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ソウル特別市感情労働従事者の権利保護などに関する条例 

 [施行 2014.3.20.］ ［ソウル特別市条例第 5664号、2014.3.20 制定] 

第１章 総  則 

第１条（目的） 

この条例は、ソウル特別市（以下『ソウル市』という）感情労働従事者に対するソウル

市および傘下機関の義務並びに感情労働従事者の権利を規定することによって感情労働従

事者の人権を積極的に保護することを目的とする。 

 

第２条（定義） 

この条例で使用する用語の意味は次の通りである。 

１．『感情労働』とは、顧客応対など業務遂行過程で自身の感情を節制して自身が実際感

じる感情とは異なる特定感情を表現するように業務上、組織上要求される勤労形態を

いう。 

２．『ソウル市感情労働使用者』とは、ソウル特別市長、ソウル市傘下地方公企業および

出資・支援機関、市の事務委託機関、市の支援を受ける各種施設の長をいう。 

３．『ソウル市契約使用者』とは、ソウル市と工事、用役その他類似の契約を締結して契

約内容による業務を遂行する法人および個人をいう。 

４．『ソウル市感情労働従事者』とは、第２号および第３号の機関において感情労働を遂

行する「勤労基準法」第２条による勤労者をいう。 

５．『感情労働高危険職群』とは、第４号の感情労働従事者の中でとくに感情労働によっ

て健康上危害を被るおそれがあって、ソウル特別市長（以下『市長』という）が１年

ごとに指定する職群をいう。 

６．『顧客』とは、ソウル市感情労働使用者およびソウル市契約使用者が提供する行政お

よびサービスを利用する個人若しくは団体を意味する。 

 

第３条（適用範囲） 

この条例は、ソウル市感情労働使用者、ソウル市契約使用者、ソウル市 感情労働従事者、

ソウル市感情労働従事者のサービスを利用する人に適用する。ただし、適用される各規定

の範囲は条例による。 

 

第４条（感情労働従事者の権利尊重） 

すべてのソウル市に住所若しくは居所を置く人、在留している人、市に所在する事業場

において勤労する人は、感情労働による産業災害の危険から保護され、人間らしい勤労環

境を享受する権利をもつ。 
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第２章 ソウル市の義務 

第５条（ソウル市など感情労働従事者勤労環境改善計画の樹立） 

① 市長は、感情労働による精神的ストレス（以下『業務ストレス』という）の予防お

よび感情労働従事者の勤労環境改善を支援するために、３年ごとに感情労働従事者勤

労環境改善計画（以下『改善計画』とい う）を樹立・施行しなければならない。 

② 第１項の改善計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。 

１．感情労働従事者権利保護政策基本方向、業務分野別核心政策課題、推進目標およ

び実行計画 

２．ソウル市感情労働従事者の雇用現況および展望 

３．業務ストレスによって発生する健康障害および事故現況並びにその予防に関する

事項 

４．休日・休暇および勤労時間等、ソウル市の感情労働従事者に対する「勤労基準法」

遵守に関する事項 

５．感情労働高危険職群に対する保護方案 

６．改善計画の実行のための所要財源 

７．感情労働従事者権利保護および増進のための国家および他地方自治体との協力 

８．その他ソウル市等、感情労働従事者の勤労環境改善に関する事項 

③ 市長は、改善計画履行の有無を定期的に点検・評価して、次の次期計画に反映しな

ければならない。 

 

第６条（実態調査） 

市長は、改善計画を効率的に樹立・推進するためにソウル市感情労働従事者の雇用現況

および勤労環境などについて実態調査を毎年１回以上実施しなければならない。 

 

第７条（感情労働権利保障教育） 

① 市長は、ソウル市感情労働使用者が所属公務員および職員に対して「ソウル特別市

人権基本条例」第１０条による人権教育を実施するとき、 感情労働権利保障および保

護のための教育を含んで施行されるようにしなければならない。 

② 感情労働権利保障教育は、ソウル市ガイドライン、模範マニュアルの内容を含まな

ければならない。 

③ 感情労働権利保障教育は、人権、労働、女性、職業医学について専門知識があって

学界で関連研究経験がある人若しくは同一分野の非営利民間団体・法人、労働組合、

感情労働関連国内外機構などにおいて勤務経験がある人によって行われなければなら

ない。 
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第８条（勧告と経営評価など） 

① 市長は、実態調査の結果、必要と認められるときには、ソウル市感 情労働使用者の

該当機関若しくは部署に感情労働従事者の勤労環境改善のために必要な事項を指示し

て、これを経営評価など機関および部署に対する評価に反映しなければならない。 

② 市長は、ソウル市契約使用者に感情労働従事者の勤労環境改善のために必要な事項

を勧告しなければならない。 

 

