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労働施策総合推進法等関連法の改正（令和元年6月5日）により、職場
におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講ずることが
事業主の義務となり、大企業では令和２年６月１日より、適用となっています
（中小企業における適用は令和４年４月１日）。
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職場におけるパワーハラスメント防止措置の義務化について
～大企業では令和2年6月1日より、中小企業は令和4年4月1日より義務化～

また、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊
娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントの防止対策を講じることは既に義務となってますが、今
回の法改正により、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、自社の労働者が他
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、事業主及び労働者の責務が法律上明
記される等、防止対策が強化されています（令和2年6月施行）。

福井労働局では、企業の皆様に、法に沿った職場におけるハラスメント防止措置を講じていただきたく、
防止措置を一体的に講じるちらし例等を作成しホームページに掲載しています(本資料19頁掲載)。
お取組みが未だの企業様は是非お早目にお取組みください。

＊福井労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html
（福井労働局ＨＰトップ＞法令・様式集＞様式集＞男女雇用機会均等法関係＞「ハラスメント一
体型（改正法対応版）社内啓発用ちらし」（ExcelとPDF））
＊ 厚生労働省ハラスメント防止関連特集ページ（パンフレット等ダウンロード可能です）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/s
eisaku06/index.html

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
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職場においては、さまざまなハラスメントが問題として存在します。ハラスメント行為は、働く人の個人としての
尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。
また、企業にとっても社会的信用を失うことになり、経営上のリスクとなり得る問題です。

例えば・・・
• 蹴られたり、殴られたりした
• 同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた
• 達成不可能な営業ノルマを常に与えられる
• 先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない

例えば・・・

• 妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら
「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえな
かった

例えば・・・

• 職場のエレベーター内で上司がたびたび腰を触るので苦痛に感じて
就業意欲が低下している

パワーハラスメント

妊娠・出産等に関する
不利益取扱い/
ハラスメント

セクシュアル
ハラスメント

ハラスメントとは、「嫌がらせ」や「いじめ」行為を指します。職場においては、上司や同僚の言動が
本人の意図とは関係なく、相手を不快にさせたり、傷つけたり、不利益を与えたりすることで、就業
環境を害する行為が該当します。



○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
（労働施策総合推進法）※令和元年6月5日改正により新設

第30条の２ （雇用管理上の措置等）義務
１ 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、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のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応
するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた
ことを理由として、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

３ 厚生労働大臣は、前２項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
に必要な指針（以下この条において「指針」という。）を定めるものとする。

4 以下（略）
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第30条の３（国、事業主及び労働者の責務） 努力
1 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する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（以下この条において「優越的言動問題」という）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じるように努めなければならない。

２ 事業主は、優越的言動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、国の講ずる前項の
措置に協力するように努めなければならない。
３ 事業主は、自らも、優越的言動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
努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動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、
事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

パワーハラスメント対策（雇用管理上の措置義務）



パワーハラスメントは以下の３つの要素をすべて満たすものとする。
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ること

※ 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はパワハラに該当しない。

5

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、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。

労働者とは、
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。

※ 派遣労働者について、派遣先はみなし事業主とみなされ、自社労働者と同様に措
置を講ずる必要があるとともに、パワーハラスメントの相談を行っ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。

パワーハラスメントの定義（指針）



＜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＞ （指針）
○ 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
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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。
（２）職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処

の内容を就業規則等の文書に規定し、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。

２ 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
（３）相談窓口をあらかじめ定め、労働者へ周知すること。
（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等への配
慮等）。

３ 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
（５）事実関係を迅速かつ正確に確認すること（相談者への心身の状況等への配慮）。
（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。
（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。
（８）再発防止に向けた措置を講ずること。（事実確認が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、その旨を労働者に対し周知すること。
（10）パワーハラスメントの相談等を理由として、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。
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●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（令和２年厚生労働省告⽰第５号）

パワーハラスメント対策（指針に定められた10項目）
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１ ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■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。

●「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。

●非正規労働者も含めて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。

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があ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。

