
LABOR LAW NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお

願い申し上げます。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

1 

2020 年 7 月 28 日号（Vol.2） 

改正労働施策総合推進法の概説・ 

各種ハラスメント防止のための対応策 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 本改正法の概要 

Ⅲ. 事業主が講ずべき対応策 

Ⅳ. 終わりに 

Ⅰ.  はじめに 

2019 年 6 月 1 日、「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」（以下「労働施策総合推進法」といいます。）の改正案が施行さ

れ、いわゆるパワーハラスメントに関し、企業の雇用管理上の措置が義務付けられまし

た（なお、中小企業については、2022 年 4 月 1 日から適用され、同日までは努力義務

となります。以下「本改正」といい、本改正後の労働施策総合推進法を「本改正法」と

いうことがあります。本改正の詳細な内容は、2020 年 1 月 15 日に厚生労働省により公

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」（令和 2 年厚生労働省告示 5 号。以下「指

針」といいます。）に記載されています。）。 

本稿では、本改正法の概要と、パワーハラスメントを含めたハラスメント防止のため

に事業主が講じるべき対応策について概説します。 

また、ご承知のとおり、2020 年 1 月以降の新型コロナウイルスの感染拡大により、

多くの企業が従業員の休業や在宅勤務といった措置を取ることとなり、政府の緊急事態

宣言が解除された現在においても、完全に従前の状態には戻らず、在宅勤務等リモート

な環境で業務を行うことが増えてきています。その結果、ハラスメントについても、「リ

モートハラスメント（リモハラ）」等といった新たな内容が生じてきています。本稿で

は、この点についても、考えられる原因や留意点について簡単に触れておきたいと思い

ます。 
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Ⅱ.  本改正法の概要 

 

本改正法では、「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

て事業主の講ずべき措置等」の規定（同法 30 条の 2 から 30 条の 8 まで）が新設され

ました。 

 

1.  雇用管理上の措置等 

 

（1） パワーハラスメントの定義 

まず、本改正法では、パワーハラスメントは、「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その雇用する労働者の就業関係が害される」ことと定義されています（同法 30 条

の 2 第 1 項）。また、指針では、下記①から③の要件を全て満たした場合にパワーハ

ラスメントが成立するとされています。 

 

【パワーハラスメントの 3 つの要素】 

① 優越的な関係を背景とした言動（先輩と後輩、同僚間、部下か 

ら上司も含む） 

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの（必要かつ相当であれ 

ば、該当しない） 

③ 労働者の就業環境が害されるもの（客観的な被害） 

 

① 「優越的な関係を背景とした言動」 

事業主の業務を遂行するに当たって、言動を受ける労働者が当該言動の行為者に

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いい、職場の上司と部

下だけでなく、先輩・後輩、同僚間、さらには部下から上司に対するもの等、職場の

人間関係に基づく優越的関係も含まれます。 

 

② 「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」 

そもそも、優越的な関係を有する者は、一定の契約上・事実上の権力を有し、これ

を行使する権限と責任を負っていることが通常です。そのため、当該権力を適正に

行使する限りにおいては、直ちにパワーハラスメントに該当するものではなく、そ

の行使が必要かつ相当な範囲を超えて初めてハラスメントと認定されることになり

ます。しかし、どこまでやれば適切な行使で、どこまでやればハラスメントに該当

するのかについては、明確な基準はありません。よく「パワハラの判断は難しい」と

言われますが、その原因はここにあり、その意味でこの要件は重要なポイントにな

ると考えています。 
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【業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動の例】 

・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 

 

この判断に際して、指針では、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とされています。例えば、

業務上問題を起こした部下に対し、上司が注意することは、目的としては適切とい

えますが、それはあくまでも業務の改善を促し、その機会を付与するために行うも

のであり、業務と無関係な言動（人格を非難するような発言、机をたたく、大声で怒

鳴るといった動作）は不要といえます。このことからすれば、業務指導に不必要な

言動は、パワーハラスメントになり得る不適切な言動ということができると思いま

す。 

 

③ 「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、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意味します。この判断に際し

て、指針では、「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ています。 

 

（2） パワーハラスメントの例 

このようなパワーハラスメントの定義に該当する典型例として、指針は、（a）身

体的な攻撃（暴行・傷害）、（b）精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言）、

（c）人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）、（d）過大な要求（業務上明

らかに不要なことや遂行不能なことの強制・仕事の妨害）、（e）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・仕事を与えな

