
職場のハラスメント防止セミナー

～誰もが成長し続ける就業環境と制度風土～

厚生労働省 長野労働局

雇用環境・均等室
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令和２年１０月１３日

第1回北信地区労働フォーラム資料



本日の内容

1. ハラスメントの現状（法改正の背景）

2. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等
の一部を改正する法律の概要

3. 職場におけるパワーハラスメントの防止のための対策
について

4. ハラスメント防止に向けた就業環境と制度風土の確立
～事例から見た取り組むべき内容とは～
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１ パワーハラスメントの現状
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職場のいじめ・嫌がらせに関する相談は８万件を超え、引き続きすべての相談の中でトップ

パワーハラスメントの予防・解決のための取組の実施状況（従業員規模別）

パワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を実施している企業は52.2%であり、企業
規模が小さくなると実施比率は相対的に低くなるものの、平成24年度と比較するとすべて
の従業員規模の企業で比率が高くなっている。

職場のパワーハラスメントの現状（１）

※いじめ・嫌がらせに関する相談が全てパワーハラスメントに該当するわけではない。 出典：「平成30年度個別労働紛争解決制度施行状況」（厚生労働省・令和元年６月）
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（出典：「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」（平成24年度、28年度））

（23.6％）

4



7.8
17.8

6.9 67.5
パワーハラスメントを受けたこ

とがある（n=10000）

何度も繰り返し経験した 時々経験した

一度だけ経験した 経験しなかった

○従業員向けの相談窓口で従業員から相談の多いテーマは、パワーハラスメント（32.4％）が最も多い。

○過去３年間に１件以上パワーハラスメントに該当する相談を受けたと回答した企業は、36.3％。

○過去３年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員は、32.5％。

図１ 従業員から相談の多いテーマ（上位２項目）（複数回答）

図３ 過去３年間のパワーハラスメントの経験

（対象：全回答者、単位％) 【従業員調査】
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図２ 過去3年間にパワーハラスメントに該当すると判断した事例の件数

36.3

職場のパワーハラスメントの現状（２）
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管理職のパワーハラスメントに対する認識・理解が低

い/進んでいない

評価・処遇への不公平感・不満が増加している

正社員以外（パート、派遣社員など）の比率が高まっ

た

経営層のパワーハラスメントに対する認識・理解が低

い/進んでいない

人員整理など過度な業務の合理化があった

吸収・合併があった

特にない

パワーハラスメントの予防・解決のための取組を進めた結果、
パワーハラスメントの予防・解決以外に得られた効果（複数回答）

（対象：パワーハラスメントの予防・解決のための取組を実施している企業（n=2394）、単位％) 【企業調査】

パワーハラスメントの予防・解決に向けた取組により、職場環境が変わる、コミュニ
ケーションが活性化するほか、「休職者・離職者の減少」、「メンタル不調者の減少」
などの付随効果がみられる。

パワーハラスメントに関する相談件数が増加した／変わらなかった理由
（複数回答）

パワーハラスメントに関する相談が３年前と比べ増加（または変わらない）理由としては、「パワー
ハラスメントに対する関心が高まった」が最も高く、「職務上のストレスが増加している」が続いている。

職場のパワーハラスメントの現状（３）

（出典：「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」（平成28年度））
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職場のパワーハラスメントの現状（５）

「令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況」 長野労働局



２ 女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律等の一部を改正する
法律の概要
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労働施策総合推進法（パワハラ関係）
男女雇用機会均等法（セクハラ関係）
育児・介護休業法（マタハラ関係）
の改正により、事業主・労働者の責務が明確化。



女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等
の一部を改正する法律（令和元年６月５日公布）の概要

女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事
業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の
新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１． 女性活躍の推進【女性活躍推進法】

⑴ 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

⑵ 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、現在１項目以上の公表

を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から１項目以上公表することとする。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。

⑶ 女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の創設

２． ハラスメント対策の強化
⑴ 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」（ハラスメント対策）を
明記【労働施策総合推進法】

⑵ パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】

① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務（相談体制の整備等）を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備

② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による
調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備

⑶ セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【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】

① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
② 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

※ パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

改正の概要

施行期日

公布日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（令和２年６月１日）
（ただし、１ ⑴ ⑵の対象拡大は３年（令和４年４月１日）、２ ⑴は公布日。また、２（2）①について、中小事業主は公布日から起算し
て３年を超えない範囲内において政令で定める日（令和４年３月31日）までは努力義務） 10



（１）国の施策にハラスメント対策を明記（労働施策総合推進法）

○ 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」（ハラスメント対策）を明記
する。

（２）パワーハラスメント防止対策の法制化（労働施策総合推進法）

○ パワーハラスメントとは、「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）をいうことを明記する。

○ 事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付ける。

○ パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、
厚生労働大臣が「指針」を策定することとする。

〔指針で規定する内容〕
・パワハラの具体的な定義

▶ ３つの要素の具体的内容
▶ パワハラに該当する／しない行為例
▶ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに

当たらないこと 等

※ 取引先や顧客等からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）については、法律上の措置義務の対象とはしないが、
指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載。

２．ハラスメント対策の強化（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）

【現状】 ・ 職場のいじめ・嫌がらせに関する都道府県労働局への相談は
７万２千件超（H29年度）で ６年連続で全ての相談の中でトップ。

・ セクハラの 相談件数は約７千件（Ｈ29年度）と高水準にとどまる。

ハラスメントのない社会の実現に向けて、
職場のパワハラ対策、セクハラ対策を強化することが必要

○ パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停
（行政ADR）の対象とするとともに、措置義務等について履行確保（助言、指導、勧告等）のための規定を整備する。

・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と同様）

▶ 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

○ 中小事業主に対する配慮等

パワーハラスメント防止対策の措置義務は、中小事業主の施行日に配慮（公布日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定
める日までの間は、努力義務とする。）

※その他、事業主による防止措置の実施に関するコンサルティング、セミナー開催等の公的支援を実施する。

※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

11



（３）セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化（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）

② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

労働者が相談等を行うことに躊躇することがないよう、労働者がセクシュアルハラスメント等に関して事業主に相談したこと
等を理由とした不利益取扱いを禁止する。

③ 自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応

事業主に対し、他社から雇用管理上の措置の実施（事実確認等）に関して必要な協力を求められた場合に、これに応じる
努力義務を設ける。

※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合も、相談に応じる等の措置義務の対象となるこ
とを指針で明確化する。

