
好評発売中
『 1冊でわかる！ 改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』
帯刀康一 著　A 5判・200ページ　2,200円＋税

パワハラ対策が事業主の義務となり、「雇用管理上の措置義務」と「不利益取扱の禁止」の対応
が迫られる中、パワハラ防止措置の内容と実務で対応すべきポイントをわかりやすく解説

─特集 1 ─
改正法対応シリーズ 第15弾
令和 2年 6月 1日施行
パワハラ指針を踏まえた	

企業における実務対応と留意点
対策義務化を受けて、	

具体的な内容や実務上のポイントを詳説
パワーハラスメント（以下、パワハラ）対策を明記した改正労働施策総合推進法が、令和
2 年 6 月 1日に施行される（中小企業は令和 4年 4月 1日から）。パワハラに対する事業主
の雇用管理上の措置が義務となり、適正な対応が求められるようになる。施行に先立ち、
令和 2年 1月には、具体的な措置義務の内容を定めた指針が公表された。本特集では、指
針の内容をはじめ実務上の対応や留意点について、髙井・岡芹法律事務所の帯刀康一弁護
士に解説いただいた。

帯刀康一（たてわき こおいち）　　弁護士（髙井・岡芹法律事務所）

2004年早稲田大学卒業。2007年東京弁護士会登録。2011年髙井・岡芹法律事務所入所。経営法曹会議員。主な著書として、
『Q＆A現代型問題社員対策の手引（第 5 版）─職場の悩ましい問題への対応指針を明示─』（共著、民事法研究会）、『 1 冊でわか
る！ 改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』（単著、労務行政）がある。
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実務解説
パワハラ指針を踏まえた企業における実務対応と留意点

　令和 2年 6月 1日に施行（中小企業は、パワハ

ラ防止に関する雇用管理上の措置義務については、

令和 4年 4月 1日から適用され、適用されるまで

の間は努力義務とされる）される改正労働施策総

合推進法（以下、改正法）30条の 2第 1項により

企業には職場でのパワーハラスメント（以下、「職

場のパワハラ」または「パワハラ」）防止措置等が

義務づけられ（以下、措置義務等）、また同条 2項

により不利益取り扱いの禁止が定められた。

　そして、措置義務等の具体的な内容については、

改正法30条の 2第 3項により指針で定めることに

なり、その指針が公表された（「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」令 2. 1.15　厚労告 5。以下、単に「指針」

または「パワハラ指針」）。

　パワハラ指針の目的は、職場のパワハラの防止・

事後の適切な対応（措置義務）および不利益取り

扱いの禁止であり、以下、指針において事業主に

義務づけられた措置義務等について解説する。

1.職場のパワハラの定義
　事業主が、職場のパワハラに関する措置義務等

を履行するためには、職場のパワハラの定義・内

容を理解しておく必要がある。職場のパワハラの

定義については、改正法30条の 2第 1項に「職場

第1 パワハラ指針の目的

第2 職場のパワハラの定義と内容

指針で明示された雇用管理上の措置義務のポイント

1.事業主の方針の明確化、その周知・啓発
❶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、管理監督者を含
む労働者に周知・啓発する

❷パワハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理
監督者を含む労働者に周知・啓発する

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を整備
❸相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する

❹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。また、広く相談に応じ、適切
な対応を行うようにする

3.職場におけるパワハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応
❺事実関係を迅速かつ正確に確認する

❻事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行う

❼事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行う

❽再発防止に向けた措置を講ずる

4.上記1.〜3.までの措置と併せて講ずべき措置
❾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

❿相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いをされない旨を定
め、労働者に周知・啓発する
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特集 1

において行われる優越的な関係を背景とした言動

であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のによりその雇用する労働者の就業環境が害され

ること」と規定された。

2.職場のパワハラの内容
　措置義務等の対象となる職場のパワハラの内容

については、指針において、［図表 1］の①〜③ま
での要素をすべて満たすものとされた。

　したがって、今後、事業主には［図表 1］の①〜
③の要素をすべて満たすような職場の言動につい
て、パワハラ防止義務といった措置義務等が課さ

れることとなった。

　もっとも、企業は、問題社員に対して業務指導

を行うことで企業秩序を維持したり、また、ロー

パフォーマーに対して業務指導を行ったりするこ

とで企業の生産性を向上させていく必要がある。

　したがって、企業秩序維持および生産性向上の

観点からは、企業活動において適切な業務指導は

必須といえる。

　そこで、指針においても、「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、職場におけるパワーハラスメ

ントには該当しない」とされ、上記企業活動への

配慮もなされている。

3.�改正法でいう職場のパワハラと民法上の不法�
行為との関係

　事業主には、パワハラ防止に関する措置義務等

が課されることになったが、あくまでも改正法の

パワハラの定義・内容は、企業が遵守すべき措置

義務等との関係で問題となるものである。

　したがって、ある言動が上記改正法における職

場のパワハラの定義・内容に該当するか否かとい

う問題は、当該言動が民法上の不法行為に該当す

るか、といった問題には直結しない点に留意が必

要である（間接的には影響する）。すなわち、ある

言動が［図表 1］の①〜③の要素をすべて満たすも
のであった場合、企業としてはそのような言動が

なされることを防止する義務はあったことになる

が、その言動が民法上の不法行為に該当するか否

かは、あくまでも不法行為の要件に該当するか否

かという観点から判断すべきということになる。

1.全体構成
　指針において、職場のパワハラの内容として、

「職場」「労働者」「優越的な関係を背景とした」「業

務上必要かつ相当な範囲を超えた」「労働者の就業

環境が害される」といった基本的な事項に関する

考え方が示されたため、まずは当該基本事項につ

いて解説する。

2.「職場」について
　指針では「職場」の意義について、「事業主が雇

用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該

労働者が通常就業している場所以外の場所であっ

ても、当該労働者が業務を遂行する場所について

は、『職場』に含まれる」とされた。

　この点、「職場」というと事業所内だけを想定し

がちだが、事業所外であっても、業務に関連して

パワハラが行われたと考えられるケースでは、職

場のパワハラに含まれることとされた（セクシュ

アルハラスメント〔以下、セクハラ〕指針でも同

様の考え方が取られている）。

第3 パワハラの基本事項の確認

 �職場におけるパワハラと判断される要素図表 1

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③�労働者の就業環境が害されるもの（身体的もしくは
精神的な苦痛を与えること）
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実務解説
パワハラ指針を踏まえた企業における実務対応と留意点