いこと）、（f）個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）を挙げています。 
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【パワーハラスメントの具体例】※指針より1 

（a）身体的な攻撃 

・殴打、足蹴り 

・相手に物を投げつける 

（b）精神的な攻撃 

・人格を否定するような言動、相手の性的指向・性自認に関する侮辱

的な言動 

・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 

・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 

・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の相手を

含む複数の労働者宛てへの送信 

（c）人間関係からの切り離し 

・自身の意に沿わない労働者に対する仕事外し、長期間の別室隔離、

自宅研修 

・集団で無視し、職場で孤立させる 

（d）過大な要求 

・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

のない作業指示 

・新卒採用者に対し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 

（e）過小な要求 

・管理職を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる 

・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 

（f）個の侵害 

・労働者の職場外での継続的な監視、私物の写真撮影 

・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 

 

もっとも、実際に現場で生じているパワーハラスメントの事例は、上記のように

明確なものはむしろ少なく、一つ一つの言動は比較的些細な内容であるものの、そ

れが積み重なって重大な結果を生じていることが多いと感じます。そのため、実際

の判断に際しては、前記（1）②のような総合判断が必要となると考えられます。 

 

（3） 雇用管理上の措置 

本改正法は、事業主に対し、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必

 
1 本改正法成立時に国会で附帯決議が出され、LGBT に対するハラスメントや性的指向・性自認の望ま

ぬ暴露（アウティング）、また第三者に対する（第三者からの）ハラスメントについても配慮が求められ

たため、指針に反映されています。 
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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。」と規定し

ています（同法 30 条の 2 第 1 項）。この雇用管理上の措置義務の規定の仕方は、セ

クシャルハラスメントやマタニティハラスメントに対する措置義務（男女雇用機会

均等法 11 条 1 項、育児介護休業法 25 条 1 項）と同様です（具体的な内容について

は、Ⅲにおいて後述します。）。 

 

2.  不利益な取扱いの禁止 

 

本改正法は、労働者がパワーハラスメントの相談を行ったことや、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、事業主が解雇その他の不利益な取扱

いをすることを禁止しました（同法 30 条の 2 第 2 項）。不利益な取扱いを禁止するこ

とで、パワーハラスメントの隠ぺい等を防止しようとしたものといえます。 

 

3.  紛争の解決 

 

都道府県労働局長は、紛争の解決の援助のために、必要な助言、指導又は勧告をす

ることができ、かつ、勧告に従わない事業主がいる場合には、その旨を公表すること

ができることも規定されました（同法 30 条の 5、33 条 2 項）。これまで、パワーハラ

スメントの問題が生じた場合の法的紛争解決の手法としては、民事的な損害賠償請求

や、企業内部における懲戒処分、労災給付申請等が挙げられましたが、本改正法によ

って、行政機関による是正指導等も可能となりました。助言、指導、勧告に従わなけ

れば企業名公表もあり得るため、企業としては、今まで以上に注意が必要となります。 

また、パワーハラスメントに関する紛争については、男女雇用機会均等法の調停の

手続が準用され、都道府県労働局の所管する紛争調整委員会において調停を図ること

ができることになりました（同法 30 条の 6、30 条の 7）。 

 

Ⅲ.  事業主が講ずべき対応策 

 

それでは、本改正も踏まえ、事業主はハラスメント防止のためにどのように対策を講

ずればよいでしょうか。労働施策総合推進法や指針で規定される事業主に対する義務に

関し、想定される具体的な対応策は以下のとおりです。 

 

1.  ハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならない旨の事業

主の方針の明確化、及び管理監督者を含む労働者への周知・啓発 

 

まず、ハラスメント防止という観点からは、どのような言動がハラスメントに該当

し、このような行為を行ったことによって従業員がどのような問題に陥るのか、事業

主は当然のこと、労働者自身においても深く理解することが重要です。そのためには、
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本改正法で定義されるに至ったパワーハラスメントの内容（上記①から③までの要件）