④ 調停の出頭・意見聴取の対象者の拡大

セクシュアルハラスメント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、対象者を拡大する。

① セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化

セクシュアルハラスメント等は行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、他の労働者に対する言動に

注意を払うこと等を関係者の責務として明記する。

※パワーハラスメント、いわゆるマタニティハラスメントについても同様（②④も同じ）
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女性活躍推進法等改正法等の施行期日について

被改正法律・項目 施行期日

女
活
法

行動計画策定・情報公表義務の対象拡大
（301人以上→101人以上）

令和４年４月１日

その他（情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、
報告徴収等の対象拡大）

令和２年６月１日

労
働
施
策
総
合
推
進
法

国の施策へのハラスメント対策の明記 公布日（令和元年６月５日）

国、事業主及び労働者の責務 令和２年６月１日

雇用管理上の措置義務の新設
令和２年６月１日

※ 中小事業主は、令和４年３月31日までは努力
義務

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止 令和２年６月１日

紛争解決援助・調停、措置義務等の履行確保（報告徴収、公表規定整備）
令和２年６月１日

※ 中小事業主は、措置義務については、
令和４年３月31日までは対象外

均
等
法

国、事業主及び労働者の責務

令和２年６月１日

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止

他社の措置義務の実施への協力（努力義務）【セクハラのみ】

調停の意見聴取の対象拡大

男女雇用機会均等推進者の選任努力義務

育
介

法

国、事業主及び労働者の責務

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止

13

＜法改正事項＞

＜省令改正事項＞

【女性活躍推進法】 一般事業主行動計画策定（状況把握・数値目標）
令和２年４月１日

（対象拡大に関するものは令和４年４月１日）
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３ 職場におけるパワーハラスメントの
防止のための対策について

職場におけるパワーハラスメント対策が
事業主の義務になりました！

～ ～ セクシュアルハラスメント対策や
妊娠･出産･育児休業等に関するハラスメント対策と

ともに対応をお願いします ～ ～



事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置等についての指針 概要

１．職場におけるパワーハラスメントの内容

＜職場におけるパワーハラスメントとは＞

○ 職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素を全てみたすもの。

→ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。

職場におけるパワハラの
３要素

具体的な内容

① 優越的な関係を背景とし
た言動

○ 当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対
して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの
（例）
・ 職務上の地位が上位の者による言動

・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、
当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの 等

② 業務上必要かつ相当な範
囲を超えた言動

○ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又は
その態様が相当でないもの

③ 労働者の就業環境が害さ
れる

○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環
境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が
就業する上で看過できない程度の支障が生じること

○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当

該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の
支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当

○ 個別の事案の判断に際しては、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止
めなどその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことも重要。

令和２年１月１５日厚生労働省告示第５号
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＜職場におけるパワハラに該当すると考えられる例／該当しないと考えられる例＞
○ 以下は代表的な言動の類型、類型ごとに典型的に職場におけるパワハラに該当し、又は該当しないと考えられる例。

個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙ではないことに十分留意し、職場に
おけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要。

※例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提

代表的な言動の類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

⑴ 身体的な攻撃（暴行・傷害） ① 殴打、足蹴りを行う ②相手に物を投げつける ① 誤ってぶつかる

⑵ 精神的な攻撃
（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい
暴言）

① 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・
性自認に関する侮辱的な言動を含む。

② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳し
い叱責を繰り返し行う

③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責
を繰り返し行う

④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メー
ル等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信

① 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三
注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程
度強く注意

② その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問
題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意

⑶ 人間関係からの切り離し
（隔離・仲間外し・無視）

① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、
長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させた
りする

② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場
で孤立させる

① 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中
的に別室で研修等の教育を実施する

② 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常
の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室
で必要な研修を受けさせる

⑷ 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）

① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で
の勤務に直接関係のない作業を命ずる

② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底
対応できないレベルの業績目標を課し、達成できな
かったことに対し厳しく叱責する

③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を
強制的に行わせる

① 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベル
の業務を任せる

② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の
担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任
せる

⑸ 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）

① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行
可能な業務を行わせる

② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事
を与えない

① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量
を軽減する

⑹ 個の侵害
（私的なことに過度に立ち入る
こと）

① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写
真撮影をしたりする

② 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
他の労働者に暴露する

① 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況
等についてヒアリングを行う

② 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情
報（左記）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

★プライバシー保護の観点から、機微な個人情報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の措置を講じることが必要
16



２．職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置

３．職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組

４．自らの雇用する労働者以外の者（就活生等）に対する言動に関し行うことが望ましい取組

５．他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為
（いわゆるカスタマーハラスメント）に関し行うことが望ましい取組

（１）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に
対応すること

（３）職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと ⑦行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧再発防止に向けた措置を講ずること ※⑥⑦は事実確認ができた場合、⑧はできなかった場合も同様

（４）（１）から（３）までの措置と併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

○ セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制の整備
○ 職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組

・ コミュニケーションの活性化・円滑化のための研修等や、適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組

○ 労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、雇用管理上の措置の
運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努める

○ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ○ 被害者への配慮のための取組
○ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）

○ 職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、他の事業主の雇用する労働者、

就職活動中の学生等の求職者、個人事業主、インターンシップを行う者等に対しても同様の方針を併せて示す

○ 雇用管理上の措置全体も参考にしつつ、適切な相談対応等に努める
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法）
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職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメント行ってはならない旨の事業主の方針等を
明確化し、管理･監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、事業主の方針を規定し、当該規定と併せて、ハラスメントの内容及び
ハラスメントの発生の原因や背景等を労働者に周知・啓発すること。

■ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等にハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や
背景並びに事業主の方針を記載し、配付等すること。

■ 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を労働者に対して周知・啓発するため
の研修、講習等を実施すること。

■ （妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントへの対応を行う場合）事業主の方針と併せて制度等が利用できる旨を周知･
啓発すること。

取組例

ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発 （ 指針４（1）イ ）

● 「事業主の方針」とは、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを行っては
ならない旨の方針です。

● 「その他の職場における服務規律等を定めた文書」としては、従業員心得や必携、行動マニュアルなど、就業規則ではないものの社内
ルールを定めたものが考えられます。

● 「研修、講習等」を実施する場合には、定期的に実施する、調査を行うなど職場の実態を踏まえて実施する、管理職層を中心に職階別
に分けて実施するなどの方法が効果的と考えられます。

