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社会福祉法⼈ファミーユ⾼知（パワーハラスメントを理由とする懲戒解雇）事件
（⾼知地裁 令3.5.21判決）

弁護⼠など3名による第三者委員会の調査報告書において認定されたパワーハラスメン
ト⾏為を理由とした懲戒解雇が無効とされた事例

掲載誌︓労経速2459号26ページ

※裁判例および掲載誌に関する略称については、こちらをご覧ください

1 事案の概要
リハビリセンターを運営する社会福祉法⼈Y（以下、Y法⼈）との間で労働契約を締結

し、Y法⼈が運営するA1（以下、本件センター）のセンター⻑の職に就いていたXが、Y
法⼈に対し、Y法⼈がしたXの懲戒解雇（以下、本件懲戒解雇）は懲戒事由を⽋いた違法
なものであると主張して、Xが労働契約上の権利を有する地位にあることの確認などを求
めた事案である。

［1］本判決で認定された事実
・平成30年4⽉23⽇、本件センター職員を⾃称する者から、同年3⽉から4⽉までの間に

本件センターに勤務していた11名が退職したこと（以下、本件⼤量退職）の原因がXに
あるとしてXに関する調査を求めるとともに、Y法⼈が調査を⾏わない場合にはマスコ
ミに訴えること等を内容とする匿名の投書（以下、本件投書）があった。Y法⼈代表者
であるY1理事⻑は、本件投書を受け、本件センターの現職員および退職した職員を対
象とする内部調査を⾏うことを決定し、Y1理事⻑の娘であり、Yが組織する医療法⼈グ
ループBが設置するA2病院の院⻑Y2を中⼼としてヒアリング等の調査を⾏わせた（以
下、本件事前調査）。Bグループでは、職員間のハラスメント問題に関するハラスメン
ト委員会や相談窓⼝を設けていたが、本件事前調査以前に、Y法⼈の従業員から、Xが
ハラスメント⾏為を⾏っている旨の相談はされていなかった。

・Y法⼈は、同年6⽉12⽇、評議員会を開催した。同評議員会に出席した理事や評議員か
らは、第三者委員会による調査を実施し、その結論を理事会で慎重に審議すべきといっ
た意⾒が述べられた。

・Xは、同⽉15⽇、Y1理事⻑に対し、パワーハラスメント⾏為を全⾯的に否定する内容
が記載された「調査報告につきまして」と題する書⾯を提出した。Y1理事⻑は、⾃⾝
の判断および本件事前調査と、Xの認識とが相違していることを認識したため、理事会
や評議員会で出された意⾒や、Xに対する懲戒解雇を適法に⾏うため、外部の調査委員



会を⽴ち上げ、Xのパワーハラスメント⾏為に関する調査の実施を決意した。

・Y1理事⻑は、同⽉20⽇、Y法⼈の実績報告会において、本件に関して第三者委員会を
設置することを発表した。第三者委員会には、委員として、C1弁護⼠およびC2弁護⼠
ならびにC3元⼤学看護学部教授の3名が選出され、C1弁護⼠が委員⻑となって、第三
者委員会（以下、本件第三者委員会）が発⾜した。本件第三者委員会は、同⽉下旬、委
員⻑および委員2名各⾃による既存資料の検討を開始した。

・本件第三者委員会は、同年7⽉9⽇に正式に合議体としての活動を開始した。本件第三
者委員会は、同⽉11⽇付でY法⼈を通じてXに対し、同⽉24⽇または同⽉25⽇に1時間
程度の予定で、本件センター応接室において、Xに対する聞き取り調査を実施したい旨
告げた。Xは、同⽉17⽇、Y法⼈に対し、本件第三者委員会による聞き取り⼿続きの適
正担保のため、同⽉20⽇必着の書⾯にて、質問事項の開⽰要請、回答留保・拒否の可
能性への⾔及および聞き取り場所の変更を求める通知書を送った。本件第三者委員会
は、同⽉20⽇付で、Xに対し、質問事項の事前開⽰はできないが、Xが確認済みの書⾯
およびX作成の書⾯に関する内容が中⼼となる予定であること、質問に対する回答を拒
否または留保するかはXに任せること、本件第三者委員会も録⾳を⾏うためXも必要で
あれば録⾳機器を準備してほしいこと、聞き取り場所の変更には応ずること等を通知し
た。