や、ハラスメントがあってはならず、企業としてこれを許さないという方針を明確化

することが重要です。そのためには、就業規則の服務規律等にハラスメントの禁止規

定を設け、社内イントラ等で上記の内容を記載して周知するほか、労働者に対して研

修や講習を行うことで周知・啓発を図っていくことが考えられます。 

また、セクシャルハラスメントに関しては、性別役割分担意識に基づく言動がその

発生の原因や背景となり得ること、マタニティハラスメントに関しては、妊娠、出産

等に関する否定的な言動2や育児休業等に関する否定的な言動3が頻繁に行われる等、

制度の利用又は制度の利用の請求をしにくい職場風土や、職場における制度周知が不

十分であることがその発生の原因や背景となり得ることも併せて周知・啓発の対象と

することで、労働者の理解の促進を図ることができると考えられます。 

 

2.  相談・苦情等に適切に対応するために必要な体制の整備 

 

（1） 相談窓口の設置及び労働者への周知 

ハラスメントの相談等に適切に対応するためには、組織のラインから独立した相

談窓口を設けることが望ましいです（弁護士等、社外に相談窓口を設置するケース

も見られます。）。特に、パワーハラスメントは、職場における人間関係の優位性か

ら生じ、その典型がライン上の上司から部下に対するものであることから、上記の

要請は強いといえます。 

また、実際のハラスメント事案では、パワーハラスメント、セクシャルハラスメ

ント、マタニティハラスメント等が複合的に問題となることも想定されるため、ハ

ラスメントの類型を限定しない相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることので

きる体制を整備することが望ましいです。 

その上で、上記相談窓口の存在を労働者に広く周知することが必要です。 

 

（2） 相談窓口の担当者による適切な対応 

相談窓口に相談に行っても、担当者が適切に対応しなければ、ハラスメントの防

止につながらず、対応次第では被害者がさらなる精神的ショックを受けるような場

合もあり得ます。そのため、相談窓口の担当者が、相談の内容や状況、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等にも配慮しながら、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、適切な対応を行うことが重

 
2 「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置

についての指針」（令和 2 年 1 月 15 日号外厚生労働省告示 6 号）では、「妊娠、出産等に関する否定的

な言動」を、不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の女性労働者の妊娠、出産等の否定につながる

言動（当該女性労働者に直接行わない言動も含む。）をいい、単なる自らの意思の表明を除くと定めてい

ます。 
3 「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図ら

れるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」（令和 2 年 1 月 15 日号外厚生労働省告示

6 号）では、「育児休業等に関する否定的な言動」を、他の労働者の制度等の利用の否定につながる言動

（当該労働者に直接行わない言動も含む。）をいい、単なる自らの意思の表明を除くと定めています。 
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要です。 

例えば、あらかじめマニュアル等を作成しておき、誰でも適切に対応できるよう

トレーニングしておくことや、相談窓口と人事部門、産業医・産業保健スタッフが

連携を取れる仕組みを講じておくことが考えられます。 

また、ハラスメントに該当するかどうか判断が難しい場合も多いですが、他方で

労働者が「ハラスメントに当たるか分からない」ことを理由に相談を躊躇していて

は、リスクを早期に発見することは難しくなります。ハラスメントかどうかを聞き

に来る程度でも気軽に相談できるよう、敷居の低い窓口とすることが重要です。 

 

3.  ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 

 

実際に従業員からハラスメントの相談を受けた場合には、それ以上の被害拡大を防

ぐために、迅速かつ適切な対応が求められます。 

 

（1） 事実関係の迅速かつ正確な確認 

事実関係の確認は、基本的には相談をしてきた従業員の訴える内容に基づいて行

います。ハラスメントの内容について、メール等の客観的な資料が残っていないこ

とも多いため、その場合は、被害者と行為者、及び必要に応じてその周辺の者から

ヒアリングを行い、総合的に判断していきます。その際、行為者と被害者の言い分

が真っ向から対立することも多いため、当該判断は慎重に行う必要があります。 

また、ハラスメントの行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主の

役員である場合には、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

ることも検討すべきです。 

但し、こうしたハラスメントの事例においては、被害を受けた従業員が、他の従

業員に知られたくないと考えていることもあるため、どの範囲に対し、どのような

スタンスで事実を確認するかについては、被害者の意向を踏まえつつ慎重に検討す

る必要があります。 

 

（2） 被害者への配慮 

被害者がハラスメントによって精神的な不調に陥っていた場合には、産業医の診

断を受けてもらって休養させるなど、その健康状態に配慮する必要があります。 

 