● パンフレットなどにより周知する場合は、全労働者に確実に周知されるよう、配付方法などを工夫しましょう。

ポイント

１

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 【指針４(1)】 →P34～（Ⅷ 対応例）参照

指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）
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ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発 （ 指針４（1）イ ）１

指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

＜パワーハラスメント＞
● パワーハラスメントの発生の原因や背景には、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題がある

と考えられます。このため、これらを幅広く解消していくことが、職場におけるパワーハラスメントの防止の効果を高め
る上では重要です。

●セクシュアルハラスメントの内容には、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも含まれます。
●また、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。

● 性別役割分担意識に基づく言動は、 「ハラスメントの発生の原因や背景」となり得ますので、このような言動をなくし
ていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要です。

●性別役割分担意識に基づく言動の例としては、以下が考えられます。
①「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などと発言する。
② 酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌等を強要する。
性別役割分担意識に基づく言動そのものがセクシュアルハラスメントに該当するわけではありませんが、セクシュア

ルハラスメントの発生の原因や背景となり得るため、こうした言動も含めてなくしていく必要があります。

＜セクシュアルハラスメント＞

● 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景には、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動
（不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の労働者の妊娠・出産等の否定につながる言動や制度等の利用否定につなが
る言動で、当該女性労働者に直接言わない場合も含みます。また単なる自らの意思の表明を除きます）が頻繁に行われる
など、制度等の利用や請求をしにくい職場風土や、制度等の利用ができることについて職場内での周知が不十分であるこ
とが考えられます。制度等を利用する本人だけでなく全従業員に理解を深めてもらうとともに、制度等の利用や請求をし
やすくするような工夫をすることが大切です。

● 妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、本人に直接行われない場合も含まれます。例えば、夫婦が同じ会社に
勤務している場合に、育児休業を取得する本人ではなく、その配偶者に対して否定的な言動を行うことは、 妊娠・出産・
育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になり得る行為です。

＜妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント＞
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行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発 （ 指針４（1）ロ ）２

指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

職場におけるハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、就業
規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、ハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定
め、その内容を労働者に周知･啓発すること。

■ ハラスメントに係る言動を行った者は現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められて
いる懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、それを労働者に周知・啓発すること。

取組例

● 「対処の内容」を文書に規定することは、ハラスメントに

該当する言動をした場合に具体的にどのような対処がなされ

るのかをルールとして明確化し、労働者に認識してもらうこ

とによって、ハラスメントの防止を図ることを目的としてい

ます。具体的なハラスメントに該当する言動と処分の内容を

直接対応させた懲戒規定を定めることのほか、どのようなハ

ラスメントの言動がどのような処分に相当するのかについて

判断要素を明らかにする方法も考えられます。

ポイント 〇〇株式会社 ハラスメント防止方針
☆当社は個人の尊厳を損なうハラスメント行為を

許しません。
☆当社の全従業員は、個人の尊厳を損なうハラス
メント行為を行ってはなりません。また、当社
以外の者に対してもこれに類する行為を行っては
なりません。

☆当社はハラスメント等に関する相談窓口を設け、
迅速で的確な解決を目指します。

☆相談者、行為者、事実関係の確認協力者に対す
る不利益な取り扱いはしません。
また、プライバシーは厳守します。
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

相談窓口の設置 （ 指針４（2）イ ）3

相談への対応のための窓口（相談窓口）をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

■ 相談に対応する担当者をあらかじめ定めるこ
と。

■ 相談に対応するための制度を設けること。

■ 外部の機関に相談への対応を委託すること。

取組例

●「窓口をあらかじめ定める」とは、窓口を形式的に設けるだけでは足りず、実質的な
対応が可能な窓口が設けられていることをいいます。

● このためには、労働者に対して窓口を周知し、労働者が利用しやすい体制を整備して
おくことが必要です。

● 相談は面談だけでなく、電話、メールなど複数の方法で受けられるよう工夫しましょ
う。

● 相談の結果、必要に応じて人事担当者および相談者の上司と連絡を取るなど、相談内
容・状況に即した適切な対応がとれるようフォローの体制を考えておきましょう。

ポイント

相談窓口担当者が、相談（※）の内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮して相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言

動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれが
ある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

※ 言動を直接受けた労働者だけでなく、それを把握した周囲の労働者からの相談も含まれます。

相談に対する適切な対応 （ 指針４（2）ロ ）

■ 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組み
とすること。

■ 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること。

■ 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと。

取組例

４

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【指針４(2)】
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

相談に対する適切な対応 （ 指針４（2）ロ ）4

ポイント

● 相談に当たっては、相談者の話に真摯に耳を傾け、相談者の意向などを的確に把握することが必要です。特に、ハラスメントを受けた

心理的影響から理路整然と話すことができない場合がありますので、忍耐強く聞くように努めましょう。

また、相談を受ける場所や時間帯等も、相談者が安心して相談できる状況となるよう工夫しましょう。

●「内容や状況に応じ適切に対応する」とは、具体的には、相談者や行為者などに対して、一律に何らかの対応をするのではなく、労働

者が受けているハラスメントの性格・態様によって、状況を注意深く見守る程度のものから、上司、同僚などを通じ、行為者に対し間

接的に注意を促すもの、直接注意を促すものなど事案に即した対応を行うことを意味します。また、対応に当たっては、公正な立場に

立って、真摯に対応しなければなりません。相談担当者が相談を受けて終わりなのではなく、事業主としてどのように判断したのか、

今後組織としてどのように対応していくのか等を相談者本人にフィードバックすることも大切です。

●「広く相談に対応」とは、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場にお

けるハラスメントに該当するか否か微妙な場合も幅広く含めることを意味します。

● 相談に対する「適切な対応」には、いわゆる「二次被害（相談者が相談窓口の担当者の言動などによってさらに被害を受けること）」

を防止するために必要な事項も含まれます。

● 相談担当者に対する研修をするようにしましょう（対応の仕方、カウンセリング手法など）。相談担当者が対応を誤ったために、問題

がこじれてしまうことがあります。

● 相談・苦情を受けた後、問題を放置しておくと、問題を悪化させ、被害を拡大させてしまったり、適切に対応してくれない（事業主の

義務を果たしていない）と誤解を受けることになりますので、初期の段階での迅速な対応が必要です。

● また、対応に時間を要する場合は、その状況や対応に必要な期間等を相談者に伝えるようにしましょう。
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

