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◆パワーハラスメントとは何か 
 
◆パワハラによってどんな影響があるか 
 
◆パワハラを防止するためには 
 
◆パワハラが発生してしまったら 
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3  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

◆はじめに～（１）なぜハラスメント対策が必要なのか～ 

 職場でパワーハラスメントが起こった時、その事態が周囲に与える影響は深刻です。職場は、私
たちが人生の中で多くの時間を過ごす場所であり、様々な人間関係を結ぶ場でもあります。そのよ
うな場所で、パワーハラスメントを受けることにより、人格や尊厳を傷つけられたり、仕事への意
欲や自信をなくしたり、心の健康の悪化につながり、休職や退職に追い込まれたり、最悪の場合、
生きる希望を失うことさえあるのです。 
 
 
 職場のパワーハラスメントは、受ける人だけの問題ではありません。周囲の人たちがそうした事
実を知ることで、仕事への意欲が低下し、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
 
 また、パワーハラスメントを行った人にとっても、社内での自分の信用を低下させかねず、懲戒
処分や訴訟のリスクを抱えることにもなり、自分の居場所が失われる結果を招いてしまうかもしれ
ません。 
 
 
 さらに、企業にとっても、業績悪化や貴重な人材の損失につながるおそれがあります。また、企
業として職場におけるパワーハラスメントの問題を放置した場合は、裁判で使用者としての責任を
問われることもあり、イメージダウンにつながりかねません。 

③企業の問題 

②加害者の問題 

①周囲の職場環境の問題 



4  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

◆はじめに～（２）ハラスメントが生む問題～ 

 ●心身の健康を害し、休職等に至る 
 ●職場環境の悪化 

③コンプライアンス上の問題 

②会社への影響 

①社員への影響 

 ●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⇒採用への影響 

 ●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） 

◆パワハラによる職場環境への影響 



5  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

◆はじめに～（３）当事者になってしまったら～ 

 ●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  

③社会的信用や社会的地位を失う 

②刑事罰に課せられる 

①民事上の責任として損害賠償を請求される 

 ●刑事罰：名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪 等 

 ●懲罰規程（就業規則）：減給、降格、譴責、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇 等 



6  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（１）職場におけるパワハラの実態と対策の状況① 

◆精神障害の労災補償状況 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

精神障害の労災補償の支給決定件数全体 325 475 436 497 472 498 506 465 

  

①(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 40 55 55 69 60 74 88 69 

②上司とのトラブルがあった 16 35 17 21 21 24 22 18 

③同僚とのトラブルがあった 2 2 3 2 2 0 1 1 

④部下とのトラブルがあった 2 4 3 0 1 1 0 3 

 ここでは、厚生労働省が実施した各種調査結果から、職場におけるパワーハラスメントの実態と
それに対する企業による対策の実施状況について見ていきましょう。 
 精神障害の労災補償状況では、支給決定件数はここ数年500件前後で推移しており、そのうち
「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の件数は他の出来事別件数と比べても群を抜
いて多く、大きな問題であることを示しています。 

（単位：件数） 

（平成30年度 厚生労働省 「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」より） 



7  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（１）職場におけるパワハラの実態と対策の状況② 

①過去３年間に、従業員からパワー 

 ハラスメントに該当する相談を 

 受けたことがある企業 

（平成24、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」従業員調査より） 

ある, 

36.3% 

ない, 

63.7% 

平成28年度調査 

ある, 

32.0% 

ない, 

68.0% 

平成24年度調査 

②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 

ある, 

25.3% 

ない, 

74.7% 

平成24年度調査 

ある, 

32.5% 

ない, 

67.5% 

平成28年度調査 

 平成24、28年度に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」による
と、「①従業員から相談を受けたことがある企業」、「②パワハラを受けたことがあると回答した
従業員」いずれも増加しており、約３分の１が「過去３年間にある」と回答しています。 