・Xは、同⽉23⽇、Y法⼈に対し、質問事項の事前開⽰を拒む理由がなく、改めて具体的
質問事項を書⾯で開⽰するよう求めつつ、本件第三者委員会の報告書のXへの交付を確
認する旨記載した通知書を内容証明郵便で発送した。本件第三者委員会は、同⽉25⽇
付で、Xに対し、質問事項の事前開⽰はしないこと、作成した報告書の副本をXに対し
交付する予定はないこと、Xからの聴取や追加書⾯の受付は同年8⽉10⽇を期限とする
こと、聴取⽇程の再調整や書⾯の提出のいずれも希望しない場合には回答等は不要であ
ること等を通知した。Xは、同通知書に対し、何ら回答しなかった（編注︓結果的にX
に対する聞き取り調査は⾏われなかった）。

・本件第三者委員会は、同年8⽉31⽇までの間、Xによるパワーハラスメントに係る被害
ないし苦情の申告について、特に重⼤な被害申告をした者またはその関係者7名（以
下、調査協⼒者）に対するヒアリング調査の他、⽂書等に対する調査として、本件投
書、Y法⼈理事会議事録、Y2作成の「A1の調査の結果報告」、Y法⼈定時評議員会議事
録、X作成の平成30年6⽉15⽇付「調査報告につきまして」、Xに対する意⾒書・投書
等22通、Y法⼈の定款、本件就業規則および組織図、被害を受けたとされる職員および
本件⼤量退職に関する退職願および退職経過報告書ならびに被害を受けたとされる職員
が使⽤していたパソコンハードディスク内のデータ等の検討を⾏い、Y法⼈または本件
第三者委員会に寄せられたXの⾔動が、事実と認められるかどうか、認められた場合に
その事実がパワーハラスメント等の不適切な⾏為に該当するかどうかを中⼼に、調査お
よび調査結果に基づく協議を⾏った。調査協⼒者からのヒアリングは、本件第三者委員
会の委員3名と調査協⼒者のみ出席のもと7回、前後の打ち合わせを含めて合計約13時
間かけて⾏われた。その他、各委員によるヒアリング結果、⽂書等の個別検討、メール
による意⾒交換、11回の会議形式による検討を⾏った。

・本件第三者委員会は、同⽉31⽇付で調査報告書（以下、本件調査報告書）を作成し、
同年9⽉4⽇、Y法⼈に同報告書を提出した。本件調査報告書は、調査協⼒者の⽒名をす
べて匿名にしている。また、本件調査報告書では、パワーハラスメントの定義として、
「①同じ職場で働く者に対して、②職務上の地位や⼈間関係等の職場内の優位性を背景
に、③業務の適正な範囲を超えて、④精神的・⾝体的苦痛を与える⼜は④'職場環境を
悪化させる⾏為」とした上、主に③ないし④'を中⼼にXの⾔動の評価を⾏い、④につい
ては、精神的苦痛が本⼈の主観を越えて⼀般⼈を基準としても苦痛と感じ得るものかど



うかを考慮したものとされている。その上で、本件第三者委員会は、Xには複数のY法
⼈職員に対するパワーハラスメント⾏為が存在し、また、本件センターの管理者として
組織の問題把握能⼒および改善能⼒が不⾜していると考えられる案件が存在したことか
ら、施設管理者としての適性には相当に問題があるというべきであると結論づけた。

・Y法⼈は、同⽉18⽇、臨時理事会を開催した。本件第三者委員会は、本件調査報告書に
基づき、Xのパワーハラスメントに係る調査結果を報告した。Xは、報告されたパワー
ハラスメント⾏為を全⾯的に否定するとともに、労働審判の場で争う旨の発⾔をした。

