮との均衡を

員）事件の一審判決（東京地裁令1.12.12判決）で判示

取りながら支援を進めることが重要である」とされ，

された，民間企業におけるトランスジェンダーの心の

「性同一性障害に係る児童生徒への配慮と，他の児童

性に応じたトイレの利用に関する取組部分を引用しま

生徒への配慮との均衡についてはどのように考えれば

すので，自社における検討の際の参考にしていただけ

良いのですか」との問いに対して，

ればと思います。

「性同一性障害に係る児童生徒への対応は重要ですが，

「民間企業において，身体的性別が男性であり，性

その対応に当たっては，他の児童生徒への配慮も必要

自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であっ

です。例えば，トイレの使用について，職員用トイレ

て，性別適合手術を受けておらず，戸籍上の性別が男

の使用を認めるなど，他の児童生徒や保護者にも配慮

性である者（以下…「トランスジェンダー従業員」と

した対応を行っている例があります。このように，性

いう。
）に対し，女性用トイレの使用を認めた例」

同一性障害に係る児童生徒への配慮と，他の児童生徒

①学校法人Ａにおいては，男性として勤務していた

や保護者への配慮の均衡を取りながら支援を進めるこ

トランスジェンダー従業員が，2000年４月ころから，

とが重要です」

特に制限なく女性用トイレを使用することを認められ

といった回答が記載されていることも参考になります。
ただ，前述のとおり，トランスジェンダーからすれ
ば，根本的にはジェンダーフリーのトイレを利用した
いのではなく，心の性に応じたトイレを利用したいと
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た。その際，当該トランスジェンダー従業員は，自ら
が授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者
には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの，
それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当

該トランスジェンダー従業員は，その数年前から，女

女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたと

性ホルモンの投与を開始するとともに，髪の毛を伸ば

ころ，女性用トイレの使用を全面的に認められた。そ

すようになり，職場においても女性らしい服装で勤務

の際，当該トランスジェンダー従業員は，異動先で引

するようになっていた。

き続き一緒に働くことになる３名の従業員に対しては

②Ｂ株式会社においては，男性として勤務していた

事情を説明したが，それ以外の従業員に対してはその

トランスジェンダー従業員が，2001年の異動を機に，

ような説明等は行わなかった。当該トランスジェン

女性用トイレの使用を認められた。その際，当該トラ

ダー従業員は，その数年前から，女性ホルモンの投与

ンスジェンダー従業員は，一部の幹部に対しては自ら

を開始していた。

が性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であ

⑥Ｆ株式会社においては，男性として勤務していた

ることを伝えたが，それ以外の一般の従業員に対して

トランスジェンダー従業員（ただし，精巣摘出手術を

は，そのような説明等は行わなかった。当該トランス

受けている）が，2000年代前半に上司を通じて，女

ジェンダー従業員は，使用する女性用トイレについて

性として勤務したい旨をＦ株式会社に申し出て，女性

特段の指示を受けていなかったが，自主的に，執務室

用トイレの使用を認められた。その際，一部の女性従

から１階離れた階のトイレを使用するようになった。

業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従

当該トランスジェンダー従業員は，その数年前から，

業員が女性として勤務することについて説明された

女性ホルモンの投与を開始するとともに，職場におい

が，その後の異動に際しては，そのような説明等は行

ても女性らしい服装で勤務するようになっていた。

われなかった。当初，当該トランスジェンダー従業員

③Ｃ株式会社においては，男性として勤務していた
トランスジェンダー従業員が，2003年ころに，性同

が使用を認められた女性用トイレは，１カ所だけで
あったが，数年後にそのような制限はなくなった。

一性障害であることを上司および人事部に伝えて相談

また，女性用トイレの使用が認められたごく初期の

したところ，女性用トイレの使用を承認された。当該

ころには，当該トランスジェンダー従業員が女性用ト

トランスジェンダー従業員は，それより前から，一部

イレを使用する際には，事情を知る女性従業員が必ず

の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であるこ

随伴するという取決めがされていたが，その後にその

となどを話していたが，上記の承認の後に入社してき

ような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー

た従業員に対してはそのような説明等は行っていな

従業員は，その数年前から女性ホルモンの投与を開始

い。当該トランスジェンダー従業員は，その10年以上

するとともに，中性的な服装や薄化粧をして勤務する

前から，職場において男女の区別がつかないような服

ようになっていた。

装で勤務するようになるとともに，上記の承認の数年
前から，女性ホルモンの投与を開始していた。
④株式会社Ｄにおいては，男性として勤務していた
トランスジェンダー従業員が，2003年の親会社から
の転籍を機に，女性用トイレの使用を許可された。株
式会社Ｄにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸
籍上の性別が男性であることを知っている者は，一部
の管理職等のみである。
⑤Ｅ株式会社においては，男性として勤務していた
トランスジェンダー従業員が，1999年の異動を機に，
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