8  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（１）職場におけるパワハラの実態と対策の状況③ 

45,939
51,670

59,197
62,191

66,566
70,917 72,067

82,797

25,966 29,763

33,049 34,624
37,648

40,364 38,954 41,258

57,785

51,515
43,956

38,966 37,787

36,760
33,269

32,614
36,849 33,955

30,067
28,015 26,392 27,723 25,841 27,082

26,828 25,838 25,041
21,928 22,110 21,901 20,736 21,125

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

いじめ・嫌がらせ

自己都合退職

解雇

労働条件の引き下げ

退職勧奨

（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） 

 都道府県労働局や労働基準監督署等への相談件数は増加を続けでおり、この10年間で相談内容の
内訳が大きく変化しました。解雇に関する相談は減少する一方で、いじめや嫌がらせに関する相談
件数は年々増加の一途をたどっています。 

◆民事上の個別労働紛争の相談内容の件数の推移 



9  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（１）職場におけるパワハラの実態と対策の状況④ 

◆職場の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 

88.4% 

68.1% 

53.3% 

26.0% 

52.2% 

8.3% 

19.9% 

22.8% 

27.9% 

22.1% 

12.0% 

23.9% 

46.1% 

25.7% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 

1000人以上(n492) 

300～999人(n1565) 

100～299人(n821) 

99人以下(n1668) 

全体(n4587) 

実施している 現在実施していないが 

取組を検討中 

特に取組を 

考えていない 

（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） 

 職場におけるパワハラに対する予防・解決のための取組の実施状況を企業規模別に見ると、従業
員規模が小さい企業ほど、対策が進んでいないという実態が見えてきます。 



10  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（１）職場におけるパワハラの実態と対策の状況⑤ 

◆パワーハラスメントの予防・ 

 解決のために実施している取組 

17.8% 

19.1% 

22.4% 

28.3% 

34.9% 

34.9% 

41.2% 

61.1% 

63.4% 

82.9% 

0.0% 50.0% 100.0% 

⑩社内報などで話題として取り上げた 

⑨再発防止のための取組を行った 

（事案の分析、再発防止の検討など） 

⑧職場におけるコミュニケーション活 

性化等に関する研修・講習等を実施した 

⑦アンケート等で社内の実態把握を行っ

た 

⑥トップの宣言、会社の方針 

(CSR宣言など)に定めた 

⑤ポスター・リーフレット等啓発資料を 

配布又は掲示した 

④一般社員を対象にパワハラについての 

講演や研修会を実施した 

③就業規則などの社内規定に盛り込んだ 

②管理職を対象にパワハラについての 

講演や研修会を実施した 

①相談窓口を設置した 

H28調査 

n2394 

H24調査 

n2080 

 職場のパワーハラスメントによる
悪い影響や損失を回避するために、
企業において具体的な取組を進める
ことが求められており、実際に多く
の企業がパワーハラスメントの予
防・解決に向けた各種取組を実施し
ています。 
 従業員を対象にした研修や啓発資
料の配布、アンケートによる実態調
査などを実施していると回答した企
業が多く見られます。 

（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） 



11  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（１）職場におけるパワハラの実態と対策の状況⑥ 

◆パワーハラスメントの予防・解決 

 の取組を進めた結果、予防・解決 

 以外に得られた効果 

 現状では、職場のパワーハラスメ
ントをなくすための取組は難しいと
考える企業が少なくありませんが、
その一方で、きちんと対策に取り組
み、成果を上げている企業もありま 
す。 
 取り組み始めたきっかけは企業に
よって様々ですが、取組を進める中
で、パワーハラスメントの予防・解
決以外にも、企業の発展、職場の士
気や生産性、企業イメージ、コンプ
ライアンスなど、様々な点で対策の
効果を認識するに至っています。 

17.8% 

12.7% 

13.1% 

13.4% 

18.5% 

27.5% 

28.2% 

35.6% 

43.1% 

0.0% 50.0% 

⑨特にない 

⑧職場の生産性が高まる 

⑦メンタルヘルス不調の減少 

⑥休職者・離職者の減少 

⑤従業員の仕事への意欲が高まる 

④会社への信頼感が高まる 

③管理職が適切なマネジメントが 

できるようになる 

②職場のコミュニケーションが 

活性化する 

①管理職の意識の変化によって 

職場環境が変わる 

H28調査 

n2394 

H24調査 

n1703 

（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） 



12  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（２）職場におけるパワハラの定義と法改正① 

 職場におけるパワーハラスメントとは、改正労働施策総合推進法（令和元年６月５日公布）によ
り、以下の３つの要素をすべて満たすものとしています。 

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 

 この法改正により、初めてパワーハラスメントの定義が明文化されました。 
 
 改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防
止措置を講じることを義務付けています。 
 
 併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。 



13  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（２）職場におけるパワハラの定義と法改正② 

 職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関
する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として、主に以下の措置が
厚生労働大臣の指針に定められています。 
 事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。 