・Y法⼈は、同⽉25⽇、理事会を開催し、Xの本件センター⻑からの解任が可決されたた
め、Xに対し、同⽇付解雇通知書（以下、本件解雇通知書）にて本件懲戒解雇を⾏っ
た。

・本件解雇通知書には、解雇理由として「あなたの職員に対するパワーハラスメント⾏為
（Y法⼈第三者委員会からの報告による。）が下記に該当するため。」との記載があ
り、根拠規定として本件就業規則41条2項④および⑦、参考として同規則13条⑤が記
載されている。

［2］争点
 本件の争点は、①本件懲戒解雇の有効性、②本件懲戒解雇の不法⾏為該当性、③Y2お
よびY1理事⻑の⾔動の不法⾏為該当性、④Xの損害であるが、本稿では①のみ取り上げ
る。

2 判断
［1］懲戒解雇事由となる事実（懲戒当時に使⽤者が認識していなかった事実と懲戒解雇
事由）
 裁判所は、まず下記①の基準を明⽰した上で、②および③の事実認定の下、④のように
結論づけた。

①使⽤者が労働者に対して⾏う懲戒は、労働者の企業秩序違反⾏為を理由として、⼀種の
秩序罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた⾮違⾏為と
の関係において判断されるべきものであるため、懲戒当時に使⽤者が認識していなかっ
た⾮違⾏為は、特段の事情のない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明ら
かであるから、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠づけることはできないものと
いうべきである。

②Y法⼈は、本件解雇通知書において、解雇理由として、「あなたの職員に対するパワー
ハラスメント⾏為（Y法⼈第三者委員会からの報告による。）が下記に該当するた
め。」とし、単にパワーハラスメント⾏為と記載するのではなく、本件第三者委員会か
らの報告によるものとの限定を付しており、また、懲戒の根拠規定として、本件就業規
則41条2項④⑦を明⽰している。この記載を合理的に解釈すれば、Y法⼈は、本件第三
者委員会が本件調査報告書上パワーハラスメントに該当すると認定・評価したXの⾔
動、すなわち本件主張整理表記載の事実のうち、C6、C7、C8およびC9に対する⾔動
ならびに本件調査報告書に記載されたDなる⼈物に対する⾔動が、本件就業規則41条2
項④⑦に該当すると判断して、本件懲戒解雇を⾏ったものと認められる。

③他⽅、本件第三者委員会が本件調査報告書上パワーハラスメントに該当するとは認定し
なかった本件主張整理表記載のC10、C11およびC12に対する⾔動については、本件懲
戒解雇までにY法⼈がその存在を認識していたものであり、また、本件主張整理表記載
のC13に対して⾏った⾔動についても、本件懲戒解雇までにY法⼈がその存在を認識し
ていたものであるが、本件解雇通知書の記載からすれば、これらの⾔動については、い



ずれもY法⼈において懲戒解雇事由に該当する⾮違⾏為であると評価していなかった
か、あるいは、⾮違⾏為であると認識していたとしても、当罰性が乏しいと判断して、
懲戒事由として記載しなかったものと解するのが相当であって、これらについて、上記
特段の事情があるとも認められない。Yらの主張のうち、上記認定判断に反する部分は
採⽤できない。

④本件第三者委員会がパワーハラスメントとして認定した、本件主張整理表記載の⾔動の
うち、C6、C7、C8およびC9に対して⾏った⾔動（以下、本件主張整理表の番号で特
定する場合がある）について、本件就業規則41条2項④⑦の該当性を検討する。

［2］懲戒解雇事由の存否・懲戒解雇の有効性
 裁判所は、⼤要以下のように判⽰し、結果として、「本件懲戒解雇において懲戒事由と
された⾔動（本件主張整理表記載のC6、C7、C8およびC9に対する⾔動）は、そもそも
そのような事実が認められないか、認められるとしても懲戒事由に該当するとはいえな
い」とした上で、「本件懲戒解雇には懲戒解雇事由が存在しないから、その余の点につい
て判断するまでもなく、本件懲戒解雇は無効である」と結論づけた。