相談に対する適切な対応 （ 指針４（2）ロ ）4

ポイント

● 放置すれば就業環境が害するおそれがある相談や、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環

境の問題が原因や背景となってパワーハラスメントが生じるおそれがある場合の相談も、幅広く対象とする

ことが必要です。

＜パワーハラスメント＞

● 一見、特定の労働者に対する言動に見えても、周囲の労働者に対しても威圧するために見せしめとして行わ

れていると客観的に認められるような場合には、周囲の労働者に対するパワーハラスメントと評価できる場

合もあることにも留意しましょう。

● 放置すれば就業環境を害するおそれがある相談や、ハラスメントの原因や背景となるおそれがある妊娠・

出産・育児休業等に関する否定的な言動に関する相談も、幅広く対象とすることが必要です。

なお、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの対象となる労働者は、妊娠・出産した女性労働者

及び制度等を利用する男女労働者ですが、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動の相手は、本人

に限られないため、そのような相談も受け付ける必要があります。

＜妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント＞

● 放置すれば就業環境を害するおそれがある相談や、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となる

おそれがある性別役割分担意識に基づく言動に関する相談も幅広く対象とすることが必要です。

＜セクシュアルハラスメント＞
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

事実関係の迅速かつ適切な対応 （ 指針４（3）イ ）5

事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
（セクシュアルハラスメントの場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認に協力を求めることも含まれます（※）。）

（※） 協力を求められた事業主には、これに応じる努力義務があります。

■ 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること。その際、相談者の心身の状況

や当該言動か行われた際の受け止めなどその認識にも適切に配慮すること。

また、相談者と行為者の間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも

事実関係を聴取する等の措置を講ずること。

■ 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、労働施策総合推進法第30条の６、男女雇用機会均等法

第18条又は育児･介護休業法第52条の５に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねることも考えられること。

取組例

● 事案が生じてから、誰がどのように対応するのか検討するのでは対応を遅らせることになります。迅速かつ適切に対応するために、相談窓口
と個別事案に対応する担当部署との連携や対応の手順などをあらかじめ明確に定めておきましょう。

● 事実確認は、被害の継続、拡大を防ぐため、相談があったら迅速に開始しましょう。

● 事実確認に当たっては、当事者の言い分、希望などを十分に聴きましょう。

● 相談者が行為者に対して迎合的な言動を行っていたとしても、その事実が必ずしもハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはなら
ないことに留意しましょう。

● セクシュアルハラスメントについては、性的な言動があったことが事実関係の確認で重要となってくるのに対し、パワーハラスメントや妊
娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、業務上の必要性や、その言動の前後関係も含めて判断する必要がある点に、留意する必要が
あります。

● 事実確認が完了していなくても、当事者の状況や事案の性質に応じて、被害の拡大を防ぐため、被害者の立場を考慮して臨機応変に対応しま
しょう。

● ハラスメントがあったのか、又はハラスメントに該当するか否かの認定に時間を割くのではなく、問題となっている言動が直ちに中止され、
良好な就業環境を回復することが優先される必要があることは言うまでもありません。

ポイント

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 【指針４(３)】
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

被害者に対する適正な配慮の措置の実施 （ 指針４（3）ロ ）６

取組例

ポイント

職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこ
と。

● 被害者に対する適正な配慮の措置には、取組例のほか、職場におけるハラスメントにより休業を余儀なくされた

場合等であってその労働者が希望するときには、本人の状態に応じ、原職又は原職相当職への復帰ができるよう

積極的な支援を行うことも含まれます。

■ 事案の内容や状況に応じ、以下の対応を行うこと。

（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントの被害者への対応を行う場合）

事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転

換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメ

ンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずること。

（妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントへの対応を行う場合）

被害者の職場環境の改善又は迅速な制度等の利用に向けての環境整備、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援

助、行為者の謝罪、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措

置を講ずること。

■ 労働施策総合推進法第30条の６、男女雇用機会均等法第18条又は育児･介護休業法第52条の５に基づく調停その他中立

な第三者機関の 紛争解決案に従った措置を被害者に対して講ずること。



27

指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

行為者に対する適正な措置の実施 （ 指針４（3）ハ ）７

取組例

ポイント

職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合には、速やかに行為者に対する措置を適正に
行うこと。

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるハラスメントに関する規定等に基づき、

行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。併せて事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係

改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪等の措置を講ずること。

■ 労働施策総合推進法第30条の６、男女雇用機会均等法第18条又は育児･介護休業法第52条の５に基づく調停その他中

立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を行為者に対して講ずること。

● ハラスメントの事実が確認されても、往々にして問題を軽く考え、あるいは話が広がるのを避けるため

内密に処理しようとしたり、個人間の問題として当事者の解決に委ねようとする事例がみられます。

しかし、こうした対応は、問題をこじらせ解決を困難にすることになりかねません。

● 適正な解決のためには、相談の段階から、事業主が真摯に取り組むこと、行為者への制裁は、公正な

ルールに基づいて行うことが重要です。

● 行為者に対して懲戒規定に沿った処分を行うだけでなく、行為者の言動がなぜハラスメントに該当し、

どのような問題があるのかを真に理解させることが大切です。
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

再発防止措置の実施 （ 指針４（3）ニ ）８

取組例

ポイント

■ 職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の事業主の方針及び職場におけるハラスメントに係る言動を行った者に

ついて厳正に対処する旨の方針、妊娠・出産や育児や介護に関する制度が利用できる旨（妊娠･出産・育児休業等に関する

ハラスメントの被害者への対応を行う場合）を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等

に改めて掲載し、配付等すること。

■ 労働者に対して職場におけるハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること。

● 職場におけるハラスメントに関する相談が寄せられた場合は、たとえハラス

メントが生じた事実が確認できなくても、これまでの防止対策に問題がなかっ

たかどうか再点検し、改めて周知を図りましょう。

改めて職場におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。（セクシュアル

ハラスメントの場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置に協力を求めることも含まれます（※）。）

なお、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。

（※）協力を求められた事業主には、これに応じる努力義務があります。

防止
対策

P

D

C

A
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知 （ 指針４（4）イ ）９

取組例

ポイント

併せて講ずべき措置 【指針４(4)】

職場におけるハラスメントに関する相談者･行為者等の情報はその相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、
相談への対応又はそのハラスメントに関する事後の対応に当たっては、相談者･行為者等のプライバシーを保護するために必要な措
置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。