　なお、「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハ

ラスメント対策はあなたの義務です!!」というセ

クハラに関する厚生労働省のリーフレットにおい

て、「職場」の例として、［図表 2］の事例が挙げら
れている。「勤務時間外の『宴会』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」と

されていることが、「職場」の範囲を検討する際の

参考になる。

　また、出張中に上司と部下で飲食店にて飲酒中

に、部下が少量の酒を飲んだだけでもおう吐して

いるような状況において、上司が「酒は吐けば飲

めるんだ」などと言い、部下の体調の悪化を気に

掛けることなく、部下のコップに酒を注ぐなどし

た行為について、会社の使用者責任が問題となっ

た裁判例（ザ・ウィンザー・ホテルズインターナ

ショナル［自然退職］事件　東京高裁　平25. 2.27

判決　労判1072号 5ページ）では、「本来の勤務時

間外における行為も含め、いずれも 1審被告会社

の業務に関連してされたものであることは明らか

であるから、1審被告会社は、民法715条 1 項に基

づき使用者責任を負うというべきである」と判示

され、出張において飲酒している際の行為につい

ても「業務の遂行」の要件に該当すると判断され

ていることも参考になる。

3.「労働者」について
　指針では「労働者」の意義について、「いわゆる

正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、

契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業

主が雇用する労働者の全てをいう」とされた。

4.�「優越的な関係を背景とした」について（パワ�
ハラ要素①関係）
　指針では「優越的な関係を背景とした」の意義

について、「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当該言動の行為者

とされる者（以下「行為者」という。）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」を指すとして、例え

ば、［図表 3］のもの等が含まれるとされた。
　職場のパワハラは、上司から部下に対するもの

が優越的な関係に基づく言動の最たるものである

が、従前より、同僚や部下が知識・経験などの優

位性を背景に他の同僚や上司に対して行った言動

についても職場のパワハラに該当する可能性があ

るとされてきたところであり、指針においても、

同様の考え方が維持されている。

　したがって、職場のパワハラの「優越的な関係」

については、必ずしも組織上の立場が優越的であ

るという関係に限定されず、職務遂行過程におけ

る知識・経験等が優越的という関係も含まれる点

には留意が必要となる。

 �セクハラ指針等で定めている「職場」の例図表 2  �優越的な関係を背景とした言動の例図表 3

・�取引先の事務所
・�取引先と打ち合わせをするための飲食店（接待の席
も含む）

・�顧客の自宅
・�取材先
・�出張先
・�業務で使用する車中
・�実質上職務の延長と考えられる勤務時間外の「宴会」

・�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
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特集 1

5.�「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」について
（パワハラ要素②関係）
　指針では「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」
の意義について、「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」を指すとされ、例え
ば、［図表 4］のもの等が含まれるとされた。
　この点、法的に、他人に一定の負担等を強いる
ことになる行為が適法か違法かについては、当該
行為をする必要性があったのか（必要性）と、必
要があったとしても行為として相当であったのか
（相当性）という二つの判断要素で判断されること
が多い。
　つまり、業務指導は、これを受ける者に対して
一定の精神的負担を負わせるものであることから、
これが正当化されるためには業務指導の「必要性」
と「相当性」が必要ということになる。
　まず、「必要性」についてであるが、業務指導
は、部下の問題行動の教育的指導や能力不足の部
下に対する改善指導等（以下、単に「部下の問題
行動」）を目的として行われることから、業務指導
の必要性がなければそれは単なる嫌がらせと判断
される可能性がある（この点は、厳密には程度問
題であり、業務指導の必要性がないのに、つい出
てしまった嫌みなどのすべての言動が職場のパワ
ハラになるものではないことは、日常生活におい
て多少の不快な言動がすべて違法とされるもので
はないことと同様であると解される）。
　したがって、業務指導が正当化されるためには
業務指導の必要性があることが前提になる。

　次に、「相当性」についてであるが、部下が問題
行動を行うなどして業務指導の必要性があったと
しても、どのような業務指導でも正当化されるわ
けではなく、そこには一定の限界が存する（例え
ば、暴力行為による業務指導が正当化されること
はほとんどないと思われる）。
　したがって、業務指導として正当化されるため
には、業務指導の必要性の程度に応じた相当の態
様での指導を行う必要がある。
　指針では、「業務上必要かつ相当な範囲を超え
た」か否かは「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
者との関係性等）を総合的に考慮することが適当
である」とした上で、「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ある」
としているが、上記のとおり、業務指導が正当化
されるか否かは、業務指導の必要性と相当性を事
案ごとにさまざまな要素を考慮して個別に判断す
るほかないということになる。

6.�「労働者の就業環境が害される」について（パワ
ハラ要素③関係）
　指針では「労働者の就業環境が害される」の意
義について、「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を指す」としている。
　ここで重要なことは、社内で人間関係に起因す
る多少のコンフリクト（対立、衝突）が生じるこ
とが不可避であることは職場外の社会生活と同様
であり、職場において上司等の言動により嫌な思
いをしたからといって、そのような行為がすべて

 �業務上必要かつ相当な範囲を超えた�
言動の例

図表 4

・�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
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実務解説
パワハラ指針を踏まえた企業における実務対応と留意点