①懲戒解雇事由1

【Y法⼈が認定した懲戒解雇事由】
・番号2―1（C6は、平成22年ごろ、Xの許可を得て施設利⽤者のパンの実習を2回⾏っ

た。C6が⼀定問題があったもののもう少し実習を続けてあげたい旨伝えると、Xは、
「なんでそもそも始めたのか」「なぜそんな⼦にパンの実習をやっているのか」と詰問
した。C6が「では、どうしたらいいんですか」と聞くと、「それは⾃分で考えなさ
い」と⾔い、夜勤明けに⽴位で30分間も責められ、⽬の前が暗くなり、机に座り込ん
だ）について

【裁判所の判断】
・平成22年ごろ、C6が、Xの許可を得て施設利⽤者のパンの実習を2回⾏い、⼀定問題が

あったもののもう少し実習を続けてあげたい旨Xに伝えたところ、Xが当該施設利⽤者
に対して実習を⾏うこととした理由等を尋ねたこと、これに対してC6がとるべき対応
を聞いたところ、Xが⾃ら考えるよう告げたことには争いがない。

・Y2がC10同席のもとでC6から聞き取ったとする内容が記載された書⾯にC6が署名をし
た⽂書（以下、C6報告書）を提出し、同書⾯中には、番号2―1に関するYらの主張に
沿う内容の記載があり、また、本件調査報告書は、Yら主張の事実が存在した旨が記載
されているが、C6報告書の番号2―1に関する記載内容には、当該対応があった時期を
特定する記載はない⼀⽅で会話の内容等は相応に詳細であるところ、聞き取りが⾏われ
た平成30年時点で既に8年が経過している事実について詳細な聞き取りが可能であった
理由が何ら明らかでなく、また、その記載内容からすれば、当該対応の前提となる事実
関係に関する客観的な資料が存在するはずであるが、そのような客観資料による裏付け
もされていないため、これらの証拠の信⽤性は限定的なものと解さざるを得ず、これら
の証拠のみによってYら主張の事実を認定することはできない。

・争いのない事実からすれば、Xの⾔動がC6に対するパワーハラスメントに該当すると評
価するに⾜りる具体的な経緯や事情の存在は認められず、番号2―1の⾔動がパワーハ
ラスメントに該当するとは認められない。

②懲戒解雇事由2

【Y法⼈が認定した懲戒解雇事由】
・番号2―2（C6は、平成23年12⽉ごろ、施設の利⽤者の離設を防ぐため、Xの許可を受

けて30分ごとの訪室を実施していたが、それでも離設があった。Xに相談をすると、そ
んなことで所在確認になっていると思うのかと叱責され、事務所にスタッフがいる間は
出⼝のカーテンを開けて⾒守りしてはどうかと希望しても、「事務所は仕事が終わって



いるのだから、カーテンを閉めます」と応じなかった。Xの許可を得てやっていても、
良くない結果となると職員の責任にされるため、どうしたら良いのかという気持ちにな
る）について

【裁判所の判断】
・平成23年12⽉ごろ、施設利⽤者の離設を防ぐため、Xの許可を受けて30分ごとの訪室

を実施していたが、それでも離設があったため、C6がXに相談をしたこと、C6が、事
務所にスタッフがいる間は出⼝のカーテンを開けて⾒守りをする⽅法を提案したが、X
が「事務所は仕事が終わっているのだから、カーテンを閉めます」と応じなかった点に
争いはない。

・上記事由を裏付けるC6報告書および本件調査報告書の信⽤性が限定的であることなど
は上記①と同様であり、これらの証拠のみによってYら主張の事実を認定することはで
きない。

・争いのない事実を前提にすれば、施設利⽤者に対する対応に関する通常の業務上の対応
といえるものであり、また、C6の提案をXが採⽤しなかったことについても、業務遂⾏
の過程において提案内容が採⽤されないことは⽇常的に⽣じる事象であって、本件にお
いて上記各対応がパワーハラスメントに該当すると評価するに⾜りる事情の存在が認め
られない。

