
職場における
ハラスメント対策講座

～ハラスメントの無い働きやすい職場づくりへ～

Well-being実践シリーズ②

国際ＥＡＰ
コンサルタント
宮川 浩一

PART3



内容
PART１ 1.ハラスメントとは？

PART２ 2.セクハラとその対策

PART３ 法対応とパワハラの内容と現状

3.セクハラの法対応

4.パワハラの法対応

5.パワハラの内容と現状

PART４ パワハラの対策とハラスメントのない職場に

6.パワハラとその対策

7.ハラスメントのない職場に

2
1



22

3．セクハラの法対応



男女雇用機会均等法

（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を定めるものとする。
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職場におけるセクハラ対策

職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ず
べき措置について、厚生労働大臣の指針により9項目が定められています。

１．事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

（1） セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発

（2） 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発

２．相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

（3） 相談窓口の設置

（4）相談に対する適切な対応

３．職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

（5）事実関係の迅速かつ正確な確認

（6）当事者に対する適正な措置の実施

（7）再発防止措置の実施

４．1～3までの措置と併せて講ずべき措置

（8）当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知

（9） 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
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セクハラ等防止対策の実効性の向上
～男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正～

１ セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務が明確化※されます
（パワハラ、いわゆるマタハラも同様（２、４も同じ。））

※ セクハラ等は行ってはならないものであり、事業主・労働者の責務として、他の労働者に対する言動に
注意を払うよう努めるものとされています。

２ 事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対して事業主が不利益な取扱い

を行うことが禁止されます

３ 事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する
雇用管理上の措置（事実確認等）への協力を求められた場合にこれに応じる
よう努めることとされます

※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合も、相談
に応じる等の措置義務の対象となることを指針で明確化します。

４ 調停の出頭・意見聴取の対象者が拡大※されます

※ セクハラ等の調停制度について、紛争調整委員会が必要を認めた場合には、
関係当事者の同意の有無に関わらず、職場の同僚等も参考人として出頭の
求めや意見聴取が行えるようになります。

改正ポイント
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4．パワハラの法対応
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パワハラ防止も法律で義務化に（2020年6月施行）

職場でのいじめや嫌がらせなどのパワーハラ
スメント（パワハラ）を防ぐため、厚生労働
省が企業に対応を義務付け、2019年に法制
化され、2020年6月施行（大企業）、2022
年4月施行（中小企業）となった。

セクハラに加え、顧客からの暴言や暴行など
カスタマーハラスメント（カスハラ）対策も
強化し、職場でのハラスメント全体について
ガイドライン化された。



法改正におけるパワハラの定義

職場におけるパワハラとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです

① 優越的な関係を背景とした

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

③ 就業環境を害すること（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること）

※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません
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パワハラ対策の法制化
～労働施策総合推進法の改正～

１．職場におけるパワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが
事業主の義務となります

（適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります）。

２． パワハラに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を
行うことができるようになります。

３．職場のパワハラの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、
指針に示されています。

４． 雇用管理上の措置の具体的内容
（現行のセクハラ防止の措置義務の内容を踏まえて今後検討）

▶ 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

▶ 苦情などに対する相談体制の整備

▶ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等 改正ポイント
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5．パワハラの内容とその現状



パワハラとは？

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
（※1）を背景に、業務の適正な範囲（※2）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をいう。

※1 職場内の優位性
パワハラという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いが、先輩・後輩
間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもある。
「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性
が含まれる。

※2 業務の適正な範囲
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場
合には、パワーハラスメントにはあたらない。例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、
業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められる。
職場のパワハラ対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正
な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取組を行うことによって、適正な指導をサポート
するものでなければならない。

（平成24年1月「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告」より）
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パワハラの行為類型
パワーハラスメントの
行為類型

被害の実例（性別、年齢）

精神的な攻撃
(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひ

どい暴言)

いること自体が会社に対して損害だと大声で言われた（男性、50歳以上）
ミスしたら現金に換算し支払わされる（女性、40歳代）
全員が観覧するノートに何度も個人名を出され、能力が低いと罵られた（男性、20歳代）

過大な要求
(業務上明らかに不要なことや遂
行不可能なことの強制、仕事の妨
害)

・多大な業務量を強いられ、月80時間を超える残業が継続していた（男性、20歳代）
・明らかに管理者の業務であるにもかかわらず、業務命令で仕事を振ってくる（女性、40歳代）
・絶対にできない仕事を、管理職ならやるべきと強制された（女性、50歳代）

人間関係からの切り離し
(隔離・仲間外し・無視)

・今まで参加していた会議から外された（女性、50歳以上）
・職場での会話の無視や飲み会などに一人だけ誘われないなど（男性、30歳以上）
・他の部下には雑談や軽口をしているが、自分とは業務の話以外一切ない（男性、50歳以上）