なお、このプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれること。

■ 相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を

受けた際には、そのマニュアルに基づき対応すること。

■ 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。

■ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、パン

フレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配付等すること。

● 職場におけるハラスメントの事案についての個人情報は、特に個人のプライバシー保護に関連する事項

ですから、事業主は、その保護のために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に周知し、労働

者が安心して相談できるようにする必要があります。
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指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント（労働施策総合推進法）

相談、協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めと周知・啓発 （ 指針４（4）ロ ）

取組例

ポイント

10

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、労働者が職場における ハラスメントの相談等を理由

として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされな い旨を規定し、労働者に周知・啓発すること。

■ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報啓発のための資料等に、労働者がハラスメントの相談等を理由

として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配付すること。

● 労働者が実質的にハラスメントの相談等をしやすくするために、ハラスメントの相談等を理由とする

不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発することが必要です。

● 事業主の方針の周知・啓発の際や相談窓口の設置の周知に併せて、これらについても周知することが

望ましいでしょう。

労働者が職場におけるハラスメントに関し、事業主に対して相談をしたことや、事実関係の確認等の事業主の雇用
管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決援助の求め、調停の申請を行ったこと
又は都道府県労働局からの調停会議への出頭の求めに応じたこと（以下「ハラスメントの相談等」という。）を理由
として、解雇その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

併せて講ずべき措置 【指針４(4)】



４ ハラスメント防止に向けた
就業環境と制度風土の確立
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～ 事例から見る取り組むべき内容とは ～



① トップのメッセージ

② ルールを決める

③ 実態を把握する
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

④ 教育する

⑤ 周知する

予防するために

組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場から
なくすべきであることを明確に示す。

就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する。
予防・解決についての方針やガイドラインを作成する。

従業員ｱﾝｹｰﾄを実施する。

研修を実施する。

組織の方針や取組について周知・啓発の対応責任者
を決める。

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例



① トップのメッセージ
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

組織のトップが、「職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきである」ということを明確に示すことで、
組織としての意識が育まれます。

組織の方針が明確になれば、ハラスメントに関する問題点等について指摘したり、解消に向けての発言
などがしやすくなり、その結果、取り組みの効果がより期待できます。

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

【トップのメッセージに含めた方がよいと考えられる要素】

☆パワーハラスメントは重要な問題である
☆パワーハラスメント行為は許さない
☆パワーハラスメント行為は見過ごさない
☆パワーハラスメント行為をしない
☆パワーハラスメント行為をさせない／放置しない
☆会社として、パワーハラスメント対策に取り組む
☆トップ自らパワーハラスメント対策に取り組む
☆今年度、重点的にパワーハラスメント対策に取り組む

☆パワーハラスメントがあったら相談を
☆相談者等に不利益な取り扱いをしない
☆相談者等のプライバシーは守る
☆人権等の尊重
☆従業員の意識向上を求める
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

労使一体で取組みを進めるために、労働協約や労使協定などでルールを明確に示すことが効果的です。

罰則規定の適用条件や処分内容、相談者の不利益取扱いの禁止等を、従業員にとってもわかりやすく、

具体的な内容にしましょう。

就業規則等に盛り込む場合は、労働者代表の意見を聴くことが求められます。

また、就業規則を変更した場合は、その内容の周知が義務付けられています。従業員への説明会や文書

の配付なども忘れずに実施しましょう。

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

ルールの種類
就業規則その他の職場の服務規律等を定めた文書で、パワーハラスメント行為を行っていた者に

ついては、懲戒規定等に基づき厳正に対処する旨を定めます。このとき、パワーハラスメント防止につ
いて、より詳細な規定を定めたい場合は、就業規則に委任の根拠規定を設けて、パワーハラスメント
防止規程を定めることも有効です。

また、職場のパワーハラスメント防止について、「労使協定」を締結し、労使で協力して取り組んでいる
例もあります。

② ルールを決める
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

職場のパワーハラスメント防止対策を効果的に進められるように、職場の実態を把握するための
アンケート調査を早い段階で実施します。アンケート調査は、パワーハラスメントの有無や従業員
の意識の把握に加え、パワーハラスメントについて職場で話題にしたり、働きやすい職場環境づく
りについて考える貴重な機会にもなります。

調査手法としては、紙や電子ファイルでの実施に加え、インターネット上で実施する仕組みもあり
ます。インターネット上では、無料又は低額のアプリケーションサービスプロバイダーを利用し、簡
便にアンケートを作成・実施することができます。

ポイント

□ アンケートでの実態把握は、対象者が偏ることがないようにしましょう。
□ より正確な実態把握や回収率向上のために、匿名での実施が効果的です。
□ 従業員向けの相談窓口を設置している場合は、アンケートと合わせて必ず相談窓口を

紹介しましょう。
□ アンケート以外の方法として、安全管理者や産業医へヒアリングしたり、評価面接など

個人面談の際に自己申告項目に入れるなど、複数の方法で行うことも有効です。

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

③ 実態を把握する
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

教育のための研修の内容

• 予防対策で最も一般的で効果が大きいと考えられる方法が、教育のための研修の
実施です。研修は、可能な限り対象者全員に受講させ、定期的に、繰り返して実施
するとより効果があります。

• 研修は管理監督者向けと一般従業員向けに分けて実施すると効果的です。
ただし、企業規模が小さいなどの状況によっては、区分けせずに行うことも考えられます。

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

④ 教育する

【例】 管理監督者向けの研修内容
パワーハラスメントとは何か（定義・行為類型）を確認する
パワーハラスメントの社会的な現状を様々なデータを基に認識する
パワーハラスメントの行為者、会社の責任について確認する
パワーハラスメントの具体事例を確認し、パワーハラスメントと業務上の指導との違いを
認識する
パワーハラスメントの予防方法を認識する
パワーハラスメントに関係する自社のルール（規定、相談窓口など）を確認する
トップメッセージ など
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

• パワーハラスメントの防止に向け、組織の方針、ルールなどとともに、相談窓口やその他の取組に

ついて周知することが必要です。この周知は、単にポスターなどで伝えるだけではなく、会社が本気
で取り組んでいることや、その取組内容を理解してもらえるものでなければなりません。