③懲戒解雇事由3

【Y法⼈が認定した懲戒解雇事由】
・番号2―3（平成24年3⽉ごろ、C6が夜勤明けに利⽤者のことでXに報告すると「今⽇

中に本⼈と会って、今後どうするのか報告に来なさい。勤務はしょうがないね」と⾔わ
れた。C6が利⽤者と1時間話をし、その結果をXに報告すると「なんでまだおるが」と
⾔い、残業扱いをさせなかった）について

【裁判所の判断】
・上記事由を裏付けるC6報告書および本件調査報告書には、時期を特定する記載がない

こと、C6の勤務状況や当該利⽤者に関して作成された資料等の客観証拠が存在するは
ずであるがそれらによる裏付けがされていないことといった上記①と同様の問題があ
り、その信⽤性は限定的なものと解さざるを得ず、番号2―3の⾔動が存在するとは認
定できず、これがパワーハラスメントに該当するとは認められない。

④懲戒解雇事由4

【Y法⼈が認定した懲戒解雇事由】
・番号3―1（C7は、平成26年11⽉15⽇に早朝出勤する約束をしていたが、体調のため

約束を守れなかった。Xは、C7の出勤後、「あなたのせいで関係者を待たせるなんて、
考えられない」等々、C7を午前中いっぱい叱責した）について

【裁判所の判断】
・XがC7に平成26年11⽉15⽇の早出出勤を依頼したが、C7が遅刻をしたこと、このこと

についてXがC7を叱責したことは当事者間に争いがない。
・C14がC7から聞き取りを⾏った結果であるとする内容が記載された書⾯にC14が署名

をした⽂書（以下、C14報告書）は、そもそも伝聞内容を記載したものであるから類型
的に信⽤性が⾼いとはいえない上、その記載内容も時期や状況等の具体的な記載が不⾜
する抽象的なものにとどまっており、これらの証拠のみによってYら主張の事実を認定
することはできない。

・なお、争いのない事実を前提に当該⾔動がパワーハラスメントに該当するかを検討する
に、遅刻をした職員に対して注意し、再発防⽌に努めることは、管理職として当然に求
められる指導であって、本件において、上記対応がパワーハラスメントに該当すると評
価するに⾜りる事情の存在が認められないことからすれば、番号3―1の⾔動がパワー
ハラスメントに該当するとは認められない。



⑤懲戒解雇事由5

【Y法⼈が認定した懲戒解雇事由】
・番号3―2（Xは、平成25年12⽉ごろ、C7に対し、「どうしてこんな簡単なことができ

ないの。誰でもできる仕事なのに、だめな⼦ね」と⼈格否定ともいえる叱責を⾏った）
ないし3―4（Xは、平成26年3⽉ごろ、C7に対し、「看護学⽣の⽅がまだ仕事ができ
る。あんたは仕事ができなくてだめだから、今年も秘書をしなさい。相談⽀援部には⾏
かせられない。」と⼈格否定の⾔い⽅をされた）について

【裁判所の判断】
・C14報告書および本件調査報告書の番号3―2ないし3―4に関する記載についても、上

記の問題があり、その信⽤性は限定的なものと解さざるを得ず、これらの証拠のみに
よってYら主張の事実を認定することはできない。

⑥懲戒解雇事由6

【Y法⼈が認定した懲戒解雇事由】
・番号5（C8は、平成28年5⽉ごろ、理学療法⼠の業務に加え、サービス管理責任者、⾏

事・地域ふれあい・⾷の委員会の委員⻑に任命されたが、多忙であったため、委員⻑の
辞任を申し出た。しかしXは、幹部会で決定されたことだから無理と断った。C8は多忙
を極め、17時開催の委員会について、超勤申請をしたところ、Xは、「時間内でできな
いの。超勤ありきで考えていない。こんなんだったら、出せるわけないでしょ。」と超
勤申請を拒否された。そのため、実際の帰宅時間は、早くて20時、遅い時は⽇をまた
ぐこともあったが、超勤申請はできなかった）について