第９条（ガイドラインの公表） 

① 市長は、改善計画を効率的に推進するために感情労働従事者に対する権利保護およ

び感情労働使用者・ソウル市契約使用者・顧客の義務などに関するガイドラインを公

表しなければならない。 

② 第１項のガイドラインは、以下の内容を含まなければならない。 

１．事業場内すべての人が感情労働従事者の基本的人権を保障する義務 

２．感情労働業務の専門性認定およびそれに見合う処遇保障義務 

３．感情労働従事者のための適正な休憩時間および休息空間保障義務 

４．感情労働従事者のための安全な作業環境造成義務 

５．感情労働従事者を効率的に保護できる顧客応対マニュアル準備義務および感情労

働 

６．従事者に対する顧客の暴言・暴行・いじめ・セクハラなど不当な行動に対し自身

を保護できる作業中止権など適切な権限付与義務 

７．感情労働従事者の安全を保障するための専門担当者配置義務 

８．感情労働従事者の自己保護のための定期的教育実施および感情労働従事者の精神

的・身体的健康のためのプログラム支援義務  

９．感情労働高危険職群に対する特別な保護方案 

③ 市長は、ソウル市感情労働使用者から毎年ガイドライン遵守の有無について報告書

を提出させなければならない。 

 

第１０条（模範マニュアルの配布） 

① ソウル市は、ガイドラインの遵守のためにソウル市感情労働使用者およびソウル市

契約使用者が使用できる感情労働従事者権利保護のための機関類型別模範マニュアル

を作成して配布しなければならない。 

このとき、模範マニュアルは以下の内容を含む。 

１．各機関が施行する感情労働従事者関連教育の内容および形式 

２．各機関が用意する感情労働従事者休憩施設の位置、規模、利用規則遵守 

３．各機関の組織および組織構成員の特性を考慮して組織構成員の意見を反映したマ

ニュアル作成方式 
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 ４．各機関類型別に顧客サービスを提供する勤労者およびサービスを受ける顧客すべ

てが相互配慮できるサービス提供規則遵守 

② 市長は、ソウル市感情労働使用者から毎年模範マニュアルの遵守可否について報告

書を提出させなければならない。 

第３章 ソウル市感情労働使用者の義務およびソウル市民の責任 

第１１条（機関別マニュアル作成義務） 

① ソウル市感情労働使用者は、感情労働従事者の勤労環境を改善して感情労働従事者

を人格主体として配慮する内容の機関別マニュアルを用意しなければならない。この

とき、機関別マニュアルにはソウル市模範マニュアルを含み機関別特性を反映して次

の各号の内容を含まなければならない。 

１．感情労働従事者が顧客応対過程で発生する問題を解決して助ける職場内の公式的

な制度および手続き 

２．感情労働従事者の上司がソウル市感情労働ガイドラインおよびマニュアルに基づ

いて現場で感情労働に関連した責任を負担すること ができるという点 

３．感情労働従事者の上司は、顧客との葛藤が発生したとき顧客および感情労働従事

者すべての話を傾聴しなければならない点 

４．甚だしく不当な要求をする顧客の場合、顧客の要求に応じない権利保障 

５．不当な待遇をされた感情労働従事者の業務中断時間に関する事項 

６．個別感情労働従事者が応対することが難しい顧客の要件に対する組織次元の対応

方案 

７．悪性嘆願処理専門家養成、熟練した上司の悪性顧客担当、悪性顧客専門担当部署

設置などに関する事項 

８．顧客との嘆願問題を人事および勤務評価に過度に反映して無理な感情労働をさせ

ない点 

９．職場内苦情や難関事項を伝達できる意思疎通チャンネルに関する事項 

10．機関の長、中間管理者、感情労働責任者、感情労働従事者に対する感情労働関連

教育の体系的実施に関する事項 

② ソウル市感情労働使用者は、機関別マニュアルを勤労者全体に公開された場所に備

えつけ、感情労働従事者には別途配布しなければならない。 

③ ソウル市感情労働使用者は、毎年市長に機関別マニュアルを遵守し たか否かについ

て報告書を提出しなければならない。 

 