取組例

※厚生労働省パンフレット「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！」より



9

２ 行為者への厳正な対処方針・内容の規定化と周知・啓発すること。

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■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。

● 「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。

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。

取組例
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３ 相談窓口の設置

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■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。

● 「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。

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。

取組例



11

４ 相談に対する対応

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■ 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。

●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。

●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があるこ
とにも留意しましょう。

相談窓口の担当者が、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委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

取組例
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５ 事後の迅速かつ適切な対応

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者とされる者の双方
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。
また、相談者と行為者とされる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。

●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、関連する言動があったことだけをもってハラスメ
ントと判断できない場合があります。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。

事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

取組例
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６ 被害者に対する配慮の措置

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■事案の内容や状況に応じ、以下の対応を行うこと。

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。

●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。

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。

取組例
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７ 行為者に対する適正な措置の実施

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■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。

●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。

●真の解決のためには、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。

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、速やかに行為者に対する措置を適
正に行うこと。

取組例
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８ 再発防止措置の実施

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■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。
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。

取組例
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９ 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

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■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。

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。

取組例
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10 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

指針に定められている項目について具体的な取組例とポイント

■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
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等を理由として、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。

取組例
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就業規則に明記されていない事項をリーフレット等で周知する例

就業規則の服務・懲戒規定が定められており、その中で職場におけるハラスメントに該当するような行
為が行われた場合の対処方針・内容などがすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハ
ラスメントが適用となることをパンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページなどで周知することで防
止措置を講じたことになります。

第○章 服務規律
第○条 従業員は、次のような行為を行ってはならない。
① 他人に不快な思いをさせ、会社の秩序、風紀を乱す行為
② 他人の人権を侵害したり、業務を妨害したり、退職を強要する行為
③ 暴行、脅迫、傷害、賭博又はこれに類する行為及び恥辱等の行為
④～⑥ 略

第△章 懲戒
（懲戒の事由）
第△条 従業員が次のいずれかに該当するときは、その情状により、けん責、減給、出勤停止又は降格とする。
①～⑤ 略
⑥ 第○条（服務規律）①又は②により風紀を乱したとき
２ 従業員が次のいずれかに該当するときは、その情状により、諭旨解雇又は懲戒解雇とする。
①～⑩ 略
⑪ 前項⑥により数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず改善の見込みがない場合、又は第○条（服務規
律）③により風紀を乱したとき。

周知啓発は一度だけ行えば良いというものではありません。新入社員入社時期、異動の多い時期に合わせて研修
実施等、全ての労働者に対して周知を図りましょう（社内ネットワークに周知文書を掲載していることを労働者が知ら
ないということであれば周知しているとは言えません。掲載や更新の都度、その旨を周知することが必要です。）
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セクシュアルハラスメントとは？（セクハラ）
「性的な言動に対し拒否や抵抗されたことにより不利益を与えること又は就業環境が不快なもの
となり能力の発揮に影響を及ぼすこと」

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは？（いわゆるマタハラ）
「育児・介護休業・育児介護関係の諸制度の利用に関する言動により就業環境が害されること又
は女性労働者が妊娠・出産したこと等に関する言動により就業環境が害されること」

パワーハラスメントとは？（パワハラ）※
「①職場において行われる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こと」
※（改正労働施策総合推進法により、パワーハラスメントが法制化されました。）

他にもハラスメントがあります。就業環境を害する言動がなされないように注意が必要です。

３ ハラスメント行為者は就業規則に基づき処分されることがあります！（就業規則第 条）
ハラスメントを行った場合は、就業規則第 条「懲戒の事由」第 項、第 項に当たることにな
り処分されることがあります。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
①行為者の具体的態様（時間・場所（職場か否か）・内容・程度）
②当事者同士の関係（職位等）
③被害者の対応（告訴等）・心情等

６ 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません！
相談を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者

への配慮措置及び行為者への措置を講じるとともに、再発防止策を講じる等、適切に対処します。

５ 相談には公平に、相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを守って対応します！

４ 相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談（苦情を含む）窓口担当者は次の者です。電話、メー

ルでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合、放置すれば就業環境が悪化する
おそれがある場合、上記２に該当するか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処しま
す。

(1) 部下の妊娠・出産、育児・介護

に関する制度や措置の利用等に関
し、解雇その他不利益な取り扱いを
示唆する言動
(2) 部下又は同僚の妊娠・出産、育

児・介護に関する制度や措置の利用
を阻害する言動
(3) 部下又は同僚が妊娠・出産、育

児・介護に関する制度や措置を利用
したことによる嫌がらせ
(4) 部下が妊娠・出産等したことに

より、解雇その他の不利益な取り扱
いを示唆する言動
(5) 部下又は同僚が妊娠・出産等し
たことに対する嫌がらせ等

※不妊治療に対する否定的な言動
含む

８ この方針の対象は
正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いている方すべて、また、顧客や取
引先の社員の方等も含みます。また、自社の労働者以外の他の労働者（就職活動中の学生等の求
職者等）についてもハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、必要に応じて適
切な対応を行うように努めます。顧客等から著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）を受け
た場合も同様の対応を行います。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていき
ましょう。

７ 妊娠・出産、育児・介護のための諸制度が利用できます！
当社には妊娠・出産・育児等に関わる労働者が利用できる様々な制度があります。
どのような制度が利用できるのか、就業規則等により確認しましょう。
また、そのような制度の利用に関して分からないことがあれば、上司や人事担当、上記の相談

窓口等にご相談ください。

(1) 暴行・傷害等身体的な攻
撃を行うこと
(2) 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひ

どい暴言等精神的な攻撃を
行うこと
(3) 隔離・仲間外し・無視等人

間関係からの切り離しを行う
こと
(4) 業務上明らかに不要なこ

とや遂行不可能なことの強制、
仕事の妨害等を行うこと
(5) 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) 私的なことに過度に立ち
入ること

(1) 性的及び身体上の事柄に関する
不必要な質問・発言
(2) わいせつ図画の閲覧、配布、掲
示
(3) うわさの流布
(4) 不必要な身体への接触
(5) 性的な言動により、他の従業員

の就業意欲を低下せしめ、能力の発
揮を阻害する行為
(6) 交際・性的関係の強要
(7) 性的な言動への抗議又は拒否

等を行った従業員に対して解雇、不
当な人事考課、配置転換等の不利益
を与える行為
(8) その他、相手方及び他の従業員
に不快感を与える性的な言動

２ 当社は下記のハラスメント行為を禁止します（就業規則第 条）

１ 職場におけるハラスメントとは？

職場におけるハラスメントは、人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の発揮
を妨げ、また、会社にとっても職場秩序の乱れや業務遂行の阻害や社会的評価への悪影響につながる問題です。妊娠・
出産・育児休業等に関する否定的な言動は、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るこ
とがあり、また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。こ
のような言動を行わないよう注意しましょう。

上司・同僚に「繁忙期に妊娠する
なんて非常識だ」と言われた。

職場の宴会で体を触られた。
性的な話をされた。 大勢の人の前で執拗に叱責された。

いわゆるマタニティハラスメントセクシュアルハラスメント パワーハラスメント

部署名 氏名 内線・メールアドレス

代表者職名・氏名

令和 年 月 日

企業名ハラスメントは許しません！



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

○ 各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備
○ 職場におけ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取組
・ 日常的なコミュニケーションを取るよう努めることや、定期的に面談やミーティングを行うことにより、
風通しの良い職場環境や互いに助け合える労働者同士の信頼関係を築き、コミュニケーションの
活性化を図る取組
・ 感情をコントロールする手法についての研修、コミュニケーションスキルアップについての研修、
マネジメントや指導についての研修等の実施や資料の配布等により、労働者が感情をコントロール
する能力やコミュニケーションを円滑に進める能力等の向上を図る取組
・ 適正な業務目標の設定や適性な業務体制の整備、業務の効率化による過剰な長時間労働の
是正等を通じて、労働者に過度に肉体的、精神的負荷を強いる職場環境や組織風土を改善する
取組
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職場におけるハラスメントの防止のための望ましい取組