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 
 ●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 等 

②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
 ●相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること 等 

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 
 ●事実関係を迅速かつ正確に確認すること 等 

④①から③までの措置と併せて講ずべき措置 
 ●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 
 ●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 



14  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（３）セクシャルハラスメント等の防止対策の強化① 

 今般の法改正により、パワーハラスメントだけでなく、セクシャル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についても、それぞれ防止対策が強化されました。 

 ●事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止 
 ●自社の労働者が他社の労働者にセクシャルハラスメントを行った場合の協力対応 

①セクシャルハラスメント防止対策の強化 

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、 
 「職場」において行われる 
 「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により 
 その労働者が労働条件について不利益を受けたり、 

 「性的な言動」により就業環境が害されること です。 

「性的な言動」とは 
 ①性的な内容の発言…性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報噂を流布すること、性的 
  な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど 
 ②性的な行動…性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布 
  ・掲示すること、強制わいせつ行為など 



15  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（３）セクシャルハラスメント等の防止対策の強化② 

 ●事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止 

②妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策の強化 

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、 
 「職場」において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業
等の利用に関する言動）により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申
出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。 
 妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係がある
ものがハラスメントに該当します。 
 
 なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく

言動によるものはハラスメントには該当しません。 



16  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

１．職場におけるパワハラの定義と考え方 

（３）セクシャルハラスメント等の防止対策の強化③ 

 今般の法改正により、法及び指針において、事業主や労働者に対して、主に以下の事項について
努めることとする責務規定が定められました。 

③関係者の責務 

【事業主の責務】 
①職場におけるハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるハラスメン 
 トに起因する問題に対する自社の労働者の関心と理解を深めること 
②自社の労働者が他の労働者（※）に対する言動に必要な注意を払うよう、研修その 
 他の必要な配慮をすること 
③事業主自身（法人の場合はその役員）が、ハラスメント問題に関する理解と関心を 
 深め、労働者（※）に対する言動に必要な注意を払うこと 
 
【労働者の責務】 
①ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、他の労働者（※）に対する言動に必 
 要な注意を払うこと 
②事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること 

※取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。 



17  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（１）パワハラを構成する３つの要素① 

 職場におけるパワーハラスメントの定義を再掲します。 

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、上記の①～③の要素を全て満たすもの 

 ここでいう「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常
就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれ
ます。 
 勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、実質上職務の延長と考えられるも
のは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強
制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。 
 
 ここでいう「労働者」とは、正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などい
わゆる非正規雇用労働者を含む、事業主が雇用する全ての労働者をいいます。 
 また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者 
派遣先事業主も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。 



18  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（１）パワハラを構成する３つの要素② 

①優越的な関係を背景とした言動 

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 

 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とされる者（以下「行為者」とい
う）に対して抵抗や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を指しま
す。 



19  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（１）パワハラを構成する３つの要素③ 

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 

例） 
・業務上明らかに必要性のない言動・業務の目的を大きく逸脱した言動 
・業務を遂行するための手段として不適当な言動 
・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される 
 範囲を超える言動 

 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
でないものを指します。 

 この判断に当たっては、様々な要素当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無
や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の
態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者の関係性等を総合的に考慮することが適
当です。 
 その際には、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対
する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要です。なお、労
働者に問題行動があった場合であっても、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範
囲を超えた言動がなされれば、当然、職場におけるパワーハラスメントに当たり得ます。 



20  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（１）パワハラを構成する３つの要素④ 

③労働者の就業環境が害されるもの 

 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、就業環境が不快なものとなった
ために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障
が生じることを指します。 
 
 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です。 
 
 なお、言動の頻度や継続性は考慮されますが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の
場合には、１回でも就業環境を害する場合があり得ます。 



21  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（２）パワハラの代表的な言動の６類型① 
代表的な言動の類型 該当すると考えられる代表的な言動の例 