就業規則のように従業員の給料や休暇など待遇にかかわるものであれば、掲示やパソコンなどに
データとして開示し、自らが必要に応じ見ることができるようにする方法もあります。

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

⑤ 周知する

□ トップ自ら、かつ、役員、部長クラスなど経営に近い立場にいる者が、取組方針を周知
・組織一体として取り組む重要課題であることを明確に示すことが必要です。年2 回（半年に1 回）程度でも良いので、
定期的にメッセージを発信するとよいでしょう。

□ 人事部門や組織長による具体的取組内容の説明会の実施
・トップのメッセージ発信に伴い、具体的な会社の取組を、人事部門や組織長から説明を行うことが望まれます。

□ 相談窓口の案内
・ 利用方法や、相談者が守られ安心して相談できる窓口であることを、ポスターなどの掲示で周知します。従業員の

意識を高め、窓口の存在や取組を知ってもらうために、従業員に名刺大の携帯用カードを配布している例もあります。

□ ポスターの掲示
・労働災害事故防止や安全衛生啓発等のポスターと同様に、年に1 回程度、張り替えると周知効果が高まります。

パワーハラスメントのみのポスターに加えて、働きやすい職場づくりに関連する他のポスター（健康相談など）が
あれば、それにも併記し、周知の機会を増やすことも考えられます。
ポスターには、相談窓口の連絡先は必ず記載するようにしましょう。
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

⑥ 相談や解決の場を設置する

⑦ 再発防止のための取組

解決するために

企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める。

外部専門家と連携する。

行為者に対する再発防止研修を行う。

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

⑥ 相談や解決の場を設置する

従業員が相談できるように相談窓口を設置しましょう。
相談しやすくするために、相談者の秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないこと、
相談窓口でどのような対応をするかを明確にしておきましょう。
相談対応は以下の流れで行いましょう。
１）相談窓口（一次対応）
２）事実関係の確認
３）とるべき措置の検討
４）行為者・相談者へのフォロー
５）再発防止策の検討

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

相談担当者の役割
・相談担当者の役割には、相談の受付(一次対応）という役割に限る場合と、相談の受付（一次対応）だけで

なく、事実確認なども行う役割がある場合があります。相談の受付（一次対応）という役割に限る場合は、
その後の事実関係の調査等は、人事担当部署などに引き継ぐ仕組みとしてもよいでしょう。

• 組織内に相談窓口を設置する場合、相談担当者が十分な対応スキルを持てるよう、対応の流れ、対応の
心構えなどを理解させることが重要です。

・中立的な立場で相談を受け、解決に向けて取り組むことができる人材を選出する必要があります。
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

⑥ 相談や解決の場を設置する

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

相談窓口（一次対応）
• 相談しやすくするために、相談者の秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないこと、相談窓口でどの

ような対応をするかを明確にしておきましょう。

• 相談窓口（一次対応）担当者の心構えとして、相談者の話をゆっくり、時間をかけて聴いて、内容の確認を
急ぐあまり、話をせかすようなことはしないようにしましょう。ただし、1 回の相談時間は長くても50 分程度と
しましょう。相談が1 回で終わらない場合は、次の相談日を設定して切り上げることにより、相談者が気持ち

を切り替える時間や冷静な時間をもつことになり、相談の効果を高めます。
そのため、１回の相談時間は50 分程度であることを事前に相談者に伝えて、開始するとよいでしょう。

• 軽微と思われる内容であっても、深刻な問題が潜んでいる場合や、この段階での対応次第で、相談者の不信
感を生み、問題解決に支障が出るばかりか、会社に対する不信感が生じる可能性があります。加えて、相談
窓口担当者は、相談者の話を傾聴する姿勢が大切であることを認識し、詰問にならないように注意する必要
があります。

事実関係の確認
• 相談者の了解を得た上で、行為者や第三者に事実確認を行いましょう。行為者に対して事実確認を行う際に

は、
中立的な立場で行為者の話を聴きましょう。また、相談者の認識に誤解があった場合にも、報復などは厳禁で
あることを伝えましょう。

• 相談者と相手の意見が一致しない場合には、同席者や目撃者は、同様のパワーハラスメントを受けている者に
事実関係の調査を行います。第三者に話を聞くことで、当該問題が外部に漏れやすくなるので、第三者にも守
秘義務について十分理解してもらい、事実確認を行う人数は、できる限り絞りましょう。

• 相談者、行為者、第三者の意見が一致するとは限りません。それぞれの主張を合理的に判断する情報と考え
るようにしましょう。
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

⑦ 再発防止のための取組

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

再発防止への考え方

• 再発防止策は、予防策と表裏一体の取組です。予防策を着実に実施していくことが、再発防止
にもつながるといえます。

• パワーハラスメント問題が解決した後も同様の問題が発生することを防ぐため、重要なことは、
取組を継続し、従業員の理解を深め再発防止につなげることです。定期的な見直しや改善を
行い継続的に取り組むことも一つの方法です。

• また解決に当たって、行為者を処分するだけでは、最悪の場合、同じことが再び繰り返されると
いう可能性が残ります。これを防ぐためには、次のような視点を持って解決を図っていくことが
大切です。

その後の職場が相談者にとって、安全で快適な環境となっているか

行為者が同様の問題を起こすおそれはないか

新たな行為者が発生する環境となっていないか
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて

⑦ 再発防止のための取組

パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

《行為者に対する再発防止研修の実施》
□ パワーハラスメント行為の再発を防ぐために研修を実施します。本人の立場も配慮し行うことが必要です。

社内にこだわることなく、社外セミナー等に参加してもらい、レポート提出などをさせるのも一つの方法で
す。《事例発生時のメッセージ発信》

□ 事例発生時には、可能であれば何らかのメッセージ・情報の発信をするとよいでしょう。
職場を預かる管理職に注意喚起をするだけでも効果が見込まれます。

《事例の活用》
□ 社内事例ごとに検証し、新たな防止策を検討し、毎年のトップメッセージや会社ルール、研修などの見直し・

改善に役立てることが望まれます。またプライバシーに配慮しつつ、同様の問題が発生しないように、社内
の主要な会議で情報共有することも大切です。

《職場環境の改善のための取組》
□ パワーハラスメント行為の防止に当たり、職場環境の改善のための取組を行います。パワーハラスメントが

起きてしまう要因には、例えば職場内のコミュニケーションや人間関係の希薄化、長時間労働の恒久化が考
えられます。コミュニケーション不足により、異質なものを排除する風土が生まれ、また長時間労働による疲
弊がパワーハラスメントへとつながっていく可能性があります。このような状況が考えられる場合は、職場内
のコミュニケーションの強化や長時間労働対策を行うなど、職場環境を改善することがパワーハラスメントの
予防にもつながります。