【裁判所の判断】
・C8が平成28年5⽉ごろ、サービス管理責任者、⾏事・地域ふれあい・⾷の委員会（以

下、⾏事等委員会）委員⻑に任命されたこと、C8が委員⻑職の辞任を申し⼊れたこ
と、原告がC8の辞任を認めなかったことは当事者間に争いがなく、証拠および弁論の
全趣旨によれば、C8が、平成28年度の1年間、幹部会での決定に基づき、⾏事等委員
会の委員⻑を務めたこと、上記辞任申し⼊れ以外にC8が⾏事等委員会の委員⻑の解任
を申し⼊れたことはないこと、事前の調整等を⾏えば、委員会に関する業務を業務時間
内に⾏うことは可能であったこと、C8が午後5時に⾏事等委員会を開催するため超過勤
務申請をしたところ、なるべく勤務時間内に⾏うような⽅法を考えてそれでも無理なら
ば超過勤務で⾏うようにといった趣旨の発⾔をしたこと、Y法⼈では、超過勤務を⾏う
場合には事前申請を⾏うルールとされていたところ、事前申請をしたにもかかわらず超
過勤務が許可されなかったこともあったこと、C8が⾃らの超過勤務の状況の改善に向
けた申し⼊れ等を使⽤者側に⾏ったことはないことの各事実が認められる。

・C8が⾏事等委員会の委員⻑に就任したのは幹部会の決定に基づくものであるから、C8
がXに対して辞任を申し⼊れたとしても、Xの権限において辞任を認めることはできな
いものと解され、XがC8の辞任を認めなかったことは、パワーハラスメントに該当しな
い。

・C8の超過勤務申請に対するXの⾔動は、部下職員に対して安易な超過申請をしないよう
注意するものであり、管理職の⽴場にあったXが⾏う必要のある指導といえるし、C8に
おいて超過勤務の改善を使⽤者側に要望したことがないことを考慮すると、その他にX
の上記⾔動がパワーハラスメントに該当することを認めるに⾜りる事情の存在が認めら
れない本件においては、C8の超過勤務申請に対するXの⾔動をパワーハラスメントと認
めることはできない。