⑴身体的な攻撃（暴行・傷害） 上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする。 

⑵精神的な攻撃 
（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言） 

上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする。 

⑶人間関係からの切り離し 
（隔離・仲間外し・無視） 

自身の意に沿わない社員に対して、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。 

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） 

上司が部下に対して、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。 

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） 

上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を 
 
行わせる。 

⑹個の侵害 
（私的なことに過度に立ち入ること） 

思想・信条を理由とし、集団で同僚１人に対して、職場内外で継続的 
 
に監視したり、他の社員に接触しないよう働きかけたり、私物の写真 
 
撮影をしたりする。 



22  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（２）パワハラの代表的な言動の６類型② 

(1)身体的な攻撃（暴行・傷害） 

該当すると考えられる例 
 ①殴打、足蹴りを行う 
 ②相手に物を投げつける 

該当しないと考えられる例 
 ①誤ってぶつかる 

 職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な言動の類型としては前掲の６つ
の類型があり、類型ごとに典型的にパワーハラスメントに該当し、又はしないと考えられる例とし
ては以下のようなものがあります。 
※但し、これらの例は限定列挙ではありません。また個別の事案の状況等によって判断が異なるこ
ともありえますので、事業主の方は十分留意して、職場におけるパワーハラスメントに該当するか
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お願いします。 
 なお、以下の例については、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です。 



23  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（２）パワハラの代表的な言動の６類型③ 

(2)精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言） 

該当すると考えられる例 
 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。（※１） 
 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する 

該当しないと考えられる例 
 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をする 
 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、一定程度強く注意をする 

※１相手の性的指向・性自認の如何は問いません。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は含まれ 
 ます。 



24  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（２）パワハラの代表的な言動の６類型④ 

(3)人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視） 

該当すると考えられる例 
 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 

該当しないと考えられる例 
 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 



25  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（２）パワハラの代表的な言動の６類型⑤ 

(4)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） 

該当すると考えられる例 
 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 

該当しないと考えられる例 
 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 



26  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（２）パワハラの代表的な言動の６類型⑥ 

(5)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） 

該当すると考えられる例 
 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 

該当しないと考えられる例 
 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 

 （４）過大な要求、（５）過小な要求のいずれにも共通して言えることは、労働者の能力や経験
に不相応な仕事を与え、それにより当該労働者が仕事の成果を上げることができない、というよう
な状態を恣意的に作り出すようなことはあってはならない、ということです。 



27  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（２）パワハラの代表的な言動の６類型⑦ 

(6)個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること） 

該当すると考えられる例 
 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（※２） 

該当しないと考えられる例 
 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 

※２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です。 



28  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（３）裁判例から考える① 

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。 



29  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

２．パワハラに該当する行為の代表的な具体例 

（３）裁判例から考える② 
肉体的・精神的苦痛を与える教育訓練と上司の裁量（仙台高裁秋田支部判決平成4年12月25日労判690-13） 

概  要： 
鉄道会社Iに勤務するJは労働組合のマークが入ったベルトを身につけて作業に従事していたところ、上司Kが就業
規則違反を理由に取り外しを命じ、就業規則全文の書き写し等を命じ、手を休めると怒鳴ったり、用便に行くことも
容易に認めず、湯茶を飲むことも許さず、腹痛により病院に行くことも暫く聞きいれなかった。 

判決内容： 

就業規則の軽微な違反に留まるベルト着用に対し、就業規則の書き写しを命じたことは合理的教育的意義を認め
がたく、Jの人格を徒らに傷つけ健康状態に対する配慮を怠るものであったこと、教育訓練は見せしめを兼ねた懲
罰的目的からなされたものと推認され、目的においても不当なもので、肉体的精神的苦痛を与えてJの人格権を侵
害するものであるとして、教育訓練についての企業の裁量を逸脱、濫用した違法なものであるから、上司K及び会
社Iに対し、不法行為による損害賠償責任を認めた（民法709条、715条） 

退職勧奨とパワーハラスメント（大阪地裁判決平成11年10月18日労判772-9） 

概  要： 
Lは航空会社Mの客室乗務員であったが、通勤途中の交通事故による欠勤後、Mから就業規則上の解雇事由に
該当するとして、約４か月間・30回以上にわたる退職勧奨を受け、解雇されるに至った。このMの行為に対し、Lか
ら人格権侵害による損害賠償請求がなされた。 