職場のパワハラには該当しないということである。
　そして、業務指導の受け取り方は、個々の従業
員の個性により異なるが、特に管理職は部下に対
する業務指導をその職責として負っていることか
らすれば、適正な業務指導を行ったにもかかわら
ず、部下の個性により職場のパワハラに該当する
か否かの判断が異なれば、業務指導を差し控えざ
るを得なくなり、企業秩序の維持等が図れなくな
る可能性がある。
　そこで、指針においても、［図表 1］の③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ある」とし、③の
判断要素を満たすか否かは、パワハラを受けたと
申告した申告者本人の感じ方を基準とするのでは
なく、あくまでも「平均的な労働者の感じ方」が
基準となるとされ、業務指導がその職責となって
いる管理職に対しても一定の配慮がなされている。
　なお、③については、「平均的な労働者の感じ
方」が基準になるところ、「平均的な労働者の感じ
方」において就業環境が害されたか否かを判断す
る際には、申告者のどのような問題行動に対して
（業務指導の必要性）、行為者がどのような言動を
行ったのか（業務指導の相当性）ということも考
慮して判断せざるを得ない部分があるように思わ
れる。
　すなわち、業務指導の必要性と相当性には相関
関係があり、例えば、申告者のミスにより他の労
働者に生命の危険を与えたような業務指導の必要
性が高いケースであれば、それに対して行為者が
厳しい業務指導を行ったとしても、業務指導とし
て相当とされる可能性があるが、 1回遅刻してき
ただけの労働者に対して同程度の厳しい業務指導
をした場合には、業務指導の相当性を超えると判
断される可能性もある。そこで、③の労働者の就
業環境が害されたか否かについては、このような

事情を前提に「平均的な労働者の感じ方」がどう
なのかということを検討せざるを得ないように思
われる。
　したがって、労働者からパワハラ申告がなさ
れ、事業主として調査を実施した後に職場のパワ
ハラであったか否かを判断する場合には、②と③
の判断要素を切り分けて判断するというよりは、
②と③の判断要素を総合考慮して判断するほうが
適当であるというケースが多い点に留意が必要で
ある。

1.パワハラの行為類型
　職場のパワハラを防止するためには、特に経営
層や管理職が、職場のパワハラについて理解を深
めておくことが重要となる。
　そのような観点から、指針において、職場のパ
ワハラの代表的な言動の類型（ 6類型）が示され、
類型ごとに「典型的に職場におけるパワーハラス
メントに該当し、又は該当しないと考えられる例」
を挙げている［図表 5］。
　もっとも、指針に記載されている例は典型的に
職場のパワハラに該当するものとしないものに限

第4
パワハラの 6類型と�
各類型のパワハラの�
該当性の判断

 �パワハラの行為類型図表 5

類　　型 例

●①身体的な攻撃 暴行・傷害

●②精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言

●③�人間関係からの
切り離し

隔離・仲間外し・無視

●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

●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

●⑥個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること
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定されていることから、職場のパワハラ防止の観
点から、特に管理職自身の言動が職場のパワハラ
に該当するか否かを判断するための一助となるべ
く、以下、指針で示された類型ごとに職場のパワ
ハラに該当するか否かに関する考え方について解
説する（職場のパワハラか否か、すなわち、業務
指導とパワハラの線引きに関する考え方について
は、裁判例においてどのような判断がなされてい
るかといったことを知っておくことも有用である
ため、拙著『 1冊でわかる！ 改正早わかりシリー
ズ パワハラ防止の実務対応』［労務行政］につい
ても併せて参照していただけると理解が深まると
思われる）。
　なお、この 6類型はあくまでも職場のパワハラ
としてあり得る典型的な類型を挙げたものにとど
まり、この 6類型にすべての職場のパワハラが集
約されているわけではない点には留意が必要であ
る。
　また、平成30年 3 月に改正法の制定過程で作
成・公表された「職場のパワーハラスメント防止
対策についての検討会報告書」（以下、検討会報告
書）においては、各事例について、特にパワハラ
に該当しないとされた例について、［図表 1］に示
した職場におけるパワハラと判断される 3要素の
どの要素に該当しないかが明記されていたが、指
針においては明記されていない。

2.身体的な攻撃（暴行・傷害）の考え方［図表 6］
　業務指導を行う場合に、通常は暴行等の有形力
を用いて行う必要はない。
　したがって、故意に暴行等の有形力を用いて業

務指導を行った場合はパワハラに該当する可能性
が高いといえる。
　この点、原告Xが、転勤後にY社の役職員から
いじめを受けたためにうつ病になったと主張し、
損害賠償を請求した事案（コスメイトリックスラ
ボラトリーズほか 1社事件　東京地裁　平18. 9.22
判決　労経速1962号15ページ）につき、「本件配転
前からXが訴外Iからいじめを受けていた旨の証
人Lの供述にしても、机の上に書類を投げつける
といった程度のものであり、証人Iの供述によれ
ばXは経理部門に訴外Iは営業部門にいて仕事上
の接触の機会が頻繁にあったわけではないようで
あり、その他訴外Iが訴外JをめぐってXに対す
る悪感情を抱いた経緯・可能性はあるにしても、
不法行為を構成するような明らかないじめ行為が
Xから主張されているものではな（い）」と判示し
た例も存するところではある。同判決において、
訴外Iの「机の上に書類を投げつける」という行
為は、不法行為には該当しないと判断されてはい
るものの、職場のパワハラの①〜③の要素を満た
すと判断される可能性もある行為といえる。
　したがって、予防法務の観点からすれば、特に
管理職としては、有形力の行使を伴う業務指導は
避けるという配慮が必要となる。

3.�精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言）
の考え方［図表 7〜 8］
　この「精神的な攻撃」という類型は、パワハラ
の案件としては実務上最も問題となることの多い
類型といえる。
　身体的な攻撃は、部下の問題行動といった業務

 �身体的な攻撃（暴行・傷害）に関する具体例図表 6

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例※

①殴打、足蹴りを行うこと
②相手に物を投げつけること

①誤ってぶつかること

※�検討会報告書では、「・業務上関係のない単に同じ企業の同僚間の喧
嘩（①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲
を超えたものに該当しないため）」との記載もなされていた。
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 �精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言）に関する具体例図表 7

 �業務指導の必要性がある場合の相当性の判断図表 8

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

①�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

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こと

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こと

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こと

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
ること※

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こと

※�検討会報告書では、この例は「（②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者
の就業環境が害されるもの（身体的もしくは精神的な苦痛を与えること）に該当しない
ため）」とされていた。