第 12条（機関内休憩施設） 

ソウル市感情労働使用者は、事業場内に感情労働従事者の接近が容易な場所に感情労働

によって発生する精神的ストレスを積極的に予防し、感情労働従事者が禁止行為に遭った
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場合に休息できる別途の休憩施設を用意しなければならない。 

 

第 13条（事業場内案内文の掲示など） 

① ソウル市感情労働使用者は、感情労働従事者が勤労する事業場内に顧客および感情

労働従事者がよく見える所に感情労働従事者保護に対する案内文および事故発生時の

対処要領を掲示しなければならない。 

② ソウル市感情労働使用者は、感情労働従事者が音声対話媒体を通じて顧客を応対す

る場合、通話内容を録音しなければならない。このとき顧客に対して録音事実を事前

告知しなければならない。 

 

第 14条（事業場内苦情処理専門担当部の設置・運営など） 

ソウル市感情労働使用者は、事業場内感情労働従事者の業務ストレスおよびこれによる

健康障害の予防のために感情労働従事者の業務上苦情を処 理する専門担当部署を設置・運

営することができる。 

 

第 15条（禁止行為） 

顧客は、ソウル市感情労働従事者に次の各号のいずれか一に該当する行 為をしてはなら

ない。 

１．暴言、暴行、無理で過度な要求等を通したいじめ 

２．性的屈辱感・羞恥心を生じさせる行為 

３．感情労働従事者の業務を偽計若しくは威力で妨害する行為 

 

第 16条（保護措置） 

① 第 15条の禁止行為が発生した場合、ソウル市感情労働使用者は、感情労働従事者の

状態および状況によって直ちに各号の保護措置を段階別に取らなければならない。  

１．感情労働従事者の該当顧客からの分離、十分な休息権保障。ただし、顧客の生命

身体、重大財産に関連した業務の場合業務が中断されないように上司の即刻業務担

当者交替措置 

２．感情労働従事者に対する治療および相談支援 

３．刑事告発若しくは損害賠償訴訟など必要な法的措置 

４．その他に感情労働従事者の保護のために必要な措置 

② 感情労働従事者はソウル市感情労働使用者に対し第１項各号の措置を要求すること

ができる。 

③ ソウル市感情労働使用者は、感情労働従事者が第２項の措置を要求 したことを理由

に解雇、懲戒など不利益を与えることはできない。 

④ 禁止行為該当の有無・ソウル市感情労働使用者保護措置存否など禁止行為と関連した
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紛争が発生した場合、ソウル市感情労働従事者若しくはソウル市感情労働使用者は「ソ

ウル特別市人権基本条例」第 20条により市民人権保護官に調査を申請することができ

る。この場合、調査手続きおよび市民人権保護官の権限など必要な事項については「ソ 

ウル特別市人権基本条例」の関連規定による。 

 