判決内容： 
本件解雇は、就業規則に規定する解雇事由に該当せず、Mの対応は、頻度や面談時間の長さ、Lに対する言動な
ど、社会通念上許容される範囲を超えて単なる退職勧奨とは言えず、違法な退職強要として不法行為と判示した。 



30  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（１）パワハラを防止するためには① 

 下記の中から、自身の身の周りで該当する項目があるかどうか、チェックしてみましょう。 
 ここで重要なのは、自分自身が当事者であるか否かにかかわらず、同じ職場内で起きていること
にきちんと関心を向け、自身も含め当たり前だと認識していることを客観的に見つ直すことです。 
 
●①問題がある企画書について、書類を投げつけて修正を命じる 
●②部下を叱責しながら、近くにあった物差しで頭を叩く 
●③「説明しても分からないだろう」と、一人だけ打ち合わせから外す 
●④仕事が終わって帰ろうとする部下に、「俺が残っているのに先に帰るのか」と言う 
●⑤やる気を引き出そうとの意図で「意欲がないなら会社を辞めるべき」とのメールを本人に送る 
  とともに、職場の同僚もｃｃにいれて送信する 
●⑥明らかに納期に間に合わないと分かっていて、資料の作成を命じる 
●⑦能力に見合わない程度の低い業務を継続的に命じる 
●⑧「俺の若いころは、もっと厳しかったんだ。それに比べ、今の若い者は、甘やかされている」 
  と日ごろから言う 
●⑨個人的な趣味・嗜好について必要以上に聞く 
●⑩特定の部下だけを、何度も同僚の前で叱責する 
●⑪特定の同僚を仲間外れにする 

①身の周りの出来事に関心を向ける 



31  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（１）パワハラを防止するためには② 

 なぜ、パワハラは起きてしまうのでしょうか。行為者の個人的な要因としてではなく、職場環境
にその要因が潜んでいないか考えることが必要です。 
 

◆価値観・考え方 
・「しごく」ことで人が動く（業績が上がる、生産性が高まる）という誤解 
・感情のヒートアップ、コントロールのきかない否定的感情 
 

◆職場環境の問題 
・上司と部下のコミュニケーションが少ない 
・正社員や正社員以外の様々な立場の従業員が一緒に働いている 
・残業が多い・休みが取り難い 
・失敗が許されない、失敗への許容度が低い 
 
  競争の激化、業務多忙、業績不振など職場環境の変化 ⇒職場コミュニュケーションの希薄化 
  雇用形態の多様化、意識の変化 ⇒お互いを尊重し合う意識の欠如、異質なものの排除 
  古い職場の体質や倫理観の欠如 ⇒指導・教育に名を借りたいじめ、集団的な職場いじめ 

②なぜパワハラは起きてしまうのか 



32  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（１）パワハラを防止するためには③ 

 では、パワハラをなくすためにはどうすればよいのでしょうか。管理職だけでなく、労働者全員
が、パワハラについて十分理解し、その防止に努めることが望まれます。 
 

◆パワハラにならないためのコミュニケーション 
 円滑な職場コミュニケーションの醸成・業務上の指示や指導・教育の適切な方法の理解 
 ・叱る対象・理由は適正な範囲かどうか 
 ・自分の感情を認識する（怒り、怖れ、悲しみ、焦り、妬み） 
 ・攻撃でなく「改善点を的確に指摘・指導」する 
 ・相手を見て接し方を工夫する。 
 ・不要な誤解を招かないコミュニケーションを心掛ける 

◆お互いの尊重、理解 
◆自らの行為がパワハラとなっていないか注意 
◆隠れたパワハラがないか、周囲のメンバーの変化に注意 
◆パワハラを起こさせない、職場環境づくりの役割を理解（管理職） 
 