（3） 行為者への適切な措置 

行為者に対しては、被害者が、行為者からの接触を嫌がっていたり、報復を恐れ

ていたりすることも多いため、基本的には、行為者へのヒアリングが終了した後は、

懲戒処分まで自宅待機させ、被害者等関係者との接触を禁止する等して、被害者を

保護するケースが多く見られます。 

ハラスメントが事実と判明した場合は、就業規則等に従い懲戒処分を実施するこ
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とになりますが、上述のとおり被害者が職場での接触を嫌がることも多いため、懲

戒処分とは別に、行為者への配置転換を行うことも多く見られます。また、被害者

の上司が行為者である場合には、上司としての適性に疑義があるとして降格処分を

行うことも考えられます。 

 

（4） 再発防止 

ハラスメントの事実の有無に関わらず、再度の啓発や研修によって、再発防止を

図るべきです。 

 

4.  1.から 3.までの対応と併せて行うべき対応 

 

（1） プライバシー保護 

ハラスメントを受けた、行ったという事実は、被害者と行為者双方にとって、第

三者に知られたくない事実であり、これが周囲に知られてしまうと、被害者が精神

的にストレスを感じたり、行為者が職場にいづらくなり退職せざるを得なくなった

りといった事態に発展する可能性があります。そこで、企業としては、ハラスメン

トの相談・調査・処分に関わった者はもちろん、単にその事実を見聞きしただけの

他の従業員についても、こうしたハラスメントの事実を軽々しく話すことを禁止す

べきです。その際、単に関係者に口止めするだけでは足りず、企業に所属する従業

員全体に対し、研修等を通して、プライバシーへの配慮に対する意識を植え付けて

いく必要があります。 

特に、ハラスメントの事実には、行為者や被害者、相談者等の性的指向・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があるため、個人情報保護の観

点からも留意する必要があります。 

 

（2） 不利益な取扱いの禁止の周知・啓発 

本改正法においてパワーハラスメントに関して規定されたように、ハラスメント

の相談や調査への協力に対する不利益的取扱いは、ハラスメントの問題が表面に出

るのを妨げることになります。このことも、併せて研修等で周知しておくべきです。 

 

5.  その他 

 

（1） 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

しい迷惑行為に関し行うことが望ましい対応 

ハラスメントの行為者は、職場内の従業員のみならず、他の事業主が雇用する労

働者又は他の事業主の役員であることもあります。また、いわゆるカスタマーハラ

スメントと呼ばれる、顧客等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著し

く不当な要求等）も、近年問題となることが多いため、こうした行為により労働者
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が就業環境を害されることのないように、職場内でのパワーハラスメントと同様の

配慮を講じることが望ましいです。 

具体的には、指針において、2.にて上述した例も参考にした必要な体制の整備や、

事案の内容・状況に応じた被害者のメンタルヘルス不調への相談対応といった被害

者への配慮のための取組みを行うことが望ましいとされるとともに、雇用する労働

者の被害防止のために、対応マニュアルの作成・研修の実施や、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必要となる取組みを進めること等が有効で

あるとされています。 

 

（2） コミュニケーションの改善 

指針においては、パワーハラスメントが発生する特徴的な要因として、日常のコ

ミュニケーションの不足やコミュニケーション能力の不足といった個々の労働者の

要因、業績偏重の評価制度や長時間労働等、プレッシャーのかかりやすい職場環境

等も挙げています。こうした問題を解消するため、日常的なコミュニケーションを

意識して行う、目標設定等において業績偏重にしないといった制度変更の検討も望

ましいといえます。 

 

（3） マタニティハラスメントにつき、その背景となる要因を解消するための措置 

マタニティハラスメントの場合、その背景として、妊娠等した労働者の体調不良

や育児のための労働時間の短縮等が原因で労務の提供ができなかったり、労働能率

が低下したりすること等により、周囲の労働者の業務負担が増大することが挙げら

れます。 

事業主（妊娠等した労働者・育児休業を取得する労働者が派遣労働者の場合、派

遣元事業主）は、こうした背景となる要因に対処するため、業務体制の整備等、事業

主や当該労働者その他の労働者の実情に応じ、当該労働者の周囲の労働者への業務

の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直しを行ったり、業務の点検を行った

りすることにより、業務の効率化等を行うといった措置を講じる必要があります。 

 

6.  リモートワークハラスメント・テレワークハラスメント（リモハ

ラ・テレハラ）等について 

 