⑦懲戒解雇事由7

【Y法⼈が認定した懲戒解雇事由】
・番号6（平成29年8⽉ごろ、新⼊職員研修が終わり、相談員スタッフがセンター⻑室

で、朝のミーティングを⾏った際、C9がまだ決まった業務がなかったため、「⾃分の



本⽇の予定がないから、上司に確認し、仕事を⾒つけてそこに⾏く」と発⾔したとこ
ろ、Xは、みんなの前で、「給料泥棒だね」と⾔われ、精神的に傷つけられた）につい
て

【裁判所の判断】
・平成29年8⽉ごろにC9がミーティングにおいて「今⽇の予定がない」との趣旨の発⾔

をしたことは当事者間に争いがないが、XがC9に対して「給料泥棒だね」と発⾔したと
の主張については、C9を証⼈として申請せず、同⼈に対する反対尋問が⾏われていな

いことを併せ考慮すると、合理的疑いを容
い

れない程度の⽴証がされたものと判断するこ
とはできず、XがC9に対してパワーハラスメントを⾏ったと認定することはできない。

3 実務上のポイント
［1］懲戒（解雇）事由の追加の可否（懲戒解雇当時認識していなかった事由を懲戒解雇
の根拠とできるか否か）について
 懲戒（解雇）事由の追加については、無断⽋勤等を理由にマッサージ師を懲戒解雇した
後に、履歴書に虚偽記載があったことを理由として懲戒解雇（予備的解雇）をした事案に
おいて、最⾼裁は、「使⽤者が労働者に対して⾏う懲戒は、労働者の企業秩序違反⾏為を
理由として、⼀種の秩序罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由と
された⾮違⾏為との関係において判断されるべきものである。したがって、懲戒当時に使
⽤者が認識していなかった⾮違⾏為は、特段の事情のない限り、当該懲戒の理由とされた
ものでないことが明らかであるから、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けるこ
とはできないものというべきである」とした上で、「本件懲戒解雇は、被上告⼈（筆者
注︓当該マッサージ師）が休暇を請求したことやその際の応接態度等を理由としてされた
ものであって、本件懲戒解雇当時、上告⼈（筆者注︓使⽤者）において、被上告⼈の年齢
詐称の事実を認識していなかったというのであるから、右年齢詐称をもって本件懲戒解雇
の有効性を根拠付けることはできない」とされていることから（⼭⼝観光事件 最⾼裁⼀
⼩ 平8.9.26判決 労判708号31ページ）、実務上、特段の事情がない限り、懲戒事由
の追加はできないと解されており、本判決もこの⽴場を踏襲している。

［2］第三者委員会の調査報告書の意⾒を踏まえた懲戒解雇の有効性について
 本判決においては、弁護⼠が2名参加した第三者委員会が作成した調査報告書の「Xに
は複数のY法⼈職員に対するパワーハラスメント⾏為が存在し、また、本件センターの管
理者として組織の問題把握能⼒および改善能⼒が不⾜していると考えられる案件が存在し
たことから、施設管理者としての適性には相当に問題があるというべきである」との結論
に基づきなしたY法⼈のXに対する懲戒解雇が無効と判断されているが、その理由は、本
件調査報告書と裁判所との間で、Xのパワハラ⾏為の事実認定および評価が異なったこと
が⼤きな要因となったと考えられる（ただし、上記調査報告書の結論がXに対する懲戒解
雇まで容認するものであったのかは疑問の余地もある）。
 そのような結論となった要因については、幾つか考えられるところではあるが、X作成
の平成30年6⽉15⽇付「調査報告につきまして」との書⾯は存したものの、Xが第三者委
員会の調査への協⼒を拒否したことから、第三者委員会として、Xに対する直接のヒアリ
ングを⾏えていないことが少なからず影響していると考えられる。

実務において、ハラスメント事案の懲戒処分の量定およびその前提としてのハラスメン
ト⾏為に関する事実認定を⾏う場合、同じハラスメントであっても、セクハラとパワハラ
では、特に事実認定の在り⽅が若⼲異なると解される。セクハラの場合は、申告者（被害
者）に虚偽供述の動機がない場合には、申告者の供述が信⽤できると認定できるケースが
⽐較的多いと思われる。しかし、パワハラの場合は、業務指導とパワハラの線引きが不明
確であることも影響してか、⾏為者（加害者）のヒアリングを⾏うことによって、申告者



の申告内容の信⽤性が後退するケースもかなり存するというのが実情である。
 本件は、パワハラの事案であり、かつ懲戒解雇という⼀番重い処分の有効性が問題と
なった事案であることに鑑みれば、第三者委員会として⾏為者とされるXに対する調査
（ヒアリング）を⾏えなかったことが第三者委員会の活動に影響を与えた可能性を否定す
ることはできない。それにもかかわらず、本判決においてXの処分の量定の考慮要素とし
て、Xが第三者委員会の調査を拒否した点がXに対する不利な事情としてまったく考慮さ
れていないように思える。そうなると、今後、パワハラの⾏為者としては、パワハラ調査
を拒否したほうが処分を免れられる可能性が⾼まるともいえる可能性もあるが、そのよう
な結論が不合理であることは明⽩である。
 そこで、今後、⾏為者とされる⼈物による調査拒否がなされた場合（特に重い処分が想
定される場合）に、使⽤者としては、⾏為者に対し、まずは調査拒否を理由に軽度な懲戒
処分などを実施するなどして、⾏為者の不合理な調査拒否の事実を固めていくなどの⼯夫
をしながら、実施までに多少時間がかかったとしても、何らかの形で調査（ヒアリング）
に応じさせるための努⼒をすることが必要になると解される。
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