• 再発防止策としては、以下のようなものが考えられます。
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行為者への対応例
～パワーハラスメントがあったと判断できないが、事態が悪化する可能性がある例～

上司に質問をしても「なぜわからないのか」と言われ、「頭が悪い」、「朝10 時に今日はもう

帰ってもいい」などの罵声をこの半年毎日のように浴びせられているという相談が相談窓口にあり

ました。

相談にあたっては、外に声が漏れない部屋を用意して、相談担当者男女2 名が、落ち着いた気持

ちで話してもらえるように配慮しました。

相談者が「会社としての対応」を希望したために、行為者に事実確認を行うこととしました。

事実確認にあたっては、相談担当者1 名と管理職への教育などを担当している人事部の副部長の

2 名で対応することとしました。また、行為者には、秘密厳守であることと報復などがあってはな

らないことを最初に告げて事実確認を開始しました。

行為者は、大きな声で叱ったり、指導したりした事実は認めたものの、それがパワハラに該当す

る罵声や罵倒にあたる言動であるという認識は持っていませんでした。そのため、相談者の了解を

得た上で、職場の第三者にも事実確認を行いましたが、外勤の多い営業職の従業員がほとんどだっ

たため、事実関係をはっきりと確認できませんでした。

そこで、パワハラがあったと判断できないけれども、このままでは事態が悪化する可能性がある

として、部下に指導する際には、怒鳴ったり、人格を攻撃することは望ましくないこと、部下の仕

事の行い方にどのような問題があったのかを具体的に指摘し、改善することが上司の役割であるこ

と、について行為者と繰り返し話し合い、理解を促しました。

複数回の話し合いの結果、行為者は次第に言動に変化がみられるようになっていきました。
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行為者・相談者へのとるべき措置（対応案の検討）

会社としてどのような対応をとるかは、パワーハラスメントの定義や行為類型と照らし合わせて、
以下の要素を踏まえて検討を行います。

□ 相談者の被害の状況（身体的、精神的な被害の度合い）
□ 相談者、行為者、第三者への事実確認の結果

◇相談者と行為者の人間関係
◇当該行為の目的や動機
◇時間や場所
◇該当行為の程度（質）や頻度（量）

□ 相談者及び行為者のそれぞれの行動や発言に問題があったと考えられる点
□ パワーハラスメントについての就業規則の規定内容
□ パワーハラスメントについての裁判例 （どのような場合に企業や行為者の法的な責任が問われているか）

《パワーハラスメントがあったと判断することはできないが、そのままでは事態が
悪化する可能性があり、何らかの対応が必要な場合の留意点》

この場合、対応案の検討にあたって重要なことは、パワーハラスメントに該当するかどうかを
判断することではなく、行為者の行動や発言（相談者に問題があった場合はその行動や発言も含
みます）にどのような問題があったのか、どうするべきであったのかを明確にすることです。
行動や発言にどのような問題があったのか具体的に明確にし、行為者に改善を促すことで、事
態が悪化する前にすみやかに解決につなげるようにしましょう。
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相談対応のうまくいかなかった例（１）
～相談窓口担当者が勝手に判断してしまった例～

ある日、ハラスメント相談窓口に男性従業員より匿名で相談の電話がありました。

当該従業員は、女性上司が子どもの学校の成績、共働きの妻の年収、休日の過ごし方などのプラ

イベートについて、根ほり葉ほり聞いてくることが苦痛であるということでした。そのため、女性

上司に悪気はなく、業務を指示するにあたり、部下のプライベートな事情や生活状況等を考慮する

ことを目的で聞いているのだから、パワハラにはあたらないと話したところ、相談者は怒った様子

で「じゃあ、もういいです。」と告げて、電話が切られてしまいました。

相談対応のうまくいかなかった例（２）
～相談者に了解を得ずに事実確認をしてしまった例～

ハラスメント相談窓口に、管理職の男性が青い顔をして訪ねてきました。

当該男性管理職は、部下３人が業務時間中にひそひそと自分の悪口を話していることを小耳には

さみ、自分が仕事を頼むと「今、必要ですか？今じゃなくてもいいんじゃないですか」と言った

り、舌打ちをしたりもします。外出先から電話をしても、業務が忙しいことを理由に電話口にでな

いことさえあるということでした。

相談担当者は、急ぎ対応した方が良いと考え、相談者に了解を得ることなく、該当の部下３人に

事実確認を行ったところ、あっという間に職場中に当該管理職が相談に行ったことが知られてしま

い、問題がこじれてしまいました。
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相談対応のうまくいった例
～女性従業員の悩みをうまく聞き出せた例～

ある日、ハラスメント相談窓口に女性従業員より相談の電話がありました。

「どのようなことでお困りでしょうか」と聞いても、言い出し辛いような様子が伺えたため、同性

である女性の相談担当者に電話を引き継ぎました。当初、相談者は何から話せば良いのか困った様

子で言い淀んでいたので、「間」を大切にしつつ、お互いの信頼関係の形成を意識しながら傾聴し

ていくことで、徐々に警戒心が説かれ、相談内容に入ることができました。

女性従業員は、現在、取引先のお客様先に出向しており、出向にあたり上司から大事な取引先

であり、上手くやるようにと念を押されていました。出向先のグループリーダから飲み会の誘いを

受けたものの、家庭の用事があったために参加を断ったところ、翌日から当該リーダや数名の従業

員に挨拶をしても無視されるようになったほか、書類のコピー等、簡単な作業しか仕事を任されな

くなりました。出向元の上司から念を押されていることもあり、事態の解消を自分から言い出すこ

とができずに、3 か月経過したところでした。

一通り相談者の状況を確認したところで、すでに1 時間を経過していたため、今後の対応につい

ては、後日、改めて電話で相談を受けることとしました。後日、相談者は会社としての対応（事実

調査など）を希望されるとのことでしたので、今後の会社としての対応プロセスを確認し、改めて

担当者から連絡することとしました。

相談窓口担当者は、相談内容を相談管理票に記載するとともに、「会社対応の希望ありの事案」

として、ハラスメント調査の責任部門にあたる人事部への引き継ぎのため、報告を行いました。
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ハラスメント対策の基本的枠組みについて
パワーハラスメントに対する防止対策として取り組むべき基本的な項目の例

パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）

パワーハラスメント対策に取り組む企業が参考にできるよ
う、取組のポイントを解説しています。
研修資料やアンケート用紙など、取組みに必要な参考資料
を豊富に収録しています。
社内のハラスメント対策にご活用ください。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/img/banner.gif
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《 トップページの表示 》
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総合情報サイト「あかるい職場応援団」
裁判例と他社事例
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総合情報サイト「あかるい職場応援団」
裁判例と他社事例

恵和会宮の森病院（雇止・本訴）事件 札幌地裁平16.11.1判決 労判887号88頁

【結論】
笑顔がない、などといったことを理由とした介護員に対する雇止めは、雇止めの合理性・相当性に欠け、無効であり、地位
確認と賃金等の支払いを認めた上、当該雇止めは違法であり不法行為に該当するとして、２０万円の慰謝料及び５万円の
弁護士費用の支払いを命じた。

【事案の概要】
病院Yに介護員（Yにおける準職員）として期間の定めのある労働者として雇用され、雇用契約が、３ヶ月間の試用期間を経て、期

間を１年として３回契約更新されたXが、３回目の契約期間満了時において、人事考課の結果、笑顔がないなど介護員の資質が低す
ぎることを理由に、雇用契約が更新されなかった（以下「本件雇止め」という。）ことから、Yに対し、Yとの雇用契約上の地位の
確認と賃金、また、本件雇止めにより精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求した事案。

【判決のポイント】
〇本件雇止めの違法性
Xは上司Nから口頭で「笑顔がない。患者や他の部署から苦情が出ている、不満そうなオーラがでている。」ことを理由として本

件雇止めを告げられた。また、Yの記録によれば、Xの平成１３年５月の人事考課は７４点、同年１２月は８６.５点であった一方で、
本件雇止め直前の平成１４年６月の人事考課は５８点であり、上司N及び責任者Mは「笑顔がなく何か不満そうな顔表情はマイナス
であることを注意指導してあったが、その後も変わりなく」「何度礼節（特に笑顔の不足）を注意されても改善されていない。何が
患者さんにとってホット安堵できる行為か、もとめられているかがわかっていない」等という点を介護員としての資質の低さとして
挙げている。
しかし、人事考課の評価点が下がったのは上司の交代（上司Nは平成１４年４月に着任した。）による評価基準の相違によるもので
あることが窺われるし、笑顔がないなどというのは多分に主観的な事柄であり、介護員としての不適格性を直ちに断じ難く、その他
の事情（懲戒処分歴がないなど）を考慮すれば、本件雇止めは、Xにとって過酷であり、著しく合理性、相当性を欠く。

〇雇止めの不法行為該当性について
Yは雇止めの理由として、主に笑顔がないなどとする点を問題にするが、これらは多分に主観的な事柄であって、雇止めの理由と

しては合理性に疑問がある。しかし、Yは雇止めをしているから、本件雇止めは不法行為に該当し、YはXに慰謝料２０万円と弁護士
費用５万円の支払い義務を負う。

介護員に対する雇止めは、著しく合理性、相当性を欠き、権利濫用で無効であるとして、地位確認及び損害賠償が認められた事案
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総合情報サイト「あかるい職場応援団」
裁判例と他社事例

大手建設会社であるＢ社。建設業という仕事柄、注意を怠ると生命の危険もあることから、業務の中で厳しく指導
をしなければならない場面もあります。社会的にパワーハラスメントへの意識が高まってくる中で、「本当に必要
な指導までがパワハラと誤解されてはいけない」という観点からパワーハラスメント対策に取り組んでいる、との
ことです。

〇数年前から社会一般でセクシュアルハラスメントに加えてパワーハラスメントという言葉をよく聞くようになりました。
しかし「パワーハラスメント」という言葉だけが独り歩きを始めると、現場の管理者や上司が行う本当に必要な指導まで
もがパワハラと誤解され、正しい人材育成につながらない可能性があることから、会社として正しいマネジメントはどう
あるべきなのか、「パワハラ」とは何なのか、ということを社内でしっかり認識させる必要があると考えて、取組を始め
ました。

〇すでに、男女雇用機会均等法の規制に基づいてセクシュアルハラスメント防止に関する会社としての方針やルールがあり
ましたので、パワーハラスメントについてもそれに倣いました。

〇「グループ理念」の下に「グループ行動指針」が定められていますが、その中で、基本的人権・多様性の尊重として、
ハラスメントの防止に取り組むことを明記しています。 また、就業規則に「ハラスメント防止条項」を定めるとともに、
別途「ハラスメント防止に関する取扱細則」を制定し、「人格否定又は雇用不安を殊更にあおる発言」等禁止事項を具体
的に明示し、これらを全社員がイントラネットで見ることができるようにし、周知を図っています。

〇社内の相談窓口は、各本部や支店ごとに必ず男女各1名以上の相談担当者を置き、対応しています。相談担当者は各部門の
人事担当ですが、ハラスメントについて詳しくない社員もいたので、実際に相談が来た際の対応についての研修をしっか
り行い、第一次対応について理解してもらいました。さらに、聴く姿勢、声の抑揚、服装、ヒヤリングのポイントや具体
的会話の例などを記載した対応マニュアルを作成しています。これによって相談担当者側の対応のバラつきを無くし、相
談する側も安心して話ができる環境も整備しました。

〇パワーハラスメントとはこういうものだ！という明確な定義は難しいものです。「明確にやってはいけないこと」ははっ
きりしているので、判断が難しいようなグレーな部分をなるべく明確にして管理職に向けて研修を行っています。1回なら
問題にならない行為も、何度も行えばハラスメントになったり、指導しているうちにエスカレートしてハラスメントに
なったりすることもあります。その辺の難しさを上司も部下もお互いに理解し、働きやすい職場になるよう対策に取り組
んでいます。

必要な指導はしなければならない。だからパワハラ対策。 ―大手建設会社であるＢ社における取組事例



ご清聴ありがとうございました。

厚生労働省 長野労働局 雇用環境・均等室

この説明についてのお問い合わせは

（電話026-227-0125）までお願いいたします。

誰もが成長し続ける就業環境と制度風土の
確立を目指しましょう！