■相当性の判断要素 ■留意点

①�業務指導の内容・態様・執拗
さ（人格を侵害するような言
動の有無等）

・�人格権を侵害するような言動を用いて業務指導を行う必要はないため、そのような言動があ

れば、そのことのみでパワハラに該当する可能性がある。業務指導を行う際は、行為を指導

し、人格は非難しないということが重要である

・�細かすぎる指導や、 1回の問題行動について繰り返し執拗に行う指導は、そこまでするのは

やり過ぎであるとしてパワハラと判断される要素になるため、 1回の問題行動への指導はで

きるだけ 1回に限り、端的な指導を心掛けることが肝要である

②�業務指導の場所、指導時間の
長さ、指導の時間帯等

・�業務指導を受ける側からすれば、一定の精神的負担を感じるところ、衆人環視の下で行えば

屈辱感もプラスされ、パワハラと判断される要素になるため、特に厳しめの指導を行う際は

別室で指導するといった配慮が必要となる

・�業務指導はあくまで業務上の問題点の改善を目的に行われるものであることから、就業時間

中に改善に必要な時間内で指導を行うことが肝要である

③�他の部下に対する指導状況 ・�部下の個性に応じて指導方法を変えること自体は基本的に上司の裁量の範囲内といえるが、

同じミスをしたにもかかわらず一方の部下には指導を行い、他方の部下には指導を行わない

というようなケースは、指導を行った部下に対する嫌がらせ等の目的があるのではないかと

疑わしめる事情となるため、管理職は公平な指導を心掛け、指導方法を人により変えるとき

には、その理由を説明できるようにしておくことが肝要である

④�上司と部下の関係・職場環境
（上司の個性）等

・�上司は必ずしも部下全員から好かれる必要もないし現実問題としても難しいと思われるが、

部下との関係が良好な場合、指導の際に言い過ぎてしまったことが、部下を思ってのことと

善解される可能性もあるため、必要以上に部下との関係を悪化させないことが肝要である

・�他の労働者もいる前で大声で部下に指導を行うことが常態化しているなどの上司は、そのこ

とによりパワハラ体質であるとの推認が働き、パワハラと認定されやすくなる背景となるこ

とから、日頃の部下への接し方についても配慮できるところは配慮するという姿勢が肝要で

ある

⑤�部下に対するフォローの有無
（部下とのコミュニケーショ
ン）

・�管理職も人間であり、指導の際につい言い過ぎてしまうということは当然想定されるところ

であるが、ことパワハラとの関係では、そのようなケースは言いっ放しで放置するのではな

く、当該部下に対してなぜ指導を行ったのかということを事後的に丁寧に説明しておくこと

がパワハラと認定される可能性を低減させる事情となるため、言い過ぎてしまった場合は事

後のフォローが重要となる点には留意が必要である
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指導を行う必要性がない場合には職場のパワハラ
と判断されることは既に述べたとおりであるが、
「精神的な攻撃」の類型において、業務指導の必要
性がある場合に、相当性はどのように判断される
のかを知っておくことが職場のパワハラ防止の観
点からは非常に重要となる［図表 8］。

4.�人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）
の考え方［図表 9］
　職場における人間関係において、誰しも好き嫌
いという感情が生じるものであるところ、例えば、
上司があまり快く思っていない部下に対して人事
権を行使した場合に、当該部下から、本類型に該
当するパワハラであると主張されることで表面化
するケースが多い。
　もっとも、人事権の行使は企業の裁量が認めら
れることから、上司が快く思っていない部下に対
して人事権を行使したことのみで、そのような行
為がすべて職場のパワハラに該当することにはな
らない。
　この点については、原告Xが、会社や上司によ
る、自己の所属するグループの同僚と切り離され
た座席指定が人格権侵害であるとして慰謝料を請
求した事案（竹中工務店［賃金差別等］事件　東京
地裁　平16. 5.19判決　労判879号61ページ）にお
いて、「出入口の正面に座席が与えられたからと
いって、直ちにXの人格権が侵害されることには
ならず、従業員の座席の割当てについては、使用

者である被告ないしその権限を委ねられたXの上
司（D、Cら）が、その裁量によって指定できる
というべきであるところ（中略）、結局、Xがその
所属するグループの同僚と隣り合った座席を与え
られなかったとするにすぎず、被告らの権限行使
がその裁量の範囲を逸脱していることを具体的に
指摘するものでなく、Xに対する不法行為（Xに
対する違法な権利侵害）を構成する事実と解する
ことはできない」と判示しており、企業（上司）
の人事権の裁量を肯定している。
　もっとも、特に上司と部下の関係が悪化してい
る状況において、一見すると当該部下の人間関係
を他の部下などから引き離すような人事権の行使
を行う場合には、パワハラであると主張されるリ
スクが生じるため、そのような人事権を行使する
場合には、相応の合理的な理由を説明できるよう
にしておくことが有用である。

5.�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）の考え方�
［図表10］
　企業は人事権を有していることから、労働者に
対してどのような業務を担当させるかについては
広
こう

汎
はん

な裁量を有している。
　したがって、部下に対して当該部下が一定の負
担等を感じる業務を担当させることが直ちに職場
のパワハラとなるものではない。
　この点、Xが、上司であるY2から、業務の引

 �人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）に関する具体例図表 9

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

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こと

②�1 人の労働者に対して同僚が集団で無視
をし、職場で孤立させること

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
施すること※

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
受けさせること

※�検討会報告書では、この例は「（②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに該当しな
いため）」とされていた。
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き継ぎと称して、本来、Y2において処理すべき
業務やXに処理させても意味のない業務を押しつ
けて処理させられ、Xの業務を過重なものにした
旨主張し、Y2とXの勤務先であるY1社に損害賠
償を求めた事案（前記ザ・ウィンザー・ホテルズイ
ンターナショナル［自然退職］事件）において、裁
判所は「Xの業務が引継資料の作成などで一時的
に繁忙になったことは認められるけれども、これ
はY1社の業務建て直しのために必要な措置（X
に苦痛を与えることを目的としたものであること
を認めるに足りる証拠はない。）によるものであ
り、他方、Xの業務負担が過大というべき程に増
大したことを認めるに足りる証拠はないから、Y2