  職場全体でパワハラについての十分な理解・関心を深め、他の労働者の言動に注意を払う 
  ことが第一歩です。 

③パワハラを防止するためには 



33  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組① 

 ここでは、厚生労働省から示されている、パワハラ防止のための基本的な７つの取組について解
説します。 

取組 具体的取組例 

①トップのメッセージ 
・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 

②ルールを決める 
・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 

③実態を把握する ・従業員アンケートを実施する 

④教育する ・研修を実施する 

⑤周知する ・組織の方針や取組について周知・啓発を実施する 

⑥相談や解決の場を設置する 
・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 

⑦再発防止のための取組 ・行為者に対する再発防止研修等を行う 



34  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組② 

１か月目 ２か月目 ３か月目 ４か月目 ５か月目 ６か月目

①トップのメッセージ

②ルールの制定

④教育（研修の実施）

⑤全体への周知

⑥相談的口の設置

⑦再発防止のための取組

③実態の把握 ③実態の把握

現状把握の

アンケート実施

効果測定の

アンケート実施

 ７つの取組を順次進めてい
くためのスケジュールの一例
を右記に示します。 
 企業としての基本的枠組み
を６か月を標準的な期間とし
て組み立てるものです。 
 研修を実施し、相談窓口を
設置した後、効果測定のため
に再度アンケート等を実施し
て実態を把握し、再発防止の
ための取組につなげます。 

◆取組スケジュール例 



35  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組③ 

①トップのメッセージ 

●パワーハラスメントは、企業のトップから全従業員が取り組む重要な会社の課題で 
 あることを明確に発信します。 
●パワーハラスメントの防止がなぜ重要なのか、その理由についても明確に伝えま
す。 
●メッセージの発信とともに、具体的活動が早期に実施できるよう、準備をしておき 
 ます。 
 企業として「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである」という方針をトップのメッ
セージの形で明確に打ち出すことが望まれます。トップのメッセージは、方針やガイドライン、規
程等と厳格に分ける必要はなく、それらをまたがるような位置付けであっても問題ないでしょう。 
 組織として、そのような方針が明確になることにより、相手の人格を認め、尊重し合いながら仕
事を進める意識が育まれます。 
 組織の方針が明確になれば、パワーハラスメントを受けた従業員やその周囲の従業員も、問題点
の指摘や解消に関して発言がしやすくなり、その結果、取組の効果がより期待できます。 



36  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組④ 

●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 
●従業員の意識向上を求める 
●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 

◆トップのメッセージに盛り込むべき内容 



37  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組⑤ 

②ルールを決める 

●労使一体で取組を進めるために、労働協約や労使協定などでルールを明確化するこ 
 とが効果的です。 
●罰則規定の適用条件や処分内容、また、相談者の不利益な取扱いの禁止などを明確 
 に定めます。 
●ルールは、従業員にとって分かりやすく、できる限り具体的な内容とします。 
●就業規則などにルールを盛り込む場合には、労働組合や労働者の代表などの意見を 
 聴くことが求められています。就業規則の変更の目的や意義を十分伝え、意見交換 
 した上でルールを決めます。 
●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 
 説明会や文書の配布なども忘れず実施します。 

 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。 



38  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組⑥ 

③実態を把握する 

●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す。 
●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 
 を紹介します。 
●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。 

 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。 
 
 パワーハラスメント防止対策の枠組みを構築した後に再度アンケート調査を実施することで、効
果を検証するとよいでしょう。 



39  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組⑦ 

④教育する 

●教育のための研修は、可能な限り全員が受講し、かつ定期的に実施することが重要 
 です。中途入社の従業員にも入社時に研修や説明を行うなど、漏れなく、全員が受 
 講できるようにします。 
●管理監督者と一般従業員に分けた階層別研修の実施が効果的です。ただし、企業規 
 模が小さいなどの場合は、管理監督者と一般従業員が一緒に研修を受講してもよい 
 でしょう。 
●研修内容には、トップのメッセージ内容を含めるとともに、会社のルールの内容、 
 取組の内容や具体的な事例を加えると効果的です。 

 パワハラの定義や具体例、予防方法などを学ぶだけでなく、自社のルール（規程、相談窓口な
ど）を確認することも重要です。 



40  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組⑧ 

⑤周知する 

●組織の方針、ルールや相談窓口などについて、積極的に、周知に取り組みます。 
●周知と具体的な取組が一体となったものとなるようにします。 
●計画的かつ継続した周知を実施していきます。 