昨今の新型コロナウイルスの影響で在宅勤務形態をとる企業が増加したことによ

り、いわゆるリモハラ・テレハラも、新しいハラスメントの類型として注目されてい

ます。従前の、「職場」において仕事をするのとは異なる形態を取るようになった結

果、ハラスメントについても、従前とはやや異なる見え方をするようになってきてい

るように思われます。以下では、在宅勤務に伴うハラスメントに関連してどのような

点が問題となり得るか、考察しています。 
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（1） 直接顔を合わせることの減少 

在宅勤務になれば、これまで毎日職場で顔を合わせていたのとは異なり、基本的

なコミュニケーションツールはメールやチャット、電話や Web 会議となり、直接顔

を見ながら話し合う機会は大きく減少することが予想されます。 

こうしたやり取りの場合、受け取る相手の表情が分かりづらかったり、文章での

コミュニケーションにおいて受け手がどのような感情を抱くかが見えにくかったり

するといったことが考えられます。これまでも、メールやチャットの記載内容が厳

しいと受け止められ、ハラスメントではないかと問題になるケースはありましたが、

在宅勤務が増えれば、このような事例が益々増える可能性があります。特にメール

等の文章で注意や指導を行う場合にはより一層、内容だけでなく表現についても配

慮が必要になると思われます。 

 

（2） 業務以外の出来事に時間を取られることへの理解 

在宅勤務をする場合には、当然のことながら、業務のみ対応していれば済むとい

うことは少なく、実際上は、家事や育児、介護等にも時間を割かざるを得ないケー

スもしばしば見られます。こうした状況を無視して業務の進行の遅れを非難したり、

在宅勤務の従業員には仕事を振らない、会議にも呼ばないといった対応をしたりす

ることも、ハラスメントに発展するリスクがありますので、ご留意いただければと

思います。 

 

（3） プライバシーへのより一層の配慮 

在宅勤務が増加した結果、Web 会議をする機会も増えてきていると思いますが、

Web 会議では、これまでスーツを着ていた従業員が私服で参加したり、あるいは

Web 会議をする際に背景の自宅の様子まで映り込んでしまったりするといったケー

スも増えてきています。こうした私服や自宅の様子等は、直接目にする分、話題に

しやすいかとも思いますが、本来従業員のプライベートな内容に関することであり、

業務と関係のないことでもあります。指摘されることによって「見られたくなかっ

た」等と不快に感じる可能性もあると思いますので、基本的に、こうした「普段の職

場と違う」様子については、あまり話題にはしない方がよいと思われます。 

 

（4） 在宅勤務者と出社者の間のコミュニケーション不全 

新型コロナウイルス感染リスクがある中においても、業務によっては出社して業

務処理せざるを得ないものもあると思いますが、出社する従業員からすれば、「自分

たちは感染リスクを冒して出社しているのに対し、在宅勤務の従業員は楽をしてい

る。」という思いを抱くことがあります。在宅勤務だからといって楽な仕事をしてい

るわけではないと思いますし、出社している従業員の根底にあるのは在宅勤務者へ

の不満というよりは、感染リスクの問題ではないかと思いますが、こうした感情を

放置して、社内に溝を作れば、これも新たなハラスメントの温床となる可能性があ
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ると思います。出社する従業員の感情を和らげるためにも、社内での感染防止の対

応をしていただき、また在宅勤務者とのコミュニケーションを取る機会を増やして

いただく等、配慮をしていただければと思います。 

 

Ⅳ.  終わりに   

 

ハラスメントの問題については、メディア等で話題になることも多く、その問題性に

ついては多くの人が理解しているにも関わらず、未だになくならないというのが現状で

す。ハラスメントによってストレスの溜まるような職場で働いていては、生産性の高い

仕事はできません。また、少子高齢化が進み、人手不足が深刻化している現状において

は、待遇だけでなく、こうした職場環境の快適さも、採用を有利に進め、優秀な人材を

引き留めておく要素の一つになると思われます。このように、従業員の問題にとどまら

ず、企業の経営にとっても、ハラスメントを解消する必要性は非常に高いといえます。

今回パワーハラスメントに関する法制度の施行が開始されたことを契機として、これま

で対応を検討していなかった企業・不十分だった企業においても、改めてハラスメント

解消のための措置を検討いただければ幸いです。 
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