の行為を違法とはいえない」と判示しており、部
下にとっては一定の負担を感じる業務を担当させ
る場合であっても、その業務を担当させる相応の
理由があり、苦痛を与えるなどの不当な目的を有
していないのであれば、部下にとって一定の負担
となる業務を担当させたことのみをもって違法と
なるものではないことを前提としていると考えら
れ、実務上参考となる。
　もっとも、その裁量にも限界はあり、労働者の
経歴・能力等に比して、明らかに過大な業務を担
当させたり、明らかに不要な業務を担当させたり
した場合には、職場のパワハラに該当する可能性
がある。

　そこで、予防法務の観点からは、管理職は部下
の能力、業務量等の把握に努め、部下に対して、
本人の能力等からして若干負担が大きそうな業務
を担当させることになり、そのことにつき当該部
下が不満を持ちそうなことが想定される場合は、
なぜ当該部下にその業務を担当させるのかという
理由について説明できるようにしておくことが有
用である。

6.�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）の考え方［図表11］
　前記5.の「過大な要求」においても述べたとお
り、企業は人事権を有していることから、労働者
に対してどのような業務を担当させるかについて
は広汎な裁量を有しており、部下に対してどのよ
うな業務を担当させるかについても裁量が認めら
れる。
　この点、Xが、Y社およびC、Dから仕事外し
を受け、それにより、Xの昇給・賞与における人
事考課において、違法な低査定を受けているなど
と主張し、損害賠償請求をした裁判例（前記竹中
工務店［賃金差別等］事件）において、「Xが担当す
べき具体的業務については、使用者であるY社な
いしその権限を委ねられたC、Dらが、その裁量
によって指定できるというべきである」と判示さ

 �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）に関する具体例

図表10

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

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
を命ずること

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
厳しく叱責すること

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こと

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こと※

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こと

※�検討会報告書では、この例は「（②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに該当しな
いため）」とされていた。

労政時報　第3992号/20. 4.24 23



特集 1

れており、上記の考え方が前提とされていると解
される。
　もっとも、労働者の経歴・能力等に比して、明
らかに過小な業務を担当させたり、何らの理由も
なく全く業務をさせなかったりしたという状況に
至っているような場合に限り、職場のパワハラに
該当する可能性がある。
　そこで、予防法務の観点からは、特に、自己評
価が会社の評価より高い部下に対して、本人が求
めているであろう水準よりも低い水準の業務（本
人がやりたいと希望している業務と異なる業務）
を担当させるような場合には、なぜ当該部下にそ
の業務を担当させるのかという理由について説明
できるようにしておくことが有用である。

7.�個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）の
考え方［図表12］

　会社は仕事をするための場所であるものの、業
務に関する事項以外一切私的な会話等を行っては
ならないというものではなく、人間関係の円滑化
等の観点から、労働者間において、一定程度の私
的な会話を行うことも許容される。
　したがって、本類型において行為者の言動がパ
ワハラとなるのは、あくまでも私的な領域に「過
度」に立ち入った場合に限定される。
　この点、裁判例（Y市教育長事件　札幌地裁 　
平23. 4. 7判決）において、この類型の違法性の判
断について、「人が他人との関わり合いを持ちなが
ら社会生活を送っている限り、他人に迷惑をかけ
たり、他人に不快感を及ぼすことは、ある程度ま

 �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）に関する具体例

図表11

 �個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）に関する具体例図表12

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例※

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こと

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こと

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こと

※�検討会報告書では、「・経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務
に就かせる（②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに該当しないため）」との記載
もなされていた。

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

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こと

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
すること

　→�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

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
こと※

②�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

※�検討会報告書では、この例は「（②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者
の就業環境が害されるもの（身体的もしくは精神的な苦痛を与えること）に該当しない
ため）」とされていた。
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では避けられないことであり、いわゆるマナー違
反あるいはエチケット違反といわれる類のものが
民法上の不法行為を構成するわけではない。しか
し、他人の私生活に立ち入って生活の平穏を害し
たり、他人の人格に立ち入って心的ストレスを加
え、社会生活上の受忍すべき限度を超えて他人に
不快感を及ぼす行為は違法であり、その不快感は
金銭賠償による慰藉を要する精神的苦痛と解され
る」と判示されており、上記の考え方を前提とし
ていると解される。
　もっとも、現在は、以前よりも仕事とプライベー
トは分けて考えている労働者が増加していること
も事実であり、たとえ悪意はなかったとしても昔
はこの程度は許されたという感覚でプライベート
に関して踏み込んだ言動を行うと、そのことがト
ラブルの原因となる可能性もあることから、予防
法務の観点からは、現在は以前に比してよりプラ
イベートが尊重される時代になっていることは認
識しておく必要がある。

1.パワハラ防止措置
　ここまでは、パワハラ防止措置の対象となるパ
ワハラとは何かという点を中心に解説したが、こ
こからは指針で示された事業主が行うべきパワハ
ラ防止措置（措置義務）の具体的内容について解
説する。

2.事業主の責務等について
　改正法30条の 3において、事業主および労働者
に対して、職場のパワハラに関する理解を深める
責務に関する規定が新設されたことから、その責
務について確認的に指針にも明記されることと
なった［図表13］。

第5 事業主に求められる�
パワハラ防止措置の内容

 �国、事業主および労働者の責務図表13

1.国の責務
　⑴�国は、労働者の就業環境を害する2.の⑴の言動を行ってはならないこと

その他当該言動に起因する問題に対する事業主その他国民一般の関心と
理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努
めなければならない（第30条の 3第 1項関係）

　⑵　略

2.事業主の責務
　⑴�事業主は、当該問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深める

とともに、当該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、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる⑴の措置に
協力するように努めなければならない（第30条の 3第 2項関係）

　⑵�事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、
当該問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意
を払うように努めなければならない（第30条の 3第 3項関係）