 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。パ
ワーハラスメントの防止のためには、より積極的、能動的な周知が必要です。 
 周知を確実なものにするためには、各種取組を目に見える形で実施し、従業員に、会社が真剣に
取り組んでいることを実感してもらうことが必要です。 

◆周知の目的 

◆周知の手段 

・トップ自らが、取組方針を周知する 
・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 
・相談窓口の案内、ポスターの掲示 など 



41  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組⑨ 

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す。 
●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す。 

・管理職や従業員をパワーハラスメント相談員として選任して相談対応 
・人事労務担当部門 
・コンプライアンス担当部門/監査部門/人権（啓発）部門/法務部門 
・社内の診察機関、産業医、カウンセラー 
・労働組合 

◆内部相談窓口の設置例 

◆ 外部相談窓口の設置例 

・弁護士や社会保険労務士の事務所 
・ハラスメント対策のコンサルティング会社 
・メンタルヘルス、健康相談、ハラスメントなど相談窓口の代行を専門に行っている企業 



42  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（２）基本的なパワハラ対策としての７つの取組⑩ 

⑦再発防止のための取組 

●再発防止策は予防策と表裏一体です。予防策に継続的に取り組むことが再発防止に 
 つながります。 
●取組内容の定期的検証・見直しを行うことで、より効果的な再発防止策の策定、実 
 施に取り組みます。 

 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 



43  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（３）社会福祉施設での取組事例① 

 兵庫県の従業員約130名の高齢者福祉施設の事例です。 
 
 
 ISO09001の認証を受けている法人で、年度目標を設定し、必ずレビューする仕組みが法人内で
徹底されています。その一環として各事業所の責任者が理事長に報告をし、年２回評価ををもらう
機会があります。その際、毎回、理事長から職場のこみゅコミュニケーションを強化するようメッ
セージが出されています。 
 
 
 副施設長が全職員の採用面接をし、日常的に各部署を巡回して職員に声掛けをしています。何か
あれば小さなことでもすぐ対応するようしており、問題解決にあたり初期対応が徹底されています。 
 
 
 毎年、職員アンケートの中で職員の満足度を図っています。低い点数を付けた職員には話を聞き、
新たな目標設定や配置換えなどの対応をしています。また、各部署でも自発的にアンケートを実施
し職場内の状況把握に努めています。 
 結果として職場内の問題に早期に対処できる仕組み作りができたことから、離職者が減少し職員
の定着率が上がりました。 

◆年２回の「マネジメントレビュー」で理事長から毎回メッセージ 

◆一人一人の顔が見える人事管理 

◆職員の定着率がアップ 



44  本書の内容の全部または一部を無断で複製・転載することを固く禁じま
す。 

３．パワハラ防止と働きやすい環境づくりへの取組み 

（３）社会福祉施設での取組事例② 

 鹿児島県の従業員約170名の障がい者福祉施設の事例です。 
 
 
 十数年前から職員の専門性向上や良好な職場環境構築のために職員研修を年６～７回実施してお
り、その中でハラスメント防止のテーマにも取り組んできました。時間外手当をつけて実施し、同
内容を２ブロックで開催することで参加の機会を増やしています。 
 また、理事長訓示で他法人の取組事例の話をしたり、職員への周知事項をワンペーパーにまとめ
て掲示するなど、ハラスメント防止について情報を見聞きする機会を増やすようにしています。 
 
 
 定期異動で毎年20～30名の職員が異動することで、職場間のコミュニケーションの活性化を図っ
ています。挨拶運動や新人へのトレーニー制度なども功を奏しています。 
 
 
 年２回、人事考課の個別面談の際に、担当業務の他に人間関係や体調、個人的な課題などに関し
ても聞くようにしています。毎年職員に対する満足度アンケートも実施しており、職の課題も書く
ようにしています。 
 職員が気持ちよく働ける環境をつくることで、結果として利用者へのサービスの質も向上します。 

◆ハラスメント防止情報を見聞きする機会を増やす 

◆職員同士のコミュニケーションの活性化 

◆面談やアンケートにより職員や職場の状況を把握 



1.アンケートにご協力お願いいたします。 

 

2.講義の内容について、ご質問等ございましたら  

 下記メールアドレスへご連絡ください。 

 後日ご回答させていただきます。 

 

Mail:sekinou@yoshioka-group.jp 
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最後に… 