第 17条（保護措置内訳と常習違反者名簿報告義務） 

① ソウル市感情労働使用者は、毎年第 15条の禁止行為発生現況および 第 16条第２項

の感情労働従事者要請権行使理由および処理結果を作成してソウル市感情労働従事者

権利保護委員会に報告しなければならない。 

② ソウル市感情労働使用者は、特別な理由なく３回以上第 15条の禁止行為を行った者

の名簿を作成して毎年ソウル市感情労働従事者権利保護委員会に報告しなければなら

ない。 

第４章 感情労働従事者権利保護委員会および権利保護センターの

設置など 

第 18条（ソウル市感情労働従事者権利保護委員会の設置） 

① 市長は、ソウル市感情労働従事者の権利保護のためにソウル市の中に以下の構成員

による感情労働関連事項を審議・諮問する委員会（以下『委員会』という）を置くこ

とができる。 

② 委員会は、委員長１人および副委員長１人を含む１０人以内で構成して、委員長お

よび副委員長は、委員の中で互選する。ただし第３項第１号および第２号の委員を各

３分の１以上とする。 

③ 委員は、次の各号のいずれか一に該当する人の中から市長が委嘱および任命する。 

１．人権、労働、女性、職業医学について専門知識があり学界において関連研究経験

がある人  

２．人権、労働、女性、職業医学政府機関、非営利民間団体・法人、労働組合、感情

労働関連国内外機構などにおいて勤務経験がある人 

３．ソウル市労働業務担当部署の局長（当然職とする） 

４．ソウル特別市議会議員 

５．ソウル市人権委員会委員長が推薦するソウル市人権委員 

④ 委員の任期は２年とし再任することができる。ただ、補欠委員の任期は、前任委員

の残りの期間とする。 

⑤ 市長は、次の各号のいずれか一に該当する場合、該当委員を解嘱することができる。 

１．委員が一身上の事故などの理由で職務を遂行することが難しい場合 

２．委員が職務上知ることになった秘密を漏洩した場合 

３．委員が委員会の会議にしばしば参加しないか委員として品位を顕著に損傷するな

ど委員の職務を遂行するのに不適当と判断される場合 
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第 19条（委員会の業務および運営） 

① 委員会は、以下業務を遂行する。 

１．感情労働従事者勤労環境改善計画樹立に対する審議・諮問 

２．勧告、ガイドライン、模範マニュアル、実践規則に対する審議・諮問 

３．感情労働従事者に影響を及ぼす法規、政策に対する諮問 

４．感情労働従事者権利保護センター運営に対する諮問 

５．感情労働高危険職群指定に対する諮問 

６．その他市長、委員長若しくは委員会委員３人以上が提案した事案についての審議・

諮問 

② 委員長は、委員会を代表して、委員会の職務を総括する。 

③ 会議は、定期会および臨時会に区分して、定期会は年４回開催して、臨時会は委員

長が必要と認めるか在籍委員３分の１以上の会議招集要求があるとに委員長が招集す

る。 

④ 会議は、在籍委員過半数の出席で開会し、出席委員過半数の賛成で議決する。ただ、

可否同数の場合には委員長が決定する。 

⑤ 委員会のすべての会議は、公開して、会議録を作成して誰でも閲覧できるように備

えつけなければならない。ただし、事案の性格上公開することが適切でないか関連す

る人々の人権を保護する必要がある場合には委員会の議決で会議を非公開にするか会

議録の閲覧を制限することができる。 

⑥ 委員会に出席した公務員でない委員に対しては予算の範囲内で手当および旅費を支

給することができる。 

⑦ 委員会に幹事を置き、幹事は労働業務を担当する課長とする。 

 

第 20条（禁止行為常習違反者に対する措置） 

委員会は、ソウル市感情労働使用者が毎年報告する禁止行為常習違反者に対し必要な場

合、刑事告発など法的措置をとるように要求することができ、これに対する支援をしなけ

ればならない。 

 

第 21条（ソウル市感情労働従事者権利保護センターの設置） 

市長は、次の各号の事業を遂行するソウル市感情労働従事者権利保護センターを設置す

ることができる。 

１．ソウル市感情労働従事者権利保護委員会議決事項の執行  

２．感情労働関連実態調査 

３．感情労働従事者保護のためのプログラム開発および教育、広報  

４．業務ストレスおよびこれによる健康障害の予防のための政策研究および普及 
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５．感情労働従事者および作業場暴力被害に関する相談および支援 

６．第８条、第９条、第１０条による報告書の検討および改善事項導出 

７．その他に感情労働従事者の保護のための事項 

 

第 22条（予算の支援） 

① 市長は、ソウル市に所在するた公共保健医療機関もしくは審理相談専門機関が感情

労働従事者相談および作業場内暴力による審理相談などを施行する場合これを予算の

範囲の中で支援することができる。 

② 市長は、ソウル市に所在した事業場に対し感情労働従事者保護のための教育の実施、

感情労働従事者権利保護のための機関別マニュアル作成、休憩施設の設置、案内文の

掲示など感情労働従事者の保護に必要な事項を勧告することができ、これを実施する

場合に予算の範囲内 で支援することができる。 

 

付則〈第 6101号、2016.1.7〉 

第１条（施行日） 

この条例は公布後直ちに施行する。 

 

（龍谷大学法 17 脇田滋『韓国における雇用安全網関連の法令・資料（６）――ソウル

特別市感情労働者保護条例・関連資料――』から転載） 

 