3.労働者の責務
　⑴�労働者は、当該問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言

動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる2.の⑴の措置に協力す
るように努めなければならない（第30条の 3第 4項関係）

　⑵　略
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3.�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雇用管理上講ずべ
き措置の内容について

　指針で示された措置義務の内容については、
①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、②苦情などに対する相談体制の整

備、③被害を受けた労働者へのケアや再発防止等
が盛り込まれており、セクハラ指針やマタニティ
ハラスメント（以下、マタハラ）指針と大きな差
異はない［図表14］。
　指針の措置義務の概要と留意点は、［図表15］の
とおりである。

 �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図表14

セクシュアルハラスメントを
防止するために講ずべき事項

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

講ずべき事項
パワーハラスメントを

防止するために講ずべき事項

●事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

1 ・�セクシュアルハラスメントの内容

・�セクシュアルハラスメントを行って

はならない旨の方針を明確化し、管

理監督者を含む労働者に周知・啓発

すること

・�妊娠・出産・育児休業等に関するハ

ラスメントの内容

・�妊娠・出産等、育児休業等に関する

否定的な言動が職場における妊娠・

出産・育児休業等に関するハラスメ

ントの発生の原因や背景となり得る

こと

・�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

・�制度等の利用ができることを明確化

し、管理監督者を含む労働者に周

知・啓発すること

・�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を

行ってはならない旨の方針を明確化

し、管理監督者を含む労働者に周

知・啓発すること

2 セクシュアルハラスメントの行為者に

ついては、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、管理監督者を含む労働者に周知・

啓発すること

妊娠・出産・育児休業等に関するハラ

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・対処

の内容を就業規則等の文書に規定し、

管理監督者を含む労働者に周知・啓発

すること

職場におけるパワーハラスメントに係

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

●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 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に

周知すること

相談窓口をあらかじめ定め、労働者に

周知すること

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

・�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の認識にも

配慮しながら、セクシュアルハラス

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、セクシュアルハラスメントに該

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

・�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

・�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の認識にも

配慮しながら、妊娠・出産・育児休

業等に関す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、妊娠・出

産・育児休業等に関するハラスメン

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

・�相談窓口の担当者が、内容や状況に

応じ適切に対応できるようにする�

こと

・�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、職場におけるパ

ワー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、職場におけるパ

ワー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

対応し、適切な対応を行うようにす

ること
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セクシュアルハラスメントを
防止するために講ずべき事項

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

講ずべき事項
パワーハラスメントを

防止するために講ずべき事項

●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

5 事実関係を迅速かつ正確に確認する�

こと

なお、セクシュアルハラスメントに係

る性的な言動の行為者とされる者（行

為者）が、他の事業主が雇用する労働

者又は他の事業主である場合には、必

要に応じて、他の事業主に事実関係の

確認への協力を求める

事実関係を迅速かつ正確に確認する�

こと

その際、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

識にも適切に配慮すること

事実関係を迅速かつ正確に確認する�

こと

6 事実確認ができた場合には、速やかに

被害者に対する配慮の措置を適正に行

うこと

事実確認ができた場合には、速やかに

被害者に対する配慮の措置を適正に行

うこと

事実が確認できた場合には、速やかに

被害者に対する配慮のための措置を適

正に行うこと

7 事実確認ができた場合には、行為者に

対する措置を適正に行うこと

事実確認ができた場合には、行為者に

対する措置を適正に行うこと

事実が確認できた場合には、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

なお、セクシュアルハラスメントに係

る性的な言動の行為者が、他の事業主

が雇用する労働者又は他の事業主であ

る場合には、必要に応じて、他の事業

主に再発防止に向けた措置への協力を

求めること

再発防止に向けた措置を講ずること 再発防止に向けた措置を講ずること

●職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

9 ─ 業務体制の整備など、事業主や妊娠等

した労働者その他の労働者の実情に応

じ、必要な措置を講じなけばならない

（派遣労働者にあっては、派遣元事業

主に限る）

─

【望ましい取り組み】妊娠等した労働

者の側においても、制度等の利用がで

きるという知識を持つことや、周囲と

円滑なコミュニケーションを図りなが

ら自身の体調等に応じて適切に業務を

遂行していくという意識を持つことを

周知・啓発すること

●併せて講ずべき措置

10 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

11 相談したこと、事実関係の確認に協力

したこと、都道府県労働局に対して相

談、紛争解決の援助の求め若しくは調

停の申請を行ったこと又は調停の出頭

の求めに応じたことを理由として、解

雇その他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

相談したこと、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、紛争解決の援助の求め、調停の申

請を行ったこと、調停の出頭の求めに

応じたことを理由として、解雇その他

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

相談したこと、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、紛争解決の援助の求め、調停の申

請を行ったこと、調停の出頭の求めに

応じたことを理由として、解雇その他

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
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 �指針の措置義務の概要と事業主が講ずべき事項・留意点図表15

■指針における措置義務の概要 ■事業主が講ずべき事項・留意点

⑴�事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
イ�　職場におけるパワーハラスメントの内容及び職場に
おけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方
針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発
すること

・�事業主として行わなければならないことは、①就業規則等の文書に

おいて、職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針を規定

すること（方針等の明確化）と、②職場におけるパワハラの内容及

びその発生の原因や背景を労働者に周知・啓発すること（周知・啓

発）である

・�上記①については、規定等にパワハラの禁止について盛り込んでい

ない事業主は規定の改定を行い、上記②については、専門家による

社内研修などを定期的に行うといった対応が必要とされる

・�就業規則に記載する場合の規定例は以下のとおりである。

　（職場のパワーハラスメントの禁止）
　第�○条　職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係に基
づいて、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精
神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことを
してはならない。

　 2 �．前項に違反した社員に対しては、第○条の定めるところにより
懲戒処分を行う。

　 3 �．社員が第 1項に関する相談を行ったこと又は当該相談への対応
に協力した際に事実を述べたこと等を理由として、当該社員に対
して解雇その他不利益な取扱いは行わない。