個の侵害
(私的なことに過度に立ち入

ること)

・出身校や家庭の事情等をしつこく聞かれ、答えないと総務に聞くと言われた（女性、40歳代）
・接客態度がかたいのは彼氏がいないからだと言われた（女性、20歳代）
・引っ越したことを皆の前で言われ、おおまかな住所まで言われた（女性、20歳代）

過小な要求
(業務上の合理性なく、能力
や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じることや仕
事を与えないこと)

・故意に簡単な仕事をずっとするように言われた（男性、30歳代）
・一日中掃除しかさせられない日々があった（男性、20歳代）
・入社当時に期待・希望していた事とかけ離れた事務処理ばかりさせられる（女性、50歳以上）

身体的な攻撃 (暴行・傷害)
・カッターナイフで頭部を切りつけられた（男性、20歳代）
・唾を吐かれたり、物を投げつけられたり蹴られたりした（男性、20歳代）
・痛いと言ったところを冗談っぽくわざとたたく（女性、40歳代）
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パワハラの現状
◼ 都道府県労働局に寄せられた企業と労働者の紛争に関する相談の状況

（厚生労働省「平成30年度個別労働紛争解決制度施行状況」より）
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なぜ職場のパワハラが問題なのか？

• 社員への影響は？

●心身の健康を害し、休職等に至る

●職場環境の悪化

• 会社への影響は？

●モラールの低下⇒生産性の低下⇒業績の悪化

●人材の流出

●訴訟による賠償⇒業績の悪化

●企業イメージの悪化⇒人材採用への影響

• その他

●コンプライアンス上の問題

民法、刑法、就業規則違反
（平成28年度 厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」より）

（企業調査 回答：4,587社）

職場の雰囲気が
悪くなる

従業員の心の
健康を害する

従業員が十分に能力を
発揮できなくなる

人材が流出してしまう

職場の生産性が
低下する

企業イメージが悪化する

訴訟などによる損害賠償
などの金銭的負担が生じる

その他

特に影響はない

◼ パワハラによる影響（複数回答）
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パワハラ加害者の責任
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もし、あなたが加害者になったら・・・・・

• 民事上の責任として損害賠償を請求される
✓ 民事上の責任：（行為者には）民法709条の不法行為責任

（会社には） 民法415条の債務不履行責任（安全配慮義務違反）
民法715条の使用者責任

• 刑事罰に課せられる
✓ 刑事罰：名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪等

• 社会的信用、社会的地位を失う。自身の家庭が崩壊する。
✓ 懲罰規定（就業規則●条参照）： 「減給」「降格」「譴責」「出勤停止」「諭旨解雇」

「懲戒解雇」等



パワハラ関係の裁判例から考える企業に求められるもの（企業の責任）
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上司の注意指導等とパワーハラスメント（東京地裁八王子支部判決平成2年2月1日 労判558-68）

概 要：
製造業A社の工場に勤務していたBの後片付けの不備、伝言による年休申請に対し、上司CがBに対して反省文の提出等の注
意指導を行った。Bは「Cの常軌を逸した言動により人格権を侵害された」と主張してA社及びCに対し、民事上の損害賠償
請求をした。

判決内容：
上司には所属の従業員を指導し監督する権限があり、注意したり、叱責したことは指導監督する上で必要な範囲内の行為
とした上で、本件の場合は、Cの、反省書の作成や後片付けの再現等を求めた行為は、指導監督権の行使としては、裁量の
範囲を逸脱し、違法性を帯びるに至るとして、A社とCに損害を賠償するよう判示した。

先輩によるいじめと会社の法的な責任（さいたま地裁判決平成16年9月24日 労判883-38）

概 要：
D病院に勤務していた看護師Eは、先輩看護師のFから飲み会への参加強要や個人的用務の使い走り、暴言等のいじめを受
け、自殺した。

判決内容：
判決ではFのEに対するいじめを認定し、FにEの遺族に対する損害を賠償する不法行為責任（民法709条）と、勤務先であ
るDに対し、安全配慮義務の債務不履行責任（民法415条）を認めた。

内部告発等を契機とした職場いじめと会社の法的責任（富山地裁判決平成17年2月23日 労判891-12）

概 要：
勤務先Gの闇カルテルを新聞や公正取引委員会に訴えたHへ、転勤や昇格停止、長期間にわたる個室への配席等を行ったG
に対し、Hが損害賠償請求をした。

判決内容：
判決は、人事権行使は相当程度使用者の裁量的判断に委ねられるものの、裁量権は合理的な目的の範囲内で、法令や公序良
俗に反しない程度で行使されるべきであり、これを逸脱する場合には違法であるとして、不法行為及び債務不履行に基づく
損害賠償責任を認めた。
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