令和2年度 厚生労働省委託事業 職場におけるハラスメントに関する実態調査（労働者調査）
●受けたパワハラの内容

「精神的な攻撃」 （49.4％）の割合が最も高く、次いで「過大な要求」（33.3％）、「個の侵害」
（24％）、「人間関係からの切り離し」（20.5％）、「身体的な攻撃」（5.8％）。

●ハラスメントに関する職場の特徴
「上司と部下のコミュニケーションが少ない／無い」、「ハラスメント防止規定が制定されていない」、「失敗が許さ

れない／失敗への許容度が低い」、「従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる」について、経験
者の回答割合が未経験者の回答割合より高い。

●勤務先のハラスメントの予防・解決のための取組による職場の変化
「あなた自身の働きやすさ」、「同じ職場の他の人の働きやすさ」のいずれの項目も「改善された」の回答割合が、
勤務先が取組を積極的に行っていると回答した者が、「あまり取り組んでいない」と回答した者より高い。



●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

○ 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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職場におけるハラスメントの防止のための望ましい取組

就職活動中の学生に対するハラスメント
就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等については、正式な採用活動のみならず、OB・OG
訪問等の場においても問題化しています。
企業としての責任を自覚し、セクシュアルハラスメント等は行ってはならないものであり、厳正な対応を行う旨
などを研修等の実施により社員に対して周知徹底することが必要です。
過去の就活セクハラの事件では、採用担当者が食事や飲食の強要、個室での1対1の面談を求める行為、
個人の携帯メールやLINE等で連絡を入れてくるといったことがありました。

令和2年度 厚生労働省委託事業 職場におけるハラスメントに関する実態調査（労働者調査）
・回答者の中で、就活中にセクハラを経験したという人は４人に１人（25.5％）。
・内容は「性的な冗談やからかい」（40.4％）の割合が最も高く、「食事やデートへの執拗な誘い」
（27.5％）、「性的な事実関係に関する質問」（23.6％）。
・セクハラを受けた場面は「インターンシップに参加したとき」（34.1％）が最も高く、次いで「企業説明会やセ
ミナーに参加したとき」（27.8％）。
・行為者は「インターンシップで知り合った従業員」（32.9％）、次いで「採用面接担当者」（25.5％）、
「企業説明会の担当者」（24.7％）。
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ご対応いただくうえでの参考情報等について

◎ハラスメント悩み相談室（相談無料）
ハラスメントに悩む労働者の方への厚生労働省委託の相談支援事業です。
（フリーダイヤル 0120-714-864）
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
（令和3年度は（株）東京リーガルマインドが受託企業）

◎公益財団法人21世紀職業財団 https://www.jiwe.or.jp/
研修、セミナー、相談窓口支援、書籍・ポスター販売等（有料）。

１２月は｢職場のハラスメント撲滅月間｣です

厚生労働省では、12月を｢職場のハラスメント撲滅月間｣と定め、職場のハラスメントをなくし、みんなが

気持ちよく働くことができる職場環境をつくる気運を盛り上げるための、集中的な広報・啓発活動を実施して
います。
★ポータルサイト「あかるい職場応援団」にて、月間広報行事、
啓発動画も掲載しています。
アドレス https://www.no-harassment.mhlw.go.jp
（ハラスメント関連資料や先進事例、研修動画も閲覧できます）

◎専門家による企業コンサルティング・研修（無料）
中小企業のハラスメント防止対策を支援するため厚生労働省の委託事業です
お問い合わせ harassment-taisaku@tokiorisk.co.jp（電話 03-3217-5777）
https://www.tokiorisk.co.jp/news/2021/2021harassment.html
（令和3年度は東京海上ディーアール株式会社

職場におけるハラスメント対策総合支援事業事務局が受託）

福井労働局では「ハラスメント対応特別相談窓口」を設置相談対応中。

https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
https://www.jiwe.or.jp/
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
https://www.tokiorisk.co.jp/news/2021/2021harassment.html#anc-03