ロ�　職場におけるパワー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

・�事業主として行わなければならないことは、①就業規則等の文書に

おいて、職場におけるパワハラ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規定すること（処分方針

等の明確化）と、②そのことを労働者に周知・啓発すること（周

知・啓発）である

・�対応方法としては、就業規則等においてパワハラの禁止を規定し、

それに違反した場合は懲戒処分等の規定に基づき厳正に対処する旨

周知することが必要になる

⑵�相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応
するために必要な体制の整備
イ�　相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」とい
う。）をあらかじめ定め、労働者に周知すること

・�自社で対応する場合は、相談窓口を定めて従業員にアナウンスし、

相談窓口の担当者をあらかじめ定めておくことが必要になる

・�法律事務所等の専門機関に相談窓口を外部委嘱する場合は、その旨

と専門機関へのアクセス方法等を従業員に周知しておくことが必要

になる

ロ�　イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や
状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、
相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮する
などして相談を躊躇すること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、職場におけるパ
ワー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、職場におけるパ
ワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっ
ても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにす
ること

・�申告者は、パワハラの申告をする際に、パワハラの内容等について

明確に理解できている訳ではなく、パワハラかもしれないという相

談が寄せられることもある。相談窓口では、そのような相談であっ

ても受け付けるようにし、相談窓口の担当者に対して周知しておく

必要がある

・�他方で、相談窓口の担当者の負担軽減も考慮する必要があり、対応

マニュアルや、相談シートなどをあらかじめ用意し、窓口の担当者

が安心して相談に乗れるような体制を構築しておくことも必要に�

なる

・�事業主側としても、深刻な事態に陥る前に、自社においてどのよう

な部署・業務における人間関係の下でパワハラと疑われる事象が生

じる可能性があるのかということを認知して予防措置を講じる端緒

にもなり得るというメリットもある
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■指針における措置義務の概要 ■事業主が講ずべき事項・留意点

⑶�職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速か
つ適切な対応

イ�　事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること ・�事実確認が遅れると、関係者の記憶が曖昧になったり、証拠が散逸
する可能性があるため、事実関係の調査は迅速に行う必要がある
・�パワハラの場合は、申告者と行為者の言い分（事実の評価）が異な

る場合も散見されるため、申告者のどのような行為に対して行為者
がどのような言動を行ったのか、という事実関係の部分について正
確にヒアリングを実施することを旨とすべきである
・�調査の進め方としては、まず申告者から詳細なヒアリングを行い
（メールなどの証拠があればその提出も求める）、その後、行為者と
される労働者からヒアリングを行うことになる。申告者と行為者の
言い分が異なる場合は、行為者の言動を目撃した可能性がある第三
者に対してヒアリング調査を行う

ロ�　イにより、職場におけるパワー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、速やかに被害を
受けた労働者（中略）に対する配慮のための措置を適
正に行うこと

・�パワハラ調査を行い、事業主として行為者がパワハラを行ったと認
定できた場合に、申告者に対してどのような配慮を行うかは事案、
申告者の心身の状況等により様々である。もっとも、申告者が心身
に不調を来しているようなケースでは、申告者を行為者と引き離す
必要があり、その場合は行為者を異動させることを基本とすべき点
には留意が必要であり、また申告者に対する心身のケアや、行為者
から申告者に対する謝罪等への関与が必要となることもある

ハ�　イにより、職場におけるパワー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、行為者に対する
措置を適正に行うこと

・�パワハラ調査を行い、事業主として行為者がパワハラを行ったと認
定できた場合は、各社の就業規則の規定に則り、行為者に対する懲
戒処分（ケースによっては、正式な懲戒処分ではない厳重注意等に
留まることもある）を実施することが必要である
・�また、行為者に対しては、改めて専門家によるパワハラ研修を受講

させたり、アンガーマネジメントを受講させるといった措置をとる
ことも検討すべきである

ニ�　改めて職場におけるパワー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

・�すでにパワハラ防止に関する研修を実施していたにもかかわらず、
結果的にパワハラと認定される事案が生じてしまったというような
ケースであっても、当該事案が特殊であるという考えは捨て、再
度、特に管理職等に向けて、パワハラの内容や発生原因、パワハラ
の加害者に対しては厳正に対処することなどを周知・啓発するなど
して再発防止策を行うことが必要である

⑷�⑴から⑶までの措置と併せて講ずべき措置
イ�　職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行
為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシー
に属するものであることから、相談への対応又は当該
パワーハラスメントに係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

・�相談者等の相談内容等がプライバシーに属するものであることは当
然のことであるため、ヒアリング対象者には、ヒアリングを受けた
こと及びヒアリングの内容についても口外しないといった誓約を求
めるといった配慮が必要である
・�また、性的指向・性自認に関する情報もプライバシーに属する情報

であるため、そのような事案では、特に、誰に、どのような調査を
するのかという調査方法についても、相談者との間で十分協議をし
たうえで相談者の了解を得ながら進めるという慎重な対応が必要と
なる

ロ�　法（編注：改正労働施策総合推進法）第30条の 2 第 2
項、第30条の 5第 2項及び第30条の 6第 2項の規定を
踏まえ、労働者が職場におけるパワーハラスメントに
関し相談をしたこと若しくは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、紛争解決の援助の求め若しく
は調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応
じたこと（以下、パワハラ相談等）を理由として、解
雇その他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

・�事業主としては、改正法により規定されたパワハラ相談等を理由と
した解雇その他不利益な取扱いの禁止について、就業規則等の文書
に定め、労働者に周知・啓発することが必要となる
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特集 1

4.�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行うことが望まし
い取り組み

　事業主が行うことが望ましい取り組みとして、
①セクハラ、マタハラの相談窓口との統一化への
取り組み、②社内コミュニケーションの活性化・
円滑化のための研修等の取り組み、③適正な業務
目標の設定等の職場環境の改善に向けた衛生委員
会の活用─の三つが挙げられている。
　この取り組みの内容は、あくまでも事業主とし
て行うことが望ましいとされていることから、現
状、どこまで、どのように対応するかについては、
各社の実情に応じて決定すれば足りることになる。

5.�事業主が自ら雇用する労働者以外の者に対する
言動に関し行うことが望ましい取り組み

　近時、自社の業務を遂行する上で、自社の労働
者以外の者も関与して業務を遂行することがある。
また、インターンシップの学生などが社内で研修
等を行っていることもあり、そのような者に対す
るパワハラも問題となっていたという背景がある。
　そこで、指針において「事業主は、当該事業主
が雇用する労働者が、他の労働者（他の事業主が
雇用する労働者及び求職者を含む。）のみならず、
個人事業主、インターンシップを行っている者等
の労働者以外の者に対する言動についても必要な
注意を払うよう配慮するとともに、事業主（その
者が法人である場合にあっては、その役員）自ら
と労働者も、労働者以外の者に対する言動につい
て必要な注意を払うよう努めることが望ましい」
とされた。
　すなわち、本ケースは、自社の労働者が、自社
の労働者以外の者に対するパワハラの加害者にな
ることを防止すべき措置に関する問題といえる。
　ただし、この雇用する労働者以外の者に対する
パワハラ防止については、あくまでも事業主とし
て行うことが望ましい取り組みとされるにとどまっ
ている。
　もっとも、Y1大学との間で、同大学のラグビー

部選手の育成等を目的とする業務委託契約を締結
していたX 1社の代表者X 2および社員X 3（女
性）が、ラグビー部のヘッドコーチであったY2

からパワハラを受け、これにより、X3らが心的
外傷後ストレス障害に罹

り

患
かん

したとして、Y1大学
らに対し、不法行為（民法709条、715条、719条）
に基づき損害賠償の請求を行った事案（明治大学
事件　東京地裁　平25. 6.20判決　判時2202号62
ページ）において、「Y2のX3に関する言動は、
女性であることを理由とする合理的な根拠のない
非難によってX3のトレーナーとしての業務遂行
を困難にさせたものであって、職務上の地位・権
限を逸脱・濫用し、社会通念に照らし、通常人が
許容し得る限度を超える行為を行ったと評価され
るものであり、X3の人格権を違法に侵害するも
のとして不法行為（民法709条）が成立するという
べきである」と判示し、業務委託先の従業員に対
するパワハラを理由とした不法行為を認めた裁判
例が存する。
　また、雇用する労働者以外の者に対するパワハ
ラ防止については、後掲6.の他の事業主の雇用す
る労働者等からのパワハラの問題とは異なり、自
社の社員が加害者になる可能性がある類型であり、
その場合には、事業主として使用者責任（民法715
条）を負う可能性がある問題でもある。
　さらに、これも後掲6.の他の事業主の雇用する
労働者等からのパワハラの問題とは異なり、自社
の労働者に対する教育・研修等の実施により、事
業主として問題の発生を一定程度避けることが可
能な問題であるという側面も有する。
　したがって、予防法務の観点からは、社内で職
場でのパワハラの禁止に関する周知・啓発を行う
際には、自社の労働者以外の者に対するパワハラ
も禁止する旨および本類型の典型的なパワハラの
事例などを周知・啓発するとともに、他の事業主
の雇用する労働者等からパワハラの申告がなされ
た際には、前記3.において解説した措置義務を履
行できるような体制を構築しておくことが望まし
いといえる。
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6.�事業主が他の事業主の雇用する労働者等からの
パワハラや顧客等からの著しい迷惑行為に関し
行うことが望ましい取り組みの内容

　この指針が想定しているケースは、前記5.のよ
うに、自社の労働者が加害者となるケースではな
く、自社の労働者が他の事業主の雇用する労働者
や顧客等からパワハラや迷惑行為（以下、顧客等
からの迷惑行為）を受けること、すなわち、自社
の労働者が被害者となることであり、自社の労働
者に対する安全配慮義務の履行という側面が強い
問題といえる。
　この点、指針においては、①相談に応じ、適切
に対応するために必要な体制の整備、②被害者へ
の配慮（メンタルヘルス不調への相談対応、行為
者に対して 1人で対応させない等）、③被害防止の
ためのマニュアル作成や研修の実施等の取り組み
を行うことが望ましいとされている［図表16］。
　顧客等からの迷惑行為への取り組みについては、
あくまでも事業主として行うことが望ましいとさ
れるにとどまっている。

　もっとも、自社の労働者に対する安全配慮義務
の履行に関する問題でもあるため、企業としては、
可能な限りの対応を取っておくことを検討すべき
である。
　顧客等との力関係によっては、どこまで対応可
能かは実務上悩ましい問題となるが、❶顧客等か
らの迷惑行為があった場合の社内の相談先の明確
化、❷相談者からのヒアリングの実施や、メンタ
ルヘルスへの配慮、❸迷惑行為を行った顧客等へ
の対応に関する協議などを実施できるような体制
を構築しておくことが望ましいといえる。
　上記❸の協議の結果、現実問題として、商取引
のパワーバランスの問題などもあり、企業として
どこまでのことができるのかという点では実務上
非常に悩ましい問題が生じる可能性がある。しか
し、少なくとも、顧客等からの迷惑行為を受けた
と申告してきた自社の労働者に対して、詳しい話
も聞かずに「何もできない」といった回答をする
ことは、安全配慮義務の観点から非常にリスクの
大きい対応であることは認識しておく必要がある。

 �他の事業主の雇用する労働者や顧客からのパワハラ対応図表16

⑴相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
　事業主は、他の事業主が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に
関する労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備
として、（中略）の例も参考にしつつ、次の取組を行うことが望ましい。
　また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他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・啓発することが望ましい。
イ�　相談先（上司、職場内の担当者等）をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。
ロ�　イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
⑵�被害者への配慮のための取組
　事業主は、相談者から事実関係を確認し、顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やか
に被害者に対する配慮のための取組を行うことが望ましい。
（被害者への配慮のための取組例）
　事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対
する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。
⑶�他の事業主が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による被害を
防止するための取組
　⑴及び⑵の取組のほか、他の事業主が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
い迷惑行為からその雇用する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業主が、こうした行為への
対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行うことも有効と考えられる。
　また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種業態等に
おける被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めることも、被害
の防止に当たっては効果的と考えられる。
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